
駅前活性化

メンバー：内藤(節)、繁在家、金子、長岡、鈴木(春)(敬称略)

課題 アイデア

・住民が集まる場所がない ・誰のための町にしたいのか ・今日は何の日、めじろの日設定

・コミュニティの場がない ・次の世代に向けての再開発 ・持ち寄り朝市/夕市

・街の中心がない、シンボルのようなものがない ・集会所(子ども～老人までの) ・京王ストア頑張って

・発信力がない、活気がない、暗い ・人が集まる環境づくり ・Sセンターのショッピング化

・大手店舗が出店しない ・これがめじろ台というシンボルを ・様々相談所、コミュニティの場

・店舗ごとの面積が小さい ・用事がなくても行きたい駅(回り)

・商売っ気が無い、商店の後継者不足 ・駅回りお店の活性化

・飲み屋が少ない、夜までやっている飲食店が欲しい ・魅力的な店、個性のある店 ・子ども来る

・本屋が無い ・学生の集い、語いの出来る ・この家どうするの

・緑がない、ベンチがない、商店がない ・夜飲めるところが欲しい ・この家誰が住むの

・交通拠点づくり ・めじろ台は、年寄りばかりだ…ね

子どもが正月帰省時の質問

イベント/魅力づくり



駅前活性化

メンバー：高根、佐藤(仁)、金剛、木野田、藤井(敬称略)

・景観をデザインして人を集める (踊り、フラダンス)

・まちづくりアドバイザーに依頼 会館

・八王子駅を手本に ・駅前商店街再開発

・植木/ベンチ(休憩) 具体化へ 　(一丁目9番全て)

・舞台づくり 　(京王ストア含む)

・NASの跡地利用と無料駐車場設置 30m  ・法政大学/家政学院大学 学生素通り

　 10m ・駅前は通過するだけで立止まらない

京王高尾線 京王線 ・寄るところがない

商店

・お正月、どこで遊びたいか？

・老後、めんどう見てくれる？

子どもが正月帰省時の質問

緑地、ウッドデッキ(ステージ付き)

駅前商店街(めじろ台の顔)

NAS跡地

多摩信用金庫

駅前の再整備

駅前商店街 　京王ストア駐車場　

めじろ台駅バス・タクシー

ロータリー



・法政大学/家政学院大学 学生素通り

・駅前は通過するだけで立止まらない



空き家・空き地の課題

メンバー：鈴木(健)、谷岡、中澤、植田、大谷、山宮、春田(敬称略)

治安悪化 未来

・まちが暗いイメージになり、地価が下る ・住民に不安感が広がる ・めじろ台のイメージ/将来ビジョン

・まちの価値の低下(不動産) ・防犯上問題あり 　(戻ってくる意思はあるのか？)

・空き地の隣地は売れない ・かってに住まわれて、治安が悪くなる ・利活用

・住環境イメージダウン ・人間関係が希薄になる 　①農園

・景観悪化　 ・(課題) 　➁看護士や学生に安く貸し出す

　活気なく感じる、転入者減 　空き家・空き地が増えると街全体の活性が 　➂カフェ(用途転換)

　なくなり、ブランドが損なわれる ・今ある空き家

人口減 　防犯上も良くない 　所有者の意識?/アプローチ方法

・人口減による公共(民間)サービスの低下 　自治体が調査/更に自治会が関与

・どんどん住む人が減っていく 　利活用の提案/市場に戻す

・元気なうちに家族と家について

防災 　話し合うことをアピールする

・防災/火事等の危険度上昇 ・所有者の意向を把握する機会を(考えが分らない) ・終活で家の話を

・所有者の協議会への参加を求む

庭・雑草 ・空き家を大学生に賃貸(開放)する

・雑草が除去工事により、近所に飛び散る ・社会貢献するNPOは貸出しニーズあり

・庭が荒れる、見た目も悪い ・住居支援法人を利用して、マッチングを計る

・雑草/ゴミの山、防火上問題あり ・貸す/開放する、好事例/スキームをオーナーへ提供

・空き家/木/雑草、どう解決？ ・町会で管理できないときどうするのか

　⇒　NPOや民間の企業を利用するか

ゴミ ・空き地で野菜作り

・空き地へのごみ捨て、何とかならないか ・迷惑雑草追放

まちのイメージ悪化

所有者との関係



空き地・空き家対策：空き家対策・まちづくり

メンバー：東、長澤、大久保、松本(昭)、高野(繁)、蒲池、有岡(敬称略)

・市長名で持主に連絡出来る様にする

・地区協定した為、160㎡以下には割れない ・地区計画の見直しが必要？

・空き地/空き家の所有者が分らない ⇒ ・空き家対策は、空き家予防

・空き地は、投資目的の為に買った人がいる ・持主に課税→八王子市が情報を所有

・相続の問題あるため、売れない ・道路清掃等やると地域が活性化する

課題

・空き家があると防犯上問題あり

・空き地は草ぼうぼう Vision

・空き家/空き地だと美観上悪い 誇れるまちづくり　

・雑草のある空き家は、火災の問題あり 　⇒　誇れるものは？

・日頃の付合いがないと、空き家になった時連絡出来ない

・お隣さんとのさまたげ

コミュニティファーム

理

由
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景
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まちづくりは

コミュニティが原点

そもそもなぜ空き地が存在

するのか(当初より)

⇓

空き地にてバーベキュー等

集まれる場所があれば良い

ビューティフルウィンドウ運動

美しいまちは、犯罪のないまち

空き地に花壇を作れば、皆が和む



医療・福祉

メンバー：上、萩原、加藤(公)、山川、枌、中塚(敬称略)

課題 解決

・生活支援　⇒　実態どうなのか ・看取り/安心感　⇒　まちづくり

・我慢強すぎる問題 ・イマジン、見学に来てね

・タイプによるご相談、タイミング ・ストア利用、バンク利用　⇒　同じだよ

・一人暮らしの方が病気になった時、不安 ・自分たちが使い易い病院に作る！

・病院がブラックボックスになっている ・ライオンズクラブ　⇒　会がある

・生活サポート　⇒　新しいことが起こるといいな ・社会３つ持て　⇒　①町会 ➁老人会 ➂友人

・リハビリ　⇒　若い世代が入ってほしい ・孤独死を出さない

・障害の方　⇒　坂の多い町 ・看取り　⇒　その方、その方のあり方

・行政として、町として　⇒　若者and障がい者 ・歩こう　⇒　相談窓口につなぐ

・気軽に依頼されたい(山川さん) ・リハビリの意味　⇒　”その方らしい生活”

　⇒　MMC会員150人＠1,200円 ・社会参加　⇒　主体的声かけ

・両親の内、どちらが亡くなったら住み続けるの？ ・私が具合悪くなったときに、どうしたらいいかね？

・めじろ台に住むのか？　家いるのか？ ・親が暮らせなくなったらどうする？

・一緒に住もうよ　だめ？　どうして？

子ども達が正月に帰省したら聞きたい事



若い世代・子育て世代

メンバー：瀬戸口、高安、遠藤、玄葉、柳原、小林、中村、細野、若尾、鳥家、安井(敬称略)

解決策

・多様な人が住める地区計画 ・子どもは社会の宝、地域みんなで支援していこうという意識が持ちにくい ・駅を利用する大学生と地域の方の交流

・地区計画の見直し又は廃止 ・子育て世代/若い世代の意見を持って行く場がない ・大学生が利用できる施設の不足

・地域の居場所 2020年春オープン予定 ・若い世代の意見交換会(セミナー)に参加したい ・若い人がアルバイトできる所が少ない

・まだまだ活躍できるシニアの方を登録、 ・高齢者の数が多く、子育て世代が少ないので、まちづくりの主要テーマ ・子育てママに短時間の仕事を提供できる施設

　チョコっとお手伝いの提供者に 　として子育て支援が意識されにくい ・魅力的な商店が駅周辺にない

・高齢者/子育てを卒業した人が子育て支援に ・ママ友達が子連れで遠慮なく時間を過ごせる場所が欲しいのでは ・めじろ台に入ってこない

　関われるシステムを作る ・子育て世代のコミュニティが無い、子育て世代が集まる場所がない 　⇒　魅力/ブランド力が伝わっていない

・地域のコミュニティ、子育て世代の集り場所 ・子育てについて相談できる場所がない ・街を歩いていても子供も姿を見かけない

・めじろ台会館で親子体験教室(モノづくり、etc.) ・子育てサポートをしたいのですが、何をして良いのかわからない 　(めじろ台祭りの時は別)

・子育て/若い世代の意見を受け入れる受け皿作り 　交流の場が無い ・近隣のみなみ野には駐車場完備した

・多世代交流が出来る場所を作る ・子供会の活動の限界、共働き世代の増加、役員の担い手不足 　商業施設がある、地価も安い

　多世代交流のコミュニティ作りが大事 ・ひきこもり　学校になじめない子どもの存在 ・選ばれる、定住する仕組みは

・意見を聴けるようなイベントの実施 ・結婚に無関心、孤独な子育て

・空き家を活用した住宅支援 ・若年層(学生)が立寄る店や施設が無い 不動産

・機能/管理　施設の提供、運営主体 ・賃貸住宅が少ない、住み替える戸数が少ない

・収支/財源 　(賃貸住宅)

・めじろ台全体のホームページ作り(資金が課題) ・めじろ台の中に小中学校/幼稚園/保育園が無い ・子育て世帯が転入しにくい

・公園が少ない、有効活用がない(万葉公園等を思いきり遊べる場に) ・安い家賃で住めるアパート等が少ない

情報 ・子どもたちの居場所　児童館？ ・不動産の価格が若い方にはまだまだ高い

・子育て世代が欲しい情報の発信スペースがないのでは ・子ども～大人～シニアの多世代が自由に集まれる場所とイベントの不足 ・一区画の値段が高い、土地が広い、

・子育て世帯への情報発信が弱い ・子育ては親だけでなく地域の関わりが必要だが、システムとして 　住みたくても住めない

　⇒　子供会あるある情報/めじろ台文庫 　地域の人が子育てを支援する場など少ない(自由に使え、ふれあえる場所) ・学生の居住できる仕組み作り

・若い世代/子育て世代の意見、子ども自身の意見 ・中古物件でも良いはずだが、適当な広さ

　⇒　めじろ台のまちづくりの一部に組み込む 　というより、広過ぎなのかも

・共働き世帯がまちづくりに参加しやすい環境づくり ・経営資源　⇒　大学/良好な住環境/交通 ・地区計画見直しは　

・医療関係者又は保育園従業員対象のシェアハウス 　⇒　敷地面積160㎡は広すぎて購入できない、

　(補助金対応含む) 　　　移り住むには難しい

・どういう店があったら、めじろ台で遊ぶか？ ・二丁目などはほぼ全てが、共同住宅の

・どういう条件が整ったら、帰ってきてくれる？ 　建築が制限されている

子育てコミュニティ

子どもに聞きたいこと

子育て施設

街としての魅力

若い世代・子育て世代



公共交通

メンバー：内藤(明)、豊森、東郷、池上、神田、本田(敬称略)

バス タクシー 循環バス 自転車対策

(子供事故防止)

京王線 → 　JR

→ 　バス

京王高尾線の活性化

団地内を循環する

デマンドバス

(高齢者と子育ての

若い人)

現役世代の意見聴取

公共交通

現状の課題

解決策

JRみなみ野駅への

連絡バス

(駅と駅をつなぐ)

配車と待合場所に

問題なし

病院・児童会館を

つなぐ連絡バス

鉄道

乗り換え問題

通勤者と若い人が

使いやすいダイヤに



会館リニューアル

メンバー：伊藤、西田、大木島、国府田、青木(敬称略)

⇒ ⇐ 目標

・老朽化による建て替え ・地域活動/文化活動の基地 ・各種サークル活動の基地

・バリアフリー化 ・子育て世代、若い世代、高齢者に ・サークル活動＝ボランティア基地

・ホールが狭い：120席？ 　優しいモデル地区の基地 ・ママ友サークル活動

・出入り口の大型化/オープン化 ・町会/ボランティア団体の基地 ・誰もが集えるサロン

・高齢者モデル地区として再開発しては？ ・お茶飲みスペースが欲しい

・図書館機能

必須項目 ・楽器の練習したいが音漏れが心配

・リニューアル資金の調達 ・会館HPによるPR

・会館の建築基準緩和 ・利用率の低下対策(高齢化の影響)

・第二会館をどうするか？ ・地域内循環自動車の基地(配達)

・家庭ごみの回収に無人自動車を運行

ビジョン・憲章建て替えの要件

会館単独でなく複合施設として建て替えかな


