
めじろ台地区まちづくり協議会（0531）

ワークショップまとめ
テーマ︓まちづくり憲章（ビジョン）の検討



2020年5⽉31⽇

メンバー：御⼿洗さん(４丁⽬）、⻑岡さん(１丁⽬)、鈴⽊さん(2丁⽬)、⼭川さん(4丁⽬）、春⽥さん
⼤⽉先⽣、今⽥

今⽇の⽬標：どういう⽂⾔をいれたいか、箇条書きでキャッチフレーズを出す
16:10~ 全体発表

誰もが参加明るく豊かな
街づくり(鈴⽊さん）

⾼齢者と⼦供が仲いい感
じ（⼭川さん）

多様性(御⼿洗
さん）

健康、活気のある

楽しい⽴ち話(⼭川さん）

⼈と話すと困ったことが
なくなっていく
(⼭川さん）

多様性を重視
する町

ふれ合いのあるまち❗助
け合いのまち❗楽しめる
まち❗住みやすいまち❗ 明
るいまち❗（⻑岡さん）

いろんな⼈が
住める町

⾊々な⼈が健康に
活き活きと末永く
⽣活できる街

安⼼と安全環境に
やさしい街

⽂化と緑⼈にやさ
しい街

めじろ台に銭湯あ
ればいい

みんなの顔がみえやすい
まち

いつも、誰もが参加
できるような活動が
展開している町

多様性⼈とのふれあい

安全・健康・⽂化

1班



・⽂教地区「アカデミックLIFEタウンめじろ台」(有岡)
めじろ台の強みを誇れるまち、近隣から転⼊したくなるまち
⾼齢者と若⼈が刺激し合う⾼め合うまち
セミナー開催・⼤学連携などコミュニケーション

・誰でも集えるまち(中村)
多世代間交流ができる居場所、空間・機会

・⾼級住宅地ブランドを⾒守り継承するめじろ台(春⽥)
・若者から⾼齢者まで多世代が集うまち(春⽥)
・世代を交えて問題解決するまち(⽊野⽥)
・活動的で柔軟に変化できるまち(⽊野⽥)
・⾃分らしく⽣活できるまち(中澤)

ひとりひとりのライフステージに合わせて⾃分らしく
活動的に⽣き⽣きと過ごせる機能

・健康になれるまち(⾼鍋)
芸術活動や教育活動など多様な活動を通してQOLを⾼めるまち

・地域内の助け合いの活動が盛んなまち(宮嶋)
・めじろ台のブランドを地域外に広げたい(有岡)

南めじろ台、⻄めじろ台…
・町会・⾃治体が活発なまち(春⽥)

⾼鍋,有岡,⽊野⽥,中村,中澤,春⽥, 宮嶋

多世代の交流、活動

憲章草案のためのキーワード

めじろ台ブランド

アカデミック・芸術

変化に柔軟

2班



・地価が⾼い(⇄若い⼈が買えない…)(春⽥)
・優秀な⼈材の宝庫(春⽥)
・アカデミックなまち(セミナーや駅前図書館でのコミュニケーション等)(有岡)
・⾼学歴、直⽊賞作家、⾳楽家など（講演をひらくと多くの⼈が集まる）(有岡)
・資産家が多い、⼈脈豊富(中澤)
・周囲のまち(めじろ台外)が「めじろ台」という⾔葉をつかっている(有岡)
・住宅地の評判は学校(特に中学校)に依ることが多い(⾼鍋)
めじろ台在住者はめじろ台外の学校→まちの⾵格が⼤事？

・⽣活環境がいいため⾼齢者が元気(春⽥)
・⾃然が多く歩きやすいまち、⾼尾⼭も近い(⽊野⽥)
・⼀緒に歩く仲間もいるまち(⾼鍋)
・近くに病院幼稚園ドンキなど利便性が⾼い(春⽥)

→優秀な⼈材をいかに⽣かすか

めじろ台ブランド とは2班



やざきさん 毎朝歩いている。住宅が綺麗。⻄⼋王⼦出⾝（住環境
悪→めじろ台へ）
→綺麗な住環境を守っていきたい

キーワード

中村さん 誰とでもいつでも参加できる。協議会は⽬的達成後も続
けていきたい。
→いつでもいつまでも参加できるまちづくり

⽯⿊さん 落ち着きがあり町並みが綺麗。静か。⼼安らぐ。
→開かれたまち。⼈間が好きに出たり⼊ったりできるまちへ。

鈴⽊さん 静かで閑静な住宅街。京王線沿線も空き家問題増。
→年配も⼦育て世代も安全安⼼なまち。多世代の交流。賑わい
のあるまち。
コロナの影響で郊外住宅地のあり⽅が変わってくるかも？
星野さん めじろ台に限らず、⾼齢化進。別の町ではまちづくりへの若い世代の参加の
⼯夫
⼤学⽣が近くにいるのは強い！
→若い世代の参加ができる。周りの⼤学の学⽣も活躍できるように。

綺麗な住環境

⼩児科 めじろ台在住の患者さん増
→⼦供増えている？

地域のことを情報誌で発信

多世代に
開かれたまち

持続可能な
まちづくり

いつでもみんなで

賑わい
（若い世代・
⼤学⽣）

ソフト⾯での賑わい場としてではなく。（鈴⽊）例 テイクアウトマップ

協議会何やってるの？
会館⼊りにくい、、、。
→このようなオンラインでは気軽に参加しや
すい
臆せずにオンラインに移⾏するのすごい！

⼤学⽣や若い世代賑わい・活⼒！
若い世代（住んでいても、いなくても）に地域を良いイメージを（⽯⿊）

めじろ台祭り（やざき）

めじろ台モデルの構築

具体的なご意⾒

メンバー 中川(都市計画家協会) 中村(1丁⽬) やざき(3丁⽬) ⽯⿊(たましん) 鈴⽊(京王
電鉄) 星野(法政⼤学) ⼩林(東⼤⼤⽉研)3班



住環境の維持
綺麗な町並みを守っていきたい。
（やざき）

落ち着きがある。静か。⼼安らぐ。
（⽯⿊）

静かで閑静な住宅街（鈴⽊）

多世代に開かれたまち まちづくりを続けていく
まちづくりの主な⽬的が達成しても、まちづくりを続け
ていきたい（中村）

いつでも気軽に誰でも気軽に参加できる（中村）

年配の⽅も⼦育て世代も安⼼安全なまち（鈴⽊）

⼈が好きに出たり⼊ったりできるまち（⽯⿊）

⼤学⽣が活躍できるといい（星野）

⼦供が増えている印象（やざき）

賑わいのあるまち

多世代の交流が⼤事（中村）

周りの⼤学の学⽣を巻き込みたい
（星野）

めじろ台祭り（やざき）

賑わいの場というより、賑わいを誘
発するソフト⾯での仕掛け（鈴⽊）

めじろ台モデルの構築
70名を超えた⼈数が集
まり、このようにオン
ラインで協議会が進ん
でいくのはすごい！

コロナウイルス感染拡⼤の影響で
住宅地のあり⽅が変わってくる？

住んでいない⽅にも賑わいの良いイ
メージを持ってもらいたい（⽯⿊）

気軽に参加できて、継続的に活動できる仕組みを考える
（中村）

いつまでもみんなで（中村）

3班



藤井、⻘⽊、遠藤（敬称略）
ファシリテーター：安藤（敬称略）
記録：⻄⼭

藤井
調査期間が⻑い
ゆっくり進んでいる印
象

⻘⽊（花壇の会）
駅前の花壇と住宅地における花壇等の景観
プロの⼒を借りて町全体の景観
家並みやみどりの街並み
個⼈と⾏政

⻘⽊
「各世代にあった多様な⽣き⽅
ができる街」が根本

遠藤（学⽣向けシェアハウ
ス）
多世代の意⾒が反映される街

学⽣向けシェアハウス
空き家や空き部屋の活
⽤

藤井（駅前の再開発）
駅前の活性化
商店街＝めじろ台の顔が⽣ま
れ変わる

藤井
空き家活⽤
→町会の資源回収のシステム
（資源の置き場として）

藤井
町会予算の不⾜へのアプローチ

藤井
住みたいと選ばれる街

遠藤
駅前開発と⼈の誘致の同時進⾏
地元との協⼒

⻘⽊
会館での活動（多様かつ⽂化
的）
→会館のリニューアル
オープンな⽂化拠点
多世代間の⽂化的交流

空き家駅前

多様性

景観・⽂化

まちづくり憲章のキーワード

4班



バードハウス(居場所づくり、空き家活
⽤)

⾼齢者の孤⾷
→500円 何⼈かで⼀緒に⾷べる、
栄養摂取ではなく、⾷事を愉しむ
誰か、まちでの⾃分の役割に気付く

⼦育て世代を孤⽴させない
→空き家の貸し部屋でランチ
⼿作り作品の展⽰、講習会
雑談の中での悩みの共有

障害があっても暮らしやすい
その⼈らしさが⼤切にされる

世代を越えた交流を通して、
思いやりのあるまち 多様性、多世代交
流

⼦どもが知らない⼈に声をかけられると
驚くのは
教育の影響？ 顔の知れた地域づくり

ワンオペ育児や介護ではなく
顔がつながり、⼀緒に⽣きていく

加藤さん(永⽣会 保健師)
訪問看護 20年

⾷事
要介護5であっても⾃分らしくいられる
誰と⾷べ、おいしいと感じられるか
→健康へつながる

じぶんが⼀番幸せを感じるときは？
誰かと⼀緒に気を遣わず⾷べる
⼀⽇無事に終わって眠るとき
もう⼀度眠れる、リラックスして過ごせ
る

⽉⽇、歳とともに変化するが、
⾃分がいたい場所に居られる

引き継ぎたい知恵が次世代につながる
(災害時にも活⽤される)

⻘柳さん(東⼤ GLAFS)

孤⾷対策
おろそかにされがちな朝
⾷に介⼊
→朝⾷提供の場をつくる
(めじろ台には現在ない)
+ その後もその場で過
ごせる
活動 (コーヒー茶話会,展
⽰会等)

地域のつながり
⾃分の役割を感じる→⽣
き⽣き

多世代交流
多様な⼈が地域で⾒守られながら暮らせる
笑顔で安⼼して暮らせる
愉しい⾷事時間

メンバー 深井さん(明星⼤ｰファシリテータｰ)
とやさん、瀬⼾⼝さん、⼤⾕さん(バードハウス)
加藤さん(永⽣会保健師)
植⽥さん (住宅・都市問題研究所)

⻘柳さん、⽥中(東⼤GLAFS学⽣)

5班



内容：
「誰もが参加できること、⾃
由に発⾔できること」

・Zoomなど、ITを使⽤するこ
とで、話し合いや、活動の場
へのアクセス可能性を⾼める。

・会館に来づらい⼈（若い⼈
等）が来やすくなる。 内容： 5H

Hope
Health
Heart/ホッとできる
Help
Happiness
と「1 S」
Safety

内容：
コミュニケーションがあると楽
しさと幸せが実現できるのでは

内容：
みんなの幸せのためになにをす
るかについての⽅向性を⽰すと
いい
付け加えるなら：Sustainable/持
続可能性を⾼める取り組みがあ
るといい

内容：
困っている⼈（独居⾼齢者・⼦
育て世代）に対して、ちょっと
した⼿助けをすることができる
関係性が、⾃然にできあがると
よい

内容：
住んでいる⼈が好きなところ、
次の世代に引き継ぎたいところ
を維持する。

若い⼈が増え（戻り）、街のよ
いところを引き継いで欲しい

内容：
多様なコミュニティ、多世代の
交流をつくる

次世代にまちを引き継ぐ

内容：
話し合いに参加できない⼈の
意⾒も反映できるようにする
・・・多世代、普段参加でき
ない⼈たちの意⾒を拾いあげ
ること

中心となる理念の案

6班



ファシリテーター：細萱さん（⾼齢社会研究機構）
メンバー：東さん（安⼼ネット）、笹渕さん（ノルディック）、⼤久保さん（2丁⽬）
書記：⽇野

めじろ台の魅⼒とは！
⼤久保： ⼀軒⼀軒が離れていていい→緑が多い
笹渕： まとまって500世帯→まちの全員が知り合い ＆ 歩きやすい道がある

めじろ台の課題！
笹渕： 万葉公園周辺は⾞が優先で歩きづらい場所がある、公園⾃体も整備されてなくて使いづらい

中⼼にある駅が⽴派だが、商店街には気付きづらい。
京王は、電⾞料⾦は安いが、駅周辺の設備投資についてあんまり考えてないのでは？

←乗降客が少ない、増やそう！←⾼齢化で⾞⼿放すから、駅が中⼼になるのでは
⼤久保： 2丁⽬からすると、駅前のマンションの1階だけが商店みたいになってる

駅前の商店街のアクセスが悪い→ならちょっと遠くてもスーパーに⾏っちゃう
東： 京王ストアちょっと⾼い

駅⽬の前のスポーツクラブが使われていないのがもったいない！

めじろ台の理想！
東： 皆が挨拶できる街が望ましい、気軽に交流できる（笹渕：現状かなり達成できているかも）
笹渕： 町の中⼼でカフェできること

⾼尾や⾼尾⼭⼝のように訪⽇外国⼈が来てほしい
⼤久保： 学校ー⾃宅の間にいられるような学⽣のための居場所づくりが⼤事なのではないか

まちづくり憲章＝まちの理想の初⼼！

全体⽬標：駅周辺を中⼼に、もっといろんな属性を持つ⼈の交流があったらいい

7班



⼤塚さん
多様な⼈々が緩や
かに連携するまち
（急に何かするの
ではなく、時間を
かけて）

⼩林さん
⾼齢者・障害者・
⼦どもあらゆる⼈
の居場所づくりが
できるまち

松原さん
⽂化のまち 駅周辺の魅⼒化

⽂化

道、住宅

めじろ台住宅地のビジョンを考える

松原さん
挨拶を交わせるま
ち

松原さん
やさしいまち

松本さん
多世代交流の住宅
というアイデア

松原さん
「⾼齢者」と「⾼
齢者以外」が交流
ができる環境が欲
しい

松本さん
均⼀性から多様
性、寛容性をキー
ワードにめじろ台
の価値を創造する

⼩林さん
縦割り⾏政を超え
る
世代間交流

⼩林さん
地区計画を⾒直す
よりも、中⾝を発
展させていく

松本さん、松原さ
ん
ロータリーに街路
樹を

松本さん
駅周辺にシェアオ
フィス

松原さん
魅⼒のあるまち
→何が魅⼒？

松原さん
若い⼈に空き地を
買う経済⼒はない

松原さん
⾼齢者が住み続け
られる。若い⼈が
住み移る。

多様性、寛容性

皆に居場所がある、交流できる環境

コミュニ
ティ、近所づ
きあい、⼈間

関係

魅⼒のあるまち8班



9班

めじろ台憲章

⾃然を踏まえた町並み
・⾃然がある
・整然と⼾建て住宅が並ぶ（家々に緑が多い）
・公園やベンチなど利⽤できるスペースがある

多世代≒多様性
・⾼齢者：休むところがない
・若者：気軽に話し合える場所がない
・⼀⼾⼀⼾が孤⽴しているように⾒える
町並みとしては整然としていても

・地域外との交流は少ない
・若い世代を取り込んでいくことを
考えていきたい

・住んでもらうのが良い
・間⼝を限定しない
いろんなライフスタイルを考える

・安⼼・安全で静かな環境を守る

商店街
・商店街の⼈全体で新しい⽬標？ビジョンを決める
・地域の⼈に好かれる商店街
・商店街を地域の⼈が育てていく

セッション９
佐藤さん、斧林さん、中村さん、安井さん
⽵野さん、櫻井



10
班

参加者
ファシリテーター︓島⽥昭仁さん
記録係︓GLAFS佐藤
１丁⽬︓ヤナギハラさん
３丁⽬︓ヤマミヤさん
４丁⽬︓イトウさん
４丁⽬︓サイジョウさん
４丁⽬︓オオイシさん
事務局︓ウエノさん
ビジョンたひら︓カモシダさん
GLAFS新⽥

・外出しなくてもWEB上で交流できるコミュニティ
・実店舗で認知症カフェ
・世代を超えたバリアフリーを︕

「住みたい街、住める街」オオイシさん

世代間交流
出来る
機会提供を︕ 

新規ビジネスの招聘
商店街と
ビジネスエリア

の統⼀ 

出会いのある街を。
空いている広場の活⽤
喫茶店、ベンチで
出会いのきっかけ
づくりを

魅⼒がない
学⽣はあまり
⽴ち寄らない・
→本屋等の魅⼒が

欲しい

⾼齢者と学⽣・若者との⽣活圏の分断がある 

ウエノさん

イトウさん  サイジョウさん

カモシダさん 

共通の声


