
2020年6月28日 テーマ：まちづくり憲章（ビジョン）の検討 

1班メンバー：笹渕さん、鈴木さん、村下さん、加藤さん、佐藤さん、青木さん、高鍋さん、今田 

今日の目標： 

15:10~ 全体発表 

（鈴木さん）住環境 
みどり・花壇、歩いて

楽しい街 
 

（鈴木さん）子供から
大人まで安全・安心の

まち 

（鈴木さん）多様性 

（鈴木さん）人のつながり 
（加藤さん）近所で助け合って

最後まで家で暮らせる、 

（加藤さん）オンラインで食卓の
新しい形 

1人でも楽しい食卓 
→気軽におしゃべりできる 

（青木さん）話す場所、親睦
の場 

（めじろ台会館の改善） 

（村下さん）若者を巻き込む、
世代を超えた交流 

＊めじろ台会館の建て替え（青木さん） 

住環境・安心・安全 交流の多層性 

助け合い 

（笹渕さん）健康づくり
ex)屋外にでて運動 

（笹渕さん）ローカルネットワーク 
地域内での情報ネットワーク 

→携帯回線の利用、 
コミュニティの支援 

若い世代を巻き込む 

若者も入りやすい、普段の活動
が見えやすい 

・オンラインで気軽に参加できる 

・空き家を利用したコミュニティ活動 

★交流の場と仕組みづくり 

・駅前・商店街の活性化→若者を呼ぶ 

（鈴木さん）文化的な交流・趣
味 

Ex)俳句、会報 

（加藤さん）学生の働く場 
→商店街の活性化 

・空き家にどんな機能を入れるか 

・空き家にいらない本を集めて図書室 

文化・人材を生かす 

（鈴木さん）防災・防犯 
→各町会での取り組み 

基礎 発展可能性 
助け合い 

新しいネットワークの可能性 

防災・防犯 

健康・安心 

緑・景観 

空き家・空き店舗の活用 



2020.06.28. 2班_中川,有岡,伊藤,井上,松原,長岡,春田, 宮嶋 

学び合うまち 
・めじろ台ならではの特徴にフォーカスしたい(有岡) 
 特徴：見識の高い人が多い→学び合うまち、アカデミックライフ 
   例  ：駅前に学び合いの場づくり“めじろ台55プラザ”“めじろ台55パーク” 
    周辺の学校や、病院などを含めてめじろ台として捉える 

・全国から集う豊かな人材、多文化共生の地域基盤のあるまちづくり(春田) 

・文化・音楽・芸術・カルチャー・生涯学習・社会奉仕の豊富なまち(春田) 

集えるまち ・気軽に集える場があるまち(松原) 
（学びやふれあいにもつながる） 

・ふれあいある思いやりを互いに持ち助け合えるまちづくり(長岡) 
 ふれあい：趣味/ボランティア/多世代にとってより良い生活 

・孤立化しないまち(伊藤) 
 高齢者の役割や仕事があるまち、小さな声を拾い上げる生活支援 

・新しい街が創造され、次世代につながる心豊かなまちづくり(春田) 

ふれあい 

・人にやさしいまちづくり(松原) 
 やさしい：高齢者、子供、障害者にとって住みやすい、防犯安心安全 

・高齢者障害者にやさしい元気なまち(春田) 

・子どもたちの健全な育成環境、若い世代が住みやすいまち(春田) 



・地域が繋がり安心安全なまち(春田) 

・良好な生活基盤・住環境を保ち、景観・緑がゆたかなまち(春田・松原) 
にぎわい 

安全安心 
・地域コミュニティ、防災・防犯に強いまち(春田) 

・駅前再構築、風格とにぎわいをとりもどす(春田・松原) 

2020.06.28. 2班_中川,有岡,伊藤,井上,松原,長岡,春田, 宮嶋 

めじろ台の特徴を生かした“めじろ台ブランド” 
 交通の利便性、駅前住宅団地 
 住民の方々の見識の高さ 
 先進的事例(モビリティ/販売など)の導入 

コロナ禍での交流不足 
オフライン 散歩しても密度が低くて良い 
      朝のウォーキングでふれあいができたらいい 
      サークル活動や趣味は、検温/間仕切り/消毒/マスクなど、工夫して利用 
      食事など利用制限の制約がある場合も。集会の分割開催、式典や旅行の実施検討 
オンライン ITを利用した交流、在宅勤務  

他の住宅団地と比較してめじろ台の特徴とは 
駅前に計画されている点が珍しい特徴 
 利便性が高く、コロナ禍でも買い物などに困らない 
 土地が高く、高級住宅地。若い世代にとっては入りにくい 
 →敷地を分割して若い世代を入れよう ⇄ 高級住宅地を保とう 
  シェアハウスなど居住形態の多様化から、住環境を守りつつ柔軟に展開する事例も 



まちづくり憲章 検討WS ３班 2020.06.28 

メンバー 
安藤（都市計画家教会） 小林（東大大月研） 
中村（一丁目）・下島（二丁目）・高野（京王不動産）・遠藤（京王電鉄）・新田（東大GLAFS）・青柳（東大GLAFS） ・松本（東大GLAFS） 

中村さん 
キーワードを選択して、それをまとめた大きなテーマ（文章）を作る。 
幹事会に任せても？ 
気になるキーワード 

多世代交流 きれいな街並み・景観 駅周辺の魅力UP 文化・アカデミック 

シモジマさん 
どの住宅地についても共通とめじろ台特有のものがあるが、その両方のキーワードを盛り込みたい。 
気になるキーワード どこでも→ 

めじろ台→ 緑の多い・景観 いろんな種類の方がいる 文化的な盛り上がり 

それぞれの意見を尊重 高齢者を大事に 若い世代も大事に 

高野さん 
意識が高い方が多い（NPOなど）。人と人のつながる頻度や濃さを重視したまちづくり 

遠藤さん 
何を重要にするのか。 多世代 

新田さん 
大学が多くあるのが特徴。学生のおおさ。 文化・アカデミック 

青柳さん 
学生が多い。電子機器を使える人が多く、交流が活発。 

松本さん 
高齢者のパワーがすごい！多世代交流の具体的な中身？ 

人的財産 

安藤さん 
若い世代は住んでないけど多くいる！ 

高齢者のパワー 

緑の多いまち 

学生は通過するだけで、お店にもよらない、、 
めじろ台でアルバイトなどできたらいい。 

若い世代が住める住宅がない 

他地域にはない魅力を発信 

学生は通過。取り込む仕組みが必要 

めじろ台には集合住宅が作れない 

学生は4年間あれば地域に入り込むことは可能 
例 
ベネッセが投資。安藤忠雄さんの協力も。その後も広がる。 
香川大学で直島を中心として、島々の活性化 
学生が空き家を改築してカフェ→部活のように。10年以上続いている。 

投資ありきにはならない。地道な活動を続けていく。 
法政大学体育会系の学生のシェアハウス 
空き家やなりそうな場所。マンションの建て替えのタイミングを利用 
地区計画のハードルは高い。 

キーワードまとめ 

学生 

学生をどう取り込むか 

学生を取り込むか？どう取り込むか？ 
事例 高田馬場地域通貨を作って地域に入る 

学生は家を探すのが大変。値段 

多世代交流 景観（きれいな街並み） 

文化・アカデミック 



多世代交流 学生を呼び込む 

景観（きれいな街並み） 

文化・アカデミック 

（中村さん・シモジマさん） 
学生は通過するだけ 
めじろ台には一戸建てが多く、学生が住める場所 
（集合住宅など）・アルバイトの場所ない 

（安藤さん） 
学生は4年間あれば地域に入り込むことは可能 
香川大学学生が直島を中心として、島々の活性化 
学生が空き家を改築してカフェ→部活のように。 
10年以上続いている。 

（高野さん） 
法政大学体育会系の学生のシェアハウス 
責任者問題・地区計画などのハードルは高い。 

学生をどう取り込むか 

まちづくり憲章 検討WS ３班 2020.06.28 
メンバー 安藤（都市計画家教会）・小林（東大大月研）・中村（一丁目）・下島（二丁目） 
高野（京王不動産）・遠藤（京王電鉄）・新田（東大GLAFS）青柳（東大GLAFS） ・松本（東大GLAFS） 

住宅地として 

（中村さん・シモジマさん） 
緑が多く、きれいな街並み 
 

（シモジマさん） 
めじろ台には文化的に優れた人が多い 

（高野さん） 
NPO法人など、意識の高い人が多い 
（青柳さん） 
電子機器を使える人が多く、交流が活発。人的財産がある！ 

（松本さん）高齢者のパワーがすごい！ 

（新田さん・青柳さん・松本さん） 
周りの学生が多い！学生は資源！ 

めじろ台特有 

※憲章の主になるキーワードを選定をする！ 

（シモジマさん） 
高齢者を大事に。若い世代も大事に。 
それぞれの意見を尊重 

（松本さん） 
学生は家を探すのが大変。値段も含めて。 



【4班】 議事録 2020.6.28. 
小林、竹野、佐藤、松本、御手洗、山川（敬称略） 
ファシリテーター：深井（敬称略） 記録：西山 

多世代 
 

きっかけ 
 

商店街・駅前の活性化 
 

多様性 

環境 
 
小林 
・駅前花壇の取り組み 
・街中にも花壇を増やしていきた
い、街路樹の活用 
→緑・花を広げていきたい 

竹野 
・駅前のシンボルツリー 
・景観に関するルール作り 
→格式ある住宅地になるのでは 

佐藤 
・時代の変化に適用する 
 景観をめじろ台のポイントに 
・今の景観・取り組みを継続しな
がら空き家などの問題に取り組む 

松本 
・空き家問題→住宅のメンテナン
スという認識 
・地区計画はめじろ台の魅力の１
つ 

佐藤 
・商店街の人と住民がみんなで楽
しめる 

松本 
・美しい(緑など)＋活力ある駅前が
同時に成立 

竹野 
・都心でなくてもいい時代 
 近所で食事をとる可能性が高ま
る→チェーン店に頼るのではなく
個人商店がkey 
 新規出店しやすいシステム 

御手洗 
・多世代 
・健康な人と不自由な人が共存で
きる 
 みんなにやさしい街づくり 

小林 
・居場所づくり 
 様々な人が誰でも集まる場所 

山川 
・社会的弱者も安心して暮らせる、
見てくれている 

佐藤 
・地域の活動の蓄積が価値に 
 住宅地そのものの価値 
「いろんな人がいろんなことをや
ることを認め合う」 

佐藤 
・若い人も含めながら 
→多世代の交流 

松本 
・多様・多世代の交流に価値 
 助け合い・コミュニティ・緩や
かな連携 
 住んでいてメリットあり 

御手洗 
・緩い近所同士の関わり合い 
 挨拶ができる関係性から 

小林 
・ふれあいが生まれるきっかけづ
くり 

山川 
・助け合い 
 交流することを恐れない 
 きっかけづくり 

多世代の人々にやさしくふれあいのある街 

佐藤 
(10~30)ひととのふれあい 
      明るい街づくり 
(80~90)環境の継続と発展 
(70~76)商店街、みんなが楽しめる 

小林 
(54)皆が集まれる 
(29)多世代交流、すべての人が安心し
て過ごせる、思いやりを持って 
(89)花壇 

竹野 
(72)ロータリーに街路樹を 
(74)商店街で新しいビジョン 
(90)町全体の景観 

御手洗 
(13)やさしいまち、挨拶をかわせる、
コミュニケーション 
(61)多世代・多様性 

山川 
(10)高齢者と子供が仲いい感じ 
(43)多様性・世代間交流 
(54)多様な人が緩やかに連携 

松本 
(20~30)多様性・多世代 
(70~76)駅前と環境の関係 
(86~91)住環境の保持 



2020.6/28 5班 ワークショップ 

→ 
深めつつ、 
まとめると 

「多様性（多世代）」で「ふれあえる・助け合える」 
・まちなみは残しつつも、 
若い人が入ってきたくなるためには、、、？ 
→安心安全につながる 
・雪かきする代わりに何かもらえることがある 

持ちつ持たれつ 
・安心ネットとボランティアの雪かき（昔） 

身の回りの事から、周りを自然に手伝える 
 
「健康」 
・歩きやすいけど、坂道も多い。休むところが欲しい 

植木の一角にベンチを置いてくださってる方がいる！ 
いい散歩道がたくさんある 
体が動かしづらくなっても健康でいられるために 

心も体も社会も（社会参加・社会活動できる） 
 
「住環境」 
各家にも緑が多い 
この緑を活かした、現代的な街並みではなくて！ 
町会の共同花壇などのボランティア活動 
空き家、、、学校も近いし、スーパーも近い 
高校大学はちょっと遠い 

災害があったときにも近所で助け合えた 

多様な人が持ちつ持たれつふれあえる、 
自然に囲まれた心も社会も健康なまち。 

条文 
・身の回りのことを自然に手伝えるように 
・緑の多いまちなみは残しつつも多様な人が住めるように 
・社会参加したい人ができるように 
・まちなかを歩きやすく 

キャッチコピー 

東さん ふれ合いのまち、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 
  
斧林さん 多世代に開かれたまち 
 自然をふまえた町並み 
 
枌さん 健康 
 ゆりかごから墓場まで健康でいられるまち 
 
安井さん 多世代に開かれたまち 
 多様な人が地域で見守りながら暮らせる街 
 
細萱さん 寛容性 住環境 交流 



6班 
参加者：会館（6名：中村、高根、山宮、高安、玄葉、東郷）、藤井、矢崎、青木、バードハウス（4名：谷岡、
鳥家、瀬戸口、大谷）、星野（敬称略） 
ファシリテーター：島田（敬称略） 
記録：小川  オブザーバー：田中 

高根 
地域としての目的を明確と
して、着実に地域づくりが
進むように 

憲章へ期待すること 

青木 
緑と花が豊か、景観 

青木 
・医療・文化・人材が充
実している町として継続 

憲章に含めたいこと 

青木 
空き家の活用 バードハウス 

多世代交流ができる
開かれたまち 

藤井 
めじろ台の住民、外部の
人両方から愛される町、
選ばれる町へ 

藤井 
駅前の再開発 

藤井 
道路の路面
の改修 

矢崎 
駅前の開発、保育園 

東郷 
・住民が誇りに思っていることを示す 
・めじろ台のイメージが外部にも明確にわかるようなもの 
・若い人が将来に向かって希望を持てる 
・めじろ台に住んでいることが幸せだと感じられる 
・安全性をPRできる 
 

中村 
・安全、健康、文化 

高安 
・緑と花が豊か 

東郷 
・住民が健康でいられるよ
うな場所（施設がある） 

田中 
今後の活動で柱、立ち返
るものとしての役割 

田中 
若者が10年先に、自分の子供
が住んでほしいと思える 

中村 
・多様性：いろんな世代の人が住んで
いる、住める（56,57,62） 
・多世代交流(14) 

青木 
多世代交流 

青木 
駅前商店の活性化、
駅前の顔をつくる 

中村 
・駅周辺の活性化 

中村 
・居場所、交流できる環境 

青木 
めじろ台会館のリニューアル（地域の
中心としての役割を果たせるように） 
 

高安 
・挨拶を交わせる町 

町の魅力の維持・向上 

バードハウス 
孤独をなくしたい（お年寄りの孤食
防止、子育ての母親が孤立しない） 

駅前開発 東郷 
・多様性：互いに助け合う、障がい
者に優しい 

矢崎 
災害に強い 

助け合い 

交流 

高安 
・安心安全な町 
・文化の町 

バードハウス 
活発な活動ができる町づくり 

2020.6.28 

げんば 
前回まとめの
（15,58,69,86,88,99） 

高宮 
36,37 

未分類 

番号は前回WS結果のまとめ 
Excelファイルの番号に対応 


