
めじろ台まちづくり協議会

緑化・景観G

11月22日（日）全体会

参加者：青木さん、クリスガンディーさん、内藤明さん、内藤節子さん、春田さん、柳原さん

ファシリテーター：都市環境研究所 大井



２．今日の議題①取組みのコンセプト案（11/22検討）

○閑静な住宅街のまち並みに馴染むような、めじろ台ら

しさが感じられる景観

○めじろ台の顔となる、シンボル性のある景観

○住民や利用者が愛着を感じ、住み続けたい・住みたい

と思うような景観

○心安らげる緑とともに利用者が憩える場のある景観

皆さまのご意見を拝見し、繰り返しになりますが、重要と思われるポ

イントを４つ書き出しました。

過不足がないか、ニュアンスは合っているか、ご意見をお願いします。



２．今日の議題①取組みのコンセプト案（11/22検討）

<当日の意見＞

・青木さん 四季折々の彩りが美しい木々や花々が訪れる人々を優しく迎える憩いの空間、

または憩いのまちめじろ台（駅前だけなくまち全体に対する）

駅を降りた人が受ける第一印象は重要、彩り、wonderful美しいと感じてもらえる

ような、窓ガラスのところが重要、バス停の周りは既存コンテナなど活用

・柳原さん まちにもっと緑を 美しい四季を感じられるまち

住む人、訪れる人々と触れ合え、楽しめる駅前広場

まちに住む多くの人々が参加できる緑化のための仕組みづくり

・内藤節子さん これまでは高級住宅地として売り出してきた、今の時代にあった住み

やすいまちにすることが必要、住みやすさとは様々な意味がある

(商店があること、ホワイエ、今の季節ならイルミネーションがあって季節を感じ

られ暖かい気持ちになることなど)

駅を降りたときの第一印象が重要、視覚的情報で美しいと感じられること、

他のまちでもどれだけ素敵なお店があっても何もない寂しい駅前だとまちの

印象が変わってしまう



２．今日の議題①取組みのコンセプト案（11/22検討）

<当日の意見＞

・内藤明さん 高級住宅地にふさわしい玄関口というよりも、今の暮らしやすさ・住みやすさが

基本、未来に向けてまちが持続できる担保が重要、これから変わっていく予感を感じさせ

るような未来型、ただし、高尾山を背景に住宅地と一体をなす緑化・景観整備は基本の

「1丁目１番地」単なる景観の創出だけでなく、これから様々なものが駅前広場の要素

として必要（寛ぎ、社会性、商業、情報取得機能や交 通機関の利便性確保）、単なる

通過点にしない

・春田さん 憲章にもとづくことは難しい、シンボルとはなにか？景観だけでない要素の話は

他のWGでも議論される内容か、まちはにぎやかであったほうがいい、いつも歩いている

ところは見慣れてしまうので適宜植え替えなどして印象を変える、今あるコンクリートの

印象をアートで生かしては？花壇を通して人が交流できるような、

仕組みづくり・・・八王子には大学があるので連携できると良い

・クリスさん アメリカ・シアトルは事例として参考になるのではないかと思う。

（緑と一体化したベンチのデザインなど）



2020年11月22日第[2]班_駅前活性化
今日の目標：ビジョンの共有、プロジェクトに分ける

メンバー：岡さん、有岡さん、鈴木さん、佐藤さん、繁在家さん、青木さん、
竹野さん、西城さん、高鍋さん、今田

議事録

竹野：空き店舗の確認（持ち主、規模）が必要
鈴木：井上さんの店舗に協力する形でスタートするのが良いのでは

繁在家：京王ストアの隣のビルのテナントでコミュニティカフェ
八王子にゆかりのある音楽アーティストのMVの撮影

有岡：駅前の駐車場を公園・ホワイエ的に活用
靴屋さん、Nasもちゃんと要望書は出すべきでは

繁在家：駐車場の活用によって、コミュケーション・景観・プロモーションにより
人を呼び込む（経済をまわすきっかけ）になる

→イベントの実施主体はいろんなところから呼び込む
南池袋公園のマルシェの運営を参考にできる

鈴木：めじろ台祭りは（46回）最近近隣の学校などの活動を呼び込みつつある。
モノを売る以外の人が集まる文化的活動ができる企画を継続できるようにしたい。

西条：駅前の空き店舗への出店、住民のニーズを踏まえたマーケットリサーチが必要では？
繁在家：アンケートに自由記述でニーズを聞く欄を設ける
→住民のニーズを聞く仕組みを作る。

①ビジョン・コンセプト

まちづくりのターゲット設定を決める
（子供・学生・高齢者・・・）

まちづくり憲章をもとにコンセプトの確認

②進めたいこと

今後の進め方

空き店舗の持ち主・規模の確認 コミュニティカフェ

駐車場の利用

次回からベースマップを用意して議論

参考にしたい駅前事例

駅前の上品さ

住民のニーズを聞く仕組みを作る。

ふれあい、助け合い、学びあい

非日常・日常の在り方の違い

文化住宅地の魅力

今まで住んできた人が住みやすくするのか、
新しい人のためのまちを目指すのか

イベントへの参加を通じた町のプロモーション

→まちのプロモーション

まとめ

→具体的なプロジェクトにしていく

協議会だけでなく話し合いの場を設ける

繁在家：ビジョンについて、今まで住んできた人が住みやすくする
のか、新しい人のためのまちを目指すのか両面から考え、
落としどころを考える（ターゲットづくり）
「めじろ台はこういう町」と一言で言えるコンセプト、シンボル
どういう町なら面白いのか

→駅前のプロモーションを考える

有岡：まちづくり憲章をもとにコンセプトにしてそれに沿う具体策を
ふれあい、助け合い、学びあい、を軸にしてまちづくり
コンセプトに立ち返ってプライオリティーを決めて進めたい

→プロジェクトを走らせながら、ビジョン見直し
繁在家：駐車場の活用によって、コミュケーション・景観・プロモーションにより

鈴木：モノを売る以外の人が集まる文化的活動ができる企画を継続できるようにしたい。

青木：駅前の活性化とは？にぎやかさは必要か？
文化・イベントで人が集まるのはいいが、駅前の静かさ上品さも一緒に考えたい

→日常と非日常、両方考えるべき、田園調布は品があって静か

竹野：個々の住宅の魅力とその魅力が現れない駅前の対比
めじろ台らしさは住宅地の景色、住宅地の街並みを駅から感じられる空間

有岡：これらを踏まえてめじろ台憲章に立ち戻ることも必要では
→言葉に引きずられずに、空間的な要素を出したうえで、後から検証

具体の提案を出しながら憲章に沿ってるか見直し



竹野：空き店舗の確認（持ち主、規模）が必要
鈴木：ショッピングセンターの中は2店舗

あとは京王不動産の持ち物で、手は付けづらい
井上さんの店舗に協力する形でスタートするのが良いのでは

→次回からベースマップを用意して議論
（靴屋の話以外で）
井上さんの店舗は12月からスタート

繁在家：京王ストアの隣のビルのテナントでコミュニティカフェ
八王子にゆかりのある音楽アーティストのMVの撮影
ビジョンについて、今まで住んできた人が住みやすくする
のか、新しい人のためのまちを目指すのか両面から考え、
落としどころを考える（ターゲットづくり）
「めじろ台はこういう町」と一言で言えるコンセプト、シンボル
どういう町なら面白いのか

→駅前のプロモーションを考える

有岡：まちづくり憲章をもとにコンセプトにしてそれに沿う具体策を
ふれあい、助け合い、学びあい、を軸にしてまちづくり
コンセプトに立ち返ってプライオリティーを決めて進めたい
駅前の駐車場を公園・ホワイエ的に活用
靴屋さん、Nasもちゃんと要望書は出すべきでは

→プロジェクトを走らせながら、ビジョン見直し
駐車所の広場化は

繁在家：駐車場の活用によって、コミュケーション・景観・プロモーションにより
人を呼び込む（経済をまわすきっかけ）になる

→イベントの実施主体はいろんなところから呼び込む
南池袋公園のマルシェの運営を参考にできる

鈴木：めじろ台祭りは（46回）最近近隣の学校などの活動を呼び込みつつある。
モノを売る以外の人が集まる文化的活動ができる企画を継続できるようにしたい。

青木：駅前の活性化とは？にぎやかさは必要か？
文化・イベントで人が集まるのはいいが、駅前の静かさ上品さも一緒に考えたい

→日常と非日常、両方考えるべき、田園調布は品があって静か

長岡：駅前のホワイエについて、自分たちができることは何なのか
井上さんのお店に協力することがまちづくりにどうかかわるか

西条：駅前の空き店舗への出店、住民のニーズを踏まえたマーケットリサーチが必要では？
ショッピングセンターの八百屋さんは繁盛してたがやむを得ず閉店、いまはやむを得ず
京王ストアを利用している。コミュニティカフェより八百屋さんのほうがありがたいの
では？

繁在家：アンケートに自由記述でニーズを聞く欄を設ける
→住民のニーズを聞く仕組みを作る。

竹野：個々の住宅の魅力とその魅力が現れない駅前の対比
めじろ台らしさは住宅地の景色、住宅地の街並みを駅から感じら
れる空間

有岡：これらを踏まえてめじろ台憲章に立ち戻ることも必要では
→言葉に引きずられずに、空間的な要素を出したうえで、後から検証

議事録＿全体

2020年11月22日第[2]班_駅前活性化班



第[3]班_拡大医療・福祉 11月22日 ファシリテーター片畑さん 参加者 枌さん 中村多さん 笹渕さん 中村広さん
疋田さん 矢崎さん 小林さん 下島さん 書記山川

活動状況

・山川＝パソコン教室開催

・下島＝創価大学西浦ゼミZoom交流会

・小林＝花壇の会

・中村多＝広報誌発行。ノルディックウォーキングに協力

・矢崎＝薬剤師です。散田町で高齢者と体操教室など行っています。

・疋田＝オンラインでの交流 10月31日 学生9名 めじろ台高齢者
7名 課題はZOOM入室が苦手な人の対応

・中村広＝オンラインでの交流 他地域で交流会を展開する予定

・枌＝ノルディックウォーキングの体験会の手伝いをする予定

・笹渕＝ノルディックウォーキングを2回行った。3回目は記録できる
システムを実行したい。



今後の方向について

・中村広＝学生の立場から、告知が難しい。

・・山川＝掲示板がやや効果あり

・・中村多＝あんしんセンターの広報誌

・・笹渕＝ノルディックウォーキングは掲示板

・・枌＝ZOOMを使っての告知はできていない。創価大交流会が
キッカケになるのでは。口コミも有効か。



片畑＝若い人たちとの交流はどんな意味があるか？

・枌＝行いたいが、高齢者のオンライン参加が難しいのでは？

・下島＝創価大サイドのリードがうまく、楽しかった

片畑＝交流会の2回目はあるのか？

疋田＝学生側も楽しかった、学びもあったという声が多い。持続
させていきたい。顧慮中。

片畑＝法政大も参加、協力を考える

矢崎＝めじろ会館を利用できないのが残念。今まで合唱など集
まって行っていた。引きこもりが心配。

中村広＝デバイスがあれば交流できるがない高齢者は？ 1台を
2人で使う。

山川＝めじろ台サロンを利用できるのではないか？

中村多＝ノルディックウォーキング教室に学生さんたちが遊びに
来てくれても楽しいかもしれません!!



具体的なアクションプラン
課題の絞り込みと優先順位➡課題別の目標・組織作り

専門性が必要、自治体・銀行・大学を巻き込んで資金も必要

持ち主にしっかり管理してもらいたい

●空き家にどうなってほしい？

植物伸び放題（苦情）➡コミュニケーションできない。市議などにもアプローチしているが、、、
ボランティアで刈れば、市で回収。までいったが、、、➡獣害まで、、、
持ち主はコミュニケーションする義務？

●利用する案があるのかな、、、？
プライベートの問題・需要があるのかな？

学生が集まる場所づくり？更地にして駐車場・菜園にしてみる？

持ち主にメッセージすること。
資産価値が下がることが懸念のはず。有効利用することで資産価値が上がりますよ。

相続決定しているのに、空き家が多い
居住権が発生するのが困る。学生さんに貸すと2,3年でちゃんと出ていくので安心。
ちゃんとした仲介業者が必要

●なんで持ち主は有効活用しないの？



第5班 若い世代・子育て世代

メンバー(敬称略)
星野(法政) 中村 大塚 若尾 高安 国府田 玄葉(多摩信用) 瀬戸口(バードハウス) 鳥家(すずのなる木) 小林(東大)

前回までの振り返り

中村
情報がまとまっていない
→どんな情報を集めて公開するのかの方法論を議論するべき

大塚
子育ての現状をまずは調べていきたい

若尾
情報の集積ができていない。整理もできていない。
行政にアプローチしてもすぐに出てこない（行政もデータ化できていない）
→まずは具体的な数字を出すこと（第3者にもわかるように）
同時にアンケート実態調査をしていく

高安
現状把握をすることが先決

国府田
新しい子育て世代を呼び込むには、、？
まちづくりと子育てのつながりや関わりの仕方がはっきりしていない

玄葉
現状把握が先決

瀬戸口
自分が子育てしていた時からは時間が経つ
今現在子育てしている人の切なる声が聞こえてこない。
→現状把握！
バードハウスなどの活動がその一部を担えればとも考えています。

鳥家
多くの方に利用いただいて少し戸惑っているが
SNSや人を使って来年度への体勢に。
情報発信や情報整理のことを相談できれば

前回のまとめ
1.町会の班長さん、地区長さん
に聞いてみる
（身近な実態調査）
2. 基礎データ
3. アンケート



(大塚)
一丁目の子供図書館→コロナの影響もあるが先細りしている
四丁目子供食堂→コロナで現在開催せず。ゆくゆくは中止になるかも？
山田駅の子供食堂(山田小学校のPTAが始め、現在は今の親世代が担う)
→現在、食堂はやっていないがおやつ販売をしている。親世代が町の清掃なども。
コロナ前→赤ちゃんと親の集まりがあったり
インターネットよりも足で動くと色々見えてくる！
(若尾)
コロナや自宅の時間が多いお母さんの支援 何がどれくらい必要なのかをはっきり
(中村)
紙媒体のアンケートは高齢者の回答率が高い
子育てをしている層の意見を直接聞くには違う調査方法が必要？
(鳥家)
お母さんの癒しの場を提供したいと考えている。
そこで、実態の体験も聞けたら。そのためにはまずすずのなる木の認知を高めるべき
信頼を作るのに体感で3ヶ月ほどかかる。
→新たに始めるよりも今あるグループにアプローチすれば始め易いか
(国府田)
保育園などの団体 個人的な困りごと(子育てに限らず)を調査
(瀬戸口)
まだ実際に行動できる状況ではないが、色々協力できれば
(高安)
めじろ台は比較的経済的余裕がある。子供食堂などは本当に必要？
生活圏やめじろ台での子育てというものを考えるべき
(玄葉)
PTAを巻き込んで、保育園などは理事長などに協力を仰ぐ

第[5]班 若い世代・子育て世代

・子供むけの活動の情報
今、活動されているもの
これから必要なもの
（そもそも足りているのか？）

・親世代の活動の情報
・子供自体の具体的な数
・保育園等での具体的な子育て支援
(どこまで行政が担っていて、、、)
・具体的な小さい情報(も含め分類)
・近隣の子育ての環境
・めじろ台の子育ての生活の把握
・どの媒体で情報をとらえるのか

自分の身近な情報を集める。
例 利用している子育て支援

サークル活動など

次回までの宿題

次回以降の取り組み
集めた情報をもとに分類分けを
して取り組みを考える。

では、必要な情報とは？



めじろ台地区 6班ワークショップに向けた
議論の題材

建物用途の柔軟化に関する関連資料他

令和2年11月22日



めじろ台地区の用途地域図

地区の大半が
第一種低層住
居専用地域に
指定。
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用途地域・地区計画で制限される建物用途

用途地域内の建築物の用途制限
○ 建てられる用途
× 建てられない用途
①、②、③、④、△ 面積、階数等の制限あり

域用途用

めじろ台
地区計画

一
低
専

二
低
専

一
中
高

二
中
高

住宅、下宿 ○ ○ ○ ○

共同住宅、寄宿舎 ○ ○ ○ ○ ×

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の２

分の１未満のもの
○ ○ ○ ○

店
舗
等

店舗等の床面積が 150㎡以下のもの × ① ② ③

店舗等の床面積が 150㎡を超え、 500㎡以下のもの × × ② ③

店舗等の床面積が 500㎡を超え、1,500㎡以下のもの × × × ③

店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの × × × ×

店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの × × × ×

店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの × × × ×

事
務
所
等

事務所等の床面積が 150㎡以下のもの × × × △

事務所等の床面積が 150㎡を超え、 500㎡以下のもの × × × △

事務所等の床面積が 500㎡を超え、1,500㎡以下のもの × × × △

事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの × × × ×

事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの × × × ×

地区計画で制限強化

16



立地が想定
される用途

建築基準法上
の取り扱い

めじろ台地区
での立地の可否

シェアオフィス 事務所 ×

シェアハウス 寄宿舎 ×

賃貸住宅（アパート） 共同住宅 ×

ワンルームマンション 共同住宅 ×

戸建て型サービス付き高齢
者向け住宅

共同住宅（専有部分に便所・洗面
所・台所を設置）

×

老人ホームor寄宿舎（専有部分に
台所を非設置）

〇or×

地域包括支援センター
訪問介護・看護ステーション

事務所⇒老人福祉センター 〇

戸建て型グループホーム 寄宿舎 ×

ディサービス、小規模多機能
型居室介護施設

老人ホーム 〇

保育施設 保育所 〇

立地が想定される建築用途と建築基準法上の取り扱い
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写真でみる敷地規模と街並みとの関係

敷地規模
100～115㎡

敷地規模
80～100㎡
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敷地規模50～80㎡

写真でみる敷地規模と街並みとの関係

【敷地分割の課題】
⚫ 街並み景観・住環境への影響（めじろ台地区の資産

価値・ブランド性の低下）
⚫ 一度分割してしまうと、元には戻せない
⚫ 敷地分割を緩和した例はほとんどない。
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建築基準法の規定が適用されるケース

⚫前ページに示した建物の用途制限は、新築や増
改築※1の際、確認申請※2の段階で規制への適合
が求められる。

⚫言い換えれば、確認申請を必要としない用途変
更の場合、前ページの建物用途制限（200㎡以
下）は、適用されない。（次ページ参照）

※1 「増築とは床面積を広げること」「改築とは床面積を広げず間
取り変更などをすること」

※2 確認申請とは、工事を着工する前に、建築基準法その他関係
法令に適合しているのかどうか行政庁又は指定確認審査機
関に事前チェックを受けるもの。
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