
2020年12月13日第[1]班緑化・景観
参加者：大井・内藤夫妻・柳原・青木・小川・クリス・小山

取り組みのコンセプトについて

これまでの議論 今回の追加意見

「より多くの人が参加できるようにしたい」

「具体的なアイデアどんどん出していきたい」

「生活の利便性や町の情報発信などを機能とし
て入れたい」

「めじろ台のイメージなどについて、簡単なア
ンケートを住民にとりたい」

「短縮版と説明版ふたつ用意してもいいかも」

今後

・1/16or17で次回ミーティング

・意見をまとめたものを基軸に、図面や絵を
使って具体的な整備イメージを考えていく。

・超簡潔なコンセプトつくる。



第[1]班 取組みの進め方
めじろ台駅周辺の景観・緑化について2段階で取り組んではどうでしょうか。

Step1

既存の取組みをベースにしながらも、めじろ台らしい景観をつくる

ための足掛かりとなる取り組みをできるところからスタート

花壇のさらなるバージョンアップ、憩いの場づくり（ベンチの設

置等）のイメージ検討、人々が集うイベントの企画・実施 等

Step２

他のプロジェクトチームや関係各所と連携しながら、駅前全体の

景観形成に繋げる

既存の花壇も含めた駅前全体の緑化イメージの検討、駅前のシン

ボルとなるものの検討等

活動準備
活動のコンセプト・具体的な取組内容の検討、既存団体との連携、

活動費確保のための準備等

現在～
令和３年
3月頃

令和３年
4月頃～



2020年12月13日第[2]班_駅前活性化

今日の目標：

メンバー：長岡さん、井上さん、有岡さん、鈴木さん、佐藤さん、
繁在家さん、青木さん、松原さん、金剛さん、竹野さん、西条さん、
高鍋さん、今田

事例紹介から（繫在家さん）

めじろ台駅には用事が少ない
日用品以外の買い物
（本・衣料・食事…）

複合商業施設、駅前で子供が集まる公園
イベントでの頻繁な駅前広場の利用

・・・結果として住宅地の世代交代がうまく
いっている

・活性化のポイント

→住む人がどうしても駅前に訪れる用事が
多様にあること
めじろ台に現状どんな用事があるのか
誰のためのどんな用事をつくっていくのか

店舗として使える不動産のストックが少ない
オーナーが多様でないこと

住民でできることは何か

具体的にコンセプトやプロジェクトから考える
住民から動いて企業を誘致

ファミレスの閉店により集いの場がなくなった

弥生台駅
・ロータリーの屋根
・駅前広場
・商業機能
・リノベーション
→駅の規模や周辺環境は
似ているが地域への先行投資

藤が丘
・駅前のベンチ、花壇
・シンボルとしての「藤の木」
・駅前公園でのイベント
・駅の掲示板が活発に利用される
・子供の遊び場、親の交流
・多様な企業の商業
→駅前に用事があり、
多世代が出歩いている

事例紹介



第[2]班 アクション関連の論点

①ショッピングセンターでのアクション（SC）
・SCでのイベント（新店舗開業に合わせた）
・経営戦略
・京王ストア連携

②交流の場作り・アクション（空き店舗PJ）
・空き店舗利用（カフェ、学生交流の場、コミュニティスペース・・）
・居場所づくり

③公園・広場づくり（京王P＋自治会館）
・駐車場活用⇒広場・公園化PJ、マルシェ、お祭り

④シンボルとなる駅前整備（駅前広場）
・シンボル空間
・ベンチ、ウッドデッキ、街路樹、花壇（⇒主に景観チームのミッション）

一緒に検討か？
京王との対話方
法も含め慎重に
検討か



⚫ ニーズ把握
➢めじろ台にはどのようなニーズがあるのか？

防災に関しては必要性がある
⚫災害弱者に対して説明や資料提供

除雪作業
⚫有償の雪かきボランティア
⚫自分の家で精一杯であるということで特には進行できない状況
⚫大通りは団体がしてくれているが、他は助け合いの状態

認知症予防・転倒予防・介護予防
体調が悪くなった時の対応や通院対応
軽度作業や少し大きい買い物
話し相手見守り

⚫ 他の班との連携
➢小林さん：駅前グループや子供グループの話を聞いてみたい

中村さん：めじろ台周辺の道路状況などの現状把握
人の集まる場所の確保から空き家グループとの連携していく

⚫ 大学サークルとのZoomによるオンライン交流
➢創価大学、法政大学の学生ゼミ・サークルとの交流

第[3]班_拡大医療・福祉 ファシリテーター：井上、細萱 記録：創価大学（伊藤、茂木）
メンバー：上(一丁目)、下島(二丁目)、山川(二丁目)、矢崎(三丁目)、

小林(四丁目)、加藤(永生会)、中村(めじろ会)



第[3]班_拡大医療・福祉

⚫ 現状の進捗
➢MMC

フレイル予防のイベント
⚫1月中旬開催
⚫測定して、各メンバーでの共有をする

➢血管年齢やオーラルケア等
➢意見：アンケート等でも計ることができるので地域全体ででき
るといい

➢めじろ台見守りネットワークの会
ノルディックウォーキング教室
外出率センサー
健康GO(https://kenkou5.com)

⚫2台分の購入、京王ストアの設置：承諾済み

➢創価大学
八王子市のコンテスト受賞に伴い、広報活動を推進
左入でもオンラインイベントを開催予定

➢高齢者いきいき課
健康アンケートの実施

https://kenkou5.com/


第[4]班_空き家・空き地班

2020.12.13
深井さん,東さん,斧林さん,春田さん,吉田さん,宮嶋

◇空き家・空地に関する情報収集段階について共有
☆情報収集の方法など参考になる情報を共有しながら、引き続き情報収集を
進めていく

☆1/15までのパブリックコメントは春田さんが提出予定（年明けにMTG？）
☆ほかの班の方で興味のある方など誘ってMTG？

◇空き家・空地の利用方法の提案（＋情報発信の方法について）
☆緑化を伴う憩いの場、在住者のための憩いの場、多様性を意識した若い人の
ための場

☆(自宅前の空き地利用の事例)実のなる木を植えて、近所の人のための休憩
スペースを提案、(安心ネットの)補助金を利用して進めていく予定。

☆情報の発信

※利用方法については地区計画に関わるので特に６班と共有したい



2020.12.13第[4]班 深井さん,東さん,斧林さん,春田さん,吉田さん,宮嶋 ※15:10終了

使い方の提案

・八王子市都市政策研究所の報告書を参考に、現在の需要も検討したい(春田さん)

・駅前の広いスペースのイメージではなく、住宅地の中にある住宅１軒の小規模なスペースの利用を
検討する必要性がありそう(吉田さん)

・大月先生の事例紹介にあった花や草木が集められたスペース(斧林さん)

・芝生の広がるスペース(斧林さん)

・気軽にご近所さんとお茶を飲める場所(斧林さん)

・実のなる木を植えて近所の人のための憩いの場(東さん)

・囲碁将棋麻雀などのサロンの事例も(深井さん)

・在宅勤務が増えたので、自宅以外に働けるスペース(深井さん)

・テレワークのための車輪をつけた移動型の部屋の事例も(斧林さん)

・子育てサロンのような、近所の人と子育てできる場所(深井さん)

・若い人に人気なキャンプのための施設(斧林さん)

多様性のためには若い人のための子育てやテレワークのための空間が必要

・DIYできる住宅(深井さん)

・３丁目の事例で、空き家を事務所にした事例(春田さん)

→日常で集めたアイデアや、他の班の方からのアイデアを集め、引き続きめじろ台協議会にて共有

・シェアハウス、シェアオフィスなどの事例を参考に、情報発信をすることも必要(春田さん)

・HPをつくったことで、まちづくり団体や学生から問い合わせ口ができた(春田さん)

・大きな掲示板の設置など、めじろ台在住者だけでなく駅利用者にも情報共有(春田さん)

・不動産屋への情報共有(春田さん)

・町会に属しているので町会のチラシを利用し情報を共有(東さん)

情報の発信

多様性を意識した

若い人のための場

緑化を伴う憩いの場

在住者のための憩いの場



第[5]班 若い世代・子育て世代

提案

①まちのHP作成

⇨まちの情報不足

⇨移住の方にも生かせる

⇨自治体の情報（自治会については、自治会館の使い方など）

⇨SNS（Twitter的なもの）の活用でイベント情報の発信も

②会館での自習室

⇨親が帰ってくるまでの学童の延長的存在

③イベントの開催等

⇨大学生のボランティア活動 大学のある町であることを活かす

⇨すずのなるきさんとの連携も考えていく

⇨若いママの支援をして行きたい

⇨地域の子供の情報を知らなかった

⇨居場所づくり活動



1. 環境・サービスなど

■未就園児向けサービス(おおむね0～3才対象)
・親子ふれあい広場館(子供支援センター館)
・親子つどいの広場西八王子(さんさんひろば)

※親子ふれあい/つどいの広場はこの他市内にいくつか有
・保育園/幼稚園の園庭解放や園や児童館でのイベント
※めじろ保育園、聖徳幼稚園、いなりもり保育園、浅川児童館など
・わくわく広場(めじろ台第一会館ほか、山田、狭間、横山など)
※毎月1回八王子の保育園の先生が来て1時間程遊んでくれる

・青空ひろば(エスフォルタ、陵南公園、藤森公園など)

■おおむね3才以上
・コミカミノルタサイエンスドーム
・八王子図書館
・めじろ台文庫(水曜日14時半～16時半頃)
・日野オートプラザ
・セレオ、イーアス高尾、聖蹟桜ヶ丘などでのイベント
・京王レールランド
※現在はコロナの影響で中止していたり、変更になっているものもあります。

5．若い世代・子育て世代 (高安さん資料)

ベビーマッサージ、
移動動物園、
プラレール、

ボルダリングなど

長房中央保育園HPなど参照

情報は各HPをそれぞれチェックしたり、
広場などに置いてあるプリントや
ママ友から聞いたりして調べます

情報が点在しているので、大変でした



5．若い世代・子育て世代 (高安さん資料：続き)

■公園など
・万葉公園
・浅川交通公園‥豆自動車/自転車に乗れ、JR車両も見れるので人気
・陵南公園
・富士見公園(めじろ台1丁目)‥トイレがないのがネック
・めじろ台南公園‥工事後行っていないのでわからない
・めじろ台東公園‥遠いので行ったことなし
・めじろ台西公園‥暗くて人も少ない散歩するくらいで利用したのは1度くらい
・めじ台中公園‥遊んだことなし
・向原公園‥行ったことないが、どこかの保育園の外遊びなどで利用は多そう
・浅川サイクリングロード
・高尾山(AKAO599ミュージアム)
・多摩動物公園

■子ども食堂
・こども食堂ふくろうはうす(山田駅すぐ)

・すまいるカフェ(主な活動場所：散田公園集会所)
※どちらもコロナ前ほどではないにしても活動継続中の模様。Facebook参照。

西公園サイズの公園が
もう少しあるといいな

めじろ台は子ども食堂を立ち上げるほ
ど需要はないのでは？

孤食対策や交流の場には良いかもしれ
ないが、やるなら別の名称の方がよい
と思う(実際は子ども食堂と類似でも)



5．若い世代・子育て世代 (高安さん資料：続き)

■子供会
・めじろ台一、四丁目子供会あり
※サークル活動として、野球とバスケのチームがあり、その保護者と、元保護者

(子供は小学校を卒業している)が主として運営してくれている。
・二、三丁目はないもよう(夏のラジオ体操や、祭りの南部みこしはある)
・親が土日のイベントに付き添えない、役員はできない(やりたくない)、
・子供も塾などで忙しい、無理に参加する必要がないなど、入会希望者が少ない。

2. まず必要なこと
・現状把握
若い世代、子供の人数
若い世代がほしいと思っているもの(施設、サービスなど)

3. 提案
①まちのHP作成

・タグうちのみぐらいの、めちゃくちゃ軽いHP
・スクロールほぼなしを目指す
・見やすさと情報がメイン、お洒落さ二の次

※掲載内容、地図、セキュリティはどうする？

八王子市のデータ、もしくは町会のデータは参照できないか？

聞き込みやアンケートが必要だが
早急なデータ収集は難しいと思う



5．若い世代・子育て世代 (高安さん資料：続き)

3．提案(続き)
②会館に20時ころまで使用できる自習室を設ける

※主に共働きなどで核家族家庭の子供が安全にいられる場所の提案。
対象は小学生以上(高校生まで無料)。図書館の自習室のようなイメージ。
とはいえ、大学生や在宅勤務の大人なども利用可(ささやかに有料)。
室内での食事は不可とし、飲食スペースは別に設置(多少の飲食は可)
→管理人、清掃、光熱費などの問題は有る

③あそびの学校みたいなイベントの開催(実験、工作、演奏、展示など)
高専や大学が周りにあるので、協力してもらえないか

②③は現状では来年中の実施は無理(やらない方がいい)。調査検討中心に。
①は可能。HPの掲載内容など検討、調査、来年度中にリリースできるのでは？

■ホームページ掲載内容案
・お知らせ(新着的なものや連絡、注意喚起など) ・めじろ台の歴史
・めじろ台祭り ・さくら祭り ・防災情報
・めじろ台会館 ・まち情報(お店、病院、公園、塾など)
・保育園・幼稚園・学校・公共施設
・1～4丁自治体 ・子供会 ・めじろ台文庫 ・その他 ・リンク集？

将来的には
図書室/図書館に



第[6]班（住宅・空間） 2020.12.13

メンバー(敬称略)中川(都市計画家)・安藤(都市計画家)・島田(法政大学)・高橋(コミュニティーネットワーク)・大西彩(四丁目/エスエス) 
中村(四丁目)・小林(大月研)

今までの経緯
先月の協議会まで→建築面積よりも用途の変更？ 中間会議→とは言っても安い賃料のものも必要

本日の議題
・6班の進め方をどうするか（各班を巻き込んだ話し合いが必要）

1. ６班独自
2.各班との連携

・6班独自で解決するべき問題を進めていく
単に安い物件を提供すると言うわけではなく、まずは、もう一つ踏み込んで

どのような苦しいまずい問題が起こっているのかを把握しないと付け焼き刃な解決にしかならない。

例）そもそも売却？賃貸？

・じゃあ課題の抽出は？
作業(調査、整理、分析)が必要。地元の方々の生の声を聞きたい。（○○が危ないetc）

（中村）調査がなくても、ある程度の問題項目を出して、独自の問題を住民さん（幹事会？）に聞くのがスムーズか。
（大西）例えば空き家の活用ではケースバイケース。具体的なものが出てきた時点で計画を実現するために先生方が解決する

→課題抽出、ケーススタディ、モデル事例の形成

・６班の役目は住宅地全体の流れを作る。(個人のやりとりは不動産屋さんなどに任せて)

協議会→個人の流れは控えるが、住民の困った！→協議会の流れができるといい。

1.６班独自

・中間ミーティングを組み込んで各班の問題と絡めて進めて行く。

2020.12現在
めじろ台全体で空き家約80件

2.各班との連携



第[6]班 ニーズと課題について (中川さまより)

若
年
世
帯
・
学
生
の
呼
び
込
み

安価な住宅
の供給

敷地規模の小さい住宅の供給 地区計画の面積基準見直し 街並み・景観ルールの検討

空き家の戸建て賃貸化

空き家のシェアハウス化
地区計画の用途制限の見直し

オーナーと事業者とのマッチング

ゴミ出しや夜間騒音など生
活ルールの検討

空き家の流通促進 （空き家所有者の意識改革?）

子育て支援
サービスの
拡充

保育所、学童保育、子どもクラ
ブなどの適正配置

空き家を活用した子どもの居
場所づくり

オーナーの理解と担い手の確保

高
齢
者
支
援

安心して住
み続けられ
る住まいと
サポート

空き家を活用したサービス付
き高齢者向け住宅やコレク
ティブハウスの供給

地区計画の用途制限の見直し

オーナーと事業者とのマッチング

空き家を活用した高齢者の居
場所づくり

オーナーの理解と担い手の確保

ニーズ（仮説） 対応策のメニュー 対応策実現のための課題

要検討項目
・アンケート中の「空き部屋活用」の意向確認 ・住宅購入・賃貸のニーズ ～ めじろ台とその周辺の比較、ニーズの多寡
・空き地活用 ・他の班との協働


