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全体の流れ
①以前出たアイデアを図に落とし込んで整理し、全員で確認
②アイデアが少なかったバーミヤン横について意見を募集
③今後の議論の進め方について相談

②あまり意見が出てなかった場所について（バーミヤン横）
・柳原さん：バーミヤン横について実際に植えていらっしゃる方の実際の苦労について伺いたい 内藤さんへお願い
・内藤節子さん：コンテナは今は花があるが、少し前まで何もなかった（土剥き出し）。問題意識を持っていたので、京王不
動産へ電話。計画の有無を聞き取り、ないことがわかったので、植物を植えて良いか確認。良いとのことで、内藤さんがひと
りで活動していたが、徐々にメンバーが増えて、現在は4,5人で活動。京王不動産の管理下のため、京王不動産が取りやめを
した場合には、それでなくなってしまう。町会の管理に加えてしまうと、問題があるのではないかと考えている。そのため、
個人で管理する形で。困っているのは、水道代。京王マンションに年間5千円支払い必要。現在は個人負担。共同での負担を
検討（町会とは別で）。
・青木さん：今までは寄付や個人の持ち出しでやってきた。回覧での呼びかけや、過去にはバザーによる資金調達もあった。
バーミヤン横については、町会のまちづくりとは別に、資金調達方法をきちんと考えた方が良いと思う。
・内藤明さん：バーミヤン花壇について補足。水道は、京王不動産ではなく、マンションの管理組合。良い場所だが有効活用
されていない。花を置くだけでなく、イベントをする要望もある。花壇の会以外のボランティアも参加している。駅前の花壇
の会に参加したくない（組織でやりたくない）人がいる。
・大井さん：活動はどのような形で運営されている？花壇の会との情報共有
・内藤節子さん：
→活動をする前に、場所の環境を評価したところ、花を育てるのに難しい場所だった（雨が当たらない、風が強い）。労力も
お金もとてもかかる。植え替えなしが現実的と判断。他の参加者も意見がある中で、統一感を得るためにアイビーを必ず植え
るように依頼。
→花壇の会の人が多いので、自然と情報は共有されている。花壇の会以外の人は、内藤さんのご友人で、好意で参加。そうし
た人も含めて気軽に参加できる場所が重要

参加者：内藤明さん、内藤節子さん、青木さん、柳原さん、クリスさん
ファシリテーター：大井さん
記録：小川 オブザーバー：西本さん
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①これまでの意見の共有について
・内藤節子さん：内藤明さん提案のゾーニング良いのでは。全体でまとめるのは困難。進行上やりやすいのでは。いろいろな
アイデアをゾーニングに落とし込んで整理していくと良いのでは。
・柳原さん：賛成。新しいアイデアもまた出てくるかもしれないが少しずつゾーニングに落とし込んでいけば良い。
→そのような形で進める

ゾーニングについて
・内藤明さん：具体的なゾーニングとして、①駅舎前のガラス窓：メインゾーン、②バス停：くつろぎゾーン、③駅に降りて
いく階段付近：おもてなしゾーン、④バス通り：緑化、＋α バーミヤン横は既存の商店があるためゾーニングしていなかった
・青木さん：既存のコンテナ10基に加え、タクシー乗り場とバス停の間に１つずつ置けるのでは。他の配置も見て検討（コン
テナ追加）
・内藤節子さん：置き場所はあるが、現状の水道線からかなり遠いので、水やりの労力が大きい。労力も含めて検討すること
が重要。
・青木さん：バーミヤン横からは近い。
・大井さん：その場合、お金と管理組合との交渉が必要となる。
・柳原さん：水場は大事。水場の設置も含めて計画を考えたら良いのでは。
・大井さん：物理的制約も含めて整備計画を要検討。
・青木さん：ガラス窓について、色々と提案しているが、重要なことは、「今より綺麗に見えるように」ということ。専門家
の意見も借りて案を作ってみる、や、内藤さんが提案されたウェルカムコンテナはもう決定にする、など、一つずつ集中して
進めていったら良いのでは。
・大井さん：これは良い、というものから決めていくのは良い進め方。
・内藤節子さん：日当たりも含めてコンテナの置き場所を検討
・柳原さん：内藤明さんへ質問。駅前の緑化や景観を検討しているが、商店街やその他の場所の検討は活動対象としないのか
・内藤明さん：第一段階として駅前をまず進める。商店街については、他のグループとも連携をしながらこれから考えていく
のが良いのでは。

参加者：内藤明さん、内藤節子さん、青木さん、柳原さん、クリスさん
ファシリテーター：大井さん
記録：小川 オブザーバー：西本さん
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その他
・クリスさん：ソフト面の計画も考えたら良いのでは。次回から考えたら良いのでは。
ロータリーがあまり綺麗でない。ロータリーの縮小も可能であれば検討できれば良いのでは。よりコンパクトに。
・小川：腰を落ち着けてお喋りやお茶ができる交流と憩いの場所の設置

まとめ
・以前出たアイデアを図に落とし込んで整理し、全員で確認。
・アイデアが少なかったバーミヤン横について意見を募集。
・今後の議論の進め方：ゾーニングを中心に考えていく。良い案は順次確定させていく。

ハードのアイデアは出尽くした、ソフトを考えていく段階

③次回の議題について
・全体会は2月28日。その前に１回。2/13,14あたりzoomでどうか。
・内藤明さん、青木さん、柳原さん、クリスさん、小川：日程ok
・内藤明さん：町内会活動との兼ね合いについて、早めに日程が決まっていれば優先できる。土曜日が多いのであえて言えば
日曜日。
→2月14日 午後14時 Zoom

・内藤明さん：クリスさん、小川は次回ミーティングまでに訪れる機会があると良い
・大井さん：緊急事態宣言の動向も見つつ。次回ミーティングは内藤明さんよりお願いします。

参加者：内藤明さん、内藤節子さん、青木さん、柳原さん、クリスさん
ファシリテーター：大井さん
記録：小川 オブザーバー：西本さん



2020年1月24日駅前活性化班 メンバー：長岡さん、井上さん、豊森さん、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、
谷合さん、高鍋さん、今田

・コンセプトづくりについて
・トリプルワン戦略 のどれかを実現
ナンバーワン：数値実績
ファーストワン：先駆け特権
オンリーワン：唯一無二

“多摩一、八王子一”
誰もやったことない
をやる

・駅前の整備について
・ボストコロナのニューノーマル対応の駅前広場づくり
イベント・ライブ配信×ITスキルの向上
“ステージ・シンボル50”

＊1班と合流して進める

・バスを待つ学生の休憩場所が必要

・コロナ下でできること、リモートの活用
・リモートでできることから始める
デジタル化・会館にサテライトスタジオ、FMめじろ台、
YOUTUBEなど
・できるところから少しずつ、段階的にやっていく
アフターコロナの過渡期をどうやり過ごすか

・今後の進め方

・各プロジェクトのリーダーが必要
繫在家さん中心に2班全体で進めてか
ら細分化

・今後必要な知識・進め方
①水平思考で進める
ex)いいものを引っ張ってくる、失敗を
活用、マイナス要素を活用
②正しいマーケティングの知識
③実例を知っていること

・共通認識の必要性

・まちづくり憲章は出発点か、
発想してから答え合わせをする為の教科書か

・京王の話は一旦切り離して考えるべき
街を主体的に活性化
あとから京王スーパーを巻き込んでいく、
その下地作りを進めるべき

・店舗・駐車場貸主へのヒアリングが
作業手順として必要

スケジュール：
ミーティング設定
2月～
プロジェクトチーム化



2020年1月24日駅前活性化班
今日の目標：

メンバー：長岡さん、井上さん、豊森さん、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、谷合さん、高鍋さん、今田

議事録
スケジュール：2月～プロジェクトチームごとに動いていく
駅前の空間について（先週の話し合い）
（繫在家）
もうすでにプロジェクトとして動いていてプランニング
こんな駅前だったいいという理想のイメージをすり合わせる
それをうまくミックスさせる
どこに何をおくかという具体的な話
交番の前の駐車場と緑を繋げたい
（高鍋）
来月南万騎が原に行きたい

（繫在家）
京王さんとの話
一旦切り離して考えるべき
街を主体的に活性化
あとから京王スーパーを巻き込んでいく、その下地作り
・コンセプトの考え方
トリプルワン戦略 のどれかを実現
ナンバーワン：数値実績
ファーストワン：先駆け特権
オンリーワン：唯一無二
“多摩一、八王子一”
誰もやったことないをやる

→駅前のシンボルなどに展開

①水平思考で進める
ex)いいものを引っ張ってくる、失敗を活用、マイナス要素を活用
②正しいマーケティングの知識
③実例を知っていること

今現在めじろ台でTwitter検索
→ラーメン次郎しか出てこない

“日本で一番やさしいまち”を考えてみる
比較対象を探す。

（竹野）
・店舗・駐車場貸主へのヒアリング

（金剛）
・シンボルづくりについて
駅前ロータリーにウッドデッキのステージを作り、イベントで活用
（駐輪場入り口）
＋屋根、ミストシャワー、防犯・コロナへの配慮設備
ボストコロナのニューノーマル対応の駅前広場づくり
イベント・ライブ配信×ITスキルの向上
“ステージ・シンボル50”

（駅前整備参加希望者：金剛、谷合）

（谷合）
・駅前について
めじろ台の駅が現在少なく空いてるが学生がバスを待つ休憩場所が必要
どう整備する
駅前の休憩スペースがない
ベンチなど簡単にできるものから

めじろ台にかつてはゲームセンターなどもあったが採算が取れず定着しない
子供・若者の居場所がない

・実際のプロジェクト化に向けて
④→1班と合流
各プロジェクトのリーダーが必要
繫在家さんを中心に進める

（鈴木）
中心プロジェクト→派生するプロジェクト
一体となって繫在家さん中心に進めてから細分化

（東郷）
・繫在家さんを中心に進める
・コロナで会えない状況下で制限、どう前向きに進めるか、
→デジタル化・会館にサテライトスタジオ、FMめじろ台、YOUTUBE

リモートでできることから始めては

（長岡）
・コロナ下での活性化
できるところから少しずつ、段階的にやっていく
アフターコロナの過渡期をどうやり過ごすか

（有岡）
・コンセプト
目的はまちづくり憲章の達成
目標の明確化（事例研究・共通認識の獲得）
対象：駅周辺の利用者
軸の部分は共通認識を確認しておきたい

・「活性化」への疑問
アイデアが出てから参照するものとしてまちづくり憲章



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



＜1/22(金)Zoomミーティングの内容を情報共有＞

「おうちえ」の説明

おうちえとは

➢ シニアの方に役立つ情報を集めた知恵袋

専門家や自治会の知恵を集めたもの

➢ フレイルとは

健康と要介護の間の状態のこと

おうちえでは、めじろ台の情報も共有している。

おうちえのアンケート結果共有、n = 201団体

コロナフレイルの傾向

➢ 4000人くらいは介護認定のリスクが高い。

「おうちえ」はgoogleで検索するとでてきますので、

http://www.iog.u-tokyo.ac.jp/?p=5459

ぜひまた何か、「おうちえ」でめじろ台の方にお話しさせていただきます。

第[3]班_拡大医療・福祉 ファシリテーター：井上、細萱、片畑(法政大学)
記録：創価大学（伊藤、久保田）
メンバー：下島(二丁目)、山川(二丁目) 、山景(二丁目)、
小林(四丁目)、稲垣(GLAFS)、加藤(永生会)、 枌(永生会)、
山本(永生会)、中村(めじろ会)、笹渕(ノルディック)

http://www.iog.u-tokyo.ac.jp/?p=5459


1. 高齢者のニーズ把握

a. 中村様：

i. 各センターごとにデータは届いているが、コロナの影響で訪問を控えている。そのため、
訪問が出来ていない状況。各地域で有効活用してくださいとの事でした。

ii. コロナの相談が増えている。

1. シニアクラブが減っていて、介護の申請を増加

2.精神的に負担が増大している

3.入院している方へ会うことが出来ない家族の相談

iii.困っている事、要望等

1. 教室も開けない

2.情報発信をしようと、介護情報をめじろだよりで回覧と掲示板で発信している

3.電話でお話をすることが増加 ⇒ お話をしたい人が増えている。

b. 山本様（永生会）

i. 高齢者の奥さんがリハビリでお話をする傾向がある。

1. コミュニティから離れていて、関わり合いがない為、お話する環境が減ってきてい
る。

2.オンラインでは1人でしか話すことしかできない状況はしんどい。

ii. 八王子市のアンケートの話

1. ニーズ調査にて今月の末から、リスクが高い人には色のついたはがきが届くように
なっている

2.リスクに対して、講演会とかもあるが、申し込みが少ない。

第[3]班_拡大医療・福祉



ｃ． 枌様：永生会

i. 体の動きとかではなく、交流が減っていてお話がしたい、

ii. 今まで近所にいる高齢者も同じような状況に陥っている。

iii.孤独な状況に陥っている

iv.どうやってオンラインとオフラインを使い分けていく必要がある

v. アンケート調査に関して ⇒ 今後、外出自粛している人への回収方法を考えるべき

ｄ． 回収方法

i. 提出方法：駅、銀行等のポストに持っていく

ii. 配るときは：町内で配る

ｅ． 加藤様

i. 実体験

1. コロナになって、今までやってきたことが継続できなくなってしまったときにどう
やって戻っていけばいいのかと考える時間が増えた

2.今まで会議をした際に、webで開催した際に、オンラインはしらけていて、オフライ
ンは盛り上がっていた。

3. webでは議論が出来きれずに進んでしまうことが多くある。

ｆ． 小林様：四丁目

i. ガードレールベンチを置くのはいいと思う

1. 体を不自由な人に対して有効だと思う

ii. 今後詳しく調べていく

第[3]班_拡大医療・福祉



ｇ． 笹渕様：

i. 緊急事態宣言で停止している。屋外への活動は前回と違って中止しろではない。参加者
からは不満の声が出ている。「一律中止はおかしい。」フレイルのリスクと感染のリスクを
考えると、中止が本当に正しい選択なのか。その辺の判断基準に迷っている。再開のタイ
ミングは緊急事態宣言が解除されたら2月7日、、、再開のタイミングをどうしようかと悩
んでおり、わかりやすい基準を明確にしたい。

ii. ノルディックウォーキングする際に

1. ２Mの感覚取ってお話をせずに1列に歩く

a. 3密のガイドラインに沿っている

2.マスクはできるだけしてほしい。しかし、歩くと疲れるので、必要な時だけ外す。実
際はつかれないように歩いているため、マスクを取る人はいない。

3.あまりスピードを上げない。

ｈ． 山川様

i. フレイル予防の検査会をめじろ区でやろうと思っていたが、中止してしまった。

ii. 22日の会議でも健康GOというのがあって、外出のモチベを上げるイベントの共有

ｉ． 下島様

i. ノルディックウォーキング行っているが、どのくらいマスクをしないといけないのか、月に
2回行っている。具体的にもっとわかる情報があればいいなって思いながら活動してい
る

ii. 出かけるときも、具体的な3密、距離の取り方が難しい。

iii.病院にいく方が減っている。送迎する時も、体が弱っている人もいるので、明確な情報が
欲しい。

第[3]班_拡大医療・福祉



ｊ． 片畑先生

i. オンラインでのコミュニケーションはなかなかリアクションがしづらい。話す方も話づらい、
疲れやすい

ii. 市民活動のアイディアとして、オンラインを活用せざる負えない状況なので、どうやった
ら話しやすい状況をつくるか

1. リアクションを活用したり、リアクションをするだけでも話し手は話しやすい。

2.身近の方のアイディアを頂き、めじろ台地区にカスタム

iii.ニーズは多様で、細分化されている中で、まんべんなく把握していくことは難しいので、
出来る事から実現していくこと、1歩ずつ進めていくことが大事。オンラインで行い、対面
で声を頂き、学生と考えていきたい。

ｋ． 創価大学

i. 交流した際の声として

1. 参加したいという声が多かった点から、ニーズがあると思う

2.また、実際にこれがニーズだと思う事を行う事でニーズを引き出せると思う。

ｌ． 稲垣様：東京大学GLAFS

i. 看護士、訪問看護の困りごとをよく聞いている。ワクチンの接種を医療従事者だけにして
いたが、ようやく訪問看護を入れてもらえたが、訪問介護はまだ、、制度的な面も右往左
往している。

ｍ． 細萱様：IOG

i. 一律の中止に関して

1. IOGでは、きちんと正しく恐れて対応するべき、どういったことをやったらいいの
かを悩むが、きちんと公衆衛生を理解してアクションしていくべき

第[3]班_拡大医療・福祉



２． 何か活動で進んでいることがあれば

a. 創価大学と法政大学の学生さんと高齢者の方々とオンラインで交流イベント

i. 是非、ご参加してください

ii. 課題点も挙げていただく

iii.課題点を解消していきたい。

b. 山川様

i. MMCスマホ教室

1. 2月15から3回開催

a. 参加者3～４名募集

b.会員の高齢者70代

2.主催者

a. 今後はyoutubeの動画を利用していきたい。

3.高齢者

a. スマホの基本設定、ボタンの押し方など基本情報

３． 今後はこの内容をまとめ、メールで送信

４． 次回のミーティング：活動の内容の進捗

５． 大月先生コメント：コロナ対応

・安全に外に出る機会をつくる ・創価大学チームに期待 ・ネット方式の回覧板

６． その他

おむつ袋は八王子市高齢者あんしん相談センターでも配布しています
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2.今後の課題や展望
前提として：行政が個別の空き家空き地の事例に対応する
のは難しい。行政に頼るよりは「地域でどのように対応す
るか」を重要視（松本先生）
①オーナーさんとの連携
• オーナーさんとの緊密な連携がカギになる、それぞれの
事情に個別に対応（松本先生）➡この点は行政が主導す
ることは期待薄い

②空き地空き家マップ
• 可能な限り町会で主導し、オーナーさんなどと連絡が取
れない場合の最後の手段として行政との連携（春田さ
ん）

• オーナーのみならず、管理の実態やオーナー家族の状況
など細かな情報も把握できれば（斧林さん）

• 今のままだと見る人によって空家の状況の捉え方が異な
る。町会として“めじろ台区域の”空き地空き家の基準を
設定すべき（大久保さん）

③実際の空き地空き家の活用プランの検討

④空き家発生予防
• ひとりひとりが空き家発生のリスクを負っていることを
自覚し、勉強や簡単な意見交換などできれば（バードハ
ウスさん）

➡入院や出張などの一時・長期不在の情報、緊急連絡先な
どを町会が管理できれば、“空き家もどき”の管理が容易に
なるのでは（松本先生）

【空き家・空き地[4]班】議事録 2021.01.24.

春田さん、大久保さん、東さん、バードハウスさん、斧林
さん、山宮さん、松本先生、吉田さん
ファシリテーター：深井先生 記録：西山

１.進捗報告
行政とのやり取りの進捗（春田さん）
⚫ 情報(マスタープランなど→HPでも公開されている)を
共有化する機会を設ける

⚫ 八王子市の環境を外部にアピール
⚫ 行政を中心に空き地空き家バンクの設置を要求
➡「いかに空き家を発生させないか」に重点、管理の
担い手を住民に（行政は後方支援に）という特性
住民間の連携が重要に。行政は体制などの整理で
サポート。住民主体で進めるのがよい。(松本先生)

情報収集の進捗

斧林さん
・情報は集まっているがまとめは少し先に

東さん
・眼の前の空き地、大家は売るつもりも建てるつもりもなさそう

大久保さん
・問題を抱える空き地空き家も、要求すれば管理の対応をして
くれる
➡無責任ではなく、各々管理すべきという自覚はある



大月先生コメント
今後の活動に向けて
①家の中：人に貸せるなら人に貸す・

ホームシェア・モデル的に
②庭 ：オープンガーデン・

モデル的に
③空き家：流通
④空き地：地域活用・モデル的に／

流通（時限的でも）
⑤公共空間：ベンチ

【空き家・空き地[4]班
情報収集の進捗（続き）

➡空き家空き地活用マップ、予防・管理・利活用を記録。
➡可視化で分かりやすくなる（松本先生）

バードハウス・すずのなる木の取り組み
・住民自身が主体的に動いて管理・利活用を実行するまでに
至ってはいない印象

➡具体的な「どこをどう使うべきか」という検討に進む ←オー
ナーさんとの連携が必須（山宮さん）
➡4班として提示するプランも用意する必要があるのでは
（深井先生）
・バードハウスがめじろ台の空き家活用の参考事例になれば
・アンケートから、1/4の住民が中古住宅に住んでいる
（春田さん）
・空き家空き地は「放置されている」ことが問題、管理され
れば次の住宅や交流拠点としても機能できる。
地域の住民の声とオーナーさんとをつなぐハブとなれれば
（吉田さん）

山宮さん
・9月から調査開始。4軒中3軒は1月時点で既に新築に、
残る1軒は木がうっそうとしている
➡短い期間で変化が大きい

・3丁目では管理面では大きな問題は生じていない
（草木などの管理も対応してもらえている）

・シェアハウスとしての活用を進めていくべきか
・オーナーの連絡先をまとめている6班との連携も必要



若い世代・子育て世代WG 2021年1月24日
－大月先生（東大）、日隈（東大GLAFS）、田中さん（東大GLAFS）、御手洗さま、
高安さま、宮坂さま

• 基本提案の検討
• 団地の内外に向けてオンラインで情報発信・共有（高安様からの提案）
• どの媒体・ホームページで発信する？

• まちづくり協議会のサイト
• 回覧板のオンライン化≒町内会ホームページ立ち上げ

※現在めじろ台地区において町内会ホームページはない

• 他に：おむつ袋の提供元を増やしたい。たとえばアクセスのよい会館（副次
的効果として人が集まりやすい）※高齢者安心相談センターも配布している

コンテンツ｜地域生活情報の一元化：確保・更新は分野ごとの専門家が担当
（例：保育園情報は保護者）

コンセプト｜
興味をもってもらえる＆掲示板：意見のやりとりができるコミュニティ

（クローズドなSNS的？）機能
若者子育て世代のみならず、多世代の情報発信・情報収集スペース
キャッチ―さ、易きに流れず情報発信の質保証→まずは信頼獲得
課題｜
住民が求めている情報の収集
同じ規模のコミュニティウェブサイト調査



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



第[6]班（住宅・空間）

不動産取引価格情報検索：https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet

https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet

