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年以上前に開発されためじろ台は、瀟洒なまちとし
て注目を浴びてきました。しかし、最近では空き家

が増え、たぬき、ハクビシン、野良猫の姿も空き家で見受
けられます。廃墟になってしまった空き家がまちの景観を
損なったり、地域の防犯・防災上の不安を呼ぶ存在になっ
たりしています。昨年の夏には京王電鉄が葬儀会館建設計
画を示し、私も地域の皆さんと一緒に、この問題に取り組
ませていただきました。葬儀会館建設はなんとか見直しに
なり、ほっとしていますが、めじろ台を今後どのように元
気にしていくかは、まさにこれからです。

　私は、落選後の４年間、地域の皆さんと地域の居場所づ
くりや介護保険制度の調査研究活動など高齢者福祉の活動
をしてきました。高齢者の方の生涯元気を応援すること、
そして、万が一医療・介護が必要になった時には、必要な
サービスをきちんと受け取られる介護保険制度の充実をし
ていくことは、超高齢化社会の急務だと思います。そし
て、未来を担ってくれる次世代育成も欠かせません。

　めじろ台の地域を対象にJTI（移住すみかえ支援機構）
が、国の補助金を受け、空き家の有効活用の施策を提案し
ています。空き家を若い人たちへの住宅支援や地域の居場
所、交流拠点づくりなどに活用していくことも、空き家の
所有者、使う人、地域の人、三方よしになる一石三鳥のま

ちづくりです。

　また、朝の通勤に時間
がかかることが、若い世
代がめじろ台に住むこと
をあきらめる要因にも
なっています。京王高尾
線利用者の負担軽減をし
ていくことは、今後のめじろ台のまちづくりにも大きくか
かわってくることです。こうした点も考慮し、若い人に魅
力を感じて住んでもらえ、住んでいる高齢者の安心にもつ
ながるめじろ台のまちづくりを皆さんと一緒に進めていき
たいと思います。

　かねてから、めじろ台での地域の取り組みは、高齢化先
進地域の取り組み事例として市政からも市民からも注目さ
れてきました。めじろ台での安心のまちづくりへの取り組
みは、市内各地域で進む高齢者問題の解決策の糸口にもな
り、市政にも大きく貢献できると思います。ぜひ皆さんと
一緒にがんばっていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

　　めじろ台在住　前八王子市議会議員

　　　　　　　　　　　　　若尾 きみえ

若尾きみえ

■芥川賞作家
　高橋 三千綱
■八王子学会
　大野 聖二
■比較住宅都市研究会主宰
　海老塚 良吉

■中央大学教授
　秋山 哲男

■中央大学教授
　広岡 守穂

■1964年岡山県生まれ。岡山大学教育学部卒業。岡山市
立幼稚園にて教諭。結婚を機に退職し、その後、仙台市、
富山市にて英会話講師。1998年から八王子市散田町、
2006年からはめじろ台在住。2003年市議会議員選挙初
当選後、２期活動。
■主な活動実績／八王子市環境基本条例制定に向けて活動　八王子市西南部環境
市民会議会員　八王子まち創造塾理事　地域で高齢者福祉や防災の問題に取り組
む。まち興しに向け、歴史・文化・自然など地域のお宝を発掘中。
■趣味／柴犬、ガーデニング、アロマセラピー、音楽鑑賞、陶器、温泉
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わかお

元気を育てるまちづくり元気を育てるまちづくり

めじろ台駅前広場の潤いづくりと万葉公園の整備（トイレの改修）

駅前商店街の活性化

京王高尾線の朝の通勤時間帯の急行の増便、将来的な
準特急・特急の運転で、都心に通いやすい環境づくり

バス公共交通の充実、めじろ台駅から八王子みなみ野駅までの直通バスの設置

空き家は、若い人たちへの住宅支援や地域の
居場所・相談拠点づくりに有効活用

大雪の時の雪かき応援団結成

まち中のベンチの設置で外出しやすい環境づくり

多世代交流もできる常設サロン、まちの保健室など
交流・居場所・相談拠点づくり

●めじろ台３丁目の京王電鉄のフェンスの設置に際し、住民案を提案実現
●東京消防庁との連携による「救急医療情報キット」の実現
●エンディングノートの作成と、くまざわ書店・啓文堂書店での販売
●京王電鉄のめじろ台葬儀会館の計画見直し
●除雪協力事業者への支援（重機の燃料費の支給）と町会の自主防災組織への除雪機を要望し、支給の実現
●めじろ台周辺地域での介護保険サービスに関する調査活動・学習会の開催と市への介護保険事業計画に対する要望書の提出
●３丁目防災専任委員の活動と、４町会の防災検討会での防災問題の活動
●３丁目おまつり協力会での活動

の に元気計画！若尾きみえ めじろ台 一緒

で真写
る見

活
動
報
告

◎めじろ台3丁目防災訓練
◎めじろ台4丁目の自主防災の組織に
　支給された除雪機の試運転 ◎めじろ台夏祭り ◎地域の方と開催した認知症の学習会

めじろ台発めじろ台発
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　　　　　  浅見 建樹、佐藤 正一、関原 暁子、
　　　　　  髙根 和雄、野村 寿子、宮﨑 朗
若尾きみえピアサポーターズ 名誉会長 富永哲夫  会長 石倉重治

◎若尾きみえがめじろ台の皆さんと進めてきたまちづくりの取り組みと実績

地域のみなさんとのサロン活動

40

私も応援しています

地域で
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