
 

 

 

 

 

「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向けた基本的な考え方について 

 

１ 経緯 

目黒区民センター見直しの検討については、平成 29年 6月に策定した目黒区区有施設見

直し計画において区有施設見直しのリーディングプロジェクトに位置付け、多角的な視点

をもって取組を進めてきた。平成 30年度には「課題整理」に取り組み、令和元年度には区

の検討状況や今後検討していこうとしている内容を取りまとめた「検討素材」を作成、意見

募集を行い、令和 2 年 6 月には「新たな目黒区民センターの基本構想策定に向けた基本的

な考え方（中間のまとめ）」を作成した。 

この度、意見募集やワークショップなど様々な住民参加を踏まえ、「新たな目黒区民セン

ター基本構想策定に向けた基本的な考え方」をまとめることとした。 

  

２ 基本的な考え方 

 「基本的な考え方（中間のまとめ）」を作成、公表して以降、区民意見募集や利用者アン

ケート、区民ワークショップなど様々な方々から意見やアイディアをいただいた。意見等の

多くは「中間のまとめ」に示した考え方に沿ったものであることから、新たな区民センター

の未来像として掲げる「未来とつながる 人とつながる 新たな自分とつながる」“できる”

が広がる創造空間の実現に向け、「はぐくむ、はたらく、まなぶ」など、区民活動を支える

機能に対応できる空間づくりや運営、それらを支える施設整備の方向性を含めて基本的な

考え方として今後の取組を進めていく。（資料１ P8～11参照） 

 

３ 今後の取組 

今後、基本構想策定に向けて、主に以下の事項について検討を進めていく。 

〇 各機能の運営、運用 

〇 各機能の規模、仕様 

〇 周辺まちづくりとの連携 

〇 事業スケジュール検討 など 

以  上 

  

総合戦略・感染症対策等 

調査特別委員会資料 

令和 2 年 11 月 30 日 

区有施設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部区有施設プロジェクト課 



≪（参考）中間のまとめ以降実施した住民参加等≫ 

本取組は、これまでに例のない大規模なものであり、将来にわたり親しまれる施設とする

ためには、区民とともに築いていくことが不可欠である。そこで、区では「基本的な考え方

（中間のまとめ）」を作成した令和 2年 6月以降、小学生から大学生、区民や利用者の方々

を対象として多様な住民参加を重ねるとともに、民間事業者のサウンディング調査を実施

し、多様な意見やアイディアを募った。 

取組 時期 概要 ﾍﾟｰｼﾞ（資料 1） 

区民意見募集 6月 12日～7月 31日 51名、106件 13 

小学生アイディア 

募集 

9月 区民センター児童館学童保育クラブ

を利用する小学生 計 22名 
18 

中高生アイディア 

募集 

9～10月 区民センター児童館を利用する中高

生、大鳥中学校生徒 計 39名 
20 

利用者アンケート 8月～10月 区民センター及び集約検討施設の利

用者 計 175件 
22 

大学生ワークショッ

プ 

10月 11日 東京音楽大学、東京工業大学、東京都

市大学の学生 計 25名 
25 

区民ワークショップ 10月 18日、11月 1日

（全 2回） 

公募によりお申込いただいた計 25名 

（上記の他、第 2回は大学生 9名も参

加） 

28 

区有施設整備アドバ

イザー意見聴取 

10月 公共施設に関する学識経験者2名より

意見聴取を実施 
33 

民間事業者サウンデ

ィング調査 

8月 24日～9月 3日 

（個別対話） 

公募により対話申込をいただいた計

24社（不動産、建設、運営事業者） 
34 

 

≪今後の取組の流れ≫ 

令和 2年（2020年）６月 
「新たな目黒区民センターの基本構想」 

策定に向けた基本的な考え方（中間のまとめ） 

  

 「新たな目黒区民センターの基本構想」 

策定に向けた基本的な考え方 

 
 

 「新たな目黒区民センターの基本構想」素案 

  

令和３年度（2021年度） 

以降 
具体的な取組（民間事業者募集条件検討、整備提案募集） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和 2年 11月 

目黒区 

「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に 

向けた基本的な考え方 

資料１ 
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第１章 区民センター見直し検討の経緯 

１ 区民センター見直しの検討 

（１）区有施設見直しの検討 

 目黒区の区有施設は昭和 30～40年代に建築されたものが多く、今後、一斉に大規模改修や建て替

えといった更新時期を迎えます。しかし、区有施設の更新には多額の経費が必要となることから、

今後も持続的、安定的に区民サービスを維持していくためには、施設の維持・更新経費を抑制して

いく必要があります。一方で、今後見込まれている人口減少や超高齢社会の進展などを踏まえ、時

代に即した施設整備のあり方も問われています。 

 これは、全国自治体と同様の課題であり、区ではこうした社会経済状況の変化に対応するため、

平成 24年度（2012年度）より区有施設見直しに取り組んできました。 

取組事項 概要 

目黒区施設白書の作成 
平成 25年（2013年）3月作成｡施設見直しの出発点となるものとし

て､区の施設の現状と課題を取りまとめたもの｡ 

目黒区区有施設見直し

方針の策定 

平成 26年（2014年）3月策定｡施設見直しの基本的な方向性や手

法､施設総量の縮減目標（総延床面積の 15%）などを示したもの｡ 

目黒区区有施設見直し

計画の策定 

平成 29年（2017年）6月策定｡変化する区民ニーズを的確に捉え、

区有施設の利便性向上を目指した取組を示したもの。 

 

（２）リーディングプロジェクトとしての区民センター見直し 

 平成 29年（2017年）6月に策定した「区有施設見直し計画」において、計画期間の前半（平成

29年（2017年）～令和 3年（2021年））に重点的に取り組んでいく事項として、「施設の機能に

着目した見直し」、「低未利用スペースの有効活用の徹底」、「目黒区民センターに関する検討」

の 3つの取組を掲げています。 

 このうち、大規模複合施設である目黒区民センター（本資料において、「区民センター」とい

う。）については、区有施設見直しのリーディングプロジェクトと位置付けており、機能の複合

化、多機能化や、効果的な土地活用、民間活力の積極的な活用、施設総量縮減等に取り組むこと

で、区有施設見直しのモデルケースとしていく必要があります。  
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（３）取組全体の流れ 

平成 30年度の「課題整理」、令和元年度の「検討素材」を踏まえ本年 6月に「中間のまとめ」を

作成して以降、意見募集やワークショップなど様々な住民参加を重ねる中で、この度「新たな目黒

区民センター基本構想策定に向けた基本的な考え方」をまとめました。今後、区民の方々から出さ

れた多様なアイディアやご意見を踏まえながら「基本構想」を策定していきます。 

平成 25年（2013年）3月 施設白書 

  

平成 26年（2014年）3月 区有施設見直し方針 

  

平成 29年（2017年）6月 区有施設見直し計画 

  

平成 30年度（2018年度） 目黒区民センターの課題整理 

  

令和元年（2019年）9月 
「目黒区民センター見直しに係る基本的な考え方」 

の策定に向けた検討素材 

  

令和 2年（2020年）６月 
「新たな目黒区民センターの基本構想」 

策定に向けた基本的な考え方（中間のまとめ） 

  

 
「新たな目黒区民センターの基本構想」 

策定に向けた基本的な考え方 

  

 「新たな目黒区民センターの基本構想」素案 

  

令和３年度（2021年度） 

以降 
具体的な取組（民間事業者募集条件検討、整備提案募集） 

← 区民意見募集（105名、227件） 

← 施設利用者アンケート、区民アンケート、
説明会、パブリックコメント 

← 説明会、パブリックコメント 
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２ 区民センターの概要 

（１）区民センターの概要等 

ア 施設配置 

 区民センターは、①社会教育館・勤労福祉会館棟、②ホール棟、③体育館棟及び④図書館・児童

館棟により構成され、区民センターの西側には目黒区美術館（本資料において、「美術館」とい

う。）が、区民センターの南側には区民センター公園が位置しています。 

なお、区民センター公園南側の道路を挟み、下目黒小学校が位置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【アクセス】目黒駅から徒歩 10 分・中目黒駅から徒歩 20 分 

東急バス 田道小学校入口バス停から徒歩 2分・権之助坂バス停から徒歩 5 分 

イ 区民センター敷地の概要 

 敷地の概要は以下のとおりです。 

  区民センター 美術館 区民センター公園 

敷地面積 11,527.61㎡ 10,000.15㎡ 

用途地域 第二種住居地域 

建ぺい率 60% 

容積率 300% 

絶対高さ制限 20ｍ 

高度地区 第 3種 

角地指定 角地 角地 - 

地目 宅地 宅地 宅地、水路 

特記 - - 都市計画公園 
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ウ 建物の基本情報 

 区民センターの基本情報は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 建物の構成、棟別の施設 

 区民センター各棟の構成施設等は以下のとおりです。 

棟 構成施設等 

社会教育館・ 

勤労福祉会館棟 

社会教育館、勤労福祉会館、中小企業センター、消費生活センター、

その他（障害者就労支援施設、東京商工会議所目黒支部、目黒区商店

街連合会、目黒区産業連合会、目黒区勤労者サービスセンター） 

ホール棟 中小企業センターホール 

体育館棟  体育館、トレーニング室、トレーニングスタジオ、屋内プール 

図書館・児童館棟 図書館、児童館、学童保育クラブ 

  

住所 東京都目黒区目黒 2-4-36 

竣工 昭和 49年（1974年）7月（築 46年） 

敷地面積 

21,527.76㎡ 

（区民センター・美術館敷地 11,527.61 ㎡、区民センター公園敷地

10,000.15㎡） 

延床面積 16,463.128㎡（区民センター）、4,059.21㎡（美術館） 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 

規模 地上 8 階 地下 3 階 

建物高 38.2m（地上 8階部分） 
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３ 区を取り巻く状況変化等 

（１） 区を取り巻く状況変化 

 区民センター建設当初の昭和 49年（1974年）頃は高度経済成長期が終焉し、人口の東京一極

集中に伴う生活環境の改善や経済の安定化、環境問題への対応が喫緊の区政課題となっていま

した。 

 近年、人口構造や世帯状況の変化に伴う住民の生活環境の多様化をはじめ、利便性の向上や

ICT（情報通信技術）の発展などとも相まって人と人との関わりが多様化する一方、地域の共

同体意識が変化し、日常生活における近隣とのつながりが希薄になり、地域への関心度が低下

するといった現象が見られることも課題となっています。 

 近年のデジタル技術の飛躍的な進展等による生活スタイルの多様化や、人口減少・超高齢社会

の到来予測に加え、今般の新型コロナウイルス感染症による区民の生活や意識、地域の経済活

動への影響なども見据えていく必要があります。区では、区の将来像や基本的な政策目標を定

めた基本構想の素案を令和 2年 10月に策定しています。素案では、未来を見据えた持続可能な

行財政運営として区有施設の計画的な更新への対応もあげています。 

（２） 区民センターを取り巻く状況 

 中目黒駅周辺では、東京音楽大学の開校（平成 31年（2019年））や東京高等・地方裁判所中

目黒分室（仮称）の建設予定など、動的で広がりのある街の変化が起きつつあります。こだわ

りの店舗や最先端のカルチャー、新たな学びの場など多種多様なコンテンツが創出・発信され

ることにより、 時代の流れに敏感な人たちが集う街への変化が見られます。 

 目黒駅周辺は、かつては静かな住宅街というイメージがありましたが、近年の市街地再開発事

業による高層ビルの誕生を契機として、オフィスビルやタワーマンションが多く建てられ、多

くの外資系企業が本社を置くなど、オフィス街の要素が加わっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区民センターは目黒駅と中目黒駅の中間地点に位置しており、また地域の方々のほか、働く

人々や学生など、多くの人々が行き交うエリアでもあり、時代に応じた施設を整備すること

で、区民によるさらなる主体的な活用が期待されます。 

市街地再開発事業により    

誕生した目黒駅前の高層ビル 

中目黒に開校した東京音楽大学 
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（３） 新型コロナウイルスの影響と今後の留意点 

 令和元年 12月に中国武漢市において新型コロナウイルス関連肺炎の発生が報告されて以降、世界

的流行となった新型コロナウイルス感染症は、これまで当然と思われてきた暮らし方や働き方な

ど、様々な分野に大きな変化をもたらしています。 

 新たな区民センターの検討は、行政サービスや施設の利用のされ方の変化等を捉えながら進めて

いく必要があります。 

ア 行政サービスの変化 

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、これまで当然と思われてきた行政サービスにも変化が

見られるようになりました。 

サービス提供の面では、これまで職員が対面で行っていた各種相談の電話相談への切り替え、ま

た電子申請やチャットボットの拡充など来庁せずにできる手続きの拡大、説明会や研修、講座等の

オンラインでの実施、施設整備に際しての説明を説明会から WEBアンケートやパネル展の開催に切

り替えるなどの対応を行いました。 

施設利用の面では、各種貸室の予約をインターネットのみで受け付け、また利用に際しては合

唱、楽器演奏、ダンス、演劇、体操など、運動を伴う活動や会話以上の音が発生する活動の制限や

備品貸し出しの中止、図書館では館内が密にならないよう入館者数の制限、利用時間の制限、身体

的距離の確保のために閲覧席の席数の減少、ホールのインターネット等による配信を目的とした芸

術文化活動への利用等、これまで想定していなかった運営を取り入れることとなりました（現在、

取扱いが異なっている運用もあります。）。 

また、区職員の働き方においても在宅勤務や時差出勤を促進する中で、対面会議の必要性や職員

間でのコミュニケーション方法の見直し、また行政サービスの変化に伴う電子化を中心とした業務

の見直しなども進めてきました。 

イ 新しい生活様式 

令和 2年 5月に専門家会議が提言した「新しい生活様式」の実践例として「会話は控えめに」

「公園はすいた時間、場所を選ぶ」「予約制を利用」「狭い部屋での長居は無用」「歌や応援は、

十分な距離かオンライン」「屋外空間で気持ちよく」「会議はオンライン」等が示されています。 

こうした点を踏まえると、今後の行政サービスや施設サービスにおいても、区民の生活スタイル

の変化や情報のデジタル化に対応していくことが求められ、これらは貸室を多く有し、また都市公

園と隣接する区民センターにおける施設利用や事業実施においても留意すべきものと考えられま

す。 

ウ 区民センター見直しにおける留意点 

 ア、イで整理した内容を踏まえると、新たな区民センターにおいては、これまでのように施設に

集まることだけを前提とした施設整備ではなく、利用における時間や方法、空間の多様な選択に柔
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軟に対応し、施設に訪れなくても情報を得る・利用を可能とするための情報のデジタル化など、今

後の区民の生活スタイルの変化を見据えた空間づくりが求められます。 

実現に向け、非接触・非対面社会においても、コンセプトでもある「つながる」ことを可能とす

る環境や大規模複合施設を活かした自由で柔軟な空間、施設集約による効率的なサービス提供や他

分野との交流・連携などにより、時代に合わせた質の高い過ごし方、新たな価値を生み出すことの

できる新時代の公共空間を目指していきます。 

 以上より、老朽化という大きな課題を抱える区民センターの見直しは、スピード感を持ちなが

ら、またこれまで以上に区の財政負担軽減の視点を重視しながらも、新たな社会に合わせた「つな

がる」ことのできる空間の実現に向けた検討を進めていきます。 
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第２章 「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向けた基本的な考え方 

１ 基本的な考え方 

中間のまとめの公表以降実施した意見募集やワークショップなどでは、様々な意見やたくさんの

アイディアをいただきました。区では、これらの貴重な意見等をできる限り実現させる可能性を高

めるため、これまで取りまとめてきた「未来像（コンセプト）」の実現に向けて、「はぐくむ、は

たらく、まなぶ」などの区民活動を支える機能に対応できる施設整備の方向性を含めて、以下に示

す基本的な考え方をもとにして今後の取組を進めていきます。 

なお、具体的な個別の施設機能や空間構成、民間活力の活用、運営などについては、基本構想の

策定に向けて、意見等を踏まえてさらに検討を深めていきます。 

未来像（コンセプト） 
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２ 今後検討を深めていくこと 

 新たな目黒区民センター整備に向けて、前ページで示した「基本的な考え方」をもととしなが

ら、次のとおり整備手法、整備敷地範囲、導入する機能の課題について都市計画上の制約を踏まえ

てどのように実現するかを検討する必要があります。これらは相互に関係する要素であることか

ら、それぞれの検討を総合的に進めていきます。 

なお、区民意見やワークショップで多様な意見等をいただきましたが、課題の解決を含めて、今

後、取組を進めていく中でその具体化に向けた検討を深めていく必要があります。 

（１） 整備手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 整備敷地範囲 
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（３） 導入する機能 
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（４） 都市計画上の課題への対応 

 

  



第２章                                          ３ 今後の取組 

12 

３ 今後の取組 

今後、基本構想策定に向けて、主に以下の事項について検討を進めていきます。 

〇 各機能の運営、運用 

〇 各機能の規模、仕様 

〇 周辺まちづくりとの連携 

〇 事業スケジュール検討 など 

 

 

なお、本取組は、今後も区民の方々のご意見を伺いながら進めていきます。 

今後、基本構想（素案）の作成に取り組んでいきますが、その過程においても、随時ご意見をい

ただきながら進めていきます。 

 ご意見は、基本構想（素案）の作成過程において、以下のメールアドレス、ＦＡＸでお受けして

いますので、いつでもお寄せください。 

メール ： r-kuyusisetu-project@city.meguro.tokyo.jp 

ＦＡＸ   ： ０３－５７２２－６１３４ 
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（参考）中間のまとめ以降実施した住民参加等（概要） 

本取組は、これまでに例のない大規模なものであり、将来にわたり親しまれる施設とするには、

区民とともに築いていくことが不可欠です。そこで、区では、「新たな目黒区民センターの基本構

想」策定に向け、中間のまとめを作成した令和 2年 6月以降、小学生から大学生、区民や利用者の

方々を対象として、多様な住民参加を重ねてきました。あわせて、民間事業者のサウンディング調

査も実施しました。 

（１） 区民意見募集 

 ア 実施概要 

日時 令和 2年 6月 12日（金）～7月 31日（金） 

周知方法 めぐろ区報（6月 25日号）、目黒区ホームページ、ツイッター 

配布場所 目黒区総合庁舎１階区政情報コーナー・4階区有施設プロジェクト課、各地区サ

ービス事務所、各住区センター、目黒駅行政サービス窓口、各図書館、区民セン

ター内施設 

 

イ 提出意見 

（ア）提出者 51名 

提出者 ＦＡＸ メール その他 計 

個人・団体 8 30 11 49 

議会 0 2 0 2 

計 8 32 11 51 

 

（イ）提出意見 106件 

 内容 件数 

1 施設の個別機能について 35件 

2 整備手法について 19件 

3 防災について 14件 

4 区民意見の反映について 13件 

5 民間活力について 11件 

6 新型コロナウイルス感染症への対応について 8件 

7 その他 6件 

 計 106件 
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（ウ）提出された意見（抜粋） 

  ここでは、中間のまとめに対して寄せられた意見を項目別に分類し、総括的な趣旨のものを抜

粋しています。（すべての意見及び区の考え方は別添資料３参照。） 

主な意見（抜粋） 

１ 施設の個別機能について 

1 目黒区には 1200 席の大ホールと 200 席の小ホールがあるが、その中間規模のホールは現区民

センターホールだけであり、現区民センターホールよりも使い勝手の良いホールになるなら

ば、今後区民主体で利用する需要は増えるものと思われる。 

2 美術館について、周辺施設の多様な機能（ホールや図書館などに内在する生涯学習機能）との

連携や施設間の協力を促進し、相乗効果が発揮できるように、工夫を凝らす必要があると考え

ます。さらに、芸術・文化活動のみならず、学習、交流などの場が、美術館を核として展開さ

れることで、今まで以上に美術館の持つ高いポテンシャルを生かしていくことができるのでは

ないかと考えております。是非とも、新たな目黒区の芸術・文化のシンボルとなるよう計画を

進めていただければと存じます。 

3 同規模の建物整備が不可能なので現存の各施設を事業内容によって集約、再編する必要があり

ます。例えば勤労福祉会館、中小企業センター、商工会議所目黒支部の統合、消費生活センタ

ーと男女平等・共同参画センターの再編、社会教育館と青少年センターの統合など。 

4 「はたらく」機能について、直接的に働く場所としての空間を確保するだけでなく、働く意欲

のある区民が様々な働き方の情報を得ることができる空間の確保を検討することも有効ではな

いでしょうか。 

5 機能の集約化、新たな区民センターの空間づくりに関しまして、現在、各施設ごとに有してい

る会議室・研修室、ラウンジ・食堂・学習スペース、資料室（男女平等共同参画センター）・

図書室（図書館）・展示室（美術館・学校サポートセンター）、小学校プール・区民プール、

体育館・多目的ホール・音楽ホール等の施設については、その機能及び空間を集約化すること

で、施設やスペースを効率的に活用すると同時に、様々な利用者（個人・団体）が交流、触れ

合うことのできる空間になることを期待いたします。 

２ 民間活力について 

6 区の方針に賛成です。専門性、財政面からこの方式しかありません！ 

7 民間活力の活用は、行政機能に無いものだけにし、施設管理と施設運営を一括の、いわゆる丸

投げにならないように進めて頂きたいと思います。 

8 運営に民営の力をうまく使うべきですが、民営が提供するありきたりなカフェやショッピング

といったものに依存せず、決められた路線にこだわらず柔軟に改善していく。 
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9 今後、少子超高齢化・人口減少と社会が転換期を迎えている。また、新型コロナウイルス感染

症の影響により今後、長期的に厳しい財政状況が続くと考えられる。新たな区民センター整備

については、財政負担が大きな課題であるので、整備費・運営経費の負担がかからない手法を

先進自治体の事例を参考に検討すること。また、民間企業の創意を取り入れ、継続的に財源が

確保できるような新たな事業の創出などもあわせて検討すること。 

10 利用者の利便性、運用面におけるきめ細かいサービス提供、利用料金の設定などについて区の

主体性は貫けるのか疑問です。結局のところ、民間への区民サービス丸投げでは、行政サービ

ス低下によって利用者にしわ寄せされる例が多いのではないか。 

３ 整備手法について 

11 区民センターの今後あるべき姿としては、区民の誰もが利用しやすい、また、利用したくなる

ような施設であってほしいものです。その為には、施設の一部の改修ではなく、費用がたとえ

かさんだとしても大規模な施設全体を見直した建て替えを推進したいと思います。それには、

下目黒小学校も築 55 年が。また、既存の区民センターの施設も築 45年が経過しています。こ

の際に一体化して再開発することが望ましいと考えます。 

12 総合的に見て、複合施設全体で相乗効果を高めるには、「改築（建て替え）」の方向ですすめ

ると解釈し、賛成します。直近改修した大きな区営施設では、開館前に雨漏りがするとか不具

合が多々出てきたように聞いております。老朽化したものを改修するとどこかに不具合が出る

のではないでしょうか。安いものが逆に高くならないように専門家の充分なご意見を尊重して

ください。 

13 今後の目黒区のシンボルにもなる「新たな区民センター」の実現に向けて、新たな空間整備を

可能とするため、区民センター、美術館、区民センター公園、下目黒小学校の敷地を含め、学

校と一体的に建替えを実施するという施設整備の方向性に賛同します。 

14 既存の区民センターに加え下目黒小学校を含めての一体整備は行き過ぎではないでしょうか。 

学校は法的にも異なる組織体であることから当団体としては下目黒小学校は「学校施設更新計

画」で検討すべきではないかと考えます。 

15 コンクリート建造物の耐用年数 60年で既に 45 年経過し補修の方法もあるが将来を考えると建

替えを進めるべきと考える。 

16 築 45 年の RC の構造体を丸ごとすべて解体する行為は、建物の長寿命化を推進している今の時

代に逆行しています。もう一度振出しに戻り、１棟１棟の改修、再利用の可能性を精査して下

さい。建物の長寿命化を図りながら空間の新しい使い易さや利用率を改善できる環境負荷の少

ない目黒ならではの見直し手法を区民の合意を得ながら開発してください。 



（参考）中間のまとめ以降実施した住民参加等（概要）                                   

16 

17 全施設は、今後の財政負担を考え、建て替えた方が財政の効果的な面でもいいのではないかと

思います。 

18 さまざまな区民のニーズをつかむ意味でも、民間活力の導入を視野に入れつつ、一体整備を図

るという方向性に賛同いたします。 

19 目黒駅周辺の高層ビル再開発に惑わされることなく、身の丈に合わせた目黒区らしい開発を考

えるべきで、その点ではパターン①（既存の区民センター（美術館・公園含む）に加え、下目

黒小学校の一体整備（建替え））ではなく、パターン②（既存の区民センター（美術館・公園

含む）を一体整備（建替え））でも良いと思う。 

20 区民センターは建設から４５年が経過しており、ハード面、ソフト面など多くの課題を抱えて

いる現状から、それぞれ総合的に判断して、建替えが望ましい。 

４ 防災について 

21 当地区は目黒川に近接していることから、震災に加え水害に対しても機能継続を可能とする対

策（建物の浸水対策、自立した電源・冷暖房機能の確保など）を図る必要があると考えます。 

22 これまで防災と言えば地震対策だったが、最近は豪雨による洪水や停電など全く想定していな

かった災害により実際に被害が生じている。「これまでに経験したことのない」という警報を

年に何度も聞くことが全く珍しくなくなっている。目黒川でも 1 日で 100ミリ以上などという

猛烈な雨が降った場合を想定し、避難と治水の両面で被害を最小にできる設計が必要だと思

う。 

23 ハザードエリアにあるので、水害対策に万全を期してほしい。地下には大切な資料を保管しな

い。施設の設備系統や駐車場も地下には設置しない意見に賛同する。災害時には近隣の避難場

所にもなるようにまた密集を避けた空間が確保できるようなフロアを設けてほしい。 

24 第一の課題として、災害対策が脆弱なこと。特には目黒川沿いであること。近くに調節池があ

るといっても油断はできない。大型台風による高潮、地震による津波など。よってこの周辺で

の建設は避けて頂きたい。他にふさわしい場所がないとのことであればやむを得ないと思う

が、今後の温暖化や都市化、異常気象による集中豪雨への備えを万全にしなければならない。 

５ 区民意見の反映について 

25 区民が意見を言える場、直接会って話す機会を設けてほしい。 

26 区民の声をよく取り上げ、前向きの「まとめ」で嬉しいです。 

27 「新たな区民センターの基本構想」が区民参加のもとに進められていることは民主主義尊重と

共に、より区民に愛され存在価値を高める、区民活動の拠点としての区民センターとする為に

も、このような機会を重ねながら進めていく方向性に賛意を表明します。 
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28 新たな区民センター整備に関しては、単に区有地のみにとどまらず、時間を要するかもしれな

いが、地域住民とも協議しながら周辺地域を含めた都市づくり（例えば、市街地再開発事業等

の手法も念頭におく）の視点での検討を要望する。 

６ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

29 コロナ問題が全く触れられていない。今年 3 月に顕在化した新型コロナウイルス感染症による

社会的影響は人命だけでなく人々の行動様式や労働環境、学習環境などに多面的な影響を与え

た。区民センターの新たな構想を検討するにあたって新型コロナウイルスの影響について考察

しないことは考えられない。今回のパブリックコメントを実施するにあたって改めて検討しな

おすべきであったし今後の計画を延期してでもこの問題を正面からとらえて新型コロナウイル

スに行政が新たな施設建設においてどのように対応すべきかのモデルケースとすべきである。 

30 コロナウイルス蔓延により「集う」ことができなくなった。社教館・住区センターなど、定員

が半分になり、夜間の利用ができないため、社会人などが気軽に集まることができなくなっ

た。利用の仕方も非常に制限があり、これまでのような活動は難しい。区民センターホール

も、換気のしやすさ、観客間のディスタンス確保、交差の生じにくい動線など、これまでとは

全く違った観点からのチェックに合格できる設計が必要であり、まずその評価基準を作ること

が先決である。新型コロナウイルスは数年のうちに収束すると思われるが、新たなウイルスに

よる第 2、第 3 のパンデミックが起こることを前提にした「新たな活動形態」を策定し、それ

に沿った施設の設計、利用の方法を考える必要がある。 

31 平成 29 年 6 月の「区有施設見直し計画」の取りまとめ以降の変化のうち、より顕著になって

いる風水害や地震災害における避難所の機能充実についての要請、並びに本年 1 月以降の新型

コロナウイルスによる新たな感染症対策への対応策が抜け落ちており、「中間まとめ」以降の

検討に取り入れる必要があると思います。 

７ その他 

32 新たなる新施設への道路に関しては、山手通り、目黒通りともにアクセスしやすい道路となる

ことが理想的です。さらに、施設の周辺の道路に関しては、両側に歩道のある道路として、安

全性のあるものとして利用者への安心感のあるものであってほしいです。 

33 目黒川に直接、接続する立地・建築物等を扱うにあたって、「目黒川流域河川整備計画」2018

年（平成 30年）4月、東京都）乃至それ以降の資料を縦覧精査し、また東京都の当該河川担当

者と十分な協議を行っているのかということである。何しろ、区民センターが老朽化している

とすれば、それを支える目黒川護岸も老朽化していると考えるのが当然であって、上物の区民

センターを更新してから、下物の目黒川護岸を更新するというのは困難なことである。 
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（２） 小学生アイディア募集 

 本取組を進めるうえでは、地域でまなび、そだつ次世代の意見を聴き、将来においても利用した

いと思える施設とする必要があります。 

 そこで、下目黒小学校をはじめ地域の小学生が利用する目黒区民センター児童館学童保育クラブ

の児童を対象に、新たな区民センターへのアイディア募集を実施しました。（以下、抜粋。すべて

のアイディアは別添資料４参照。） 

日時 令和 2年 9月 

参加者 目黒区民センター児童館学童保育クラブを利用する小学生 計 22名 

テーマ 未来の区民センターでだれとどんなことがしたいかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
クラス 

未来とつながる 人とつながる 新たな自分とつながる 

未来の区民センターでだれとどんなことがしたいかな？ 
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（３） 中高生アイディア募集 

 新たな区民センターは、だれもが、どんな活動でも出来る施設とする必要があります。そこで、

現在の区民センターで青少年向けの明確な居場所が確保されていない点に着目し、実際に青少年の

声を聴く取組として、目黒区民センター児童館を利用する中高生のアイディア募集を行いました。

（以下、抜粋。すべてのアイディアは別添資料５参照。） 

日時 令和 2年 9月～10月 

参加者 ○目黒区民センター児童館を利用する中高生 計 11名 

○大鳥中学校生徒 計 28名 

テーマ 自分自身への影響や成長面で、新たな区民センターに期待すること 
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（４） 利用者アンケート 

 実際に区民センター及び集約を検討している施設を利用されている方の声を聴く取組とし

て、利用者アンケートを実施しました。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により施設を利用する方が減少している状況も踏まえ、施設で

のアンケート用紙の配布と、WEBによる回答の 2つの方法により実施しました。（以下、総括的な

趣旨のものを抜粋しています。すべての回答は別添資料６参照。） 

実施日時 令和 2年 8月 1日～10月 22日 

実施方法 ・目黒区民センターの各施設、青少年プラザ、男女平等・共同参画センター、下

目黒住区センター利用者へアンケート用紙を配布 

・施設利用者（同上）を対象としたＷＥＢアンケート 

テーマ ① 新しい区民センターに求める空間とは？ 

② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？ 

回答数 175件 

 

 ① 新しい区民センターに求める空間とは？ ② どのような使い方や工夫をすれば、①の

求める空間になると思いますか？ 

1 
清潔で安心感のある空間 階段だけでなくエレベーターがあると助かり

ます（多胎家庭なので） 

2 
建替えを行うのであれば、高齢者や子供のふ

れあいの場 

高齢者と子供が一緒に出来るレクレーション

等 

3 
なるべく緑の多い空間にしてほしい テニスコートのある場所は子供の遊べる広

場（コンクリや石敷きではなく）にならな

いか 

4 
・気軽に足を運べる施設 

・混雑することないようにゆとりのある施設 

区立の施設がすべて一つの利用証（カード）

で利用できるようにしてほしい。入館入場時

にカードをワンタッチすればすむようにして

ほしい。手続きが煩雑すぎる。 

5 
世代間で交流が生まれるところ 壁や扉で空間を区切るのではなく、それぞれ

の部屋（？）ゾーン？がシームレスに繋がっ

ている（乳幼児の安全は確保する必要はある

が） 

6 
階段ができるだけ少ない空間（子どもをベ

ビーカーで連れていると、今の建物はとて

も不便です） 

１階に子供向けの施設を置く。 

7 
子どもたちが遊べる空間。また、年令問わ

ず、交流できる場。 

広い空間が必要。管理が行き届いている。施

設料を少し（100円～200円程度）払う。 



（参考）中間のまとめ以降実施した住民参加等（概要）                                   

23 

8 
今のように広めの空間が多く、居心地のよい

場所。子供と来ることが多いが、夏でも思い

っきり走れたり、体を動かせる場所があると

助かります。 

利用用途によって部屋を細かく分けることも

あるかもしれませんが、なるべく広めの部屋

も残してほしいです。 

9 
乳幼児から高校生ぐらいまでの子供達が遊べ

て学べる場や、工房など“教育”と美術館な

どの芸術文化を育むひらかれた施設になって

ほしい。 

子供から大人までが使える工房をつくる。教

育や美術の専門家と市民をつなぐ人員を用意

する。 

10 
・自然と共存した 

・清潔感のある空間 

・各施設を行き来しやすい 

老朽化した建物の建て直し 

11 
多くの人と関われる空間 集まれる会などを開いて頂く 

12 
"居心地のよい空間・多くの利用者が楽し

める空間。 

幅広い年齢の人が利用しやすいといいです

ね。目黒区内で幼児プールは区民センターだ

けだと思うので、新しくなっても新しいしせ

つで残してほしいです。 

子供の頃からこの区民センターを見てきたの

で古いイメージが強いです。きれいにされて

いると思いますが、イメージからどうしても

衛生的にどうかなと思うことがあります。キ

レイになるといいなあ。 

13 
・自然のぬくもりも感じられる空間。 

・異年齢が交流できる。 

外と中のつながりがある。 

14 
換気が良く、広く、人が集まれる、子供が

遊べる 

民間の空間デザイン関係者の意見を入れて

ほしいところ 

15 
区民がぶらっと立ち寄りやすい場所。とりあ

えず区民センターに行けば楽しいと思える時

間を過ごせる場所。 

・図書館内におしゃべりを楽しめる場を設け

る。図書館は多くの人が自宅以外で定期的に

行く場所の一つであるが、基本的に図書館内

では会話ができないため、コミュニティを形

成できる場となっていない。そのため、図書

館内におしゃべりできる場（図書の持ち込み

可、飲み物などの自販機設置）を設け、図書

館で出会った友人等と会話を楽しめる場を提

供する。 

・様々なイベントを開催できるような空間づ

くりとする。フリーマーケットのようなもの

から◯◯教室のようなものまで開催できる場

とし、とりあえず区民センターに行けば何ら

楽しいと思える時間を過ごせるようにする。 

16 
皆が楽しくにぎやかにすごせる空間 ルールを守り、お互いが嫌な思いをしないよ

うにする。 
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17 
・居心地の良い空間。 

・子供が思いっきり遊べる空間 

ルールを守る。 

18 
・子どもと一緒に安心して利用できる場所 

・気軽に立ち寄りやすい雰囲気、空間 

・雨の日でも明るい空間 

・まずトイレ！！子どもと一緒に入れるよ

う、広めで、ベビーチェアやおむつがえのベ

ビーベットが各トイレに（個室）ついてて、

かつ、トイレの数が多いといいです。いまの

区民センターはトイレがとにかく不便で、利

用しづらいからです。 

・それから、おむつがはずれていない子ども

も夏だけでなく、１年中プールに入れるよう

にしてほしい。そういうプール（室内）をつ

くってほしい。おむつがずれていない時期の

ほうが、あそびにいける場所がすくなくて家

にこもりがち、これが育児つかれにもつなが

ると思う。人とははなせない。周りとの交流

がなくなり、こどくを感じてしまうときがあ

る。こどものことを気にせずに利用できるプ

ールがあると本当に助かります！！ 

19 
個の空間を保ちながら読書が切る場所 余裕のあるスペースに仕切りがある 

20 
・吹き抜けを設けるなど空間に光を取り入

れ、開放的な設えにする。 

・空間同士をさえぎるものを出来る限り無く

し、空間の連続性を高める。（お互いの姿が

見えやすいように） 

・出入り口の外側から内側にお様子が見える

ように（局所的でも）ガラス貼りの壁にす

る。（人が中にいることが分かるように） 

今展開していること同士に何らかの「つなが

り」をつくる。例：小さな子供と高齢者のふ

れあい 

21 
A 誰もが入りやすく、使いやすい建物、

気軽に立ち寄れる場所 

B 利用者の目的や果たせる空間づくり 

A 開放的な空間とカフェの併設、隣接して

イベント、情報が見られる空間 

B 年代別・用途別にエリアを明確にし、各

部屋は日時によって流動的・多目的に使用で

きるようにする  
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（５） 大学生ワークショップ 

 区内にキャンパスがある、または区のまちづくりにおいてこれまでも関わりのある大学生の参加

を募り、基本構想（素案）の作成に向けたアイディアを出し合いました。 

コンセプトの実現に向け、ハード、ソフト両面から各々の大学生の専門性を活かしたアイディア

が数多く出されました。（詳細は別添資料７参照。） 

 

日にち 令和 2年 10月 11日（日）13：00～16：30 

場所 目黒区総合庁舎（南口エントランス） 

※参加学生に対し、事前に区が区民センターの見学会を実施 

参加者 東京音楽大学、東京工業大学、東京都市大学の学生 計 25名 

当日の 

プログラム 

１．区民センターの概要と新たな区民センターの検討経緯の紹介 

区から、現状の区民センターが果たして来た役割や課題について紹介しました。 

 
① ２．グループワーク 

①「好きな場所、行きたくなる場所」「区民センターを見学して感じたこと」につ

いて、若い世代が求めるもの、現状の区民センターから感じた良い点・気になる

点を出し合い、両者のギャップ等について意見を出し合いました。 

②「新たな区民センターに求められる空間・仕組み」についてアイディアを出し合

い、「それらをどのように実現するか」について、各大学生の専門性を活かしな

がら検討を深めました。 

 

② ３．成果発表 

グループごとに話し合った内容を発表し、質問回答を通して議論を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症対策について 

参加者数は収容定員（同等程度の会議室広さを基準に算出）の半分以下とし、マス

ク着用、検温、アルコール消毒、換気を実施し、緊急連絡先の確認を行いました。 
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 良い点 気になる点 

全体 
敷地が広い、子供の利用が多い

（近隣の保育園児など） 

古い、暗い、外から何の機能があるかわからない、入り

口が分かりにくい、施設の天井が低い、水害対策が不

安 

図書館 構造が独特 
狭い、階段が多くて使いにくい、バリアフリー対応になって

いない 

美術館 綺麗、雰囲気が良い 規模が中途半端、他の施設と分離していて浮いている 

ホール 客席が多くて良い 
座席が固定で使いづらい、楽器運搬しやすい動線が不

十分、楽屋が狭い、バリアフリー対応になっていない 

会議室 ― 
同じような形・規模の部屋が多くて使いにくい、使用され

ていない部屋が多い、古い、Wi-Fi が使えない 

体育館 広い、利用料が安い 更衣室が２階で、バリアフリー対応になっていない 

屋外プール 珍しい、広い 利用期間が夏場の 2 か月で限定的、もったいない 

公園 緑が多い 狭いので子供が遊びにくい 

好きな場所・行きたくなる場所ってどんなところ？（一部抜粋） 

自然が感じられてリラックスできる場所
（目黒川、公園） 

にぎやかでワクワクする場所、人と交流できる場所 
（お酒が飲める場所、ショッピングセンター、ライブ会場） 

静かで落ち着く場所、集中できる場所 

（小さなカフェ、図書館） 

スポーツができる場所 

（体育館、サイクリングロード） 

街の人が見える場所 

フォトジェニックな場所 

区民センターを見学して感じたことは？（一部抜粋） 

グループワークのまとめ 
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 外からの視界を遮らないように敷地の周囲は自然に囲まれた空間とし
て公園を配置。建物もガラス張りに 

 2 階レベルのふれあい橋から同じレベルで公園をつなげる（同時に防
災機能を持たせた公園に） 

敷地に入りやすく

なるような仕掛け 

 美術館に隣接させた芝生広場の中に野外アートを展示（小学生が図工
の授業でアート作品の写生ができる） 

 美術館の近くにイベントステージ機能を持った屋外広場を配置する 

 芝生の空間を散歩すると各機能につながるイメージで公園・川と美術
館を一体的に整備 

 芝生公園を目黒川に隣接させて公園と施設で屋内と屋外の一体的なイ
ベントを実施 

 屋内と屋外の緩衝地帯として広場を設置（隣接する施設に合わせ、に
ぎやかな広場や休憩できる広場として役割分担） 

 皆が使う空間（図書館、利用方法を限定しないオープンスペース、自
分たちでレイアウトできる部屋）を中心として、その周りに各施設を
配置 

各機能につながり

を持たせる空間・

仕組みづくり 

利用者のことを考

えた施設づくり 

各機能の組み合わ

せや相乗効果を上

げる仕掛け 

 文化（美術館・ホール）・スポーツ（プール・体育館）・その他（図
書館・会議室・コワーキング）の 3 分類で施設機能をまとめて配置 

 「会議室」という名前の部屋は不要では？地域の子どもも使えるフリ
ースペース、コワーキングスペースを設置 

 美術館に隣接するアトリエを設けて、作品の制作過程を見ることがで
きたり、アトリエで働くクリエイターが子供たちにアート教室を開い
たりする 

 区立美術館の良さを生かして、作品数が少なくても地域住民が立ち寄
りやすい美術館にする 

 演奏イベントもできるような美術館にする 

 スタートアップ企業・店舗支援のための貸しオフィス・店舗を設ける 

 食堂と公園を組み合わせて、キッチンカーが来るような公園にする 

 ホールは、使い勝手が良くなるように可動式の座席やバリアフリー対
応のスロープを設け、練習室や楽器搬入用の駐車場を隣接させる 

 図書館・自習室は、静かにするスペースと話せるスペースの両方を設
けて、子供に読み聞かせするスペースも設置する 

新たな区民センターに求められる空間・仕組みのアイディアを

どのように実現する？（主な意見） 
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（６）区民ワークショップ 

 区民センターをはじめとした区有施設を利用したことのある区民を中心に、新たな区民セン

ターの未来像や実現に向けた工夫、新たな区民センターが果たす役割等について、全 2回の開

催でアイディアを出し合いました。 

実際に利用している中で感じる、将来に向けて変わるべき部分、継承すべき部分なども交

え、多くの意見、アイディアが出されました。（詳細は別添資料８参照。） 

日にち・場所 〈第 1回〉令和 2年 10月 18日（日）区民センター会議室（中小企業センター） 

〈第 2回〉令和 2年 11月 11日（日）目黒区総合庁舎（南口エントランス） 

参加者 公募によりお申込いただいた方 計 25名（男性 13名、女性 12名） 

≪年代≫              ≪住所≫ 

 

 

 

 

 

※上記 25名の他、第 2回目は大学生ワークショップ参加者の学生 9名も参加しました。 

当日の 

プログラム 

＜第 1回＞ 

１．区民センターの概要について紹介 

 区から、現状の区民センターが果たして来た役割と課題について紹介しました。 

２．グループワーク 

① 現在の区民センターの「残していきたいこと」「変えるべきこと」について、

普段利用されている経験を踏まえて意見を出し合いました。 

②「新しい区民センターはどのような施設であるべきか」について、アイディアを

出し合い、実現に向けた課題についても議論を深めました。 

３．グループごとに話し合った内容を発表 

＜第 2回＞ 

１．新しい区民センターの検討経緯の紹介 

 区から、新しい区民センターの検討経緯や空間イメージについて紹介しました。 

２．大学生ワークショップの成果発表 

 10月 11日実施の大学生ワークショップの成果を発表してもらい共有しました。 

３．グループワーク 

新しい区民センターのあるべき姿について、５つのテーマごとに分かれ、実現に向

けたアイディアを出し合いました。 

４．テーマごとに話し合った内容を発表 

※新型コロナウイルス感染症対策について 

 参加者数は収容定員の半分以下とし、マスク着用、検温、アルコール消毒、換気を実施し、

緊急連絡先の確認を行いました。 
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第 1回ワークショップ グループワークのまとめ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立している各施設を連携・

類似機能を集約 

現在の区民センターの変えていくべきことは？（一部抜粋） 

水害に備えて 

防災機能を持たせる 

バリアフリー対応 

公園・目黒川沿いを開放感のある 

オープンな空間に 

子育て支援や子どもから若者世代

が楽しめる機能の充実 

現在の区民センターの残していきたいことは？（一部抜粋） 

区民センターに行き来し

やすい外周道路や駅から

のアクセス改善 

図書館の動線

を使いやすく 

1年中 

利用可能なプール 

予約不要のフリ

ースペース 

明るく使いやすい食堂 

 

緑豊かな環境 
（公園、遊歩道、目黒川沿い） 

現在の区民センターの施設機能 
（図書館、児童館・学童、美術館、 

ホール、体育館、プール等） 

区民センターにしかないもの 
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新しい区民センターのあるべき姿と課題は？（主な意見） 

 屋内と屋外プールをまとめ、幼児プールとともに屋内に整備し、区民プールを小学
校プールとシェアする 

 類似する会議室機能を集約 

 区民センターだけでなく、周辺施設（中目黒スクエア等）も含めて重複している
機能を見直す 

 スタート地点として広場を整備し、広場から各施設がつながるようにする 

 図書館と児童館を連携させて行き来できるようにし、図書館で児童館と連携した
子供向けイベントを実施する 

 図書館で借りた本をプールサイドやカフェで読めるようにする 

 美術館とホールを連結して文化拠点として整備 

 ホールを開放的な施設にし、芝生の広場と一体的に整備 

施設機能を集

約・共用化する 

各施設間につな

がりを持たせる

空間・仕組み 

 芝生広場や広いオープンスペース、いつでも誰でも使えるたまり場を作る 

 目黒川沿いのスペースを広く空けて景観を確保し、オープンカフェを配置 

 公園・目黒川の眺望を活かした施設配置や建築にする 

 ビアガーデンやシアターで利用できる屋上を整備 

 駅から区民センターへのアクセスを改善するため、コミュニティバスの運行や目黒川
を舟運でつなぐこともできるのでは 

 小学校と一体整備して目黒通りとつながるようにする 

敷地に人を呼び

込むような空

間・仕組み 

限られた財源等

に関する課題認

識 

 限られた財源の中でより良い施設として建て替えるため、高層化して機能を集
約・複合させることで民間企業の参画を促す必要があるのではないか（建物の高
さ制限も課題） 

 公共施設は安く使えて助かるが、より持続性を持たせるためにも、敷地内の太陽
光発電による電気を売って補填してはどうか 

 維持管理コストの効率化と最適な利用料金の設定が必要 

 目黒川沿いに公園スペースを広く取る 

 水害の時に避難所として使用できる施設にする 

 緊急車両が通れるように動線を確保する 

防災機能の向上 

将来のニーズに

あわせた機能を

導入 

 テレワークで働く人を受け入れられるようにする（Wi-Fi の整備、図書館の中に仕
事ができるスペース等） 

 若い起業家を支援できるスペース（３D プリンターが使えるファブラボ） 

 ホールでの発表会に向けた練習で使える防音室・ダンス室を設ける 
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第２回ワークショップ グループワークのまとめ    

   

 民間のノウハウを活かした施設の開発による魅力向上・財政負担軽減 

 

 

 民間に施設の運営を委託（民間同士でも横連携が生まれる仕組みが必要） 

 民間活用で各施設間の連携が損なわれないように、全体を俯瞰するエリアマネジメントの仕組みが必要 

 

 

 未来を担う子供達が「生きていく力」を身につける場所 

 

 

 みんなのやりたいことを実現しやすくする場所、活動のきっかけ・ハブになる場所 

 

 

 新しい区民センターでの企画・運営を支える仕組みとしてエリアマネジメント団体を設立 

テーマ１：地域に必要とされる施設機能・仕組みとは？ 
 
新しい区民センター実現に向けた各テーマの主な意見 

テーマ２：どのような民間活用が考えられる？ 

 近隣企業と連携したオフィス・起業家支援施設 

 住宅 等 

 商業店舗 

 世代の近い子ども達が学校以外で交流できる場所 

 子供の遊びや学びに対する意欲を刺激する場所 等 

 区民が自由に使える巨大な黒板を設置 

 区民センターの使い方提案コンテストの開催 等 

 デイキャンプ（災害時も活用可能） 
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 新しい区民センターにおいて子供向けの機能を設けたり、イベントを実施したりする 

 

 

 特別教室（図工室・音楽室・家庭科室）を区民に開放 

 

 

 区民センター施設（プール等）を小学校が使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区民の活動のきっかけや幅を広げる機能が必要（フレキシブルに使える施設機能、既存機能の融合、

民間活用 等） 

 訪れたくなるような居心地の良い空間にして欲しい（親水空間、芝生広場、オープンスペース 等） 

 子供達の活動拠点を設けたい（遊び・交流の場、セキュリティに配慮した小学校・児童館との連携 等） 

 まち全体を活性化させていく視点が必要（エリアマネジメント、まち全体での公共施設再編 等） 

 類似の施設機能を融合・集約する 

 

 

 

 

 目黒川沿いの空間や下目黒小学校とつながりを持たせるため、施設配置を工夫 

 

 

各テーマで共通して出された新しい区民センターに関する意見 
 

 川沿いにオープンスペースを設置し、各施設機能のエントランスとつながりを持たせる 

 図書館、児童館・学童はつながりを持たせるため下目黒小学校の近くに配置 等 

 区内外から人を集めるコンテンツを持った施設づくり 

 

 

 

 

 中目黒・目黒エリア全体で公共施設を再編 

 駅からの地域交通や周辺道路の改善によるアクセス改善 

 図書館の自習スペースの環境（Wi-Fi等）を整える 

 通年楽しめる屋内プール 

 障害のある子どももない子どもも一緒に遊べる公園（インクルーシブパーク） 

 目黒川沿いに親水空間・オープンスペース・オープンカフェを設ける 

 区民センターのシンボルマークを作る 等 

テーマ３：各施設間のつながりや機能を融合させる工夫とは？ 

テーマ５：周辺エリアから施設へ人の流れを生む工夫とは？ 

テーマ４：下目黒小学校とどのような連携が考えられる？ 

 遊び場・芝生広場 

 小学生の創作物展示スペース 

 セキュリティ対策のため、特別教室をゾーン分け（棟や建物内の構造で分離） 

 特別教室の予約を民間委託することで学校側の負担軽減、地域開放の促進 等 

 運動関係の機能（体育館・プール・ジム等）は一つの棟に集約 

 美術館の区民ギャラリーは、ホールや広い会議室と共用する 

 図書館と児童館を自由に行き来できるようにする 

（セキュリティ対策として図書館から児童館への行き来は制限） 

 小学生がまちの魅力を学習できる場所 

 司書から本の選び方を学ぶ場 等 
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（６） 区有施設整備アドバイザー意見聴取 

 公共施設に関する学識経験者である区有施設整備アドバイザー2名より、新たな区民センター整

備にあたっての留意事項などについて、専門的な見地から下表のとおり助言をいただきました。 

 いただいたご意見は、今後の基本構想（素案）作成に当たり参考としていきます。 

1 ワークショップに出席いただく方々には、スローガン、キャッチフレーズ等を出してもら

い、そのエッセンスが実現への過程に活かされるようにしてほしい。また、今後の取組の

中でそれぞれの意見をどのように反映させたのか、資料にどのように載せたのか等、フィ

ードバックを工夫した方が良い。将来的にはそうした過程が施設への愛着につながってい

くと考えられる。 

2 ワークショップは１回ではなく、複数回実施した方が良い。そういう意味では、区民向け

に２回実施し、また大学生ワークショップの参加者も区民向けワークショップに参加する

ことは、議論も深まり効果的ではないか。 

3 将来を見据えた施設にする必要があると思うが、その時に主に施設を利用していくのは今

の若い世代である。そういう意味では、子どもたちからのワクワクするようなアイディア

や若い感性を如何に取り込めるかも大切である。 

また、将来の協議会や審査会などにおいても、実際に施設を利用する世代となっていく学

生や子育て中の方など若い世代の方の参加が必要ではないか。 

5 他の自治体では、特別教室の管理を指定管理により行い、教員の施設管理の負担を軽減

し、かつ特別教室を地域にも開放しやすくなり、多方面にメリットが生まれている。こう

した事例を見ても、建物の計画と同時に管理方法の検討も重要である。 

6 都市計画の制約がある中で、かつ財政負担の軽減を図るには、公共施設のあり方を見つめ

直さなければいけないのではないか。公共施設という本来の役割を踏まえると、一定時

間、一定のスペースを特定の利用者に貸し出す貸室については、数や造りを抜本的に見直

し、その分不特定多数の方が使えるスペースを確保した方が公共本来の役割を果たせるの

ではないか。 

7 敷地全体に低層の建物を建てるのか、部分的に高層の建物を建てるのか等、公園や川との

バランス、敷地内でのメリハリのある活用が良いのではないか。 

8 コロナ禍を踏まえても、オープンスペースの重要性やリモートワークといった過ごし方、

働き方の変化を踏まえると、公園の重要性はますます高まっている。区民センターについ

ても、閉ざされた空間は最小限にし、公園の充実を図ることは地域にとってもメリットが

多いのではないか。 
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（７） 民間事業者サウンディング調査 

 新たな目黒区民センターは将来にわたり区のシンボルとして賑わい続け、魅力を維持・向上し続

けることのできる施設となることを目指しており、その実現に向け、民間事業者ならではの自由な

アイディアやノウハウを活かすことを目的として実施しました。 

 調査結果の概要は以下のとおりです。（民間事業者のアイディアやノウハウを知的財産の観点か

ら保護するため、参加者名やノウハウに関する詳細な提案内容は非公表とします。「（地方公共団

体のサウンディング型市場調査の手引き（平成 30年 6月国土交通省）」より） 

ア 実施概要 

日程 令和 2年 6月 12日 実施要領公表 

令和 2年 6月 22日 参加申込期限 

令和 2年 8月 17日 提案受付期限 

令和 2年 8月 24日～9月 3日 対話の実施 

参加事業者数 24社 

（不動産関係 11社、建設関係 6社、運営事業者 7社） 

対話内容 １ 魅力ある空間実現について 

① 区民センター周辺の課題やポテンシャル等 

② 新たな区民センターの未来像（コンセプト）を実現するための工夫やポイ

ント、具体的なイメージ等 

③ 民間施設の事業コンセプトや導入が想定される機能 

④ ③のコンセプトや機能が実現できる施設イメージや空間イメージ、規模等 

⑤  公共施設と民間施設の敷地配置イメージ 

⑥ 地域貢献及び地域コミュニティの活性化のためのアイディア等 

２ 事業手法について 

① 公民連携による事業方式や事業スケジュール 

② 区の財政負担の軽減につながるアイディア等 

③ 区有地を活用した公民連携手法を想定する場合、区に支払い可能な地代水

準やその支払い方法 

④ 都市計画上の現行条件では事業実現に支障があると考える場合、その理由

と必要となる変更条件、事業スケジュールに与える影響等 

３ その他 

① 事業者公募に向けた要望や事業全般に関するご意見 

② 新型コロナウイルスが本事業に及ぼす影響や留意事項等 
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イ 対話内容 

１ 魅力ある空間実現について 

区民センター周辺の

課題やポテンシャル

等 

＜ポテンシャル＞ 

〇目黒駅、中目黒駅の中間に位置し、桜を臨む目黒川沿いという大変希少性

の高い土地であり、目黒区の新たなシンボルとなりえる非常に高いポテンシ

ャルを有している。 

〇本敷地は規模が大きく、まとまった敷地は都心でも希少性が高い。 

〇伝統文化・歴史と新たなまちづくりが進展する新旧融合エリアである。 

〇自然や歴史を感じられ、良好な周辺環境である。 

＜課題＞ 

〇類似する施設が点在しており、区民センターとしての一体感が薄く、相乗

効果が生まれにくい配置である。 

〇公園敷地内にプール、テニスコートがあり、それらが川沿いに位置してい

るため、公園と川につながりがなく、好立地を活かしきれていない。 

〇駅からの距離を考えると、商業としてのポテンシャルは低く、一般オフィ

スや大規模集客施設等の開発は難しい。 

〇幹線道路からのアクセスや視認性が悪く、前面道路の幅員が狭いとともに

周辺の道路ネットワークに課題がある。 

〇防災対策・目黒川流域の浸水対策が必要である。 

〇お花見やお祭りの時期など、目黒川沿いの遊歩道（河川管理用通路）に滞

留する人を逃がすスペースがない。 

〇敷地は大規模であるものの、敷地形状が悪く、有効活用には課題が多い。 

新たな区民センター

の未来像（コンセプ

ト）を実現するため

の工夫やポイント、

具体的なイメージ等 

〇現状のように棟ごとに機能を分けているのは非効率。各機能が効果的に融

合し、フレキシブルに活用できる施設とすることで、各機能単体では生み出

せない相乗効果やプラスアルファを生み出す。 

〇セキュリティ対策を講じた上で、公共施設（小学校含む）と民間施設をシ

ームレスにつなげる。 

〇小学校と図書館、プール、体育館は融合が可能だと考える。要求水準書で

は、その組み合わせについて「提案可能」または「提案必須」などの基準を

示して欲しい。 

〇運営に係る全体統括組織を設置し、当該組織が個別施設の運営を調整・管

理する仕組みが必要だと考える。 

民間施設の事業コン

セプトや導入が想定

される機能 

〇住宅：区の財政負担軽減（事業収益性）を重視すると住宅機能の一定程度

の導入は必須であると考える。住宅のうち、分譲と賃貸を比較すると分譲の

方が財政負担軽減度合いは高いと思われる。また、新陳代謝の促進などに資

するシェアハウスやスチューデントハウスも考えられる。住宅は、将来的に

「住む・働く・暮らす」の一体化が予想される社会にも合致すると考えられ

る。 

〇オフィス：当該エリアには、大規模オフィスではなく、コワーキングスペ

ースやシェアオフィス、インキュベーション施設が適している。これらは多
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様な働き方に対応し、人々の交流も生まれ、また住宅機能と共同で整備する

ことでより効果が高まると考えられる。 

〇その他：カフェ、レストラン、スーパー、フィットネス施設、教育施設、

クリニック 

公共施設と民間施設

の敷地配置イメージ 

施設配置を考えるうえで、主に以下の点で様々な意見をいただきました。 

＜公園＞ 

〇敷地を有効活用するため、公園の配置変更が望ましい（多数）。 

〇敷地を有効活用するため、立体都市公園制度の活用が考えられる（多

数）。また、田道広場公園との一体性を持たせるため、区民センター公園を

田道ふれあい橋のレベルに上げ、両公園をつなげる工夫も考えられる。 

〇コンセプトにもある目黒川を活かした空間実現や水害対応の点からも、公

園の配置を目黒川沿いにすることは有効である。 

〇災害時には防災公園としても機能する形状、設えを検討したい。 

＜道路＞ 

〇開発行為の要件を考慮すると、前面道路の幅員 9メートルに拡幅する必要が

あるのではないか（多数）。 

＜地下＞ 

〇地下の利用方法は駐車場が主になる。体育館・プールなど高さが必要な施

設は地下に配置することも考えられるが、目黒川の氾濫の可能性を考えると

積極的に地下空間を活用しない方が良いのではないか。 

〇地下は、地盤や水害対策の観点から駐車場とすることが望ましい。 

＜小学校＞ 

〇連携強化による教育機能の拡充のため、小学校と区民センターの体育施設

や図書館などとの近接を図る、または連結通路等による児童の往来を図る。 

〇公園や公共施設に連続性を持たせるためには、小学校を中央に配置するこ

とは効果的ではないのではないか。また学区域を踏まえると、既存の位置か

ら大きく変更しない方が良いのではないか。 

〇今後の児童数の動向などを踏まえ、設計段階で公共的な機能（図書館、学

童、会議室）などへ転用しやすい構造にすることも考えていきたい。 

＜事業敷地の範囲＞ 

〇区民センターの敷地以外の土地を含めた開発も選択肢の一つである。ただ

し、地権者との協議が必要であり、スケジュール上の遅延リスクは内在す

る。 

地域貢献及び地域コ

ミュニティの活性化

のためのアイディア

等 

〇大規模施設・都市公園のスケールメリットを活かした防災拠点の再整備、

地域共同での防災訓練実施等が考えられる。 

〇学校や企業が存在する当エリアにおいて、使い方を問わず自由に利用可能

なオープンスペースは、地域住民同士の交流活性化に寄与する。 

〇ホールを平土間式にし、災害時には防災拠点として地域住民に開放する。 
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〇民間事業者（指定管理者）の業務にエリアマネジメントへの協力を含め

る。 

〇民間施設として、地域住民用に防災備蓄倉庫や非常用発電設備の設置をす

る。 

〇地域ボランティアの養成及び多世代交流活動。 

２ 事業手法について 

公民連携による事業

方式や事業スケジュ

ール 

〇公共施設部分について、PFI や DBO などの官民連携手法を希望する（多

数）。 

〇民間施設部分について借地料又は売却益を公共施設の整備費に充当するこ

とで、区の財政負担を軽減させる（多数）。 

うち、定期借地権設定が望ましいとする意見が多く、敷地の一部売却が望ま

しいとする意見も少数ありました。 

〇施設の建設と維持管理・運営について、一括発注が良いとする意見（PFI

等）が多く、切り離して別公募（指定管理者など）とした方が良いという意

見も少数ありました。 

区の財政負担の軽減

につながるアイディ

ア等 

〇民間活力の活用や土地の売却で、一定程度の事業費の圧縮が期待される

が、区の財政負担はゼロとはならず、区の財政負担が発生する見込みであ

る。 

〇集約施設の跡地を民間に貸し付け、売却するなど、区民センターだけでな

く周辺の施設を含めて有効活用を検討する。 

区有地を活用した公

民連携手法を想定す

る場合、区に支払い

可能な地代水準やそ

の支払い方法 

＜地代水準＞ 

〇現段階では算出できない（借地期間や事業規模、用途などの条件で大きく

変動する）。 

＜支払い方法＞ 

〇定期借地を採用した場合、権利金方式や一括前払い、延払い等の検討が可

能である。 

〇新築・解体期間を除いて 70年間は必要である。 

〇定期借地期間後の更地返還を担保するため、デベロッパーが当該期間抜け

ないスキームとし、デベロッパーが管理組合と協力し定借物件の住民と交渉

していく等が考えられる。 

都市計画上の現行条

件では事業実現に支

障があると考える場

合、その理由と必要

となる変更条件、事

業スケジュールに与

える影響等 

〇高さ制限について、現行建物が約 40 メートルあることを踏まえると、とて

も現在の 20 メートルでは事業が成立しない。区の財政負担軽減の点からも民

間事業者の参画意欲の点からも、40 メートルは最低ラインである。それ以上

については、区が財政負担と事業スケジュールやまちづくりの点、または区

有施設のさらなる圧縮など、区がどこにバランスを求めるか次第である。 
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３ その他 

事業者公募に向けた

要望や事業全般に関

するご意見 

〇新たな区民センターについて、どの機能を残すべきか、明確に示してほし

い。行政としてもすべて残すのではなく、取捨選択が必要だと考える。 

〇公共施設全体の必要面積を示してほしい。一方で、各機能の規模、複合

化・多機能化させる機能、運営体制については民間と協議して決めていくべ

きと考える。 

〇公共施設の各施設の最低限必要な面積や必須要件、定性情報等を示してほ

しい。 

〇提案後、区民の方々の利用の明確化に伴い計画が変わる可能性があるた

め、提案後の内容変更を可能にしてほしい。 

〇配置や建築計画については、できるだけ民間側の提案の余地を残して欲し

い。 

〇行政側で要求水準書を作成した場合、民間の自由な提案の余地が少なくな

ってしまい、民間施設のボリュームや価格勝負となってしまうことがある。

他の自治体の事例を参考に、より実現性の高い事業計画案を作成するため、

事業化検討パートナーを選定して進めていくのも一案ではないか。 

〇事業者公募は、経済性のみではなく公共施設の管理運営、地域貢献等の定

性評価も合わせた総合評価で審査してほしい。 

〇民間施設の用途は区が指定した方が良いのではないか。 

〇複合化する場合、民間側に全体を俯瞰できるプレーヤーがいないと機能し

ないのではないか。 

〇勤労福祉会館や中小企業センターなど既存の産業経済機能について今後の

展望を示してほしい。起業支援やコワーキングスペースなど、民間が既存機

能の発展を提案し、運営できる可能性があれば示してほしい。 

新型コロナウイルス

が本事業に及ぼす影

響や留意事項等 

〇施設に求められる形態が変化することが予想されるため、全て固定化して

事業着手するのではなく、官民でリスクに対応できる事業形態を検討すべ

き。 

〇予算策定や計画履行において不確実な事由も多く、事業者の参画意欲が低

くなってしまうことも想定される。事業に係るリスクを官民公平にシェアで

きる工夫を検討すべき。 

〇事業内容が定まらず、公募前に事業協力者が見込みづらい。よって、公募

時の提案と設計や事業内容に変更が生じる可能性もある。区としても、まず

開発事業者を決めてから運営事業者等を検討した方が、比較検討でき良いと

考える。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向けた基本的な考え方 

（令和 2年 11月） 

発  行  目黒区 

編  集  目黒区 区有施設プロジェクト部 区有施設プロジェクト課 

東京都 目黒区 上目黒 ２丁目 １９番 １５号 

電話（０３）５７２２－９８７６（直通） 
 



目黒区民
センター

区民
センター
公園

下目黒
小学校

目黒区
美術館

＜施設整備の方向性＞ ＜民間活力の活用＞ ＜集約施設＞

以下の敷地を含め、学校と一体的に建替え。

・区民センター

・美術館

・区民センター公園

・下目黒小学校

施設サービスの向上や新たな

サービス提供に向け、建設及

び運営において民間活力を高

い割合で活用します。

以下の施設機能を対象として検

討を進めます。

・男女平等・共同参画センター

・青少年プラザ

・下目黒住区会議室

（２）今後検討を深めていくこと

新たな目黒区民センター整備に当たっては、以下の課題を踏まえながら実現に向けた検討
を進める必要があります。これらは相互に関係する要素であることから、それぞれの検討を
総合的に進めていきます。

ア 整備手法

・効果的、効率的な整備 （課題への対応、区民活動水準の向上、財政負担軽減）
・リーディングプロジェクトとして求められる効果

イ 整備敷地範囲

・美術館 （区民センターとの連携や効率的な維持管理、運営等の課題解決 等）
・区民センター公園 （環境変化への対応、さらなる魅力ある公園空間づくり 等）
・下目黒小学校 （建替え検討、区民ｾﾝﾀｰを含めた一体の範囲での機能の有効活用 等）

ウ 導入する機能

・機能の融合化 （多用途に利用できる空間づくり、類似事業の効果的な展開 等）
・周辺施設機能の集約化 （男女平等・共同参画ｾﾝﾀｰ、青少年ﾌﾟﾗｻﾞ、下目黒住区会議室）
・効果的、効率的な空間利用 （複合施設全体での空間づくり、機能融合の方向性の検討）
・民間活力の活用 （新規施設の導入、サウンディング調査、エリアマネジメント）
・区民センター公園、目黒川を活かした空間

エ 都市計画上の課題への対応

・敷地の有効活用に向けた留意点 （用途地域、高度地区、開発行為 等）
・新たな区民センター整備とまちづくり

（１）区を取り巻く状況変化等

ア 区を取り巻く状況変化

・区民センター建設以降、社会経済環境や生活環境が変化し、区民の暮らしや活動の多様
化、地域との関わり等に変化が見られてきました。

・デジタル技術の進展等による生活スタイルの多様化や人口減少・超高齢社会の到来予測
に加え、新型コロナウイルス感染症による様々な影響なども見据えていく必要があります。
区では、基本構想の素案を令和2年10月に策定し、未来を見据えた持続可能な行財政運
営として区有施設の計画的な更新への対応もあげています。

イ 区民センターを取り巻く状況

・中目黒駅周辺には、大学の開校等に伴い多種多様なコンテンツが創出・発信され、時代
の流れに敏感な人たちが集う街への変化が見られます。

・目黒駅周辺では、再開発事業を契機としてオフィスビルやタワーマンションが建てられるな
ど、まちづくりの動きが加速化しており、時代に応じた変化を見せています。

・区民センターは目黒駅と中目黒駅の中間地点に位置しており、時代に応じた施設を整備
することで、区民によるさらなる主体的な活用が期待されます。

ウ 新型コロナウィルスの影響と今後の留意点

・行政においても、対面から電話での相談や電子申請の拡充など来庁せずにできる手続き
の拡大や、説明会や講座等のオンラインでの実施など行政サービスの変化がみられるよう
になっています。

・施設の利用面では、利用に際して活動の制限や人数の制限など感染防止の観点からこれ
までとは違った運営を取り入れる必要が出てきました。

・新たな区民センターでは、施設に集まることだけを前提とした施設整備ではなく、利用者の
多様な選択に応えられるサービスと変化を見据えた空間づくりが求められます。

・多様に「つながる」ことを可能とする柔軟な空間づくり、サービス提供など、時代に合わせた
質の高い過ごし方、新たな価値を生み出すことのできる公共空間を目指します。

「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向けた基本的な考え方（概要版） 資料２

基本的な考え方

 子どもも大人も楽しく学び、発見できる場

 好奇心を掻き立て、満足させてくれる場

 学びの企画や事業、交流ができる場

 変わる学びの形に対応し、学び続けられる場

 創作、展示、発表の活動ができる場

 多様な芸術文化に触れることのできる場

 文化・芸術を通じた交流ができる場

 活動に応じた空間を選択できる場

 働く人、働きたい人を支援する場

 起業したい人を応援する場

 企業同士、事業者と地域を結びつける場

 人々のやりがいを生みだす場

つなぐ
つながる
つなげる

 四季折々、都会の中で風・緑などの自然を

感じられる場

 みんながふらっと訪れたくなる場

 気軽に訪れ、スポーツを楽しめる場

 みんなが安全・安心に集える場

 地域の活動拠点として、交流を支援する場

 子どもから高齢者まで、暮らしを支える機能

 インクルーシブデザインでみんなが支えあう場

 災害時の避難所としても活用される場

いこう・つどう・たのしむ つくる・ふれる・つたえる

はたらく・うみだす・むすぶ

はぐくむ・ささえあう

まなぶ・わかる・まなびあう

あそこに行ったら
誰かいるかな

未来像（コンセプト）

「未来とつながる 人とつながる 新たな自分とつながる」“できる”が広がる創造空間



　中間のまとめに対する意見募集結果概要

（１）実施方法

　○募集期間：令和２年６月１２日(金)から令和２年７月３１日(金)まで

（２）提出者数

提出者 ＦＡＸ メール その他 計

個人・団体 8 30 11 49

議会 0 2 0 2

計 8 32 11 51

（３）提出意見の内容別割合

「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向けた基本的な考え方（中間のまとめ）に対する
意見募集結果について

　○周知方法：めぐろ区報（６/２５号）、目黒区ホームページ、総合庁舎１階区政情報コーナー、４階区有施設プロジェクト課、
　　　　　　　地区サービス事務所（東部地区除く）、住区センター、区立図書館、目黒駅行政サービス窓口、区民センター内施設
　　　　　　　にて閲覧及び配布を行った。

施設の個別機能について

整備手法について防災について

区民意見の反映について

民間活力について

新型コロナウイルス感染症への

対応について

その他

33％

18％13％

12％

10％

8％
6％

資料３



（このページは白紙です）



No 意見 今後の検討の方向

1 学校と一体的に建て替える事に賛成だ。尚、小学校にプラスして保育園を新たに新設し、青少年プラザも併
設し、兄弟がいないまたは異性の兄弟がいない児童らが幅広い年齢層と触れ合える機会を設け、早い段階か
ら子供に優しい社会を作っていけるようにするべきだと思う。
また、区民センターには役所並みの機能を備えて欲しい。これは絶対条件だ。共働きの夫婦からすると自宅
から目黒駅に向かう間に、役所と保育園と駐輪場があれば大変暮らしやすい。とにかく目黒駅寄りの住人は中
目黒の本庁に行くのが大変だ。
美術館については民間活力で、カフェを併設したり現代アートを取り入れる等区の財政が潤うようどんどん進
めていくべきだ。

新たな区民センターは、乳幼児から青少年、高齢者
まで、誰でも利用でき、いつ訪れても居場所があるよ
うな空間づくりを進めていきたいと考えています。実
現に当たっては、民間活力も適切に活用していきま
す。

2 区民センターの今後あるべき姿としては、区民の誰もが利用しやすい、また、利用したくなるような施設であっ
てほしいものです。その為には、施設の一部の改修ではなく、費用がたとえかさんだとしても大規模な施設全
体を見直した建て替えを推進したいと思います。それには、下目黒小学校も築55年が。また、既存の区民セン
ターの施設も築45年が経過しています。この際に一体化して再開発することが望ましいと考えます。
では、どのような施設の建設が望ましいのでしょうか。現在の施設内にある美術館は他の区にはあまり例がな
い施設であります。区民の文化への関心、教育の面からも必要性の高いものであります。
では、いったいどのような施設の建設が望ましいのでしょうか。施設が利用しやすいものでなければなりませ
ん。そして、わかりやすいものでもあってほしいものでもあります。建物の構造に関しては、高さ制限が40メート
ル以内として、大きな建物内に各階のフロアーの面積を大きく確保します。各フロアーの１階には、児童館や
保育施設。２～３階には美術館。４～５階には社会教育館や消費生活センターなどの勤労福祉に関するもの
を。５階に図書館。６～７階に千二百人を収容する大ホールとしたものが望ましいと思います。
これは、各フロアごとに部署が別れており他階への移動といった不要な動作を無くします。
スポーツ施設の建物に関しましては、１階は、スポーツ施設としてトレーニングルームとして、２～３階に50メート
ル室内開放型のプール。４～５階に大型体育館が望ましいと考えます。
公園の施設に関しましては、目黒通りに近い下目黒小学校のあたりに、中央に広域の芝生のある広場を設け
ることで災害時における避難場所といたします。公園の周辺には、緑とベンチを多く設けることで憩いのある場
所にいたします。
同センターの横を流れる目黒川に関しては、渋谷川の渋谷ストリームに設けられたような水辺を感じられる施
設とすることが望ましいと思います。
トイレに関しては、多様性のある社会的概念から多目的である誰でもトイレを各トイレ横に２ケ所は必要である
と思います。
下目黒小学校の新校舎に関しては、現在の区民センターのある場所が静かな住宅街であり望ましい場所であ
ると思います。建設される校舎に関しては、高層階のある建物として、敷地の有効的な活用が望ましいと思い
ます。
また、新たなる新施設への道路に関しては、山手通り、目黒通りともにアクセスしやすい道路となることが理想
的です。さらに、施設の周辺の道路に関しては、両側に歩道のある道路として、安全性のあるものとして利用
者への安心感のあるものであってほしいです。
最後に、目黒区民センター建設新プロジェクトに関しては、すべての施設における箇所で余裕のあるもので
あってほしいと思います。この施設によって目黒区民の意識の向上。区民が目黒区に住んでいて本当に良
かったと言えるような充実感が伺えることが大切です。施設の建設費はかなりかかりますが、先代はこの施設を
造ってくれて良かったと思っていただけるよう、次世代への願いを込めて区民一丸となって乗り越えていけれ
ば良いと思います。

新たな区民センターを誰でも利用しやすい施設とす
るには、空間はもちろんのこと、施設配置や動線にも
留意していきます。
区民センターと下目黒小学校の一体整備において
は、公園や目黒川といった自然を活かした空間づくり
のほか、防災の観点も不可欠であると考えています。
交通アクセスについては、区民センター周辺地域の
道路状況等への配慮が必要である点を踏まえながら
検討を進めていきます。

1 



No 意見 今後の検討の方向

3 第2章「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向けて（２）新たな区民センター整備に向けた考え方
（P30)について、該当資料前述の検討素材への意見（P24-29)を踏まえた項目追加して議論を進めていただく
ようお願いいたします。
＜追加項目＞
（１）整備手法：「利便性の高い施設統合」（P27整備についての意見を反映）
（３）導入する機能：「利用者層を想定した」施設機能の融合、集約化、効率的な空間利用　（P26コンセプトに
ついての意見を反映）
（４）都市計画上の課題への対応：　防災拠点としての役割と目黒川水害時の対応　（P27防災についての意
見を反映）
課題として挙げられている次の特性にはメリット、デメリットがあります。
地理的な特性：　「駅から遠い」⇔「目黒区内では広い土地」
区内の公共施設：　「分散状態（中目黒駅及び山手通り沿い）⇔「効率的な集約化」
防災機能（川が近い）：　「震災時の防災拠点」⇔「水害」
解決方法の一つとして、利用者層を特定したコンセプトづくりをしていくことだと考えます。
例えば、利用者層を中高生から大学卒業したあと起業していく10－30歳を中心とすると地理的な特性も大き
な課題とならず、防災時のサポート役としても期待されます。水害時にも他の年齢層と比較して避難が容易で
あり、IT技術利用にたけた世代なら区民センターへの立ち入り制限があるときでもリモートでの代替作業が可
能と推定されます。
他方、乳幼児から小学生、あるいはシニア層が常時利用する施設としては、地理的な特性や防災の観点から
区民センター敷地には大きな課題があり、対策コストを考慮すると周辺施設に分散化が望まれます。（美術館
や公園は全ての世代が利用するものであり、整備対象から外す必要はありません。また、例えば起業する20
－30代がアドバイザーとしてシニア層を施設に招待する際の施設、あるいは共働き世代が子連れで勤務・会
議をする際の保育施設なども整備対象からはずす必要はありません。なぜなら、災害時にはシニア層や子供
をサポートする20－30代がそばに存在するためです。）
このようなコンセプト、仕組みづくりができれば、P40＜目的に応じた多様な利用が可能に＞が実現できると思
います。そして、近隣区と比較して大きな法人数がすくない目黒区にとって、「個人事業家数・所得が増加す
る」効果を期待するというメリットはおおきいと考えられます。

区では、新たな区民センターのコンセプトにもあるよう
に、だれでも、いつでも、どんな利用もできるような空
間づくりを目指しています。今回、その具体化となる
基本構想（素案）の作成に向け、これまで以上により
多くの世代の方々からの意見、アイディアを聴く取組
を進めるとともに、施設関係所管を通じ、550以上の
関係団体に資料を送付し、ご意見をお伺いしていま
す。施設の集約化や防災時の施設機能など、施設
に対する考えは様々であり、今後も、本事業のより多
くの方々への周知も含め、住民参加に注力していく
中で具体化を図っていきます。
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さきに「検討素材」への意見として掲出をいただいた者です(「№47(ｐ17)」)。基本的に現地改築より移転改築の
ほうがよいのではとの考えに変わりはありませんが、それは関係者のかたの今後のご努力に期待します。
なおひとつ、「まとめ」第２章の２の(４)のイにある『。。。将来を見据えた目黒駅周辺のまちづくりと連携。。。』(ｐ
54)に意を強くし、以下交通アクセスの問題について補足的に意見を述べます。
ＪＲ目黒駅は品川区にあるとは言え、西口利用者のほとんどが目黒区民です。そこにまともなバスターミナルが
整備されていないことは残念なことです。これを機会に、都及び品川区の理解を求めＪＲ東・目黒区・品川区の
共同事業で線路上に蓋をし、東口に負けない駅前広場をつくっていただきたい。そこに、バスターミナルだけ
でなく、首都直下型大震災など大災害時に発生する大量の“帰宅困難者”の、一時避難所の役割を持たせる
ことも可能です。例の「東日本大震災」のおりあふれていたので。
目黒駅と中目黒、つまり区役所方向を結ぶバス路線が「野沢龍雲寺循環」ひとつしかないのも驚くべきことで
す。本数も乗客も比較的少なく、私の眼には東急がいつ撤退を考えてもおかしくないなの感があります。さき
の私の提案のなかにある「コミュニティバス」はそれを意識したものです。あの案に中目黒駅周辺を加え、三田
通り・駒沢通り・山手通り・目黒通りの内側を左回り(反時計回り)の一方通行とする。停留所の数を少なくするこ
とができ、また交通渋滞に対応することもできます。愛称は『さんまバス』、運行を東急などに委託することで
「民活」ともなります。
以上、趣旨ご理解のうえ今後の検討にご配意ください。

4 交通アクセスについては、区民センター周辺地域の
道路状況等への配慮が必要である点を踏まえながら
検討を進めていきます。
なお、地域交通については、「地域交通支援の手引
き」に基づき、各地域の移動に関する課題解決に向
けた地域住民の取組に対して積極的に支援していく
こととしています。

5 P.22パターン③に賛同
目黒在住74年になります。
区民センターは最大限に利用させて頂いて居ます。
特に美術館は催しが変わる度に欠かさず観覧させて頂き芸術の魅力を堪能して居ます。
社会教育館ではサークル活動にも参加して居ます。私にとって楽しい場所ですが建物の老朽化は感じます。
心配なのは防災について、例えば目黒川の氾濫です。
桜の季節は賑わっていますが、雨降りの夜の暗い目黒川を見ると、溢れそうで心配です。もしそのような事態
になれば、美術館の収蔵作品に被害が及び遺産の損失は責任重大であります。その為にもまず防災の対策
を第一に備えて頂きたいです。
子供の頃碑文谷の住いは床上浸水し度々恐ろしい体験を致しました。しかし立会川を暗渠にしてからはその
不安は無くなり心地よい散歩道になり大事にして居ます。以上思いつくままに。

区民センターの敷地は、目黒川沿いという恵まれた
立地である一方、水害ハザードマップでは水深0．1
ｍ～2.0ｍの深さで浸水するおそれがあるとされてお
り、防災の観点に十分に配慮しながら検討を進めて
いく必要があると考えています。
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現在のホールの規模は、区民の利用のしやすさとい
う観点でのニーズは大きいものと認識しています。限
られた敷地の中で、どのように機能を継承し他の施
設機能との効果的な融合化を図れるか、また民間活
力の活用といった点にも留意しながら検討を進めて
いきます。

6 標記の「中間のまとめ」において予定されているホール関連に絞って意見・要望を記載する。
目黒区には1200席の大ホールと200席の小ホールがあるが、その中間規模のホールは現区民センターホール
だけであり、現区民センターホールよりも使い勝手の良いホールになるならば、今後区民主体で利用する需要
は増えるものと思われる。
新しいホール建設についての意見・要望を以下に記載する。
1．目黒区文化祭は目黒区文化団体連合所属の各団体の規模や集客力において、めぐろパーシモンホー
ル・大ホールでは大きすぎ、小ホールでは小さすぎるなかで、現区民センターホールの規模(約417名)での開
催がふさわしい。
2．目黒区商工まつりの一環として区内の各種学校や諸団体の演奏、演技の発表の場として今後も必要であ
る。
3．区内の演劇、舞踊、器楽、合唱などの諸団体は現在でも増加しつつあり、中規模ホールの需要は今後も増
加すると思われる。
また山手線目黒駅が利用できる立地条件から区外利用も見込まれる。
4．上記のような観点からホールの規模としては現状の400席程度を希望する。
車椅子スペース及び入退場時の導線の確保を含めて障がい者の利用にも配慮した設計を希望する。同時に
今後の区民の高齢化も意識した設計を希望する。
5．ホールの性格としては舞台利用の催事を中心とした固定椅子にするべきで、中間報告にあるような可動椅
子方式で平土間にも利用できる案には反対する。スポーツ等の利用ならば新体育館を建設してその規模、設
備等をより拡充することが優先である。
またホールを仕切って使用することはそのための装置など複雑になりすぎることと仕切ったところで音漏れや
振動などが残り使用に適さない。
6．バックヤードの充実も重要である。楽屋、備品収納場所、舞台袖等を充実させ、特に楽屋は舞台面と同一
平面に設定する。
7．多目的ホールでもよいが、振動や音漏れなどが生じないような最低限の音響設計はするべきある。
8．ホールの運営管理は美術館も含めて(公財)目黒区芸術文化振興財団(以下、芸文財団)が所管するのがふ
さわしい。ホールと美術館が連携した催事がより多く開催できる。
芸文財団は目黒区の芸術文化振興プランにおいても目黒区の芸術文化の推進役とされ中心的存在として位
置づけられている。
また、めぐろパーシモンホール等の建設時に得られた教訓を生かすと共に、これまで約20年間同ホール等を
運営してきた経験の蓄積を活用すべきである。
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「区有施設見直し計画」の一環として今回は「区民センター見直し検討」がなされています。（中間のまとめ）の
内容で全体の区有施設も含め、以下の問題点を考えましたので記します。
A．現状の建物構成（P4のエ、P5ア）
棟別で複数の施設があり今後の開発に向け各種行事も含め、開発地区内での必要性の是非を検討し、周辺
の区有施設も鑑みて、組織改革をし、無駄を省く必要がある。
B．現状の法的な課題（P8の（３）、P48～）見直しの問題として最も重要な課題である。
１）前面道路幅員の明記がないが、９ｍ未満であり開発許可基準は９ｍ以上とされている。
開発許可制度に該当するので、この法律に合致させる必要がある。具体的には開発区域内は拡幅可能だが
“山手通り”への接続を検討すると周辺の共同開発が手法の一つである。
２）都市公園法（ｐ51～）
全体敷地面積の約半分を占める公園の扱い方は重要な役割を担う。例えば屋上庭園、各層に亘る方式等公
園法の基準を吟味し十分な検討をする必要がある。
３）既存不適格の対応（P48)
都市計画法、建築基準法、等に照らし合わせて専門家チームで検討課題を整理する。
C．財政負担軽減対策
開発区域内施設は大半が50年以上前に建設され老朽化も激しく総合的な建て替えが望ましいと考える。この
前提から財政面では区独自では不可能に近いので民間資金活用の選択肢で早期に外部有識者等の専門
家チームを立上げ検討する必要がある。
D. 総合判断（P54）
１）施設整備の方向性：区の方針に賛成です。但し、小学校は閉鎖できないので要注意！
２）民間活力の活用：区の方針に賛成です。専門性、財政面からこの方式しかありません！
３）集約施設：本庁舎、他の区有施設の併設等将来を見据えた是非も含め検討の必要あり！
E．今後の進め方
工程表（案）を作成し、これに沿った項目を明記する。住民或いは利用者等からの意見はある程度必要と思う
が最も重要なのは、行政が10年、20年後の区有施設の在りかたについて判りやすい方向性を示し、この提案
に対して住民からの意見だと有効である。
意見の中で重要性のある場合は意見者とのヒアリングも実施して欲しい。
又、今回の開発計画は最短でも10年。15年、20年が当たり前の難題が山積しているので柔軟性のある進め方
が重要である。社会環境の急変の中、オンライン、テレワーク等の働き方改革の検討も必要と考え、先ずはプ
ロポーザル方式募集に対する条件設定を作成する必要がある。（特に項目B,C解決方法）“無駄のない”効率
的な進め方を期待いたします。

コンセプト実現に当たって、公園は大きな役割を担
い、それをどのように実現するかは大変重要な要素
だと考えています。また、開発手法により、道路幅員
の検討も大きな課題となる点も認識しています。
既存不適格の点もあわせ、都市計画上の制約をどの
ように解決していくか、地域の周辺街づくり等と合わ
せ、総合的に検討を進めていきます。
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区民センター基本構想策定に向けた議論検討は一時凍結すべきである。
理由
新型コロナウィルスの感染拡大により施設の前提条件が大きく変わっている。例えば、区民センターホールは
固定席417席と車椅子スペース4台の中型多目的ホールの位置付けであるが、現在208名の定員で運用され
ている。これでは新たな施設のイメージの見当が皆目つかない。新型コロナ感染予防問題がここまで大きく長
期化する見通しとなっている現状で、現在の運用は暫定措置との認識で当初の位置付けで議論検討しても意
味はなく無駄となる。
政府の専門家会議が提言する「新しい生活様式」を踏まえ、今後の施設のあり方や設置条件を検討すること
が先決であり、それまで基本構想策定に向けた議論検討は凍結すべきである。
それともオープンエアの野外劇場や20人学級を前提とした校舎建設といったものの提案を求めているのです
か。
〇意見募集について
・新型コロナウィルスの感染拡大に伴い見直し作業は凍結すべきだと既に意見提出したが、業者向けのサウン
ディング調査では、具体的に②新型コロナウィルスが本事業に及ぼす影響や留意事項等、として意見を求め
ている。業者には具体的に新型コロナウィルスの感染に伴う影響について聞いて区民には聞かないのか。
・意見募集は何を求めているのか。「検討素材」と変わった部分は、≪新たな区民センター整備に向けた考え
方≫の部分だけだと説明があったが、大部分が検討素材と同じである。業者向けのサウンディング調査では、
親切に意見聴取事項を提示しており、区民向けのパブコメのような抽象的な意見募集とは全く違っている。
・一方で、「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向けた基本的な考え方（中間のまとめ）（概要版）に
は、（４）社会状況の変化　ア 国・都をめぐる社会潮流・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催、
リニア中央新幹線開通による都市間競争の活発化など、都市の競争力の変化も見込まれています。の記載が
あるが、本文にはない。
・検討素材の際の区民意見と回答が添付されているが、区の持論を展開するだけで区民の意見を無視した
り、的外れな回答があったりも見受けられる。区民意見を出させるだけの形式的なパブリックコメントではなく計
画に反映できるパブリックコメントを求めます。
〇下目黒小学校の改築については、児童、教職員、地域の意見を第一に尊重し決定すること。
〇区民センターの利用のされ方の変化として貸室への特化を挙げているが、区民はもともとそのような認識で
ある。施設単位や機能にこだわっていたのは区だけではないのか。貸室への特化を新たな施設の建設の言
い訳とすることなく即時改善すること。

8 新型コロナウイルス感染症による影響については、区
民センターにおいても十分留意していく必要があると
認識しており、基本的な考え方にもまとめましたよう
に、新たな社会を見据え、変化に対応できる空間の
実現に向けた検討を進めていきます。
本事業においては、民間事業者の参画が不可欠で
あることから、サウンディング調査ではポイントを絞っ
た対話を実施しました。一方、住民参加では、ワーク
ショップやアンケート、アイディア募集など多様な取
組を通し、今後の基本構想策定に向け、実際にどの
ような空間、使い方を目指すかという点に重きを置い
たお考えをお聴きしています。
下目黒小学校との一体整備についても、これまでど
おり教育委員会、学校と連携し、引き続き関係者の
声を聴きながら進めていきます。
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9 少子高齢化が進む社会環境を踏まえて　現在、一部の大学などでは社会人大学などが活況を呈しています
が目黒区に住む人々や目黒区と関りのある人々が様々なテーマを学習したり、体験することができる「(仮称)
目黒コミュニテイカレッジ」の機能設置を提案したいと思います。
米国などでは各地域にコミュニテイカレッジが配され、様々なテーマの授業が、「年代」、「国籍」、「性別」を超
えて行われています。
また、それらのコミュニテイカレッジでは母国語を英語としない外国人向けにかなりきめ細やかな能力に合わ
せた英語会話の講習なども行われており、米国内での外国人の活動を支援しています。
他方、日本では昨今、いくつかの大学で急増するシニア層や主婦向けに社会人大学が開講しており、その内
容も年々充実してきているように思います。
一部の大学ではアクセスの便利な所にサテライトキャンパスと称する教室を設け多くの多彩な講座を提供して
いる大学もありますが、多くの大学は、大学の学期、時間帯を避けることに配慮せざるを得ず、主婦やシニア
層にとっては必ずしも快適な環境とはいえません。
目黒区民センター周辺は自然にも恵まれ、またアクセスも良く、ここに目黒区内に在住、あるいはかかわりを持
つ社会人、主婦、シニア層、外国人にとって魅力的なカリキュラムを持つコミュニテイカレッジ機能が設置さ
れ、その付帯施設としての食堂、図書館、体育施設なども併設されることになれば、大変魅力的な「目黒区民
センター」になるのではないかと思います。

新たな区民センターでは、そのコンセプトを「未来と
つながる　人とつながる　新たな自分とつながる」とし
ており、つながるための機能の一つとして「まなぶ」を
あげています。年代を問わず多様な世代がまなびあ
える空間をどのように実現できるか、またそれを他の
機能とどのように融合化を図っていくか、引き続き検
討していきます。

10 新たな区民センターにおいては、より多くの方が、多
様な使い方ができる空間を目指していきます。エレ
ベーターや手すりなどのバリアフリーはもちろん、多
目的に活用出来るスペースや年間を通して利用でき
る空間づくりという観点を持ちながら検討を進めてい
きます。

当団体も、かつてより区民センターを利用させて頂き感謝申し上げます。
ただ現在の施設では不便・不安を感じる点がありますので、それを配慮した新しい施設の建設をお願い致しま
す。
・区民センターホール
客席　500席
舞台　現在の3倍のスペース
控室　舞台に隣接しバリアフリー
階段　手摺を付ける
館内　エレベーター
・社会教育会館
美術室の増設と倉庫の拡大
広いロッカールームの設置
安全に使える広い給湯室の設置
レクレーションホールの扉は高齢者には重いので軽量化、窓などの自動開閉化
研修室は小さなものを多く作るより、多目的利用出来る大部屋が良い
・プール
夏季限定の屋外プールは土地利用効率を考慮し止めて、屋内に集約
飛び込み用も止めて、子供も利用出来る深さのものにする
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No 意見 今後の検討の方向

１．地域住民と利用者の意見を聞く場、協議会を設けて欲しい。
２．男女平等・共同参画センターを組み入れることは賛成！！
資料（ジェンダー関連の専門書等）はコーナーを別に設ける。
３．美術館は現状のままで存続すること。
４．公園の樹木は貴重なので保存する。
５．下目黒小は区民センターの中に合築しない。
独立した建物で建て替える。
６．ホールは中小企業センターに位置付けず区民センターホールといて中ホール（400席位）が必要。
管理運営は目黒区芸術文化振興財団が望ましい。

新たな区民センターの空間づくりは、多様な施設の
利用者の声を聴きながら、限られた敷地の中でどの
ように実現していくか見定めていく必要があります。
そのためには、現状に留意しながらも、将来の区民
センター全体を捉えながら、効果的な運営や施設間
での機能の融合を図っていくことが不可欠だと考え
ています。

11

目黒区美術館は、目黒区民センターが建設されたのち、昭和５１年、目黒区基本構想の中で総合的な文化施
設の一つとして検討が開始されました。最終的に適地として区民センター隣接地を新たに取得した後に整備
されたため、区民センター諸施設と異なり、実質的に単独の施設として建設されたものです。このような経緯か
ら、今回の基本構想策定に向けた基本的な考え方（中間のまとめ）にもあるように、現状では、大規模複合施
設である区民センターや田道ふれあい館に近接し、都市公園や目黒川ともつながりのある恵まれた環境にあ
りながら、各施設との多様な連携を図ることが必ずしも容易なことではありませんでした。今後は、基本構想策
定に向けた基本的な考え方（中間のまとめ）にも示されたように、周辺施設の多様な機能（ホールや図書館な
どに内在する生涯学習機能）との連携や施設間の協力を促進し、相乗効果が発揮できるように、工夫を凝ら
す必要があると考えます。
さらに、芸術・文化活動のみならず、学習、交流などの場が、美術館を核として展開されることで、今まで以上
に美術館の持つ高いポテンシャルを生かしていくことができるのではないかと考えております。是非とも、新た
な目黒区の芸術・文化のシンボルとなるよう計画を進めていただければと存じます。
なお、美術館は開館から３０年以上が経過し、空調設備をはじめとして施設が老朽化しております。美術館に
は目黒区民共通の財産ともいうべき２，４００点に上る作品が保管収蔵されており、長期にわたって適切に管理
しなければなりません。新たな施設が整備される際には、空調設備等も最新の技術を取り入れ、収蔵品の安
定した管理及び保管機能の向上にも資するよう、よろしくお願いいたします。
また、これまで目黒区は、村野藤吾設計の総合庁舎をはじめとして、建築物の芸術・文化的価値の高さを情
報発信してまいりました。新たな区民センターについても、今日までの地域における歴史的価値や醸成されて
きた文化的価値を維持しながら、大都市東京の目黒を象徴する、芸術性の高いデザインの建物として評価さ
れ、同時に多様な発信力を持つ施設となることを期待いたします。
なお、美術館に必要な機能と、施設全体での機能の融合については、今後の検討の中で具体化していくと思
われますが、美術館事業としての展覧会開催や、教育普及、区民ギャラリー等の根幹事業と密接に関係する
ため具体化に向けた各段階で連絡調整等、密に進めていただければ幸いです。

12 美術館については、作品展示のほか、ワークショップ
やアウトリーチ、区民の創作活動の発表の場としての
区民ギャラリーが多くの方々に親しまれてきており、ま
た新たな区民センターの未来像（コンセプト）実現に
おいても、創作し、発表でき、区民がより身近に芸術
文化に触れる空間は必要だと認識しています。
今後も、ご意見にある他の機能との連携による相乗
効果を最大限発揮できるよう検討を進めていきます。
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No 意見 今後の検討の方向

13 「まとめ」に向けての冊子を拝読しての感想は、以下の通りです。（前回も提出）
１　区民の声をよく取り上げ、前向きの「まとめ」で嬉しいです。
〇総合的に見て、複合施設全体で相乗効果を高めるには、「改築（建て替え）」の方向ですすめると解釈し、
賛成します。直近改修した大きな区営施設では、開館前に雨漏りがするとか不具合が多々出てきたように聞い
ております。老朽化したものを改修するとどこかに不具合が出るのではないでしょうか。安いものが逆に高くな
らないように専門家の充分なご意見を尊重してください。
〇区民センターは、スポーツ・芸術・舞台・会議・公園等々多岐にわたっての利用で、各利用者の思いも様々
です。ご提案通り、各分野からの選出によって出た方々でのプロジェクトチームを結成し、（各メンバーは、下
部に下し）多くの利用者の意見を吸い上げていただけるとよいと思います。
（結成されたチームの方々は、区外のモデルとなる施設の見学会も行う）
〇田道ふれあい館は、高齢者の方々にとっては、素晴らしい施設だと思いますが、区民センターとの連携をよ
りよくして、双方ともに交流はできるとよいと思います。同年齢でも区民センターの方が若く、田道の方が老人と
いうイメージができてしまうのは残念です。
〇交通の便は、目黒といえども不便に感じている方は、多いと思いますが、田道のお風呂の送迎バスがあるよ
うに区営のバス利用を考えることはできませんか？（現状の時に試行してみてください）
〇緑と川のある施設とは、心豊かになってよいですね。コロナ感染予防対策として、宣言が出た頃、毎日、林
試の森公園のウオーキングをしました。水があるとホッとします。
あの公園には、池がありますが、池に住む生き物、（虫や鳥等）に対し、子どもたちに小さいうちから自然に親
しませ、自然を大切にする習慣を身をもって体験させたいです。現世の危機（地球温暖化等々）が生じたの
も、自然破壊に起因しているところが多々あると思います。自然豊かな公園は、大賛成です。
そのためには、公園下（地下）の有効利用をよろしくお願いします。（法規に触れない程度のぎりぎりの利用を）
〇夏の屋外プールの利用率はすごいものです。しかし、7月から2か月足らずでは、もったいない。屋外は、レ
ジャープールと明確にし、前回提案したとおり、地下に可動式５０ｍ公認プールと幼児プール（新提案）をお願
いしたいです。公認プールだと大きな大会でも貸してほしいとの要望が多々あるだろうと思います。（収益）
〇テニスコートはサポートセンターに。とのご意見もありましたが、美術館に郷土資料館をもってきたら如何なり
ましょうか？平和の鐘も近辺に設置し、空襲の写真を常設したり、被爆二世樹木を眺め、空襲を語り継ぐ意思
を示したいものです。また、水車を置き、そこから続いて緑と水のある公園があると夢を持てます。冬のレ
ジャープールを何かに利用できるとよりよいのですが・・・

基本構想（素案）の作成に向け、より多くの世代の
方々からの意見、アイディアを聴く取組を進めるととも
に、施設関係所管を通じ、550以上の関係団体に資
料を送付し、ご意見をお伺いしています。今後も、よ
り多くの方々への周知も含め、住民参加に注力して
いきます。
なお、田道ふれあい館は東京都から清掃事業に係る
無償貸付を受けている用地で、現時点では本事業の
対象とすることは考えていませんが、田道ふれあい広
場とのつながりなど、可能な範囲で検討していきま
す。
また、既存の屋外プールやテニスコートは公園面積
の約半分を活用して設置していますが、新たな区民
センターにおいては公園の役割も非常に重要だと考
えており、年間を通して多様な利用をできる空間づく
りに留意して検討を進めていきます。
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No 意見 今後の検討の方向

14 意見１
8ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　３　区民センターの現状から見える課題の（１）建物・設備面の
課題において耐震性に問題がある、大規模改修が行われていない、バリアフリーへの対応が不十分、浸水対
策の対応がなされていないとの記述があるがこれは行政の怠慢の結果であり、利用者の安全を考えればすで
に対策されていなければならない問題である。あえて対策しなかったのは区民センターの全面改築が前提に
あったのではないか。
意見２
8ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　３　区民センターの現状から見える課題の（２）施設運営面の課
題において区民センター施設間の「効率的」な事業運営や施設の「効率的」な活用や複合施設としての「効
果」を最大限図る（カギかっこは筆者）など効率化が課題とされているが区民センター建設のコンセプトは「多
種多様な用途・機能を有する区内有数の大規模複合施設」（7ページより引用）であったはずであり効率化に
反するものであった。そのことが何の検証もなく否定されているのは施設の一体化への誘導である。コロナ禍
で集中から分散が求められている今、効率優先ではなく各機能を生かしたうえでの協調が求められているの
ではないか。
意見３
10ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　５　社会状況の変化　（１）国・都をめぐろ社会潮流においてコ
ロナ問題が全く触れられていない。今年3月に顕在化した新型コロナウイルス感染症による社会的影響は人命
だけでなく人々の行動様式や労働環境、学習環境などに多面的な影響を与えた。区民センターの新たな構
想を検討するにあたって新型コロナウイルスの影響について考察しないことは考えられない。今回のパブリック
コメントを実施するにあたって改めて検討しなおすべきであったし今後の計画を延期してでもこの問題を正面
からとらえて新型コロナウイルスに行政が新たな施設建設においてどのように対応すべきかのモデルケースと
すべきである。（２）の区を取り巻く状況変化についても同様である。
意見４
11ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　６　区民センター見直しの方向性　（１）新たな区民センター整
備に向けた大きな視点において「区有施設見直し計画」をもとに「民間活力を積極的かつ多様に活用し、施設
整備及びその後の運営を効率的・効果的に進めていく事が重要となります。」とあり民間活力の活用と施設運
営の民営化が既定路線であるかのように描かれている。区有施設見直しにおいて民活路線を敷いた「目黒区
区有施設見直し有識者会議」の議論経過を見ると委員長の根本裕二氏が民活路線を誘導している。根本氏
が自ら作成し第3回の有識者会議で配布した「『朽ちるインフラ』問題の実態と解決への道筋」では中央道笹子
トンネル事故等を例に挙げ「老朽化」の怖さを示しながら問題点は官に決定権があることとして「官が決定する
前に民の提案を受けること」が必要と説いている。根本裕二氏は1978年に日本開発銀行に就職し首都圏企画
部長、地域企画部長などを経て2006年に東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻教授に就任している
（以上ウィキペディアより）。経歴から根っからの民活推進論者である。また公民連携推進協会ＰＰＰＩ代表も務
めている。有識者会議を傍聴したある人は目黒区の部課長はメモを取るだけだったと言っているし会議録をみ
ても管理職の発言を叱責する強権的な姿勢が目立つ。このような人物が主導した民活路線を区有施設見直し
のリーディングプロジェクトである区民センター整備の「大きな視点」にして良いわけがない。
意見５
14ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　６　区民センター見直しの方向性　（３）新たな区民センターの
未来像（コンセプト）として「未来とつながる　人とつながる　新たな自分とつながる」“できる”が広がる創造空間
となっている。耳障りの良い言葉を羅列しただけで全く具体性にかける。ただ言おうとしていることは12ページ
の「将来を見据えた社会潮流の変化への対応」にある多様化・流動化への対応として施設の空間や機能をご
ちゃまぜにして提供しようという意図は伝わってくる。それが「つながる」イメージと思われる。その社会潮流の
変化のもととなるデータも全く示されていない。コロナ時代のコンセプトを新たに考えるべきである。私は少人
数、分散、リモート、環境、公共が新たなコンセプトには必要と考える。
意見６
21ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　６　区民センター見直しの方向性　（６）新たな区民センターの
実現に向けた施設整備方式のパターン　（イ）民間活力の活用において民間活力活用度合いの3パターンが
例示されている。パターン①の未来像（コンセプト）に合った空間整備実現に向け、民間活力も最大限活用が
一番未来像（コンセプト）実現可能性が高いという評価がすでにされていてそれ以外の選択肢は無いように示
されている。しかし意見５で述べたように空疎なコンセプトではなくコロナ時代の切実なコンセプトに変えること
で評価は全く変わると思われる。区民センターと美術館、区民センター公園の合計の敷地面積約21,527㎡は
豊島区が新庁舎を建てた市街地再開発面積約8,330㎡の2.58倍という広さである。そこにどのような施設、建
物が建つのかは目黒区の将来にとって大きな影響がある。コロナだけでなく首都圏直下型地震や地球温暖化
による風水害から区民の命と暮らしを守る施設がこんな軽薄なコンセプトで作られていいわけがない。入口か
らしっかり区民や関連住民と意見交換をして基本構想（中間のまとめ）を一から作り直すべきである。
意見７
56ページ　第2章　「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向けて　４　意見募集で「本資料は、検討素
材にいただいた意見を踏まえながら」とあるが目黒区にとって都合の悪い意見は「今後の参考とさせていただ
きます」と却下し、場合によっては区民の意見を逆手にとって目黒区が進めたい方向に誘導する姿勢も見られ
ます。例えば№104で「母校である下目黒小学校が、大きな施設に組みこまれてしまうのはかなしいです。」と
いう否定的な意見に対して「一体的に整備することで学校側が新たな区民センターを有効活用できれば、教
育活動のさらなる充実が期待できます。また、放課後においても子どもたちの豊かな人間性を養うための取組
の可能性がひろがり、さらに、学校が地域の拠点としての機能を併せ持ち、児童や地域の方々とのかかわりの
場となることは、子どもたちの育ちを含めた地域コミュニティの形成の観点からも有益であると考えられることか
ら、一体的な整備を検討するものです。」と一体化ありきで聞いてもいない教育論まで展開する始末である。パ
ブリックコメントを行う以上、反対意見にも謙虚に耳を傾けその実現に向け真摯に検討されることを願うもので
ある。
以上

新型コロナウイルス感染症による影響については、区
民センターにおいても十分留意していく必要があると
認識しており、基本的な考え方にもまとめましたよう
に、新たな社会を見据え、変化に対応できる空間の
実現に向けた検討を進めていきます。
なお、区民センター見直しは区有施設見直しのリー
ディングプロジェクトであり、今後の区有施設更新の
モデルケースとする必要があります。区民センターだ
けではなく、すべての区有施設を区だけでは更新で
きない現状を踏まえても、民間活力の活用は不可欠
です。
また、中間のまとめ以降も、地域住民を中心とした
ワークショップや利用者アンケート、アイディア募集な
ど、これまで区として実績の少ない多様な住民参加
を重ねています。また、施設関係所管を通じ、550以
上の関係団体に資料を送付し、ご意見をお伺いして
います。今後も引き続き、区民の方々への周知と共
に、積極的な住民参加を進めていきます。
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No 意見 今後の検討の方向

14 意見１
8ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　３　区民センターの現状から見える課題の（１）建物・設備面の
課題において耐震性に問題がある、大規模改修が行われていない、バリアフリーへの対応が不十分、浸水対
策の対応がなされていないとの記述があるがこれは行政の怠慢の結果であり、利用者の安全を考えればすで
に対策されていなければならない問題である。あえて対策しなかったのは区民センターの全面改築が前提に
あったのではないか。
意見２
8ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　３　区民センターの現状から見える課題の（２）施設運営面の課
題において区民センター施設間の「効率的」な事業運営や施設の「効率的」な活用や複合施設としての「効
果」を最大限図る（カギかっこは筆者）など効率化が課題とされているが区民センター建設のコンセプトは「多
種多様な用途・機能を有する区内有数の大規模複合施設」（7ページより引用）であったはずであり効率化に
反するものであった。そのことが何の検証もなく否定されているのは施設の一体化への誘導である。コロナ禍
で集中から分散が求められている今、効率優先ではなく各機能を生かしたうえでの協調が求められているの
ではないか。
意見３
10ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　５　社会状況の変化　（１）国・都をめぐろ社会潮流においてコ
ロナ問題が全く触れられていない。今年3月に顕在化した新型コロナウイルス感染症による社会的影響は人命
だけでなく人々の行動様式や労働環境、学習環境などに多面的な影響を与えた。区民センターの新たな構
想を検討するにあたって新型コロナウイルスの影響について考察しないことは考えられない。今回のパブリック
コメントを実施するにあたって改めて検討しなおすべきであったし今後の計画を延期してでもこの問題を正面
からとらえて新型コロナウイルスに行政が新たな施設建設においてどのように対応すべきかのモデルケースと
すべきである。（２）の区を取り巻く状況変化についても同様である。
意見４
11ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　６　区民センター見直しの方向性　（１）新たな区民センター整
備に向けた大きな視点において「区有施設見直し計画」をもとに「民間活力を積極的かつ多様に活用し、施設
整備及びその後の運営を効率的・効果的に進めていく事が重要となります。」とあり民間活力の活用と施設運
営の民営化が既定路線であるかのように描かれている。区有施設見直しにおいて民活路線を敷いた「目黒区
区有施設見直し有識者会議」の議論経過を見ると委員長の根本裕二氏が民活路線を誘導している。根本氏
が自ら作成し第3回の有識者会議で配布した「『朽ちるインフラ』問題の実態と解決への道筋」では中央道笹子
トンネル事故等を例に挙げ「老朽化」の怖さを示しながら問題点は官に決定権があることとして「官が決定する
前に民の提案を受けること」が必要と説いている。根本裕二氏は1978年に日本開発銀行に就職し首都圏企画
部長、地域企画部長などを経て2006年に東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻教授に就任している
（以上ウィキペディアより）。経歴から根っからの民活推進論者である。また公民連携推進協会ＰＰＰＩ代表も務
めている。有識者会議を傍聴したある人は目黒区の部課長はメモを取るだけだったと言っているし会議録をみ
ても管理職の発言を叱責する強権的な姿勢が目立つ。このような人物が主導した民活路線を区有施設見直し
のリーディングプロジェクトである区民センター整備の「大きな視点」にして良いわけがない。
意見５
14ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　６　区民センター見直しの方向性　（３）新たな区民センターの
未来像（コンセプト）として「未来とつながる　人とつながる　新たな自分とつながる」“できる”が広がる創造空間
となっている。耳障りの良い言葉を羅列しただけで全く具体性にかける。ただ言おうとしていることは12ページ
の「将来を見据えた社会潮流の変化への対応」にある多様化・流動化への対応として施設の空間や機能をご
ちゃまぜにして提供しようという意図は伝わってくる。それが「つながる」イメージと思われる。その社会潮流の
変化のもととなるデータも全く示されていない。コロナ時代のコンセプトを新たに考えるべきである。私は少人
数、分散、リモート、環境、公共が新たなコンセプトには必要と考える。
意見６
21ページ　第1章　区民センターをめぐる状況　６　区民センター見直しの方向性　（６）新たな区民センターの
実現に向けた施設整備方式のパターン　（イ）民間活力の活用において民間活力活用度合いの3パターンが
例示されている。パターン①の未来像（コンセプト）に合った空間整備実現に向け、民間活力も最大限活用が
一番未来像（コンセプト）実現可能性が高いという評価がすでにされていてそれ以外の選択肢は無いように示
されている。しかし意見５で述べたように空疎なコンセプトではなくコロナ時代の切実なコンセプトに変えること
で評価は全く変わると思われる。区民センターと美術館、区民センター公園の合計の敷地面積約21,527㎡は
豊島区が新庁舎を建てた市街地再開発面積約8,330㎡の2.58倍という広さである。そこにどのような施設、建
物が建つのかは目黒区の将来にとって大きな影響がある。コロナだけでなく首都圏直下型地震や地球温暖化
による風水害から区民の命と暮らしを守る施設がこんな軽薄なコンセプトで作られていいわけがない。入口か
らしっかり区民や関連住民と意見交換をして基本構想（中間のまとめ）を一から作り直すべきである。
意見７
56ページ　第2章　「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向けて　４　意見募集で「本資料は、検討素
材にいただいた意見を踏まえながら」とあるが目黒区にとって都合の悪い意見は「今後の参考とさせていただ
きます」と却下し、場合によっては区民の意見を逆手にとって目黒区が進めたい方向に誘導する姿勢も見られ
ます。例えば№104で「母校である下目黒小学校が、大きな施設に組みこまれてしまうのはかなしいです。」と
いう否定的な意見に対して「一体的に整備することで学校側が新たな区民センターを有効活用できれば、教
育活動のさらなる充実が期待できます。また、放課後においても子どもたちの豊かな人間性を養うための取組
の可能性がひろがり、さらに、学校が地域の拠点としての機能を併せ持ち、児童や地域の方々とのかかわりの
場となることは、子どもたちの育ちを含めた地域コミュニティの形成の観点からも有益であると考えられることか
ら、一体的な整備を検討するものです。」と一体化ありきで聞いてもいない教育論まで展開する始末である。パ
ブリックコメントを行う以上、反対意見にも謙虚に耳を傾けその実現に向け真摯に検討されることを願うもので
ある。
以上

新型コロナウイルス感染症による影響については、区
民センターにおいても十分留意していく必要があると
認識しており、基本的な考え方にもまとめましたよう
に、新たな社会を見据え、変化に対応できる空間の
実現に向けた検討を進めていきます。
なお、区民センター見直しは区有施設見直しのリー
ディングプロジェクトであり、今後の区有施設更新の
モデルケースとする必要があります。区民センターだ
けではなく、すべての区有施設を区だけでは更新で
きない現状を踏まえても、民間活力の活用は不可欠
です。
また、中間のまとめ以降も、地域住民を中心とした
ワークショップや利用者アンケート、アイディア募集な
ど、これまで区として実績の少ない多様な住民参加
を重ねています。また、施設関係所管を通じ、550以
上の関係団体に資料を送付し、ご意見をお伺いして
います。今後も引き続き、区民の方々への周知と共
に、積極的な住民参加を進めていきます。

11 



No 意見 今後の検討の方向

15 新たな区民センターにおいては、区としても公園や
目黒川など、自然を活かした空間づくりは大きな要素
だと考えており、誰もが集い、憩えるような公園を目
指していきます。
現在の区民センターにはだれでもトイレが建物内に
なく、またオストメイト対応やベビーチェアなど、公共
施設として求められる整備が不十分である点も大き
な課題として認識しています。新たな区民センター
は、現状の課題を踏まえ、だれでも使いやすい施設
としていきます。

〇区民センターについて
昔は一般の人も多かったが、最近は常連の利用者しかいない。
〇図書館について
テーブルが少なく、重たい本を読むとき不便。丸テーブルを置いてはどうか。工夫してほしい。
長時間使用している人がいるので、利用制限してはどうか。特に、地下は長時間常態的に着座している人が
おり、利用者が減っている。
〇本館の3階以上の部屋は扉が閉まっていて、中で何をやっているのか、使用しているのか、部屋がどのよう
なものなのかわからない。ガラス張りにして中を見やすくすれば、利用促進にもつながる。
〇立地について
公園が利用しにくい。通り抜け程度でスペースが余っている。マンション側の影になっているところは、夏でも
使わない。このスペースは建物を建ててはどうか。
テニスコート側は日当たりもよい。自由なスペースとして、だれでも入れ替わり立ち代わり来られるようにしては
どうか。
各棟との間も喫煙所や自販機周辺はたまり場になっている。動線を考えた配置にしてほしい。
〇公衆トイレについて
利用しづらい。落書き防止なのか夜間は鍵が閉まっているのでは、意味がない。中が良く見えるようにしてほし
い。
〇ホールについて
ホールの上部空間をもっと活用してはどうか。
設備が不十分。スクリーンで映像を上映したり色々な用途に使ってほしい。
区の南側にも大きなホールを造るべきだ。
〇プールについて
オフシーズンはゴミだめになっている。蓋をしてバスケをできるようにしてはどうか。プールの底に照明をつけ
て、メンテナンスや事故防止に役立ててはどうか。
〇体育施設の上部空間について
体育施設の上部空間に回廊を設けて、だれでも回遊できるようにしてはどうか。途中必ず監視室を通ること
で、管理もできる。外が見えないような曇りガラスなどで注意散漫にならないようにし、換気は上下の窓を開放
する。
以上、提案です。

新たな区民センターにおいては、誰でも利用しやす
く、また特定の目的が無くても訪れたくなるような空間
づくりを目指していきます。限られた敷地の中で実現
するには、機能の配置や仕様などに留意し、効率的
な活用を図っていきます。

時々、美術館にも足を運びますが、主に社会教育館と図書館を利用しています。その行き帰りに改めて歩い
てみましたが、敷地は申し分のない広さです。どんな複合施設になるのだろうと夢はふくらみます。
「中間のまとめ」を読ませていただきましたが、各視点からのご意見を寄せられた沢山の区民の方々も想いは
同じだと思います。
①公園について
施設全体の中で、公園の位置づけは、とても重要だと思います。
緑豊かな自然環境には同感ですが、整いすぎると窮屈です。樹木の植栽は敷地の周囲のみとして、その緑陰
には是非、ベンチを置いて下さい。
中央部はあくまで建物への入り口となるような明るい広場、自由な空間が望ましいと思います。施設の利用者
のみならず、天気の好い日には足が向いてしまうような愛される広場として核となると思います。
②トイレについて
今や日本のトイレは世界にも名だたる先進国らしく有名ホテル、デパートは豪華すぎます。一方、効率優先の
ビジネスホテルなどは使い勝手の悪いものもあります。公共施設にふさわしいトイレとはどんなものが良いか、
是非、専門家に検討していただきたいと思います。
・高齢者、車いす利用の方、乳幼児連れの方、と誰にとっても使い勝手の良いトイレを。
・ドアと便器の距離をゆったりととる。（個室の数が１つ減ることになっても可能なかぎり余裕を。）
・感染症対策としてセンサー対応の手洗い
・壁の色、床の素材など

16
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No 意見 今後の検討の方向

〇区民センターについて
昔は一般の人も多かったが、最近は常連の利用者しかいない。
〇図書館について
テーブルが少なく、重たい本を読むとき不便。丸テーブルを置いてはどうか。工夫してほしい。
長時間使用している人がいるので、利用制限してはどうか。特に、地下は長時間常態的に着座している人が
おり、利用者が減っている。
〇本館の3階以上の部屋は扉が閉まっていて、中で何をやっているのか、使用しているのか、部屋がどのよう
なものなのかわからない。ガラス張りにして中を見やすくすれば、利用促進にもつながる。
〇立地について
公園が利用しにくい。通り抜け程度でスペースが余っている。マンション側の影になっているところは、夏でも
使わない。このスペースは建物を建ててはどうか。
テニスコート側は日当たりもよい。自由なスペースとして、だれでも入れ替わり立ち代わり来られるようにしては
どうか。
各棟との間も喫煙所や自販機周辺はたまり場になっている。動線を考えた配置にしてほしい。
〇公衆トイレについて
利用しづらい。落書き防止なのか夜間は鍵が閉まっているのでは、意味がない。中が良く見えるようにしてほし
い。
〇ホールについて
ホールの上部空間をもっと活用してはどうか。
設備が不十分。スクリーンで映像を上映したり色々な用途に使ってほしい。
区の南側にも大きなホールを造るべきだ。
〇プールについて
オフシーズンはゴミだめになっている。蓋をしてバスケをできるようにしてはどうか。プールの底に照明をつけ
て、メンテナンスや事故防止に役立ててはどうか。
〇体育施設の上部空間について
体育施設の上部空間に回廊を設けて、だれでも回遊できるようにしてはどうか。途中必ず監視室を通ること
で、管理もできる。外が見えないような曇りガラスなどで注意散漫にならないようにし、換気は上下の窓を開放
する。
以上、提案です。

新たな区民センターにおいては、誰でも利用しやす
く、また特定の目的が無くても訪れたくなるような空間
づくりを目指していきます。限られた敷地の中で実現
するには、機能の配置や仕様などに留意し、効率的
な活用を図っていきます。

18 区民センターホールについて
毎年の文化祭に参加13団体からの要望
1.パーシモンホールでは大きすぎ、小ホールでは小さく、つまり現在の区民センターホールの400から500人収
容のホールにして欲しい。
2.現行の舞台が狭すぎ、3倍くらいほしい。
3.楽屋、控室を舞台と同じフロアーにしてほしい。
4.高齢者に配慮した設計をお願いしたい。
5.運営管理をパーシモンホールと同じ（公財）芸文でお願いしたい。
以上

現在のホールの規模は、区民の利用のしやすさとい
う観点でのニーズは大きい一方、通座席の段差や舞
台と楽屋をつなぐ階段の勾配、エレベーターの未整
備など、バリアフリーの課題も大きいものと認識してい
ます。現在のホールの規模は、区民の利用のしやす
さという観点でのニーズは大きいものと認識していま
す。限られた敷地の中で、どのように機能を継承し他
の施設機能との効果的な融合化を図れるか、また民
間活力の活用といった点にも留意しながら検討を進
めていきます。

16

現在、目黒区民センター内、勤労福祉会館屋上に設置されている洋弓場の利用者団体として、建て替え後に
も同様の施設として存続されることを要望致します。
同施設は建設以来長きに亘って目黒区アーチェリー協会の活動拠点として毎月開催される月例射会をはじ
め各種大会の開催など協会活動を支えて参りました。
また勤労者のための生涯スポーツとしてのアーチェリーの普及にも活用されており、ここの初心者講習会から
巣立ちアーチェリー選手として活躍されている人々も数多く輩出致しております。更に毎年夏休みに中高生対
象のアーチェリー教室を開催して青少年健全育成にも協力致しているところです。
スポーツとしてはメジャーとは言い難いですがオリンピック種目としてメダリストを輩出している種目でもありま
す。例えば現東京都体育協会の山本博会長もかつて中年の星と言われたアーチェリーのオリンピックメダリス
トで、ロサンゼルスで銅、アテネで銀と２つのメダルを獲得しています。
この洋弓場が失われることは、目黒区のみならず都内・近県アーチェリー愛好者全ての嘆きとなります。この辺
りの事情にご配慮頂いて、アーチェリー愛好者の希望が叶えられるように存続を要望致します。
更に希望を述べさせて頂けるのであれば現状の３０ｍの射場では距離が短すぎます。出来得れば５０ｍまで競
技出来る射場があれば都内他区の施設に負けないものになります。一つのアイデアですが、屋外５０ｍプール
を利用して水泳オフシーズンにアーチェリー場に転用するとか体育施設全体を見直すなかで柔軟に考えて頂
けたらと思います。

17 新たな区民センターをより多くの方々に利用していた
だける施設とするため、、限られた敷地の中で、これ
まで以上に各機能の融合化を促進していく必要があ
ります。スポーツ機能においても、今後の区民ニーズ
を見据えながら、様々な可能性を含めた検討を進め
ていきます。

13 



No 意見 今後の検討の方向

20 １．施設整備の方向性（P.20)
改修でなく、①あるいは②が良い。
２．各施設の課題（P.31,36,45)
同規模の建物整備が不可能なので現存の各施設を事業内容によって集約、再編する必要があります。例え
ば勤労福祉会館、中小企業センター、商工会議所目黒支部の統合、消費生活センターと男女平等・共同参
画センターの再編、社会教育館と青少年センターの統合など。少子高齢化、働き方改革などアフターコロナを
見据えた機能のあり方を考えてほしい。
３．民間活力の導入など（P.46)
上層階の賃貸住宅の導入は問題がある。すでに周辺地域には高層マンションが林立しており、これ以上の人
口増は防災、防犯の点で対応が困難では？
４．美術館、図書館の一体化
両施設は区民の文化・芸術活動を支える施設であり、来場者は静粛を求められるので同じスペースでの利用
が可能である。そのほか男女平等・共同参画センター資料室、めぐろ学校サポートセンターの教科書展示な
どを纏め、区民が総合的に学べるスペースにし、現在、美術館にあるラウンジと区民センターの食堂を一体化
し、目黒川の水辺を楽しみながら食事出来る民営の店舗とするなど。
５．区民センターホールの機能（P.24)
周辺地域はパーシモンホールが遠いため、ホール機能は残してほしい。ここに民間活力を導入し演劇、音楽
上演など、集客、収入を期待できるプログラムを企画するなど。
６．区民センター公園の樹木は保存し、一層の緑化をする（P.24）
テニスコートは一部の利用者のためのスペースとしては広すぎるので、体育館と一体化すれば緑地面積を確
保できると思われる。
７．目黒清掃工場の余熱利用（意見No7)
建設が始まる新目黒清掃工場の余熱利用については、早急に事業者との協議が必要。
８．目黒区が誇れる公共建築にしてほしい。（P.36)
例えば設計を有名建築家のコンペで選ぶ、素材にこだわり一部木造にするなど話題性のある建築物にするこ
とで、広範囲の利用者を呼び込めるのでは？

19 区民センター公園についての意見
目黒区は昭和60年に平和都市宣言をして次世代に平和の願いをつなぐ場所として公園を作っている。8月6
日の広島原爆の日に広島で鳴らされる目黒名誉区民、人間国宝、香取正彦氏の鐘と同じ鐘（香取氏より寄
贈）が区民センターの鐘楼にあり、やはり8月6日に区民有志により被爆者慰霊の鐘を鳴らす。鐘楼の周りには
被爆2世のアオギリや長崎被爆2世の柿の木が今では枝いっぱいに緑の葉を繁させている。目黒区はこの公
園を「目黒平和公園」として、後世まで伝えてほしい。平和を願う区民の憩いの場としても緑を残してほしい。

区民センター公園にある平和の鐘は、昭和60年の設
置以降、区の平和記念事業における打鐘のほか、日
ごろ区民センターを訪れる方々をはじめ多くの区民
に親しまれています。検討は、区民センター公園がこ
れまで果たしてきた役割を踏まえながら進めていきま
す。

現在の区民センターは、各機能の空間や事業に類
似している面もあることから、新たな区民センターで
は、多様な面で効率化を図り、複合施設全体でより
相乗効果を発揮できる機能間の融合、縮充を進めて
いきます。
なお、清掃工場の余熱利用については、現在も温水
プールの熱源として利用しており、新たな区民セン
ターにおいても、どのように活用できるか、検討して
いきます。
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23 いつも利用させていただき感謝致しております。
・区民センターホール
客席数・・・500席位
舞台・・・現在の2倍位
控室・・・便利に
管内・・・エレベーター設置
・社会教育館
①現在より照明もう少し明るく
②窓の設置
③部屋（研修室）の配置等考えていただければ快適です。
※美術館は眺望もよく、中も充実しているので、そのまま残していただきたい。

現在のホールの規模は、区民の利用のしやすさとい
う観点でのニーズは大きい一方、座席の段差や舞台
と楽屋をつなぐ階段、エレベーターの未整備など、バ
リアフリーの課題も大きいものと認識しています。現
在のホールの規模は、区民の利用のしやすさという
観点でのニーズは大きいものと認識しています。限ら
れた敷地の中で、どのように機能を継承し他の施設
機能との効果的な融合化を図れるか、また民間活力
の活用といった点にも留意しながら検討を進めてい
きます。
区民センター内の貸室についても、これまでどおりで
はなく、現在の利用のされ方を踏まえた柔軟で多様
な利用に対応できる空間づくりを検討していきます。

21 〇「19ページ　新たな区民センターの空間イメージ
オ　はたらく
区民の多様な働き方に対応できる、区民が落ち着いて作業に取り組める空間
セカンドオフィスとしての利用も可能な空間」
となっていますが、直接的に働く場所としての空間を確保するだけでなく、働く意欲のある区民が様々な働き
方の情報を得ることができる空間の確保を検討することも有効ではないでしょうか。
〇「37ページ　周辺施設機能の集約化」では、男女平等・共同参画センター、青少年プラザ、下目黒住区セン
ター内住区会議室の施設機能を対象として検討していくとされていますが、田道ふれあい館内の田道住区会
議室や高齢者センターの集会室についても、利用状況を調査して集約化の可能性を検討することも必要では
ないでしょうか。住区会議室は住区単位での整備、高齢者センターは高齢者の施設という設置の基本的な考
え方はありますが、現状の利用実態を把握したうえで、より有効な活用策を幅広く検討することも必要ではない
でしょうか。

ご意見のとおり、今後の社会においては、働く場所と
しての空間はもちろんのこと、働くための情報を得
て、活用するための機能も求められるものと認識して
います。今後は、これまでのように施設に集まることだ
けを前提とせず、施設を訪れなくても情報を得ること
ができるなど、区民の生活スタイルを見据えたサービ
スが必要だと考えています。
周辺施設の集約については、既存施設との親和性
や相乗効果など、総合的に検討を進めていきます。

22 日々の活動取り組み大変にお疲れ様です。区民センター基本構想に関してはトータル的に申し上げる知識、
経験はありません。ただ長期にわたり毎年区民センターホールを利用させて頂いてきたことに深く感謝してお
ります（目黒区民謡連合会）。昨年の台風19号、今年のコロナウイルスと2年にわたり中止となりましたこと本当
に残念な思いです。
今後センターホールが建設されることになれば希望、要望として一段とバリアフリー化に注力していただき、入
り口をはじめとしてエレベーターホール、トイレ、会議室、練習場等々が同じフロアに設置されれば大変、有り
難く思います。勝手な要望かと思いますがよろしくお願い致します。

現在のホールの規模は、区民の利用のしやすさとい
う観点でのニーズは大きい一方、座席の段差や舞台
と楽屋をつなぐ階段、エレベーターの未整備など、バ
リアフリーの課題も大きいものと認識しています。現
在のホールの規模は、区民の利用のしやすさという
観点でのニーズは大きいものと認識しています。限ら
れた敷地の中で、どのように機能を継承し他の施設
機能との効果的な融合化を図れるか、また民間活力
の活用といった点にも留意しながら検討を進めてい
きます。
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25 「新たな区民センターの基本構想」が住民参加のもとに進められていることは民主主義尊重と共に、より区民
に愛され存在価値を高める、区民活動の拠点としての区民センターとする為にも、このような機会を重ねなが
ら進めていく方向性に賛意を表明します。そのうえで「区有施設見直し計画」の際に提出した意見「基本構想
策定にむけて」掲載、Ｎｏ７４に加えて、以下の2点を当団体の意見としてご検討いただきたくお願いをいたしま
す。
１、 新たな区民センターの実現に向けた施設整備の方法のパターンについて
① の既存の区民センターに加え下目黒小学校を含めての一体整備は行き過ぎではないでしょうか　学校は
法的にも異なる組織体であることから当団体としては下目黒小学校は「学校施設更新計画」で検討すべきで
はないかと考えます。
２、 民間活力の活用について
民間活力の活用は、行政機能に無いものだけにし、施設管理と施設運営を一括の、いわゆる丸投げにならな
いように進めて頂きたいと思います。

中間のまとめ以降も、地域住民を中心としたワーク
ショップや利用者アンケート、アイディア募集など、こ
れまで区として実績の少ない多様な住民参加を重ね
ており、今後も引き続き、区民の方々との住民参加を
進めていきます。
下目黒小学校については、築年数や区民センター
の有効活用による教育活動の充実などの観点から一
体的な整備を検討するものです。今後も関係部署と
十分に調整しながら、施設サービスの向上につなが
るよう検討していきます。
民間活力を活用した場合でも、活用方策に応じて区
の責任を明確にし、民間活力を活用する本来の目的
である区民サービスの向上に向けた検討を進めてい
きます。

今後の目黒区のシンボルにもなる「新たな区民センター」の実現に向けて、新たな空間整備を可能とするた
め、区民センター、美術館、区民センター公園、下目黒小学校の敷地を含め、学校と一体的に建替えを実施
するという施設整備の方向性に賛同します。
また、下記の理由から、基本構想において、新たな区民センターを地域の防災拠点として明確に位置づける
べきと考えます。なお、当地区は目黒川に近接していることから、震災に加え水害に対しても機能継続を可能
とする対策（建物の浸水対策、自立した電源・冷暖房機能の確保など）を図る必要があると考えます。
（１）「目黒区区有施設見直し計画（平成29年6月策定）」において、見直し方針：視点４として「区民の安全・安
心のため、区有施設における防災機能を確保する。」（P.25)との方針が示されており、近年の風水害の激甚化
を踏まえれば、区有施設の防災機能の強化はより一層重要になること。
（２）下目黒小学校は、目黒区地域防災計画において、地域避難所に指定されており、下目黒小学校の敷地
を含めた学校との一体的な建替えにあたっては、新たな区民センターが地域避難所としての機能を担う必要
があること。
（３）本中間まとめに記載の「検討素材への意見」（28.29.30）において、浸水対策を十分に施したうえで、避難
所機能の設置や防災拠点としての役割を期待する意見が提出されており、地域のニーズとして新たな区民セ
ンターにおける防災機能の確保が求められていること。

24 区民センターの敷地は、目黒川沿いという恵まれた
立地である一方、水害ハザードマップでは水深0．1
ｍ～2.0ｍの深さで浸水するおそれがあるとされてお
り、防災の観点に十分に配慮しながら検討を進めて
いく必要があると考えています。
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新たな区民センターにおいては、様々な方にとって
利用可能な施設とすることが重要であると認識してい
ます。限られた敷地の中でどのように多くの方が使い
やすい空間としていくか、今後も多様な利用者の声
を聴きながら検討を進めていきます。
その他の具体的な工夫方策等に関するご意見につ
いては、今後の参考とさせていただきます。

26 目黒区手をつなぐ親の会と申します。当会は、知的障害者の親やきょうだいの会として、会員数は現在275
名、60年以上活動をしている障害者団体です。
前回（令和元年10月）の意見募集時に提出させていただいた項目につきまして、今後の検討の方向をお示し
くださり、ありがとうございました。
この度の令和2年6月の目黒区民センター・中間のまとめも拝見し、前回、当団体より提出しました意見を見直
し、「策定に向けた基本的な考え方」に沿った意見として再度まとめました。4の共同住居に関しましては、新た
な区民センターの趣旨に沿う施設ではありませんが、P37の12行目に、「なお、施設機能の集約化・融合化等
に伴い周辺施設に跡スペースが生じた場合、喫緊の行政課題への対応のほか、」とありましたので、不足して
いる知的障害者の住居を区有施設跡地等を利用し建設していただきたいと参考意見として記載しておりま
す。
ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
1  施設全体のバリアフリー化およびプール設備の徹底したバリアフリー化を実現してほしい。
プールの更衣室は、南部地区プールのように重度の障害児者が介助者と一緒に利用し着替えができるものを
設置してほしい。また、軽度の障害児者は広い多目的更衣室（ベッドや便器付）よりも、本人・介助者の着替え
ができる程度の省スペース型更衣室が複数用意されているほうが、多目的更衣室満室のためプール利用を
断念することも減少するので有り難い。また、南部地区プールのような入水スロープは、ユニバーサルデザイン
として全ての人の利用しやすさにつながるので、前向きに設置検討していただきたい。下目黒小学校を含め
て一体整備するなら、小学校のプールと併用することで、バリアフリー化、ユニバーサルデザインが、障害理
解、多様性の尊重という観点からもより活きてくると感じる。また、施設利用にあたって、障害者駐車場スペース
についても配慮をお願いしたい。
2  施設内のカフェ、販売店、ドリンクスタンド、清掃業務等に障害者雇用を促進してほしい。
目黒区内には軽度知的障害者が働く場や、それをサポートする仕組みが不足していると思われる。消費税も
最低賃金も上昇する中、障害者にも確固とした働く場を目黒区内に築き上げ、障害者の生活向上につなげて
ほしい。また、区民センターのような公共の場で障害者が懸命に働く姿を区民が目にすることで、障害理解も
広がると思う。公共施設内で障害者の働く場を創出してほしい。前回、清掃業務を請け負いたいという事業者
の意見もあった。ぜひ、実現していただきたい。
3  区内作業所の自主生産品を販売するコーナーを作ってほしい。
福祉の店さんまるしぇのような自主生産品を常時販売できる場所をつくってほしい。特に生活介護施設に通う
障害者にとっては、自主生産品の売上高は工賃に直に影響しており、重度障害者だとしても働く喜びや対価
を得る喜びは人間として必要であり、生きる力につながるものだと思う。自主生産品の販売機会拡大のために
も場所を提供してほしい。また、販売コーナーは区役所販売のように、通所施設の障害者が行えば、区民とふ
れ合うことで障害者理解促進の場としての位置づけになると期待できる。
4  知的障害者と健常者が交流できるような共同住居を作ってほしい。
四中跡地に障害者グループホーム沙羅の家清水が完成したが、将来的にも、まだまだ知的障害者の住居は
不足している。区有施設や区内の公有地・国有地見直しの際には、知的障害者が住み慣れた目黒区に親な
き後も暮らしていけるような居住の場を作ってほしい。その際は、これからの共生社会を目指すべく、例えば、
知的障害者と学生が同敷地内に住めるようユニットを作り、交流やボランティアにつなげるような共同住居の建
設を提案したい。また、住居が整備されたとしてもスムーズに入所できる障害者ばかりではないので、日ごろか
ら環境変化に対応できる力や、自立した生活・社会的マナーを身に着ける訓練の場として、短期入所の床も
併設してほしい。できることなら、区民センター内に建設していただきたいところではあるが、機能の融合化や
周辺施設機能の集約化、効果的・効率的な空間利用を考えた時、さらに都市計画上の課題や地理の特性を
踏まえると、区民センター周辺の区有施設を統合することによって生じる周辺施設の区有地の跡地を利用し
て、建設していただくことの方がより現実的と思われる。ぜひ、周辺施設集約後の区有施設跡地利用も含め、
ご検討いただきたい。
5  福祉避難所として迅速に開設できる場を平常時から準備しておいてほしい。
災害時、障害児者にとって、地域避難所での生活は非常に困難であるため、福祉避難所の開設に日数がか
かることは、大きな問題である。現在、区内の福祉避難所として指定されている施設は、日中活動で使用され
ている施設ばかりなので、福祉避難所としてはすぐには利用できない。そのため、それらの施設とは別に、バリ
アフリー化された区民センター内の多目的なホールや会議室などを福祉避難所として、災害時に設定し、迅
速な開設と安定した運営ができるような仕組みを準備しておいていただきたい。災害の状況によっては、垂直
避難が必要となることも考えられるので、避難所として利用可能になりうるホールや会議室をなるべく高層階に
作っておいていただきたい。また、緊急事態に備えて、屋上にヘリポートがあるとより安全ではないかと思うの
で合わせて検討していただきたい。
6  障害者団体の拠点となる場所を提供してほしい。
当団体は、障害者団体として創立60年を超え、会員も年々増加し区内最大の障害者団体として成長している
が、これまで会の連絡先（住所・電話番号）は会長の個人宅となっており、会長が代わる度に会の連絡先変更
を重ねてきた。個人情報保護の観点でも、一個人宅を拠点とするのは現代では危険性が高いと感じている
が、区内で事務所を借りることは会の財源的にも難しいところである。会はこれまでに区内の福祉や特別支援
教育について、区と協働しながら目黒区の発展に貢献してきたと自負している。今後も区内でより良い福祉活
動を継続するために、当団体の拠点、もしくは他の障害者団体（懇話会等）と共有の拠点となるべく場を、区民
センター内に提供していただきたい。周辺施設内にあるめぐろボランティア・区民活動センターなども集約した
複合施設になるのであれば、ボランティアセンターと障害者団体で、より連携ができるようになり、可能性が広
がるのではないか。
現在、あいアイ館が、障害者団体の活動や交流の場となっているが、このたび、あいアイ館に重症心身障害
児通所支援事業所が開所した。この事業所には、医療的ケアが必要な障害児も通うことから、より感染症予防
対策の配慮が必要となるため、今までのように障害者団体が気軽に活動や交流を行うことが難しくなるのでは
ないかと懸念される。大会議室（講演会やイベントに使用）、中会議室（定例会や交流会に使用）、多目的室
（ヨガ教室に使用）・調理室（料理教室に使用）・文化活動室（フラワー教室に使用、電源プラグが多数配備さ
れていると良い)、障害者団体の窓口やロッカーが設置できるスペースなど、障害者団体が気軽に活動・交流
できる拠点が区民センター内にあると非常に有難い。また、公共機関を利用して通うことが難しい障害児者も
多いため、あいアイ館のような充実した障害者用の駐車場や駐輪場等のスペース確保と利用料金の減免、コ
ミュニティバスの運行など、区民センターに通いやすいような配慮をお願いしたい。
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No 意見 今後の検討の方向

新たな区民センターにおいては、様々な方にとって
利用可能な施設とすることが重要であると認識してい
ます。限られた敷地の中でどのように多くの方が使い
やすい空間としていくか、今後も多様な利用者の声
を聴きながら検討を進めていきます。
その他の具体的な工夫方策等に関するご意見につ
いては、今後の参考とさせていただきます。

26 目黒区手をつなぐ親の会と申します。当会は、知的障害者の親やきょうだいの会として、会員数は現在275
名、60年以上活動をしている障害者団体です。
前回（令和元年10月）の意見募集時に提出させていただいた項目につきまして、今後の検討の方向をお示し
くださり、ありがとうございました。
この度の令和2年6月の目黒区民センター・中間のまとめも拝見し、前回、当団体より提出しました意見を見直
し、「策定に向けた基本的な考え方」に沿った意見として再度まとめました。4の共同住居に関しましては、新た
な区民センターの趣旨に沿う施設ではありませんが、P37の12行目に、「なお、施設機能の集約化・融合化等
に伴い周辺施設に跡スペースが生じた場合、喫緊の行政課題への対応のほか、」とありましたので、不足して
いる知的障害者の住居を区有施設跡地等を利用し建設していただきたいと参考意見として記載しておりま
す。
ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
1  施設全体のバリアフリー化およびプール設備の徹底したバリアフリー化を実現してほしい。
プールの更衣室は、南部地区プールのように重度の障害児者が介助者と一緒に利用し着替えができるものを
設置してほしい。また、軽度の障害児者は広い多目的更衣室（ベッドや便器付）よりも、本人・介助者の着替え
ができる程度の省スペース型更衣室が複数用意されているほうが、多目的更衣室満室のためプール利用を
断念することも減少するので有り難い。また、南部地区プールのような入水スロープは、ユニバーサルデザイン
として全ての人の利用しやすさにつながるので、前向きに設置検討していただきたい。下目黒小学校を含め
て一体整備するなら、小学校のプールと併用することで、バリアフリー化、ユニバーサルデザインが、障害理
解、多様性の尊重という観点からもより活きてくると感じる。また、施設利用にあたって、障害者駐車場スペース
についても配慮をお願いしたい。
2  施設内のカフェ、販売店、ドリンクスタンド、清掃業務等に障害者雇用を促進してほしい。
目黒区内には軽度知的障害者が働く場や、それをサポートする仕組みが不足していると思われる。消費税も
最低賃金も上昇する中、障害者にも確固とした働く場を目黒区内に築き上げ、障害者の生活向上につなげて
ほしい。また、区民センターのような公共の場で障害者が懸命に働く姿を区民が目にすることで、障害理解も
広がると思う。公共施設内で障害者の働く場を創出してほしい。前回、清掃業務を請け負いたいという事業者
の意見もあった。ぜひ、実現していただきたい。
3  区内作業所の自主生産品を販売するコーナーを作ってほしい。
福祉の店さんまるしぇのような自主生産品を常時販売できる場所をつくってほしい。特に生活介護施設に通う
障害者にとっては、自主生産品の売上高は工賃に直に影響しており、重度障害者だとしても働く喜びや対価
を得る喜びは人間として必要であり、生きる力につながるものだと思う。自主生産品の販売機会拡大のために
も場所を提供してほしい。また、販売コーナーは区役所販売のように、通所施設の障害者が行えば、区民とふ
れ合うことで障害者理解促進の場としての位置づけになると期待できる。
4  知的障害者と健常者が交流できるような共同住居を作ってほしい。
四中跡地に障害者グループホーム沙羅の家清水が完成したが、将来的にも、まだまだ知的障害者の住居は
不足している。区有施設や区内の公有地・国有地見直しの際には、知的障害者が住み慣れた目黒区に親な
き後も暮らしていけるような居住の場を作ってほしい。その際は、これからの共生社会を目指すべく、例えば、
知的障害者と学生が同敷地内に住めるようユニットを作り、交流やボランティアにつなげるような共同住居の建
設を提案したい。また、住居が整備されたとしてもスムーズに入所できる障害者ばかりではないので、日ごろか
ら環境変化に対応できる力や、自立した生活・社会的マナーを身に着ける訓練の場として、短期入所の床も
併設してほしい。できることなら、区民センター内に建設していただきたいところではあるが、機能の融合化や
周辺施設機能の集約化、効果的・効率的な空間利用を考えた時、さらに都市計画上の課題や地理の特性を
踏まえると、区民センター周辺の区有施設を統合することによって生じる周辺施設の区有地の跡地を利用し
て、建設していただくことの方がより現実的と思われる。ぜひ、周辺施設集約後の区有施設跡地利用も含め、
ご検討いただきたい。
5  福祉避難所として迅速に開設できる場を平常時から準備しておいてほしい。
災害時、障害児者にとって、地域避難所での生活は非常に困難であるため、福祉避難所の開設に日数がか
かることは、大きな問題である。現在、区内の福祉避難所として指定されている施設は、日中活動で使用され
ている施設ばかりなので、福祉避難所としてはすぐには利用できない。そのため、それらの施設とは別に、バリ
アフリー化された区民センター内の多目的なホールや会議室などを福祉避難所として、災害時に設定し、迅
速な開設と安定した運営ができるような仕組みを準備しておいていただきたい。災害の状況によっては、垂直
避難が必要となることも考えられるので、避難所として利用可能になりうるホールや会議室をなるべく高層階に
作っておいていただきたい。また、緊急事態に備えて、屋上にヘリポートがあるとより安全ではないかと思うの
で合わせて検討していただきたい。
6  障害者団体の拠点となる場所を提供してほしい。
当団体は、障害者団体として創立60年を超え、会員も年々増加し区内最大の障害者団体として成長している
が、これまで会の連絡先（住所・電話番号）は会長の個人宅となっており、会長が代わる度に会の連絡先変更
を重ねてきた。個人情報保護の観点でも、一個人宅を拠点とするのは現代では危険性が高いと感じている
が、区内で事務所を借りることは会の財源的にも難しいところである。会はこれまでに区内の福祉や特別支援
教育について、区と協働しながら目黒区の発展に貢献してきたと自負している。今後も区内でより良い福祉活
動を継続するために、当団体の拠点、もしくは他の障害者団体（懇話会等）と共有の拠点となるべく場を、区民
センター内に提供していただきたい。周辺施設内にあるめぐろボランティア・区民活動センターなども集約した
複合施設になるのであれば、ボランティアセンターと障害者団体で、より連携ができるようになり、可能性が広
がるのではないか。
現在、あいアイ館が、障害者団体の活動や交流の場となっているが、このたび、あいアイ館に重症心身障害
児通所支援事業所が開所した。この事業所には、医療的ケアが必要な障害児も通うことから、より感染症予防
対策の配慮が必要となるため、今までのように障害者団体が気軽に活動や交流を行うことが難しくなるのでは
ないかと懸念される。大会議室（講演会やイベントに使用）、中会議室（定例会や交流会に使用）、多目的室
（ヨガ教室に使用）・調理室（料理教室に使用）・文化活動室（フラワー教室に使用、電源プラグが多数配備さ
れていると良い)、障害者団体の窓口やロッカーが設置できるスペースなど、障害者団体が気軽に活動・交流
できる拠点が区民センター内にあると非常に有難い。また、公共機関を利用して通うことが難しい障害児者も
多いため、あいアイ館のような充実した障害者用の駐車場や駐輪場等のスペース確保と利用料金の減免、コ
ミュニティバスの運行など、区民センターに通いやすいような配慮をお願いしたい。
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No 意見 今後の検討の方向

新たな区民センターにおいては、これまでのように施
設に集まることだけを前提とした施設整備ではなく、
利用における時間や方法、空間の多様な選択に柔
軟に対応し、施設に訪れなくても情報を得る・利用を
可能とするためのICT化など、今後の区民の生活スタ
イルの変化を見据えた空間づくりが求められることか
ら、時代に合わせた質の高い過ごし方、新たな価値
を生み出す様々な変化に対応することのできる公共
空間を目指していきます。
また、区民センターの敷地は、目黒川沿いという恵ま
れた立地である一方、水害ハザードマップでは水深
0．1ｍ～2.0ｍの深さで浸水するおそれがあるとされ
ており、防災の観点に十分に配慮しながら検討を進
めていく必要があると考えています。
なお、民間活力の活用については、計画の進捗に合
わせて適宜サウンディング調査を行うなど、社会状況
や経済状況の動向を注視していきます。

整備手法については、既存の躯体を維持しながら改
善できる内容及びその後のコスト、耐用年数等を踏ま
えながら、建物の維持だけではなく将来にわたる区
民の使い勝手等も総合的に考慮すると、建替えが最
適だと考えています。
民間活力を活用した場合でも、活用方策に応じて区
の責任を明確にし、民間活力を活用する本来の目的
である区民サービスの向上や効率的な維持管理に
向けた検討を進めていきます。
また、令和2年10月に策定した目黒区基本構想（素
案）では、「未来を見据えた持続可能な行財政運営」
を区政の運営方針として掲げ、区有施設の計画的な
更新に的確に対応することとともに、起こり得る変化
に適応した施策を展開していくことを定めており、新
たな区民センターのコンセプトはこの方針に沿うもの
と考えます。

28 目黒区民センター周辺の未来像について私の周囲でも様々な意見があり、私自身も意見を寄せたが、新型コ
ロナウイルスのパンデミックや線状降水帯による豪雨などこれまでと全く様相の異なる自然災害を前に、これま
での議論は一旦白紙に戻さざるを得ないと思う。少なくともコロナ収束までは、様々な可能性を探るのは構わ
ないが検討を進めるべきではない。
①コロナウイルス蔓延により「集う」ことができなくなった。
社教館・住区センターなど、定員が半分になり、夜間の利用ができないため、社会人などが気軽に集まること
ができなくなった。利用の仕方も非常に制限があり、これまでのような活動は難しい。
区民センターホールも、換気のしやすさ、観客間のディスタンス確保、交差の生じにくい動線など、これまでと
は全く違った観点からのチェックに合格できる設計が必要であり、まずその評価基準を作ることが先決である。
新型コロナウイルスは数年のうちに収束すると思われるが、新たなウイルスによる第2、第3のパンデミックが起
こることを前提にした「新たな活動形態」を策定し、それに沿った施設の設計、利用の方法を考える必要があ
る。
②自然災害の大型化
これまで防災と言えば地震対策だったが、最近は豪雨による洪水や停電など全く想定していなかった災害に
より実際に被害が生じている。「これまでに経験したことのない」という警報を年に何度も聞くことが全く珍しくな
くなっている。目黒川でも1日で100ミリ以上などという猛烈な雨が降った場合を想定し、避難と治水の両面で
被害を最小にできる設計が必要だと思う。
③「リモート」の浸透によるファミリー層の行動変容
目黒区はおしゃれな街として若者の人気を集めるだけでなく、通勤等の利便性が高く教育環境等も充実した
立地として、子育て中のファミリーの人気を集めてきた。しかしリモートワーク、リモート授業等の普及により、人
の密集する都心から自然豊かで生活コストの低い地方に拠点を移そうとする潮流が発生している。一方で過
去最大の赤字を計上する企業も枚挙のいとまがなく、収入減により都心を離れざるを得ない家庭も相当数に
上ることが予想される。
また、10階以上の高層住宅に住む子どもの知的発育や住民の健康が下層階の住民より劣るとの学術報告も
ある。さらに豊洲のオリンピック選手村の販売問題など、イメージダウンの要素は非常に多い。
こうした状況を総合的に見ると、タワーマンションブームがいつ終了しても全くおかしくない。規模は違うが新築
の店舗、アパートがいつまでも空室という実例はすでに日常である。
金融機関、ゼネコン等はこうした潮流に敏感であり、「民間活力導入」プランが採用された後に「はしごを外さ
れた」状態になることも十分に考えられる。その時に柔軟にプランを変更できれば良いが、「決まったことは変
えられない」となれば目黒のブランドイメージ、財政、区民との関係は大きく傷つくだろう。
①、②、③と見てきたように、新型ウイルスのパンデミックに対応した計画変更、自然災害の激化による防災計
画の見直しが今の最重要課題である。柔軟な計画の停止、見直しによって、「情報把握、発信に疎い」との評
価を一蹴されるようお願いしたい。

27 新型コロナ感染症の登場で、「新しい日常」が提起されています。その中身については様々な評価があるで
しょうが、今までの尺度をいったん捨てる覚悟が求められています。
「区民センターを新しくする」と言う大きな事業を進めるにあたって、「感染症対策」を含む安全への視点は、今
まで以上に重大視しなければならないと思います。最近の豪雨は、想定されているのでしょうか。
コロナ以前の計画を慎重に見直す必要があることは当然です。計画を拙速にすすめることなく、各分野の専
門家の知見はもちろん、各施設の運営者・利用者の「今」の声を十分に聞き取ってほしいです。
1  すべてを建て替えるか、残して補強する施設もあるのではないか、当事者の意見を十分に聞き取ってほし
い。（美術館は、現在の施設を守りたいという声を聞く）
また、「集約」をすることによるリスクの研究が必要だと思う。
2  民間事業者の参画は、ハード面に限って欲しい。運営の主体は行政に担ってほしい（区に責任を持って運
営してほしい）。
運営についての検討を、各施設の当事者を交えて行ってほしい。それによって、ハード面での見直しが生じる
可能性もある。
3  中目黒スクエア内の施設の存続をどのように保障するのか。当事者と共同研究する場を設けるべきと思う。
4  下目黒小学校は、公立小学校としての機能を十全に果たすために、区民センター内に吸収することには賛
成できない。学校は、区有施設という位置づけでは括れない。学校現場、教育委員会との共通理解を図るべ
きではないか。
5  現在審議中の「目黒区長期計画」との整合性は、考慮するのか（「長期計画」は未確定）。
以上順不同になりましたが、これからどんな未来が訪れるのか「想定外」という言葉を使わなくて済むように、す
べての英知を結集して慎重に検討していきたいです。
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No 意見 今後の検討の方向

新たな区民センターにおいては、これまでのように施
設に集まることだけを前提とした施設整備ではなく、
利用における時間や方法、空間の多様な選択に柔
軟に対応し、施設に訪れなくても情報を得る・利用を
可能とするためのICT化など、今後の区民の生活スタ
イルの変化を見据えた空間づくりが求められることか
ら、時代に合わせた質の高い過ごし方、新たな価値
を生み出す様々な変化に対応することのできる公共
空間を目指していきます。
また、区民センターの敷地は、目黒川沿いという恵ま
れた立地である一方、水害ハザードマップでは水深
0．1ｍ～2.0ｍの深さで浸水するおそれがあるとされ
ており、防災の観点に十分に配慮しながら検討を進
めていく必要があると考えています。
なお、民間活力の活用については、計画の進捗に合
わせて適宜サウンディング調査を行うなど、社会状況
や経済状況の動向を注視していきます。

新たな区民センターは、社会・地域における人々の
信頼関係や結びつきに貢献し、将来にわたり区民の
生活水準の向上につなげる役割を担う空間となるこ
とを目指していきます。
個別の機能については多用途に利用できる空間づく
り、貸室機能の縮充など、機能の融合化を図ってい
きます。
検討の中では、施設だけではなく目黒川や公園を活
かした空間づくり、地域特性を踏まえた防災機能の
向上に留意していきます。
また、民間活力は財政負担の軽減だけではなく区民
サービスの向上に欠かせないと考えており、活用に
当たり、柔軟な運営は不可欠だと考えています。

28 目黒区民センター周辺の未来像について私の周囲でも様々な意見があり、私自身も意見を寄せたが、新型コ
ロナウイルスのパンデミックや線状降水帯による豪雨などこれまでと全く様相の異なる自然災害を前に、これま
での議論は一旦白紙に戻さざるを得ないと思う。少なくともコロナ収束までは、様々な可能性を探るのは構わ
ないが検討を進めるべきではない。
①コロナウイルス蔓延により「集う」ことができなくなった。
社教館・住区センターなど、定員が半分になり、夜間の利用ができないため、社会人などが気軽に集まること
ができなくなった。利用の仕方も非常に制限があり、これまでのような活動は難しい。
区民センターホールも、換気のしやすさ、観客間のディスタンス確保、交差の生じにくい動線など、これまでと
は全く違った観点からのチェックに合格できる設計が必要であり、まずその評価基準を作ることが先決である。
新型コロナウイルスは数年のうちに収束すると思われるが、新たなウイルスによる第2、第3のパンデミックが起
こることを前提にした「新たな活動形態」を策定し、それに沿った施設の設計、利用の方法を考える必要があ
る。
②自然災害の大型化
これまで防災と言えば地震対策だったが、最近は豪雨による洪水や停電など全く想定していなかった災害に
より実際に被害が生じている。「これまでに経験したことのない」という警報を年に何度も聞くことが全く珍しくな
くなっている。目黒川でも1日で100ミリ以上などという猛烈な雨が降った場合を想定し、避難と治水の両面で
被害を最小にできる設計が必要だと思う。
③「リモート」の浸透によるファミリー層の行動変容
目黒区はおしゃれな街として若者の人気を集めるだけでなく、通勤等の利便性が高く教育環境等も充実した
立地として、子育て中のファミリーの人気を集めてきた。しかしリモートワーク、リモート授業等の普及により、人
の密集する都心から自然豊かで生活コストの低い地方に拠点を移そうとする潮流が発生している。一方で過
去最大の赤字を計上する企業も枚挙のいとまがなく、収入減により都心を離れざるを得ない家庭も相当数に
上ることが予想される。
また、10階以上の高層住宅に住む子どもの知的発育や住民の健康が下層階の住民より劣るとの学術報告も
ある。さらに豊洲のオリンピック選手村の販売問題など、イメージダウンの要素は非常に多い。
こうした状況を総合的に見ると、タワーマンションブームがいつ終了しても全くおかしくない。規模は違うが新築
の店舗、アパートがいつまでも空室という実例はすでに日常である。
金融機関、ゼネコン等はこうした潮流に敏感であり、「民間活力導入」プランが採用された後に「はしごを外さ
れた」状態になることも十分に考えられる。その時に柔軟にプランを変更できれば良いが、「決まったことは変
えられない」となれば目黒のブランドイメージ、財政、区民との関係は大きく傷つくだろう。
①、②、③と見てきたように、新型ウイルスのパンデミックに対応した計画変更、自然災害の激化による防災計
画の見直しが今の最重要課題である。柔軟な計画の停止、見直しによって、「情報把握、発信に疎い」との評
価を一蹴されるようお願いしたい。

高度成長期からの建造物、インフラが老朽化してきている。これからの施設は、できるだけ“持続可能”で環境
に配慮したものであることが第一だと思う。
その上で区民センターの未来像（コンセプト）を実現して頂きたい。
地域の人々が結びつき、学びや表現の場があり、より良い暮らしにつながるコンセプトはいいと思う。まず生活
の根本である「健康と安全」が重視される目黒区であって欲しい。
その点から目先の交流の場や一部の利用者の便宜ではなく、将来にわたる区民の生活と目黒区の活性化に
つながるものを期待します。
① 既存の施設の統廃合と有効利用。区内にいくつもホールは要らないし、中途半端な会議室を維持する必
要はない。
② 例えば、下目黒小学校と体育館やプールを共有していく。
③ 美術館は現状維持もしくはギャラリーだけ残し、区民などの発表の場とする。東京都には素晴らしい美術館
が数多くあり、近隣でも東京都庭園美術館があります。区の予算を使って中途半端な美術館を持つ意味がわ
からない。世田谷のように在住作家が多く所蔵作品の幅が広いのは例外だと思います。箱物で文化的な区で
あると考えるのは安易。
④ 防災の拠点としての機能。現在コロナ感染問題でもわかるように、危機管理が都市生活は脆弱です。目黒
区は先駆けて今後起こりうる災害に備える。
⑤ 健康的な生活は、ジムのような設備ではなく、”自然“と共生できる環境から生まれます。これから100年先ま
で考え、誰もが憩える空間を都会だからこそ整備、拡充する。それは世界の大都市、パリ、ロンドン、ニュー
ヨークなどに見られます。
⑥ 高層化には反対します。将来的な人口減少、高齢化からみても、その維持修繕を考えても無駄です。大型
化ではなくスマート化する。
⑦ 多様性を尊重するのであれば、高齢者、保育、障害者と区分けするのではなく、それらが有機的に共存で
きるようなスペース、仕組みを提供する。学生と社会人が交流するような施設。
⑧ 運営に民営の力をうまく使うべきですが、民営が提供するありきたりなカフェやショッピングといったものに依
存せず、決められた路線にこだわらず柔軟に改善していく。
以上、ご参考にして頂ければ幸いです。
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30 コンクリート建造物の耐用年数60年で既に45年経過し補修の方法もあるが将来を考えると建替えを進めるべ
きと考える。
インフラ整備は時間雨量が50ｍ/ｍで完成しておるが温暖化の影響？オーバーが頻発しており、目黒川の氾
濫、浸水を考慮し計画を進めるべきと考える。
民間資本を導入、高さ規制は存在するが大橋の教養施設の様に住宅を建築し、管理・運用を委託し、区の借
金を極力減らすことが肝要である。
美術館から下目黒小学校周辺の道路を整備することも併せて進めるべきと考える。

整備手法については、既存の躯体を維持しながら改
善できる内容及びその後のコスト、耐用年数等を踏ま
えながら、建物の維持だけではなく将来にわたる区
民の使い勝手等も総合的に考慮すると、建替えが最
適だと考えています。
区民センターの敷地は、水深0．1ｍ～2.0ｍの深さで
浸水するおそれがあるとされており、防災の観点に十
分に配慮しながら検討を進めていく必要があると考え
ています。
民間活力の活用は、ご意見にあるような民間資金の
活用の効果もありますが、施設サービスの向上や効
率的な維持管理なども目的として、効果的に活用し
ていきます。

私は区民センター公園を日ごろ利用している者です。そこで感じることを言わせていただくと、まず、公園部分
のスペースが今より狭くなることがないように望みます。特に樹木が伐採されることがないことを強く希望しま
す。
犬の散歩でこの公園を訪れる高齢者は多くいます。私もその一人ですが、健康維持のためだけでなく、そこに
集まった人たちとの会話や情報交換等々が行われ一つの社会が形成されています。集まる人たちは高齢者
だけでなく犬を連れた若い人や隣の下目黒小学校の生徒たちも交ってきます。こうしたコミュニケーションの場
を生む公園はかけがえのない大事なものです。高齢者といえば看護、老人ホームをどうするといった話題が先
行しがちです。しかし、それ以前に健康で元気な年寄りもいっぱいいるわけです。運動施設に限らず、そういう
人たちが足を向けたくなり、戸外で過ごせる場所が存在するということは重要かと思います。そして同公園の魅
力を高めるために、例えば、区民センター公園に向かう遊歩道を設けることはいかがでしょうか。そこに様々な
樹木を植えて、季節ごとに咲く花々を楽しめる。皆がみな自動車や、自転車で行くわけではないです。区民セ
ンター公園に出かけることが社会参加であり健康維持につながる場所になると思います。
緑の環境の充実を図るうえでもう一つお願いしたいことは、芝生で覆われた広場の設置です。今のテニスコー
トの横にある広場からプール横の道全体を一つの広場にしてはどうでしょうか。心安らぐ場所になると思いま
す。下目黒小学校と合せて整備するという考え方も提案されていますが、具体的な姿がよくわかりませんが、
小学校の校庭と区民センターの広場が繋がるのでしょうか？もしそうならば一段と広い空間になりますが。
さらに言えば、「区民センター公園及び目黒川を含めて一体的に充実した空間としていく…」（中間のまとめ
P47)ために、目黒川の浄化はぜひ進めて頂きたい。同時に、目黒川をはさんだ向かいにある田道広場、清掃
工場緑地そして中目黒公園までをまとめて、一体感が感じられるような何か仕掛けを考えてもらえれば、利用
する人も一段と増えるのではないでしょうか。川沿いに歩くと田道橋、中里橋の両端に横断歩道がないので、
遠回りしなければなりません。そのたびに、相変わらず車優先の社会だな、と思わずにはいられません。

31 新たな区民センターについては、これまで以上に目
黒川や公園に大きな役割が期待されることから、周
辺環境にも配慮しながら、目黒川や公園などを含
め、施設全体で居心地の良い空間づくりを目指して
いきます。
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32 ・住民参加の道すじが不明、区民協議会をつくるべき。
・下目黒小学校をいれる理由がよくわからない。田道小学校のPTAなどから反発をうけている状況を理解して
いるのか？
・中目黒スクエアを廃止するのかどうするのか？残ったボランティアセンターなどについてどう考えるのかわか
らない！！
・目黒川という防災の視点が欠けている気がする。大津波がおきたら、どうするのかわからないです！！
ともかく、区民の意見をきく、何が区にとって必要か、地域とって必要かなど検討する場をもうけてほしい！！
民活とかは、それから考えるべきで、先にやるべきではない！！

基本構想（素案）の作成に向け、これまで以上により
多くの世代の方々からの意見、アイディアを聴く取組
を進めるとともに、施設関係所管を通じ、550以上の
関係団体に資料を送付し、ご意見をお伺いしていま
す。今後も、本事業のより多くの方々への周知も含
め、住民参加に注力していきます。
なお、区民センターの敷地は、目黒川沿いという恵ま
れた立地である一方、水害ハザードマップでは水深
0．1ｍ～2.0ｍの深さで浸水するおそれがあるとされ
ており、防災の観点に十分に配慮しながら検討を進
めていく必要があると考えています。

整備手法については、既存の躯体を維持しながら改
善できる内容及びその後のコスト、耐用年数等を踏ま
えながら、建物の維持だけではなく将来にわたる区
民の使い勝手等も総合的に考慮すると、建替えが最
適だと考えています。
また、新たな区民センター整備においては、環境負
担の軽減などに留意しながら検討を進めていきま
す。

（まとめ）に（現区民センターの全面建て替えが最も効果的）と書かれていますが、築45年のRCの構造体を丸
ごとすべて解体する行為は、建物の長寿命化を推進している今の時代に逆行しています。もう一度振出しに
戻り、１棟１棟の改修、再利用の可能性を精査して下さい。建物の長寿命化を図りながら空間の新しい使い易
さや利用率を改善できる環境負荷の少ない目黒ならではの見直し手法を区民の合意を得ながら開発してくだ
さい。
現目黒区庁舎は旧千代田生命本社ビルを解体せずに改修し、シビックセンターとして見事に再生させたもの
で、21世紀型サステナブル建築の模範例として見学者が絶えません。区民センター見直しを区のリーディング
プロジェクトと位置付けるならば目黒区民が誇るこの庁舎の思想を迷わず継承すべきです。
センターの中で一番規模の大きいA棟は、癖のないオフィスビルのような構造体で、指摘されている機能面、
構造面の問題はコストを抑えながら十分改修可能です。現在それぞれの施設が所有している幾つもの貸室の
利用効率を改善すれば、青少年プラザや男女平等参画センターの貸室も兼用できる可能性があります。
現在のセンターの中庭上部に全天候型の屋根を架ければ、複数の施設の利用者が集える快適なアトリウムが
生まれます。
ホール棟、図書館棟、体育館棟についても躯体の長寿命化と新たな空間利用の可能性を利用者の意見も聞
きながら検討して下さい。利用月の少ない屋外プールについては、屋内プールの拡充を前提に廃止し、そこ
には目黒川溢水時貯水設備を地下に設け、上部は公園及び川沿い上部には民間施設の誘致が考えられま
す。
多くのファンに支えられている美術館は、緑の中に程よいスケールで佇み、丁寧に造られた御影石張りの建築
は、改築の必要性はないと考えます。
近距離にある下目黒小学校と田道小学校は、近い将来どちらかの敷地での合築により校地縮減を図り残地の
民間活用が可能となります。

33

22 



No 意見 今後の検討の方向

34 いつもさまざまな取り組み、ありがとうございます。
「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向けた基本的な考え方（中間のまとめ）を拝見させていただき
ました。とても素敵な構想に希望が膨らみ、ワクワクしました。何点か、障害児と保護者の観点から、述べさせ
ていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
p43
図書館での育児サービス機能
・図書館、カフェなど、保護者が息抜きできる場を利用する際に、一時保育などの育児サービスがあると良いと
思います。障害児を抱えて、図書館に行ったり、カフェでお話をしたりなど、なかなかできないのが現状です。
p42
室内に乳幼児プールを設置
p43
学校図書館や学校プールの融合・共有化
・学校プールに幼児プールも併設して、季節や天候によらずプール利用を可能にしてほしいです。
公立のプールは、オムツがはずれていないと入ることができないようですが、水遊びパンツ着用で入れるプー
ルが小さめでもあると良いと思います。障害児にとって、オムツが外れていることというルールは、かなりハード
ルが高いです。
p42 複合施設内の動線を工夫・活用
・障害児者の作品を展示できるスペースがあったら良いと思います。昨年度、障害者アート展が、目黒区美術
館で開催され、とても良かったので、このような機会が定期的にできる場所があるとよいと思いました。
・公園のような遊具やアスレチックがあり、裸足で遊べたり、転んでも危なくない、より安全な室内のこども広場
があると良いです。障害のタイプによっては、屋外の公園では危険で遊ぶことができない子どももいます。公
園遊びは、心身の発達に必要な要素がたくさんあるので、できることなら、たくさん遊具で遊ばせてあげたいで
す。そのような場を提供していただけるとありがたいです。オムツ替え、着替え、授乳、休憩などができるベビー
ルーム・幼児ルームが併設されているとさらに良いです。
・学校の敷地内か隣に、学童保育と児童館と放課後等デイサービスや児童発達支援の施設があり、交流でき
る空間があるととても良いと思います。特に支援学校に通っている児童・生徒は、地域の児童・生徒と交流す
る機会がほとんどないのが現状です。学童保育は、交流の場としては、とても良いのですが、保護者が就労し
ていないと入れないこともあり、放課後等デイサービスなどを利用することで、学童保育や児童館とのお友達と
の交流ができたらとても良いと思います。

新たな区民センターでは、利用者や利用方法の多
様性に着目し、誰でも、いつでも使いやすい施設とし
ていくことを目指していきます。実現する上では、機
能だけではなく空間の細かな仕様や時代に合わせ
たサービスなどに留意していきます。
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35 区民センターの新構想にたいへん関心を持って、拝見いたしました。
隣接する渋谷区、世田谷区、品川区、大田区の動向も勘案できないかと考えます。
隣接の渋谷区では、NHKの改築がはじまりますが、関連施設として、世田谷区に研究所・研修センター（また
港区には文化研究所・放送博物館）があります。この機会に目黒区でも映像センター・放送スタジオ群（仮称）
の新設を検討してみてはどうかと考えます。放送センターを設置するには、ややスペースや緑地面積の面で
難しいですが、スタジオ群ほか調整室、前室、控室、メイク室、写真室の設置、また、映像研修センター、宿泊
棟、キッチンスタジオ、スタジオカフェ（フリースペース）、デザイン室、スタジオパーク、ファッションエリア（衣装
室、理容ルームなど）、リハーサル室、大道具・小道具エリア、映像制作歴史館、映画・映写施設の併設など十
分できるのではないかと考えます。搬入搬出駐車場スペースの確保も必要ではないでしょうか。
ファブラボの新設を予定していますが、大田区には大田区産業プラザ（区産業振興協会、商工会議所大田支
部、観光協会、都立産業技術センター、都中小企業振興公社、知財センター、展示ホール、コンベンション
ホールなど）があり、城南地区の機械、金属関連のサポート機関として機能しています。
目黒区でも電気、電子関連の支援施設として、目黒区産業プラザ（仮称）の新設を検討してみてはどうかと考
えます。ワーキングスペースとして、テレワーク専用スタジオ群、オフィスなどの併設も考えられます。
図書館機能をより充実し、映像ライブラリー・音楽ライブラリー、映像スタジオ・音楽スタジオ、編集スタジオ、
MAスタジオ併設の新図書館の新設が考えられます。スタジオ群の設置にかんがみ、映像専門学校の運用、
スタディエリア、専用カフェの設置が考えられます。
目黒区中央の防災センターは、隣接の都道の開発が目前であり、区民センターに新防災センターもしくは防
災ブランチ機能の設置を検討してみてはどうかと考えます。緊急用ヘリポートの確保も必要ではないでしょう
か。
現在のプールの多目的利用として、訓練用あるいはトレーーニング用プール（シュノーケル等訓練用プー
ル）、また撮影用プールに利用できないかと考えます。宿泊棟、ウォーターパーク施設など検討の余地がある
と考えます。目黒川を活用した乗船場の確保も考えられます。
隣接の新清掃工場からの常用及び非常用エネルギーを利用した給熱配給システム、電力配給設備、緑化ス
ペースの新設などが考えられます。
美術館の改築、新設にかんがみ、音大も近いことから、アトリエ、アートスペース、和室ミニギャラリーの確保、
音楽ホールの設置など考えられます。
また、郷土の歴史の風景をかさね、自然公園、博物館の新設などが考えられます。都内の区営施設におい
て、科学教育への啓発から、科学館（宇宙館、プラネタリウム）も検討の余地があると思います。
設計にあたっては、保安防災、福祉保健（バリアフリー等）に配慮した余裕を持った人的設計配置が求められ
るでしょう。
以下まとめますと、
①映像センター・放送スタジオ群の新設、研修宿泊センター、スタジオパーク、スタジオカフェ、ファッションエ
リア、リハーサル室、大道具・小道具エリア、映像制作歴史館、映画・映写施設、和室の併設、駐車場スペース
の確保
②目黒区産業プラザ（仮称）の新設、テレワーク専用スタジオ群、オフィスの併設
③映像ライブラリー、音楽ライブラリー、スタジオ群など併設の新図書館の設置
④目黒区新防災センター、宿泊棟の新設、緊急用ヘリポートの確保
➄プールの多目的利用。訓練用プール、トレーニング用プール、撮影用プールに転用可能な設計改築、
ウォーターパーク施設、乗船場の確保
⑥隣接新清掃工場のエネルギーを利用した給熱配給システム、電力配給設備、緑化スペースの新設
⑦目黒区美術館、アートスペース等の確保、音楽ホールの併設
⑧郷土自然公園、博物館の併設、科学館（宇宙館、プラネタリウム）の併設
以上、新区民センターの新設にあたって、こんなものがあったらどうかと、所感・意見をのべてみました。

新たな区民センターは、限りある敷地の中で、新たな
社会を見据えながら多用途に利用できる空間づくり
を進めていきます。
多様な工夫方策に関するご意見については、今後の
参考とさせていただきます。
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36 公園（P51～について）
目黒区にはプレーパークがないので作って欲しい。
泥遊びや水遊び、木工や自由な遊びができる場が他区にはあるが目黒にはない。場だけでなくそれに関する
職員（プレーリーダー）ももちろん配置して欲しい。また、プレーパーク内に乳幼児が休憩できるログハウスもあ
ると尚良い。着替えやトイレの心配もなく昼寝をしてしまった時、天候が悪い時、兄弟児でも安心の場所になる
と思う。建物自体は木造、木質化して欲しい。外材や集成材ではなく、国産材（多摩産や姉妹都市の宮城近
郊の木材）を使って、健康に良い木質化をお願いします。
プールやじゃぶじゃぶ池も作って欲しい。
区内や近くは夏になるとどこも満員（林試の森、駒沢公園の池、世田谷公園プールなど）もっと気軽に水遊び
をさせたい。

新たな区民センターは、これまで以上に目黒川や公
園に大きな役割が期待されます。目黒川や公園など
を含め、乳幼児から高齢者まで、誰でも使いやすく
居心地の良い空間づくりを目指していきます。

37 1.この計画について
・直接関係する近隣地域の住民含め、区民に十分に知らされていない。
・早い段階で広く区民の意見を聞く場を設けてほしい。
・更地にして新しいものを建てればいいのではない。現在の施設の有効活用を。
・目黒川沿いの樹木を生かし、環境を守る。タワービルには反対。
2.ホールについて
・客席：400～500席。中規模のホールが必要。一部可動式椅子。車椅子席の設置。
・舞台面：現在の3倍程度の広さに。高さも必要。幅広いジャンルの公演に対応できる。
・楽屋：舞台と同一平面(階段で上下しない)に。バリアフリー。備品収納場所の充実。
・搬入口：舞台面と同じ高さ、搬入車が横付けできるように。
・防音設備：区内に太鼓を演奏できる場所が少なく、太鼓演奏可能な設備を。
・音響、照明：あくまで劇場として（体育館として利用しない）十分な整備を。体育館併用ホールは音響が不十
分で劇団等に不評で利用が少ない。
・トイレ：女性用を増やす。すべて洋式に。多目的トイレの設置。
・バリアフリー：エレベーター設置。館内、ロビー、正面、楽屋口ともバリアフリーに。
3.美術館について
・現在の美術館の存続を。区立美術館のある区は少なく、コレクションも貴重。目黒区の文化度を示すもの。区
民が気軽に美術に触れる場。
・その上で、バリアフリー化、魅力あるカフェの設置等、より開かれた美術館に。
・防災設備：所蔵品を浸水等から守る設備を充実させる。
◎ホールと美術館の運営：(公財)目黒区芸術文化振興財団が一括所管するのが望ましい。パーシモンホール
を20年間運営して来たノウハウを生かす。ホールと美術館の連携イベント等が多く開催ができる。
4.社会教育館について
・現在の社教館は老朽化が進んで利用しづらい。高齢者にも利用しやすいような館に。
・感染症予防の観点からも、小さい研修室を多く作るより、多目的に使える大部屋を。
・広いロッカールーム、安全な給湯室、多目的トイレの設置。全館バリアフリー化。
5.図書館、児童館について
・現在の図書館、児童館に多くの区民、特に子どもたちが集っている。
・広場も含め、子どもたちの居場所を確保する。全面的に建て替える必要はない。
6.プールについて
・屋外と屋内(通年利用)に設置。屋外には子ども用も残す。飛び込み用は不要。
・屋内はプールを含めた「ジム」に。現在の中小企業センターのジムを充実させる。
7.平和祈念関連書籍、公園内にある梵鐘(目黒名誉区民/人間国宝:香取正彦氏作)、　広島被爆二世のアオ
ギリ、被爆の石、長崎被爆二世の柿の木を後世に残し、目黒区の平和学習の拠点として、現在の自然を生か
した区民が憩える広場を作る。
◎ホール、美術館、社教館、図書館、児童館、プールを含めた一帯が、区民のために区民が集い、区民が学
び合うことのできる場所、第3のステージになるような計画を。

基本構想（素案）の作成に向け、これまで以上により
多くの世代の方々からの意見、アイディアを聴く取組
を進めるとともに、施設関係所管を通じ、550以上の
関係団体に資料を送付し、ご意見をお伺いしていま
す。今後も、本事業のより多くの方々への周知も含
め、住民参加に注力していきます。
美術館については、作品展示のほか、ワークショップ
やアウトリーチ、区民の創作活動の発表の場としての
区民ギャラリーが多くの方々に親しまれてきており、ま
た新たな区民センターの未来像（コンセプト）実現に
おいても、創作し、発表でき、区民がより身近に芸術
文化に触れる空間は必要だと認識しています。
整備手法については、既存の躯体を維持しながら改
善できる内容及びその後のコスト、耐用年数等を踏ま
えながら、建物の維持だけではなく将来にわたる区
民の使い勝手等も総合的に考慮すると、建替えが最
適だと考えています。
多様な工夫方策に関するご意見については、今後の
参考とさせていただきます。

35 区民センターの新構想にたいへん関心を持って、拝見いたしました。
隣接する渋谷区、世田谷区、品川区、大田区の動向も勘案できないかと考えます。
隣接の渋谷区では、NHKの改築がはじまりますが、関連施設として、世田谷区に研究所・研修センター（また
港区には文化研究所・放送博物館）があります。この機会に目黒区でも映像センター・放送スタジオ群（仮称）
の新設を検討してみてはどうかと考えます。放送センターを設置するには、ややスペースや緑地面積の面で
難しいですが、スタジオ群ほか調整室、前室、控室、メイク室、写真室の設置、また、映像研修センター、宿泊
棟、キッチンスタジオ、スタジオカフェ（フリースペース）、デザイン室、スタジオパーク、ファッションエリア（衣装
室、理容ルームなど）、リハーサル室、大道具・小道具エリア、映像制作歴史館、映画・映写施設の併設など十
分できるのではないかと考えます。搬入搬出駐車場スペースの確保も必要ではないでしょうか。
ファブラボの新設を予定していますが、大田区には大田区産業プラザ（区産業振興協会、商工会議所大田支
部、観光協会、都立産業技術センター、都中小企業振興公社、知財センター、展示ホール、コンベンション
ホールなど）があり、城南地区の機械、金属関連のサポート機関として機能しています。
目黒区でも電気、電子関連の支援施設として、目黒区産業プラザ（仮称）の新設を検討してみてはどうかと考
えます。ワーキングスペースとして、テレワーク専用スタジオ群、オフィスなどの併設も考えられます。
図書館機能をより充実し、映像ライブラリー・音楽ライブラリー、映像スタジオ・音楽スタジオ、編集スタジオ、
MAスタジオ併設の新図書館の新設が考えられます。スタジオ群の設置にかんがみ、映像専門学校の運用、
スタディエリア、専用カフェの設置が考えられます。
目黒区中央の防災センターは、隣接の都道の開発が目前であり、区民センターに新防災センターもしくは防
災ブランチ機能の設置を検討してみてはどうかと考えます。緊急用ヘリポートの確保も必要ではないでしょう
か。
現在のプールの多目的利用として、訓練用あるいはトレーーニング用プール（シュノーケル等訓練用プー
ル）、また撮影用プールに利用できないかと考えます。宿泊棟、ウォーターパーク施設など検討の余地がある
と考えます。目黒川を活用した乗船場の確保も考えられます。
隣接の新清掃工場からの常用及び非常用エネルギーを利用した給熱配給システム、電力配給設備、緑化ス
ペースの新設などが考えられます。
美術館の改築、新設にかんがみ、音大も近いことから、アトリエ、アートスペース、和室ミニギャラリーの確保、
音楽ホールの設置など考えられます。
また、郷土の歴史の風景をかさね、自然公園、博物館の新設などが考えられます。都内の区営施設におい
て、科学教育への啓発から、科学館（宇宙館、プラネタリウム）も検討の余地があると思います。
設計にあたっては、保安防災、福祉保健（バリアフリー等）に配慮した余裕を持った人的設計配置が求められ
るでしょう。
以下まとめますと、
①映像センター・放送スタジオ群の新設、研修宿泊センター、スタジオパーク、スタジオカフェ、ファッションエ
リア、リハーサル室、大道具・小道具エリア、映像制作歴史館、映画・映写施設、和室の併設、駐車場スペース
の確保
②目黒区産業プラザ（仮称）の新設、テレワーク専用スタジオ群、オフィスの併設
③映像ライブラリー、音楽ライブラリー、スタジオ群など併設の新図書館の設置
④目黒区新防災センター、宿泊棟の新設、緊急用ヘリポートの確保
➄プールの多目的利用。訓練用プール、トレーニング用プール、撮影用プールに転用可能な設計改築、
ウォーターパーク施設、乗船場の確保
⑥隣接新清掃工場のエネルギーを利用した給熱配給システム、電力配給設備、緑化スペースの新設
⑦目黒区美術館、アートスペース等の確保、音楽ホールの併設
⑧郷土自然公園、博物館の併設、科学館（宇宙館、プラネタリウム）の併設
以上、新区民センターの新設にあたって、こんなものがあったらどうかと、所感・意見をのべてみました。

新たな区民センターは、限りある敷地の中で、新たな
社会を見据えながら多用途に利用できる空間づくり
を進めていきます。
多様な工夫方策に関するご意見については、今後の
参考とさせていただきます。
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・目黒区には他区から羨ましがられる「目黒子ども条例」があるにも関わらず、子ども条例を活かした施設がな
いと思う。川崎市子ども夢パークははっきり「川崎市子どもの権利に関する条例」をもとに作られたと謳われて
います。区民センターの内こそ子ども条例を反映させた施設と言えるようにして欲しい。（子どもの城のような）
子どもの意見もしっかりと聞き反映させて欲しい。子どもにとっての遊びは生きていくために必要な身体的精神
的社会的能力を身につけるために不可欠なものである。という遊びの価値が大人がしっかりと考え地域全体
で子どもの遊びの保障をしなくてはいけないと思う。子どもが安心して過ごせる居場所、中高生も過ごせる居
場所、主体的に活動出来る場、禁止事項なく、やりたい事を思いきり行える場、自分の責任で自由に遊べる
場、「目黒区子ども条例」を反映させた空間、施設と言える場所として欲しい。
・森林大国日本として農林水産省、林野庁、東京都でも推進している「公共施設への国産材（多摩産材）利用
をするべきだと思う。（友好都市のある宮城県産など）特に、図書館は無垢産を使用する事で本を守る事にも
なり、リラックス効果も高まる。国産無垢材利用は木質化の中で最も必要な事だと思う。東京おもちゃ美術館も
参考になると思う。（木育ひろばはぜひ使ってほしい）
・公園に関しては、一部でもよいのでプレーパークやユニバーサルデザインインクルーシブな場所が必要だと
思う。目黒区に無い事が区民として恥ずかしい。

基本構想策定に向け、小学生から高校生のアイディ
ア募集、また児童館を利用する保護者も含めて多く
の方にアンケートにご回答いただくなどの住民参加
に取り組んできました。
施設だけではなく公園の空間づくりも含め、いただい
たご意見やアイディアを参考にしながら検討を進め
ていきます。

37 1.この計画について
・直接関係する近隣地域の住民含め、区民に十分に知らされていない。
・早い段階で広く区民の意見を聞く場を設けてほしい。
・更地にして新しいものを建てればいいのではない。現在の施設の有効活用を。
・目黒川沿いの樹木を生かし、環境を守る。タワービルには反対。
2.ホールについて
・客席：400～500席。中規模のホールが必要。一部可動式椅子。車椅子席の設置。
・舞台面：現在の3倍程度の広さに。高さも必要。幅広いジャンルの公演に対応できる。
・楽屋：舞台と同一平面(階段で上下しない)に。バリアフリー。備品収納場所の充実。
・搬入口：舞台面と同じ高さ、搬入車が横付けできるように。
・防音設備：区内に太鼓を演奏できる場所が少なく、太鼓演奏可能な設備を。
・音響、照明：あくまで劇場として（体育館として利用しない）十分な整備を。体育館併用ホールは音響が不十
分で劇団等に不評で利用が少ない。
・トイレ：女性用を増やす。すべて洋式に。多目的トイレの設置。
・バリアフリー：エレベーター設置。館内、ロビー、正面、楽屋口ともバリアフリーに。
3.美術館について
・現在の美術館の存続を。区立美術館のある区は少なく、コレクションも貴重。目黒区の文化度を示すもの。区
民が気軽に美術に触れる場。
・その上で、バリアフリー化、魅力あるカフェの設置等、より開かれた美術館に。
・防災設備：所蔵品を浸水等から守る設備を充実させる。
◎ホールと美術館の運営：(公財)目黒区芸術文化振興財団が一括所管するのが望ましい。パーシモンホール
を20年間運営して来たノウハウを生かす。ホールと美術館の連携イベント等が多く開催ができる。
4.社会教育館について
・現在の社教館は老朽化が進んで利用しづらい。高齢者にも利用しやすいような館に。
・感染症予防の観点からも、小さい研修室を多く作るより、多目的に使える大部屋を。
・広いロッカールーム、安全な給湯室、多目的トイレの設置。全館バリアフリー化。
5.図書館、児童館について
・現在の図書館、児童館に多くの区民、特に子どもたちが集っている。
・広場も含め、子どもたちの居場所を確保する。全面的に建て替える必要はない。
6.プールについて
・屋外と屋内(通年利用)に設置。屋外には子ども用も残す。飛び込み用は不要。
・屋内はプールを含めた「ジム」に。現在の中小企業センターのジムを充実させる。
7.平和祈念関連書籍、公園内にある梵鐘(目黒名誉区民/人間国宝:香取正彦氏作)、　広島被爆二世のアオ
ギリ、被爆の石、長崎被爆二世の柿の木を後世に残し、目黒区の平和学習の拠点として、現在の自然を生か
した区民が憩える広場を作る。
◎ホール、美術館、社教館、図書館、児童館、プールを含めた一帯が、区民のために区民が集い、区民が学
び合うことのできる場所、第3のステージになるような計画を。

基本構想（素案）の作成に向け、これまで以上により
多くの世代の方々からの意見、アイディアを聴く取組
を進めるとともに、施設関係所管を通じ、550以上の
関係団体に資料を送付し、ご意見をお伺いしていま
す。今後も、本事業のより多くの方々への周知も含
め、住民参加に注力していきます。
美術館については、作品展示のほか、ワークショップ
やアウトリーチ、区民の創作活動の発表の場としての
区民ギャラリーが多くの方々に親しまれてきており、ま
た新たな区民センターの未来像（コンセプト）実現に
おいても、創作し、発表でき、区民がより身近に芸術
文化に触れる空間は必要だと認識しています。
整備手法については、既存の躯体を維持しながら改
善できる内容及びその後のコスト、耐用年数等を踏ま
えながら、建物の維持だけではなく将来にわたる区
民の使い勝手等も総合的に考慮すると、建替えが最
適だと考えています。
多様な工夫方策に関するご意見については、今後の
参考とさせていただきます。
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39 （１）跡地をどのような未来像を持つかが大切だと思います。目黒区民には、様々な文化や芸術に関わったり、
趣味としている方が多くおられる自治体の一つだと思いますので、このような知恵と情熱を大切にし、育て合う
術にしていくことが大切だと思います。このため、それぞれのコーナーごとに名称を付けて、この街にしかでき
ないことを広げていければ、いいのではないかと思います。
①文化の街（ホール）
ア、文化の施設には、区民の方々は舞踏・バレー・和洋楽器の演奏・合唱など様々な趣味で生活に潤いを生
み出すために、活動しているサークルがあります。この人たちが、発表の場・交流し合う場（ホール）が必要で
すので、大ホールは１箇所で３００～４００名規模、中ホールは、２箇所とも１００名規模を設置し、区民が利用で
きる使用料を設定すればいいと考えます。合奏や合唱をされる方は、区内に練習する施設（ピアノのある）が
少ないので、これに対応する小ホール２箇所とも50名規模が必要だと思います。（例）多くの区民や様々な
サークルは、パーシモンホールの利用料を払うことができません。
②本に馴染む街（図書館）
ア、子どもへの読み聞かせコーナーを常設し、幼児期・低学年・高学年のコースに分けて行える室を備えてい
る図書館を設置し運営する。読み聞かせをするボランティアは、中高校生や大学生を中心にして公募します。
この頃、兄弟の少ない家庭が多くなっていることを考え、育み合うことの大切さを吸収し合うことになると思いま
す。
イ、今こそ、新型コロナウイルスの感染や核兵器廃絶の動きや戦争体験者が少なくなる状況を考え、平和を語
りつなぐコーナーを設置し、語り部を公募して運営していければいいのではないかと思います。
③芸術や歴史を堪能する街（美術館・博物館）
ア、芸術の施設（美術館）には、施設独自の定期的な展示の開催や区民のサークル等が展示し合うなどで運
営し、サークル相互の交流や区民が活動の場としての役割を担えるようにすればいいと思います。
イ、博物館には、目黒区の歴史資料を一箇所に集約して歴史が堪能できるように展示すればいいと思いま
す。
（２）下目黒小学校・プールやテニス場などは、利用者の意見要望を充分聞いて計画作りから進めてほしいと
思います。
（３）全施設は、今後の財政負担を考え、建て替えた方が財政の効果的な面でもいいのではないかと思いま
す。
（４）P32（ウ）将来にわたる財政負担軽減に向けて・・「他の自治体では、公有地の財産的な価値を有効に活か
し、民間活力の活用～行政の財政負担の割合を低減化する手法も多く見られています。」のことを、目黒区で
も行うことを考えておられるのですか。「民間活力の活用」の内容を具体的に示してください。
（５）この意見を聞かれた後は、住民の財産にかかわることですから、住民の参加や参画を充分保障し、住民
への説明会を開催されることを望みます。

新たな区民センターでは、学びや文化芸術など、多
様な機能を融合的に感じることの出来る空間づくりを
進めていきます。
民間活力の活用は、民間資本活用のほか、設計や
建設、維持管理や施設運営など多岐にわたります。
いずれの段階で活用した場合でも、活用方策に応じ
て区の責任を明確にし、民間活力を活用する本来の
目的である区民サービスの向上や効率的な維持管
理に向けた検討を進めていきます。
基本構想（素案）の作成に向け、これまで以上により
多くの世代の方々からの意見、アイディアを聴く取組
を進めるとともに、施設関係所管を通じ、550以上の
関係団体に資料を送付し、ご意見をお伺いしていま
す。今後も、本事業のより多くの方々への周知も含
め、住民参加に注力していきます。
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41 ･総論
区民センターの周辺は狭隘道路が多く、区民センターへのアクセスも必ずしも良いとは言えない。また、火災
発生時や都市型自然災害の発生時に緊急車輌の通行が困難なため、地域防災に不安を抱く地域住民も多
い。新たな区民センター整備に関しては、単に区有地のみにとどまらず、時間を要するかもしれないが、地域
住民とも協議しながら周辺地域を含めた都市づくり（例えば、市街地再開発事業等の手法も念頭におく）の視
点での検討を要望する。
･総論
「新たな目黒区民センターの基本構想」（素案）の策定にあたり、今後、地域住民、区民利用者等からの意見
聴取（ワークショップ等）を実施するとある。こうした地域の声に耳を傾けることとともに、目黒区の持続可能な行
財政運営、未来像を念頭におきながら、建築・街づくり・不動産・金融・経営など、それぞれの分野の専門家の
意見を聴取し、素案に反映させること。
･総論
区民センターの見直しは、区有施設見直しのリーディングプロジェクトと位置づけられている。この成功の可否
が、今後の区有施設の見直しの試金石となる。今ある既存の施設・事業にとらわれず、柔軟な発想で、目黒区
および区民にとって、新しいシンボルとなるよう、新たな価値を生み出すような整備構想となるよう検討するこ
と。
･財政面
今後、少子超高齢化・人口減少と社会が転換期を迎えている。また、新型コロナウイルス感染症の影響により
今後、長期的に厳しい財政状況が続くと考えられる。新たな区民センター整備については、財政負担が大き
な課題であるので、整備費・運営経費の負担がかからない手法を先進自治体の事例を参考に検討すること。
また、民間企業の創意を取り入れ、継続的に財源が確保できるような新たな事業の創出などもあわせて検討
すること。
･防災
首都直下地震や激甚化する風水害に備え、防災拠点としての機能を持たせること。例えば、災害用の蓄電設
備・自家発電機の設置や支援物資を輸送するヘリ、ドクターヘリの離発着を可能とする緊急離着陸場を新た
に整備する建築物に設置することを要望する。
･防災
区民センター周辺は、低地でゲリラ豪雨により浸水被害が想定されているので、区民センター敷地内の地下
に貯留管を設置すること。また、区民センター対岸の地域は、水害ハザードマップによると１～３ｍの浸水が想
定されている。風水害発生時に、対岸地域の区民が区民センターへ容易に避難できるよう対策（新たな橋を
架橋するなど）を講じること。
･バリアフリー
障がい者や高齢者の使い勝手を考慮し、当事者による動作確認や提案を受け入れるインクルーシブデザイン
による街づくりの視点を導入し、誰もが安心して集える施設整備を実施すること。
・環境負荷の低減
持続可能な社会を実現するため、太陽光発電や目黒川の水流を活用した小水力発電、ＢＥＭＳ（ビルエネル
ギーマネジメントシステム）など、省エネ・再生可能エネルギーシステムを導入して環境負荷の低減に努めるこ
と。
・芸術・文化
目黒区の特徴のひとつである「文化の薫り高いまち」を体現できる街づくりを要望する。この意味するところは、
従来の文化ホール、美術館、図書館等と個々の施設を単に整備するということでない。新たに整備された区
民センターに訪れた区民が、ここに来ると、「アートを感じる」、「音楽を楽しむ」、「自分たちも表現することがで
きる」など、街そのものが文化・芸術を醸し出しているような整備となるよう要望する。
・学校施設
新たな区民センター整備においては、下目黒小学校の敷地を一体的な敷地として取り込み、効果的な整備に
向けた検討を進めるとあるが、下目黒小学校の整備は、今後の学校施設の長寿命化の指標となるような取り
組みを要望する。例えば、新たな区民センターの整備の中で、プールの共同化（プール授業の民営化）、図
書館と学校図書室との共同利用などを検討すること。また、放課後や休日の教室の目的外使用の範囲拡大、
将来の児童が減少を視野に入れた可変性を持たせるなど、を念頭に整備を実施すること。

本事業では、都市計画上の制約をどのように解決し
ていくか、地域の周辺街づくり等と合わせ、総合的に
検討を進めていきます。
また、基本構想（素案）の作成に向け、これまで以上
により多くの世代の方々からの意見、アイディアを聴
く取組を進めるとともに、施設関係所管を通じ、550以
上の関係団体に資料を送付し、ご意見をお伺いする
とともに、公共施設の学識経験者である区有施設整
備アドバイザー2名の意見聴取も実施しています。今
後も、本事業のより多くの方々への周知も含め、住民
参加に注力していきます。
なお、民間活力の活用は、民間資本活用のほか、設
計や建設、維持管理や施設運営など多岐にわたりま
す。いずれの段階で活用した場合でも、民間活力を
活用する本来の目的である区民サービスの向上や
効率的な維持管理に向けた検討を進めていきます。

・冊子を見ても具体的な内容がわからない。プールや図書館をどのようにするのか。
・南海トラフ地震など災害時の対策は考えているのか。建物１階に主要な施設は入れられないだろう。
・冊子のイメージ写真は、広いところに机が少ししかないが、現状も施設が足りていない。予約を取るのも大変
だ。もっと小さな部屋を増やしてほしい。パーテーションで仕切るのは音が漏れて意味がない。
・男女平等・共同参画センターなども移設したら余計狭くなる。
・下目黒小学校の校庭も狭いのに、一体的に検討するのはおかしい。
・社会教育館の職員が、区民センターについて知らなすぎる。勉強していないのか。もっと区職員全体で意識
していくべきだ。（所管部署にも意見を言う。）
・これだけの大きなプロジェクトをどのような組織で運営しているのか。多大な税金を使うのに、担当部署の職
員数が少なすぎる。
・区民が意見を言える場、直接会って話す機会を設けてほしい。

本事業は、検討を専門的に進めるために平成30年
度に担当部署を設置し、あわせて関係部署により構
成する専門組織を設け、全庁的に検討を進めていま
す。
基本構想（素案）の作成に向け、これまで以上により
多くの世代の方々からの意見、アイディアを聴く取組
を進めるとともに、施設関係所管を通じ、550以上の
関係団体に資料を送付し、ご意見をお伺いしていま
す。今後も、本事業のより多くの方々への周知も含
め、住民参加に注力していきます。
多様な工夫方策に関するご意見については、今後の
参考とさせていただきます。
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41 ･総論
区民センターの周辺は狭隘道路が多く、区民センターへのアクセスも必ずしも良いとは言えない。また、火災
発生時や都市型自然災害の発生時に緊急車輌の通行が困難なため、地域防災に不安を抱く地域住民も多
い。新たな区民センター整備に関しては、単に区有地のみにとどまらず、時間を要するかもしれないが、地域
住民とも協議しながら周辺地域を含めた都市づくり（例えば、市街地再開発事業等の手法も念頭におく）の視
点での検討を要望する。
･総論
「新たな目黒区民センターの基本構想」（素案）の策定にあたり、今後、地域住民、区民利用者等からの意見
聴取（ワークショップ等）を実施するとある。こうした地域の声に耳を傾けることとともに、目黒区の持続可能な行
財政運営、未来像を念頭におきながら、建築・街づくり・不動産・金融・経営など、それぞれの分野の専門家の
意見を聴取し、素案に反映させること。
･総論
区民センターの見直しは、区有施設見直しのリーディングプロジェクトと位置づけられている。この成功の可否
が、今後の区有施設の見直しの試金石となる。今ある既存の施設・事業にとらわれず、柔軟な発想で、目黒区
および区民にとって、新しいシンボルとなるよう、新たな価値を生み出すような整備構想となるよう検討するこ
と。
･財政面
今後、少子超高齢化・人口減少と社会が転換期を迎えている。また、新型コロナウイルス感染症の影響により
今後、長期的に厳しい財政状況が続くと考えられる。新たな区民センター整備については、財政負担が大き
な課題であるので、整備費・運営経費の負担がかからない手法を先進自治体の事例を参考に検討すること。
また、民間企業の創意を取り入れ、継続的に財源が確保できるような新たな事業の創出などもあわせて検討
すること。
･防災
首都直下地震や激甚化する風水害に備え、防災拠点としての機能を持たせること。例えば、災害用の蓄電設
備・自家発電機の設置や支援物資を輸送するヘリ、ドクターヘリの離発着を可能とする緊急離着陸場を新た
に整備する建築物に設置することを要望する。
･防災
区民センター周辺は、低地でゲリラ豪雨により浸水被害が想定されているので、区民センター敷地内の地下
に貯留管を設置すること。また、区民センター対岸の地域は、水害ハザードマップによると１～３ｍの浸水が想
定されている。風水害発生時に、対岸地域の区民が区民センターへ容易に避難できるよう対策（新たな橋を
架橋するなど）を講じること。
･バリアフリー
障がい者や高齢者の使い勝手を考慮し、当事者による動作確認や提案を受け入れるインクルーシブデザイン
による街づくりの視点を導入し、誰もが安心して集える施設整備を実施すること。
・環境負荷の低減
持続可能な社会を実現するため、太陽光発電や目黒川の水流を活用した小水力発電、ＢＥＭＳ（ビルエネル
ギーマネジメントシステム）など、省エネ・再生可能エネルギーシステムを導入して環境負荷の低減に努めるこ
と。
・芸術・文化
目黒区の特徴のひとつである「文化の薫り高いまち」を体現できる街づくりを要望する。この意味するところは、
従来の文化ホール、美術館、図書館等と個々の施設を単に整備するということでない。新たに整備された区
民センターに訪れた区民が、ここに来ると、「アートを感じる」、「音楽を楽しむ」、「自分たちも表現することがで
きる」など、街そのものが文化・芸術を醸し出しているような整備となるよう要望する。
・学校施設
新たな区民センター整備においては、下目黒小学校の敷地を一体的な敷地として取り込み、効果的な整備に
向けた検討を進めるとあるが、下目黒小学校の整備は、今後の学校施設の長寿命化の指標となるような取り
組みを要望する。例えば、新たな区民センターの整備の中で、プールの共同化（プール授業の民営化）、図
書館と学校図書室との共同利用などを検討すること。また、放課後や休日の教室の目的外使用の範囲拡大、
将来の児童が減少を視野に入れた可変性を持たせるなど、を念頭に整備を実施すること。

本事業では、都市計画上の制約をどのように解決し
ていくか、地域の周辺街づくり等と合わせ、総合的に
検討を進めていきます。
また、基本構想（素案）の作成に向け、これまで以上
により多くの世代の方々からの意見、アイディアを聴
く取組を進めるとともに、施設関係所管を通じ、550以
上の関係団体に資料を送付し、ご意見をお伺いする
とともに、公共施設の学識経験者である区有施設整
備アドバイザー2名の意見聴取も実施しています。今
後も、本事業のより多くの方々への周知も含め、住民
参加に注力していきます。
なお、民間活力の活用は、民間資本活用のほか、設
計や建設、維持管理や施設運営など多岐にわたりま
す。いずれの段階で活用した場合でも、民間活力を
活用する本来の目的である区民サービスの向上や
効率的な維持管理に向けた検討を進めていきます。

42 新たな目黒区民センターが、乳幼児から高齢者まで、全世代にわたって利用しやすい施設となるような空間・
環境作りを望みます。
子育て世代が活用しやすい区民センターを創設するという考えに立って、意見を述べます。
・乳児連れの親子が必要となる授乳室、調乳室スペースの確保
・乳幼児のオムツ替えスペースの確保、キッズトイレの設置
・子どもが自由に遊べるキッズスペースの整備
・調理室の設置（こども食堂、みんなの食堂の開催、親子の料理教室等として活用）
・乳幼児プールの設置
・自然環境を生かした、鳥、虫などの生き物や植物を身近に感じられるような公園の整備
・乳幼児から児童まで、子どもたちがのびのびと遊べる多様な遊具の設置

新たな区民センターを、誰でも、いつでも使いやすい
施設とするためには、授乳室やオムツ替えスペース、
だれでもトイレなどは当然必要になるものと認識して
います。今後も、多様な世代の意見を聴きながら、子
どもから高齢者まで使いやすい空間づくりに向けた
検討を進めていきます。
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43 １、 コロナ禍の下で、「新しい生活様式」が提起されています。今後整備する施設においては、区民の健康や
命を守るために、ソーシャルディスタンスなどを考慮しなければなりません。こうした新たな状況の下での区とし
ての施設の在り方を示すこと。
２、 中間のまとめには、『「未来につながる　人とつながる　新たな自分とつながる」“できる”が広がる創造空
間』と抽象的なスローガンを掲げ、他の自治体の施設を例示しています。一方、区民センター内にある体育
館、学童保育クラブ、美術館、図書館、社会教育館など、それぞれ法令や条例に基づいた、目的を持った各
施設の総括が示されていません。各施設を利用している区民や団体、さらに幅広い区民の意見や要望を聞く
こと。
３、 中間のまとめでは、区の財政負担の軽減などを理由に、建設及び運営において民間活力を高い割合で
活用する案が示されています。民間活力や民間資金の導入をすべて否定するものではありませんが、区有施
設は区民の生活を支える区民財産です。民間企業に丸投げすることなく、計画・設計・建築・運営などすべて
の面で区がきちんと関与し責任を負うこと。また、区と民間の契約については区民に対しきっちりと情報公開す
ること。
４、 下目黒小学校の敷地を含めて区民センターを建て替える方向が示されました。他の自治体では、学校を
ビルの中に集約し、屋上に校庭を設けているところがありますが、子どもの学ぶ環境がきちんと保障されている
のか問題があるとの声がだされています。また、学校は地域避難所としての重要な役割があり、校庭のない学
校整備はどうなのかといった声もあります。下目黒小学校との一体的な建て替えについて、子どもの発達との
関係でどうなのか、教育上の区の基本的な見解を示すこと。
５、 区は区内の住環境や景観を守ることを目的に絶対高さ制限の仕組みをつくりました。この制度はしっかりと
守るべきです。もし、区民センターを建て替え、高層ビルを建設するとなると、豪雨時に高層ビルの壁を直撃
する雨水が建物の下にたまり、水害を引き起こすリスクが指摘されています。ただでさえ、水害のリスクが極め
て高い目黒川沿いに高層ビルを建設することは、余計に水害のリスクを高めてしまうことになります。区民セン
ターは高層の建物ではなく絶対高さの制限内の建物の高さにすること。
６、 緑の確保と災害時に避難できるスペースを確保する観点から、現状の区民センター公園の敷地を確保す
ること。また、公園内にある平和の鐘や被爆二世の柿の木など、区の平和事業とかかわりのある遺産をきちん
と確保すること。
７、 中目黒スクエアや下目黒住区センターの中にある男女平等・共同参画センター、青少年プラザ、住区会
議室などを区民センター建て替えの際に集約するとしています。中目黒スクエア、下目黒住区センターは引き
続き、区有施設ないし区の敷地として活用すること。
８、 区民センター図書館をさらに充実させ区立図書館として存続させること。
９、 区立美術館は、区立施設として存続させること。
１０、 区民センターの建て替えとともに、不足している公営住宅を整備すること。

新型コロナウイルス感染症による影響については、区
民センターにおいても十分留意していく必要があると
認識しており、基本的な考え方にもまとめましたよう
に、新たな社会を見据え、変化に対応できる空間の
実現に向けた検討を進めていきます。
なお、基本構想（素案）の作成に向け、より多くの世
代の方々からの意見、アイディアを聴く取組を進める
とともに、施設関係所管を通じ、550以上の関係団体
に資料を送付し、ご意見をお伺いしています。今後
も、多くの方々への周知も含め、住民参加に注力し
ていきます。
いずれにしましても、設置から45年が経過している区
民センターの見直しは、区民の方々の利用方法など
現状を踏まえた検討を進め、かつ今後の区の健全な
財政運営に資する視点も持ちながら進めていきま
す。
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1. コロナ後の公共施設のあり方は、ソーシャルディスタンスのとり方を含め区民のいのちを守る上で必要な、ゆ
とりのある施設設計に向けた重大な変更を求めている。区民センターの建替えをこの検討抜きに拙速に行うべ
きではない。住民参加で十分な検討を行い、『基本構想』策定に向けた基本的な考え方（中間のまとめ）を抜
本的に見直すことを求める。
2. さらに、「区有施設見直し方針」そのものを、コロナ後の公共施設のあり方を見据えて、抜本的に見直すべ
きである。なお、社会経済状況の変化に応じて原則として５年ごとに「計画」を改定する区の方針だが、すでに
「方針」策定から６年間経過している。
3. 下目黒小学校の改築については、現在地において改築すべきである。その際、下目黒住区センターなど
の複合化を検討することを否定はしないが、コロナ対応に向けた少人数学級を前提とした教室設計にすべき
である。このことは、全国知事会や市町村長会の要望や国会質疑に対する首相や文科大臣の答弁で、少人
数学級への具体的な検討が開始されているところである。将来を見据えた学校施設更新計画を策定すべきで
あり、当然、下目黒小学校を区民センターの基本構想とは切り離して考えるべきである。
なお、『新たな目黒区民センターの基本構想』策定に向けた基本的な考え方（中間のまとめ）において、下目
黒小学校を一体整備する考え方を打ち出すのを待って、学校施設更新計画案を公表したのであれば、これも
また問題である。
4. 図書館については、住民の「知る権利」補償は非常事態の時ほど重要であり、入館を禁止した下での図書
館機能発揮のあり方を含め、コロナ後の図書館のあり方の検討を先行させる必要がある。図書館の管理体制
とも一体に検討する必要がある。
5. 美術館は老朽化していない。新耐震基準を備えており耐震も問題ない。よって、合築計画から除外し、いま
のまま活用すべきである。
6. 絶対高さ規制は、将来に向けた目黒区の街づくりの基本である。この基本に立つべきであり、区有施設に
おける建て替え計画においては、敷地が１万㎡を超えていても４０ｍまでの緩和規定を適用すべきではない。
絶対高さ規制は２０ｍを堅持すること。
7. 児童館・学童保育については、その役割の発揮がコロナ問題を通じてますます重要となっている。「３密」を
できるだけ避ける施設設計はどうすればよいか、真剣で専門的な検討こそ早急に先行すべきである。
8. 中小企業センターのあり方、勤労福祉のあり方、消費者センターのあり方を、将来を見据えてどうしていくの
か、設置目的をあいまいにする方向で区の考え方を打ち出しているのは逆である。設置された目的の原点に
戻って、関係者や専門家の声を踏まえて、強化する方向を打ち出すこと。
9. 複合化すればするほど、数十年後の施設の更新計画において複合的な問題を抱え一層困難を極める。
ジェンダー平等社会に向けて男女平等・共同参画センターは、本来なら総合庁舎内に設置すべきところであ
り、徒歩圏内にある現在地こそ利便性がある。青少年プラザについては、設置された目的の原点に戻って、関
係者や専門家の声を踏まえて、強化する方向を明確に打ち出すこと。その上で、社会教育や児童館との連携
強化を言うのであれば、区民センターにふさわしく、中央社会教育館、中央児童館のような位置づけのもとで、
青少年プラザを位置づけるのならともかく、移設・複合化先にありきのやり方で進めてはならない。
10. 以上のような検討は、設置目的を持つ各施設のすべての関係者を含めた、総合的な検討が不可欠であ
り、また、そのための情報開示も積極的に行うこと。なお、区民が情報開示請求したときに、応札４社の中から
区がコンサル契約を結んだＰｗＣアドバイザリー合同会社については、情報公開や住民参加に後ろ向きであ
り、この会社の意向に従って、区民への情報開示が極めて不十分になっている現状を改善すべきである。

新型コロナウイルス感染症による影響については、区
民センターにおいても十分留意していく必要があると
認識しており、基本的な考え方にもまとめましたよう
に、新たな社会を見据え、変化に対応できる空間の
実現に向けた検討を進めていきます。
区有施設見直し計画にも記載していますが、計画
は、基本計画の改定に合わせて縮減目標数値の見
直しや、必要に応じた改定を行います。
なお、基本構想（素案）の作成に向け、これまで以上
により多くの世代の方々からの意見、アイディアを聴
く取組を進めるとともに、施設関係所管を通じ、550以
上の関係団体に資料を送付し、ご意見をお伺いして
います。今後も、本事業のより多くの方々への周知も
含め、住民参加に注力していきます。
いずれにしましても、設置から45年が経過している区
民センターの見直しは、区民の方々の利用方法など
現状を踏まえた検討を進め、かつ今後の区の健全な
財政運営に資する視点を持ちながら進めていきま
す。

44
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46 子どもの頃から、区民センターのプールやボーリング場、広場などで多くの時間を過ごしました。それらの設備
の恩恵を受けた我々は、次の世代のためにも、しっかりとしたものを残していきたいと思います。現在は、パー
シモンホールの近くに住んでいますが、巨額の負担があったとはいえ、その恩恵を子どもたちが文化事業など
で享受しており（こどもが初めて行ったコンサートはパーシモンホールでした）、同様のものを遺していきたいと
思います。
そして、さまざまな区民のニーズをつかむ意味でも、民間活力の導入を視野に入れつつ、一体整備を図ると
いう方向性に賛同いたします。ここで、目黒区は公園面積が他区に比べて狭く、グラウンドの確保も難しい状
況にあります（他に23区で（区外ではなく）区内に球技公式戦が開催可能な公有グラウンドを持っていないの
は、目黒区の他には、都心の千代田・港区程度かと思います）。区有地が少ないなかで、この好機を活かし下
目黒小学校の校庭を兼用する形で、大規模な球技等の公式戦可能なグラウンド（105m×68mのサイズ）の整
備の検討を希望いたします。都会で大きな公園のない小学生が伸び伸びと遊ぶことはもちろんのこと、区民の
運動会や区の中高生、社会人が利用することで、スポーツの機会を確保することが可能となります。また、広
いグラウンドは、災害等の有事の際にも拠点となり、一体開発された施設とこの広いグラウンドが、区民の拠り
所となるものと思われます。このグラウンドは一体整備された施設と同様、「多用途に利用できる空間づくり」に
も資すると思われます。
日中は学校での利用、夕方・夜間は部活動や社会人の活動、そして休日も、部活動などに加えてその他の区
民の幅広い利用が見込まれ、有事には災害対策等への拠点として活用されます。加えて、グラウンドという未
利用地があることで、将来の見えないニーズへ対応することが可能となります（昨今では保育園の設置ニーズ
があったかと思いますし、昨今の豪雨に対応するための下水道増設幹線のシールドトンネルの発着所なども
広い公有地が必要となります）。しっかりとしたものを作り次の世代のために整備しつつ、今後の展開に備える
意味で、このような広いグラウンドの重要性をご理解いただき、検討に活かしていただきたく希望いたします。

新たな区民センターにおいては、ご意見にもあるよう
に多用途に使える空間づくりを進めていきます。あわ
せて、敷地の特性も踏まえて防災の視点にも留意し
ていきます。
多様な工夫方策に関するご意見については、調査・
研究が必要な要素だと認識しており、検討に当たっ
て参考とさせていただきます。

45 詳しい「中間取りまとめ」は読んでおらず、概要版で知った内容への意見です。
(１) 区民との直接的な意見交換もしていない現在の段階で、民間コンサルタント会社をすでに選定したと聞き
ますが、コンサルタント会社に、具体的にどのような仕事を任せるのですか？基本構想の策定は、当然、目黒
区が行うのだと考えていましたが、そのどこにコンサルタント会社を位置づけるのでしょうか？(まとめの手伝い
的な役割ですか？)
(２) 私は、基本構想の土台となるべき区民との意見交換は、目黒区に責任をもってやってほしいと思います。
民間のコンサルタントに区民の意見をまとめさせるわけではないですよね？大事な目黒区の土地を使ったこ
のような大規模な建て替えは、今後、二度とないでしょう。だからこそ、時間が少しかかっても、区民同士や区
民と区との意見交換が不可欠だと考えます。
(３) 第2章の「区民活動の変化」「社会潮流の変化への対応」について区民同士(専門家も入れても)が意見交
換をし、意見をすり合わせることから始めてはどうですか。その下の「“できる”が広がる創造空間」は、いいとこ
ろばかりが挙げられていますが、あれもこれも全部をやるのは無理なので絞ることになるでしょう。そここそ、区
民の意見を集約し、具体的な大きな方向性をまとめていくべきです。
(４) また、新たな区民センター構想の中に下目黒小学校を入れないでください。誰もが出入りできるオープン
な複合施設の中に小学校まで取り込むのは間違いです。大人がみだりに入っていってはいけない小学校は、
別に独立させて建て直すべきです。小学校には校庭が必要だし、いざというときには、避難所になる空間で
す。
(５) 「留意すべき視点」として3パターンが提示されていますが、私は、パターン②を支持します。構想も建設も
運営も民間に丸投げするかのようなパターン①には反対です。目黒区はこれまでに「合理化」として区職員を
大幅に減らし、民間への委託を進めてきましたが、図書館でも保育園でも、問題や課題が出ています。いずれ
も経費をいかに安くするかからであって、区民にとり使いやすくする―という視点が欠けています。行政がやる
べきこと、民間ができることを綿密に検討せねばなりません。

区民センター見直しに係る検討の主体は目黒区で
す。コンサルタントは、平成30年度以降区の行う検討
をより専門的で実効的なものとするため、区の検討作
業や資料作成に係る支援などに活用しています。
また、基本構想（素案）の作成に向け、ワークショップ
等を通してこれまで以上により多くの世代の方々から
の意見、アイディアを聴く取組を進めるとともに、施設
関係所管を通じ、550以上の関係団体に資料を送付
し、ご意見をお伺いしながら具体化を図っています。
今後も、本事業のより多くの方々への周知も含め、住
民参加に注力していきます。
下目黒小学校の一体整備においては、地域の防災
力強化も含め、小学校が地域コミュニティの活動の中
心としたうえで、セキュリティーに十分に配慮した検討
を基本として進めていきます。
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46

47 会の定例会で出された意見を羅列します。
・区民センターはハザードエリアにあるので、水害対策に万全を期してほしい。
地下には大切な資料を保管しない。施設の設備系統や駐車場も地下には設置しない意見に賛同する。
災害時には近隣の避難場所にもなるようにまた密集を避けた空間が確保できるようなフロアを設けてほしい。
・老若男女問わず、憩える自然環境を作る。
・プランターに花を植えるのも景観的には美しいが、沢山の命が息づく、土のにおいのする１０坪ほどの自然な
庭と農場を作る。
・雑草のおおいぬのふぐりが咲き春を知り、虫や鳥が飛び生物多様性を知る・・・四季の移ろいを感じること
は、癒しと憩いになる。野草、樹木でなるべく人の手が加えられない庭園。目黒の鳥の四十雀が営巣できる環
境。子どもたちの情操教育にもなる。
・ミニサイズの目黒区の地産地消の拠点を作る。食育の一環として、位置付ける。
農場を作り、田作りをして、収穫した野菜などはこども食堂や区民センターのレストランで使用する。エコライフ
めぐろ推進協会とも運営を共催していく。
・区民の社会活動・生涯教育の拠点つくりの充実
・緑豊かな自然環境を生かした憩いの広場　農園・野鳥の来る公園
・区民センターは、ホール、体育館、図書館、そして社会教育館は社会教育活動の拠点として、また消費生活
センターが消費生活活動の拠点となるなど、各々の文化的活動を、区と区民とが協働して担ってきた歴史が
ある。
中目黒駅周辺に見られるような、‘オシャレなエリア’に変貌するのでなく、目黒が培ってきた文化を大切に継
承できる場にしたい。渋谷・大崎・目黒駅周辺に見られるようなゼネコンが作ったようなエリアにはしたくない。
しかし、「新たな…未来像(コンセプト)」に示されている言葉は、あまりにもファジーで、求められる機能が整理さ
れているとも思えない。もう少し、具体的な言葉にしてほしい。
また、留意すべき視点でパターンを3つにして、パターン①はコンセプト実現可能性が高いとし民間活力も最
大限活用としているが、‘最大限活用’とはどこまで？…。‘民間活力’の定義や関係性も定かでない。
・(概要版)国・都をめぐる社会潮流のうち、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技会……、リニア中央新幹
線開通による……」は削除した方がよい
・地域特性の分析では、目黒川に沿い観光資源として活用できる要素ありとしているが、低地であることや目
黒川の水位が上がったとき(氾濫含め)の危険性も計画の視点に入れるべき。
・目黒の中の残された貴重な広域地であるので、大規模避難施設と組み合わせた施設を計画できないだろう
か。災害については、想定外といわれるような災害が起きてくると思われる。
・2019年のラグビーワールドカップの決勝戦が開催された新横浜公園にある日産スタジアムの近くを流れる鶴
見川流域は、古来洪水被害が多く発生する地域で、決勝戦が行われる前日も台風の大雨で洪水になりまし
た。皆、明日は中止かとハラハラさせられましたが、当日、決勝戦が行われたのです。
新横浜公園は治水対策が大きな課題となっていました。そこで多目的遊水地という河川が氾濫した際に一時
的に河川の水を引き込み、洪水の一部を溜めることで、流域への洪水被害を低減させる機能を持っているの
で、新横浜公園内にある日産スタジアムは、洪水時にはスタジアムの下に水を流しこみ新横浜公園自体が、
洪水から街を守るための安全・安心装置となっているのです。それで決勝戦が開催されたのです。
温暖化、気候変動等、今までとは予想外の天候が続くと思われます。是非とも目黒川の近くのこの場所にも、
こういう装置を作って頂きたい。

民間活力の活用は、民間資本活用のほか、設計や
建設、維持管理や施設運営など多岐にわたります。
いずれの段階で活用した場合でも、活用方策に応じ
て区の責任を明確にし、民間活力を活用する本来の
目的である区民サービスの向上や効率的な維持管
理に向けた検討を進めていきます。
区民センターの敷地は、目黒川沿いという恵まれた
立地である一方、水害ハザードマップでは水深0．1
ｍ～2.0ｍの深さで浸水するおそれがあるとされてお
り、防災の観点に十分に配慮しながら検討を進めて
いく必要があると考えています。
その他の多様な工夫方策に関するご意見について
は、今後の参考とさせていただきます。

子どもの頃から、区民センターのプールやボーリング場、広場などで多くの時間を過ごしました。それらの設備
の恩恵を受けた我々は、次の世代のためにも、しっかりとしたものを残していきたいと思います。現在は、パー
シモンホールの近くに住んでいますが、巨額の負担があったとはいえ、その恩恵を子どもたちが文化事業など
で享受しており（こどもが初めて行ったコンサートはパーシモンホールでした）、同様のものを遺していきたいと
思います。
そして、さまざまな区民のニーズをつかむ意味でも、民間活力の導入を視野に入れつつ、一体整備を図ると
いう方向性に賛同いたします。ここで、目黒区は公園面積が他区に比べて狭く、グラウンドの確保も難しい状
況にあります（他に23区で（区外ではなく）区内に球技公式戦が開催可能な公有グラウンドを持っていないの
は、目黒区の他には、都心の千代田・港区程度かと思います）。区有地が少ないなかで、この好機を活かし下
目黒小学校の校庭を兼用する形で、大規模な球技等の公式戦可能なグラウンド（105m×68mのサイズ）の整
備の検討を希望いたします。都会で大きな公園のない小学生が伸び伸びと遊ぶことはもちろんのこと、区民の
運動会や区の中高生、社会人が利用することで、スポーツの機会を確保することが可能となります。また、広
いグラウンドは、災害等の有事の際にも拠点となり、一体開発された施設とこの広いグラウンドが、区民の拠り
所となるものと思われます。このグラウンドは一体整備された施設と同様、「多用途に利用できる空間づくり」に
も資すると思われます。
日中は学校での利用、夕方・夜間は部活動や社会人の活動、そして休日も、部活動などに加えてその他の区
民の幅広い利用が見込まれ、有事には災害対策等への拠点として活用されます。加えて、グラウンドという未
利用地があることで、将来の見えないニーズへ対応することが可能となります（昨今では保育園の設置ニーズ
があったかと思いますし、昨今の豪雨に対応するための下水道増設幹線のシールドトンネルの発着所なども
広い公有地が必要となります）。しっかりとしたものを作り次の世代のために整備しつつ、今後の展開に備える
意味で、このような広いグラウンドの重要性をご理解いただき、検討に活かしていただきたく希望いたします。

新たな区民センターにおいては、ご意見にもあるよう
に多用途に使える空間づくりを進めていきます。あわ
せて、敷地の特性も踏まえて防災の視点にも留意し
ていきます。
多様な工夫方策に関するご意見については、調査・
研究が必要な要素だと認識しており、検討に当たっ
て参考とさせていただきます。
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新型コロナウイルス感染症による影響については、区
民センターにおいても十分留意していく必要があると
認識しており、基本的な考え方にもまとめましたよう
に、新たな社会を見据え、変化に対応できる空間の
実現に向けた検討を進めていきます。
区民センターの見直しは、区有施設見直しのリー
ディングプロジェクトです。今ある区有施設全体を更
新できない状況を踏まえると、施設の複合化、集約
化は、施設見直しを進める中で区民サービスをなる
べく低下させない手段として不可欠です。区民セン
ターでは、集約化や多機能化を図りながら、施設
サービス向上を実現させる取組として、縮充を図りま
す。
民間活力を活用した場合でも、活用方策に応じて区
の責任を明確に、区の主体性を保ちながらも民間の
有する運営等のノウハウを活かすことで、本来の目的
である区民サービスの向上に向けた検討を進めてい
きます。
なお、中目黒スクエアの住区会議室や児童館、学童
保育クラブについては、現時点では集約等の対象と
していないため記載していません。

48 １．新たな区民センター整備に向けた考え方（ｐ．３０以降）に関して
①平成29年6月の「区有施設見直し計画」の取りまとめ以降の変化のうち、より顕著になっている風水害や地
震災害における避難所の機能充実についての要請、並びに本年1月以降の新型コロナウイルスによる新たな
感染症対策への対応策が抜け落ちており、「中間まとめ」以降の検討に取り入れる必要があると思います。
②歴史と伝統のある下目黒小学校の改築整備を含めるのであれば、学校教育法に基づく施設の維持が欠か
せない。「ビルの中に収容」された学校施設ではなく、校庭やプール、体育館などを考えると現在地での改築
を望みます。また、学校は地域の避難所でもあり、地震や風水害対策、コロナ対策から要請されるその役割・
機能についても検討すべきです。
２．「新たな区民センターに導入する機能について」に関して（Ｐ．３６以降）
①「縮充」について、現在の区民センターにある会議室等の貸し室は集約化、融合化の対象として理解できま
すが、区民センター以外の施設を対象にする行き過ぎた集約化はかえって区民サービスの低下を招くなど、
弊害の方が大きいと思います。「縮減化」と「区民サービスの充実」は功罪両面があり、慎重に検討すべきで
す。融合化、縮減化により区民サービスが充実するかのような描き方は誤解を招き、区民サービスの低下を招
く可能性を見えなくしています。
②「青少年プラザ」は、青少年健全育成に関する全区的な施設として位置づけ整備されたものであり、そのた
めレク室・レクホール、防音つき音楽室、美術室、交流コーナー、宿泊可能な施設として和室、ベッドつき洋
室、調理室、シャワールーム等を備えている。
これらの施設は、隣接する中目黒公園が防災倉庫を持つ防災公園として整備され、広域避難場所にもなって
いることから、区有施設として保持し、避難施設の一つとしての活用が期待できるものである。公園に隣接する
東京共済病院とも連携し、介護を必要とする障がい者や高齢者など社会的弱者の避難場所として位置づけら
れる可能性があり、集約対象から外してほしい。
③「民間活力を積極的かつ多様に活用」（ｐ．１１ほか）について、「施設整備及びその後の運営を効率的・効
果的に進めていく」とのことですが、利用者の利便性、運用面におけるきめ細かいサービス提供、利用料金の
設定などについて区の主体性は貫けるのか疑問です。結局のところ、民間への区民サービス丸投げでは、行
政サービス低下によって利用者にしわ寄せされる例が多いのではないか。
３．「新たな区民センターの未来像（コンセプト）」に関して（ｐ．１４以降ほか）
①「5つの類型」の活動空間イメージが示されているが、「未来とつながる、人とつながる、新たな自分とつなが
る」ためには、それらがどのように実現されるのかイメージが伴っていない。ここで示された絵を実現するために
は、それぞれの分野に精通した専門家の役割が重要である。器（施設）を作れば自然にできるものでもなく、
利用者に委ねても解決しない。運営を民間に委ねて利用者任せでは単なる「画餅」に陥るのではないか。区と
して主体性を持ち、専門人材の育成・活用も併せて積極的に行うべきである。
４．施設整備方法のパターンについて（ｐ．２０ほか）
①区民センターの敷地は、「中目黒駅と目黒駅の中間地点」に位置しているというが、電車でのアクセスはあま
り良いとはいえない（特に中目黒駅から）。また、道路事情も目黒通り、山手通りという幹線道路が近くにある
が、「サウンディング調査」（ｐ．４４）でも「幹線道路からの視認性が悪く、周辺・接道道路の幅員が狭いため、
商業施設としてのポテンシャルは低い」と指摘されている。目黒駅周辺の高層ビル再開発に惑わされることな
く、身の丈に合わせた目黒区らしい開発を考えるべきで、その点ではパターン①ではなく、パターン②でも良
いと思う。
５．質問事項
①　周辺施設機能の集約化に関して、
・「下目黒住区センター内会議室等」には、会議室以外の施設（老人いこいの家等）も含まれるのか？
・中目黒スクエアの男女平等・共同参画センター及び青少年プラザについては集約化の対象にしているが、
他の住区内会議室、児童館、学童保育クラブについては言及がない。別途、区民センター以外の施設との集
約方法を考えているのか？
・これらの施設は、将来的にどこかの施設に統合・集約され、跡地は売却を考えているのか？
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新型コロナウイルス感染症による影響については、区
民センターにおいても十分留意していく必要があると
認識しており、基本的な考え方にもまとめましたよう
に、新たな社会を見据え、変化に対応できる空間の
実現に向けた検討を進めていきます。
区民センターの見直しは、区有施設見直しのリー
ディングプロジェクトです。今ある区有施設全体を更
新できない状況を踏まえると、施設の複合化、集約
化は、施設見直しを進める中で区民サービスをなる
べく低下させない手段として不可欠です。区民セン
ターでは、集約化や多機能化を図りながら、施設
サービス向上を実現させる取組として、縮充を図りま
す。
民間活力を活用した場合でも、活用方策に応じて区
の責任を明確に、区の主体性を保ちながらも民間の
有する運営等のノウハウを活かすことで、本来の目的
である区民サービスの向上に向けた検討を進めてい
きます。
なお、中目黒スクエアの住区会議室や児童館、学童
保育クラブについては、現時点では集約等の対象と
していないため記載していません。

49 目黒区民センターに係るこれまでの動きを箇条書きにすると以下のようになる。
（１） ２０１７年（平成２９年）６月、「目黒区区有施設見直し計画（平成２９年度～平成３８年度）」策定。
（２） ２０１９年（平成３１年）３月、「目黒区民センターの課題整理」取りまとめ・公表。（以下、「課題整理」と略
称。）
（３） ２０１９年（令和元年）９月、「『目黒区民センター見直しに係る基本的な考え方』の策定に向けた検討素
材」公表、意見募集。（以下、「検討素材」と略称。）
（４） ２０２０年（令和２年）６月、「『新たな目黒区民センターの基本構想』策定に向けた基本的な考え方（中間
のまとめ）」作成・公表、７月３１日まで意見募集。（以下、「中間のまとめ」と略称。）
まず（２）の「課題整理」についてみると、最も評価できる点はそのP.1「はじめに」に記載した７項目の検討の方
向性である。すなわち、
①区の施策推進のために必要な施設機能の精査
②複合施設としての目黒区民センターのあり方
③改修等の手法（民間活力の活用等）
④都市計画上の制約
⑤目黒駅周辺地区街づくりとの関係
⑥周辺施設との複合化
⑦既存建物の耐震面での対応
である。
この７項目は工学的にも法制度上も合理的な内容であり、表現も簡潔明瞭であり、これに厳密に基づいてこれ
以降の行政と区民による検討・計画が進められることが望ましかった。
しかし、これ以降の検討・計画はそのようには進まなかった。今回は時間が足りず、詳しく述べることができない
が、この点についてはいずれこの意見書の補論を提出したいとも思うし、ワークショップのような機会があれ
ば、話題として提出したいとも思うものである。
具体的な話を何もしないのも誠意のないことなので、一二点のみ指摘をしておく。
一つは、目黒川に直接、接続する立地・建築物等を扱うにあたって、
「目黒川流域河川整備計画」２０１８年（平成３０年）4月、東京都）乃至それ以降の資料を縦覧精査し、また東
京都の当該河川担当者と十分な協議をおこなっているのかということである。何しろ、区民センターが老朽化
しているとすれば、それを支える目黒川護岸も老朽化していると考えるのが当然であって、上物の区民セン
ターを更新してから、下物の目黒川護岸を更新するというのは困難なことである。
今一つ、（２）の「課題整理」のP.59には「パターン② 区民センターと一体的に小学校を整備」の記載がある。こ
の記載は（３）の「検討素材」、（４）の「中間のまとめ」にも引き継がれ、その記述も強調されてくるのであるが、
区民センターと一体的に下目黒小学校を整備すべき決定的かつ具体的な理由は見いだされない。例えば田
道小学校と一体的に整備するとしても、同じことがいえるであろう。したがって、何か語られていない、理由があ
るのであろう。案ずるにそれは、区民センターと下目黒小学校を一体化することによって、目黒通りと連絡する
進入道路を設置する可能性が出てくるということであろう。このことは大きな魅力であるが、小学校の校庭を分
断する影響は計り知れず、現在の沿道に櫛比する住宅等の賛同を得られる見通しも記述されていない。
次に（３）の「検討素材」についてみると、最も評価できる点はそのP.3「取組全体の流れ」に記載された目黒区
民センター見直しのロードマップである。（２）「課題整理」にはこれが欠けていた。そして、（４）「中間のまとめ」
はこのロードマップには予定されていなかったこともわかる。その他の検討・計画については、（２）「課題整理」
よりも分析が進んでいるとはいえず、若干の材料の追加はあるが、（３）「検討素材」自体への当会の意見にお
いて論じたので、再論はしない。
この意見書の直接の対象である（４）「中間のまとめ」についてであるが、言うまでもなく（３）「検討素材」に対す
る大量の意見の処理とおりからの新型コロナウイルス禍に追われながらの粘り強い作業であり、文章も次第に
こなれてきたことを特筆する。
「中間のまとめ」のP.2に新しい「（３）取組全体の流れ」が記載されているが、（３）「検討素材」に記載のものとは
かなり異なっている。変更点をいちいち注記はしないが、内容的には留意すべきものである。新たに、「民間事
業者のサウンディング調査」「地域住民、区民利用者等からの意見反映（ワークショップ等）」等の語が新たに
加わっている。この間に加わる「基本構想策定に向けた基本的な考え方」については素案はつくられず、次の
「新たな目黒区民センターの基本構想」について素案がつくられることになっている。
素案とは言い換えると承認案原案ということなので、実質的な意見の反映は「基本構想策定に向けた基本的
な考え方」の段階で、並行して行われる「民間事業者のサウンディング調査」「地域住民、区民利用者等からの
意見反映（ワークショップ等）」等の機会を置いてない。ワークショップは最初に述べた７項目についておこなう
べきであるが、分科会方式を採用して、話し合いの深化と能率化を図るべきであろう。
最後に、本来は７項目の検討の方向性にそって希望という意味での意見を言うべきところであるが、少々先回
りして、本会の希望的意見を述べる。
・目黒区の図書館は全八館体制によって成り立っていて、その体制は目黒区立図書館基本方針に規定され
ている。この八館体制が要求する館内諸設備及び配本車スペースを確保すること
・館内の換気設備を確保すること
・新区民センターの建物設置位置は、できるだけ山手通り側とし、目黒川護岸から遠ざけること
・図書館と他の施設の複合化ついては、各施設の性格・機能を精査し、外見上の類似性などで判断せず、真
に必然性のある組み合わせとすること
以上

河川沿いに建築物を整備する際には、河川管理者と
の協議が必要になります。ただし、それは建築計画
の具体化を図る中で確認していくことになります。
下目黒小学校の一体整備により得られる効果として
は、小学校が築55年を経過し、更新に係る検討が必
要となる時期に入っていることをとらえ、一体的に整
備することで教育活動のさらなる充実が期待できる点
にあります。
その他の多様な工夫方策に関するご意見について
は、今後の参考とさせていただきます。

48 １．新たな区民センター整備に向けた考え方（ｐ．３０以降）に関して
①平成29年6月の「区有施設見直し計画」の取りまとめ以降の変化のうち、より顕著になっている風水害や地
震災害における避難所の機能充実についての要請、並びに本年1月以降の新型コロナウイルスによる新たな
感染症対策への対応策が抜け落ちており、「中間まとめ」以降の検討に取り入れる必要があると思います。
②歴史と伝統のある下目黒小学校の改築整備を含めるのであれば、学校教育法に基づく施設の維持が欠か
せない。「ビルの中に収容」された学校施設ではなく、校庭やプール、体育館などを考えると現在地での改築
を望みます。また、学校は地域の避難所でもあり、地震や風水害対策、コロナ対策から要請されるその役割・
機能についても検討すべきです。
２．「新たな区民センターに導入する機能について」に関して（Ｐ．３６以降）
①「縮充」について、現在の区民センターにある会議室等の貸し室は集約化、融合化の対象として理解できま
すが、区民センター以外の施設を対象にする行き過ぎた集約化はかえって区民サービスの低下を招くなど、
弊害の方が大きいと思います。「縮減化」と「区民サービスの充実」は功罪両面があり、慎重に検討すべきで
す。融合化、縮減化により区民サービスが充実するかのような描き方は誤解を招き、区民サービスの低下を招
く可能性を見えなくしています。
②「青少年プラザ」は、青少年健全育成に関する全区的な施設として位置づけ整備されたものであり、そのた
めレク室・レクホール、防音つき音楽室、美術室、交流コーナー、宿泊可能な施設として和室、ベッドつき洋
室、調理室、シャワールーム等を備えている。
これらの施設は、隣接する中目黒公園が防災倉庫を持つ防災公園として整備され、広域避難場所にもなって
いることから、区有施設として保持し、避難施設の一つとしての活用が期待できるものである。公園に隣接する
東京共済病院とも連携し、介護を必要とする障がい者や高齢者など社会的弱者の避難場所として位置づけら
れる可能性があり、集約対象から外してほしい。
③「民間活力を積極的かつ多様に活用」（ｐ．１１ほか）について、「施設整備及びその後の運営を効率的・効
果的に進めていく」とのことですが、利用者の利便性、運用面におけるきめ細かいサービス提供、利用料金の
設定などについて区の主体性は貫けるのか疑問です。結局のところ、民間への区民サービス丸投げでは、行
政サービス低下によって利用者にしわ寄せされる例が多いのではないか。
３．「新たな区民センターの未来像（コンセプト）」に関して（ｐ．１４以降ほか）
①「5つの類型」の活動空間イメージが示されているが、「未来とつながる、人とつながる、新たな自分とつなが
る」ためには、それらがどのように実現されるのかイメージが伴っていない。ここで示された絵を実現するために
は、それぞれの分野に精通した専門家の役割が重要である。器（施設）を作れば自然にできるものでもなく、
利用者に委ねても解決しない。運営を民間に委ねて利用者任せでは単なる「画餅」に陥るのではないか。区と
して主体性を持ち、専門人材の育成・活用も併せて積極的に行うべきである。
４．施設整備方法のパターンについて（ｐ．２０ほか）
①区民センターの敷地は、「中目黒駅と目黒駅の中間地点」に位置しているというが、電車でのアクセスはあま
り良いとはいえない（特に中目黒駅から）。また、道路事情も目黒通り、山手通りという幹線道路が近くにある
が、「サウンディング調査」（ｐ．４４）でも「幹線道路からの視認性が悪く、周辺・接道道路の幅員が狭いため、
商業施設としてのポテンシャルは低い」と指摘されている。目黒駅周辺の高層ビル再開発に惑わされることな
く、身の丈に合わせた目黒区らしい開発を考えるべきで、その点ではパターン①ではなく、パターン②でも良
いと思う。
５．質問事項
①　周辺施設機能の集約化に関して、
・「下目黒住区センター内会議室等」には、会議室以外の施設（老人いこいの家等）も含まれるのか？
・中目黒スクエアの男女平等・共同参画センター及び青少年プラザについては集約化の対象にしているが、
他の住区内会議室、児童館、学童保育クラブについては言及がない。別途、区民センター以外の施設との集
約方法を考えているのか？
・これらの施設は、将来的にどこかの施設に統合・集約され、跡地は売却を考えているのか？
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No 意見 今後の検討の方向

49 目黒区民センターに係るこれまでの動きを箇条書きにすると以下のようになる。
（１） ２０１７年（平成２９年）６月、「目黒区区有施設見直し計画（平成２９年度～平成３８年度）」策定。
（２） ２０１９年（平成３１年）３月、「目黒区民センターの課題整理」取りまとめ・公表。（以下、「課題整理」と略
称。）
（３） ２０１９年（令和元年）９月、「『目黒区民センター見直しに係る基本的な考え方』の策定に向けた検討素
材」公表、意見募集。（以下、「検討素材」と略称。）
（４） ２０２０年（令和２年）６月、「『新たな目黒区民センターの基本構想』策定に向けた基本的な考え方（中間
のまとめ）」作成・公表、７月３１日まで意見募集。（以下、「中間のまとめ」と略称。）
まず（２）の「課題整理」についてみると、最も評価できる点はそのP.1「はじめに」に記載した７項目の検討の方
向性である。すなわち、
①区の施策推進のために必要な施設機能の精査
②複合施設としての目黒区民センターのあり方
③改修等の手法（民間活力の活用等）
④都市計画上の制約
⑤目黒駅周辺地区街づくりとの関係
⑥周辺施設との複合化
⑦既存建物の耐震面での対応
である。
この７項目は工学的にも法制度上も合理的な内容であり、表現も簡潔明瞭であり、これに厳密に基づいてこれ
以降の行政と区民による検討・計画が進められることが望ましかった。
しかし、これ以降の検討・計画はそのようには進まなかった。今回は時間が足りず、詳しく述べることができない
が、この点についてはいずれこの意見書の補論を提出したいとも思うし、ワークショップのような機会があれ
ば、話題として提出したいとも思うものである。
具体的な話を何もしないのも誠意のないことなので、一二点のみ指摘をしておく。
一つは、目黒川に直接、接続する立地・建築物等を扱うにあたって、
「目黒川流域河川整備計画」２０１８年（平成３０年）4月、東京都）乃至それ以降の資料を縦覧精査し、また東
京都の当該河川担当者と十分な協議をおこなっているのかということである。何しろ、区民センターが老朽化
しているとすれば、それを支える目黒川護岸も老朽化していると考えるのが当然であって、上物の区民セン
ターを更新してから、下物の目黒川護岸を更新するというのは困難なことである。
今一つ、（２）の「課題整理」のP.59には「パターン② 区民センターと一体的に小学校を整備」の記載がある。こ
の記載は（３）の「検討素材」、（４）の「中間のまとめ」にも引き継がれ、その記述も強調されてくるのであるが、
区民センターと一体的に下目黒小学校を整備すべき決定的かつ具体的な理由は見いだされない。例えば田
道小学校と一体的に整備するとしても、同じことがいえるであろう。したがって、何か語られていない、理由があ
るのであろう。案ずるにそれは、区民センターと下目黒小学校を一体化することによって、目黒通りと連絡する
進入道路を設置する可能性が出てくるということであろう。このことは大きな魅力であるが、小学校の校庭を分
断する影響は計り知れず、現在の沿道に櫛比する住宅等の賛同を得られる見通しも記述されていない。
次に（３）の「検討素材」についてみると、最も評価できる点はそのP.3「取組全体の流れ」に記載された目黒区
民センター見直しのロードマップである。（２）「課題整理」にはこれが欠けていた。そして、（４）「中間のまとめ」
はこのロードマップには予定されていなかったこともわかる。その他の検討・計画については、（２）「課題整理」
よりも分析が進んでいるとはいえず、若干の材料の追加はあるが、（３）「検討素材」自体への当会の意見にお
いて論じたので、再論はしない。
この意見書の直接の対象である（４）「中間のまとめ」についてであるが、言うまでもなく（３）「検討素材」に対す
る大量の意見の処理とおりからの新型コロナウイルス禍に追われながらの粘り強い作業であり、文章も次第に
こなれてきたことを特筆する。
「中間のまとめ」のP.2に新しい「（３）取組全体の流れ」が記載されているが、（３）「検討素材」に記載のものとは
かなり異なっている。変更点をいちいち注記はしないが、内容的には留意すべきものである。新たに、「民間事
業者のサウンディング調査」「地域住民、区民利用者等からの意見反映（ワークショップ等）」等の語が新たに
加わっている。この間に加わる「基本構想策定に向けた基本的な考え方」については素案はつくられず、次の
「新たな目黒区民センターの基本構想」について素案がつくられることになっている。
素案とは言い換えると承認案原案ということなので、実質的な意見の反映は「基本構想策定に向けた基本的
な考え方」の段階で、並行して行われる「民間事業者のサウンディング調査」「地域住民、区民利用者等からの
意見反映（ワークショップ等）」等の機会を置いてない。ワークショップは最初に述べた７項目についておこなう
べきであるが、分科会方式を採用して、話し合いの深化と能率化を図るべきであろう。
最後に、本来は７項目の検討の方向性にそって希望という意味での意見を言うべきところであるが、少々先回
りして、本会の希望的意見を述べる。
・目黒区の図書館は全八館体制によって成り立っていて、その体制は目黒区立図書館基本方針に規定され
ている。この八館体制が要求する館内諸設備及び配本車スペースを確保すること
・館内の換気設備を確保すること
・新区民センターの建物設置位置は、できるだけ山手通り側とし、目黒川護岸から遠ざけること
・図書館と他の施設の複合化ついては、各施設の性格・機能を精査し、外見上の類似性などで判断せず、真
に必然性のある組み合わせとすること
以上

河川沿いに建築物を整備する際には、河川管理者と
の協議が必要になります。ただし、それは建築計画
の具体化を図る中で確認していくことになります。
下目黒小学校の一体整備により得られる効果として
は、小学校が築55年を経過し、更新に係る検討が必
要となる時期に入っていることをとらえ、一体的に整
備することで教育活動のさらなる充実が期待できる点
にあります。
その他の多様な工夫方策に関するご意見について
は、今後の参考とさせていただきます。
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51 前回の「検討素材」に対する意見の中間まとめから・・・
・区民センターは建設から４５年が経過しており、ハード面、ソフト面など多くの課題を抱えている現状から、そ
れぞれ総合的に判断して、建替えが望ましい。
・しかし、第一の課題として、災害対策が脆弱なこと。特には目黒川沿いであること。
近くに調節池があるといっても油断はできない。大型台風による高潮、地震による津波など。よってこの周辺で
の建設は避けていただきたい。
・他にふさわしい場所がないとのことであればやむを得ないと思うが、今後の温暖化や都市化や、異常気象に
よる集中豪雨への備えを万全にしなければならない。
・この周辺は障害者が利用しにくい。それには、まず、障害者を優先したコミュニティーバスを巡回させる。バス
停から遠いことは、雨の日、風の強い日など、歩きにくいし災害時の避難など安心感が必要では。
・下目黒小学校は、水に強い独立した建物で。美術館は現在のまま周りを整備して、緑と一体化したセンスあ
る文化施設とする。
・土と緑の公園は目黒川沿いのシンボルとして残したい。区民も参加できるクラウドファンディングなどを使って
財源を確保して区民の息のかかった安らぎの場所を作って欲しい。

区民センターの敷地は、目黒川沿いという恵まれた
立地である一方、水害ハザードマップでは水深0．1
ｍ～2.0ｍの深さで浸水するおそれがあるとされてお
り、防災の観点に十分に配慮しながら検討を進めて
いく必要があると考えています。

50 私たち運営委員会は、目黒区男女平等・共同参画センターの運営に区民の意見を反映するため、1993年に
発足いたしました。
運営委員会は一般区民利用者やセンター利用団体の代表者で構成され、講座や男女平等フォーラムの企
画、情報誌「であいきらり」の編集等に参加しています。
今回、「目黒区民センター見直しに係る基本的な考え方」の策定に向けた検討素材に対しまして、運営委員
会として以下の通り意見を提出いたします。
・第２章 「新たな目黒区民センターの基本構想」策定に向けて２（３）新たな区民センターに導入する機能につ
いて　におきまして、男女平等・共同参画センターを新たな区民センターへの集約機能とすることに賛成いた
します。
前回の新しい区民センター検討素材への意見でもお伝えいたしました通り、新たな区民センターに求められ
る機能とその空間イメージ　ア・イ・ウは、「目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例」で定めた、性別
に関わらず、すべての人々の人権が尊重される豊かな地域社会を実現することをめざすという目的に即して
いる機能だと考えております。
イにあります、〇世代や性別、国籍に関わらず、誰もが参加できる活動の場を設け、多様な価値観に触れる機
会を生み出すこと ≪つどう、つながる≫ 〇多様な人々との交流を通じて、考え方の違いを理解すること ≪つ
ながる、まなぶ≫というコンセプトは、各施設やフロアごとに分断された機能ではなく、誰でもオープンな空間
で、様々な価値観と触れることができる施設を実現する重要なポイントだと評価しております。
男女平等・共同参画センターにつきましては、性別や年齢、国籍等に関わらず多くの方が多様な価値観に触
れる機会を生み出すという目的を実現するため、また区民の多様性を尊重するという意識を醸成するため、新
たな区民センターの中にその機能を有すことを引き続き希望いたします。
また、機能の集約化、新たな区民センターの空間づくりに関しまして、現在、各施設ごとに有している会議室・
研修室、ラウンジ・食堂・学習スペース、資料室（男女平等共同参画センター）・図書室（図書館）・展示室（美
術館・学校サポートセンター）、小学校プール・区民プール、体育館・多目的ホール・音楽ホール等の施設に
ついては、その機能及び空間を集約化することで、施設やスペースを効率的に活用すると同時に、様々な利
用者（個人・団体）が交流、触れ合うことのできる空間になることを期待いたします。

新たな区民センターにおいては、これまでどおりに各
施設毎に空間、運営を検討するのではなく、新たな
区民センター全体として検討を進めていく必要があり
ます。その上では、ご意見にもあるように、誰にでも
オープンで、誰もが利用できる空間づくりが必要だと
考えています。そうしたことを実現することで、様々な
機能や人とのつながりが生まれ、多様な機能間が
「つながる」空間となることが期待されます。
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実施日：令和２年９月３０日（水）

対象者：目黒区民センター児童館学童保育クラブを利用する小学生 計２２名（計２７アイディア）

※氏名等の個人情報は、一部言い換えた表現にしています。

小学生アイディア募集実施結果について
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やきゅうチームのみんな
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実施期間：令和２年９月～１０月

対象者：目黒区民センター児童館を利用する中高生 計１１名

大鳥中学校生徒 計２８名

中高生アイディア募集実施結果について

資料５

自分自身への影響や成長面で、

新たな区民センターに期待することを聞きました！
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（１）実施方法

　〇各施設での配布による実施について

　　配布期間：令和２年８月１日（土）から９月３０日（水）まで

　　配布施設：目黒区民センター各施設（中小企業センター・勤労福祉会館、消費生活センター、児童館、体育館、図書館、社会教育館、

　　　　　　　美術館）、男女平等・共同参画センター、下目黒住区会議室、青少年プラザ

　〇目黒区ホームページによる実施について

　　実施期間：令和２年９月７日（月）から１０月２３日（金）まで

（２）施設別回収件数

中小企業セ
ンター・勤
労福祉会館

消費生活セ
ンター

児童館 体育館 図書館 社会教育館 美術館
男女平等・
共同参画セ

ンター

下目黒住区
会議室

青少年プラ
ザ

メール・
FAX等

合計

件数 12 1 64 0 8 15 4 11 10 34 16 175

　※１ページ以降は、回収した施設ごとにまとめています。

　※アンケート回答は、原則、原文のまま掲載しています。

目黒区民センター建替え検討に関するアンケート実施結果について

資料６
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

1 明るく広い空間 テーブル・イスがうごかしやすい　（今でも満足しています）

2
広い空間、静かな空間 ・防音対策（壁の補強等）

・パーテーションでの間仕切りのできるようにする。そうすれば広い会場としても
使える。

3
会場の会議室の場所を分かりやすくしてほしい －

4 現状で満足していますが、設備が新しくなれば尚良い。 借りられる時間をもう少し細かくできると良いと思います。

5 緑の多い空間 外回りの緑化に力を入れる

6
インターネット回線を使えるようにしてほしい。
空調を部屋ごとに調節できるとよい。

－

7
・wifiの設備
・各部屋のACアダプタの増設

wi-fiはパスワードを決めてつなげれる様にする。
ACアダプタはホコリが入って火災しない様にコンセントキャップをつける。

8 皆が楽しく利用できる空間 予約が分かりやすく、利用者がルールを守る

9
災害が起きた時の一時居住の備え（避難所として）
屋上空間スペース

－

10 少人数でも使いやすい空間 －

11
1　80人収容人員程度の研修室が一室欲しい。（ホールとは別にして）
2　和室も一室あった方が便利ではないか。

1　バックミュージックなど流せないか。出来ればコンサートなどがやれれ
ば・・・。
2　絵画など作品展示も欲しい。

12

施設を利用している競技団体としては今後も引継ぎ洋弓場が存続し、多くの利用者
が楽しめる空間として欲しい。

アーチェリーは安全安心に行うためには初心者に対して講習会は不可欠です。設備
の充実は勿論ですがソフト面での充実も図って頂きたい。
生涯スポーツとしてのアーチェリー、青少年健全育成としてのアーチェリーなど
様々な側面を持っている素晴らしいスポーツを是非多くの方々に知って欲しいと
願っております。

No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

1

・屋外プールは、残してほしい。（子供と楽しく遊べます。）
・体育館の中に更衣室、休憩室を設置してほしい。（大会時、昼食を食べる場所が
ありませんでした）
・企業が関わった商業的な施設にはしてほしくない。

－

 消費生活センター

 中小企業センター・勤労福祉会館
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

1 清潔で安心感のある空間 階段だけでなくエレベーターがあると助かります（多胎家庭なので）

2 建替えをおこなうのであれば、高齢者や子供のふれあいの場 高齢者と子供が一緒に出来るレクリエーション等

3 夏や冬など屋外あそびが難しい時期にあそべる場所 夏はプール、冬は室内にアスレチックなどがあるとうれしいです

4

・子供達が体を動かせる空間
・緑が多い空間
・子供が安心して利用できる見渡しのよい空間
・住民（子～老人）が気軽に利用しくつろげる空間

・広いあそび場を設営していただく
・木や花などで囲まれた造営など
・無機質でなく、あかるく自然にあふれた設計など

5
なるべく緑の多い空間にしてほしい テニスコートのある場所は子供の遊べる広場（コンクリや石敷きではなく）になら

ないか

6
室内で休けい出来る所、ベビーカー車いすも入れる、小上がりがある等
渋谷区の様にプラネタリウムや天体観測など自宅で出来ない学習・体験が出来る所
があるといいなと思います

－

7

乳幼児～お年寄りまでが安心して過ごせる空間 ・バリアフリー
・日よけ
・防寒
・外に出なくても全ての建物に行ける通路
・建物エリアとグランドやコート等の外エリアに分ける

8
緑の多い空間造り（昔の目黒川にいた生き物を復活させる）
自然の多い空間（昔の川に戻す）
目黒川をうまく利用する（川の生物体験など）

川の整備
上目黒みたいなきれいな川作り

9
長い時間、小さい子も大きい子も安全に楽しめる空間 ランチタイムを11：30～13：30までにしてほしいです

室内でコンビカー（三輪車）を使用できるようにしてほしい
大型遊具があったらうれしい（雨の日にもからだをうごかせるように）

10
さまざまな年代の方がきもち良く利用しやすい空間
高輪の児童館（高輪こども中高生プラザ）がとても良く、よく利用しております。

案内がわかりやすいと良い
目黒区の体育館は、どうやって使用できるのか未だに良くわからないです。
子供たちが利用できる体育館がほしいです。

11
周りを気にせず楽しめる広々した空間（児童館） 広い１つのフロアで扉をつけずに開放した感じで用途を区切る

可能なのであればいつでもその施設をつかえるような充実した広さ（体育館とか）

12 特になし ひるお弁当たべられたら

13

バリアフリー。子供が小さかった時やにんしん中、バギーではいけないところが多
く残念に思っていた。
図書館も子供の本がＢ１で、児童館も幼児ゆうぎ室がＢ１でつらかった。駐車場は
便利‼

へやわりを工夫、たてもののこうぞう

14
気軽に足を運べる施設
混雑することないようにゆとりのある施設

区立の施設がすべて一つの利用証（カード）で利用できるようにしてほしい。入館
入場時にカードをワンタッチすればすむようにしてほしい。手続きが煩雑すぎる。

 目黒区民センター児童館
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

15

子供：トイレ→洋式、子ども用、荷物を置けるスペースが必要
電動自転車が置ける場所
渋谷区の「家族のアトリエ」＆「景丘の家？」（えびす）みたいな雰囲気明るい場
所
ごはん食べる場所を増やしてほしい。ぜひ参考にしてほしいです。

赤ちゃん～小学生＋父母も居心地の良い空間づくり
目黒区民センターのプールは、赤ちゃん～３才用が分かれていて安全・雰囲気もよ
く最高なので、ぜひ残してほしい。
緑多く、自然の体験もできると良い（屋上等）＋美術・音楽等の体験教室

16

今現在、子供（乳幼児）の部屋はおもちゃが置いてあるだけなので、そなえつけの
すべり台などアスレチックな空間が増えると、夏場や雨の日でも体を動かせて助か
ります。
欲を言えば、品川区のオアシスルームのような一時あずかり施設ができるとうれし
いです。

－

17 小さい子も小学生も楽しくあそべる空間 ルールを守り、思いやりをもったらいいと思う

18 清潔感のある空間、適度に空いている、安全な設備 空間デザインに力を入れる、利用者制限

19

・いつでも安心して利用できる場所。
・子供にとって学べる場所。（郊外に行かないと無いような場所を作ってほし
い。）
・出産後の女性の為、一時的に利用できる施設（親子で宿泊できる施設）→世田谷
区にはあります。

年代別、世代別に安心して利用できるようにすれば良いと思う。

20
芝などの空間（１～２才の子供が歩く）
小学校高学年以上の子供が、親とキャッチボールできる空間

建物内に年令に応じた区割りをしてもらえたら助かります

21
世代間で交流が生まれるところ 壁や扉で空間を区切るのではなく、それぞれの部屋（？）ゾーン？がシームレスに

つながっている（乳幼児の安全は確保する必要はあるが）

22
階段ができるだけ少ない空間（子どもをベビーカーで連れていると、今の建物はと
ても不便です）

１階に子供向けの施設を置く。

23
・居心地のよい空間
・子どもが楽しめる空間

・広さ
・おもちゃの充実

24
子どもたちが遊べる空間。また、年令とわず、交流できる場。 広い空間が必要。管理がいきとどいている。しせつ料を少し（100円～200円てい

ど）支払う。

25
今のように広めの空間が多く、居心地のよい場所。
子供と来ることが多いが、夏でも思いっきり走れたり、体を動かせる場所があると
助かります。

利用用途によって部屋を細かく分けることもあるかもしれませんが、なるべく広め
の部屋も残してほしいです。

26
区議会議員が税金をむだ使いせずにお金をためればよりよい空間が自然とできるは
ず
区長は区に金を落とすべき

区議会議員および区長の歳入100％減

27
子どもが安心して遊べる空間
おもちゃが使えて、他の子どもたちと一緒に遊べるような児童館

十分な広さと、おもちゃの数の充実→使わなくなった家庭のおもちゃを捨てるので
はなく、再利用できる、わかりやすいシステムがあればいいと思います。

28
小さい子供と乳児さんとでわかれて遊べる空間があればいいなと思います。兄弟で
一緒にあそべるようにどっちでも自由に行けたらいいですね

－

3



No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

29

子供が安心して学び遊びの両方ができる空間
とにかく走り回れたり自転車を練習できる場所が近所にないので安全に体を動かせ
る場所があればいいです。自然も楽しめるTree Houseのようなものがあれば子供は
楽しめると思います。

自然をいかした建物
光がたくさん入るように
木でできた温かみのある空間

30
乳幼児から高校生ぐらいまでの子供達が遊べて学べる場や、工房など“教育”と美
術館などの芸術文化を育むひらかれた施設になってほしい。

子供から大人までが使える工房をつくる。
教育や美術の専門家と市民をつなぐ人員を用意する。

31
・自然と共存した
・各施設を行き来しやすい
・清潔感のある空間

老朽化した建物の建て直し

32
多くの利用者が楽しめる
地域住民の交流の場となる

・年代別で遊べる空間（乳児、幼児、小学生など）
・定期的なイベントの開さい（乳幼児クラブなど）

33
安心・安全な空間。子供から高齢者までが、スポーツでも楽しめる。
美術・芸術を楽しむ。自然を楽しめる空間

ＳＮＳを利用した告知など

34
コストの負担を将来の子ども達におわせたくないので建替えは不要だと思います 建替費用は区民からの税金ですか？

目黒区役所のお金ではないのですよ

35 平日、休日ともに育児を支援する施設がある プール、児童館等の設置

36
・老若男女、障害者の方、誰もが楽しめる場所に
・災害時、避難場所としての防災性がある施設に

非常用発電機や、停電時も運転が可能な空調の導入

37

親がテレワークをしながら、ガラス越しで子供をみれるＷiＦi完備のブース。
お父さんもお母さんも、平日の昼間に子供をみれるように。

セキュリティの入ったＷiＦiインフラ。利用毎、または月額で利用料を請求して、
区の負担は、新施設の投資に集中させる。
清掃員は区役所の社員以外にパートで募集して、シフト制にして、小さい規模でも
雇用を生むように。消毒清掃になるので子供の遊び場は最低１－２名必要かと。

38 継続して利用したい。建替中も。 －

39
子どもをのびのびと遊ばせられる←近くに遊具のある公園が少ないので作ってほし
い
自然がたくさんある

－

40
港区の麻布中高生プラザのような空間が理想です。
ちょっとしたカフェが併設されているのがとても便利で様々な世代が集っていて活
気があります。

イベントが多様で、職員の方が子供の名前を覚えていてくれたり、また来たいとい
う気持ちになります。目黒区の施設は今までは何度も来たいと思うことはなかった
ので実現したら嬉しいです。

41 多くの人と関われる空間 集まれる会などを開いて頂く

42
子供と気軽にあそべるところ
育児の相談などが気軽にできるところ

設備が少し古いのでトイレなど新しくなるとより利用したいと思う

43

明るく気軽にたちよれる空間 ・かいだんではなくフラットにしてベビーカーをおりたらすぐ気軽にあそべるよう
に
・おうちではなかなか手にとれない質のいい木のおもちゃ
・かげおかの家のような
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

44
陽当たりの良い空間（冬になると陽が入らず暗い印象）
いつも利用者がいる
友達作り

児童館のアクティビティを増やす

45
完全バリアフリー化してほしいです
エレベーター、スロープ設置など

－

46

・親が子供を見つつ、本を読んだり、少し母親どうしで話せる空間があったらいい
なと思う
・幼稚園児位から小学生低学年位までが一緒に遊べる空間（雨の日や暑すぎる日な
ど体を動かせるように）

・おもちゃなどがある遊ぎ室に区切りなしで長椅子が少し多めにあるかんじが良い
と思う（雑誌スペースがあったり、テーブル）
・小さめの体育館みたいなかんじのがあるといい

47 遊具などもたくさんあるので今の雰囲気のままで新しくしてほしいです インターネット環境など増やして頂けると遊び範囲が広がると思います

48 色々な年代の方が利用できる場所 －

49
親子が楽しめる空間
目黒の歴史など学べる
入りやすい開かれた空間

・明るくきれいな施設
・専門的な事が学べる教えてもらえる

50

・ママ友と交流できる
・育児に有益な情報を得られる
・息抜きできる

１.児童設備を、民営の「にこはぴキッズ」「ボーネルンドランド」のように充実
させてほしい。狭い家に置けないような、トランポリン、スベリ台などを置いてほ
しい
２.シルバーの方々に、ボランティアで託児してほしい。（１時間1,000円程度で）

51

居心地のよい空間・多くの利用者が楽しめる空間←まさに‼
はば広い年齢の人が利用しやすいといいですね。
目黒区内で幼児プールは区民センターだけだと思うので、新しくなっても新しいし
せつで残してほしいです。

子供のころからこの区民センターを見てきたので古いイメージが強いです。きれい
にされていると思いますが、イメージからどうしても衛生的にどうかなと思うこと
があります。キレイになるといいなあ

52
開放感 見通しの良さ

窓の多さ

53
自然のぬくもりも感じられる空間。
異年齢が交流できる。

外と中のつながりがある。

54 様々な施設がある空間 －

55

小さい子供が安全に身体をたくさん動かして遊べる場所が少なく、あっても高額な
有料の所が多いので、アスレチック的な場所ができるとたいへん嬉しいです。
ex.アンデルセン公園、ボーネルンド、ファンタジーキッズリゾート。
あと世田谷公園のようなＳＬやカートがあり、交通ルールを学べる。自転車のルー
ルをとくに‼

大きめの遊具を取り入れる。外と室内と全天候遊べると雨の日やあつすぎる日も遊
びに来たい。
目黒区は車が多く、安全に遊べる所が少なすぎるので、ぜひおねがいします。

56 換気が良く、広く、人が集まれる、子供が遊べる 民間の空間デザイン関係者の意見を入れてほしいところ

57 光が差し込む空間だと嬉しいです －

58
居心地の良い空間
子供が思いっきり遊べる空間

ルールを守る。
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

59
屋外プールは貴重なので、ぜひ残してほしいです
７～８月と言わず、最近の気候から６～１０月くらいまでオープンすればコスト的
にも良いかと思いますが・・・

子どもからお年寄りまで皆で使えれば良いですが、きちんと利用場所は分ける必要
あると思います

60

・クラブ活動やジム・プールなど運動できる施設
・クライミング施設（運動や考える力がきたえられる）、子供たちにレベルの高い
空間遊具がある施設
・図書館はカフェと一体化（つたや書店のような）

学び、遊び、運動を一体化できる施設づくり
何かテーマがあるといいと思う
体験型テーマパークのような

61 清潔な空間 利用者の心がけ、声かけ

62

・自然光を取り入れた明るい空間（参考までに渋谷東山にある温水プールの建物内
じどう室はおもちゃの配置などgood）
・エリアごとに年令にお応じた遊びができる空間（埼玉県上尾市のこどもの城は良
い、すべて良い）
・休けいできる空間
・外で四季を感じられる木々、自転車や三輪車ののれる広場、休めるベンチetc
・子供も使いやすいトイレ←明るく・たのしい
・階段ではなくスロープで。

・全国の児童館を視察し、良い所をとり込む
・外ではなかなかできないアスレチックのような遊具（雨天かんけいなくできるよ
う）

63
居心地が良く広々とした空間 ・スペースを広くとる

・座る事が出来る場所を増やす

64

子どもと一緒に安心して利用できる場所
気軽にたちよりやすいふんいき、空間
雨の日でも明るい空間。

○まずトイレ！！子どもと一緒に入れるよう、広めで、ベビーチェアやおむつがえ
のベビーベットが各トイレに（個室）ついてて、かつ、トイレの数が多いといいで
す。いまの区民センターはトイレがとにかく不便で、利用しづらいからです。
○それから、おむつがはずれていない子どもも夏だけでなく、１年中プールに入れ
るようにしてほしい。そういうプール（室内）をつくってほしい。おむつがはずれ
ていない時期のほうが、あそびにいける場所がすくなくて家にこもりがち、これが
育児つかれにもつながると思う。人とははなせない。周りとの交流がなくなり、こ
どくを感じてしまうときがある。こどものことを気にせずに利用できるプールがあ
ると本当に助かります！！

6



No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

1 図書館のスペースをもっと大きく、本も多くしてほしいです。 －

2
階段や段差のない建物で、車イス使用者でも自分で自由に館内を動くことができる
環境をお願いしたいです。
バリアフリーは役所の建物から！ぜひ建替えをお願いします。

－

3 一生すめる空間 ここちよいsound

4 大人は静かに、子どもは騒いでも良い空間 フロアを分ける

5

プールは地下にゆく階段があまり。プールにおりる階段外から1Ｆのトイレいまい
ち。センター内のトイレ暗くてこわい。

図書館も対象になるなら
①平面かスロープ状で車イス、ベビーカーが不便なくユニバーサルデザイン
②人の目のとどかないＢ1の角などない
③トイレもあると利用しやすい所に。
④インターネット
⑤読書や勉強スペース、個別に1人で2時間とか使える机とイス
⑥ワイファイ
⑦雑誌と新聞とコピー機はセットでは。

6
スタバのようなCafeがほしい。イギリスなどの公園ではそのようなCafeを多くの人
が憩いの場、交流の場として利用しています。今あるラーメンなどの定食屋はいか
にも昭和な感じで、若者はあまり好まないと思います。

スタバのようなチェーンのCafeを誘致する。

7 知的活動とくつろぎが融合する空間 コーヒーショップ併設で、目黒川を臨むことができる図書館

8
・人工物だけでなく緑・自然と一体となって目黒川沿いの立地を活かした施設にし
て欲しい。
・目黒川を眺められる施設（テラスの設置等）

・プールは残して欲しい（屋外）。
・飲食店やコンビニを設置して欲しい。
・目黒川をきれいにする。

 目黒区民センター図書館
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

1
・トイレに問題がある。日本式を変えて様式にしたい。
・全館にエレベーターを設置してほしい。

・新しい食堂（部屋に弁当を持ち込めない代わりに食堂を設置してほしい。）
・折りたたみ机をやめてほしい。

2

民活によって区民センターの建替えが行われるようですが本来の区民のための活用
スペースが減少するのではないかという危惧があります。抽選のはずれで使えない
ことがありますが使用スペースが増えて使えないことがないようにしてほしいで
す。

美術館について
美術館があることによって、グループ展や企画展、区民作品展など地域社会の有意
義な芸術文化活動の拠点になり目黒区が芸術文化都市であるという区民の誇りにな
るので民活によって美術館の自立性独立性が失われ縮小などなきようにして頂きた
い。

3 質素でも良いので、清潔感のあるものがよい。 デザイン等にお金をかけないで、川や緑を生かせたらよい。

4

社会教育館を利用して居ります。美術作業をする上で不都合な点もあり（プレス機
の出し入れ等）備わった美術室が有れば良いと思います。工房・アトリエなど美術
館内に工房を設立し広く民間に開放し芸術を通じた交流ができる場所にして頂きた
いです。

・区民センター社教―（リフォーム）トイレ、水回り、ロッカーの増設等・集約施
設は明るくガラス張りにする
・美術館―（リフォーム）収蔵庫の拡大（作品の安全と確保）・ワークショップな
どの利用も兼ねて工房を増設する
・区民センター公園―各施設のリフォーム・緑地の整備の為に庭園や農園の貸し出
し芝生広場や防災施設等民間の利用範囲を広げる場所に変える
・下目黒小学校―新設児童館・学童保育クラブも併設ガラス張りにする
・民間活力の利用法―ある程度有料化する

5

新型コロナウィルス感染症の最中ですので、特に思うのですが、会場の広さは、参
加者のソーシャルディスタンスが確保出来る空間が確保出来ることが求められます
ね。

これからも、今回の新型コロナウィルス感染症予防に伴う、会館使用ルールを通常
時も適応して、新しい生活様式に照らした、会場の使い方を使用させて頂く全員で
守っていくことが必要ではないでしょうか、そのように実感します。

6 災害に強い建物にしてもらいたいです。 －

7 居心地よい空間 皆がきれいに使用するよう心がける

8
・小人数（5～6人）～（10～30人）程度の広さを持つ会議室の設置
・裏面記載（コンセプト）をタタキ台となる具体案の提出

？

9

・区民美術館（給湯室が1F、トイレが2F）とても使いにくい。
・設計の段階で利用者の意見を聞いてほしい。
・利用料金が高い。区民が社会教育活動に参加しにくい。
・緑や芝生の庭が欲しい。

・区民の考えや意見を広く聞き、とり入れる。
＜その他＞
社会教育館使用して絵画教育活動中だが、画板が古く、ささくれて危険、備品の取
り替え望む。

10
利用した人達が一寸話が出来たり（グループの他の人）出来る
とびとびにすわれる場所がある様な空間
災害の時にもすぐ使用可能になる様な広間

建物の2～3Fにあれば、集まって来やすいと思う。

11

皆が憩える公共スペースを屋外にして欲しい
おしゃれなカフェが欲しい
清掃工場のエネルギーとか太陽光発電とかを利用してエコな施設にしてほしい。
バリアフリーにしてしょうがいのある人が使える施設にしてほしい

日照権の心配があまり要らないので、ドーンと高層にして、役割を集積したらいい
と思います。

 目黒区民センター社会教育館
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

12

各部屋の空調設備をして頂きたい（今まで第二研修室が冷暖房に不備がありました
ので）
勉強の妨げになるようなことはなかったのですが今後も隣室に音楽などされる部屋
と近くに研修室を配置しないで下さい

今まで第六研修室を主に使用させて頂いており、快適に使用させて頂いておりま
す。
これまで通りの形で毎月使用させて頂ければ大変有難いです。

13

・広場にテーブル付ベンチがほしい
・予約なしで使える（談話室がほしい）
・カフェテリア
・大人から子供まで幅広く、気軽に利用できる
・地域の情報・文化活動等の案内のパンフレットが手に入りやすい

－

14 明るい部屋（窓がある） －

15 水屋付の茶室を作ってほしい（床の間、庭園あり） －

No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

1 あまり高い建物にしないで、親しめる空間にして欲しい。 少子化、人口減少を考えて、負担の少ないものにして欲しい。

2 美術館、図書館は残してほしい －

3

・空間の広さ、高さが十分ある場所
・大きな空間を取り、使用人数、目的に応じて可動式の壁等で、区切って使用でき
るもの。

美術館は、美術館としての機能を残した独立した建物として残すか、同等の機能を
もったものをつくってほしい。
区立の美術館として、区民の展覧会、区内の児童生徒の作品展、企画展覧会がすば
らしい。大切な区民の財産である。

4
季節ごとに代わる花壇の花に心が癒されますが、しばらく見ているためには、座る
椅子があれば助かるのにと高齢者からの要望です。

消費生活センターの前には、いつも人が休んでいたり、お弁当を食べたりしている
のが気になります。中庭に椅子があれば休めると思いますので設置をお願いしま
す。区民の憩いの場にもなるようにしてください。

 目黒区美術館
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

1
木々に囲まれ、川の流れ、春はさくら、秋の月、会合の帰路はいやされます。建物
の入り口がバス停に近いことを望みます。

現行通り、利用者が気軽に要望が出せる、職員と利用者の関係づくりが大切と思い
ます。

2 区民の学びの場 子連れで学べる講座や講演会

3
子供のいるママ達がくつろげる空間 清潔なおもちゃとゆったりとした落ち着いたお部屋

・お母さん同士の話し合いが出来る
・分からない事が聞ける

4
ゆっくり本を読んだり、学習できるスペースの充実。 今がすごく安心して利用できる落ちついた空間なので、この状態を維持できれば良

いのかなと思います。

5 すずしいしせつ 静かに利用する

6
すずしい。
テーブル・イスがたくさんある。

ていねいに利用する

7 皆が楽しくにぎやかにすごせる空間 ルールを守り、お互いが嫌な思いをしないようにする。

8
新型コロナウイルス禍の中でも、誰もが安心して快適に過ごせる空間。 ・まず受付を設置して、利用内容の旨を確認する。

・３名以上が座れるテーブルを１つは確保できること。

9 勉強環境が整っている空間 座席を増やす

10
調べたり、読書ができる
講座が催される

－

11 ありません。このままで充分です 自分は今のままで満足しているので必要ありません

No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

1 緑が多い ルールを守り、相手のことをお互いが考える

2
・ホールの音響がわるい
・公園内にベンチをふやしてほしい
・動線をわかりやすくしたい（目的の部屋に行くための）

１日の仕事を終えた後、消燈がはやくて暗やみのなか帰るのがこわかった。

3
３密を回避したゆとりある広々とした空間。 とにかく場所を充分とり、多様な利用方法が可能となるような柔軟性を有するよう

に事前に多角的に検討する。

4 多くの利用者が居心地よく、使いやすい空間 スペースを開ける（広くする）、予約しやすい、部屋数増やす、バリアフリー等

5 多くの利用者が使える空間 会議室を大、小たくさん用意して欲しい

6 従来の会議室等の機能が維持されれば問題なし。 －

7 － 現状のままで特に問題ありません。

8
多目的に利用できる空間を作って欲しいと思います。 キッズルーム、少人数、大人数スペース等。又、コロナウイルス感染拡大防止に伴

う工夫した空間等

9
会議室にWi-Fiがあると、とっても助かります。
延長コードの貸し出しあると大変助かります。

－

10 フリーで使える空間 デザイナーを公募する

 男女平等・共同参画センター

 下目黒住区会議室
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

1 コロナ対策された空間 感染を防ぐ構造グッズとルールがあれば実現できる。

2 居心地のよい空間。音もれがない場所。 しめきった和室があるといいです。防音部屋

3 小間の茶室があると海外の方にもご案内できるかと思います。 建物の内での組立式の簡易茶席があると文化交流ができるかと思います。

4 特になし －

5
WiFiは、今後、是非必要になると思います。特に聴覚障害の方は、UDトーク等、近
くにいてもネットを介したコミュニケーション手段が必要なこともあります

・障害の方との交流、ボランティアの方が増えてほしいと思います。めぐろ区の冊
子にこちらも積極的に載せることをお願いしなければと思います。
・WiFiは設置をお願いします。利用マナーも育てていきたいです

6 個の空間を保ちながら読書ができる場所 余裕のあるスペースに仕切りがある

7 広さと清潔さ 常にきれいな環境を心がける

8 外の光や風が入るような空間。開放的な空間。 外壁をガラス張りにするなど

9

①年代・世代を区切った空間
②年代・世代と交流できる空間

①乳児・幼児・小学校低学年・高学年・中学生・高校生・社会人とそれぞれがフロ
ア・部屋分けした空間にする。
②以上の他に他世代と交流できるフロアについても一部あってもよいかもしれませ
ん。（監視員を一名つけるなど）

10

IT機能強化。
・リモートワーク専用席などがあると嬉しい。
・WiFiが欲しい。1日60分×3回など制限があればいいと思う。
・午前・午後・夜間の間の1ｈに行ける場所が欲しい。外が灼熱で…。

・ついたてで席を仕切る。
・渋谷区役所の1Fのような食事場。
・貸し会議室もプロジェクター、スピーカー、スクリーンなど、多目的に使えると
嬉しい。

11 特に無し（思い当たらない）そもそも必要とされる施設かどうかも判らない －

12

青少年プラザの学習室しか利用しないので何も言えませんが、大人がレジャーシー
トなど持たずにふらっと行ける公園が近くにあれば良いと思ったことはあります。
春など気候の良い日に昼食を摂れるようなベンチやテーブルのある公園が付属して
いたら気持ち良いです。施設そのものはとても快適です。いつもありがとうござい
ます。

①でおおかた書いてしまいました。②に書いた方が良かったかもしれません。
また、別の話なのですが、当方学生なので学習スペースは縮小しないでほしいで
す。また、もし立替えまでするにしても全く使えない期間があると非常に不便なの
で、順次閉めていくなどの手をとっていただければ幸いです。

13 カフェのようなくつろげる空間をつくる。 お菓子やお茶などの販売場所の設置

14 居心地のよい空間 －

15 多くの世代で利用しやすい空間 密にならず、使い勝手の良い学習室

16 居心地がよく、使い勝手がいい場所 開館時間を長くするなど、制約なくいろいろな人が使用できる場所

17 すずしい、きれい 良い雰囲気づくり

18

より地域に根ざした施設・空間
気軽に利用できる空間

その施設でできることや、対象者を周知する。（ホームページやパンフレットを活
用する）
・予約システムも重要だが、ほど良くシステムを減らす。
・思いたったときにすぐ立ち寄れる雰囲気やしくみを作る。
・用途によって部屋を細かく分けすぎず、時間や日によって容易に役割を変更でき
るようにする。

19 多くの利用者が長時間活用できる空間 丁寧に使う

 青少年プラザ
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

20
文化が広がるような場所
青少年プラザ音楽室のような音楽室を設置してほしいです。

他の人が使うことを考えて使うなど？

21

・吹き抜けを設けるなど空間に光を取り入れ、開放的な設えにする。
・空間同士をさえぎるものを出来る限り無くし、空間の連続性を高める。（お互い
の姿が見えやすいように）
・出入り口の外側から内側の様子が見えるように（局所的でも）ガラス貼りの壁に
する。（人が中にいることが分かるように）

今展開していること同士に何らかの「つながり」をつくる。例：小さな子供と高齢
者のふれあい

22

・何でも相談できる空間
・区民と共に変化・成長する空間

運営を監督する職員を配置した窓口を設け、区民の方から要望があった際にすぐに
現場にかけつけて相談を受け、受注者に適切な指示を出したり、施設の工事を発注
できるようなシステムがあれば区民満足度が向上すると思います。多様なニーズに
対応する為の経験値が必要になると思われますので、運営にたずさわる職員は、非
正規を正規として雇用して、高いモチベーションを維持してもらい長期間働いても
らえるようにした方が良いと思います。

23
・勉強場所としての利用
・集中できる空間

・ルールを守る
・マンガ×

24
学習室スペースを充実させてほしい。最近は図書館でもなくなっており、希少であ
りがたい。学習目的で来館者が増えれば、そこ以外の施設の利用が増えると思う
し、活性化すると思う。

なるべく大きなスペースにしてほしい。

25 快適に勉強できる自習室 今のようなままで良いと思います。

26
A　誰もが入りやすく、使いやすい建物、気軽に立ち寄れる場所
B　利用者の目的や果たせる空間づくり

A　開放的な空間とカフェの併設、隣接してイベント、情報が見られる空間
B　年代別・用途別にエリアを明確にし、各部屋は日時によって流動的・多目的に
使用できるようにする

27
・居心地のよさ
・利便性（電子レンジ、給水機など）

椅子・机の設置

28
引き続き自習室のある建物にして下さると嬉しいです。
また、今はコロナの影響で難しいですが、カフェのように自由に飲食ができるス
ペースが欲しいです。

建物の中に自習室を作っていただく
カフェのような空間は、いすとテーブルがあれば大丈夫です。

29
①部屋数が多い
②利用料金が安い

利用料金に関しては料金を時間単位にする。現在は、午前、午後、夜間の区分です
が、通常私達のグループは午後1・5Hrの利用です。予約も何時から何時迄とすれば
効率よく多くの人が利用できます。

30 堅すぎない遊び心のある空間 緑を増やす、カフェを併設する

31
青少年プラザの自習室は是非区民センターでもつくって下さい。 家にいにくい人をあたたかく受けてくれる居場所機能はとても大切だと思う。

以前に、寄付された図書もおいてあったのでそういうものも置いてほしい。

32 学習室 広いスペースに多く机といすを用意する。

33
（1）木材を使ったリラックスできる空間
（2）大人も利用しやすい空間

（1）床材に杉床を使用し、くつを脱いで上がる。壁も木のムク材を使用し、より
気に触れることのできる空間
（2）パソコン電源、WiFi、よりゆったりしたイス、より広いテーブルと机

34
・WiFi、コンセントの利用可能な学習室があると良いなど・・・
・パーテーション
・電話で話せる空間（電話ボックスのような小さな部屋）

・特にコンセントは、電気料的にきびしいと思うので、時間制限ありで利用できる
など
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

1
・入り易い
・ムダがない

ムダに豪華にしない。
近代的すぎるのは税金のムダ。

2 会議室の予約及び使用料支払いの利便性 使用料支払いは利用日当日支払いに。

3

体育館を利用している人間としては、より便利で快適に利用できる体育施設があっ
て欲しいと願っています。
特に「体育室」をよく利用しているので、この施設に対する要望を書かせていただ
くと、
・体育室への入り口が非常に分かりづらい。
・エレベーターが付いてはいるものの、基本的には階段で上らないと施設に辿り着
けないのは不便。
・その階段自体も人がすれ違うのが大変なくらい狭く、急で危険。
・体育室内の更衣室に行くのも、これまた急で狭い階段を上るしかないのが不便。
・体育室のすぐ外に手洗い場が欲しい。
・より多くのスポーツが楽しめるように、現在よりも大きな用具倉庫があって欲し
い。
・より多くの人が一度にスポーツを楽しめるように、フロア自体の面積を現在の2
倍以上にして欲しい。
今のところ、私個人が思いつく「要望」は以上になります。
私自身、生まれた時から「目黒区民」で、区民センターは幼いころから慣れ親しん
できた施設ですので、今回の大規模な建て替えには大きな期待を抱いています。
私のような「目黒区民」はもちろん、区民以外の様々な立場の人に愛される施設と
なることを願っています。

まず、施設そのものがどのように利用されるのかを、出来るだけ広い視点と柔軟な
思考で「想定」しておくことが大切だと思います。
もちろん、施設が完成した後もその利用方法については常時様々な意見を取り入れ
ながら、その都度「改善」していくことが大切ですが、その為にもまだ「計画段
階」のこの時から、もっと「利用者の声」をすくい上げる努力が必要だと思いま
す。
具体的には、何よりまずこの「区民センターの建て替え」を、区民はもちろん利用
者全体に周知して欲しいです。
私は毎日目黒区のホームページをチェックしているので今こうしてアンケートに答
えていますが、例えば区民センターを利用している団体は他に数多く居るので、ま
ずはそうした団体の代表者全員にアンケートを取るなどしてみてはいかがでしょう
か。せっかく、そうした「利用者のデータ」があるのにそれを利用しないのはもっ
たいないです。
その他、やはりもっと「SNS」などを活用してより広く意見を求めることも必要だ
と思います。

4
室内プール、図書館を中心にみんなが使いやすく綺麗で居心地の良い空間。 綺麗に整備してほしい。

特にプールは大きくしてほしい。

5

区民がぶらっと立ち寄りやすい場所。とりあえず区民センターに行けば楽しいと思
える時間を過ごせる場所。

図書館内におしゃべりを楽しめる場を設ける。図書館は多くの人が自宅以外で定期
的に行く場所の一つであるが、基本的に図書館内では会話ができないため、コミュ
ニティを形成できる場となっていない。そのため、図書館内におしゃべりできる場
（図書の持ち込み可、飲み物などの自販機設置）を設け、図書館で出会った友人等
と会話を楽しめる場を提供する。
さまざまなイベントを開催できるような空間づくりとする。フリーマーケットのよ
うなものから◯◯教室のようなものまで開催できる場とし、とりあえず区民セン
ターに行けば何ら楽しいと思える時間を過ごせるようにする。

6
清潔で、華美ではないがチープでもない居心地のよさ。
こどもとこどもを育てる世代を尊重する姿勢

こどもが自由に動きまわることを許容する。木材など自然素材を多く使う。遊んで
楽しいような高低のメリハリ。そのうえでの安全性への配慮

 メール・FAX等
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No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

7

細かく部屋分けした群ではなく、大きく区切られた大空間群。
災害時に避難所等に使用変更可能。
プロフェッショナルから一般の方まで幅広く使える施設。

普段は大空間をパーティションや移動壁で小分け(室)にしておき、災害時には避難
所等に変えられる。
・開閉屋根式50mプール
天候に左右されず、災害時に飲用水として使える塩素消毒を使わないプール。
大会を開催できる深さ、一般の方に喜ばれるジャグジーを併設。
•美術貸しギャラリー
大スパンによる大空間。
それにより大きな作品も展示可能とする。
災害時には宿泊避難所としての空間として利用。
•食堂
ギャラリー使用者や大会にもケータリングや食堂を提供できるレベルのレストラ
ン。
•災害時や避難所としての用途を想定し予め自家発電、空調等を考慮した設計。

8

目黒川及び桜並木との繋がりのあるもの。
公園と一体となった施設であること。
明るく清潔であること。
こどもだけでなく、高齢者も利用したくなる施設であること。

今回は敷地特性を確りと読み込んで、建築空間化していくことが大切であり、その
ためには適した設計者を選定することが最も重要と考えます。プロポーザルコンペ
を行う際には有識者としてトップレベルの審査員を揃えることが必須と考えます。

9 スタッフの感じが良く、精神的な居心地が良い 今の、感じの悪いスタッフを入れ替える

10

居心地の良い空間：建物が緑に囲まれていて、どの部屋にもさんさんと太陽の日差
しが入り込み、ガラス窓が大きく空いていること。各階には、消臭・防臭の行き届
いたトイレがフロアーの中央にあり、（ウォシュレットが完備されていること。か
つ、オストメイト対応トイレがあること、さらに、停電時も2日間位は電池に切り
替えて、水が流せること。）を希望します。ワーキングルーム（コピー機・PC・作
業台があり、用紙持参で、予約制にて利用できる。）があること。１Fには、いつ
でもだれでも自由に利用できるテーブルとイスが設置されていて、飲食や打ち合わ
せなどができる場を設置し、自販機などもあると良い。
図書館では国会図書館や国立女性教育会館（NWEC）の図書室とリンクして、いつで
も資料が取り寄せられるようにする。全館共有の掲示板があること。公園には、ベ
ンチや噴水、水飲み場、花壇、木陰、を配置すること。
目黒区は23区に先駆けて、都内で1番目に男女平等・共同参画推進条例を区民提言
により制定してきました。そのことを最重要視して、区民センターの中心に男女平
等・共同参画センターを配置して、今後は目黒の男女平等・共同参画推進の指令塔
となる様全区民を挙げて、協力し推進に努力していく拠点本部として区民センター
が再生されることを強く求めます。

使い方：赤ちゃんから高齢者に至るまで、人生のどのステージの人にも満足のいく
（ニーズに対応可能な）設備や環境を整え、ニーズにこたえていけるよう、常に工
夫を凝らしていくよう努める。
すでに上記①に掲げたようなことは最低限実現を望みます。願わくば、コミニ
ティーバスを運行して、利用者の利便性を図ると今まで以上に利用や活用の利便性
が向上し、参加者や活用者のUPが望めると思います。

14



No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

11

防災の徹底 目黒川沿いで、ハザードマップにも引っかかる場所です。
建て直しをするのであれば、場所を変更しない限り、建て直しは、反対です。
良く考えて下さい。

12

区民が集う賑やかで生き生きとした空間を創るためには、やはり年齢や職業を超え
た大勢の人々が来る楽しさを提供する場所でなければならない。そのためには、複
合商業施設を含む人気や話題を提供する機能を持たなければならないし、その場が
区民だけに限定されないオープンで多様性のある国際的にも経済的にもボーダーレ
スにするべきである。
つまり、人々が遠くからでも足を運ぶだけの付加価値を提供する必要がある。
それは、区民対象の行政機関や公的な機能を最低限持ちつつ、区外、都外、国外か
らも利用可能な施設にする必要があるだろう。

最寄りの駅（目黒、中目黒）から山手通り沿い或いは目黒川沿いに目的の施設まで
人々を誘導するように商店や飲食店を整備し並べるのも一案ではないかと思う。
最近リニューアルオープンした渋谷の宮下公園を一つの良い例としてあげたい。
ここには大手企業2社で構成する指定管理者が運営を担う、官民一体型の新たな形
の公園が生まれたようだが、大企業の財源を利用するのも一案かと思う。
下目黒小学校に関しては、外部からの侵入を制限し、ある程度隔離管理する必要は
あるが、他の施設は一つの空間に集約して、限られたスペースを有効に共有活用
し、外気も入りやすい明るくオープンな空間を設計していただきたい。

13

いつもお世話になっています。
区民センターでHPがないところがあります。（目黒区HPで紹介はされてます）
HPがあって自治体の活動記録や収支報告書がある所はとても良いです。
最新情報が手にとるようにわかります。
例えば鷹番住区センターはそうです。
予算を組むときには箱だけなくソフトも考慮して予算を組んでください。
よろしくお願いします。

－

14

さまざまな「世代」が集まる空間があるとよいと思います。 自然を活かした散策路などもよいですが、子どもが散策路のみで遊ぶことは少ない
ので、やはりスポーツやイベントで使える広々としたスペースと小さい子どもが遊
べる大規模な複合遊具があると、さまざまな世代が集まることができると思われま
す。

15 都会のオアシスのような空間 緑をできるだけ多く残し、建物は無機質にならない緑に溶け込む設計

15



No  ① 新しい区民センターに求める空間とは？  ② どのような使い方や工夫をすれば、①の求める空間になると思いますか？

16

・長い間「見直し検討」という表現がなされてきたが、今回「建替え検討」という
表記が使われるようになったことは、区民センターに関する限り、ひとつの前進と
考える。そのうえで、このアンケートにおいては所属団体の立場にとらわれず、個
人として自由な意見を述べてみたい。私見では、コンセプトの設定が優先される。
・「居心地のよい」という規定にはなにかしら定点的な印象を受ける。私は、もっ
と動的・前進的なコンセプトを欲する。「多くの利用者が楽しめる」という規定に
も、なにかしら目黒区民限定のような印象を受け、区外の広範な人々を引き付け
る、という意味合いが含まれていないように感じられる。
・どのようなコンセプトが望ましいか。そのような空間とはどのようなものか。
・私の発想の出発点は「輝かしい」「ブライト」である。しかし、これでは抽象的
に過ぎるであろう。これをやや具体化してみる。「多くの利用者が楽しめる」とい
う肯定的表現は、「すべての人に」とか「訪れるすべての人に」とかいう肯定的表
現で置き換えたほうがよいであろう。「居心地のよい」という規定は「やすらぎと
活力をあたえる」と強調したい。「希望」は価値観に触れるので使うべきではな
い。
・したがって、「訪れるすべての人にやすらぎと活力をあたえる」というコンセプ
トを提唱する。

・前項の設問はある「空間」形態を求めるものであったが、コンセプトの設定を優
先した。のみならず、この第２項で求める「使い方や工夫」と求める「空間」形態
とは不可分のものである。先を急ごう。
・前項で提唱したコンセプトに照応する具体的な条件は三つある。
・第１に、新しい区民センターに収容する施設は徹底的に整理し、便益施設・休養
施設・景観施設各１施設程度とする。
・第２に、新築する建造物については、耐用年数50～60年程度などといわず、少な
くともその躯体・基礎部分は100年でも200年でも持ち続け、時代の要請によっては
間仕切り壁等の改修によって対応可能なものとする。
・第３に、新しい区民センターはそれだけの単独施設とはせず、中目黒駅から目黒
駅に至る間に点在するいくつかの施設と密接に連関し、その機能を分担し合うもの
とする。
・基本設計の段階ではほかにも必須の工学的なデーターと調査があるが、現段階で
はそれには触れない。
・第１の条件を敷衍すれば、便益施設としては予約なしで自由に使える大広間とそ
れに連続する図書館など、休養施設としては野外音楽堂、パーゴラ、ベンチなど、
景観施設としては庭園（できれば洋式）などが考えられる。
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実施日時：令和２年１０月１１日（日）１３：００～１６：３０

会 場：目黒区総合庁舎（南口エントランス）

参 加 者：東京音楽大学、東京工業大学、東京都市大学の学生 計２５名

※新型コロナウイルス感染症対策について

参加者数は収容定員（同等程度の会議室広さを基準に算出）の半分以下とし、マスク着

用、検温、アルコール消毒、換気の実施、緊急連絡先の確認を行いました。

目黒区民センターの将来を考える大学生ワークショップ

実施結果について

資料７

1

１ 区民センターの概要と新しい区民センターの検討経緯紹介

区から、現状の区民センターが果たして来た役割と課題、

新たな区民センターに求められる機能について紹介しまし

た。

２ グループワーク

①「好きな場所、行きたくなる場所」「区民センターを見学

して感じたこと」について、若い世代が求めるものと、現

状の区民センターから感じた良い点・気になる点を出し合

い、ギャップ等について意見を出し合いました。

②「新たな区民センターに求められる空間・仕組み」につい

て、アイディアを出し合い、「それらをどのように実現す

るか」について、各大学の専門性を活かしながら検討を深

めました。

３ 成果発表

グループごとに話し合った内容を発表し、質問回答を通し
て議論を深めました。

当日のプログラム



写真を撮りたくなるところ

自然を感じられるところ（川沿い・公園・海）遊べるところ

地元のごはん屋さんサイクリングロード

2

良い点

・図書館の造りが変わっていて、動線が

複雑で面白い

・体育館が広い

気になる点

・図書館は狭く、バリアフリー対応ができて

いない

・会議室が使いにくそう、使われていない部

屋が多い

・公園が狭い

TEAM１

アイディア

・区民センターの入りづらさを解消し、

目黒川に来る人や近隣地域の人や小

学校に通う児童に来てもらえる空間

づくり

・活動の目的となるホール・美術館・

図書館を内側に配置

Easy to ???

実現させるには？

・アトリエ、美術館・ホール、図書館の間に広場を設けてアトリエのアートや小学生の作品展示をしたり、

図書館でアートの情報発信を行うなどして各施設機能を連携させる。

・芝生公園を目黒川に隣接させて、公園と施設で屋内と屋外の一体的なイベントを実施する。

・アトリエでは作品の制作過程を見ることができたり、アトリエで働くクリエイターが子供たちにアート教

室を開く。

・スタートアップ企業・店舗支援のための貸しオフィス・店舗を設ける。

好きな場所、行きたくなる場所ってどんなところ？１

区民センターを見学して感じたことは？２

新たな区民センターに求められる空間・仕組みのアイディアをどのように実現する？３
提案コンセプト



3

良い点

・高齢者・子どもの利用が多い

・敷地が広い、緑が多い

・美術館がキレイ

気になる点

・学生の利用が少ない

・各施設の場所が分かりづらい

・大きな橋が活用されていない

・川沿いの景色があまり知られていない

・会議室のターゲットが不明

TEAM２

アイディア

・勉強する人がいる時間帯もあれば、ご

飯を食べる人がいる時間帯もある

・変わり続ける施設（学生が利用したり

高齢者が利用したり、いろいろな用途

で使える）

卵 白
Learn Park

～黄身も出ちゃうよ～

実現させるには？

・皆が使う空間（図書館、利用方法を限定しないオープンスペース、自分たちでレイアウトできる部屋）を

中心として、その周りにこども施設（児童館・遊具）、スポーツ施設（プール、体育館・ジム）、芸術施

設（美術館、アートギャラリー、ホール、防音機能付きの個室室）を配置する。

・周囲から入りやすいように、建物の周りを自然で囲み、建物自体もガラス張りにする。周囲の自然の中イ

ベント、お祭り、ヨガ教室等が開催される。

好きな場所、行きたくなる場所ってどんなところ？１

区民センターを見学して感じたことは？２

新たな区民センターに求められる空間・仕組みのアイディアをどのように実現する？３
提案コンセプト

雑貨屋・洋服屋・カフェ 季節を感じられるところ（目黒川・公園）

繁華街・飲食店

（自由が丘・渋谷）
スポーツができるところ屋内×少人数、屋外×大人数
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良い点

・敷地が広い

・緑が多くて屋外活動ができそう

・子供が多い

・図書館が独特で、クラシックな雰囲気

気になる点

・古い、暗い、開放感がない

・何があるかわかりにくい

・交流できなさそう

・バリアフリー対応が出来ていない

・会議室は同じような部屋が多い

TEAM３

アイディア

・親子で使う、世代超えてつながりあう

・ペットと楽しめる空間

・ぐるぐる回れる回遊路（ランニング

コース・犬の散歩コース）

幅広い世代、
いきもの

空間をこえた
つながり

実現させるには？

・屋内と屋外の緩衝地帯として広場を二つ設ける。小学校寄りの広場はにぎやかな空間（ペットと共に楽し

める屋外コンサート、ドッグラン）、建物の間の中央の広場は、休憩したり、美術館の展示を行う空間に

する。

・幅広い世代が使えるようにする。（ホールは子供から高齢者まで使えるように）

・建物全体が美術館のような、展示できる場所を色々なところにつくる。

好きな場所、行きたくなる場所ってどんなところ？１

区民センターを見学して感じたことは？２

新たな区民センターに求められる空間・仕組みのアイディアをどのように実現する？３
提案コンセプト

ぼーっとできる場所

「静」の刺激：知識・学びの場「動」の刺激：にぎやか、ワクワク

屋上庭園 落ち着く、おいしいカフェ
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良い点

・子供が多い

・緑がたくさんある

・美術館がキレイで落ち着いた雰囲気

気になる点

・目黒川とつながるようにした方が良い

・敷地に段差・階段多く、入り口が狭い

・ホールに楽器を運搬しやすい動線が必要

・ホール客席の前側を可動式にできると良い

TEAM４

アイディア

・目黒川からの動線と防災の観点を意識

・図書館・自習室でも、静かなスペース

と話せるスペースの両方設ける。

・芝生の空間を散歩すると各機能につな

がるイメージで公園・川と美術館を一

体的に整備

・美術館は、作品数が少なくても地域住

民が立ち寄りやすい美術館にする。

親水・親緑
親民

実現させるには？

・川とのコラボレーションを意識して、親水エリアにオープンカフェで、にぎわいを持たせる。

・美術館に隣接する芝生の広場の中に野外アートが設ける。（小学生が図工の授業で写生）

・ホールは使いやすいように練習室や可動式の座席、スロープを設けて、楽器も搬入しやすいように搬入用

の駐車場を隣接させる。

・特定の目的のみで使う施設は奥に配置する。

好きな場所、行きたくなる場所ってどんなところ？１

区民センターを見学して感じたことは？２

新たな区民センターに求められる空間・仕組みのアイディアをどのように実現する？３
提案コンセプト

街：自由が丘、横浜、新宿

憩い：カフェ、会話ができるスペース

自然：風通しの良い場所、木があるところ

運動：体育館文化：図書館、ホール
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良い点

・川に面した立地

・子供の利用が多い

気になる点

・外観から中の機能が見えない

・川沿いから入りにくい、動線がわかり辛い

・機能が独立していて「部屋ごと」な印象

・会議室は同じ形の部屋が沢山あり、大きさ

が決まっていて使いにくい

TEAM５

アイディア

・コワーキングをキーワードに

（子、和、輪、笑）

・食堂と公園の組み合わせ。キッチンカー

が公園に来るようなイメージ

・橋から川を渡ってくる人の流れをにぎ

わいにつなげる。

目黒をつなぐ

「わ」

実現させるには？

・2階レベルの橋からつながる公園も2階レベルにして、防災機能を持たせる。

・公園を活用して各機能を「グラデーション」でつなげることを意識し、機能が似ている施設同士を連携さ

せる。（通りにアート作品展示、美術館の近くにイベントステージ機能を持った屋外広場、小学校の近く

に児童館）

・「会議室」という名前の部屋は必要？

・地域の子どもも使えるフリースペース、コワーキングスペースを設置する。（オフィス仕様のコワーキン

グスペースだけではなく、人々の交流の場としてのコワーキングスペース）

好きな場所、行きたくなる場所ってどんなところ？１

区民センターを見学して感じたことは？２

新たな区民センターに求められる空間・仕組みのアイディアをどのように実現する？３
提案コンセプト

街：人が見え、人が集まる場所

非日常のワクワク：フォトジェニックな場所日常のワクワク：ショッピングセンター

人がいる×静：人がいる×動リラックス：公園、お風呂
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良い点

・自然が多く、景色が良い

・美術館がきれいで、雰囲気が良い

・体育館・ジムが安い

・屋外プールが広い

気になる点

・美術館は常設展があると良い、浮いている

・図書館は自習スペースが少ない

・会議室にWi-Fiがない、同じ様な部屋が多い

・屋外プールが夏場２か月だけしか使えない

・公園が狭く、暗く、子供が遊びづらい

TEAM６

アイディア

・囲われているイメージなので、公園に

人が溜まる空間、寄り道、井戸端会議

できるような空間

・話し相手がいるような地域の交流が生

まれる縁側のような空間

・演奏イベントもできるような美術館

・市民農園で出来た作物を調理室で料理

できる

地域コミュニティ
の基地

実現させるには？

・外部からの視界が取れるように公園や建物の配置を工夫する。

・コミュニティ交流ができる川沿いのカフェやオープンスペースをつくる。

・文化（美術館・ホール）・運動・それ以外（図書館・会議室・ワーキング）の3種類でそれぞれの機能を

まとめて配置

好きな場所、行きたくなる場所ってどんなところ？１

区民センターを見学して感じたことは？２

新たな区民センターに求められる空間・仕組みのアイディアをどのように実現する？３
提案コンセプト

自然あふれる場所 無料で自習できるオープンスペース

有料だが便利

Wi-Fiのあるカフェ
映画館、銭湯 イベント：音楽・展示・食



新たな目黒区民センターに向けた区民ワークショップ

実施結果について

第１回のプログラム 第２回のプログラム

１ 区民センターの概要について紹介

区から、現状の区民センターが果たして来
た役割と課題ついて紹介しました。

２ グループワーク

①現在の区民センターの「残していきたいこ
と」「変えるべきこと」について、普段利
用している経験を踏まえて意見を出し合い
しました。

②「新しい区民センターはどのような施設で
あるべきか」について、アイディアを出し
合い、実現に向けた課題についても議論を
深めました。

３ 成果発表

グループごとに話し合った内容を発表し、
質問回答を通して議論を深めました。

１ 新しい区民センターの検討経緯の紹介

区から、新しい区民センターの検討経緯や
空間イメージについて紹介しました。

２ 大学生ワークショップの成果発表

10月11日に実施した大学生ワークショップ
の成果を発表してもらい、共有しました。

４ 成果発表

グループごとに話し合った内容を発表しま
した。

３ グループワーク

新しい区民センターのあるべき姿について、
５つのテーマごとに分かれ、実現に向けた
アイディアを出し合いました。

【第１回】
実施日時：令和２年１０月１８日（日）１３：００～１５：３０
会 場：区民センター会議室（中小企業センター）

【第２回】
実施日時：令和２年１１月１日（日）１３：００～１５：３０
会 場：目黒区総合庁舎（南口エントランス）

【参加者】公募によりお申込いただいた方 計２５名（男性１３名、女性１２名）

≪年代≫ ≪住所≫

※上記25名の他、第2回目は大学生ワークショップ参加者の学生9名も参加しました。
※新型コロナウイルス感染症対策について
参加者数は収容定員（同等程度の会議室広さを基準に算出）の半分以下とし、マスク着

用、検温、アルコール消毒、換気の実施、緊急連絡先の確認を行いました。
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資料８



ディスカッションをまとめたグラフィックレコーディング

区民センターの残していきたいことは？１

・個々の施設機能（図書館、児童館・学童、美術館、ホール、体育館、プール等）

・区民センターにしかないもの（平和の鐘）・運動できるスペース

・子どもが集まることのできる場所 ・緑豊かな環境（目黒川からの風、樹木）

区民センターの変えるべきことは？２

・会議室から、予約不要のフリースペースに転換

・水害に備えて防災機能を持たせる

・公園・目黒川沿いを開放感のあるオープンな空間に

・誰でも使える広いオープンスペース

・図書館の動線を使いやすく

・誰もが利用しやすい空間に（バリアフリー対応）

・明るく使いやすい食堂

・子育て支援や子どもから若者世代が楽しめる機能の充実

・区民センターに行き来しやすい外周道路や駅からのアクセス改善

・広場には子どもが遊ぶための場所・現在のバラバラな施設配置に統一感を持たせる

・オンライン化

・独立している各機能を連携・類似機能を集約

・１年中利用可能なプール（屋内に集約）

第１回のまとめ

2
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新しい区民センターはどのような施設であるべき？３
TEAM1

ふところ広く、活動幅広く

TEAM２

一部が全部で全部が一部

TEAM３

次世代を担う多様な人々に
健康と文化・芸術を提供する場

あるべき姿

・多国籍、子どもから高齢者まで様々な人が使える施設に

・芝生広場（例：南池袋公園の広場）

・ワクワクする各施設のつながり

（例：開放的なホールと芝生広場の一体利用）

・広いフリースペース・オープンスペース、作業スペース

・屋上利用（シアター・ビアガーデン）

・働く人も受け入れられるテレワーク環境整備（Wi-Fi等）

課題

・建物の高さ制限

・芝生広場や夜間利用のための管理コスト

・防災対策（浸水への対処・緊急車両の動線確保）

あるべき姿

・今の独立した施設機能につながりを持たせる（借りた本を
プールサイドやカフェで読めたり、図書館・美術館・公
園を自分の家のように使えたり）

・目黒川沿いの立地を生かして広場とつなげる

・新しいニーズに合わせた機能（３Ｄプリンターが使える
ファブラボ、働く人向けに図書館で仕事ができるスペース、
身近な発表会で使えるホールや練習で使える防音室・ダン
ス室、キッチンスタジオなど）

課題

・各施設及び各機能をつなぐ仕組み（回遊させる動線など）

や配置計画が必要

あるべき姿

・多様な人（子供、若者、シニア、はたらく人、シングル
マザー、外国人等）が気軽に集まって接点を持つ場所

・スタート点としての広場（広場から図書館・プール・学童
等に向かう）

・児童館・学童・図書館が連携して行き来できる

・まちのリビングとしての図書館（閲覧スペースや自習室
を設けて、児童館と連携した子供向けイベント実施等）

・広場に緑や地域の集まるスペースをつくる

・目黒川の並木道を眺められる施設配置・オープンカフェ

課題

・限られた財源でより良い公共施設として建て替えるため
に、民間活用が必要
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TEAM４

いつでも・だれでも日常的に
人が集まる/目黒区のシンボルに

TEAM５

自然と共に楽しめる場

あるべき姿

・人にやさしく、温かみのある空間（木材・エコ）

・ブランディング（おしゃれで行きたくなる施設名に変更）

・いつでもだれでも使えるオープンスペース・カフェ、お
しゃべりできるたまり場（図書館でもおしゃべりが出来る
スペース、中高生が使える音楽スタジオ）

・若い起業家支援（工作・製本等のスペース・ファブラボ）

・監視カメラではなく、人が集まることで地域で見守る

課題

・公共施設は安く使えるが、事業として成立していない

・小学校と一体整備して目黒通りとつながるようにする

あるべき姿

・特定の利用者だけではなく、誰もが使いやすい施設に

・全世代・マイノリティ・様々な用途（例：IT関係の人も使
えるSOHO）も含めた交流の場

・アクセスを改善（目黒川を舟運でつなぐ等）

・シンボリックな空間・一階にカフェが入って民間が使う

・美術館とホールを連結して文化拠点として整備

・屋内・屋外プールをまとめ、幼児プールとともに屋内に
整備し、区民プールを小学校プールとシェア

・防災や景観の観点から公園スペースを広く取る

課題

・維持管理コスト・利用料金設定

ディスカッションをまとめたグラフィックレコーディング



5

地域に必要とされる施設機能・仕組みとは？テーマ１

第２回のまとめ

・世代の近い子ども達の交流機能
（小学生と中高生など、学校以外で交流・勉強を教え合う）

・子供の遊びや学びに対する意欲を刺激する場所
（子供のコミュニティが出来るような常設的なオープンスペースを設ける）

・子供の居場所

・子育て支援

未来を担う子供が「生きていく力」を身につける場所

みんなのやりたいことを実現しやすくする場所、活動のきっかけ・ハブになる場所

・区民が自由に書ける巨大な黒板を設置

・区民センター使い方アワードを開催して、受賞アイディアを1日限定で実現

・区民センターでデイキャンプ

・YouTube用スタジオ

新しい区民センターでの企画・運営を支える仕組み

・エリアマネジメント団体を設立

どのような民間活用が考えられる？テーマ２

・近隣企業と連携したオフィス・起業家支援施設

・スポーツクラブ

・住宅

・カフェ 等

民間のノウハウを活かした魅力向上・財政負担軽減

・民間に施設の運営を委託（民間同士でも横連携が生まれる仕組みが必要）

・文化施設の運営には民間活用の工夫が必要

・民間に開かれることで、今回のワークショップのように新しい対話が生まれる

・運営に区民のボランティアも参加
（新しい区民センターでもワークショップが開催され、ボランティアが生まれるようになると良い）

民間活用と運営のあり方

・コスト削減や収益を生む施策（土地貸与、カフェ・コワーキングスペース・キッチンカー設置等）が
考えられるが、各施設間の連携が損なわれないように、全体を俯瞰するエリアマネジメントの仕組み
が必要

・高さ制限は近隣住民に対して方針をもって丁寧に説明する必要がある

・民間活用にあたって使用料収入だけでなく、やりがいを組み合わせて取り組んでもらうべき

民間活用の目的



各施設間のつながりや機能を融合させる工夫とは？テーマ３

6

・運動関係の機能（体育館・プール・ジム等）は一つの棟に集約

・美術館の区民ギャラリーはホールや広い会議室と共用する

・図書館をまちのリビングとして屋内施設の中心に配置

・図書館と児童館を自由に行き来できるようにする
（セキュリティ対策として図書館から児童館への行き来は制限）

・屋外の中心に広場を配置し、美術館の屋外展示を広場でも実施する

類似の施設機能を融合・集約する

・川沿いからのアクセスを良くするため、川沿いにオープンスペースを設置し、周囲の各施設機能の
エントランスとつながりを持たせ、オープンスペースから各施設を見渡せるようにする
（例えば、美術館の入り口がオープンスペースとつながったり、運動施設の窓からオープンスペー
スを眺められたりする）

・図書館、児童館・学童はつながりを持たせるため下目黒小学校の近くに配置

目黒川沿いの空間や下目黒小学校とつながりを持たせるため、施設配置を工夫

下目黒小学校とどのような連携が考えられる？テーマ４

・遊び場・芝生広場

・小学生の創作物展示スペース（一般の人に公開できることで小学生のモチベーションも向上）

・司書から本の選び方を学ぶ場

・小学生がまちの魅力を学習できる場所

新しい区民センターにおいて子供向けの機能を設けたり、イベントを実施したりする

・プール等を小学校と共用する

区民センターの施設を小学校が使用

・セキュリティのため特別教室をゾーン分け（棟や建物内の構造で分離）

・特別教室の管理運営を民間委託することで学校側の負担を軽減し、地域にも開放しやすくする

特別教室（図工室・音楽室・家庭科室）を区民に開放

・小学校給食と食堂の相互利用・連携

・ホールの演奏者、美術アーティスト等による小学校でのワークショップ

・地域のイベント時に小学校の家庭科室を活用

・小学校のクラブ活動のコーチに区民が協力（マッチングに民間が協力）する

その他区民センター各施設と小学校の連携
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・区のイベント開催

・図書館の自習スペースの環境（Wi-Fi等）を整備して、学生や社会人を呼び込む

・広い芝生公園

・障害のある子供もない子供も一緒に遊べる公園（インクルーシブパーク）

・通年楽しめる屋内プール

・区民センターに立ち寄ればワンストップで楽しめる施設

・目黒川沿いに親水空間・オープンスペース・オープンカフェを設ける

・新しい区民センターのサイン・シンボルマークを作る

区内外から人を集めるコンテンツを持った施設づくり

・エリア全体で考えた区有施設の再編

中目黒・目黒エリア全体で公共施設を再編

・区民センター周辺道路を改善する

・地域交通を改善する（コミュニティバスを運行）

駅からのアクセス改善

ディスカッションをまとめたグラフィックレコーディング


