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第四中学校跡地活用に係るアイデア募集の結果について 

 

１ 経緯 

大鳥中学校開校に伴い閉校となった第四中学校跡地の活用については、学識経験者、

地元関係団体及び公募区民で構成する第四中学校跡地活用検討懇話会（以下「懇話会」

という。）を設け、検討を進めていくこととしている。 

懇話会の議論に資するため、第四中学校跡地活用に係るアイデア募集を下記のとおり

実施した。 

 

２ アイデア募集実施結果（詳細は、資料１のとおり） 

（１）実施期間 

平成２７年４月２５日（土）から５月１８日（月）  

 

（２）周知方法  

めぐろ区報（４月２５日号）、目黒区ホームページ掲載（４月２５日）、区施設等

での閲覧 （目黒区総合庁舎１階区政情報コーナー・４階政策企画課、地区サービス事

務所（東部地区を除く）、住区センター） 

 

（３）質問項目 

  ① 区が配慮して取り組むべき事項について 

② 実現していくことが望ましい施設・施策について 

③ 提出者による活用希望（活用策の概要）について 

 

（４）提出状況  

  個人 団体・企業 議会 計 

書面 7 2 1 10 

FAX 3 0 0 3 

メール 7 1 1 9 

区民の声 3 0 0 3 

計 20 3 2 25 

 

（５）主な内容 

  ① 区が配慮して取り組むべき事項について 

活用の進め方に関する事項 14 

施設整備に関する事項 9 

既存施設の活用に関する事項 3 

計 26 

 

（資料５） 
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 ② 実現していくことが望ましい施設・施策について 

高齢者施設 14 

子育て施設 15 

障害者施設 2 

防災関連施設 3 

スポーツ施設 2 

コミュニティ施設 3 

企業向け施設 2 

その他 3 

計 44 

 

  ③ 提出者による活用希望（活用策の概要）について 

高齢者施設 10 

子育て施設 6 

障害者施設 3 

防災関連施設 3 

スポーツ施設 1 

コミュニティ施設 5 

企業向け施設 2 

その他 3 

計 33 

 

３ 今後の予定 

  平成２７年６～１０月  懇話会（計４回を予定） 

１１月  第四中学校跡地活用素案とりまとめ 



（資料1）

第四中学校跡地活用アイデア募集結果

№ 区分 種別 （１）区が配慮して取り組むべき事項 （２）実現していくことが望ましい施設・施策 （３）提出者による活用希望（活用策の概要）

他区には区立の複数の知的障害者宿泊施設があるが、目黒
区立のものが一つもない。地域で生まれ育ち、地域で生涯を
閉じるのが理想である。

知的障害者自立支援施設、防災用品備蓄置場、知的障
害者宿泊施設、特別養護老人ホーム

施設整備 高齢者施設、障害者施設、防災関連施設

跡地に区立複合福祉施設を建設し、あわせて防災拠点を整
備する。

①保育所を併設した高齢者施設の建設
②第一次避難所を兼ねた区民広場の確保

既存の建物をすべて取り壊し、北側の一角の1階部分に
保育所を併設した特別養護老人ホーム等（デイ機能を含
み、福祉避難所を兼ねる）を建設し、その他を広く区民広
場（第一次避難所を兼ねる）として整備する。
サブコートを、公園又は児童遊園として整備する。

施設整備 高齢者施設、子育て施設、防災関連施設 高齢者施設、子育て施設、防災関連施設、その他

区立小・中学校の統廃合を進めるに当たっては、既存のところ
への統廃合ではなく、まず新設してから統合するのが望まし
い。

①四中跡地に小学校を1校新設する。
②不動小学校と近隣小学校1校の廃止を進める。
③以下、同様にして学校統廃合と「避難場所」の整備を進
める。

既存の建物をすべて取り壊し、跡地に小学校を新設す
る。その間に不動小学校と近隣小学校1校の廃校計画を
進め、以下同様にして区立小・中学校の統廃合を行うた
めのモデルとする。

活用の進め方 防災関連施設、その他 その他

税金を無駄に使わないこと。区民が差し迫って必要とするもの
から取り組むこと。

①高齢者用住宅施設（サービス付き高齢者住宅等）
改装して個室にしたり、給食室を利用し食事を提供する。
②保育園か託児所を併設する。
高齢者と乳幼児のかかわりがあることは、お互いにプラ
スになる。保育施設の不足を補える。

活用の進め方 高齢者施設、子育て施設

保育園及び老人ホームの設置
有料老人ホームを設置する。できれば、保育園及び学童
保育クラブ併設にする。

民間企業に有料老人ホームの運営を委託し、土地を借地
とし建物のレンタル料を取り区の歳入増加を図る。同時に
保育園及び学童保育クラブも併設する。

施設整備 高齢者施設、子育て施設 高齢者施設、子育て施設

安全・安心を配慮し、既存施設はそのまま利用していただきた
いが、エレベーターは各階に設置してほしい。

床は、精神的・肉体的両面から木材が良い。（活動する
場）

既存施設の活用 その他

①安全・安心で問題ない箇所は、既存のものを有効利用す
る。
②シニアの方の能力・体力を充分発揮できるものは、そのまま
利用する（音楽室、理科室、家庭科室、技術室、図書室、コン
ピューター室等）。
③環境周辺地域の交流

①介護要支援となる前から、メタボ・ロコモ予防対策の運
動を行える場の提供。認知予防対策の用具・施設の提
供。
②自主活動を促し、少額の自己負担で自立意識を喚起
する。

①校舎棟・特別教室（体育館含む）はそのまま利用する
が、特別教室Aについてはエレベーターを設置。
②一般教室は、特別養護老人ホームとして内部改装。
③1階は総合施設としての事務所棟に改装。
④1階に診療所等を設ける。

既存施設の活用 高齢者施設 高齢者施設、その他

FAX個人
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第四中学校跡地活用アイデア募集結果

№ 区分 種別 （１）区が配慮して取り組むべき事項 （２）実現していくことが望ましい施設・施策 （３）提出者による活用希望（活用策の概要）

これまで目黒区を支えてくれた高齢者と、これからの目黒区を
支えてくれる子ども達に配慮して活用すべきである。

不足していることが明らかな特別養護老人ホームと保育
園の増設を実現すべきである。

跡地の一部を売却し、その収入も特別養護老人ホームと
保育園の建設費用に充当する。

活用の進め方 高齢者施設、子育て施設 高齢者施設、子育て施設

一番安易な方法の売却した金で次期計画を実施するようなこ
とは絶対しないこと。現在の建物も利用すること。

現在、待機幼児比率が都内で一番悪く95%であるので、
認可保育所等幼児施設に一部変更する。
特養老人施設の入居待ちの人も多数いるので、入居待ち
の人を一人でも多く収容できるように一部を作る。
身体障害者のリハビリ施設も作るようにする。
災害時の避難所として使用できるようにしておく。

現在の校舎を応用して認可保育所、老人関係施設、身体
障害者のリハビリ施設、災害時の避難所備品の保管所
施設に利用できるようにする。

活用の進め方 高齢者施設、子育て施設、障害者施設、防災関連施設 高齢者施設、子育て施設、障害者施設、防災関連施設

①現実的な課題
　特別養護老人ホーム900人待ち。低所得な方は、有料老人
ホームには入所できない。介護者も就労または退職せざるを
得ないケースが増えている。
②近未来
　区に住み続けられる環境づくり（就労世帯を増やし、税収に
つなげる）。

①特別養護老人ホーム（看取り）含め医療依存度の高い
ケースの受け入れる（ナース+ヘルパーの教育体制の充
実と地域連携）。
②保育園・学童保育・重症心身障害児の通所施設。

特別養護老人ホームは、常に介護が必要で自宅での介
護が困難な高齢者が入所する施設。近年、認知症を合併
した医療依存度の高いケースやターミナルケアの方が増
えている。看護小規模多機能は、自宅長期療養者を支え
るもので、家族に負担軽減の為、訪問・通いに宿泊機能
を加え一体的に提供する仕組み。

活用の進め方 高齢者施設、子育て施設、障害者施設 高齢者施設

①保育施設の充実
②高齢者施設の充実

①保育園、こども園などの乳幼児施策
②特別養護老人ホーム等老人福祉施策、小規模多機能
型居宅介護施設

施設整備 高齢者施設、子育て施設

①避難所としての役割維持
②より多くの区民が利用できる施設であること
③地域と隔絶された施設にしてはならない（卒業生も足を運べ
る場）。
④費用対効果を考え、施設を貸すことにより収益を得る。
⑤施設維持・管理の窓口が単一であり、縦割りとならないよう
にして欲しい。

1階に給食室があることと、待機児童の問題もあるので、
1・2階を利用して保育を充実させてほしい。（安心こども基
金を利用できないのか？）
3・4階に老人施設（特養・デイサービス等々必要度の高い
もの）を設けて、世代間交流ができるように。（地域介護・
福祉空間整備等施設整備交付金を利用できないか？）
また、既存の専門教室（調理・被服・美術室・音楽室）を貸
し出すことで、地域と隔絶されない、また、地域により見守
られる児童・老人福祉の実現につながる。

少年サッカークラブや少年野球チームと同様に、地域の
テニスクラブの育成並びに父兄の理解を得られるよう父
兄にも対象の幅を広げたテニスクラブの実現。

活用の進め方 高齢者施設、子育て施設 スポーツ施設
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第四中学校跡地活用アイデア募集結果

№ 区分 種別 （１）区が配慮して取り組むべき事項 （２）実現していくことが望ましい施設・施策 （３）提出者による活用希望（活用策の概要）

地域の皆様、そしてめぐろ区民の方が使用でき、地域の方の
安全・安心・安らぎを与えられる所であったら良いと考えます。

①保育園、高齢者の方の施設
　核家族化の中で、小さなお子様と高齢者が接すること
は、高齢者の方には元気と安心感を与え、小さな子供さ
んにはいつも接することのない大きなやさしさを感じても
らえるのではないかと思います。
②主にひとり親の方のご家族の住宅（父子・母子家庭）
　学校の終了後も安全なのではないでしょうか。
③学習塾・おけいこ教室（主に母子家庭の方）
　区が民間の方、地域の方にお願いしてボランティアの方
等にお願いできれば、経済的に助かり子どもの安全面も
守られるかと考えます。

活用の進め方 高齢者施設、子育て施設、その他

①少子化、高齢化がますます進行している中、目黒区としてそ
れらに対する施策・施設は十分であるとは言えない。
②目黒区は緑化率（緑化面積？）が23区の内でも下位にある
という。地球温暖化対策に貢献するためにも、このパーセン
テージを上げることが望ましい。

上記2点の解決策として、例えば「森の幼・老園」というよ
うな施設にするといい。建物は保育園と老人介護施設を
合わせたものとする。校庭と建物の周囲は雑木林にす
る。この木は常緑樹とし、将来的には林試の森のような高
い木の森にしたい。こうすることで、近隣の騒音問題の心
配はなくなる。森林浴の効果も期待できる。

活用の進め方 高齢者施設、子育て施設

①建物を有効活用するという意味で、校舎内のリフォーム的な
ことは必要最低限にする。
②隣接地域の住民の利用を優先的に配慮する。
③利用者に対して利用料などは、区として収益追求を優先す
ることは避ける。

①ベンチャー企業への貸し出しも考えられ、インターネッ
ト、電源などのインフラは、部屋（教室）単位で管理できる
ようにする。

近隣の方が自由に出入りでき、気軽に話ができるコミュニ
ティー空間。セルフサービスの有料ドリンクはありますが、
あとは本を読むなり、おしゃべりするなりしていただく。

既存施設の活用 企業向け施設 コミュニティ施設

FAX個人12

13 個人 メール

FAX個人11
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第四中学校跡地活用アイデア募集結果

№ 区分 種別 （１）区が配慮して取り組むべき事項 （２）実現していくことが望ましい施設・施策 （３）提出者による活用希望（活用策の概要）

最近、保育園や公園（運動場）の子供の声による騒音問題が
よく報道されています。一方で東京都は子供の声を騒音対象
から除外する条例を施行しましたが、実際身近で幼児・児童
の甲高い声を長時間聞かされるのは聴覚上、精神的に辛いも
のです。
従って、静かな住宅地に突然保育園や公園（運動場）を開設
するのではなく、子供の声に関し従来より近隣住民と共生でき
ている学校跡地にできるだけそれらの施設を開設すべきと考
えます。

①保育園開設
区や民間会社がそれまで静かな住宅地に突然開設する
ので騒音問題や地価下落の懸念から反対運動が生じる
わけで、元々子供の声とは共生できている学校跡地の校
舎を再利用し開設するほうが反対運動も生じにくいので
はないかと考えます。
②公共運動場開設
林試の森公園の「プラタナス広場」と「大きな広場」は本来
“広場”で“運動場”ではなく、実際都が指定している「都
立公園における団体スポーツ利用施設」ではありませ
ん。
しかしながら、今やこれらの広場は完全に団体スポーツ
関係者の運動場となり隣接住民に騒音問題が生じていま
す。具体的には、土日早朝はテニス試合（打球音と大
声）、午前中はゲートボール（打球音）、午後は幼児・児童
のサッカー教室（コーチの大声と笛の音及び子どもの甲
高い声）、青年のサッカー試合（大声）、少年野球（コーチ
の大声と子供の甲高い声）です。従って、林試の森公園
に近い学校跡地（校庭）が公共運動場という受け皿にな
れば、公園広場の団体スポーツ利用禁止に向けて都へ
の要請がしやすくなるものと考えます。

施設整備 子育て施設、スポーツ施設

地域住民の意見が反映され、地域参加の理念に基づき、地域
住民含め、区民の自主的な地域支援活動が促進されることに
配慮する。
行政主導でもない、民間委託でもない、地域・区民主導の活
動。

子育て・子育ち・子育て合い支援
未来をになう子どものための施設。子どもの居場所づくり
の考えのもと、地域子育て支援団体（複数可）等による、
文化・スポーツ・遊び等の教室や、異文化・異世代との交
流の場作り。地域の高齢者・リタイヤした方で地域貢献の
場を探している方を募り、それぞれの特技を活かした教
室の開催など（放課後事業の全区児童かつ幼児対象
版）。中高生と小学生の交流。ジュニアリーダーの育成の
拠点。

空間としての子どもの居場所づくりに留まらず、色々な体
験の場（子どもたちが活躍できる、活動のきっかけづくりと
しての色々な体験）。そして、交流の場（いろいろな考え・
世界を知り、多様性のある生きを知る。同世代・異世代・
異文化との交流）

活用の進め方 子育て施設、コミュニティ施設 子育て施設、コミュニティ施設

対象をお年寄り限定にする、などは配慮してほしい。

1階：お年寄りの介護ケア・施設など
2階：もの作り工房・ワークショップ・実験教室・パン屋さ
ん・食堂の設置（小さいお子さんはお年寄りが一時預かる
などができ、コミュニティの場も設置）
3階：会社や個人向けのオフィスとして貸出

活用の進め方 高齢者施設、コミュニティ施設、企業向け施設

メール個人14

メール個人15

16 個人 メール
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第四中学校跡地活用アイデア募集結果

№ 区分 種別 （１）区が配慮して取り組むべき事項 （２）実現していくことが望ましい施設・施策 （３）提出者による活用希望（活用策の概要）

四中跡地は、第一種低層住居専用地域に隣接しており、近隣
は住宅街で、小学校や高校もあります。区民生活区域でもあ
るため、これまでの静かで穏やかな住環境が損なわれないよ
うに注意すべきと思います。
また、公立中学校の跡地利用ということで、広く区民や区に有
益となることを重要視すべきで、特定の企業に利益が集中す
ることがないように注意すべきと思います。

①区が抱えている問題を解決するための施策
老人ホーム、保育園、イベント貸スペース等の複合施設、
商店も一部入ると、より広く利用されるのでは。
②目黒区が他自治体のモデルとなりうる事業施設
中小企業のオフィス、インテリアストリートの特徴を利用し
た事業（例：世田谷ものづくり学校）
③新規に広い土地を確保することが難しい現状では、校
庭はそのままスポーツ利用できるようにしても良いのでは
ないか。

活用の進め方 高齢者施設、子育て施設、スポーツ施設、企業向け施設

インターナショナルスクールの初等部を開校する。
小1から小6まで。1学年2～3クラス。1クラス25名、全校
300～450名。国際バカロレアのPYP（プライマリー・イヤー
ズ・プログラム）に準拠したインターナショナル・スクール。

企業向け施設

①区有地の最大限の活用による区民への還元（容積の最大
限活用）
②区有地の収益物件化による新たな財源の確保
③行政需要の増減に合わせた柔軟な公共施設床面積の確保

①様々な所得層のニーズに合わせた高齢者向け住宅の
確保（廉価な住宅から高級な住宅まで）
②子育て支援策としての保育所、学童保育所の確保
③地域のコミュニティ活性化に資する集会室等

必要な公共施設を計画した残りの容積を、区民のニーズ
にも応える民間収益施設とすることにより、「区有地を最
大限活用することによる区民への還元」及び「新たな財源
の確保」の2つの課題に応えます。
（民間収益施設の用途イメージ：介護付き有料老人ホー
ム、認可・認証保育園、学童保育、収益性の見込みに
よっては集会室等の公益施設を入れることも検討可能）

活用の進め方 高齢者施設、子育て施設、コミュニティ施設 高齢者施設、子育て施設、コミュニティ施設

私自身も母校が福祉転用された経験をしておりますが、地域
住民にとって学校というのはやはりシンボリックなものであると
認識しております。よって、転用にあたっては、地域福祉や地
域のつながり創出、あるいは今後一層求められていくであろう
共生社会の先駆となっていくようなものにしていくことが重要と
考えます。

今後、東京圏は、超高齢社会に加え、近隣のつながりの
希薄化が、互所、共助の展開に大きく影響するものと考
えます。そうした中、都会での心地よい住まいには、ハー
ド面だけでなく、共生的コミュニティの形成がとても重要な
要素となってくるものと考えます。
そこで、多様な者が集まり、相互関係の上でつながること
を実現していく“街”のモデルケースを築いていくことが望
ましいと考えました。要介護者や障害者といった、いわゆ
る社会的弱者のみを集合させた複合福祉施設ではなく、
一般世帯や商業施設なども一緒にしたミニ共生タウンを
構築し、都会型のあるべき住まい方、コミュニティのあり
方を模索、発信して行く拠点としていただきたいと思いま
す。

高齢者（元気高齢者、要介護者）、障害者、一般ファミ
リー、母子家庭世帯等多種多様な人が同居する多世代
共生を可能とする集合住宅や福祉施設、商業施設を兼ね
備えたもの。

活用の進め方 コミュニティ施設 高齢者施設、子育て施設、障害者施設、コミュニティ施設

メール
団体・
企業

18

19
団体・
企業

書面

メール個人20

書面個人17
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（資料1）

第四中学校跡地活用アイデア募集結果

№ 区分 種別 （１）区が配慮して取り組むべき事項 （２）実現していくことが望ましい施設・施策 （３）提出者による活用希望（活用策の概要）

第四中学校は目黒通りから一歩入った場所にあり、目黒通り
はインテリアストリートと呼ばれるように大小様々なインテリア
ショップや小物屋、骨董品店等が軒を連ねてます。
このような他にない特徴を有する第四中学校の跡地につい
て、これらの土壌を活かした施設、例えばデザイナーが集まっ
て小資本で活動が出来る拠点を提供しては如何でしょうか？
例えば家具のデザインや制作には広いアトリエが必要です
が、学校施設であればこれらの活動が十分に可能です。機材
を多人数でシェアすることで才能のある若いデザイナーに拠
点を提供し街を将来に渡り活性化できないかという提案です。
すでに世田谷区が2004年にものづくり学校を開設し、若いベ
ンチャー企業家を育て、また彼らがワークショップを頻繁に開
いて区民（老若男女）にものつくりの経験という形で還元してい
ます。私自身がここに何度も足を運んでいますが、活気があり
地域に十分な還元がなされており、この場所から大きくなった
羽ばたいたアーティストや企業も存じ上げております。
第四中の立地であれば周辺のショップへの商品提供やマーケ
ティング、来場者の増加にも直結するため世田谷区の事例以
上の地域活性化への効果、目黒ブランドの確立などが見込め
るのではないでしょうか？

施設整備

中学校跡地に大学誘致したらいかがですかね。

施設整備

前に区有施設見直しの中で、新たな施設は求めなかったはず
ではないのか？方向がおかしいと思った。さらに、みどりが
減っているのだから樹木をもっと区民生活部の施設に植える
べきだ。四中に大きな樹木を植えればよいと思った。

活用の進め方

目黒区の現状をみれば、子育て・福祉施設が圧倒的に足りな
い。したがって、こうした施設の設置を優先した活用計画にす
ること。

認可保育園の早急な設置、特別養護老人ホームについ
ては、実施計画に盛り込まれた2施設の増設計画にとど
まらず、3施設目を早急に計画すること。

施設整備 高齢者施設、子育て施設

第四中学校跡地については、認可保育園と特別養護老人
ホームを組み合わせた子ども施設と高齢者施設を複合的に整
備すること。
また、この複合施設整備と合わせ、できるだけ既存施設も活
用しながら区民活動・市民活動支援の場づくりも行うこと。

施設整備

書面議会25

メール議会24

22 個人
区民の
声

区民の
声

個人23

区民の
声

個人21

6



旧目黒区立第四中学校跡地の 
活用アイデアをお寄せください 

 

 区では、目黒大鳥中学校開校に伴い

閉校となった旧第四中学校跡地の活

用について検討するため、庁内に「中

学校跡地活用検討部会」を設置しまし

た。また、学識経験者や地元関係団体

等で構成する懇話会（仮称）を設けて、

ご意見をいただきながら検討を進め

ていきます。 

検討に際して、区民の皆様から活用

アイデアを募集します。 

 

○旧第四中学校跡地の概要 

（１）所在地     目黒区下目黒六丁目１８番２号  

（２）用途地域等   第一種中高層住居専用地域 

第２種高度地区（絶対高さ 17ｍ） 準防火地域 

建ぺい率：60％ 容積率：200％ 

（３）敷地面積    8,465.97 ㎡（サブコート：522.3 ㎡含む） 

（４）既存建物    配置図及び平面図は、別紙 1 参照 

ア 校舎棟    地上 4 階、地下 1 階 鉄筋コンクリート造 

昭和 35・36・43・44 年築 

イ 特別教室棟Ａ 地上 3 階 鉄筋コンクリート造 

昭和 54 年築 

ウ 特別教室棟Ｂ 地上 2 階、地下 1 階 鉄筋コンクリート造 

昭和 54 年築 

エ 屋内運動場  地上 3 階 鉄筋コンクリート造 

昭和 63 年築 

 

○募集内容 

（１）区が配慮して取り組むべき事項について 

（２）実現していくことが望ましい施設・施策について 

（３）提出者による活用希望について 

 

○応募にあたっての留意点 

（１）用途地域地区など現行の都市計画条件を前提とします。 

（２）活用開始時期は、活用の内容によって異なる場合があります。 

 
裏面もご覧ください 



○ 活用の基本的考え方 

これまで学校が、地域に開かれた中核的な施設として、防災やコミュニティ形成、文化

活動の拠点としての役割も果たしてきたことから、周辺環境や地域に配慮するとともに、

次の点を基本に活用計画について検討していきます。 

（１）区民生活の向上に寄与し、区政の課題を解決するための活用 

区民生活の向上のために役立てるため、8,465 ㎡ある大規模用地を有効に生かし、基

本計画やその他の計画等、さらに区有施設見直し方針を踏まえ、区有施設の集約化や複

合化の観点のもと、一定規模の土地や建物が必要となる施策への活用を図ります。 

（２）現在の施設の活用 

耐震性を有した施設であることを認識しつつも、区民ニーズ等を踏まえ総合的に判断

していきます。 

 

○募集方法 

（１）提出期限 平成 27 年 5 月 18 日（必着） 

（２）提出方法 所定の様式に必要事項を記入し、郵送・FAX・持参又はEメールで提出し

てください。資料・様式は、総合庁舎本館１階区政情報コーナー・４階政

策企画課、地区サービス事務所（東部地区を除く）、住区センターで配布

するほか、ホームページから印刷できます。 

 

○アイデアの取り扱い 

（１）提出されたアイデアは、中学校跡地活用検討部会及び懇話会（仮称）において検討し

ます。なお、ヒアリング調査を行う場合があります。 

（２）アイデアは、跡地活用の検討に資するためのものであり、内容の良し悪しを競うもの

ではありません。 

 

○今後のスケジュール（予定） 

平成 27 年 

6～10 月 学識経験者・関係団体等から構成される懇話会（仮称）実施 

  平成  11 月 第四中学校跡地活用素案とりまとめ 

地元説明会 

平成 28 年 1月 第四中学校跡地活用案とりまとめ 

以降、計画を決定し、活用を進めていく 

 

○提出先・問い合わせ先 

目黒区企画経営部政策企画課 

〒153－8573 目黒区上目黒二丁目 19番 15 号 

電話 03-5722-9106 FAX 03-5722-6134 

 Mail  r-atoti@city.meguro.tokyo.jp 

 



旧第四中学校跡地施設配置図 

 

 

 

 

  

特別支援教室棟Ａ 屋内運動場 

（１階体育館、屋上プール） 

（別紙） 



校舎棟、特別教室棟Ｂ 

地下１階 １階 ２階 ３階 ４階 
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旧第四中学校跡地活用アイデア調査票 

 

旧第四中学校の跡地について、以下のとおり活用のアイデアを提出します。 

 

１ 提出者 

 平成   年   月   日 

フリガナ  

氏名  

住所 
〒 

 

勤務先・学校名※２  

住所※２ 
〒 

 

連絡先 

電話：      （       ）          

携帯：      （       ）          

Mail： 

※１ 提出要件は、目黒区パブリックコメント手続要綱に基づきます。 

※２ 在勤者・在学者については、勤務先名称・学校名及びその住所を記入してください。 

※３ 団体・法人の場合は、担当者名も記入してください。 

 

２ 活用のアイデア 

（１）区が配慮して取り組むべき事項 

 

 

（２）実現していくことが望ましい施設・施策 

 

 

  

（様式） 
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（３）提出者による活用希望 

名称 

（活用内容を表す名称を記入してください） 

 

活用策の 

概要 

（活用の全体像が分かるように簡潔に記入してください） 

 

活用期間 
１ 継続して活用 

２ 平成  年  月まで 

活用したい 

施設 

（跡地のどの

部分を活用し

たいのか、番号

に○印を付け、

具体的に記入

してください） 

１ 校舎 

棟名 階層 必要面積 活用希望諸室名称 

 階 ㎡  

 階 ㎡  

 階 ㎡  

 

２ 体育館 

 

３ 校庭（サブコートを除く） 

 

４ 校庭（サブコート） 

 

５ その他 

 

活用にあた

って考慮し

てほしい事

項 

（活用のための条件等があれば記入してください） 

 

その他 

 

 ※ 活用アイデアの内容について、後日、詳細の提出依頼、 

ヒアリング等で確認させていただく場合があります。 

 ※ 活用アイデアの提出によって、跡地の利用を 

約束するものではありません。 

 

平成  年  月から 

提出・お問い合せ先 

目黒区企画経営部政策企画課 

〒153－8573 

目黒区上目黒二丁目 19番 15 号 

電話 03-5722-9106 FAX 03-5722-6134 

 Mail r-atoti@city.meguro.tokyo.jp 


