
「西小山街づくり整備計画素案」に対するパブリックコメントの実施結果について

１ パブリックコメント実施状況

（１）実施期間    平成２５年１１月１５日から平成２５年１２月２０日まで

（２）周知方法

  ア めぐろ区報（１１月１５日号）、目黒区ホームページ、

西小山街づくりニュース・説明会開催通知（検討範囲に関係する方々に個別配布、郵送）

  イ 素案閲覧場所

     目黒区総合庁舎 1 階区政情報コーナー・6 階地区整備計画課、各地区サービス事務所（東部地区を除く）、向原・原町住区センター

  ウ 説明会  平成 25 年１２月１０日〈向原住区センター プレイルーム 参加者２０名〉

２ 意見提出状況

パブリックコメント 件数

個 人 １

団 体 ０

議 会 ２

計 ３

説明会 ７

合 計 １０

３ パブリックコメント等の内容と検討結果について

〈対応区分表〉

対応区分 内   容 項 目 数

１ 意見・要望の趣旨に沿い、素案を修正します。 ０

２ 意見・要望の趣旨は素案に取り上げており、趣旨に沿って整備計画を策定します。 ９

３ 意見・要望の趣旨は今後の検討課題とします。 ４

４ 関係所管・関係機関・団体に趣旨を伝達します。 ０

５ 意見・要望に沿うことは困難です。 ４

６ その他（1～5 以外のもので、整備計画の内容に関わるような意見でないものや策定に直接影響を及ぼさ

ない意見等）
１１

計 ２８
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パブリックコメント

整理

番号
枝

番
意見・要望（要旨）

対応

区分
検討結果（対応策）

1 01 補助 30 号線は、目黒線の地下化や電線地中化等から素晴らしい

環境になりました。先日、補助 46 号線を通りましたが、車・自転

車・歩行者そして車椅子と並んだ時、私は自転車を降りて車が通

り過ぎるまで停車の状態でした。原因は歩道に電柱が在り歩行者

の行く手を阻んでいるからです。補助 46号線も、ぜひ、電線地中

化にしてください。

また、当地区には狭あい道が多いので、老朽化による建て替え

はしたいけれどセットバックによる私道の扱い等を考えると様々

な選択もありそうです。行政は、住民の方々の利害関係と街づく

りの理解を平行しながら対応していくやり方もあると思います。

素案には、「駅乗降客数は地下鉄乗り入れなどにより増加してい

るものの、商業の売り上げ額は減少傾向にあります。」とあります

が、乗降客者の増えている原因が一過性か、それとも定着してい

るのかを分析することも街づくりの参考になると思います。

この町の街づくりは完成までまだ先があるようですが、当面は

狭あい住宅や商店街が連なることから火災には細心の注意が不可

欠と感じます。消火器やスプリンクラーの場所を確認し、住民が

協力し、発生があったら初期消火で防火してください。碑文谷に

は目黒消防署の出張所が在ります。西小山もソフト面から品川区

と有機に結んだ出張所ができたら安心安全になると思います。

2 整備計画素案の整備プログラムでは、「電線類の地中化（補助 46 号線）」を位

置づけています。

木密地域不燃化 10 年プロジェクトの整備プログラムには、木密地域の改善に

向けて、老朽建築物の除却費助成や専門家派遣支援などの建替え促進策があり、

これらを活用しながら個人のご事情に合わせた建替え促進を図りつつ、地区の将

来像に向けた取り組みを並行して参ります。

駅乗降客数については、地下鉄乗入れ前に比べて増加し、定期利用者も増加し

ています。

防災については、整備計画素案では「防災・防犯機能の充実」「地域の活動に

よる防災・防犯性の向上」等を位置づけており、これらに基づき、住民等と連携・

協力しながら、防災性の向上に向けて、取り組んで参ります。

2 01 街づくり整備を進める上において、あくまでも住民が主体にな

った街づくりを進めるとともに、区としても情報公開を強め、て

いねいな説明を行うこと。

2 区は住民等（地域住民・商店街・事業者等）が主体の「西小山街づくり協議会」

の活動を支援するとともに、連携・協力しながら街づくりに取り組んでいます。

整備計画の整備プログラムの実施においては、住民等と行政がそれぞれの役割

を担いながら取り組んでいくことが必要です。今後も、住民等と連携・協力しな

がら街づくりを進めて参ります。

また、街づくりの状況等につきましては、説明会の開催・パブリックコメント

の実施・街づくりニュースの発行などを実施して参りました。今後も、丁寧な説

明、周知を図って参ります。

02 全体的に道路拡幅と沿道の不燃化・共同化に偏重している計画

である。狭あい道路の拡幅やそれにかかわるルールづくりは必要

だが、道路と沿道整備だけでは、街全体の不燃化・耐震化にはな

らない。木密地域不燃化 10年プロジェクトによる助成とともに、

整備対象地域全体の建物を視野に入れた耐震化助成を拡充するこ

と。

5 整備計画素案の整備プログラムには「補助46 号線沿道建築物の不燃化促進」「民

間建築物の耐震化の促進」等を位置づけ、街づくり整備構想で掲げた目標「安全・

安心、災害に強い街」の実現に向け地区全体で取り組んでいくこととしています。

木密地域不燃化 10 年プロジェクトでは、従来よりも助成対象を拡大すること

などにより、建替え等を促進し地域の整備改善を図っていくこととしています。

また、民間建築物の耐震化の促進につきましては、「目黒区耐震改修促進計画」

に基づき耐震改修助成等の支援を行って参ります。
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整理

番号

枝

番
意見・要望（要旨）

対応

区分
検討結果（対応策）

2 03 木密地域不燃化 10 年プロジェクトで保障される助成制度を、

2020 年度以降も使えるようにするとともに、都が全額財政措置す

るよう、引き続き東京都に働きかけること。

6 木密地域不燃化 10年プロジェクトは、整備地域を対象に、平成 32 年度までに
不燃領域率を 70%、延焼遮断帯となる主要な都市計画道路の整備を 100%達成する
ことを目指しており、都区それぞれの役割のもと連携して取り組み、都は区の取
り組みに対して支援を行うとしています。木密地域不燃化 10 年プロジェクトを
進めるにあたっては、可能な限り国・都からの財源確保に努めていくとともに、
都に対しては機会を捉えて更なる支援を要請して参ります。

04 都市計画道路補助 46号線の拡幅・整備を災害に強い街づくりの

ための「延焼遮断帯」と位置づける手法は真の災害対策とはなら

ない。現に、品川区の補助 46 号線ではタクシーなどの路上駐車が

増え、大地震時などに新たな火災の発生などにつながる可能性が

ある。都市計画道路補助 46号線の強引な拡幅はやめること。

5 都市計画道路を整備することで、「延焼遮断帯の形成」「避難路の確保」「救急

活動の空間確保」「道路交通の円滑化」「安全で快適な歩道空間の創出」などの効

果が期待出来ます。当地区の「地震に関する地域危険度が高い」「老朽建築物が

多い」「補助 46 号線は自転車と歩行者が混在している」などの課題を解決するた

めにも、補助 46 号線の整備は必要だと考えています。

補助 46 号線の整備に際しては、区としても沿道まちづくり協議会等を通して

地域住民の方々のご意向を把握しながら、都と連携して参ります。

05 特定整備路線として補助46号線は2014年度から2020年度まで

の７年間の整備である。この短期間では合意がないまま住民が追

い出されることが起きかねない。「特定整備路線」の指定を取り消

すこと。

5 都は、震災時等における市街地の火災の延焼を防ぎ、避難や救助活動の空間等

のために、補助 46号線（補助 26 号線から洗足バス通りまでの区間）を特定整備

路線として選定し、平成 32 年度までの整備を目指しております。区といたしま

しても、補助 46 号線は当地区における延焼遮断帯の形成、避難路等としての重

要な役割、機能があり、整備は必要であると考えています。

06 賃貸の小売店や事業者の営業補償、および賃貸住宅に住んでい

る住民の補償を万全に行うこと。墨田区京島地区の街づくりのよ

うに、従前居住者住宅の設置を追求すること。

3 都市計画道路整備における補償には、借家人に対する補償や営業補償等があり

ます。補償は基準に基づき適切に行われるものと考えています。

街づくり整備構想では｢多様な世代が暮らし続けられる街｣を街づくりの目標

として掲げております。この目標に向けた取り組みとして、整備計画素案の整備

プログラムでは、「補助 46 号線整備と一体的に進める沿道まちづくりの推進」

「個別建替えや共同化による多様な世代に対応した住宅の確保」等を位置づけて

います。木密地域不燃化 10 年プロジェクトの専門家派遣なども活用しながら、

住み続けられる街づくりを目指して参ります。

07 URが持っている土地をタネ地にした高層建築推進は行わないこ

と。

6 UR 都市機構は当初から地権者として、街づくり協議会等に参加しており、その

保有地については、地域の街づくりに資する活用をしていくとしています。街づ

くり整備構想・整備方針・整備計画に基づき、地域の方々のご意見等も聞きなが

ら、具体化に向けて検討していくものと考えています。



- 3 -

整理

番号

枝

番
意見・要望（要旨）

対応

区分
検討結果（対応策）

2 08 西小山周辺の街づくりにかかわる財政計画を素案に盛り込むこ

と。

5 整備構想、整備方針、整備計画策定の目的は、地元意向を反映しながら街の将

来像を示し、街づくりの基本的な方向性を明らかにし、区民・事業者・区がそれ

ぞれの役割を担いながら、連携・協力のもと計画の実現に取り組んでいくことに

あります。

整備計画につきましては、今後、様々な条件を整理したうえで、事業に取り組

んでいくこととしており、現時点で事業費等を算定することは困難と考えます。

街づくりを進めるにあたっては、規制・誘導・事業の各手法を適切に活用して

いきますが、整備計画の具体化については、区の財政状況を踏まえ、実施計画及

び各年度の予算において、全体調整を図りながら緊急性や優先度の視点から、事

業を選択し、財源の裏付けを得ながら取り組んで参ります。

3 01 補助 46 号線整備計画に偏った整備計画を改めることを求める。

不燃化特区事業を使う道路拡幅整備は、7 年間という短期間で

の整備事業となり、住民追い出しや生活破壊につながる。よって、

拡幅整備を行う場合でも慎重に、住民意向を第一に考えた事業と

すること。

46 号線整備や、他の道路整備事業における、「沿道住民の意向

を尊重した事業」を明記し案に盛り込むこと。

2 街づくり整備構想では、「支えあう心を育み 災害に強く 安全・安心で 賑

わいと活力に満ちた 文化的な 潤いのある 暮らしやすい街」を地区の将来像

として定め、この将来像を実現するために、整備計画素案では、様々な取り組み

を記載しています。この具体的な取り組みの実施においては、地元の意見を反映

しながら、関係機関と必要な協議・調整を行って進めていくこととしています。

補助 46 号線の整備に際しては、区としても沿道まちづくり協議会等を通して

地域住民の方々のご意向を把握しながら、都と連携して参ります。

02 整備事業におけるみどりの位置づけを強化することを求める。

単に、民有地のみどりの保全・創出による雨水流出機能や、緑

化ルールだけではみどりの位置付けが不足している。樹林や巨木、

一定のみどりの延焼遮断効果は実証されており、積極的に位置づ

けるべきである。

みどりの保全・創出によるまちの防災・減災力の向上、等の文

言により標記の内容を『整備計画 1』等に盛り込むこと。

2 当地区は、一人当たりの公園面積が少なく、建物が密集しているなどの状況が

あり、オープンスペースの確保が求められている地域です。また、「みどり」に

は、防災面・憩い・良好な住環境など、様々な効果が期待されています。

整備計画素案においては、ご指摘の防災面も含め、「みどり」に関する位置づ

けをしております。

03 住民避難のオープンスペースのネットワークを作ることを求め

る。

UR 所有地を避難場所としてオープンスペース化し、駅空間と近

接した空間で、住民の避難場所を確保すること。向原小学校と当

該オープンスペースで、地域の避難場所の絶対量を確保すること。

または、UR 所有地が空地として確保できないなら、防災ビルの

機能を持つことを事業者に要請すること。

よって、オープンスペースのネットワークについて、案に盛り

込むこと。

2 整備計画素案では「木造住宅密集地域整備事業等の活用（オープンスペースの

確保）」「共同化に合わせたオープンスペースの確保」等を位置づけており、オ

ープンスペースを確保していくこととしています。

UR 都市機構は当初から地権者として、街づくり協議会等に参加しており、その

保有地については、地域の街づくりに資する活用をしていくとしています。街づ

くり整備構想・整備方針・整備計画に基づき、地域の方々のご意見等も聞きなが

ら、具体化に向けて検討していくものと考えています。
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3 04 まちづくりは人、の観点から、後継者不足になやむ下町的風情

を残した西小山商店街の維持・活性化について取り組むことを求

める。

現状の後継者不足を分析するだけではなく、であるならばどの

様に解決すればいいのか、方針を示すべきである。人を育てなけ

れば、まちづくりはできない。その観点から、現状のにこま商店

街等の良さを生かしたまちづくりを行うこと。

3 街づくり整備構想では、「地域に根ざしつつ、周辺から人を呼び込める賑わい

のある街」を街づくりの目標のひとつとし、下町らしさが感じられる街や地域の

魅力創出等を目指しています。

当地区は、商店街としての賑わいが低下している状況がありますが、賑わいの

創出には、住民等と行政が連携・協力しながら取り組むことが大切です。

整備計画素案には「地域の個性や課題に対応した街づくり」として、地区別・

テーマ別の街づくりの必要性を示しています。今後も、住民等の機運を高めなが

ら、このような街づくりの検討に対して継続して支援するとともに、住民等と連

携・協力しながら、地区の将来像の実現に向けて取り組んで参ります。

05 立会川緑道は再整備ではなく、現緑道を生かし、位置づけるこ

とを求める。

3 立会川緑道（補助 46 号線と補助 30 号線の交差点付近から向原小学校付近まで

の約 100m の区間）については、平成 20 年に地域の方々から「立会川緑道の整備

に関する提案」を頂きました。

当地区は、狭あいな道路が多い、建物が密集している、一人当りの公園面積が

低いなどの状況があり、立会川緑道は当地区の貴重なオープンスペースとなって

おります。区では、地域の方々からのご提案や地区のみどりの状況等を総合的に

勘案しながら、地区に潤いを与えるオープンスペースや緑の確保に向けて、引き

続き、検討して参ります。

06 都市型洪水や、延焼防止の雨水の確保のため、雨水利用助成（住

宅や共同ビルなど民間における浸透枡や雨水槽設置等に助成）す

ることを求める。

まち中で雨水を貯めるため、涵養する道路造り、雨水浸透升や

雨水タンク助成などをすすめること。

以上の内容を整備計画に明記すること。

2 区では敷地面積 500 ㎡未満の民間建築に対し、雨水流出抑制を促進するため、

浸透ます、浸透トレンチの工事費を一部助成する制度があり、今後とも活用して

参ります。また、透水性舗装や保水性舗装等、雨水対策の道路整備も進めており

ます。

07 コンサルタント派遣は、区が誘導するのではなく住民に選ばせ

るべきである。

6 現在、西小山駅周辺地区の街づくりや補助 46 号線沿道まちづくりとして、街

づくりの専門家であるコンサルタントと業務委託をしております。

木密地域不燃化 10 年プロジェクトの「まちづくりコンサルタント派遣」にお

いては、住民のニーズに応じて適切に対応して参ります。

08 人を大切にしたまちづくり、整備計画であるべきである。目黒

区では「区民協働」の理念が忘れ去られて久しい。町会役員を中

心に各団体の代表を並べ、公募を 5 人程度入れれば、それが住民

協議（組織）であると、擬制の住民参加が「区民協働」を覆い隠

している。意見要望制度（パブリックコメント）も形を追求する

ばかりで、双方に時間の無駄といった失望感を増幅させている。

そうした形式民主主義は、だれにとっても良い結果を生まない。

既存のまちづくり活動を行う人々や、新たにまちづくり活動（団

体）を育成するなど、市民活動、NPO、NGO などひろく、協働し、

育て、ひとを大切にした新戦略のまちづくりを目指すべきである。

6 当地区の街づくりを進めるにあたりましては、行政や住民等が連携・協力しな

がら取り組むものと考え、街づくり協議会の活動への支援とともに、説明会やパ

ブリックコメント等を実施し、様々なご意見を頂きながら計画作りをして参りま

した。

整備計画素案にも記載のとおり、今後も様々な主体がそれぞれの役割を担いな

がら、連携・協力して街づくりを進めることとしております。
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整理

番号
枝

番
意見・要望（要旨）

対応

区分
検討結果（対応策）

1 01 26 ページ目の『街づくりの進め方』に、「住民等（地域住民・商

店街・事業者等）」とあるが、この中にコンサルタントは入ってい

るのですか。

6 コンサルタントは街づくりの専門家ですが、街づくりの担い手の中心となると

は考えておりません。中心となるのは、住民等（地域住民や商店街、事業者等）

であると考えています。

住民等による街づくりの取り組みに対しては、行政は支援をして参ります。例

えば、地域住人の方々が街の課題解決のために話し合うような場合に、行政の支

援の一環として、街づくりの専門家であるコンサルタントを派遣することも考え

られます。

2 01 昭和大学病院に行くために西小山駅周辺地区をよく通っていま

す。補助 30号線はとてもきれいな道になり、歩道も広がり素晴ら

しいと思います。

しかし、当地区には路線バスがありません。現在は昭和大学病院

に行く際はタクシーを使用していますが、路線バスがあれば、と

ても便利になります。さらに、路上駐車も無くなり、街も活性化

すると思います。品川区と連携して取り組んで頂きたい。

6 路線バスについては、バス事業者に問い合わせたところ、路線バスの路線を新

設する予定は現時点では無いとの回答でした。また、区ではコミュニティバスの

運行に関して、導入の可能性について検討を行った経緯がありますが、その検討

では、採算面等から現状では難しい状況です。

02 高齢社会を見据えた街づくりとして、例えば「近くに病院がある」

「老後のための住宅施設」などの視点を持って取り組んで頂きた

い。

昔は、街づくりといえば道路づくりであったが、現在では人づく

りだと思います。西小山はとても庶民的な雰囲気のある街で、と

ても良い街なので、そういったことを踏まえて街づくりを行って

頂きたい。

2 街づくり整備構想の目標には「多様な世代が暮らし続けられる街」を位置づけ
ています。このような視点を持ちながら、今後も街づくりを進めて参ります。

3 01 街づくり整備計画は平成 33 年度までの計画とのことであるが、

具体的に「どの取り組みが、いつ実施される」のか教えて頂きた

い。

6 整備計画素案では、各取り組みが平成 33 年度までに、「完了」「着手」「計画（検
討）」のいずれかに進んでいくことを目指して、街づくりに取り組んでいくこと
とし、5章では事業主体とスケジュールを示しています。
例えば、『木密地域不燃化 10 年プロジェクト』で補助 46 号線が特定整備路線

と位置づけられていることから、「特定整備路線としての補助 46 号線の整備」は、
平成 32 年度までの取り組みとしています。
また、「木造住宅密集地域整備事業等の活用」などについては、区の実施計画

に位置づけており、継続して取り組むこととしています。
その他にも、「行政と住民等が連携して進める取り組み」「住民等が主体となっ

て進める取り組み」等として整理しています。これらの取り組みは、各主体が機
運を高めながら継続して取り組んで参ります。
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整理

番号

枝

番
意見・要望（要旨）

対応
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検討結果（対応策）

3 02 現在、都市計画道路の現況測量が行われているが、今後のスケジ

ュールについて教えて頂きたい。

6 補助 46 号線（補助 30 号線～洗足バス通り間）については、平成 25 年 9 月に

都が「事業概要及び現況測量説明会」を実施しました。

現在、都は、道路周辺の土地の現況や建物の位置などを詳細に調査し、現況平

面図を作成し、その図面上に都市計画線を明示するための現況測量を実施してい

ます。

測量作業の進み具合や関係機関との調整状況等によって前後する可能性があ

りますが、現況測量は平成 26 年 3 月までに行い、その後、用地測量説明会、用

地測量を行い、平成 26 年度中の事業認可を目指していると聞いています。

4 01 街づくり整備計画は平成 25 年度中に策定され、その後、具体的

な事業を実施していくと思いますが、事業実施に向けて、今後、

住民の意向を踏まえながら、より詳細な事業内容を検討していく

のですか。

この街づくり整備計画で、安全・安心な街が実現できるのか心配

です。

3 説明会やパブリックコメント等でご意見を頂きながら、平成 26 年 3月には「西

小山街づくり整備計画」を策定して参ります。

整備計画素案の中には、補助 46 号線の整備など事業が明確になっている取り

組みの他に、地域の方々のご意向や機運の高まりの中で検討していくものもあり

ます。街づくり整備計画に位置づけることで、実現に向けて取り組んでいけると

考えています。

02 街づくり整備計画では、補助 46 号線において電線類の地中化を

すると記載されています。しかし、にこま通りは電柱が支障とな

り消防車が入れない状況があります。西小山駅周辺地区の防災性

向上のために、補助 46 号線以外についても電線類の地中化を検討

して頂きたい。

2 整備計画素案では、補助 46 号線や補助 30 号線については、都市計画道路に位

置づけられているため、道路整備に合わせて電線類の地中化をしていくこととし

ています。

また、「道路状空間の整備等に合わせた無電柱化の検討」も位置づけており、

今後、地区計画により道路状空間を確保する中で検討していく考え方を示してい

ます。

5 01 私の家は補助 46 号線の計画線にかかっており、今後どうなるの

かとても不安です。

6 補助 46 号線沿道では、地域の方々が主体となった「46 沿道まちづくり協議会」

が平成 25 年 8 月に発足し、46沿道の今後の街づくりについて検討しています。

この協議会においても、補助 46 号線の整備について不安を感じている方も多

く、そういった方々の不安を解消するべきであるというご意見があり、沿道の

方々を対象とした補助 46 号線に関する懇談会を開催しています。また、協議会

では今後も随時開催していく予定ですので、是非ご参加いただきたい。

また、必要に応じて都に説明してもらう機会なども設けていく予定です。
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6 01 西小山街づくりの対象範囲の外周道路は、防災面から考えても重

要になってくると思いますが、原町一丁目だけでなく、隣接した

周辺地域の方々にも協力してもらわないといけないと思います。

また、品川区と隣接している外周道路もあるので、品川区との連

携も大事だと思います。

以前、駅前広場が完成した際にセレモニーがありましたが、品

川区側が主体でやっているように感じました。また、駅前広場は

品川区側にできており、目黒区側は駅前広場と道路の間に段差が

ある状況です。街づくり整備計画では、駅前通りに関する取り組

みもあることから、駅前通りを整備する際は、使いやすいように、

品川区と協力しながら進めることは出来ないのですか。

2 46 沿道まちづくり協議会は洗足一丁目も含めた範囲を対象としており、西側外

周道路については 46 沿道まちづくり協議会とも連携しながら検討していきたい

と考えています。

整備計画素案では、にこま通りや駅前通り等を「防災性の向上」「ゆとりある

歩行空間の形成」等のために道路状空間を確保する路線として位置づけていま

す。また、「安全・安心な歩行環境の形成」も位置づけており、目黒区交通バリ

アフリー推進基本構想などを踏まえて街づくりに取り組んでいきたいと考えて

います。

街づくりの状況については、随時、品川区に情報提供し、相互に連携しながら

街づくりに取り組んでいます。今後も連携、協力しながら街づくりに取り組んで

参ります。

7 01 道路状空間とは何ですか。 6 道路状空間とは、道路に沿った建物の壁面の位置の後退部分のことです。地区

計画で壁面線を指定することで、建替えに際して壁面線まで後退して建築し、後

退した敷地は一般の通行ができるように道路上の空間を確保していただくとい

うことです。

なお、壁面後退した敷地については、後退後も所有者の所有のままであり、建

築する場合には壁面後退した敷地も敷地面積として算入することができます。

02 建替えに際して道路状空間を確保していくとなると、長期的な取

り組みになるということですか。

6 建替えに際して徐々に道路状空間を確保していくことになります。木密地域不

燃化 10 年プロジェクトの整備プログラムには壁面後退奨励金などの事業もある

ので、そういった事業も活用しながら、建替えを促進していきたいと考えていま

す。


