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○ 第２回懇談会(街歩き)での主な意見

凡例 ○：特徴 ■：気づいた点
分
類

東ブロック 中央ブロック 西ブロック

建
築
物

《個性的な通り》
○目黒通りは個性的で良い通り。〈全体〉
○国道246号線のように建物が高すぎな
い〈全体〉

《おしゃれな店舗が集積した通り》
○最近のお店はこだわりがあり、おしゃ
れである

○古い建物へ新しい店が入るのが良い
○拡幅当時の建物を活かした店舗はお
しゃれ感がある

○反対側から見ると拡幅当時からの建物
が連なっていてタイムスリップしたみ
たい

○拡幅当時からのお店が新しいお店の狭
間にあるとおしゃれに見える

■新しいお店と古いお店の統一感がない

《店舗、オープンスペースの創り方》
○飲食店、喫茶店が増えた
○飲食店があると歩く人が増える
○カフェ等にテラスがあるとおしゃれで
良い

■店先にベンチ等があると良い
■段差があると店内に水が入ってしまう

《店舗の入れ替えが早い》
■閉店になる店がところどころあり、入
れ替わりが激しい

《建物用途に対応した外観の工夫》
○マンションの1階部分等を店舗にして
統一するといい。〈全体〉

○2 トーンカラーやコンクリート打ち放
し等外観のデザインを工夫している

■1〜2 階まで統一感がほしい
■色や材質の規制をして欲しい〈全体〉
■マンションでも店舗兼用と住居専用で
はしつらえが異なる

■洋服屋、飲食店のすみ分けが必要では
ないか〈全体〉

■商売は派手じゃないと目立たない。し
かし統一感がなくなる

■アンテナショップとしているのか、商
売としてやるのかでスタンスが違う〈全
体〉

■外観に表情がない

《通りの南北のバランスと調和》
○北側と南側のまちのつくりが違う
○南側は代替わりが進んでいる。
○4 階以上が建つようになった（北側斜
線緩和）

《権之助坂商店街》
■建物に統一感がない。敷地が小さいた
め建物がふぞろいである（権之助坂）

《公共建築物の景観の高質化》
■交番のデザインをおしゃれにしてはど
うか

《統一感のある南側》
○統一感があって良い。壁の色、壁面の
位置、高さ等が揃っている〈南側〉

《建物の高さが低く空を感じる》
○あまり高い建物がないため空が見える
○NTT 唐ヶ崎ビル辺りの南北両側とも低
容積のため空が見える

《歩行者への印象は１〜２階》
○歩いていると 2階より上が気にならな
い

○目黒通りから見える壁面が工夫されて
いる

《公共施設での配慮》
○壁面に変化凹凸があり圧迫感が抑えら
れる（郵便局）

■角地はもう少し工夫してもよい

《老舗洋菓子店》
○外観は地味だけどおしゃれである。派
手じゃなくて良い

○周辺建物との色調が統一されている
（白系）

《抑えたデザインのカーディーラー》
○カーディーラーの建物はおさえが効い
た上品なデザイン

○各ディーラーの建物は車のイメージに
合わせて建物のデザインを工夫してい
る

《外観の工夫》
■建物の裏側が見え、表情がない
■倉庫風で見栄えが悪い

《屋外広告物が少なくスッキリ》
○突き出し看板がなくてすっきりしてい
る

○カーディーラーは置き看板や突き出し
看板が少ない

《空調設備の目隠し》
■室外機の工夫が必要である
■屋上室外機は道路から見えない方が良
い

《ゴミの収集場所の工夫》
■ゴミ回収置き場がむき出しで目立つ

《敷地内緑化》
○デットスペースにも植栽を施している
○三角スペースをきれいにすると良い。
上に花壇をおいていて工夫している

○角地のスペースを工夫すると景観が良
くなる

○前面植栽に花があるといちだんと良い
○マンション沿いの路地の緑化が良い

《お稲荷さん》
○神社が良い（笠間稲荷）
○お社風建物に歴史を感じる
○ほこらは歴史を感じる

《配慮されている建物》
○新しくできたビルはデザインが良い
○玄関前のデザインが良い
○石を使って外観が凝ってる石屋さん
○ポップな中古車ディーラー
○外観のデザインが良い

《雁行の街並み》
○雁行の街並みになっている〈辰巳の方
角〉

○道路と建物が平行になっていない

《スッキリした街並み》
○マンションの並び、広告、突き出し看
板等があまりない

○落ち着いたデザインで統一感がある
○バルコニーの並びに統一感あり
■駅前は高さがふぞろいである

《特徴ある街並み》
○家具屋さんはガラス張りで店内のライ
トが見えて美しい

○自転車屋さんのディスプレイが良い
○共同住宅のベランダは各々個性的なデ
ザインであり、リズム感があって良い

○4 階でデザインを変え、分節化してい
る

○分節のデザインが良い
○隣合う店舗が洋と和であるが、壁面が
揃っていて前面空間もおしゃれにして
いるのできれいである

○ガードはアイボリー系でやさしい色合
いで良い

○鉄塔の色がここだけ白で街にとけこん
でいる

○桜並木が見えるとホッとひと息つける
○建物入口のデザインはおしゃれだが、
植栽があるともっと良くなる

○非常階段のつくりが変わっている
○個性的でおしゃれなお店が多い
■電線、鉄柱が多い
■道幅が広めで商店街としての形成が難
しい

《セットバック空間の活用》
○1 階店舗が多く、セットバックの使い
方が面白い（植栽、テーブル等）

○セットバックしてテラスになっており、
立て看板などおしゃれである

○路地状の部分や空間をうまく活用して
いて心地よく植栽豊かである。自転車
置き場が目立たなくて良い

○前庭の作り込みがとても良い（奥深）

《新規飲食店》
○お店が夜明るいのは良い
■夜、赤ちょうちんをたくさん並べるの
はいかがなものか

■派手な店舗だけど賛否両論だろう。町
会等でガイドラインをつくったらどう
か

《洗濯物》
■マンションで洗濯物を外にかけている
のが目立つ

《看板系》
■チェーン系衣料品店の看板が派手であ
る

■色彩が派手な屋上看板も目立つ
■のぼりが派手である
■チェーン系店舗のサインが目立つ
■看板が派手である
■チェーン系サインが目立つ
■壁面サインに赤が多い

《角地での工夫》
■角地なので派手さが目立ってしまう。
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《屋上緑化》
○屋上緑化をしている屋根の斜めのデザ
インと合っている

《クラスカ前面テラス》
○ホテル前の緑がきれいである
○クラスカの壁面は遠くからでも目立つ
○植栽とテラスがあって素敵である

沿道沿いはもう少しデザインを工夫し
て欲しい

■大事な交差点の三隅が銀行で無表情で
ある

■道路と線路の交差部（高架）のデザイ
ンが単調である

■大事な駅交差点なのにデザインの工夫
がない

■業務系建物は無機質である

《生活関連施設の欠如》
■1 階店舗が比較的多いが、生活に役に
立つ店が少ない

■駅前は雑然とした感じがする
■駅前の広告は数が多く色もまちまちで
ある

《その他》
■1階が全て駐車場なのが残念である
■室外機を隠しているのはよいがもう少
しおしゃれになると良い

■駐車場が少ない
■シャッターの落書きが汚い
■スーパーの出入口が道路と段差があり
入りにくそうである

外
構
・
植
栽

《建物前面の僅かなスペースへの効果的
な植栽》

○東京バレエ団の樹木が美しい
○マンションの足元の植栽が良い
○樹木を揃えたらきれいである〈全体〉
○足元へのちょっとした植栽があると良
い

○スペースがある所は樹木を植えてある
とよい

○隅切りがおしゃれである。なかなかこ
ういった事をしてくれる人は少ない

■少しセットバックして植栽を植えると
良い

■植え込みにゴミのポイ捨てが目立つ〈元
競馬場〉

■植え込みが充実していない
■駐車場に植栽を植えるなど景観に配慮
すると良い

《壁面緑化》
○白い壁面を緑化している。ポイント的
にやると良い

《季節感の演出（ライトアップ）》
○東京バレエ団の前を夜通るとLEDのラ
イトアップがきれい

○植栽イルミネーションがきれいである
■家具屋さんと一緒にイルミネーション
をすれば通りが良くなる（通り、客へ
の意識）

《前面空間の使い方の工夫》
○前面が植栽、その空きスペースにベン
チがあり、癒しの空間になって良い

○店舗前の植栽が良い
○雁木（はねだし）の下の空間をもっと
活かせば素敵になりそう

《植栽の工夫》
○植え込み内に照明があり、ライトアッ
プされてきれいである

○植栽の種類が中木、低木など多彩に取
り入れているのが良い

○緑の小径が良い
○路面が芝生緑化されている路地
○駐車場近辺を緑化されていて良い
○地下駐車のエントランスの緑化が良い

《イチョウ並木》
○イチョウのピッチが短くたわわである

《民地の樹木・シンボルツリー》
○脇道の植木がたわわで美しい
○シンボルツリーとなっている
○民地の楠の大木がとても良い

《前面空間の使い方の工夫》
○足元の緑が良い
○マンションの植栽が良い
■前面空間に植栽がない

道
路
環
境

《地形の変化》
○並木がきれい。高低差があり街路樹が
いきる〈歩道橋からの眺め〉

○高低差が良い。気分が良い景色である

《歩道の改善》
■舗装高質化が必要である
■歩道の改修が必要である
■インターロックの汚れがひどい
■歩道がガタガタである

《路上駐車》
■路上駐輪が渋滞の原因になる

《安全施設の統一》
■ガードレールと植栽囲みの色が違う
■ガードレールの統一感がない、色が違
う

《斜め道路》
○斜めに交差する道は奥まで見通しがよ
い

《歩道とイチョウの調和》
○街路樹の連続性がよい
○目線の植栽で長大な壁面に目がいかな
い

○歩道のインターロッキングとイチョウ
の落ち葉の黄色が素敵である

《歩道植栽の工夫》
○グリーンクラブによる歩道の花がきれ
い

《受電施設》
○受電設備が見栄え良く目隠しされてい
る

■東電の機械設備（キュービクル）が目
立つがデザインがよくない。おしゃれ
にできそう

《地形の変化》
○少し坂になっていて気持ちのよい景色
である

○高低差がすごいが石垣に重厚感があり
雰囲気がよい

○昔ながらの石垣が連なっている

《歩道幅員》
■駅付近の歩道が狭い

《ゴミ集積所》
■ゴミが路上に出しっぱなしである

《放置自転車》
■駅前の放置自転車が目立つ
■放置自転車ひどい
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《歩行環境》
■目黒郵便局前交差点付近はゴミゴミし
ていて歩きにくい。人も車も多い

《看板のはみ出し無し》
○歩道に看板がなくすっきりしている

昔
の
様
子

《目黒競馬場》
○油面交差点付近まで競馬場スタンド
だった

○目黒競馬場の碑（27 年前）

《庚申塚》
○庚申様、地元の店で保存している

《水系》
○昔は川だった（名も無い）
■地盤が弱い。大信池だったので水が出
る〈清水〉

《その他》
○元布団屋をインテリアショップに改装
している（昭和初期）

○多摩大学目黒高校は競馬場があった頃
は、日本獣医学校だった

○恵比寿ビールの煙突が見えた

■マンション3棟の開発による既存樹の
伐採→保存

○氷川神社と目黒間は乗り合い馬車が
あった

工
作
物

《屋外広告棟》
■外壁面広告が目立つ
■看板が派手である（ディーラー系）
○屋上看板が出てくるといいような悪い
ような

■目立つ派手な屋上看板

《機械式駐車場》
■むき出しの機械駐車が気になる
■立体駐車場がむき出しだと景観が悪
い。囲うなど工夫をすべきである

■立体駐車場に目隠しをすると良い
■大きな駐車スペースで開けているが、
ビルがないので逆に気になる


