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「子どもの元気がみえるまち　めぐろ」の実現に向けて、総合的・体系的に街づくりを推進して

いくための分野別の方針を示します。

分野は、本区の街づくりの課題、街づくりの目標、街づくりの推進体制などを考慮して、８つの

柱とします。

１ 市街地整備の方針

２　土地利用の方針２　

３　道路・交通網整備の方針３　

４　環境・水とみどりの街づくりの方針４　

５　防災街づくりの方針５　

６　防犯街づくりの方針６　

７　景観街づくりの方針７　

８　福祉の街づくりの方針８　

分
野
別
方
針



第
4
章

32

4-1. 市街地整備の方針

1 基本的な考え方

本区は、全体に住宅市街地としての性格が基調となっていますが、身近な生活空間

のまとまりでみると、それぞれに多様な特性を有しており、市街地整備を進める上で

の課題も様々です。

良好な住環境の保全・形成をはじめ、安全・快適に住み続けられる街の実現を図る

ためには、多様な地域特性に応じて、きめ細かく適切な市街地整備を進めていく必要

があります。

市街地整備を効果的に展開していくためには、地域毎に個別の対応を進めていく前

に、都市全体の視点から各地域の有する市街地整備の課題を把握し、計画的に取り組

むことが重要です。

地域特性や課題を把握し、具体的な市街地整備の展開を検討していく単位として、

一定のまとまりのある幹線道路や鉄道に囲まれた生活空間や、生活拠点周辺あるいは、

幹線道路沿道や鉄道沿線周辺を生活圏として設定します。

これらの生活圏毎に、良好な住環境の保全、

防災性の向上、生活道路網や身近な公園緑地

などの都市基盤の整備、調和のとれた住・

商・工業系用途の共存、拠点的な都市機能の

集積など、市街地整備の方向性を明確にして、

都市全体としての効果的・重点的な市街地整

備の展開につなげていきます。

りりりりりりりりりりり
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2 生活圏の特性に応じた市街地整備の方向性

幹線道路（都市計画道路）や鉄道に囲まれた「生活圏」毎に、地域特性に応じた将来の市

街地整備の基本的方向性を類型化して示します。

基本的方向性の類型は、各生活圏における市街地整備の主たる方向性を代表的に示すもの

です。そのため実際の街づくりに際しては、さらにきめ細かい単位で多様な取り組みを行う

ことになります。

(1) 「住環境保全型」の街づくり
住宅系土地利用を主体とする市街地のなかで、比較的都市基盤が整い、既に良好な住環

境が形成されている生活圏は、今ある良好な環境を守り育てる「住環境保全型」と位置づ

けます。

建物の高さの制限、敷地細分化や建物の過密化の抑制、通過交通対策などによって、既

存の良好な住環境の保全やより良い住環境の育成に向けた街づくりを進めます。

(2) 「住環境形成型」の街づくり
住宅系土地利用を主体とする市街地のなかでも、比較的幅員の狭い道路の集積、不整形

な街区、敷地の細分化、建物の密集、用途の混在により、良好な住環境の形成に向けた取

り組みが求められる生活圏は、「住環境形成型」と位置づけます。

生活道路網の整備、非住居系用途との適切な共存、これ以上の敷地細分化や建物の過密

化の抑制、建物の不燃化・共同化の誘導、建物の高さ制限などの取り組みによる街づくり

を進めます。

(3) 「複合市街地形成型」の街づくり
商業・業務施設、工業施設、文教施設が多く立地する生活圏においては、住環境との適

正な調和を前提としつつ、多様な都市機能が集積する「複合市街地形成型」と位置づけま

す。

住居系用途と非住居系用途の共存による住環境の保全・形成や産業環境の維持・更新、

適切な土地利用転換への対応、生活道路網の整備などの取り組みによる街づくりを進めま

す。

(4) 「防災街づくり推進型」の街づくり
本区の中でも、特に木造密集地域や細街路が多く、防災街づくりを推進する必要性が高

いと考えられる生活圏は、「防災街づくり推進型」と位置づけ、災害に強い街づくりを進

めます。

延焼遮断帯の形成、生活道路網の整備、オープンスペースの確保、不燃化・共同化の誘

導などの取り組みによる街づくりを進めます。
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(5) 「広域生活拠点形成型」の街づくり
将来都市構造において広域生活拠点と位置づけられる地域は、商業・業務・居住機能な

どの集積による活力ある街づくりに向けて、「広域生活拠点形成型」の街づくりを進めま

す。

土地の適正な有効・高度利用による都市機能の集積・更新、道路などの都市基盤の整備

やバリアフリー化の推進、周辺の住環境への配慮などの取り組みを行います。

(6) 「沿道・沿線一体型」の街づくり
今後整備予定の都市計画道路や鉄道（立体交差化区間）は、「幹線道路沿道・鉄道沿線

一体型」と位置づけて街づくりを進めます。

沿道・沿線を含めた一体的な街づくりの視点から道路・鉄道の整備に取り組むととも

に、道路・鉄道の整備を契機として周辺の街づくりを進めることにより、地域全体として

の良好な市街地環境の保全・形成や利便性・安全性の向上を図っていきます。

3 きめ細かな街づくり

生活圏単位などの街づくりの方向性を考慮しながらも、各地域の特性や住民の意向を反映

して、地域の実情に即した構想づくりを進め、きめ細かな街づくりを展開していきます。

駅周辺及び目黒川沿いなどの地域において、地域住民、事業者、行政などの各主体の連携

による街づくりの方向性に関する検討（新たな構想立案や既定計画の推進・見直し）を進め

ます。

それらの構想に基づいて、地域の街づくり機運を高めながら、事業の実施や街づくり制度

の活用など、具体的な取り組みへの展開を図っていきます。



第
4
章

35

図22 市街地整備の方針図
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4-2. 土地利用の方針

1 基本的な考え方

都市化が進み、成熟した市街地が形成された本区では、全宅地面積の６割以上を占

める民間宅地における建築・開発行為が街の様子を変えていく大きな要因となってい

ます。

これら民間の土地利用に関して計画的な規制誘導を行うことが、適正な都市機能配

置や都市機能の維持・更新、各種用途の調和、良好な市街地環境形成を進めるうえで

重要です。

土地利用の規制誘導に際しては、住宅を基調とする市街地の性格を考慮し、多様な

地域特性に応じて、良好な住環境の保全・形成を進めていくことを基本とします。あ

わせて、各種用途の適正な調和、ゆとりある市街地環境の形成、防災性の向上、みど

りの保全・創出を図っていきます。

区民の暮らしを支え、賑わいや活力を創出する産業系土地利用は、住環境との適正

な調和のもとに、産業機能の維持・更新を誘導していきます。特に、将来都市構造に

おいて広域生活拠点、生活創造軸、地区生活

拠点の位置づけがある区域は、商業・業務な

どの都市機能の計画的な集積を図ります。
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2 ゆとりある土地利用

(1) ゆとりある土地利用の誘導
第一種低層住居専用地域が全体の約40％を占める本区は、低中層の住宅を中心とした街

が形成されていますが、人口密度の区平均値は168人/ha（住民基本台帳H15）で、地区に

よっては200人/haを超えているところもみられ、かなり密度の高い市街地となっていま

す。

駅周辺や幹線道路沿道の産業集積地を除く一般の住宅市街地においては、こうした高密

市街地としての特性を考慮しながら、ゆとりある良好な市街地環境を保全・形成していく

ための土地利用の誘導を行います。

(2) ゆとり・あそびの都市空間形成
成熟した市街地が形成される本区にあって、暮らしのなかでゆとりを感じたり、子ども

も大人も余暇を楽しく過ごすことのできる都市空間づくりを目指します。

公園緑地の用地取得、民間開発に際しての緑化やオープンスペース確保の誘導、土地の

細分化・建物密集化の防止、生活空間としての道路空間整備を進めます。

3 住環境の保全・形成

(1) 良好な住環境の保全・形成
都心に近接する良好な住宅市街地というイメージを有する本区では、区民の定住意向が

高く、区外の人々からも住みたい街と言われています。

今後も住宅地として魅力ある存在であり続けるとともに、快適に住み続けられる住環境

を保全・形成していくための街づくりを進めます。

(2) 敷地細分化による過密化の防止
敷地細分化によるミニ開発によって、区全体として平均敷地面積が小さくなっています。

こうした開発は、ファミリー向け住宅の供給という意義を有しつつも、旧来の屋敷林の

消失、建物まわりの植栽空間やオープンスペースの減少など、市街地全体からみれば緑の

少ない高密度の市街地環境が形成される要因となっています。

良好な開発計画の誘導、最低敷地規模の設定、土地関連税制のあり方の提案など、多様

な対応を検討していきます。

(3) 周辺住環境との調和
集合・集団住宅の建設に際しては、周辺住環境との調和に配慮することとし、既存の良

好な住環境の保全・形成に向けた誘導を図ります。地域が目指すべき将来像の明確化と、

それに関する地域の合意形成やルール化の取り組みを進めます。

ワンルームマンションの増加や老朽化するマンションの建て替えへの対応についても検

討を進めます。
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(4) 多様な区民の生活に対応した街づくり
定住人口確保とバランスのとれた人口構成に向けて、子育て世帯から高齢者世帯まで多

様な世代の区民がいつまでも住み続けられる住宅・住環境づくりを誘導します。

子どもにとって安全で楽しい街、若者にとって魅力のある街、保育機能の充実など子育

て世代にとって安心して生活できる街、高齢者にとって楽しく快適に暮らせる街など、区

民それぞれのライフステージに対応した魅力ある街づくりを進めます。

4 住環境と調和した産業環境

(1) 住環境と共存した商業環境の整備
住宅市街地を基調とする中で、駅周辺や幹線道路沿道の商業地を擁する本区では、住居

系土地利用と商業系土地利用が共存し、住環境の保全と商業環境の育成を図っていくこと

が重要です。自由が丘駅周辺や目黒川沿いのように住宅地と商業地の近接が独特の魅力を

形成しているような地区では、特に適正な共存に配慮していきます。

(2) 工場の操業環境の維持・更新
景気低迷、周辺土地利用の変化による事業環境悪化、後継者不足などの要因から区内の

事業所（特に小規模事業所）は減少傾向にあります。個別の事業所の事業継続に向けて、

周辺住環境との共存に配慮しながら工場の操業環境の維持・更新を図ります。

工場跡地におけるマンションへの土地利用転換に際しては、周辺工場の操業環境の維

持・保全に配慮するよう良好な市街地環境の形成に向けた適切な誘導を図ります。

(3) 地域密着型の産業環境の育成
区民の日常生活を支える商店街や「ものづくりの場」である工場は、本区の活力を担う

産業基盤として貴重な存在です。こうした産業環境について、事業者の協力を得ながら、

子ども達の体験学習の場や区民の地域交流の場として積極的に活用し、区民の生活に根ざ

した地域密着型の産業として育成し振興を図ります。
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5 類型別の土地利用の方向性

地域特性に配慮したきめ細かい土地利用の規制誘導を行うために、土地利用の基本的な方

向性を類型化して示します。

(1) 「低層住宅地」
低層戸建住宅を中心に、共同住宅や併用住宅が混在する「低層住宅地」では、閑静な住

宅地としての環境を守り育てるための土地利用を誘導します。

良好な住環境が形成されてきた地域では、敷地の細分化、建て詰まり、身近な緑や建物

まわりの空間の減少を防ぎ、緑豊かでゆとりある住環境を保全します。

基盤が未整備で、建物密度の高い地域では、低層住宅地としての良好な住環境形成と併

せて災害に強い街を実現するために、敷地の共同化・協調建て替え、建物の不燃化、セッ

トバックによる細街路整備を進めます。

(2) 「一般住宅地」
低層戸建住宅、共同住宅、併用住宅、小規模な商業施設などが立地する「一般住宅地」

では、住み良い住宅地としての環境を形成するための土地利用を誘導します。

共同住宅や非住宅用途の建物の立地に際しては、低中層住宅により形成されてきた周辺

住環境の保全に配慮するものとします。現在の住環境の保全や良好な住環境の形成に向け

て、敷地の細分化や建物の過密化を防ぎ、建物まわりの空間を確保していきます。

建物の過密化が進行している地域においては、敷地の共同化・協調建て替え、建物の不

燃化、身近なオープンスペース確保を進めるとともに、狭あい道路の拡幅整備により、防

災性の向上を図ります。

(3) 「複合住宅地」
共同住宅、低層戸建住宅、商業・業務施設、工場などが立地する「複合住宅地」では、

暮らしやすい住宅地としての環境形成や、産業環境と住環境の共存を図るための土地利用

を誘導します。

共同住宅や非住宅用途の建物の立地に際しては、周辺や後背地の住環境保全に配慮する

ものとします。

建て詰まり、身近なみどりや建物まわりの空間の減少を防ぎ、ゆとりある市街地環境の

保全・形成を図ります。

(4) 「地域商業地」
駅周辺の地区生活拠点や路線型商業地など、身近な商業施設や住宅が混在する「地域商

業地」では、商業者の創意・工夫や意欲を大切にしながら、区民の生活利便の向上に資す

る身近な商業地として、また、暮らしやすい都市型住宅地としての環境を形成するための

土地利用を誘導します。
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(5) 「広域商業・業務地」
主要駅周辺の広域生活拠点や広域幹線道路沿道の生活創造軸は「広域商業・業務地」と

して位置づけ、広域的な商業・業務機能の集積や居住機能の計画的な誘導を図ります。

商業・業務施設の立地に際して街並みに配慮した機能・形態を誘導するとともに、共同

化や再開発による多様な都市機能の更新・強化、都市基盤整備、バリアフリー化を進め、

魅力ある市街地環境を形成します。

(6) 「産業系複合市街地」
工業系施設、商業・業務施設、住宅が立地する「産業系複合市街地」では、工場の操業

環境、商業・業務環境、住環境の共存する市街地としての土地利用を誘導します。

区内の貴重なものづくりの場としての工業系施設の操業環境を維持するとともに、商

業・業務施設への土地利用転換や住宅立地の動向も考慮して、各種用途の共存と良好な生

活環境の保全・形成を図ります。特に、IT産業の発展など産業構造の変化に対応した土

地利用を誘導します。

(7) 「大規模土地利用・施設」
文教施設、公園、公的集合住宅、公共公益施設などの「大規模土地利用・施設」では、

良好な市街地環境の形成に向けた街づくりの先導地として、周辺環境に配慮した計画的な

土地利用の維持・促進を図ります。

こうした土地における施設整備や土地利用転換に際しては、周辺住環境の保全、都市基

盤整備、周辺市街地の防災性向上や防災拠点機能確保、みどりやオープンスペース確保、

各種都市機能集積に資するよう誘導・要請を行います。
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図23 土地利用の方針図
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4-3. 道路・交通網整備の方針

1 基本的な考え方

都心を中心とする広域的な都市構造の一部を担い、活発な都市活動が営まれている

本区では、広域的な交通の流動が多くなっています。今後も都市機能の維持・更新を

進め、多くの人が集まる活力ある街の形成を図り、身近な生活空間への通過交通の流

入を防ぐためには、広域的な交通を処理する道路・交通環境の整備が必要です。

環状及び放射状の幹線道路ネットワークの確立を図るとともに、自動車交通需要の

適正な管理により、だれもが利用しやすい公共交通網の整備を進めます。

鉄道駅を中心にコンパクトな市街地が形成されている本区では、すべての人が安

全・安心で快適に歩いて暮らせる生活空間の実現が求められています。

幹線道路に囲まれた生活空間を居住環境区域と位置づけ、生活道路網の整備にあわ

せバリアフリーに対応した歩行者ネットワークを形成し、だれもが暮らしやすい街を

つくります。
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2 歩いて暮らせる街づくり

(1) 歩いて暮らせる街づくりの推進
だれもが安全、安心、快適に暮らすことができる街を目指して、歩行者の優先を基本と

した「歩いて暮らせる街づくり」を推進します。

通過交通を処理する幹線道路網の整備、居住環境区域における通過交通の流入抑制や自

動車の速度抑制、利用しやすい公共交通機関の整備、歩行空間の確保・充実やネットワー

ク化、バリアフリー化を総合的に推進します。

地域特性に応じて、トランジットモール化などの手法を活用した柔軟な交通規制の導入

を関係機関に要請していきます。

歩行者の安全性確保のためだけでなく、環境負荷の低減や区民の健康づくりのためにも、

自動車の利用を減らし、歩行や自転車・公共交通機関利用を主体とした街へと転換してい

きます。

(2) 歩行者ネットワーク（暮らしのみちネットワーク）の形成
安全で安心に通行できる歩行空間の確保・充実を目指して、歩車道の分離、沿道建築物

のセットバックによる歩行空間の拡充、電線類の地中化、段差解消、放置自転車対策など

を総合的に進めます。

さらに、これらの歩行空間を有機的に連携する「暮らしのみちネットワーク」の形成を

図ります。暮らしのみちネットワークは、通勤・通学目的の日常的な通行だけでなく、買

物、散策、交流、健康づくりなど、区民の多様な「暮らし」の活動全般が楽しめる空間の

確保と連携を図ります。

暮らしのみちネットワークの形成に際しては、駅、公園、緑道、各種公共施設、河川、

商業地（商店街）、歴史的資源の連携に配慮します。歩行者の安全性確保はもとより、水

やみどりによるうるおいづくり、魅力ある景観形成、憩いや交流のためのオープンスペー

ス確保、歴史・文化の継承・活用といった多面的な要素について、沿道空間も含めた取り

組みを進めます。

(3) 交通バリアフリー化の推進
公共交通機関や公共施設を利用しやすく、だれもが円滑に移動できる街を実現するため

に、鉄道駅を中心とした歩行空間のバリアフリー化を進めます。

鉄道駅13駅（区内８駅・隣接区５駅）周辺地区は、「福祉のまちづくり条例（東京都）」

と「（通称）交通バリアフリー法」に基づき、バリアフリー化を推進します。

(4) 暮らしの空間としての道路
身近な道路空間は、単に通行のために利用するだけでなく区民の暮らしの空間として活

用できるように、交流、賑わい、憩い、遊びなどの多様な機能を沿道空間と一体的に確保

していきます。特に、子どもが家の近くで安全に遊べる空間の確保を目指します。
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主要幹線道路 

幹 線 道 路  

25m以上 

15m以上 

8～14m

6m以上 

4m以上 

500m

1km

250m

主要生活道路 

主要区画道路 

区 画 道 路  

表６　道路網の段階構成 

生 

活 

道 

路 

幹 

線 

道 

路 

分
類 

配置 
（網間隔） 

幅　　員 
イメージ 名　称 主な機能 

都市の骨格を形成し、主に広域的自動車交通を円滑に処理す

る。防火や消防活動のための空間、大震災時の避難路などの

防災機能。 

通過交通を抑制し、居住環境区域の交通を集散することで外

周道路と結ぶ。震災時において地区内の防災機能の主軸とな

る。 

主要生活道路を補完する。平常時の消防活動の場となる。 

各宅地へ接続し、日常生活の基本となる。 

主に自動車交通を円滑に処理する。防火や消防活動のための

空間、大震災時の避難路などの防災機能。 

幹線道路（都市計画道路） 

居住環境区域 主要生活道路 

主要区画道路 

区画道路 

250m

500m

1km

図24　道路網の段階構成と居住環境区域の概念図 

3 道路の体系的な整備

(1) 道路網の段階構成
自動車交通の円滑な処理、居住環境区域への通過交通流入の抑制、防災機能確保、都市

活動の利便性・安全性向上を目的に、道路網を段階的に構成し、体系的な整備を図ります。

概ね１km間隔で配置され広域的な交通を処理する幹線道路（都市計画道路）に囲まれ

た区域を「居住環境区域」と設定し、通過交通の流入を抑制します。

居住環境区域内の交通処理を集約して担う道路は「主要生活道路」として位置づけ、順

次整備していきます。
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(2) 都市計画道路（幹線道路）の整備
交通渋滞や生活道路への通過交通の流入に対応するために、都市計画道路の整備を推進

することにより、区内全体としての都市計画道路（幹線道路）網の構築を図ります。

補助26号は、本区の中央部を貫き、山手通りと環状７号の中間における環状方向の道路

として、また、みどりの軸の一つである目黒台軸を形成する軸として、都に対して早期整

備を要請していきます。

道路整備に際しては、沿道環境対策について引き続き各事業者に要請していきます。

隣接区に対して、本区と接続する都市計画道路の早期整備を要請していきます。

整備が完了する以前の道路用地（未利用地）は、暫定利用による街づくりへの活用も検

討します。長期的には、東京都全体の道路網整備状況や交通流動の実態を考慮して、都市

計画道路の役割・道路空間の整備のあり方についての検討も行っていきます。

(3) 生活道路網の整備
歩いて暮らせる街づくり、安全で便利な生活都市基盤の形成に向けて、居住環境区域内

における生活道路網の計画的な整備を進めます。

主要生活道路は、通過交通の流入を防ぐため、外周の幹線道路整備が完了した生活圏か

ら整備を進めていきます。主要生活道路の整備に際しては、誰もが安全で自由に歩け、災

害に強い街づくりを実現するために、歩車道の分離や電線類の地中化を図っていきます。

主要区画道路や区画道路は、基盤未整備地区における整備を進め、防災性の向上を図り

ます。整備済みの道路についても、安全な交通処理の検討や歩行者にやさしく魅力ある道

路空間づくりを進めます。

防災街づくりの推進や災害時の円滑な救援・消防活動のために必要な空間確保を行うた

め、建築物の建て替えなどに合わせ、狭あい道路の拡幅や隅切りの整備を進めます。
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