
取組み 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

プロジェクト１

居心地が
良く安全で
歩きたくな

る街

祐天寺駅前広場の
再整備・利活用の検討

地域街づくりルールによ
る祐天寺駅通りの歩行
空間の確保等の検討

祐天寺駅駅広場を起点
とした地域の歴史資源
や新しい魅力を伝えるま
ち歩きルートの検討

プロジェクト２

木造住宅密集地の改善等、防災・減
災の取組による災害に強い街の形成

プロジェクト３

みどりの保全・創出・利活用の推進

プロジェクト４

地域を支えるプラットフォームの構築

懇談会とワークショップのメンバー募集中！
応募方法等は３ページをご覧ください。

祐天寺駅周辺の具体的なまちづくりを一緒に進めていきましょう‼

発行：目黒区都市整備部都市整備課
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令和３年７月

基本計画づくり

社会実験・設計 工事

利活用の検討 管理運営の検討

歩行空間の確保のための
手法等の検討

地域街
づくりの
ルールの
検討

課題の共有
検討組
織立ち
上げ

課題の共有
検討組
織立ち
上げ

改善に向けての取組む
※小さく、できるところから活動始動

みどりの保全活用策の検討
地域街づくりの
ルール検討

課題の共有

課題の共有
まちの資源整理
まち歩きルートマップづくり
※毎年更新

プラットフォーム
の検討

エリアマネジメント
活動の実施

プラットフォームの構築
※小さく、できることから活動始動

祐天寺駅周辺では、平成２５年からの駅改良工事、平成３０

年の駅ビル開業と駅前が変化しており、平成２９年に地域の方

が駅前ロータリーについての研究会を発足させました。

まちの課題や動きを踏まえて、区は平成３０年から地域の皆

さまで構成する街づくり懇談会を１２回開催し、ご意見を伺い

ながら、「祐天寺駅周辺地区整備構想」「同整備方針」に続き、

「同整備計画 」 ※４ページ参照を取りまとめました。今年度から、

下表のように地域主体の“まち”づくりを進めていきます。懇談

会とワークショップを開催しますので、ぜひご参加ください。

令和３年度からの主な予定（祐天寺駅周辺地区整備計画より）

目黒区からの

お知らせ

今後の基本計画を検討する
祐天寺駅前のロータリーの様子

１



今年度の懇談会とワークショップの進め方

今年度の祐天寺駅周辺まちづくりの取り組み

２

今年度は、祐天寺駅前広場の再整備、祐天寺

駅通りの安全確保、木造住宅密集地の改善、ま

ち歩きルートの設定、みどりの保全・創出につ

いて懇談会で整備計画の実現に向けた取組みを

進めていきます。

このうち駅前広場の再整備については、ワー

クショップを実施し、将来の利活用についての

想定もしながら具体的な検討を行っていきます。

第１回懇談会

●今年度からの祐天寺駅周辺まちづくりの進め方
・ これまでの経緯と「整備計画」
・ 整備計画の４つのプロジェクトと検討体制(案)

● 検討事項（ワークショップ形式）
・ まちの課題や強みの再確認
・ 再整備の方向性と社会実験に向けた意見交換

まちづくりの進め方

第２回懇談会

● 報告事項（報告と確認）
・ 第１回懇談会の振り返り
・ 第１回ワークショップの報告・確認

● 検討事項
・ 駅前広場の方向性
・ 駅前広場以外のプロジェクト推進に向けて

駅前広場の複数案の検討

第３回懇談会

● 報告事項（報告と確認）
・ 第２回懇談会の振り返り
・ 第２回ワークショップの報告・確認

● 検討事項
・ 駅前広場基本計画(たたき台)の検討

（駅前広場案と利活用のイメージ）
・ 次年度に向けて

駅前広場の複数案の絞込み

説明会

● 取組経緯と駅前広場プランの概要

● 想定する利活用

駅前広場のプランと利活用イメージ

第１回ワークショップ

● ワークショップ概要
・ ワークショップの目的と今後の予定

● 駅前広場の利活用の可能性検討
・ 他自治体での駅前広場活用イメージの共有
・ 駅前広場利活用 可能性の検討

駅前広場の利活用の意見交換

第２回ワークショップ

● ワークショップ概要
・ 第２回ワークショップの意見交換の進め方

の確認
● 模型を用いた駅前広場の利活用検討

・ 模型を用いて、利用者・活用者、平常時・
イベント時を想定しながらの意見交換

模型による利活用の意見交換

ワークショップのイメージ

(8月25日) (9月予定)

(11月予定) (12月予定)

(１月予定) (3月予定)

懇談会とワークショップ
への参加方法はこちら

次ページ



■応募方法

整備計画の実現に向けたまちづくりを進めるため、地域の皆様や区民の皆様と意見交換を

行う懇談会とワークショップのそれぞれのメンバーを、これまでの懇談会メンバーに加え募

集いたします。

申 込 先： 郵送先：〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15

目黒区都市整備課「祐天寺駅周辺まちづくり」

Eメール：yutenji-04@city.meguro.tokyo.jp
（すべて半角小文字）

３

■開催概要

期 間： 令和３年８月25日～令和４年１月予定

時 間： 水曜日の午前 （予定）

回 数： ３回 （予定）

会 場： 上目黒住区センター （予定）

懇談会とワークショップを開催します‼
祐天寺駅周辺まちづくり

期 間： 令和３年9月・12月（予定）

時 間： 土曜日または日曜日の午前 (予定)

回 数： ２回 （予定）

会 場： 上目黒住区センター （予定）

期 限： 令和３年８月１０日（火）必着

公募人数： 【懇談会】 １０名程度 【ワークショップ】 ２０名程度

対 象： 祐天寺駅周辺地区のまちづくりに関心がある方 18歳以上の方

原則、今年度のすべての懇談会またはワークショップに参加可能な方

申込方法： 「祐天寺駅周辺まちづくり」と明記し、次の内容をご記入の上、

「郵送、Eメール」にて都市整備課(申込先参照)までお寄せください。

目黒区からの

お知らせ

祐天寺駅周辺まちづくり懇談会(仮) 祐天寺駅周辺まちづくりワークショップ

懇談会参加申込 記入内容

①「懇談会参加希望」と明記

② 応募動機（祐天寺駅周辺のまちづくりで私が

してみたいこと 400～800字程度）

③ 祐天寺駅周辺まちづくりに関して興味がある・

意見があるテーマ

※ 以下より第３希望まで記載をお願いします。

(駅前広場/駅通り/

木造住宅密集地の改善/まち歩き・みどり)

④ 住所・氏名

※ 在勤・在学者は所在地・名称

⑤ ご連絡先（電話番号/メールアドレス）

ワークショップ参加申込 記入内容

①「ワークショップ参加希望」と明記

② 住所・氏名

※ 在勤・在学者は所在地・名称

③ ご連絡先（電話番号/メールアドレス）

※ 懇談会・ワークショップは、対面での実施を予定
※ 新型コロナウィルス対応等としてオンライン併用を検討しています



【祐天寺駅周辺まちづくりに関する問合せ】

目黒区都市整備課街づくり調整係 〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19−15

Eメール：yutenji-04@city.meguro.tokyojp TEL：03-5722-6846 FAX：03-5722-9239

「祐天寺駅周辺地区整備計画」を策定しました

祐天寺駅周辺地区整備計画の概要

「祐天寺駅周辺地区整備構想（令和元年７月）」や「同整備方針（令和２年４月）」の具体

化に向け、街づくり懇談会における意見交換や、区民意見（パブリックコメント）を踏まえ、

実現に向けた手法や整備スケジュール、取組主体などを定めた「同整備計画」を令和３年４月

に策定しました。

「祐天寺駅周辺地区整備計画」は、
ホームページでご覧いただけます

祐天寺駅周辺地区整備

４

多様な歴史と文化が交流し、共鳴しながら創造するまち

誰もが住み続けられる安全で安心なまち 祐天寺

プロジェクト１ 居心地が良く安全で歩きたくなる街

■整備計画

プロジェクト２ 災害に強い街の形成

プロジェクト３ みどり豊かでゆとりのある住環境の形成

プロジェクト４ 住民主体のまちづくりの展開

①祐天寺駅前ロータリーを居心地が良い広場にする

②祐天寺駅通りを安全で快適に歩ける道路にする

③祐天寺駅前広場を起点とした歩いて楽しめる街にする

④安全に移動できる街にする

①地域を支えるプラットフォームを構築する

①みどりの保全・創出・利活用を推進する

①木造住宅密集地を改善する

②防災・減災の取組を進める

③防犯の取組を進める

■地区の将来像

皆様に祐天寺駅周辺の取組み状況をリアルタイムにお伝

えするため、目黒区広報課のツイッターアカウントにて情

報を発信しています。是非、フォローお願いいたします。

アカウント名： @meguro_city

URL：https://twitter.com/meguro_city/

目黒区広報課ツイッターアカウントページ

祐天寺駅周辺地区まちづくりの取組みをツイートしています


