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1. 催事

【テーマ】

祐天寺駅前広場でどんな活用をしたい？



A班



■ 議論成果



【買い物イベント-夜市】

近隣店舗のフードロス削減
に貢献
→家夜ご飯のもう一品を
ピックアップでき相乗効果

【飲食イベント-ビアガー
デン】

同じ街の人と交流したい。
野外バー

【文化・芸術イベント-屋
外上映会】

プロジェクションマッピン
グならいけるかも！
●対象 ？？？

【買い物イベント-夜市】

仕事が遅くなると商店街買
いのがしが多い！＆東急一
択
●自分、働く人、若い層

【飲食イベント-グルメイ
ベント（キッチンカー）】

同じ街の人たちと交流した
い

【文化・芸術イベント-
アートイベント】
ニューノーマル環境下で行
うイベントに適
区内アーティスト発掘の場
として

【買い物イベント-朝市・
マルシェ(ワゴン、屋台)】
土日
祐天寺は喫茶店openが遅
い！！
●自分、年寄、ヒマ人

【飲食イベント-テーマ型
飲食フェスタ】

商店街のお店のちょっとず
つ盛合せ弁当とか楽しいか
も

【季節のイベント-イルミ
ネーション】
おかえりなさいの演出
商店街への導入
季節感
●住民、住区住民会議、商
店街

【買い物イベント-古着市
（近隣店舗からの出店）】

祐天寺の代名詞。
●老若男女問わず、お一人
様・ペアが集まれるイベン
トとして →全国から来る

【季節のイベント-ハロ
ウィン】
在住民の交流
地元感を育てる
●商店街、有志
→ 多すぎて中止はもったい
ない

【季節のイベント-イルミ
ネーション】

華やかで実現可能
みんなウレシイ

【飲食イベント-グルメイ
ベント（屋台）】

駅前が華やかになるから。

●商店街、飲食店

【季節のイベント-餅つ
き】

駅前でも季節感が感じられ
ると良い。
●学生

【季節のイベント-イルミ
ネーション】

近隣駅との差別化
商業以外のイベントとして
あったらバズりそう

【文化・芸術イベント-演
奏会】

くつろげる駅前に
地域の交流
●学校

【文化・芸術イベント-演
奏会】

同じ街の人と交流し、知的
刺激をうけたい

【文化・芸術イベント-演
奏会】

ブラスバンドだと大がかり
だから、弦楽四重奏とかで
コンパクトにするのはどう
か？
●高校生、シュミ人（発表
したい人）

【文化・芸術イベント-演
奏会】

駅前での人の交流がふえる
とよい

地域文化の発信 地域の身近な人との交流 音楽活動をゆったりできる

少人数で参加できるイベント

寺のつく街

朝難民、夜市、買い逃し

→窮屈ではなくやれたらよい

→ 住んでいた人がほっとするイベント
近隣にもない
はなやかでやれそう

←これ（写真例のイルミネーション）は
やりすぎ

中目黒の隣町



■ 催事での駅前広場利活用の意見まとめ [A班]

テーマ1 地域文化の発信

[活動] 買い物イベント

テーマ2 地域の身近な人との交流

- 古着市（近隣店舗からの出店）
→祐天寺の代名詞。誰もが集まれるイベント。近隣だけではなく、外からの来客も見込める。

[活動] 飲食イベント

- グルメイベント（屋台・キッチンカーの出店）
- テーマ型飲食フェスタ
- ビアガーデン・野外バー

→ 駅前が華やかになる。商店街や近隣飲食店からの出店（商店街店舗のちょっとずつの盛り
合わせ弁当など）。地域の人との交流の場に。

テーマ3 音楽活動をゆったりできる

[活動] 文化・芸術イベント

- 演奏会
→ 窮屈なく活動。弦楽四重奏などコンパクトな構成。地域の学生・趣味人の発表の場に。
地域のくつろぎ・交流の場に。



テーマ4 少人数で参加できる

[活動1] 買い物イベント

[活動2] 文化・芸術イベント

[活動3] 季節のイベント

■ 催事での駅前広場利活用の意見まとめ [A班]

- 夜市
→ 仕事で遅くなる/商店街で買い逃しのある方に/近隣店舗のフードロス削減⇔家の夜ご飯の

もう一品がピックアップでき相乗効果。

- 朝市・マルシェ（ワゴン・屋台出店）
→ 祐天寺はカフェのオープンが遅いため。モーニング難民やお年寄りの方などに。

- 屋外上映会（プロジェクションマッピングも）
- アートイベント

→ ニューノーマル環境下で行うイベントとして適切。区内アーティスト発掘の場として。

- イルミネーション
→ 近隣駅との差別化として。おかえりなさいの演出、商店街への導入として。

- 餅つき、ハロウィンイベント
→ 季節感を感じ、地元感を育てる。地域住民交流の場に。

参加者が多すぎて止めて欲しい、との意見はもったいない



B班



■ 議論成果



歩行者 多様性 光・演出

祐天寺らしさ

歩く人が優先！

→石畳にしてはどうか

【買い物イベント-フリー
マーケット】

- ロータリーをやめるか定
期的に停止することを可能
にして催事を。
- 40年前、カラオケ大会が
あった
- 歩行者天国

【季節のイベント-イルミ
ネーション】

●商店

【季節のイベント-イルミ
ネーション】

遊びに来て帰るときに、ま
た来たいと思わせる
光を使ったエンシュツ

【文化・芸術イベント-そ
の他（海外メンバー入れて
のトーク会）】
・ダイバーシティ
・少子高齢化の中での活性
化

【文化・芸術イベント-演
奏会】
自分がJazzが好き
サウンドによってイベント
の熱気、一体感が伝わる
→ 地元の方、ローカルの人
に運営をやってもらいたい

【文化・芸術イベント-参
加型アートイベント】

老若男女全てのコミュニ
ケーションが図れる

【文化・芸術イベント-屋
外上映会】

駅周辺の店や住民の理解と
協力を得て暗くする。
交通も一時停止を！

【文化・芸術イベント-
アートイベント】

●近くの小・中・高校

【文化・芸術イベント-演
奏会】

●近くの小・中・高校

【飲食イベント-グルメイ
ベント(屋台)】

入りにくいお店のテイクア
ウトなど。
●商店街

【飲食イベント-グルメイ
ベント(キッチンカー)】
祐天寺にお店を開店しよう
と考えている人や、既に開
いている人の販促やテスト
に使ってもらう

【買い物イベント-朝市・
マルシェ(ワゴン・屋台)】

野菜などのマルシェ
→地産地消の考えが大切
●農家

【飲食イベント-ビアガー
デン】
自分がビールが好き
アフターコロナでの対策取
りつつ新たな楽しみ方、コ
ミュニケーションの具現化

【買い物イベント-商品展
示販売】

祐天寺は雑貨屋やクラフト
系が多いのでその展示

【文化・芸術イベント-祐
天「寺」的なイベント】
寺町感が今はないから。
→祐天寺のアイデンティ
ティ
●お寺



■ 催事での駅前広場利活用の意見まとめ [B班]

テーマ1 歩行者

[活動] 買い物イベント

テーマ2 多様性

- フリーマーケット
- 歩行者天国

→ 歩行者を優先（石畳にするなど）。ロータリーをなくすか定期的に停止して催事。（前例
として、40年前にカラオケ大会があった。）

[活動] 文化・芸術イベント

- 演奏会
→ 熱気、一体感が伝わる。近くの学生らによるパフォーマンス。運営は地元にお願いしたい。

- （参加型）アートイベント
→ 老若男女問わずみんなのコミュニケーションが図れる。近くの学生らによる展示。

- 屋外上映会
→ 地域の理解と協力を得て暗くする。交通も一時停止を。

- （海外メンバー入れての）トーク会
→ ダイバーシティ、少子高齢化の中での交流活性化。



テーマ4 祐天寺らしさ

[活動1] 飲食イベント

[活動2] 買い物イベント

■ 催事での駅前広場利活用の意見まとめ [B班]

- 屋台・キッチンカー
- ビアガーデン

→ 入りにくい店のテイクアウト、新規出店検討者や既存店舗の販促・テスト販売に。アフ
ターコロナの対策取りつつ、新たなコミュニケーション・楽しみ方の創出に。

- 朝市・マルシェ（ワゴン・屋台）
- 商品展示販売

→ 地産地消。祐天寺は雑貨屋やクラフト系が多いのでその展示。

- イルミネーション
→ 来訪者にまた来たいと思わせる光の演出を。商店街などにて。

テーマ3 光・演出

[活動] 季節のイベント

[活動3] 文化・芸術イベント

- 祐天「寺」的なイベント
→ 寺町感が今はない。祐天寺のアイデンティティにつながる。



C班



■ 議論成果



買い物や飲食イベント
地域の子供や家族とつな
がる季節イベント

駅前を彩るイベント

担い手や需要も重視すべき

・集客＜自己表現、地域のつながりづくり

・定期的に開催したい

【買い物イベント-朝市・
マルシェ】
恵比寿ガーデンプレイスの
マルシェのように日用品、
食品が売られると利用する
人も多そう

【飲食イベント-テーマ型
飲食フェスタ】
近隣に飲食店が多いので、
テーマを決めることでお店
のチャレンジにもなりそう
テーマ型
店もチャレンジ！！

【飲食イベント-テーマ型
飲食フェスタ】

飲食関連は盛り上がる

【買い物イベント-商品展
示販売】
駅周辺の企業のPRにもなる
ので、飲食とからめて集客
して草の根展示会みたいに
したらよさそうです

【買い物イベント-夜市】

深夜営業の店との連携がで
きて、にぎわいが出てくる
のでは

【買い物イベント-朝市・
マルシェ(ワゴン・屋台)】

シェア畑
世田谷観音との連携

【買い物イベント-フリー
マーケット】

市民・住民による活用
自分でもまちを使えるとい
う意識

【季節のイベント-その他
（年越し（祐天寺・神社と
の連携））】

【季節のイベント-ハロ
ウィン】

子供とまちの人がつながる
渋谷のハロウィンとは違う
イメージ

【季節のイベント-ハロ
ウィン】

コロナ前には商店街で盛り
上がっていた
●子供が参加

【季節のイベント-餅つ
き】

家族・地域とのつながりが
できるもの

【文化・芸術イベント-そ
の他（子どもの集会）】
親や祖父母
商店街で毎年やっている
10年くらい
●連合会がやっている

【文化・芸術イベント-演
奏会】

今までも演奏会は盛り上が
る

【文化・芸術イベント-演
奏会】
高校とのつながりで続けて
ほしい
演そう！！
●学校とのつながり

【文化・芸術イベント-
アートイベント】
駅前のインパクトが必要と
思うため
お金を掛けなくてもインス
タ映えする新しい風も必要
と思う

【季節のイベント-イルミ
ネーション】

帰宅中の電車の中や帰路に
つく方の目を楽しませてく
れる

担い手、需要を重視すべ
き？
地域内・外

使われていない姿が一番さ
みしい・・・

・若い世代に向けたPR →「インスタ映え」も重要！
・地域とつながる演奏会 ...etc.

・深夜営業のお店や近隣の店、シェア畑との連携



■ 催事での駅前広場利活用の意見まとめ [C班]

- イルミネーション
→ 電車の中や帰路につく人の目を楽しませてくれるもの。

テーマ2 駅前を彩るイベント

[活動1] 季節のイベント

集客より自己表現、地域との繋がりづくり

定期的に開催したい

テーマ1 地域の子供や家族とつながる季節イベント

[活動] 季節のイベント

- ハロウィン
→ 子供と地域のつながりに。コロナ前は商店街で盛り上がっていた。渋谷とは違うイメージ。

- 餅つき・年越しイベント（祐天寺・神社との連携）

- 演奏会
→ 今までも盛り上がっていたイベント。高校とのつながりで続けてほしい。

- アートイベント
→ 駅前のインパクトに。お金を掛けなくても、インスタ映えする新しい風も必要。

- 子供の集会
→ 連合会が商店街で10年くらい毎年やっている。親や祖父母も主体。

[活動2] 文化・芸術イベント

地域とつながるイベントを。若い世代へのPRも重要！



■ 催事での駅前広場利活用の意見まとめ [C班]

テーマ3 買い物や飲食イベント

[活動1] 買い物イベント

★ （地域内・外の）担い手や需要も重視すべき！

- 朝市・マルシェ（ワゴン・屋台）、夜市
→ 恵比寿ガーデンプレイスのような日用品・食品マルシェ。シェア畑（貸し農園）、世田谷

観音の朝市との連携も。夜は深夜営業の店と連携し、にぎわい創出。
- 商品展示販売

→ 駅周辺企業のPRにもなる。飲食もからめて集客する草の根展示会的なイベント。
- フリーマーケット

→ 市民・住民が主体。自分たちでもまちを使えるという意識を育む。

- 使われていない姿が一番さみしい…

集客より自己表現、地域との繋がりづくり

定期的に開催したい

[活動2] 飲食イベント

- テーマ型飲食フェスタ
→ 飲食関連は盛り上がる。近隣に店舗が多いので、テーマを決めてお店もチャレンジ。

連携が大事！



D班



■ 議論成果



地域の人のためのイベントが基本

ｚ

地域外の人も呼び込むイベント

地域の人が主役のイベント→地域外からも人を呼び込めるイベントに 地域の魅力を育てる駅前

商店街

学校 幼稚園

芸術

主体は地域の中の力から

【文化・芸術イベント-そ
の他】
ろうじんクラブのフラダン
ス発表会や、子どもの発表
な場づくりなど、地元の人
が発表できる場

買い物
フリーマーケット 古着

子どもの参加

芸術

【季節のイベント-餅つ
き】
目黒高校もしくは地元企業
が行うイベントができる広
いスペース
普段は移動できるベンチを
常設

【季節のイベント-その他
（イベントをやらないとい
う考え）】

静かにすごしたいから

【季節のイベント-その
他】

じゃんがら念仏踊りのよう
な特別な体験の共有

【文化・芸術イベント-大
道芸】

メッカ的に発展させる

【買い物イベント-朝市・
マルシェ(ワゴン・屋台)】

外から商店街をまきこんで
のマルシェ

【季節のイベント-イルミ
ネーション】

【飲食イベント-グルメイ
ベント(屋台)】
珍しい屋台大集合
年配者～子どもが集まり、
外からも祐天寺に集まるイ
ベントがいい！

【買い物イベント-フリー
マーケット】

【文化・芸術イベント-演
奏会】

駅ピアノのようなスタイル
音楽イベント
舞踏（踊）イベント

狭いエリアでイベントは難しい？

→移動式のベンチなどの工夫ｚ

イベントは不要



■ 催事での駅前広場利活用の意見まとめ [D班]

- 老人クラブのフラダンス発表会
- 子どもたちの発表の場

[活動１] 文化・芸術イベント

地域の魅力を育てる駅前

テーマ1 地域の人が主役のイベント

[活動２] 買い物イベント

- フリーマーケット
→ 古着など（祐天寺は古着屋が有名）

- 餅つき
→ 目黒高校や地元企業がイベントを行う

- じゃんがら念仏踊り
→ 地域ならではの特別な体験の共有

[活動３] 季節のイベント

主体は地域の中から！

[その他] イベントは必要ない

- 静かに過ごしたい



■ 催事での駅前広場利活用の意見まとめ [D班]

- 朝市・マルシェ（ワゴン・屋台）
→ 商店街を巻き込んでのマルシェ

- フリーマーケット

テーマ2 地域外からも人を呼び込むイベント

[活動1] 買い物イベント

地域の魅力を育てる駅前

[活動2] 飲食イベント

- グルメイベント（屋台）
→ 珍しい屋台を集める。子供から年配者まで集まり、外からも人が集まるイベントがいい

[活動3] 文化・芸術イベント

- 大道芸
→ メッカ的に発展させる

- 演奏会
→ 駅ピアノのようなスタイル。音楽・舞踏（舞踊）イベントなど

[活動4] 季節のイベント

- イルミネーション



2. 日常

【テーマ】

祐天寺駅前広場でどんな活用をしたい？



A班



■ 議論成果



さりげなく楽しめる街 大人も子供も外で楽しむ風景

イベントもできる木と緑を生かしたスペースを作る

わくわく
特別

【食べる・売る-キッチン
カー】

曜日限定とかであるとうれ
しいですね
●若い働く人

【食べる・売る-朝市・マ
ルシェ】
休日のお楽しみとしての駅
前広場
朝ごはんを買って・・・
●家族

【食べる・売る-朝市・マ
ルシェ】

広場に集まるきっかけづく
りとしてハードルが低くて
みんなにやさしそう

でもリーズナブル
ささやかな楽しみ

【楽しむ-ヨガ】

祐天寺だと太極拳と週がわ
りでも違和感なしかも。
●大人、女性多

【楽しむ-ハンモックで休
む】

やりたい！たのしそう
●大人も子どもも大人気う
けあい

【楽しむ-囲碁・将棋・
チェスを楽しむ】
【楽しむ-ヨガ】

海外のように大人が外で遊
んでいる姿が見たい。

ヨガのカリスマの人がいる

【座る-植栽ますのベンチ
に座る】
【座る-緑化されたベンチ
に座る】
もう！！座れるなら何でも
ありでは？☻

●年寄、大人、子ども

【楽しむ-水遊び】

水と緑があると自然感が増
す
いやされる
●地域の人

【座る-高木を囲むベンチ
に座る】
祐天寺の規模感だとシンボ
ルツリー1本に。
サークルベンチが似合いそ
う。「こじんまり」と。

【座る-植栽ますのベンチ
に座る】

今のロータリー
ボランティアの人が活動で
きるように

【座る-高木を囲むベンチ
に座る】

緑がほしい
木かげ

【座る-固定ベンチに座
る】

まち行く人を見ながらのお
しゃべり
●目高高校生、ティーン

【座る-植栽ますのベンチ
に座る】

緑がもっとほしい

●地域の人

【座る-植栽ますのベンチ
に座る】
居心地の良い立ち話ならぬ
座り話
●地元民、高齢者、子育て
世代

【座る-木の下で座る】

駅前に木がある。
座る場所がほしい。

駅前に人が滞留できる

緑が多少少なくなっても



■ 日常での駅前広場利活用の意見まとめ [A班]

テーマ1 さりげなく楽しめる街

[活動] 食べる・売る

テーマ2 大人も子供も外で楽しむ風景

- キッチンカー
→ 曜日限定であるとうれしい。

- 朝市・マルシェ
→ 広場に集まるきっかけとして。特別な空間。休日のささやかなお楽しみとして（リーズナ

ブルな朝ごはんなど）。

[活動] 楽しむ

- ヨガ
→ 大人や女性を対象に。ヨガのカリスマが地元にいる。太極拳と週替わりでも違和感なし。

- ハンモックで休む
→ 楽しそう。子供から大人まで大人気請け合い。

- 囲碁・将棋・チェスを楽しむ
→ 海外のように大人が外で遊ぶ風景が見たい。



■ 日常での駅前広場利活用の意見まとめ [A班]

テーマ3 イベントもできる木と緑を生かしたスペースを作る

[活動1] 座る

- 植栽ますのベンチ・緑化されたベンチに座る
→ 緑がもっとほしい。ロータリーなどに設置（ボランティアの方が活動できるように）。
→ 居心地の良い立ち話ならぬ座り話ができるように。
→ 座れるのであればな何でもありでは？（多少緑が減っても）

- 高木を囲むベンチ・木の下に座る
→ 木陰がほしい。祐天寺の規模感だとシンボルツリー一本（駅前に木がある）。
→ こじんまりとしたサークルベンチが似合いそう。

- 固定ベンチに座る
→ 高校生やティーンがまち行く人を見ながらのおしゃべり。

駅前に人が滞留できる

[活動2] 楽しむ

- 水遊び
→ 水と緑があると自然感が増す。地域の人がいやされる空間に。



B班



■ 議論成果



祐天寺再発見 祐天寺ブランドの発信

広場として使うなら

お寺開放してヨガなど

・明るくしたい！
・昭和っぽい植さい
・ニューレトロなものでもよいのでは

情報として → 荷さばき: 土日とまっている

【楽しむ-ヨガ】

ビルの屋上か見晴らしの良
い場所を開放し、月、星、
夜景などを見ながら
or@祐天寺

【食べる・売る-朝市・マ
ルシェ】

名産品/名品を売る/買う
歩きながら楽しむ

【食べる・売る-朝市・マ
ルシェ】

毎日が発見
出会い
日本を知る

毎日でなくても、週一回。再発見のため

【座る-植栽ますのベンチ
に座る】

広場を多目的に使えるよう
に、小さな植栽ますで緑化
する

【座る-固定ベンチに座
る】

自由に使えてGood！

【座る-ステージ兼用ベン
チに座る】

固定のベンチよりも多目的
に利用でき、デザインも
すっきり

【座る-ステージ兼用ベン
チに座る】

日常も催事もOK！

【座る-会談ベンチに座
る】

何人でもOK！

【座る-固定ベンチに座
る】

駅前の立体化
人は上
車は地階

木の使用

メンテ的にも◎
汎用性高い
短い時間

スポット的な使い方



■ 日常での駅前広場利活用の意見まとめ [B班]

テーマ1 祐天寺の再発見

[活動] 楽しむ

テーマ2 祐天寺ブランドの発信

- ヨガ
→ ビルの屋上や見晴らしの良い場所を開放し、星や夜景を見ながらヨガ。
→ 祐天寺（お寺）を開放してヨガ。

[活動] 食べる・売る

- 朝市・マルシェ
→ 名産品などを売買する場として。歩きながら楽しめる。毎日の発見や出会い。日本を知る。

明るくしたい
昭和っぽい植栽
ニューレトロなもの情報として: 荷捌き車両が土日に駐車

祐天寺の再発見とセットで。毎日でなくとも、週一回。



■ 日常での駅前広場利活用の意見まとめ [B班]

テーマ3 広場としての利活用

[活動] 座る

- 固定ベンチに座る
→ 自由に使えるものが良い。
→ 駅前の立体化を進める。人は地上、車は地階にすみ分けられないか。

- 会議ベンチに座る
→ 何人でも座れるようなベンチ。人が滞留するスポット的な使い方。

- 植栽ますのベンチに座る
→ 広場を多目的に使えるように小さな植栽ますで緑化。

- ステージ兼用ベンチに座る
→ 固定ベンチより多目的に（催事にも日常にも）使え、デザインもすっきり。メンテナンス

もしやすい。短い時間の利用。

明るくしたい
昭和っぽい植栽
ニューレトロなもの情報として: 荷捌き車両が土日に駐車

ベンチ＝木の使用



C班



■ 議論成果





緑豊かにくつろげる

ファミリーや子供が楽しめる安全・安心なまち

地域のつながりや地元参加を促したい

子供が安全に過ごせるべき 子供が噴水や落書きで遊べる、親子で食事

前提となる考え方

交通についての検討

一方通行化の検討も
必要

通過交通を排除して
歩きやすいまちに

駅広の路駐は買い物客が多
い
→ 少しの対策で改善できる

【その他】

まずは歩くスペースの確保
では
→ 優先すべき

【その他】

真ん中なので、くつろぐイ
メージはないかなと思いま
した。
交通安全がそもそもの条件

【食べる・売る-テーブル
で食べる①】

屋根（日陰）は要
ファミリー・友人向

【楽しむ-水遊び】

噴水と言えば水遊び

【楽しむ-落書きをして遊
ぶ】

【食べる・売る-くつろげ
る場所で食べる】

街に不足している。
子供と出かけるとき

【座る-大型プランターの
ベンチに座る】

背中をもたれさせて座れる
上に緑化や○○も組合わせ
られる

【座る-緑化されたベンチ
に座る】

【座る-その他】

噴水の周りにベンチ

【座る-植栽ますのベンチ
に座る】

一石二鳥

【座る-植栽ますのベンチ
に座る】

低いところが座りやすい？

【座る-テーブルがある席
に座る】
リモートしながらくつろげ
る
外で仕事
リモート

【食べる・売る-朝市・マ
ルシェ(屋台)】

土日のにぎわい

【文化・芸術-屋外上映
会】

地域のつながり＋トークイ
ベント

商店会だけでなく、町会の
参加や連携が重要

→ 町会に入っていない若い
世代にもアピール

町会、町会外の人も主体と
して使えるように交通島の事例を元にギロン

交通島を活用してい
る事例を知りたい



活用



■ 日常での駅前広場利活用の意見まとめ [C班]

テーマ1 安心・安全なまち

[その他]

テーマ2 ファミリーや子供が楽しめる

- まずはスペースの確保を優先すべき
- 交通島でくつろぐイメージはない。交通安全が前提条件

[活動1] 楽しむ

- 水遊び（噴水にて）
- 落書き

交通についての検討:
- 通過交通を排除して歩きやすいまちに。一方通行化も検討。
- 駅前広場の路上駐車への対策（買い物客によるものが多い）

子供が安全に過ごせるべき

子供が噴水や落書きで遊べたり、親子で食事ができる

[活動2] 食べる・売る

- くつろげる場所 / テーブルで食べる
→ まちに不足している。屋根（日陰）も必要。ファミリーや友達同士での利用。

前
提
と
な
る
考
え
方

★ 交通島の活用事例を知りたい → 事例を元に議論したい



■ 日常での駅前広場利活用の意見まとめ [C班]

テーマ3 緑豊かにくつろげる

[活動] 座る

テーマ4 地域のつながりや住民参加を促す

- 植栽ますのベンチに座る
→ 低いところが座りやすそう

- 緑化されたベンチ・大型プランターのベンチに座る
→ 背中をもたれさせて座れる上に緑化なども組み合わせられる。

- テーブルがある席に座る
→ リモートワークなど外で仕事しながらくつろげる。

- 噴水の周りにベンチ

[活動1] 食べる・売る

- 朝市・マルシェ（屋台）
→ 土日のにぎわいを創出

[活動2] 文化・芸術

- 屋外上映会
→ 地域のつながりに。トークイベントも併せて開催など。

- 商店会だけではなく、町会の参加と連携も重要
（町会に入っていない若い世代へもアピール）
- 町会内・外の人も主体として使えるように



D班



■ 議論成果



駅前広場にほしいもの

交通島をフラットに

人が集える場所

時計台がほしい

地区の概要が載っ
ている掲示板

駅からバス停まで
屋根をかける
雨を気にせず移動
が可能

（外から人向け）
祐天寺の手持ち
MAP

交通島への移動が
課題

【座る-木の下で座る】

ベンチより集える雰囲気が
好ましい

【食べる・売る-テーブル
で食べる①】

テーブルがつくことで食が
楽しめる

【座る-固定ベンチに座
る】

イベント時には移動できる
ものにする

【楽しむ-囲碁・将棋・
チェスを楽しむ】

このスタイルがいい
テーブルでみんなが集まる
もよし
●本通りの「どんぐり」さ
んが参加するとか

【食べる・売る-テーブル
で食べる①】

時間を決めて移動
イベント時移動

移動式ベンチだと
日常、非日常で使
い分けられる

駅ビルを後退させ
て座る場所を作る
駅ピアノを聞くの
にもよい

今の交通島のまま
フラットにして使
いやすくする



■ 日常での駅前広場利活用の意見まとめ [D班]

テーマ１ 人が集える場所づくり

[活動1] 座る

- 固定ベンチに座る
→ イベント時には移動できるようなベンチ。日常、非日常の場面に合わせて利用

- 木の下で座る
→ ベンチより集える雰囲気が好ましい

- 駅ビルを後退させて座る場所を作る
→ 駅ピアノを聞くのにもよい

[活動2] 食べる・売る

- テーブルで食べる
→ テーブルがあることで食を楽しめる
→可動式にして、時間を決めて移動させたり、イベント時に移動させたりする

[活動3] 楽しむ

- 囲碁・将棋・チェスを楽しむ
→ テーブルでみんなが集まるのもよし。本通りの「どんぐり」（囲碁・将棋教室）も参加？



■ 日常での駅前広場利活用の意見まとめ [D班]

テーマ２ 空間づくりに関する要望

- 今の交通島のまま、フラットにして使いやすくする
→交通島への安全な移動が課題

- 駅からバス停まで屋根をかけて、雨を気にせず移動できるようにしたい
- 時計台がほしい
- 地区の概要などが載っている掲示板がほしい
- 来訪客のための祐天寺MAP（手持ち）がほしい


