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多摩ニュータウンの再生・活性化プロジェクト研究

安心して住み続けられる街へ

首都大学東京Ｌ．Ｐ． Project Ⅲ 郊外型住宅都市賦活更新研究
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Outline of Tama Newtown
Tama New Town 

・ is located in the southwestern part of Tokyo Metropolis at a distance of 30km 
from Tokyo Station;
・ is connected to Shinjuku, one of the major business areas in Tokyo, by two
railways with 30-40 minutes.
・ has an east-west length of 14 km and a north-south width of 2 or 4 km.
・ has an area of 2,975ha and  population of 240,000 now.

Shinjuku St. Tokyo St.

Tama New Town 10km 20km 30km

Keiou Line from Shinjuku

１．多摩ニュータウンの概要
Outline of Tama NewTown and its present situations 
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Outline of Tama Newtown (2)

• Tama New Town has an east-west length of 14 km and a north-
south width of 2 or 4 km.

• has an area of 2,975ha and an planned population of 340,000;
• has an population of 240,000 now.



Neighborhood Nagayama  : 1971

40 years ago  :  first housing estates opened 

Neighborhood Nagayama  : present scene 

typical landscape of housing estate in Japan

it was 1971, when people first began living in Tama NewTown

1971

2011



Neighborhood Shopping Center, scene of at the 
time of first housing estate opened

present scene of Neighborhood Shopping Center

some many shops are closing due to the decreasing and aging of population

1971

2011



Neighborhood Nagayama : 1971

40 years ago  :  first housing estates opened 
Neighborhood Nagayama  : present scene 2010 

typical landscape of housing estate in Japan

Neighborhood Shopping Center, scene of at the time of first housing 
estate opened

present scene of Neighborhood Shopping Center  2010

1971 2011



7th Neighborhood8th Neighborhood

Neighborhood CenterJunior  School

Primary School

District Park

Neighborhood park

Major Traffic Road

Pedestrian Way
Play Lot

Railway

Tama New Town is composed of 21 Neighborhood Units

近隣住区による都市構成

Tama NewTown is composed of 21 neighborhood units
each neighborhood has about 15,000 population 



落合地区 豊ヶ丘地区

永山地区

諏訪地区

貝取地区

永山駅

児童館

pedestrian way

park

underpass or overpass agaist vehicle traffic

公園・緑地をペデストリアンデッキで結ぶ緑のネットワーク



落合地区 豊ヶ丘地区

永山地区

諏訪地区

貝取地区

永山駅
ペデストリアンデッキ

公園

幹線・街区道路と立体交差する歩道橋とトンネル（アンダーパス）



Tama Newtown with network of abundant greenery

Ｎｅｗ Ｔｏｗｎ？ Ｏｌｄ Ｔｏｗｎ？

overage of housing and aging of population

along with excellent infrastructure and beautiful natural environment



２．多摩ニュータウンの発展過程：系譜



多摩ニュータウンにおける各集合住宅の写真

各集合住宅により形状・デザイン・色彩が異なる



多摩ニュータウン

→ 諏訪・永山地区を皮切りに、地域ごとに長い年月を

かけて段階的な開発が行われていることが特徴

約２０年間は日本住宅公団が開発の大部分を担っていた

↓

ここ十数年はUR都市機構が民間に委託している

三



豊ヶ丘団地

S52～S53 ｎLDK型

テラスハウス・タウンハウス型

S54～S56

タウンハウス諏訪
ベルコリーヌ南大沢

高層棟 低層棟

H1～H3 マスターアーキテクト方式型S62～S63 フリールーム付住宅型

プロムナード多摩中央

S58～S59  

コーポラティブ・メニュー方式型

グリーンメゾン鶴牧

時代ごとの特徴によって７つに類型化し代表的な作品を選出

諏訪団地

S46～S48 ｎDK型H4～H5 住居＋α型

長峰・杜の三番街



３．開発年代別分譲住宅団地の居住様態と居住者の意識



1971年供給・階段室型５階建・３ＤＫ型 Ａ団地



1976年供給・階段室型５階建・ＬＤＫ型 Ｂ団地



1980年供給・２階建・タウンハウス型 Ｃ団地



1983年供給・中高層・プランメニュー型 Ｄ団地



1988年供給・中層・バラエティプラン型 Ｅ団地



1993年供給・低中高層・簡易型コーポラティブ型 Ｆ団地



1993年供給・高層・バリアフリー＋共有施設充実型 Ｇ団地





現在

昔





















４．団地住宅高齢者居住
living environment of the aged people in Tama Newtown

団地住宅における高齢者居住の様態と居住環境整備条件について －多摩ニュータウン団地居住
高齢者の生活像と居住環境整備条件に関する研究 その１：加藤田歌，松本真澄，上野淳：日本
建築学会計画系論文集：No.600,2006.02.：pp9-16
生活スタイルと住まい方からみた団地居住高齢者の環境整備に関する考察 －多摩ニュータウン
団地居住高齢者の生活像と居住環境整備に関する研究：加藤田歌，上野淳：日本建築学会計画系
論文集：No.617,2007.07.：pp9-16



Suwa Neighborhood
the red colored portion shows housing of five-storied buildings without an elevator  

housing units composed 2 or 3 habitable rooms  and one eat-in kitchen (2DK,3DK)  

family structure type of housing

couple

single

5 stories apartment

detached

couple + kids

lease

public

privately 
owned

ownership

type of housing

built period

age group

nursing care



ageing ratio at some district well exceed of average of Japan

at some district, the population ageing ratio approaching 40% [super aged society]

rapid growing of the population of elderly people

Outline of Tama NewTown

Nagayama SuwaNeighborhood

Nagayama

Suwa

Aging Ratio

Aging Ratio

Developed



Ｓ46年建設
諏訪4丁目
都営賃貸

Ｓ46年建設
諏訪2丁目
公団分譲

Ｓ46年建設
永山4丁目
公団賃貸

Ｓ51年建設
永山2丁目
公団賃貸

昭和47年建設 愛宕1丁目 都営賃貸

昭和53年建設 貝取2丁目 都営賃貸

Ｓ51年建設
豊ヶ丘4丁目
公団賃貸several small or large difference in level inside the housing 



Ｓ46年建設
諏訪4丁目
都営賃貸

Ｓ47年建設
愛宕1丁目
都営賃貸

Ｓ46年建設
永山4丁目
公団賃貸

Ｓ51年建設
永山2丁目
公団賃貸large gaps inside the bathroom – serious barrier for the elderly 



基本生活行為

玄関先に電動カート 住棟外の階段

駅までの階段 駅とバスロータリーの間の階段

Tama Newtown was developed on a site which was initially hilly land  

when people walk out, some many stairs and sloping walkways impose serious 
barriers for senior citizens  



住宅と街のバリアー



６．団地高齢者の継続居住



忍び寄る「孤独死」の影





団地高齢者の継続居住



建て替えによる団地再生 諏訪２丁目団地

before 1971

after 2013

５．持続的な団地リノベーション



提案の要点

 南側にエレベーター（ＥＶ）設置 

・廊下は高齢世帯用住戸の前だけで 
増築面積が減り事業費が圧縮できる 

・なお、廊下からのプライバシー確保 
のため設計上の配慮を行う。 

 子育て世帯が団地に移りたくなる  高齢者世帯が団地に住み続けられる

 2 戸 1 改修でファミリー居住 

・親との隣居を望む子育て世帯が 
優先的に移れる募集方法を講じる 

・内装設備などは居住者負担を前提に、
自由に改装できるようにする。 

DANCHI ルネサンス：提案 多摩ＮＴまちづくり専門家会議 戸辺 文博

combined 2 flats for the full family member and
refurbish to a single barrier-free room for an elderly family  
Proposal for Refining of Existing Housing Building



Housing : Refining  and Remodeling 

7,38
0

6,11
0

Typical housing unit : 2DK  



combined 2 flats for the full family member and
refurbish to a single barrier-free room for an elderly family  

bed roombed room

bed room

bed room

living dining living dining

EV





多摩ニュータウン初期開発団地における住宅リフォーム

住民の自主努力による住宅リフォーム



初期開発団地における住宅リフォームの実態



リフォーム内容分類と経費

比較的安価で，小規模な
リフォームが多い

相対的に高額で，大規模な
リフォームが多い



住戸規模別・リフォーム内容

ＬＤＫ化

風呂・トイレ・
洗面所の変更

押入れを
一部削除し
構成を変更

押入れの
構成を変更

調理スペース
（システムキッチンに変更）

ＬＤＫ化を行い，生活スペ
ースを広くするケースが主



住戸規模別・リフォーム内容

水廻り設備の
全面変更

調理スペース
（システムの構成を変更）

つながりの
ある空間に
構成を変更

クローゼットに
変更

日中は一続きにして生活

作り付け家具の
新設

居室拡大に加えて収納ス
ペースを増やすことが可
能になる



住宅リフォームへの多角的な支援 持続的な継続居住



６．高齢者支援施設のネットワーク
Community Cafes at Suwa-Nagayama Neighborhood 



Supporting Places for the Senior Citizens in Suwa-Nagayama neighborhoods

space provision  E

space provision  W

day support Nagayama

day support  Suwa

community café  F community café  W

space provision  S

neighborhood lounge  S4

neighborhood lounge  S5neighborhood  lounge N

Nagayama

Suwa

In this series of studies, we have found out 10 places, in the neighborhoods of Suwa-
Nagayama, where senior residents can spend their daytime and participate to social 
activities, which are founded and maintained by the NPO Legal Person or any voluntary 
organizations . They are the ‘good-places-to-go’ where senior citizens can enjoy their 
community life and prevent them from being friendless.



高齢者の居場所・支援スペース ： 場所貸型



高齢者の居場所・支援スペース ： 支援型



高齢者の居場所・支援スペース ： 店舗型



高齢者の居場所・支援スペース ： 町内よりあい型



10 places where senior citizens can spend the daytime and supported by community 
Suwa-Nagayama neighborhood 

Through the minute investigation works, we found that these 10 supporting places can be 
classified to 4 types from the viewpoint of provided service, and to 3 types from the 
viewpoint of catchment sphere. Some of users visit several places, while others use only one, 
it means that these 10 supporting places provide multi choice networks in the community.





category of catchment sphere on senior citizen supporting places  
wide area type district  type neighborhood  type

neighborhood  typedistrict  typewide area  typewide area  type district type

space provision day support community cafe neighborhood lounge





前期高齢者が中心

20～40年が多い

毎日外出

ひとりで外出できる

健康的な高齢者が多いことがうかがえる

50％以上が
参加している





何らかのかかわりがある

利用度・認知度
が高い

今後の運営による可能性つきあいには満足している



高齢者の居場所： 福祉亭： 見守り拠点

７．高齢者支援NPO 福祉亭
Fukushitei : A supporting Place for Senior Citizens

Among these 10 supporting places, ‘Fukushitei’, catching national attention, is 
the most characteristic and regarded as the pioneer of the elderly people’s 
supporting places in Tama Newtown. It was founded by an NPO Legal Person in 
2002, and provides volunteer serviced café and the gathering place of those elderly 
who are able to live independently. 



community café  ‘Fukushitei’  at Nagayama neighborhood 

provide a space for food and drink, social interaction and variety of programs and events 
for the community senior citizens 





２．１ 福祉亭の設立経緯、運営概要、財源

設立経緯・運営・財源



space composition of inside the ‘Fukushitei’ - the community cafe

福祉亭の平面図及び室内の様子



利用者の主な行為

福祉亭の一日



４．年間調査による福祉亭の活動と来店者の利用様態に関する考察

月毎の１日平均利用者数 曜日別・天気別の１日平均利用者数

利用者数の変動とその要因



福祉亭の一日の活動と利用のされ方

週間調査における男女別利用人数の時刻変動（６日間平均・15分毎）

週間調査における利用内容別利用人数の時刻変動（６日間平均・15分毎）

５．週間連続調査による福祉亭の利用様態に関する分析



利用者の活動内容の時刻変動

福祉亭の一日の活動と利用のされ方
５．週間連続調査による福祉亭の利用様態に関する分析



dairy activities of ‘Fukushitei’

some 40 senior citizen customers per day spend their dairy times 



回数類型と行為内容

５．週間連続調査による福祉亭の利用様態に関する分析

来店頻度と滞在時間の類型に関する考察

滞在時間類型と行為内容



回数類型と滞在時間類型

５．週間連続調査による福祉亭の利用様態に関する分析

来店頻度と滞在時間の類型に関する考察



Leisurely type Active typeDependance type

occasional
steady

regular

classification of customers from the viewpoint of community living style



多摩ニュータウンのNPO・高齢者支援スペース

〜福祉亭のひとびと〜

首都大学東京Ｌ．Ｐ． Project Ⅲ 郊外型住宅都市賦活更新研究



２０年後の上野教授 ： こうならないために…..



多摩ニュータウン研究シリーズ

８．子どもが育つ環境としての多摩ニュータウン



落合地区 豊ヶ丘地区

永山地区

諏訪地区

貝取地区

永山駅

コミュニティーセンター

児童館

児童館・図書館
観察調査対象地域

ペデストリアンデッキ

公園

対象地域概要

ネットワーク状の歩行者空間のオープンスペースの形成

歩車分離を基本とする地域環境

幹線・街区道路と立体交差する歩道橋とトンネル（アンダーパス）



平日PM：15:30-18:00

休日AM：10:30-13:00

休日PM：15:30-18:00

こどもの屋外活動場所の分布

平日PM：15:30-18:00

休日AM：10:30-13:00

休日PM：15:30-18:00



こどもの屋外活動場所の分布

オープンスペース住宅近辺



住区センター
×

ペデストリアンデッキの交差点

諏訪・永山地区

軸状のオープンスペース沿い

落合地区

網目状のオープンスペース沿い

貝取・豊ヶ丘地区

こどもの屋外活動場所の分布



こどもの行動軌跡

［事例a：永山在住・6年生女子］

自宅方向

①住区センターそばの公園付近

→ ②プレイロット付近

→ ③住区センター歩道橋付近

移動

滞留

行動軌跡

累計移動距離

GPSに記録された各
時点での活動位置



［事例b：永山在住・6年生女子］

滞留

移動



C21：学校再生プロジェクト

多摩ニュータウン・HGNプロジェクト
９．公立学校施設の高齢者支援施設へのコンバージョン



旧東永山小学校多摩ニュータウン：諏訪・永山地区の小・中学校の規模の変遷

３校･･･→２校 ４校･･･→２校



多摩ニュータウン：諏訪・永山地区：１９７０‘開発



ケアハウス：個室Plan

Type-A Detailed Plan

Type-A
・比較的健康な高齢者を対象としたプラン

・玄関付近に来客対応用のスペースを設け

寝室のプライベート性を高める

・間口方向 大限の長さをバルコニーとし

外部の雰囲気を感じられる間取りとする



ケアハウス：個室Plan

Type-B Detailed Plan

Type-B
・車いす利用者対応のプラン

・トイレの間口，面積などを広くとり，

障碍のある高齢者に適した構成

・間口方向の半分程度のバルコニーを設け

外部環境を取り込むとともに寝室の広さ

を確保している



Type-C Detailed Plan

Type-C
・多少，障碍を持った高齢者向けのプラン

・トイレの面積が比較的広く，手すりの設

置など，入居者にあわせて変更可能

・バルコニーを有さず，寝室の面積を優先

したプラン

ケアハウス：個室Plan



高齢者居住施設：個室Plan

2LDK Type Detailed Plan

2LDK Type 
・夫婦居住高齢者向け

・主寝室と趣味の部屋を２室設け

たゆとりあるプラン

・キャンチで1500mm程度増築し

バルコニーを設けている

・車いす対応のスペース構成



ケアハウス：1F

1 F Pla n
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地域の人々が訪れる
カフェテラス

地域の高齢者支援施設

デイサービスセンター
生きがいデイ

サービスセンター

上階の入居者と地域高齢者と
の交流の場となる

コミュニティセンター

地域の人々との交流の場となる
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ケアハウス：2F

ケアハウスゾーン

コミュニティセンター

居室：Type A



óŒâªÉeÉâÉX

D.W.

WC

WC

Type A
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ケアハウス：2F・南棟拡大
南棟：ケアハウスゾーン

居室：Type A

食堂 事務室 相談室

緑化
テラス

共用洗濯室
共用キッチン

宿直室

居室：Type A



ケアハウス：3F
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Type  B
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ケアハウスゾーン

居室：Type B

談話コーナー

共用キッチン

アルコーブ

共用洗濯室

居室：Type B
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ケアハウス：4F

ケアハウスゾーン

居室：Type C

ルーフ
テラス

ラウンジ

浴室

アルコーブ

居室：Type C



老いても安心して住み続けられる街へ



■ 高齢者地域継続居住支援の研究

■ 高齢者の外出行動特性と街のバリアフリー化研究

■ 住宅リモデル・リファイン：住み続けられる家と街

■ 地域公共施設のネットワーク再編成とリモデル転換

■ 子供の安心・安全のための街造り

■ 障害者地域支援施設ネットワークの構築研究

社会学・社会福祉学・健康福祉学部・ＳＤ学部との学内横断協働

東京都・市・ＮＰＯ・新たな公共との協働





再生の目標：

（仮）

ニュータウン建設から

持続可能なまちづくりへ

①多様な世代がにぎわい、安心して

健康に住み続けられるまち

②優れた環境を活かした

災害に強いまち

③住区や立地の特性を活かした

多様性のあるまち

④地域の多様な主体が主役となり

まちづくりを展開するまち

多摩ニュータウンが目指す都市像

多摩ニュータウン再生検討会議：2013.07.～：多摩市・東京都・ＵＲ都市再生機構

多摩ニュータウン等大規模団地再生ガイドライン：東京都都市整備局 2012



駅センター 住区

駅前圏

駅徒歩圏

駅徒歩圏外

近隣セン
ター再⽣

広域幹線道路沿道の
戦略的⼟地利⽤転換

尾根
幹線

鉄道

住区幹線沿いの
賑わいづくり

緑道

公園・
緑地

商業・
業務拠点

医療拠点

駅周辺
⽤地活⽤

駅南北連携

近隣住区：街の構造の再編成 コンパクトシティー

駅を中心とした都市機能の集積：立地に応じた住機能の提供：幹線道路沿いの土地
利用転換：近隣センターの再生による利便性の向上：都市基盤の整備・更新
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リニア新幹線新駅と再開発
（橋本駅・相模原駅）

鉄道整備効果
（小田急線・多摩モノレール線の延伸）

道路ネットワーク整備効果
尾根幹線沿道再開発・圏央道

広域インフラの整備と多摩ニュータウンの今後



Tama new town’s
renaissance 

in 50 years

hanging greenery
Square over 
the station

Eco-Transportation infrastructures

Renewal Energy System

Zero-emission Towns

cycling road network
greenery pedestrian

Vegetable Factory
(solar power)

Eco-community farm

Rich greenery
Parks

東京都都市整備局 臼田 仁

compact city    Tama NewTown

green city    Tama NewTown

未来都市：多摩ニュータウン



ご静聴ありがとうございました．

L.P. 終報告会14.03.17.：郊外型都市賦活更新プロジェクト研究


