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多摩地域の現状と 

新たな多摩のビジョンの概要 

 

ビジョン連携推進会議 合同分科会 15.08.25. 第一分科会 上野淳 
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多摩地域

面積：1,160ｋ㎡ （区部：623k㎡） 
人口： 419万人（区部：895万人） 

○１８９３年に神奈川県から東京府（当時）へ移管 
○他の道府県に匹敵する400万人規模の人口 
○歴史・文化、自然環境、大学・研究機関の集積など多様な魅力を有する。 
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１．人口減少社会の到来と進む高齢化 

＜多摩地域の人口の推移＞ 

多摩地域の人口は、2030年に399万人、 

2100年に250万人まで減少する見込み 

Ⅰ 多摩地域を取り巻く状況 
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２．経済活動の縮小 

 地域の発展に重要な役割を果たしてきた 
  

 大規模工場が、相次いで撤退する見込み 

＜主な大規模工場撤退の例＞ 

年 工　　場　　名 面積 従業員数 移転理由

H19 株式会社IHI　田無工場 9.4ha 約1,000人 国内移転（福島県相馬市）

H23 株式会社東芝　日野工場 9.8ha 約1,100人 携帯電話事業の譲渡に伴い閉鎖

H26
雪印メグミルク株式会社
日野工場

2.7ha 158人 国内集約（神奈川県海老名市）

H26
日本無線株式会社
三鷹製作所

6.4ha 2,204人 国内（長野県）・海外移転

H32
（予定）

日野自動車株式会社
日野工場

30ha 約2,300人 国内移転（茨城県古河市）

資料：各社有価証券報告書、プレスリリース、各社聞き取りにより作成
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３．更新需要の増大 

人口増加に合わせて集中的に整備された 

都市インフラ について、 

今後、一斉に更新時期が到来 

大規模団地や公共施設の多くが建設から30年以上経過 

       → 建替えや維持管理が課題 
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１．ビジョンを貫く考え方 

（１）基本認識 

「右肩上がりの成長・拡大」から 

「活力ある都市の成熟・持続」への 

           発想の転換 

（２）目指すべき姿 

 魅力にあふれ、活力に満ち、 

  安全・安心が確保された多摩 

Ⅱ 「新たな多摩のビジョン」の概要 
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（３）３つの視点 

これまで見過ごされていた多摩地域の既存資源を再評価したうえで、 
そこから新たな価値を見出し、その活用を図る。 
（発想の転換から強みを生み出す・今ある強みを十二分に活用していく） 

 

視点１  既存資源の再評価 

視点２  企業・事業者も「主役のひとり」 

企業・事業者が、これからの地域の形成・発展を担う「主役のひとり」として、 
その主体的な取組を通じて地域経済の振興やまちづくりなどに積極的に 
関わっていくことを期待。 

視点３  多様な「つながり」による共生 

様々な主体が、従来の発想にとらわれず、付加価値の創出や相互補完と 
いった観点から、多様な「つながり」を形成し、一層の効率化を図りつつ 
共生していく。 



多摩ニュータウン：再生・活性化  



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. 

 

 
Tokyo St. 

Tama New Town 10km 20km 30km 

多摩ニュータウンの概要  



Neighborhood Nagayama  : 1971 

 40 years ago  :  first housing estates opened  

Neighborhood Nagayama  : present scene  

typical landscape of housing estate in Japan 

多摩ニュータウンの初期入居は1971年：諏訪・永山地区 

1971 

2011 



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

present scene of Neighborhood Shopping Center 
   

人口減少・人口高齢化 地域購買力の低下  空き店舗とシャッター街化 

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 



美しく豊富な緑のネットワーク しっかりした都市基盤 

Ｎｅｗ Ｔｏｗｎ？ Ｏｌｄ Ｔｏｗｎ？ 

住宅の老朽化 人口の高齢化 



開発年代別にみた多摩ニュータウン分譲集合住宅の居住実態と環境評価に関する研究 多摩ニュータウン：開発年代別の団地住宅居住者の概要と住環境評価 



永山団地 向陽台団地 若葉台団地 



向陽台団地 若葉台団地 永山団地 



現在 

昔 

向陽台団地 若葉台団地 永山団地 



団地住宅高齢者居住 

living environment of the aged people in Tama Newtown 



住宅の老朽化 居住者の高齢化 



ageing ratio at some district well exceed of average of Japan 

一部街区では高齢化率が４０％に近づく 



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 



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 



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 



住宅と街のバリアー 



忍び寄る「孤独死」の影 





Community Cafes at Suwa-Nagayama Neighborhood 

諏訪・永山地区：高齢者のための身の寄せ処  



諏訪・永山地区の高齢者支援スペース １０カ所 



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 





高齢者の居場所： 福祉亭： 見守り拠点 

Fukushitei : A supporting Place for Senior Citizens 

高齢者の見守り拠点：福祉亭 



多摩ニュータウンのNPO・高齢者支援スペース 

～ 福祉亭の人々 ～ 



高齢者の居場所： 福祉亭： 見守り拠点 





多摩ニュータウン高齢者支援スペース・福祉亭の活動と利用の実態について － 多摩ニュータウンの高
齢者支援スペースと利用者の地域生活様態に関する研究 (その１)－ ：  余 錦芳，松本真澄，上野 
淳 ： 日本建築学会計画系論文集  



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  



利用者の主な行為 

 福祉亭の一日 



福祉亭 ： 多様な居方を提供する支援拠点 



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 



２０年後の上野教授 ： こうならないために….. 



ニュータウン再生の今後 

多摩ニュータウン再生検討会議  
 具体的な取組についての検討・実施 
⇒「いつ、誰が、どこで、何を」を明示 

平成25年度 再生シナリオ 

（再生方針のたたき台）  

平成26～ 
27年度 

多摩ニュータウン再生方針策定  

○○地区円卓会議始動 
第一次入居地区（永山等）をター

ゲットに、住民などを交えて再生の
方向性についての検討開始 

（反映） 

平成28年度以降 

多摩ニュータウン再生

検討会議  
○○地区円卓会議に対

するアドバイス的役割 

●●地区団地建替えの誘導・
実施 

○○地区円卓会議始動 
 具体的なエリアを対象に団地の建

替えを含めた再生の検討・とりまとめ

(住民、ＮＰＯ、住宅管理者、多摩市等) 

 ※テーマ別ＷＧなども検討 



【目指すべき都市構造のイメージ】 

駅を中心とした多様
な都市機能の集積 

立地に応じた多様な
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
新や円滑な移動手段
の確保 

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 

近隣住区を活かしたコンパクト
な都市構造への再編 



多摩ニュータウン再生後のイメージ 



【再生に向けた取組方針】 

    まちのプランニ
ング 

持続可能なまちを実現する

ため、まち全体のあり方や

方向性を共有し行動する 

方針１ 

        都市基盤・機能
の再編・更新 

既存のまちを活かし、居住

者の生活の舞台となるまち

の基盤や多様な拠点を再編

・更新する 

方針２ 

【進行中の取組】 
●キティストリートとしまじろう広場の
誕生（まちのPR・情報発信） 

●歩行者専用道路や緑道の再整備
（諏訪地区） 

(C) 2014 SANRIO CO.,LTD. 



    住宅・住宅地
の再生 

様々な手法を用いて多様な
世代が住み続けられる住ま
い・住環境へ再生する 

方針３ 

    コミュニティ
活動・生活サ
ービス支援 

まちに関わる多様な主体が
協働・連携し、人々の生活
を豊かにするためのサービ
スを展開する 

方針４ 

【再生に向けた取組方針】 【進行中の取組】 
●諏訪2丁目住宅マンション建替事業 

●京王電鉄初の移動販売の開始 

●UR永山団地での、URと(株)ニッセンが連携し
たモデルルームのオープン 

建替前 建替後 



老いても安心して住み続けられる街へ 


