
◆まちづくり全般、鶴間公園、パークライフ・サイト、南北自由通路、北口広場に関すること 
 町田市 都市づくり部 都市政策課                   ０４２－７２４－４２４８ 

（直通） 
◆土地区画整理事業に関すること 
 東京急行電鉄(株) 開発事業部南町田開発グループ            ０４２－８６１－０６６３ 

（南町田開発事務所 事業推進直通） 
◆商業施設、駅施設に関すること 
 東京急行電鉄(株) 開発事業部南町田開発グループ            ０４２－７８８－０１０９ 

（南町田開発事務所 開業準備直通） 

南町田グランベリーパーク 
プロジェクト発表会 

町田市・東京急行電鉄株式会社 2019年5月 

 町田市・東京急行電鉄株式会社では、みんなとつくる新しいパークライフの実現をめざして、「南町田
拠点創出まちづくりプロジェクト」を進めています。 
 この発表会は、新しく生まれ変わるまち「南町田グランベリーパーク」を彩る、鶴間公園、商業施設、
南北自由通路、駅施設などについてご紹介し、今後の‟まちの楽しみかた“をみなさまに広く知っていただ
くために開催するものです。 

◆南町田拠点創出まちづくりプロジェクト ～「新しい暮らしの拠点」の創出～ 
 鉄道駅近接に都市公園と商業施設が隣接するまちの資源を最大限に生かし、自然とにぎわいが融合した全国
でも例のない魅力的な拠点空間として、新たなまちの魅力を創り出していきます。 
 あわせて、高齢化や人口減少の動向を見据えた中で、新たな住民の流入や地域の住み替えサイクルによる世
代間の循環やバランスのとれた人口構成の維持、地域にお住まいの方々やまちを訪れる方々を交えた活発なに
ぎわいと交流により、良好な住宅市街地とコミュニティを次世代につなげていく持続可能なまちを目指してい
きます。 

プロジェクトの進捗や、各エリアに関する情報等を紹介するホームページを公開しています。 
 
ホームページアドレス  http://minami-machida.town 
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東急田園都市線 

北口広場(P.10) 

複合利用ゾーン整備 
※計画詳細未定 

商業施設 
グランベリーパーク 

(P.7～8) 

南北自由通路(P.9) 

南町田グランベリーパーク 

 

 

南町田グランベリーパークのエリア内において、 
歩車分離された歩きやすい環境形成や、グリーンインフラを 
取り入れた外構デザインに官民連携で取り組んでいることが、持続可能
なまちづくりとして高く評価され、2019年1月に、アメリカ発祥の国際
的な環境認証システム「LEED ND(まちづくり部門)」のゴールド予備認
証を取得しました。まちづくり部門の認証取得は国内で５例目、エリア
内に駅舎を含む認証取得は日本初です。 
引き続き、竣工後の本認証取得に取り組んでいきます。 
 
※LEEDについて 
LEED(Leadership in Energy ＆ Environmental Design)は、米国グリーンビルディング協会によるグ
リーンビル認証システム。LEED認証のうち、エリア開発に関する「LEED ND(まちづくり部門)」は、
環境への配慮、エネルギーや資源の効率化、歩行者中心のまちづくりなどに与えられます。新築の建築
物に対する環境評価システム「LEED NC(新築ビル部門)」もあります。 
 

LEED ND（まちづくり部門）認証取得 

空とみどり、足を止めて見渡す街並み、待ち合わせについ早く着きたく
なる広場。いつもここにいたい、何度でもここへ来たい、‟すべてが公園
のようなまち”。そこには、驚きや発見にあふれた体験、感動する出来事、 
くつろぎが待っています。誰もがお気に入りの場所を見つけて、楽しく
心地よい時を過ごせ、いつの間にか心と身体が健康になる、そんな‟南町
田ならではのパークライフ”を満喫できる場としていきます。 

 
まちのロゴマーク 
大空に向かって伸びやかに育つ大きな樹
をモチーフとしています。  駅と商業施
設、公園がシームレスに繋がり、まち全
体がまるでひとつの「パーク（公園）」
のような、自然と賑わいが融合した新た
なまちの魅力を表現しています。 
  

境川 

街区間デッキ(P.9) 

まちのぜんぶが“パーク”となる 

※2019年度中に改称予定 

都市型住宅整備 
※計画詳細未定 

南町田グランベリーパーク駅(P.9) 

N 

0 10 50 100 (m) 

パークライフ・サイト 
(P.5～6) 

鶴間公園 
(P.3～4) 

広場＊あそびば＊プラザ 
“パーク” 全体で 14 の広場空間（「広場」「あそびば」「プラザ」）では、 
ゆったりとした憩いや、家族や友達との楽しいアクティビティはもちろん、 
イベントで初対面の人と思わず意気投合できたり、そんな、とびきり心地 
よくて、きっと誰かに話したくなる時間でいっぱいです。 

※ 左図中  ★：広場 ★：あそびば ★：プラザ      ：歩行者ネットワーク 

品川 
新横浜 

◆プロジェクトの歩み 
  2014年10月  町田市・東京急行電鉄株式会社 
          「南町田駅周辺におけるまちづくりの推進に関する協定」締結 
  2016年11月  南町田駅周辺土地区画整理事業 施行認可 
  2017年   2月  旧グランベリーモール一時閉店 
  2018年   8月  スヌーピーミュージアムの進出決定 

事業名称：南町田拠点創出まちづくりプロジェクト 
所  在  地：東京都町田市鶴間一丁目、二丁目及び三丁目の各一部 
            （東急田園都市線 南町田駅直結） 
面  積：約22ha（赤枠内：プロジェクトエリア） 
事業期間：2016年11月～2021年3月末（予定） 
     ※土地区画整理事業の事業期間 
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◆ アクセス 



3つの「あそびば」 
「森」の中の大型遊具、 
「星」型の砂場など幼児 
が安全に遊べる広場、川 
辺で「水」を感じて伸び 
やかに運動できる遊び場 
では、幅広い年齢層の子どもたちが楽しめます。 
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鶴間公園 

公園種別：運動公園【指定避難広場（避難場所）】 
公園面積：約7.1ha 
主な運動施設等：テニスコート（オムニコート3面） 
        人工芝グラウンド（フットサル3面相当） 
        運動広場（約6,500㎡） 
        クラブハウス（シャワー、スタジオ、カフェ） 
駐車場：133台（内、障がい者専用区画3台） 

運動広場 

さわやか広場 

にぎわい広場 

森 の あ そ び ば 

クラブハウス 

グラウンド 

テニスコート 

つるまの森 

四   

心と身体が健康になり「日常生活＋α」が楽しめる公園 
◆パークライフの中心となる２つの芝生広場 ◆新しい公園の華やかな西側エントランス 

◆身体を気持ちよく動かして健康になる 
          スポーツエリアと運動広場 

◆鶴間公園の新しい顔となるクラブハウス ◆つるまの森 

さわやか広場 
芝生に寝転んでピクニックや、テラス
に腰かけてゆったりと過ごせたり、イ
ベントを楽しんだりできる広場です。 
にぎわい広場 
水道みちを挟んで、さわやか広場と緩
やかにつながる新しい広場です。桜を
囲んだ大きなテラスが特徴です。 

水道みち 
けやき並木が連なるシンボリックな景観です。 
散歩道としてはもちろん、その長く幅広い空間を
マルシェなどのイベントにも活用していきます。 
四季のテラス 
水道みちに面した斜面が、桜に加えてイロハモミ
ジやたくさんの花々で彩られ、四季の移ろいを感
じながら散策できます。 

スポーツエリア 
テニスコートや人工芝グラウンド
では、子どもも大人も楽しくス
ポーツに親しめます。 
運動広場 
つるまの森のみどりに囲まれた芝
生張りのグラウンドで、周囲には
ジョギングのトラックを設けます。 

みどり豊かな公園にな
じむ木質のクラブハウ
スです。公園全体の管
理やスポーツ施設の貸
出を行うほか、ロッ
カー＆シャワー、スタ
ジオ、カフェを併設し、
境川沿いのランナーや
サイクリストが気軽に
立ち寄り、休憩できる
スペースとしても利用
できます。 

つるまの森は、古くこの場所が里山 
であった風景を受け継ぐものです。 
この森の中をじっくりと楽しめるよ 
うに、散策路や休憩できる場所、 
ベンチなどを随所に配しました。 
また日常の生活動線としても安全安心に利用できるよう、 
自然環境に配慮した落ち着きのある照明を設けています。 

さわやか広場 にぎわい広場 

桜テラス 

四季のテラスイメージ 水道みちイメージ 

スポーツエリア 人工芝グラウンドと外周トラック 

運動広場と外周トラック 

クラブハウス外観イメージ 

クラブハウス活用イメージ 

こもれびテラス（あずまや） 

園路とベンチ 園路イメージ ひといきテラス（トイレ） 

◆３種類を遊びまわって楽しい 
      子どもたちのプレイグラウンド 

森のあそびば 星のあそびば 

水のあそびば 

スポーツエリア 

駐車場 

境川 

0 10 50 100 (m) 

星 の あ そ び ば 

水 の あ そ び ば 

N 
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パークライフ・サイト 
パークライフ・サイトは、公園と商業施設をつなぐ 
まちの中央に位置し、地形に埋め込まれるように建つ
２つの建物、丘の上の広場、緩やかにカーブする遊歩
道で構成されています。子どもから大人まで幅広い世
代に、ここでしか味わえない驚きや感動、発見をもた
らす、パークライフの拠点です。 

土地所有者：町田市 
建物所有者：株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 
敷 地 面 積：約 0.5 ha 
所 在 地：東京都町田市鶴間二丁目５－１３の一部 
建 物 概 要：ミュージアム棟  鉄骨造一部RC造  地下1階/地上3階 
               建築面積 約 720 ㎡   延床面積 約 2,640 ㎡ 
      パークライフ棟  鉄骨造一部RC造  地下1階/地上1階 
               建築面積 約 470 ㎡   延床面積 約 890 ㎡ 
主 要 施 設：美術館、子どもクラブ、まちライブラリー、カフェ、その他 

鶴間公園 

◆ スヌーピーミュージアム【ミュージアム棟】 
2018年9月に閉館した六本木のスヌーピーミュージアム
が、規模を約２倍にして南町田グランベリーパークに
やってきます。チャールズ.Ｍ.シュルツ氏が50年にわた
り、新聞で連載した「PEANUTS」の貴重な原画を、楽
しく魅力的なテーマ演出により展示します。また、町田
市「えいごのまちだ事業」と連携し、子どもたちが楽し
ながら英語を学べるオリジナル企画にも取り組みます。 
(www.snoopymuseum.tokyo)     © Peanuts 

◆ まちライブラリー【パークライフ棟】 
利用者がメッセージ付きの本を持ち寄り、 
ライブラリーの企画や運営にも参加する 
「ゼロ冊から始める、みんなで育てるライブラリー」
です。本を読んだ人は、本に付いているメッセージ
カードに感想を書いて返却し、感想を重ねていきます。
本を媒介に人と人との交流を生み出すコミュニティの
場です。（http://machi-library.org） 

◆ 子どもクラブ【パークライフ棟】 
町田市初となる、民間が運営する子どもクラブです。目
の前にある公園、同じエリア内のまちライブラリーや
ミュージアムと連携して、子どもたちがここでしか出来
ない体験に目を輝かせる児童館を目指します。遊戯室や
乳幼児室に設ける、壁を遊具にした「あそびの壁」も特
徴的です。 
 
遊  戯  室：ボール遊び、ダンス等の身体を使った遊び等ができます。 
集  会  室：ボードゲーム、読書、工作活動等の静かな遊び、自習学習の 
     スペースです。子ども版まちライブラリーも展開します。 
乳幼児室：乳幼児専用室となり、親子でくつろげるスペースとなります。 
     乳幼児向けの遊具や床暖房、調乳設備、授乳室を完備してい 
     ます。 

◆ 伐採した樹木が、椅子や本棚に 
           生まれ変わります 
プロジェクトの整備工事では、公園や道路の樹木を
伐採することになりました。 
この伐採材は丁寧に製材・加工して、ライブラリー
や子どもクラブで使う、本棚やテーブル、椅子など
に生まれ変わります。 
手に取る皆さんに、木の温もりだけでなく、これま
でのまちの営みを感じてもらえたらと思います。 

遊歩道は、歩行者・自転車がいつでも安全・快適に通
行できるように、通行レーンをわかりやすく表示した
舗装サインや、停電時でも点灯する照明設備「消えな
いまちだくん」などを設けています。 
また、パークライフ棟内のエレベーターが、公園と駅
方面とをバリアフリーで結びます。 

公園や遊歩道よりも高い位置にある広場は、その地形
を活かし、公園の広々した眺望を満喫できる空間です。 
ミュージアムやショップ、カフェ、ライブラリーなど
多様な顔が向かい合う、賑やかな交流空間となります。
また、斜面を活用して、この場所で発掘された埋蔵文
化財についても紹介します。 

外観イメージパース 
昼間の遊歩道イメージ 

夜間の遊歩道イメージ 

丘の広場のイメージ 

まちライブラリーのイメージ 

子どもクラブ 遊戯室のイメージ 

子どもクラブ 集会室のイメージ 

パークライフ・サイト俯瞰イメージ 

商業施設 
グランベリーパーク 

◆ カフェ【パークライフ棟】 
スヌーピーミュージアムが運営するカフェです。 

駅方面へ 
（歩行者） 

ミュージアム棟 

パークライフ棟 

丘の広場 

0 10 50 30 (m) 

N 



グランベリーパーク（商業施設） 

「街歩きの楽しさを感じられるお買物空間」と 
「食」「遊び」「ライフスタイル」などをテーマにした 
「くらしのエンターテイ メント空間」を備えた商業施設、 
  豊かな自然を感じながら異なる楽しみ方ができる 
  7つの広場で構成される商業施設です。 
 
  地域の方々から来街者まで、さまざまな方の暮らしを 
  充実させる、時間消費とエンターテイメントを  
  兼ね備えた全く新しいライススタイルセンターを実現します。   

商業施設コンセプト 

『食』『遊び』 
『ライフスタイル』等 

 をテーマにした 
エンターテイメント空間 

にぎわい、出会い、 
交流の拠点 

となる７つの広場 

街歩きの 
楽しさを感じられる 

お買物空間 

生活遊園地 
～くらしの「楽しい」があふれるエンターテイメントパーク～ 

１ 

⑧マーケット 

⑥キッズ 

①生活利便店舗等 

②エンターテイメント 

③レストラン 

④パークライフ 

⑤アウトドア 
⑦ライフスタイル 

⑦ライフスタイルゾーン 

⑧マーケットゾーン 

⑥キッズゾーン 

◆「くらしのエンターテイメント空間」イメージ 
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「ヴィレッジ型空間 」が街並みのコンセプト 

◆ 街並みのデザイン 

※今後変更の可能性があります。 

①ウェルカムプラザ 

南町田らしい緑とまちの賑わいで 
訪れた人をお出迎えする駅前広場 

パークを訪れる喜びや期待を感じられる 
ダイナミックでフォトジェニックな広場 

②グランベリープラザ 

映像や音楽などエンターテイ 
メントの発信拠点となる広場 

アウトドアやスポーツの発信拠点 
となる公園とモールを繋ぐ広場 

⑤パークプラザ ⑥オアシスプラザ 

③シアタープラザ 

④マーケットプラザ 

マーケット等で買ったフードを 
ピクニック気分で楽しめる広場 

散策と憩い、アートが融合する 
季節によって変化する広場 

⑦アートプラザ 

水遊びもできて屋外劇場の 
ような大規模イベント広場 

その他、グランベリーモール時代に 
ご好評いただいたアウトレット店舗 
をさらに拡充します。 

◆ 商業施設概要 

事  業  者：東京急行電鉄株式会社・株式会社東急レクリエーション 
所  在  地：東京都町田市鶴間三丁目３－１、４－１他   設計：株式会社東急設計コンサルタント 
敷地面積：約 83,000 ㎡  延床面積：約 151,000 ㎡    施設デザイン：株式会社LLT（ﾗｸﾞｱﾙﾀﾞ・ﾛｳ・棚町建築事務所） 
店舗面積：約 53,000 ㎡  店  舗  数：約 230 店   駐車場：約 2,000 台   ランドスケープデザイン：Fd  Landscape 

◆それは「 グランベリーモール 」から… 
 「 グランベリーモール 」（ 2000年4月開業 ）は 
  駅直結の屋外型モールで、買い物を気持ちよく 
  楽しめて、アウトレット店舗が多く揃い、 
  シネマコンプレックスの増床（2006年） 
  も経て、地域の「顔」とも言える施設 
  としてご愛顧いただいてきました。 
 （ 2017年2月に一時閉店 し着工） 

街並みは、空やみどりとの調和を図る低層で表情の 
豊かな建物や広場、デッキ、階段、スロープを組み 
合わせ、歩き巡るたび、新しい発見や出会いが生ま 
れるデザインとしました。 
モール部分はもちろん、駅やミュージアム、公園、 
クラブハウス等の建物もコンセプトを共有し、また 
ランドスケープを調整し、周辺の既存の街並みとも 
調和しながら新しさを感じる街並みを目指しました。 
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まちを支える基盤づくり 

歩行者ネットワーク 
まちの防災 

北口広場 

南北自由通路イメージ 

駅前街区側から中央街区を見た 
街区間デッキのイメージ 

国道16号線の町田立体事業に合わせて、駅北口に路
線バスやタクシーのための広場を新設しました。 
東名高速横浜町田ＩＣに程近い立地を活かして空港
行きバスの運行も開始し、交通拠点としての魅力が
高まっています。 

北口広場全体イメージ 1番バスのりばイメージ 

駅リニューアル 

土地区画整理事業 

事業名称：町田都市計画事業  南町田駅周辺土地区画整理事業 
施  行  者：東京急行電鉄株式会社（代表）、町田市、 
               株式会社東急レクリエーション ※ 権利者数：7 名 
施行面積：約 18.2 ha 
事業認可：2016年11月28日 
事業完了：2021年3月末（予定） 

【凡例】

宅地 鶴間公園 調整池

旧河川用地 既存道路

施行前

南町田駅

【凡例】

宅地 鶴間公園

旧河川用地 新設道路・拡幅道路

南町田駅

施行後

南町田は1970年代に土地区画整理事業で整備 
されたまちです。今回、街区や公園を細かく区 
分していた道路や公園などの公共施設と宅地を
再配置し、商業施設と公園をひとつの大きな街
区にするため、再度の土地区画整理事業を実施
しました。 

北口広場から、線路・
道路の上空を渡り、商
業施設・公園へとフ
ラットにつながります。 

土地区画整理事業によりひとつの大きな街区に再
構成し、その上に、駅・商業施設から公園、周辺
の住宅市街地までを、歩車分離されたバリアフ
リーな歩行者ネットワークを巡らせます。 

駅・北口広場～南北自由通路～街区間デッキ 

北口広場 

街区間
デッキ 

南北自由
通路 

南北自由通路 北口 
広場 駅前街区 街区間

デッキ 中央街区 

駅 
駐車場 

道路 

断面イメージ 

商業施設内通路～園路 
木陰で腰かけられるデッキやベンチをふんだんに
配置し、店舗や広場からにじみ出る賑わいを感じ
ながら、居心地よく、また楽しく歩いて巡ること
ができます。 

商業施設内、パークライフ・
サイト、公園内それぞれ趣の
異なる歩行者通路イメージ 

まち周辺の道路愛称 

まち周辺の道路2路線について、「歩きめぐってたの
しいまち」を目指す想いを込めて、2018年4月にア
イディア募集を行い、道路愛称を決定しました。 

駅前街区 

中央街区 

『南町田グランベリーパーク』における防災の取組 

①鶴間パークウォーク 
（南1601号線のうち、国道
16号南町田北交差点から南
側の区間） 

②南町田 
 グランベリーウォーク 
（南2328号線～南1602・ 
1603・1604号線の各一部～ 
南1605号線まで） 

調整池の容量をこれまでの
約9,000㎥から約20,000㎥
に拡張し、周辺エリア33ha
に対する雨水浸水対策を強
化しました。 
また、調整池は地下式とし、
上部は鶴間公園のグラウン 
ド等として利用します。 

◆調整池工事の様子 
調整池 

ヘリポート 

鶴間公園運動広場は
災害発生の際、ヘリ
ポートとして活用が
可能です。 

災害対応トイレ 

鶴間公園内に、断水
時でも利用可能な災
害対応トイレ６基を
設置しました。 

災害発生時、建物屋内の一部
スペースを帰宅困難者の受入
れ場所として開放します。 
また、災害発生後に提供する
水・食料を完備します。 

災害用備蓄物資 
災害用ベンダー導入 

災害発生に備え、災害飲料
自動販売機の導入により、
発災時3,000ℓを飲料水と
して提供します。 
 

帰宅困難者
受入れ 

南町田グランベリーパークは地域の防災拠点としての機能
の充実を図り、地震や大雨などの災害に備えます。 
避難広場である鶴間公園は避難できるエリアが拡張し、災
害対応トイレの設置や調整池の機能強化などを図ります。
また、商業施設では災害対応の備蓄品等を完備し、帰宅困
難者の受け入れ場所として開放します。 

防火水槽 

多くの人が訪れる駅前 
市街地として、消防活動を円滑に行えるよう、 
防火水槽を各所に配置しました。 

[更なるまちの防災強化に向けて] 
町田市・東京急行電鉄株式会社は、近年の豪雨対応をはじ
めとする災害時の連携強化に向けて、洪水時避難場所の指
定等を行ってまいります。 

駅のリニューアルを行い、公園や商業施設と
融合した開放的な駅空間にするとともに、エ
スカレーターやホームドアを設置し、安全性
と利便性の向上を図ります。 
 
また「南町田」駅から「南町田グランベリー
パーク」駅に改称し、平日も急行列車の停車
駅になります。 

駅空間のイメージ 

※2019年度中に改称予定 

南町田グランベリー 
パーク駅 


