
第1回： 2019年5月17日（金）19:00～ 

第2回：           18日（土）13:00～ 
 

町田市・東京急行電鉄株式会社 

  

南町田グランベリーパーク 
プロジェクト発表会 



1 本日の発表内容 

１．開会 
 
２．プロジェクトについての発表（50分程度） 

 

  1）南町田グランベリーパークの全体像 
  2）南町田グランベリーパークの施設等について 
  3）工事状況 
  4）まちびらきについて 

 
       ～休憩（10分）～ 
 
３．質疑（30分程度） 

 
４．閉会 



2 

南町田グランベリーパークの全体像 



3 １－１）南町田グランベリーパーク全体像 



4 １－１）南町田グランベリーパーク全体像 

２０１９年４月２０日撮影 航空写真 



5 １－１）南町田グランベリーパーク全体像 

駅・南北自由通路 

駅前街区 

中央街区 

鶴間公園 

パークライフ・
サイト 

複合利用ｿﾞｰﾝ 

（詳細未定） 

都市型住宅 

（詳細未定） 

街区間デッキ 

北口広場 

グランベリーパーク
（商業施設） 

南町田病院 



6 １－２）まち全体のコンセプト 

まち全体のコンセプト 

「まちのぜんぶが“パーク”となる」 

配布資料2ページ 



7 １－２）まち全体のコンセプト 

広場＊あそび場＊プラザ 

東急田園都市線 

境川 

凡例 

広場 

あそび場 

プラザ 

歩行者 

ネットワーク 

配布資料１・2ページ 



8 １－３）まちのロゴ 

◆フォレストグリーン 

自然の豊かさ 

◆ナチュラルグリーン 

ゆとりや憩い 

◆ヒューマンイエロー 

人々の笑顔、温もり 

◆サプライズピンク 

発見！おどろき！ 

大空に向かって伸びやかに育つ大きな樹をモチーフに、 
4色を使った、多様性、ワクワク感を感じさせるデザイン。 

 

配布資料1ページ 



9 １－４）まちの取り組み 

主な評価ポイント 

駅の南北をフラットにつなぐ 

南北自由通路 

LEED ND（まちづくり部門） ゴールド予備認証を取得 

路面店のような賑わいを楽しめる 

通り空間のイメージ 

配布資料2ページ 

■歩行者ネットワークの整備による、自然と賑わいを感じながら回遊できる 

 ウォーカブルなまちづくり 

 

■グリーンインフラを生かしたランドスケープデザイン 



10 １－４）まちの取り組み 

■歩行者ネットワークの整備による、自然と賑わいを感じながら回遊できる 

 ウォーカブルなまちづくり 

 

■グリーンインフラを生かしたランドスケープデザイン 

主な評価ポイント 

パークライフ・サイト内 歩行者空間イメージ 公園内の砕石側溝 

配布資料2ページ 

LEED ND（まちづくり部門） ゴールド予備認証を取得 



11 １－５）南町田グランベリーパークを歩いてみよう！ 

START 

駅・南北自由通路 

駅前街区 

鶴間公園 

パークライフ 

サイト 街区間デッキ 

北口広場 

グランベリーパーク 

（商業施設） 



12 

南町田グランベリーパークの施設等について 



13 ２－１）鶴間公園 

◆デザインコンセプト 

ひろがる／つなげる／質が上がる 

配布資料3・4ページ 



14 ２－１）鶴間公園 

◆パークライフの中心となる２つの芝生広場 

さわやか広場 

ゆったりと腰かけられるベンチや、
樹木まわりにテラスを設けています。 

2019年4月時点の状況 

配布資料3・4ページ 



15 ２－１）鶴間公園 

◆パークライフの中心となる２つの芝生広場 

さまざまな使い方ができる桜テラス 
使い方はあなた次第です！ 

2019年5月時点の状況 

にぎわい広場 

配布資料3・4ページ 



16 ２－１）鶴間公園 

◆新しい公園の華やかな西側エントランス 

2019年5月時点の状況 完成イメージ 

2019年5月時点の状況 完成イメージ 

四季のテラス 

水道みち 

配布資料3・4ページ 



17 ２－１）鶴間公園 

◆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 

水のあそびば 星のあそびば 

配布資料3・4ページ 



18 ２－１）鶴間公園 

◆健康とスポーツ活動を満喫できるスポーツエリア、運動広場 

約6,500㎡の天然芝の広場です。 
外周には一周360ｍのトラックがあります。 

運動広場 

配布資料3・4ページ 



19 ２－１）鶴間公園 

◆健康とスポーツ活動を満喫できるスポーツエリア、運動広場 

テニスコート 

3面 

フットサルコート3面 

or 

少年サッカー1面 

or 

少年野球1面 

など 

ナイター設備 

グラウンドの外周ラック（300ｍ） 

スポーツエリア 

配布資料3・4ページ 



20 ２－１）鶴間公園 

◆鶴間公園の新しい顔となるクラブハウス 

公園利用者以外も 
さまざまな使い方ができます。 

配布資料3・4ページ 



21 ２－１）鶴間公園 

◆つるまの森 

里山であった風景を受け継ぎながら、 
誰もが歩きやすい散策路です。 

園路 

2019年5月時点の状況 

2019年5月時点の状況 

完成イメージ 

配布資料3・4ページ 



22 ２－１）鶴間公園 

◆つるまの森 

「ひといきテラス」は、 
公園の風景に溶け込むような 

公園のトイレと休憩スペースです。 

こもれびテラス」からは、 
園路散策の休憩をしながら 
さわやか広場を一望できます。 

こもれびテラス 

ひといきテラス 

2019年4月時点の状況 

2019年4月時点の状況 

配布資料3・4ページ 



23 ２－１）鶴間公園 

～2016 
年度 

公園のデザインを考える 

◆市民参画ワークショップ 今までの取り組み 

公園の活用アイデアを考える 

公園活用のための準備をする 

５つのテーマ（みどり、光、健康づくり、木と遊び、
コミュニティ）を設定し、公園のデザインをみんな
で話し合いました。 

実験イベント「公園のがっこう」を通して、公園の
新たな使い方やそれを支える仕組み等について考え
ました。 

公園からまち全体に視点を広げ、みんなの「好きな
こと」を持ち寄ってできる企画「まちのがっこう」
を開催しました。 

2017 
年度 

2018 
年度 

「まちびらきイベントを盛り上げるために何ができる？」 

例えば、新しい公園でできることを体験する 

2019 
年度 



24 ２－１）鶴間公園 



25 ２－２）パークライフ・サイト 

鶴間公園 

商業施設 
グランベリーパーク 

パークライフ 
サイト 

配布資料5・6ページ 

まちの中央に位置し、ミュージアム棟とパークライフ棟、広場、遊歩道で構成。 

子どもから大人まで幅広い世代が活動する、つながりの場。 



26 ２－２）パークライフ・サイト 

まちの中央に位置し、ミュージアム棟とパークライフ棟、広場、遊歩道で構成。 

子どもから大人まで幅広い世代が活動する、つながりの場。 

配布資料5・6ページ 



27 ２－２）パークライフ・サイト 

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！ 

町田市が取り組む「えいごのまちだ事業」と連携し、 

子どもたちが楽しみながら英語を学べるオリジナル企画にも 

取り組みます。 

ミュージアム棟 

パークライフ棟 

・スヌーピーミュージアム 

・子どもクラブ 

・まちライブラリー 

・カフェ 

・ワークショップスペース 

©Peanuts Worldwide LLC 

配布資料5・6ページ 



28 ２－２）パークライフ・サイト 

「ゼロから始める、みんなで育てるライブラリー」 

一部伐採された鶴間公園の樹木は、 
みなさんとワークショップで切り出し、 
本棚や机、イスなどに生まれ変わります。 

配布資料6ページ 



29 ２－２）パークライフ・サイト 

【使い方イメージ】 

 

遊戯室： 

 ボール遊び、ダンス等の身体を 

            使った遊び 

 

 

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 

 

 

乳幼児室： 

 乳幼児専用室。乳幼児向けの遊具や 

 くつろぎスペース等。 

 床暖房・調乳設備を設置。 

つくし野中学校区 子どもクラブ 

集会室のイメージ 

遊戯室のイメージ 

配布資料6ページ 



２－３）商業施設『グランベリーパーク』のコンセプト 

開発方針 
 駅、 公園、 商業施設が融合した時間消費とエンターテイメントの 

 要素を兼ね備えた新しい暮らしの拠点の創造 

～くらしの「楽しい」があふれる エンターテイメントパーク～ 

“ 生 活 遊 園 地 ”  
■ コンセプト 

『食』『遊び』 
『ライフスタイル』を 

テーマにした 
エンターテイメント空間 

まち歩きの楽しさを 
感じられるお買物空間 

30 

『食』『遊び』 
『ライフスタイル』を 

テーマにした 
エンターテイメント空間 

まち歩きの楽しさを 
感じられるお買物空間 

にぎわい、出会い、 
交流の拠点 

となる７つの広場 



31 ２－３）商業施設のデザインイメージ 

駅前街区 

中央街区正面 広場 

デザインコンセプト 『ヴィレッジ型空間』 
 

街や自然との調和を図るとともに、歩くたびに新しい発見や出会いが 
生まれる魅力ある商業施設空間となります。 

配布資料8ページ 



２－３）商業施設の各エリアの展開イメージ 32 

    【凡例】 
 

         アウトレット等の物販店 
         ※一部飲食店等あり 
                

※今後変更の可能性がございます。 

①生活利便店舗等 

②エンターテイメント 

⑧マーケット 

④パークライフ 

⑤アウトドア 

⑥キッズ 

⑦ライフスタイル 

③レストラン 

南町田 
グランベリーパーク駅 

配布資料7・8ページ 



２－３）①生活利便店舗・②エンターテイメント・③レストラン 33 

※今後変更の可能性がございます。 

①生活利便店舗等 

郵便局、ドラッグストア、カフェ、スイーツ、 
学童保育、キッズスクール、クリニック等 

②エンターテイメント 

キャラクターショップ、カフェ、 
VR・ゲームアミューズメント等 
 

③レストラン 

ビュッフェなど、三世代で楽しめる
レストランゾーン 

南町田 
グランベリーパーク駅 



２－３）④パークライフ・⑤アウトドア 34 

⑤アウトドア 

ボルダリングやカヌーが楽しめる 
体験型アウトドアショップ 

自然豊かな公園に繋がる環境を生かした 
楽しいパークライフ＆アウトドアの魅力発信拠点 

※今後変更の可能性がございます。 

④パークライフ 

楽しいパークライフを提案する大型
ペットショップ、キャンピングカー専門店 



２－３）⑥キッズゾーン 35 

遊んで、食べて、学べる！ 
たくさんの「できた」が体験できるキッズエンターテイメント空間 

⑥キッズ 

大型キッズアミューズメントパーク、 
調理体験ができるレストラン、 
ファミリー向けフードコート等 ※今後変更の可能性がございます。 



２－３）⑦ライフスタイルゾーン 36 

居心地の良い環境の中で 
緑に囲まれたライフスタイル提案を体感できるリビング空間 

植物園のような楽しいガーデニングショップ、 
インテリア・雑貨、ブックカフェ等 
 

⑦ライフスタイル 

※今後変更の可能性がございます。 



２－３）⑧マーケットゾーン 37 

食材を見て、買って、食べて楽しむ 
食の魅力が集まる賑わいマーケット空間 

※今後変更の可能性がございます。 

鮮魚・精肉・青果専門店、スイーツ、 
地元ベーカリー、こだわり食材専門店等 
 

⑧マーケット 



２－３）商業施設の広場の展開イメージ 38 

 【グランベリーパークのコンセプト】 
 

           生活遊園地 
   暮らしの楽しいがあふれるエンターテイメントパーク 

【鶴間公園のコンセプト】 
 

 心と身体が健康になり 
「日常生活＋α」が楽しめる公園 

自然 賑わい 

広場 
コンセプト 

屋外空間ならではの五感で楽しむ場となり、賑わいを創出する 

①ウェルカムプラザ 

②グランベリープラザ 

③シアタープラザ 

④マーケットプラザ 

⑤パークプラザ 

⑥オアシスプラザ 

⑦アートプラザ 

特徴的な 
７つの広場 

配布資料7・8ページ 



２－３）主な広場の活用イメージ（③シアタープラザ） 39 

シアタープラザ 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 

③ 



２－３）主な広場の活用イメージ（パークプラザ） 40 

パークプラザ アウトドア・スポーツの発信拠点となる公園とモールを繋ぐ広場 

⑤ 



２－３）主な広場の活用イメージ（オアシスプラザ） 41 

オアシスプラザ 大階段を生かした屋外劇場のような大規模イベント広場 

⑥ 



◆まちの玄関となる駅をリニューアル 
 商業のにぎわいと鶴間公園の自然を 
 感じることができる空間となります。 

◆まちびらきに合わせ駅名変更・急行停車化へ 

◆新しい駅名は『南町田グランベリーパーク』 

※計画はイメージであり、変更する可能性があります。 

① 

② 

② 

２－４）駅リニューアル 42 

① 

配布資料9ページ 



２－５）駅北口広場の整備（全体図） 43 

南町田グランベリーパーク駅 

国道１６号 

至 横浜 

至 八王子 

配布資料10ページ 



２－５）駅北口広場の整備（１番乗り場付近） 44 

南町田 

グランベリーパーク駅 

バス停 

（１番乗り場） 

配布資料10ページ 



45 ２－６）まちの防災 

◆『南町田グランベリーパーク』における防災の取組 
  ・帰宅困難者を含めた被災者の受入れ 

 ・災害備蓄物資（水・食料）の提供 
 ・避難広場の拡張、ヘリポート発着機能 
 ・断水時の災害対応トイレの完備 
 ・調整池容量の拡張、防火水槽の完備 

帰宅困難者 
受入れ 

ヘリポート 

災害対応 
トイレ 

調整池 

災害備蓄物資 
災害用ベンダー導入 

防火水槽 

配布資料10ページ 



46 

工事状況 



47 ３－１）工事スケジュール 

工事内容 2018年度

商業施設工事

駅施設リニューアル工事

南北自由通路

北口駅前広場工事

公園再整備工事

パークライフ・サイト整備工事

土地区画整理事業工事

2019年度

建築 テナント工事 等 

周辺道路工事 等 

工事  

北口屋根工事  

駅施設リニューアル工事  

工事  

工事  

まちびらき 



EV 

ﾎｰﾑ 

EV 

EV 

駅入口 

←至 中央林間 

◆歩行者通路切替え 

2F駅利用者動線        

駅利用者通路          

1F駅利用者動線        

現改札口（廃止） 

駅入口 

48 ３－２）工事情報 

新改札口 
6月9日~ 

ﾎｰﾑ 

階段 

暫定横断歩道 



49 ３－３）複合利用ゾーン・都市型住宅 

◆都市型住宅 
・計画の詳細は検討中 
・商業施設開業時から 
       暫定駐車場として使用 

◆複合利用ｿﾞｰﾝ 
・ケーズデンキ建物解体工事１０月迄 
・計画の詳細は検討中 
・商業施設開業時から 
         暫定駐車場として使用 



50 

まちびらきについて 



51 ４－１）まちびらきのスケジュール 

「南町田グランベリーパーク」 

まちびらき時期を 

２０１９年１１月 に決定 

 

 

「スヌーピーミュージアム」 
については 

２０１９年１２月 に開館 

 



町田市・東京急行電鉄株式会社 

南町田グランベリーパーク 

２０１９年１１月まちびらき 

ご静聴ありがとうございました。 


