
都市再生整備計画（第３回変更)
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周辺
し ゅ う へ ん

地区

東京都
と う き ょ う と

　町田市
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平成31年3月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 59.9 ha

平成 28 年度　～ 平成 32 年度 平成 28 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/日 H26 H32

人/h H26 H32

％ H26 H32

人／年 H26 H32

住み続けたい意向
市民意識調査において「住み続けたいと思うか」という問に
対し『住み続けたい』又は『やや住み続けたい』と回答した
割合の合計

多様な世代に対応できるバリエーションのある住環境の創出によ
り、「住み続けたい」と感じる住民の割合（＝定住化）が増加する。

61.80% 70.00%

公園施設利用者数
広場やテニスコート利用者数の現地計測による一般利用
者数の合計

都市公園としてのにぎわいとアメニティ性を向上させ、また運動公
園として誰もが安心して利用できるよう整備を図ることにより、公園
施設利用者数が増加する。

233,726人／年 338,000人／年

駅乗降客数 南町田駅の一日平均乗降人員（H26年度）
コンパクトで利用しやすい駅前拠点として魅力と利便性の向上を
図ることにより、鉄道を利用する居住者及び来街者が増加する。

33,677人/日 43,000人/日

地区内回遊者数
地区内を回遊する歩行者空間（5地点）における休日朝夕
ピーク１時間（10:30～11:30、15:30～16:30）の歩行者数

歩行者ネットワークの整備により周辺市街地と拠点エリアとの回
遊性が向上し、歩行者の増加に繋がる。

1,236人/h 2,240人/h

　南町田駅周辺地区は、「町田市都市計画マスタープラン」において、中心市街地である町田駅周辺に次ぐにぎわいの拠点として、「副次核」に位置づけている。市の骨格的な拠点的市街地のひとつとして、今後の人口減少期を見据えた都市のコンパク
ト化をめざして、活力を維持しつづけられる機能的な駅前市街地形成を図る。

大目標　住みたい、訪れたい、活動したい　まちの実現　－新たな郊外の魅力発信－
　小目標①　鶴間公園と商業地を中心とした、にぎわいと交流の促進
　小目標②　南町田駅周辺を結ぶ歩行者ネットワークの形成による、まちの利便性向上
　小目標③　地域の住み替えサイクルの実現に向けた、バリエーションのある住環境の創出

・本地区は、1970年代に土地区画整理事業により計画的な市街地整備が行われた地区であり、駅至近には、約6haの運動公園である鶴間公園、大型商業施設などが立地している。
・また、都心部と直結する東急田園都市線のほか、国道16号、国道246号、東名高速道路横浜町田インターチェンジなどの幹線道路網が集積する、広域的な交通の要衝である。現在も、国道16号立体化事業等、さらなる交通基盤整備が進行している。
・2000年に出店した大型商業施設を中心として、駅前拠点の形成がなされてきた地区であり、広域的な集客性と地域生活上の利便性を併せ持つ商業機能を、継続して集積することが今後とも求められている。

・町田市の人口は、2020年頃に約42.7万人をピークとして減少局面に入ると推計されており、市として将来人口を見据え、コンパクトで暮らしやすい都市形成をめざして、拠点の充実及びネットワークの形成に早々に取り組む必要がある。
・本地区は、交通結節機能を有する拠点的市街地のひとつとして、都市のコンパクト化における都市機能を積極的に集積させるべき地区である。商業機能を中心として、周辺住宅地を支える生活サービス機能、文化交流機能、居住機能等を複合的に集
積し、それらを歩行者ネットワークでつなぐことで、訪れやすく住みやすい駅前市街地の形成を図る必要がある。
・安全で安心して住み続けられるために、雨水浸水対策等による地域防災機能の強化のほか、老朽化または機能変化した公共施設等の計画的更新に取り組む必要がある。

【多摩部19都市計画　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針】（2014年12月）
・駅周辺では、広域交通網に恵まれた立地特性をいかしたにぎわいの拠点として、交通環境をいかし、商業、業務、文化、交流などの機能の集積、良質な都市型住宅の誘導、防災などを含めた公園機能の強化などが図られることにより、多くの人々が
潤いを感じ楽しめるまちを形成
・駅の南北をつなぐ自由通路などの都市基盤整備により、駅周辺と境川や鶴間公園などとを結ぶユニバーサルデザイン化された歩行者空間が整備され、アクセス性や回遊性の高い市街地を形成

【町田市都市計画マスタープラン（地域別構想編）】（2013年6月）
　町田駅に次ぐにぎわいの拠点である「副次核」を形成する。境川や鶴間公園などの魅力ある自然環境と商業地とのつながりを強化し、自然環境と商業地が一体となったにぎわいづくりによる住民と来街者の交流が生まれるまちを目指す。
　地域の目標：①南の玄関口である副次核を中心に、にぎわい・交流が生まれるまち
　　　　　　　　　②良好な住環境を継承しながら身近な水とみどりに親しみ健康的に住みつづけられるまち
　　　　　　　　　③広域的な交通利便性を活かして新たな産業をよびこみ、産業と暮らしが共存できるまち

【南町田駅周辺地区拠点整備基本方針】（2015年6月）
　上記目標と同一の拠点整備の目標、方針を示している。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 東京都 町田市
ま ち だ し

南町田駅周辺地区
みなみまちだえきしゅうへんちく

計画期間 交付期間 32



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
【鶴間公園と商業地を中心とした、にぎわいと交流の促進】

・官民が連携して都市公園と商業施設を空間的・機能的に融合させ、文化・交流、市民活動支援機能など、多様な都市機能を複合的かつコンパクトに集
積する。
・にぎわい創出に寄与する広場空間、地域の居場所となる交流空間を整備する。

【基幹事業】
・公園：鶴間公園整備事業
・地域生活基盤施設：広場整備①
・高質空間形成施設：広場整備②
【関連事業】
・関連事業：駅施設整備
・関連事業：民間施設再整備
・関連事業：住み替え住宅整備事業
・関連事業：土地区画整理事業
・関連事業：都市再生区画整理事業
・関連事業：都市公園等事業（鶴間公園）
・関連事業：民間施設内地区施設整備

【南町田駅周辺を結ぶ歩行者ネットワークの形成による、まちの利便性向上】

・駅南北を結ぶ自由通路の整備により、駅南北間の分断を解消するとともに、境川や鶴間公園などの地域資源や、商業施設などのにぎわい空間を回遊
できる、バリアフリーで駅北側と駅南側の市街地を結ぶ、一連の歩行者ネットワークを構築する。
・上記の回遊動線から周辺市街地へとつながる歩行者通路を配置し、周辺市街地から駅や交通広場までを短距離で結ぶ、誰もがいつでも安全かつ快適
に歩行できる環境を整備する。

【基幹事業】
・公園：鶴間公園整備事業
・地域生活基盤施設：南北自由通路整備
・地域生活基盤施設：広場整備①
・地域生活基盤施設：街区間デッキ整備
・高質空間形成施設：広場整備②
【関連事業】
・関連事業：国道16号　町田立体事業
・関連事業：町田都市計画道路3・2・1号国道16号交通広場事業・駐輪場整備
・関連事業：駅施設整備
・関連事業：土地区画整理事業
・関連事業：都市再生区画整理事業
・関連事業：都市公園等事業（鶴間公園）
・関連事業：民間施設内地区施設整備

【地域の住み替えサイクルの実現に向けた、バリエーションのある住環境の創出】

・子育て層、シニア層などの多様な世代の居場所や世代間交流を促進する場を形成する。
・地域で安全に安心して住みつづけられる環境を確保するため、歩行者環境のバリアフリー化や治水対策等を図る。
・民間活力により、駅至近の都市型住宅（住み替え住宅）を配置するとともに、様々なライフスタイルやライフステージに対応して柔軟に住み替えられる環
境を整備する。

【基幹事業】
・公園：鶴間公園整備事業
・地域生活基盤施設：広場整備①
・地域生活基盤施設：調整池整備
・高質空間形成施設：広場整備②
【関連事業】
・関連事業：民間施設再整備
・関連事業：住みかえ住宅整備事業
・関連事業：土地区画整理事業
・関連事業：都市再生区画整理事業
・関連事業：都市公園等事業（鶴間公園）



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園 町田市 直 A=7.1ha 30 31 30 31 2,197.9 1,324.2 1,324.2 0 1,324.2 11.84

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム
地域生活基盤施設 広場 町田市 直 A=0.5ha 32 32 32 32 300.0 300.0 300.0 0 300.0 －
地域生活基盤施設 地域防災施設 町田市 直 V=20,000㎡ 28 30 28 30 923.3 923.3 923.3 0 923.3 －

地域生活基盤施設 人工地盤 町田市 直 幅員6.8m×47.0m 29 31 29 31 1,101.8 477.0 477.0 0 477.0 －

地域生活基盤施設 人工地盤 東京急行電鉄株式会社 間 幅員10.0m×23.6m 29 30 29 30 122.8 88.5 59 29.5 59 －

高質空間形成施設 広場 町田市 直 A=0.5ha 31 31 31 31 186.0 110.0 110.0 0 110.0 －

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 4,831.8 3,223.0 3,193.5 29.5 3,193.5 11.84 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 3,193.5
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
国土交通省 国土交通省 ○ 28 32 62,700

町田市 国土交通省 A=0.49ha ○ 28 32 1,833
東京急行電鉄株式会社 ○ 28 32 600
東京急行電鉄株式会社 ○ 28 32 27,720
東京急行電鉄株式会社 ○ 28 32 11,000

東京急行電鉄株式会社
幅員約4m×延長約915m
幅員約2ｍ×延長約75ｍ 〇 31 31 280

区画施行者（個人） A=18.2ha ○ 28 32 1,798
区画施行者（個人） 国土交通省 A=18.2ha ○ 28 32 1,279

合計 107,210

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

交付対象事業費 3,193.5 交付限度額 1,277.4 国費率 0.4

広場整備①
調整池整備

南北自由通路整備

街区間デッキ整備

広場整備②

鶴間公園整備

住宅市街地
総合整備
事業

連携生活拠点誘導施設

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

駅施設整備 南町田駅

民間施設再整備

住みかえ住宅整備事業

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

国道16号　町田立体事業 国道16号

町田都市計画道路3・2・1号国道16号交通広場事業・駐輪場整備 交通広場整備事業

民間施設内地区施設整備

土地区画整理事業 南町田駅周辺地区

都市再生区画整理事業 南町田駅周辺地区



都市再生整備計画の区域

　南町田駅周辺地区（東京都町田市） 面積 59.9 ha 区域 鶴間1丁目、鶴間2丁目の全部と鶴間3丁目、鶴間の一部

南町田駅周辺地区

（59.9ha）

つくし野駅

南町田駅

すずかけ台駅

国道16号

横浜町田IC



駅乗降客数 （　人/日　） 33,677 （H26年度） → 43,000 （H32年度）

地区内回遊者数 （　人/h　） 1,236 （H26年度） → 2,240 （H32年度）

住み続けたい意向 （　％　） 61.8 （H26年度） → 70.0 （H32年度）

公園施設利用者数 （　人/年　） 233,726 （H26年度） → 338,000 （H32年度）

　南町田駅周辺地区（東京都町田市）　整備方針概要図 

目標

　南町田駅周辺地区は、「町田市都市計画マスタープラン」において、中心市街地である町田

駅周辺に次ぐにぎわいの拠点として、「副次核」に位置づけている。市の骨格的な拠点的市街

地のひとつとして、今後の人口減少期を見据えた都市のコンパクト化をめざして、活力を維持

しつづけられる機能的な駅前市街地形成を図る。

大目標：住みたい、訪れたい、活動したい　まちの実現　　－新たな郊外の魅力発信－

小目標１ ： 鶴間公園と商業地を中心とした、にぎわいと交流の促進

小目標２ ： 南町田駅周辺を結ぶ歩行者ネットワークの形成による、まちの利便性向上

小目標３ ： 地域の住み替えサイクルの実現に向けた、バリエーションのある住環境の創出

代表的な
指標

N

0
100m 500m

基幹事業

関連事業

凡 例

つくし野中学校

南つくし野小学校

鶴間公園

南町田病院

鶴間小学校

○関連事業

民間施設内地区施設整備

○関連事業

民間施設再整備

○関連事業

国道16号 町田立体事業

○関連事業

町田都市計画道路3・2・1号

国道16号交通広場事業

駐輪場整備

○関連事業

都市再生区画整理事業（調整池整備）

○関連事業

土地区画整理事業

○関連事業

都市再生区画整理事業（道路）

整備位置：

○関連事業

駅施設整備

■基幹事業

地域生活基盤施設

広場整備①

■基幹事業

地域生活基盤施設

街区間デッキ整備

整備位置：

■基幹事業

地域生活基盤施設

南北自由通路整備

整備位置：

■基幹事業

地域生活基盤施設

調整池整備事業

■基幹事業

高質空間形成施設

広場整備②

■基幹事業

公園

鶴間公園整備事業

○関連事業

住みかえ住宅整備事業



都市再生整備計画の添付書類等

交付対象事業別概要

南町田駅周辺地区
み な み ま ち だ え き し ゅ う へ ん ち く

　（東京都町田市
と う き ょ う と ま ち だ し

）



　南町田駅周辺地区（東京都町田市）　現況図

hennkou

N

町田市

都市再生整備計画事業 ( 南町田駅周辺地区)



交付限度額算定表（その１） 南町田駅周辺地区（東京都町田市）

要綱第Ⅲ編イ-10-(1)に掲げる式による交付限度額（X） 百万円 規則第16条第1項に基づく交付限度額（Y) 7,483 百万円 本計画における交付限度額 1,277.4 百万円

規則第16条第１項に基づく限度額算定

Ａｕ ㎡ Ａｐ 135,500 ㎡ 住宅施設 0 円
公共施設の上限整備水準 公共施設の現況整備水準 建設予定戸数（戸） 超高層

区域面積（㎡） 整備水準が明らかになっている類似市街地等からの推定 一般
推定現況整備水準(小数第２位まで) 合計 0
推定公共施設面積（㎡） 0 標準整備費（円/戸） 超高層 一般

北海道特別地区 41,310,000 33,500,000
○ 個別公共施設の積み上げ 北海道一般地区 38,190,000 30,990,000

面積（㎡） 割合 特別地区 49,120,000 35,690,000
道路 75,500 0.13 大都市地区 37,170,000 30,180,000
公園 60,000 0.1 多雪寒冷地区 41,510,000 32,370,000
広場 - 奄美地区 39,520,000 35,640,000

Ｃｌ 円/㎡ 緑地 - 沖縄地区 30,280,000 30,280,000
単位面積あたりの標準的な用地費 公共施設合計 135,500 0.23 一般地区 33,700,000 28,640,000

標準地点数
公示価格の平均値（円/㎡） Cnを考慮しない場合の交付限度額（Y1) 4,547 百万円 市街地再開発事業による施設建築物 0 円

単位面積あたりの標準的な補償費 施設建築物の延べ面積（㎡）
当該区域内の戸数密度（戸/㎡） 標準共同施設整備費（円/㎡） 132,000
標準補償費（円/戸） ∑Ｃｎ 5,873,042,000 円

下水道 0 円 電線共同溝等 0 円
区域面積（㎡） 599,000 電線共同溝等延長（ｍ）

Ｃf 円/㎡ うち現況の供用済み区域面積（㎡） 標準整備費（円/ｍ） 680,000
標準整備費（円/㎡） 3,600

○ 人工地盤 3,053,330,000 円
控除額 百万円 0 円 人工地盤の延べ面積（㎡） 576.1
まちづくり交付金とは別に国庫補助事業等により整備する施設 上限床面積（㎡） 9,400 標準整備費（円/㎡） 5,300,000

標準整備費（円/㎡） 599,000
協議して額を定める大規模構造物等 0 円

― ○ 調整池 2,819,712,000 円 大規模構造物等 協議状況 整備費（円）
4,900 調整池の容積（ｍ3） 20,140.8

道路・調整池等（都市再生区画整理事業） 182,000 標準整備費（円/ｍ3） 140,000

河川 0 円
河川整備延長（ｍ）

合計 186,900 標準整備費（円/ｍ） 3,700,000 Ｃｎを考慮した場合の交付限度額（Y2) 7,483 百万円

要綱第５に掲げる式による限度額算定
＜社会資本整備総合交付金＞

基幹事業(A) 百万円 要綱第Ⅲ編イ-10-(1)　３）式の適用〔提案事業２割拡充〕
提案事業(B) 百万円 平成20年度二次補正予算の執行
合計 百万円 百万円 要綱第Ⅲ編イ-10-(1)　４）式の適用〔中活等の45%拡充〕

要綱第Ⅲ編イ-10-(1)　５）式・６）式の適用〔リノベ事業の50%拡充〕

当該区域
の特性に
応じて国
土交通大
臣が定め
る割合

区域の面積が10ha未満の地区 0.50

○

535,800

1,277.4 X≦Yゆえ、

269,550

599,000

最近の国勢調査の結果による人口集中地区
内

0.45

その他の地域 0.40

1
219,000

0.002
44,000,000

23,000

地域交流センター等の公益施設（建築物）

施設名（事業名） 面積（㎡）
国庫補助事業
費等（百万円）

国道16号 62,700

65,813

65,813

交通広場・駐輪場整備 1,833
1,280

交付対象事業費
3,193.5 ［１）式］　　α1=4(A+B)/5= 2,555

0 ［２）式］　　　 α2=10A/9= 3,548
3,193.5 交付限度額(X) 1,277.4



交付限度額算定表（その２） 南町田駅周辺地区（東京都町田市）

要綱第Ⅲ編イ-10-(1)に掲げる式による限度額算定（詳細）
※水色のセルに事業費等必要事項を入力して下さい。（百万円単位） 単位：百万円
○交付対象事業費（必ず入力 ） （百万円） （百万円）

基幹事業合計（A） 3,193.500 A （事業費） １）式で求まる額（4/10*(A+B)） 1,277.400 ① （国費）
提案事業合計（B） 0.000 B （事業費） ２）式で求まる額（5/9*A） 1,774.167 ② （国費）
合計(A+B) 3,193.500 （事業費） 上記①、②の小さい方 1,277.400 ③ （国費）
提案事業割合(B/(A+B)) 0.000 国費率（③÷(A+B)） 0.400 ④ （国費率）

○拡充の有無
以下の３つの拡充のうち、いずれかの拡充がある場合は、該当する欄に○を記入し、事業費等を入力。

（選択） ⇒ ３）式で求まる額（5/8*A） 0.000 ⑤ （国費）
（選択） ３)式の適用後（適用がある場合は３式反映） 1,277.400 ⑥ （国費）
（選択） ３）式適用後の国費率（⑥÷(A+B)） 0.400 ⑦ （国費率）

○拡充がある場合の事業費等
平成２０年度二次補正の執行がある場合及び４）式の適用がある場合は、以下に事業費等を入力。

A' （事業費） ③をA'に置き換えた額（A⇒(A-A')+9/8*A') 1,277.400 ⑧ （国費）
（国費） 執行額を足した額 1,277.400 ⑨ （国費）

補正適用後（上記⑧、⑨の小さい方） 1,277.400 ⑩ （国費）
補正適用後の国費率（⑩÷(A+B)） 0.400 ⑪ （国費率）

F （事業費） 適用前の国費率（⑩÷(A+B)） 0.400 ⑫ （国費率）

0.000 （事業費）

適用対象となる基幹事業合計(A") A" （事業費） 適用対象事業費から求まる限度額 0.000 ⑬ （国費）
適用対象となる提案事業合計(B") B" （事業費） 適用後の国費率（⑬÷(A"+B")） #DIV/0! ⑭ （国費率）
適用対象事業のうち翌年度以降の
執行事業費（H）

H （事業費） ４）式適用後の限度額（⑫×F+⑭×H） #DIV/0! ⑮ （国費）

拡充も考慮した交付限度額 1,277.400 ⑯ （国費）

○交付限度額、国費率の算出

交付対象事業費(A+B) 3,193.500 （事業費）
交付要綱第５に基づく交付限度額
（⑯を１万円の位を切り捨て）

1,277.4 ⑰ （国費）

国費率 0.400 ⑱ （国費率）

⇒

交付対象事業費
⇒

・３）式の適用〔提案事業２割拡充〕
・平成２０年度二次補正予算の執行
・４）式の適用〔中活等の４５％拡充〕

平成２０年度二次補正
の執行がある場合

防災対象事業（A’）

⇒
補正予算の執行額

４）式の適用を受ける
場合

計画の認定等の年度末までの執行
事業費（F）

⇒

適用対象となる交付対象事業費
(A"+B")

※４）式の適用を受ける場合で、経過措置を適用しない場合（H21以降新規地区）
は、Fの欄を記入せず、A"、B"を記入し、A"=A、B"=B、H=A"+B"=A+Bとなる。



様式８　年次計画
（事業費：百万円）

基幹事業

交付対象 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

事業費
道路

公園 町田市 1,324.2 0 0 710.8 613.4 0

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 広場 町田市 300.0 0 0 0 0 300.0

地域生活基盤施設 地域防災施設 町田市 923.3 40.7 406.0 476.6 0 0

地域生活基盤施設 人工地盤 町田市 477.0 0 239.0 230.0 8.0 0

地域生活基盤施設 人工地盤 東京急行電鉄株式会社 59 0 21 38 0 0

高質空間形成施設 広場 町田市 110.0 0 0 0 110.0 0

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

計 3,193.5 40.7 666.0 1,455.4 731.4 300.0

提案事業

交付対象 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

事業費

計 0 0 0 0 0 0

合計 3,193.5 40.7 666.0 1455.4 731.4 300.0

累計進捗率　（％） 1.3% 22.1% 67.7% 90.6% 100.0%

鶴間公園整備

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

連携生活拠点誘導施設

広場整備①

調整池整備

南北自由通路

街区間デッキ

広場整備②

既存建造物活用事業

住宅市街地
総合整備
事業

地域創造
支援事業

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

まちづくり活動
推進事業

事業活用
調査



公園（都市公園：その１）

ふりがな 当初の都市計画決定　(*4) 事 業 期 間 平成３０年度～ 平成３１年度 施策公園名　(*5)

公園名又は地区名 直近の都市計画変更　(*4) （完成予定年度） 平成３１年度

種別　(*1) 当初の事業認可取得時期　(*4) 全体事業費

計画面積(ha)
(*2)

7.1 供用済み面積(ha)　(*3) 5.2 直近の事業認可取得時期　(*4)
※単独費等も含
んだ総事業費

2,197.9 百万円

地区交付事業の場合は、Ⅰ～Ⅱのうち該当する事業に○を付けて必要事項を記入する。

公園又は地区の概要（目的、計画概要）

Ⅰ　緑化重点地区総合整備事業　　（　　　　） （*6) Ⅱ　中心市街地活性化広場公園整備事業　　（　　　　） (*6)

地区の位置づけ 緑の基本計画の策定時期 　年　　月 商業地域面積 広場公園地区に占める商業地域及び近隣商業地域の割合 ％

（　　　　　） ①都市景観形成地区（都市の中心駅周辺、官公庁街や商業・業務の中心等都市の拠点となる ha 中心市街地基本計画策定時期 年　　月

地域であり、景観形成のために緑地の整備と緑化を行う必要性が特に高い地区）
近隣商業地域面積 地区に占める35ＤＩＤ区域の面積と割合

（　　　　　） ②都市環境改善地区（クールアイランドや風の道の形成などによる都市のヒートアイランド現象の
ha ha ％

緩和、河川等と一体となったエコロジカルネットワークの形成など、都市環境の改善のために重点 Ⅰ、Ⅱの事業地区において整備を実施する都市公園等

的に緑地の整備と緑化を行う必要性が特に高い地区）
公園等名 種別等　(*7) 面積(㎡) 公園等名 種別等　(*7) 面積(㎡)

（　　　　　） ③防災機能向上地区（避難地の面積が十分に確保できていない等防災上課題があり、緊急的に

延焼防止帯等となる緑地の確保及び市街地の緑化を行う必要性が特に高い地区）

事業箇所ごとに１枚作成すること。ただし、地区採択事業の場合は、地区ごとに１枚とする。

*1　「種別」の欄には、「街区公園」、「近隣公園」、「地区公園」、「特定地区公園」、「総合公園」、「運動公園」、「広域公園」、「レクリエーション都市」、「風致公園」、「墓園」、「緩衝緑地」、「都市緑地」、「緑道」のいずれかを記入。

　　地区交付事業の場合は、緑重１（緑化重点地区総合整備事業のうち①、②の要件に係るもの）、緑重２（緑化重点地区総合整備事業のうち③の要件に係るもの）、緑重３（中心市街地活性化広場公園整備事業）と記入。

*2　地区交付事業の場合は、地区面積を記入。(単位：ha）

*3　まちづくり交付金事業実施以前の供用済み面積を記載。地区交付事業の場合は、地区内で事業を行う都市公園に係る供用面積の合計を記入。（単位：ha）

*4　地区交付事業の場合は、記入不要。

*5　国が定める政策課題に対応する個別補助事業の対象となる都市公園である場合は、「防災公園」、「自然再生緑地」、「歴史・観光関連公園」、「イベント関連公園」、「大規模公園」のいずれかを記入。

*6　地区交付事業の場合、Ⅰ、Ⅱのどちらの要件に該当するか○を記入する。地区交付事業でない場合は、記入不要。

*7　緑化重点地区総合整備事業において、都市公園以外の公共公益施設の緑化を行う場合は、当該施設名称を記入。（小学校、市庁舎等）

その他：地区交付事業の設計図（平面図）は、まちづくり交付金で整備する都市公園全てについて添付すること。また設定した地区及び地区内の整備箇所（交付金、単独問わず）については、整備方針概要図の中に明示すること。

・戦前からつづくみどり豊かな環境の魅力を維持することを基本に、樹林を中心としたゾーンと、横浜水道道路を含んだ平地の公園施設・スポーツゾーンのそれぞれの特色を踏まえた、誰
もが安心して利用しやすく、訪れやすい運動公園として整備する。
・従前の鶴間第二スポーツ広場について、都市公園として整備を行い、境川と公園とのアクセス性及び親水的機能の強化と運動公園としてのスポーツ・健康増進機能の増強を図る。

つるまこうえん 　　昭和３６年１０月　５日

鶴間公園 　　平成２８年　８月　５日

運動公園 昭和５１年１０月２８日

　　平成３０年　４月　２日



公園（都市公園：その２）
ふりがな

公園名又は地区名

地域の抱える課題に対する当該公園又は地区の役割

用地取得計画（㎡） 施設整備計画（交付金事業で実施するもの）　(*1)

まち交以前 まち交取得面積 残面積 合計 備考 施設名 規模、構造・工法等 特記事項

買収
カラーサンド舗装、透水性
脱色アスファルト舗装等

（内買い戻し） 植栽、水景施設等

国公有地
あずまや １棟
ベンチ等

その他
多目的広場（天然
芝）約8,000㎡

合計
スポーツフィールド
（人工芝）約5,000㎡

計画期間中の事業費
テニスコート
（人工芝）3面

費　　　目 まち交以前 まち交事業費 残事業費 合計 備考 　　〃
スタジオ（クラブハウ
ス 2F） 約60㎡

交付金事業費 用地費 管理施設
管理事務所（クラブ
ハウス1F）約30㎡

（百万円） 施設費 1,324.2 1,324.2 便益施設 駐車場133台

計 1,324.2 1,324.2 遊戯施設
複合遊具、アスレチック
遊具、ブランコ等

単独事業費 用地費

（百万円） 施設費 873.7 873.7

計 873.7 873.7

合計 用地費

（百万円） 施設費 2,197.9 2,197.9

計 2,197.9 2,197.9

供用予定面積(㎡) 71,000

事業箇所ごとに１枚作成すること。ただし、地区交付事業の場合は、地区ごとに１枚とする。

*1　「施設名」の欄には、都市公園法第２条及び施行令第５条に定められている公園施設の分類で記入。

　　地区交付事業の場合は、「施設名」に都市公園等の名称、「規模、構造・工法等」に種別及び面積（㎡）、「特記事項」に整備内容（主要施設）を記入する。

*2　青色で着色してあるセルは自動計算されるので入力しないこと。

つるまこうえん

鶴間公園

・運動公園の位置づけであるもののテニスコート（２面）と運動広場程度の施設しか持たず、また境川に近接してるもののつながりが無いため、整備にあたっては、スポーツ・健康増進機能
の増強、境川と公園とのアクセス性及び親水的機能の強化を図る。
・経年による樹木の繁茂が進み、薄暗く見通しが悪いことなどにより、防犯上の支障を生じているため、誰もが安心して利用しやすく、訪れやすい運動公園として、戦前からつづくみどり豊
かな環境の魅力の維持を図る。
・地域の一時避難場所であるため、整備にあたっては、防災力の向上を図る。

園路及び広場

修景施設

休養施設

運動施設

　　〃

　　〃



事業概要

整備位置

【公園】
鶴間公園整備 広場整備　A=7.1ha

整備イメージ



地域生活基盤施設 単位：百万円

概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （面積、幅員、 交付期間内 設計費 用地費 施設整備費 備考

（路線名等） 延長、規模等） 事業費 うち購入費

緑地 －

広場 広場整備① 町田市 A=0.5ha 300.0 0 0 300.0 －

駐車場

自転車駐車場

荷物共同集配施設

情報板 －

施設種別：調整池 町田市 V=20,000㎥ 923.3 0 0 923.3 －

南北自由通路 町田市 幅員6.8ｍ×47m 477.0 0 0 477.0 －

街区間デッキ
東京急行電鉄

株式会社
幅員10.0ｍ×23.6m 59 0 0 59 －

合計 － － － 1,759.3 0.0 0 1,759.3
・施設名ごとに１行ずつ記入。足りない場合は、適宜行を追加すること。
・「事業主体」欄には、事業の施行者を記入。（間接交付の場合は、交付金事業者ではなく、「第三セクター」等の施行者を記入。）
・「駐車場」、「自転車駐車場」については、「概要」欄に、形式（立体○層、タワーパーキング、地下駐輪場等）、面積及び駐車台数を記入。
・駐車場については、「備考」欄に駐車場全体の整備に要する費用を記入。
・自転車駐車場については、「備考」欄に都市計画決定の有無、自転車駐車施設整備計画における位置づけの有無、自転車駐車場に関する附置義務条例等
　における位置づけの有無を記入すること。
・地域防災施設の「施設名」欄には、耐水性貯水槽、備蓄倉庫、放送施設、情報通信施設、発電施設、排水再利用施設、避難空間等の施設の種別を記入。
・共同駐車場については、別の所定のシートに記載すること。

地域防災施設

人工地盤

人工地盤



事業概要

整備位置

【地域生活基盤施設（広場）】
広場整備① 広場整備　A=0.5ha

整備イメージ

0 50 300m

Ｓ=1/7500

100



事業概要

整備位置

【地域生活基盤施設（地域防災施設）】
調整池整備 調整池整備　V＝20,000m3

整備イメージ

0 50 300m

Ｓ=1/7500

100

地下式調整池の増設

既存調整池の改修＋

地下式化



整備イメージ

　　　　　　　　整備位置

地域生活基盤施設（人工地盤）　南北自由通路　幅員6.8m×47m

駅施設整備

南北自由通路

駅既存跨線橋

A～A'断面図

商業施設敷地
北口駅前広場

47ｍ

A A’

商業施設敷地 北口駅前広場駅施設整備

南北自由通路

駅既存跨線橋

A～A'断面図

商業施設敷地
北口駅前広場

47ｍ

6.8ｍ

A A’

商業施設敷地 北口駅前広場



事業概要

側面図
平面図

整備位置

【地域生活基盤施設（人工地盤）】
街区間デッキ 街区間デッキ　幅員10m×23.6m

整備イメージ

0 50 300m

Ｓ=1/7500

100

桁長23.6m

10m

商業施設

南町田駅側

商業施設

中央街区側

商業施設南町田駅側商業施設中央街区側



高質空間形成施設 単位：百万円
概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （箇所数、規模等） 交付期間内 備考

事業費 設計費 用地費 施設整備費
緑化施設等（植栽・
緑化施設、せせらぎ・
カスケード、カラー舗
装・石畳、照明施設、
ストリートファニ
チャー・モニュメント
等）

広場整備② 町田市 Ａ＝0.5ha 110.0 0 0 110.0

電線類地下埋設施
設

電柱電線類移設

地域冷暖房施設 － －

歩行支援施設、障害
者誘導施設等

合計 － － － 110.0 0 0 110.0



事業概要

イメージパース

整備位置

【高質空間形成施設（広場）】
広場整備② 広場整備　A=0.5ha

整備イメージ
平面図

0 50 300m

Ｓ=1/7500

100

鶴間公園 商業施設

鶴間公園

A棟 B棟
商業施設

Ａ棟

Ｂ棟

パークライフ・サイト

園路広場

整備工

敷地造成工

パークライフ・サイト

植栽工


