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UR日野多摩平団地再生に関する調査報告書 



調査の概要 

 

○調査概要 

項目 内容 

調査目的 

UR日野多摩平団地の再生事業（「ルネッサンス２」） 

URでは、昭和 33年に建設した日野多摩平団地（2,725戸）を、高層化すること

により進め、高層化により空いた土地を売却・賃貸し、再整備を行ないました。 

再整備事業の内、一部（5棟）の団地の建物を残し、民間企業へ再生事業の公

募を行う「ルネッサンス２」の計画を実施しています。 

今回は、この団地再生事業の実験モデルである「ルネッサンス２」の事業内容

の調査を中心に視察を行ないました。 

民間企業による再生事業は以下の３事業で、既に始められ、「新住民」の皆様

が住み始めています。 

① 団地型シェアハウス（142室） 

主な居住者像：若い社会人、大学生 

② 菜園付き賃貸住宅（24戸） 

主な居住者像：アクティブシニア、子育てカップル 

③ 高齢者専用賃貸住宅（32戸）･コミュニティハウス（31戸） 

主な居住者像：高齢者を中心とした多世代向け 

 

※尚、今回の視察では民間事業者へのヒアリングができなかった為、事業費の 

 内訳、採算性などの「お金」に関する事項は、調査対象外としています。 

調査日時 2012年 3月 6日 

調査地 
① UR日野多摩平団地再生事業「ルネッサンス２」の説明（UR神奈川支社より） 

② 高層化された移転後の団地視察 

参加者 

＜説明者＞UR神奈川支社 担当者 2名 

＜同行者＞横浜市 建築局 住宅計画課長 谷垣様 1名 

＜みんなの党 横浜市会議員＞大岩（筆責） 1名 

 

 

○調査費用 

3,000円（横浜−国立府中 間の往復高速代金）※ガソリン代は別途 

※正確な支出の報告は、平成 23年度政務調査費の公開の際に、行わせて頂きます。 

 



はじめに 
 

 今年から 2 年後の 2014 年は、東京オリンピックが行われた 1964 年（昭和 39 年）から数え

て 50 年になります。東京オリンピックが行われた前後の時代が日本の高度成長期になりますが、

その高度成長期に道路・学校・橋などの社会資本が一気に整備されました。 

 

一般的にコンクリートの構造物の耐用年数は 50 年程度となりますが、高度成長期に建設され

た構造物の多くが、建設後 50 年が経とうとしており、更新の検討をしなければいけない時期に

来ています。 

 

 公団住宅や市営住宅などの大型団地は、その多くが高度成長期に建設がされましたが、これら

の住宅は老朽化し、更新の検討を進めなければいけない時期に来ています。しかし、日本全国の

ほとんどの自治体が厳しい財政状況にある中、更新の検討すらされず、問題を塩漬けにしている

のが実態です。 

  

 

 横浜市は世帯数 150 万世帯に対して住宅総数は 166 万戸と、住宅供給が 1 割超過する状況に

ある事から、市営住宅の供給自体をどうしていくのか、という議論が必要です。また、コンクリ

ートの九躰だけでなく、給水・排水、配電などの配管設備など老朽化を勘案すると、一定割合で、

市営団地の再整備について検討をしていく必要があると考えます。 

 

こうした中、全国の自治体などでは団地再整備の好事例がいくつか出てきています。例えば、

UR（都市再生機構）では、昭和 30 年代までに建てられた団地の再整備を、既存の土地の一部

を売却し、その売却資金を使って高層化した団地を建設する再整備事業を実施しています。 

 

 

団地の再整備事業について、横浜市の住宅政策に生かすためにも、先進事例の研究が必要です。

今回はその目的の為、「ガイアの夜明け」でも取上げられた UR 日野多摩平団地の事例を視察し

ました。この事例では、民間公募による 3 つの実験的事業を進める事により、これまでとはま

ったく違った、「新住民」を呼び込む事に成功しています。我々が学ぶべき点が多い日野多摩平

団地の再整備事業について、報告を致します。 

 

 

 



○住棟ルネッサンス事業 対象住棟 

住棟：５棟 

構造：４階建 階段室型 

住戸：３K（42.3 ㎡） 

住所：東京都日野市多摩平 

交通：JR 中央線豊田駅徒歩 2〜13 分 

 

 

 

 

 

 

 

１. UR多摩平再整備事業概要  
●事業目的 

「UR多摩平再整備事業」（＝住棟ルネッサンス事業）は、団地再生事業の新たなメニュー

として、民間事業者の創意工夫を活かし、UR 賃貸住宅とは異なる多様な子育て・高齢者

施設等として再生・活用することで団地や周辺地域の魅力向上を図ることを目的とした事

業です。 

 

団地再生事業によって従前お住まいの方が移転したあとの住棟について、住棟単位で民

間事業者に賃貸または譲渡し、民間事業者がこれを改修し、新たな活用を図る事業です。 

 

 

 

 

     

 
        

 

 

 

 

 

 

  

[建替前]多摩平団地 

管理開始：昭和 33 年度 

管理戸数：2,725 戸 

[建替後]多摩平の森 

管理開始：平成 13 年度 

管理戸数：1,528 戸 

整備敷地：約 18ｈａ 



●計画概要 

 

名称 りえんと多摩平 AURA243多摩平の森 ゆいま〜る多摩平の森 

事業者 東電不動産㈱ たなべ物産㈱ ㈱コミュニティネット 

事業方式 

(建物賃貸期間) 

スケルトン賃貸型 

（15年） 

スケルトン賃貸型 

（15年） 

スケルトン賃貸型 

（20年） 

棟数 ２棟 １棟 ２棟 

改修前戸数 ５６戸 ２４戸 ６４戸 

主な用途 
団地型ｼｪｱﾊｳｽ 142室 

共同ﾗｳﾝｼﾞ･ｼｬﾜｰ 

菜園付賃貸住宅 24戸 

貸し菜園 

小屋付専用庭 

高齢者賃貸住宅 32戸 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ 31戸 

小規模多機能介護施設 

主な居住対象像 
若い社会人 

近隣大学生 

ｽﾛｰﾗｲﾌｶｯﾌﾟﾙ 

ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ 

子育てｶｯﾌﾟﾙ 

高齢者 

完成時期 平成２３年３月 平成２３年７月 平成２３年９月 

 

 

   



２. 団地型シェアハウス事業  
●りえんと多摩平 

事業者：東電不動産㈱  募集・運営：㈱リビタ 

 

●特徴 

多世代が交流する団地型シェアハウス。１F が共同スペースとなっており、キッチンや

ラウンジ、テラスなどの色々な場所で、新鮮な出会いやコミュニケーションが生まれま

す。３Ｋの団地の部屋を改装。個室は３室で１ユニット（9.10〜11.68㎡）。家具付きの

個室ではプライバシーを確保しながら、家電やキッチンが備え付けられた共用部を中心

に、快適なシェア生活すぐに始める事ができます。 

 

●主な居住対象者 

近隣に通う大学生や、若い世代の社会人の居住が多い。１棟は中央大学の学生寮として、

大学が借り上げている。賃料を安く抑え、１人暮らしでは得られない適度なコミュニケ

ーションを求める若い世代に人気。 

 

●主な設備 

共用キッチン、ラウンジ、シャワーブース、ランドリーコーナー、ラウンジ、 

管理人室、カーシェアリング 

 

●賃料他 

＜賃料＞42,000円〜54,000円 

＜共益費＞5,000円  ＜水道光熱費＞5,000円 

 



 

 

 

南側に木製オープンデッキを設置 

 

玄関（＋下駄箱）も南側に設置 

共用キッチン・食堂が 

 

利用者の憩いの場に 

車を持たなくても 

 

カーシェアリングがあるので便利 



３. 菜園付き賃貸住宅事業  
●ＡＵＲＡ２４３ 多摩平の森 

事業者：たなべ物産㈱  企画・設計：㈱ブルースタジオ 

 

●特徴 

自然環境、ゆとりある団地の特性を活かし、貸し菜園「ひだまりファーム」（全４５区

画）、デンマークの“コロニヘーヴ”に着想を得た小屋付きの貸し庭「コロニーガーデ

ン」（全９区画）、住民祭や地域のイベントを開催できる「AURA ハウス」、四季折々の実

のなる４つの木が植わる「実のなる庭」を併設した賃貸共同住宅です。都心近郊にあり

ながら菜園や庭を持ち、大地と人、地域とのつながり、スローライフを楽しめる住環境

があります。 

 

●主な居住対象者 

２０代からシニア層までの２人暮らし。１Fは約 50㎡の前庭に玄関のある「ヤードハウ

ス」（全６戸）。２F から４F は約 15 畳のリビングダイニングを中心とした１LDK（42.3

㎡）の「ひなたぼっこハウス」（全１８戸）。併設された菜園や庭をレンタルし、アウト

ドアな趣味や子育てを自然の中で楽しむ暮らしを提案しています。 

 

●主な設備 

貸し菜園「ひだまりファーム」（８㎡）：４５区画 

コロニーガーデン（専用庭群３３〜５１㎡）：８区画 

バーベキューサイト 

 

●賃料他 

＜賃料＞88,500円〜113,500円 

＜貸し菜園＞7,500円／月 

  



 

 

 

 

 

共同利用できるバーベキューサイト 

 

大型の焼き場・水道も完備 

 

バーベキューで近所付合いも円滑に！ 

貸し菜園には、新しい土の投入が 

 

団地の一画で花や野菜の栽培が楽しめます 

庭いじりの道具をしまう倉庫も完備 

 

サイクルポートもおしゃれな形に！ 

 



４. 高齢者住宅事業  
●ゆいま〜る多摩平の森 

事業者：㈱コミュニティネット  設計：プラスニューオフィス 

 

●特徴 

２４時間３６５日のスタッフ常駐の高齢者向け住宅。協力医（医者）の定期巡回あり。

誰でも利用できる地域開放型の食堂棟を増設。食堂は多目的室として活用し、入居者の

みならず、誰もが利用できる人々の交流の場となっている。入居者、スタッフ、地域の

方々みんなで考えつくる地域ケアの拠点を目指している。 

 

●主な居住対象者 

心身状態に応じたサポートを必要とする高齢者。共用スペースでの交流を求める１人暮

らしの高齢者。 

 

●主な設備 

階段室を撤去し、各棟に２ヶ所ずつエレベーターを増設 

小規模多機能居宅介護施設の増設 

集会室（食堂兼多目的室）の増設 

 

●賃料他 

＜入居費用＞家賃一括前払い方式：970〜2,880万円 

＜月額費用＞55,000円（１人入居） 82,500円（２人入居） 

＜共益費＞共益費 10,000円  サポート日 45,000〜72,500円 

 

  
                      北側にエレベーター・廊下・階段を増設 



 
エレベーターを２基／棟 増設   入口は車椅子も利用可能なバリアフリー 

 

 

 

 
 入口はカラフルな色に塗り分けられている 



   

  

新しくリフォームされた水まわり 

 

コンクリートの九躰は１００年持つが、水まわり（特に排水管など）は、耐用年数の 50

年程度の使用が限界であり、取替えが必要になる、との事。 



 
リフォームされた明るい色のキッチン。安全に配慮し、オール電化使用。 

 

 

 

  
風呂だきは全自動       各部屋に緊急用の警報機あり 

               24H365 日対応のスタッフが駆け付ける 

 



 

 

 

 

 

食堂奥には簡易の図書コーナーが 

 

知的意識の高い入居者に人気！ 

 

地域開放型の食堂（兼集会室）を増設 

 

団地横にモダンな建物が！ 

 

ガラス張りの開放的な建物 

 

誰もが利用できる交流の場に！ 

 



 

 

 

 

 

24H365 日スタッフが常駐 

 

安心のサービスが人気の要因の１つ 

 

団地と食堂をつなぐモダンな廊下 

 

木製のボードウォーク風 

 



５. 多摩平の森  
●団地建替事業の概要 

昭和３３年度（５４年前）に管理開始された旧・多摩平団地は、老朽化が進んだ為、 

URによる団地の建替事業が行われました。平成１３年度には、新・多摩平の森の森団地

が建替事業により完成し、旧・団地の５６％（1,528戸／2,725戸）の戸数が整備され、

建替を機に移転をされた住民以外の旧・住民の皆様が、新・団地に移り住んでいます。 

 

●建替の事業手法（概要） 

低層階（４階建・エレベータなし）の団地を、容積率をあげ高層化（１０階建以上・エ

レベーターあり）し、より少ない土地の面積の上に、必要戸数を確保。高層化により空

いた土地を、民間事業者などに賃貸、売却をする。建替事業費の概ねは、空いた土地の

賃貸・売却益によって賄っている。 

 

 

      

[建替前]多摩平団地 

管理開始：昭和 33 年度 

管理戸数：2,725 戸 

[建替後]多摩平の森 

管理開始：平成 13 年度 

管理戸数：1,528 戸 

整備敷地：約 18ｈａ 

高層化 



 
 

 
 

 

 

 

空いた土地には、駐車場や駐輪場を確保 

 

外来者に便利なコインパーキングも整備 

 

建替された新住宅には、新住民の流入も 

 

高い木々を残し、自然環境豊かな団地に 

 

高層化で空いた土地は、賃貸・売却へ 

 

駅前立地の為、民間業者の需要は高い 

 



●多摩平の森 ふれあい館 

新・団地の一画には、図書館・男女平等センター・家庭支援センター・児童館・交流セ

ンターなどの複合施設「ふれあい館」がオープンしています。この複合施設は日野市の

予算で整備。JR豊田駅からの徒歩立地や、朝 7時から夜 10時まで対応の保育施設など、

利便性の高い施設が新住民を呼び込む誘引となっています。 

 

３階 ＜たまだいら児童館 ふれっしゅ＞ 

開館時間：9:30〜19:00  休館日：月曜日・祝日・年末年始 

       バスケや卓球のできる体育室、音楽室、木工・調理活動の為の部屋あり 

＜多摩平交流センター＞ 

開館時間：9:00〜21:30  休館日：年末年始 

       会議・講座・軽体操ができる大小４つの部屋、調理室、防音室あり 

２階 ＜地域子ども家庭支援センター＞ 

開館時間：9:30〜17:00 

       親子ひろば 10:00〜15:00 

       子育て相談、子育てサークルへの支援・講座あり 

一時保育室・トワイライト保育室   ◆開館時間 

                        ●一時保育（通常保育時間） 8:30〜17:00 

                          超過保育 7:00〜8:30   17:00〜18:00 

                        ●トワイライト保育（利用時間） 18:00〜22:00 

＜男女平等推進センター＞ 

開館時間：8:30〜17:15  休館日：土・日・祝日・年末年始 

       集会室は 9:00〜21:00                           

１階 ＜多摩平図書館＞ 

開館時間 ：火〜金     10:00〜19:00 

        土・日・祝日  10:00〜17:00 

約 110,000冊の図書、雑誌、CD。PCや閲覧コーナー「ブラウンジ」あり。 

 



６.終わりに  
 

多摩平団地の再整備事業の視察を終え、５０年以上経った団地でもここまできれいに再

生できるんだ、という驚きを感じています。 

 

モダンな色に塗り替えられた団地の壁、団地内の菜園・バーベキューサイト、増設され

た一般人も利用可能な食堂（というよりレストランの方が正しいかもしれません）など

を視察し、その場に居合わせるだけでワクワクし、ここに住んでみたいと思えるような

素晴らしい空間に再生されている事を確認しました。 

 

 

今回の視察は、都合上、高齢者住宅以外、部屋の中の様子を確認する事はできませんで

した。又、URの方に視察受入れをお願いした為、民間事業者の「事業の採算性」までは

調査する事ができませんが、もしこれらの事業が十分採算にのるのであれば、横浜市も、

積極的に検討・採用すべき好事例です。 

 

特に、高層化された新・多摩平の森団地には、日野市が整備した公共施設「ふれあい館」

が併設されており、大規模団地の再整備を行う上で、子育て世代などの「新住民」を呼

び込む施策として、検討に値する事例であると思います。 

 

 

 

高齢化・老朽化が進む大規模団地の再生に関して、民間事業者の知恵と資金を借りるこ

とで事業費を圧縮し、その上で、行政と一体となり、若い世代・新しい世代を呼び込む

具体的施策を打つ努力が必要です。 

 

大規模団地の再生について今後とも様々な事例を検討・研究し、先進事例を取入れてい

くべきであるという提言・提案を、横浜市に対して積極的に行なっていきます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見・ご提案をお寄せ下さい。 

みんなの党横浜市議会議員団 

住 所：〒２３１－８５８８ 

    神奈川県横浜市中区港町１－１ 

電 話：０４５－６７１－４４３０ 

F A X：０４５－６８１－８１１８ 

H P：http://yokohama.your-party.jp/ 

(調査報告書を PDF ファイルで HP 上に公開しています。) 


