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東京都町田市の生活 アメニテ ィーに関する考察
目 黒
この卒業論文 は ,町 田市を フ ィール ドに ,新興
住宅都市 と して開けた都市 の住み易 さとい った も
のについて考察 しようとい うものである｡
町田市は ,単純 に住宅都市 とい うのではな く,
東京大都市圏 の中の有力な生活核 である｡市外に
出る就業者 は ,昭和 55
年 で ,市 内に住む就業者 の
60% を占め ,そのほ とん どが都心に出てい る｡そ
ういった ことは町 田市を大 き く特徴づけ ,アメニ
テ ィーに も影 響 を与 えて い るので はな いか｡ ま
た ,多摩丘陵 とい う地形が ,物理的に開発を困難
に してはいないか｡そ して ,都心に対 して郊外 と
いった地勢 が及ぼす気風か ら生 まれた もの もある
はずである｡
これ らを浮 き彫 りにす るために,生活関連施設
を調査 し,資料を得た｡調べた施設は上水道 ･下
水道 ･福祉施設 ･図書館 ･公園 ･資料館 ･美術館
･市役所である｡
結果か ら考察 し得た ことは次の様 である｡
第一に,町 田市は北部か ら東部にかけての一帯
が多摩丘陵 に含 まれた起伏 に富んだ地形を してい
る｡丘陵地 であることが町 田市 の都市開発に基本
的に大 きな影響を もた らして きた｡そ して町 田市
の内部でもこの起伏が地域差を生む原因 とな った｡
下水道 ･道路交通はその影響を多分に受け ,起伏
のため開発 の遅れた地域 のアメニテ ィーは当然低
くな ってい る｡ しか しなが ら丘陵地であることが
悪影響を及ぼ しているだけなのではない｡丘陵地
であるとい うことは同時に もともとは線が豊富な
こ とで あ る｡ この こ とは 町 田市 全 体 の ア メ ニ
テ ィーを高めてい る｡
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第二 に ,町 田市域が神奈川県 と境を接 している
ことは ,町 田市を東京都の縁辺部 の市 として性格
づけている｡町 田駅を中心 とした商業核 では ,デ
パ ー トな どのお客‑ の集客用 P
Rも神 奈川 に 向け
て行 っている場合が多い｡つ ま り,町 田商業核 と
い うのは神奈川に向けて大 き く開かれてお り,こ
の商業核 に到来す る人 々は ,J
R横浜線を利用 して
や って くる八王子市民や近隣の多摩市民 ,稲城市
氏 (
以上全て東京都民) よ りも,座間 ･厚木 ･新
百合 ヶ丘 とい った小 田急沿線 の神奈川県民が多い｡
その よ うな都市 の性格を もっている｡
第三には歴史的気風があげ られ る｡町 田市は 自
由民権運動の盛 んな地 であった｡それが根底に流
3区 とは違 っ
れていると思われ るものに,多摩 は2
た独 自の地方 自治体を 目指 し,禄保全を重視 した
町づ くりとい う考 えが うまれた とい うことがある｡
最後 に ,交通 の結節点 とい うことも,町 田市 の
性格 として挙げ られ る｡道路交通 と電車に よる交
通それぞれに結節点があ り,特に道路交通に関 し
ては歴史的に も古い｡人の行 き来が情報 を運 び ,
大 き く開け ることとな った｡
この論文を書いてい くうちに ,今 まで私が町 田
市に対 して抱いていたイ メージは崩れ ,一つの都
市が集落か ら発生 ･発展 してい く過程 が明 らかに
な ってい った ように思 う｡低次の機構が高次にな
るとともに都市 は都市 としての機能を備 え,やが
て周辺地域に影響 を与 えるよ うになる｡その中で
一番重要な存在なのはやは り人間である｡人間が
住み易い と感 じられ る都市であるか どうか とい う
ことを この卒論 で追求 したつ も りである｡

‑11
9‑

