既成市街地 に開発 されたニ ュータウン
‑

光が丘パ ー クタウンを事例 に‑
平

｢
光が丘パ ークタウン｣ は ,東京都練馬区の米
軍住宅 (グラン ト‑イツ)跡地 に建設 された集合
住宅団地 である｡敷地総面積約 1
86h
a,計 画戸 数
1万 2千戸 ,計画人 目4万 2千人 とい う大規模開
発が既成市街地に行われた点に特徴がある｡
本論文 では,既成市街地 に開発 された ,この光
が丘パ ークタウンとその居住者 の特性 ,周辺地域
に及ぼ した影響 ,現況や課題 な どを明 らかに した
上で,地下鉄 1
2号線の開通に伴 う今後 の展望や整
備 の方 向について考察す ることが 目的である｡
練馬区は ,昭和 3
0
年代 の都市化 の進展に よ り,
都心 のベ ッ ドタウンとして急速 に宅地化が進 んだ｡
グラン ト‑イ ツ周辺地区で も昭和 4
1
年以降に宅地

奈津子

人であ り, 3‑ 4人の核家族 が多いO逆に単身者
は少ない｡職 業 では圧倒 的 に勤 め人 が多 く,都
心 ,副都心‑通勤 している場合が多い｡居住者の
前任地区は ,地元優先割 り当てのあった練馬区が
圧倒的に多 く,次いで豊 島 ･板橋 ･北区,その他
区部 ,多摩 ,埼玉の順である｡団地居住者は以前
も借家で共同住宅に住んでいた ケースが多い｡住
み ごこちについては 9割の者が よい としてお り,
特に光が丘の 自然に対す る評価 は高い｡
光が丘地 区 に あ る,光 が丘公 園 ,中央商業 施
設 ,総合病院な どは,広域対象施設である｡光が
丘公園は ,主に家族づれに よる手軽な利用が多い
が ,スポーツ施設な どには遠方か ら訪れ る者 もあ
り,誘致圏は ,約 8血 と比較的広 くなっている｡
中央商業施設 には,西武デパ ー ト,忠実屋が誘致
され ,出店 の際には,周辺商店街 との対立 もあっ
たが ,調整 の末 ,大 きな影響 を及ぼす ことな く,
団地居住者 の買い物の需要を満たす ようにな った｡
そればか りか練馬区の消費需要を都心部か ら呼び
戻そ うとい う期待 もかけ られ ている｡
光が丘地区の開発に よ り周辺部の宅地化 も促進
された｡農地 の転用が進み ,中層 の集合住宅 ,駐
車場 ,商店が急速 に増加 している｡無秩序な開発
を防 ぎ良好 な市街化を誘導す るために,光が丘周
辺地域は周辺事業整備区域 に指定 されている｡
今後 ,地下鉄 1
2号線が開通す ると,バス網で確
保 して きた交通 については ,地区内が光が丘駅 1

8年 に全面返還が実現 され
化が進んでいたので ,4
るとグラン ト‑イ ツ跡 地 に も住宅建 設 の需 要 が
あ った｡地価 の高騰や用地不足 の中で大量の人数
を収容す るために住宅はすべて集合住宅 とい う様
式にな った｡ この住宅には様 々な最新技術が導入
されている｡ また緑地や オープンスペースを保全
し良好な住環境を創設す るため都立光が丘公園 と
その他 の近隣公園 ,寂道 な どが団地総面積 の4
3
%
を占めてい る｡光が丘 の中心部には,地下鉄駅 ,
バスター ミナル ,官庁 施 設 ,総 合病 院 ,商業施
諺 ,文化施設 ,スポーツ施設 とい った都 市機能が
3区内に残
まとめ られ る｡光が丘地 区の開発は ,2
された唯一かつ最大の空閑地に ,大都市街づ くり
の見本 となるよ うな,新 しい街をつ くるものであ
り,周辺地区の無秩序 な宅地化を防 ぎ,同時 しか
も一体的に ,適正な整備 を誘導す る方針である｡
尚,入居が開始 されたのは昭和 5
8年 で,最終入居
は ,平成 4年 の予定である｡
光が丘 団地 の居住者には ,以下の ような特徴が
ある｡ まず年齢的には,高齢者が少な く,年少者
が多い｡つ ま り3
0‑4
0
歳代 とその子供たち とい う
若い世代が多 くな っている｡平均家族数は ,3.
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‑
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k 圏内に含 まれ るようにな り,利便性は高 まる0
n
‑万駐車場 の確保や隣接地域 に超高層 ビルを建設
す る計画をめ ぐり団地住人 との対立 もある｡今後
の課題は ,駅前や周辺地区内の空閑地を適正に開
発す ること,高齢化社会に対応 してい くことな ど
であろ う｡そ して単なる住宅 団地に留 まらず ,練
馬区の一拠点 として 自立 した ,活力のある街 とし
て機能 してい くことが期待 され る｡

