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目黒蒲田電鉄田園都市部

　昭和4年までにはすでに、田園都

市㈱・目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄

の3社による東京横浜間の宅地開発

事業の下地が完成することになった。

すなわち、昭和4年には、目蒲線・

東横線・大井町線が全通したのであ

る。その前年、昭和3年5月に田園

都市㈱は、目黒蒲田電鉄に吸収され

た。

　本書によると、田園都市㈱が目黒

蒲田電鉄に合併された理由は、

①本来の目的を達成した。

②事業もピークを過ぎ、今後大きな

設備投資をしなくてもよくなった。

③事業地は目黒蒲田電鉄が継承して

経営したほうが、その沿線開発に資

するところ大である。

というものであった。①の理由は、

文字通り田園都市㈱が当初もくろん

でいた旧荏原区を中心とする「洗足」

「田園調布」の宅地分譲を終えたこ

とにより、もっともな理由として頷

ける。②③についてはおそらく、目

黒蒲田電鉄がその後、東横線を中心

に精力的に事業展開していくための

資産を、比較的資金にゆとりのあっ

た田園都市㈱から合併により調達し、

鉄道事業を主たる事業としながらも、

その余力でもって沿線開発をやる、

といった基本方針の下で出てきたも

のであろうと推測する。

　さて、このように田園都市㈱を引

き継いだ目黒蒲田電鉄では、当時

「課」制であったにもかかわらず、田

園都市づくりを担当する「部」とし

て、「田園都市部」を設けた。ただ

しその後すぐに田園都市部は「田園

都市課」となり、戦後に至るが、そ

の経緯は本書では明らかにされてい

ない。

　田園都市部発足後、同部は次から

次へと、目黒蒲田電鉄・東京横浜電

鉄の沿線の土地を分譲していくこと

となった。宝来公園隣地・奥沢住宅

地・等々力・上野毛といった、田園

調布近辺の、今では高級住宅地とな

っているところである。さらに、目

黒蒲田電鉄と東京横浜電鉄がほぼ同

一の会社となったので、東横線沿線

にも、分譲住宅地が展開するように

なった。

輸送収入増のための

住宅関連サービス業

　昭和初期、東横線沿線の場合、1

軒の住宅が建てば年間100円の輸送

収入が増えるとされていた。ちなみ

に東横線代官山駅前に駅開業と同じ

昭和2年に建設された同潤会代官山

アパートの家賃は、3階建て「6畳＋

4畳半」という平均的間取りで月に

15円程度であった。今の感覚でいう

と、1円が1万円の7掛けか8i掛けと

いったような価値であろうか。確か

に、1軒年間100万円弱の固定収入

が得られることは大きい。現在筆者

は図らずしも、東急田園都市線沿い

（横浜市青葉区）に住んでいるのだ

が、年間の定期代は20万円弱であ

る。当時の電車運賃は、今よりざっと

5倍くらい高いものだったのだろう。

　こういう訳で、鉄道会社にとって

みれば、早く沿線に住宅を建てさせ

ることが大事な事業と捉えられた。

（無賃乗車証）

　かつて田園都市㈱時代には、店舗

用地購入者が契約後1年以内に営業

を開始したときは、契約日より5ヶ

月以内であれば地代の5％、8ヶ月以

内であれば3％の奨励金を支払って

いた。おそらくこの優遇策は、輸送

収入増のために考案されたのではな

く、田園都市に一・刻も早く生活利便

施設を誘致し、住みやすい町を完成

させるために編み出されたのであろ

うが、田園都市部では、これを住宅
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建築促進策として、若干アレンジし

直して実施した。すなわち、土地の

売買契約書に土地引き渡し後1年6

ヶ月以内に住宅を建築すること、と

いう建築条件をうたい、さらに、6ヶ

月以内に建築した人には1年間の無

料乗車証をあげるというものであった。

（住宅建築資金の貸し付け）

　次に考案されたのが、昭和4年3

月から開始された「住宅資金の貸し

付け」であった。貸付額は住宅建築

工事見積りの7割以内（3，000円限

度）で、年利8％、3～7年返済とい

うものであった。このときのキャッ

チフレーズは、「払う家賃で家が建

ちます」というものであった。この

年利8％は、同社の分譲地割賦金利

息年10％に比べても、かなりの低利

であった。それでも、最初のうちは

融資実績がなかなか伸びなかったも

のの、すぐに人気となり、資格審査

業務に苦労するようになった。そこ

で、昭和6年からは融資条件を、工

事見積額の5割（1，500円限度）と低

くし、利用者数を増やすという作戦

が採られた。この貸し付けば昭和11

年まで行われ、融資戸数は709戸を

数え、少なからず沿線住宅建築に寄

与することとなった。

（便利大工）

　今度は、住宅が建った後のメンテ

ナンスが課題となる。洗足や田園調

布といった最初の田園都市に建った

住宅群がそろそろ築10年にさしかか

ろうというころには、家のちょっと

した修繕のニーズが増えてきた。ま

だまだ、いろんな職種の人が多様に

住む「町」には育っていないニュー

タウンに、大工がたくさん住んでい

るわけもなく、ましてや手間仕事に

出張して来てくれる大工もそうそう

いるものではない。そこで考案され

たのが「便利大工」。昭和7年6月か

ら始められ、昭和14年4月に終わっ

ている。値段は、材料費は実費、工

賃は作業時間4時間までが1円、8時

間までが2円であった。また、便利

大工の受付窓口は各駅であったそう

である。ちなみに、便利大工以外で

も各駅を窓口にして行われたサービ

スとして、貸地料・土地賦金・住宅

建築資金賦金の徴収などがあった。

当時の郊外駅の窓口がまちづくりの

最前線であったのだ。

（多摩川園・綱島温泉浴場）

　電鉄会社による沿線開発の元祖、

箕面有馬電気鉄道（現：阪急宝塚本

線）にはご存じ、宝塚劇場と宝塚温

泉がある。ひなびた温泉街だった宝

塚温泉に、明治43年の鉄道開業後、

宝塚新温泉（明治44年）をつくり、

さらに宝塚新温泉パラダイス（明治

45年）というレジャー施設を作り、

そこで大正2年、宝塚歌劇団の前身

である宝塚合唱隊が誕生した。さし

ずめ、目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄

系でいえば、「多摩川園」が宝塚劇

場で、「綱島温泉浴場」が宝塚温泉

に相当するだろう。もちろん輸送収

入増のための作戦である。

　多摩川園は、渋沢秀美が田園調布

居住者のために「ミニ宝塚式の遊園

地」をつくろう、という発想から生

まれた。田園調布駅の隣駅、多摩川

の水面を臨む当時の丸子多摩川駅前

に、大正14年12月開園した。「夢の

お城」という建物には、大浴場・休

憩室・遊戯室・食堂などが入り、さ

らに「小鳥座」という小劇場も設置

された。普通の沸かし湯であると，こ

ろが宝塚と異なるが、まさにミニ宝

塚の構成であった。ちなみに、こう

したミニ宝塚は、東京方面では、荒

川遊園（大正11年、王子電軌道）、

豊島園（大正15年、武蔵野鉄道）、

向ヶ丘遊園（昭和2年、小田急電鉄）

などがあった。

　多摩川遊園に対し、綱島温泉浴；場

の方は、本家宝塚のように古くから

あった綱島温泉を利用したものであ

った。当初開業した駅名も「綱島温

泉」（大正15年）であった。東京横

浜電鉄では、綱島温泉住宅の一角に

当初遊園地を作る予定であったが、

資金の関係からとりあえず昭和2年

に温泉浴場だけを開業することとな

った。この温泉浴場が核となって、

周辺分譲地の売り上げも上昇し、料

理屋等もできて、綱島周辺大きく発

展していった、ということらしい。

この温泉は戦時中一一時軍関係者の寮

になったりしていたが、戦後復活し、

今でも「綱島ラジウム温泉東京園」

として現役である。

（学校誘致）

　田園都市㈱の時代に既に、大岡山

に東京高等工業学校（現：東京工業

大学）の誘致に成功していた（大正

13年）。また同じ年に、武蔵小山駅

前に東京府立第8中学校（現：都立

小山台高校）も誘致している。さら

に、東京横浜電鉄では目黒蒲田電鉄

と共同で開発していた日吉台住宅地

の未造成地238，000㎡を慶慮義塾大

学に寄付し、昭和5年9月、同大予

科が開設された。この開設を見越し

て両電鉄会社では、昭和4年8月に

大学移転のため一時売り止めにして

いた日吉台住宅地を「慶慮義塾の移

転決定」というキャッチフレーズで

売り出したところ、見事に売れたと

いう。単なる輸送収入増のための大

学誘致ではなく、「学園都市」とし
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図1　田園都市計画図

ての沿線ブランド化に成功したとも

いえよう。両電鉄ではその後多数の

教育機関が誘致された。アメリカの

住宅地などでは、よい学校がそばに

あることが結構重要な宅地評価の決

め手となると聞いたことがあるが、

それは長い目で見れば、日本にも当

てはまることなのかもしれない。

戦時中の田園都市事業

　昭和14年10月には、目黒蒲田電

鉄・東京横浜電鉄の合併が行われ、

「東京横浜電鉄」として新発足した。

一方で、同年同月の「地代家賃統制

令」、昭和15年11月の「宅地建物等

価格統制令」によって、借地料値上

げの規制、分譲地販売価格の許可制

などが実施され、田園都市事業にと

っては大きな打撃となった。

　本業である電鉄事業でも、戦時体

制の影響は大きく、昭和13年の「陸

上交通事業調整法」の影響で、東京

郊外交通事業のブロック統制が始ま

り、昭和16年には東京横浜電鉄社長

の五島慶太が、京浜電軌鉄道・小田

急電鉄両社の社長を兼ねるようにな

った。さらに昭和17年5月には、3
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社が合併し「東京急行電鉄」となっ

た。これが現在のいわゆる東急電鉄

の社名の始まりである。さらに、東

京西郊で唯一独自路線を守っていた

京王電気軌道も国の要請を受けて昭

和19年5月、東京急行電鉄に合併さ

れた。こうして私鉄4社の合併によ

る「大東急」が誕生するのである。

さらに同年、五島慶太は半年間、東

条内閣の下で運輸大臣をつとめている。

　しかし戦後、昭和23年6月までに

は、大東急は、東京急行電鉄・京王

帝都電鉄・小田急電鉄・京浜急行電

鉄・東横百貨店の4社・1百貨店に

再編成された。

田園都市事業の再開

　大東急田園都市課の戦後の事業は、

戦災後の台帳・図面類の整理、割賦

金未納者の行方調査、未利用社有地

の処分による運輸施設復興資金の手

当て、などであった。主たる業務で

あった土地分譲は、昭和21年2月の

藤沢市鵠沼分譲地に再開されたが、

昭和25年あたりまで、「臨時建築制

限令」（昭和21年5月：12坪以上の

住宅建築禁止）などによりなかなか

進捗しなかった。

　昭和23年8月「臨時建築制限令」

が改正され、12坪までの制限が、家

族5人までの専用住宅なら15坪、そ

れ以上1人増すごとに1．5坪を割り増

して建築できることとなった。そこ

で東急電鉄では、建て売り住宅「東

急文化小住宅」を売り出すこととな

った。建：坪3坪、2．5畳の居間と2畳

程度の応接間兼食堂の2問に、台所

流し付という、学生・独身者・新婚

家庭などの小家族を対象としたもの

であった。パンフレットには「不要

になったら移動式ですから、どこへ

でも持ち運び可能で、場合によって

は女中室、物置、湯殿等に改造もで

きます」とあった（図1）。

　この小住宅は、昭和23年10月に

世田谷区野沢で16戸が売りに出さ

れ、同時に渋谷東横百貨店の入り口

付近にモデルハウスを建築したので、

世間の注目は浴びたようである。し

かし、あまりにも狭かったためか、

第1回の16戸のみで販売を中止して

しまったということである。

衛星都市建設構想

　昭和28年1月、東急電鉄では「臨

時建設部」が発足した。そこに、「城

西南地区開発班」が設けられ、同年

同月五島慶太会長から発表された

「城西南地区開発趣意書」を遂行す

る業務が課せられた。これが後の

「多摩園都市（現：東急田園都市線

一帯）」となるのである。同趣意書

には、次のような壮大な抱負が盛り

込まれていた。

　「大山街道（現＝国道246号）に沿

って10カ所ほどの小都市を作って、

同時にこの地方全体の発展を図りた

いと考えている。さらにこの地域の

開発を促進するために、東映の大泉

撮影所を移設したり、ゴルフ場を新

設することを計画している。また、

東京都と相談をして上野動物園を移

設することも考えている」

　「この地域の交通であるが、現在は

大山街道だけであるので、二子玉川

から荏田、鶴間を経て座間、厚木に

至る鉄道または高速道路をつくるこ

とが必要である」

　昭和29年3月には、開発地域を縦

断する「渋谷～江ノ島」問の有料自

動車道である「東急ターンパイク道

路」の免許申請が出された（図2＞。こ



図2　城西南地区に計画された東急ターンパイク道路

の壮大な計画はさすが、戦時中大東

急時代を築き、運輸大臣までやった

人物の発想だ。ところがこれは結局、

事業免許を受けるには至らなかった。

その代わり、国によってこの地区に

は、東名高速道路（昭和43年「東京

～厚木」開通）と第3京浜国道（昭

和40年「玉川～保土ヶ谷」開通）が

後に建設されることとなった。

　これに対し、東：急では、高速道路に

代わり鉄道を通す作戦に出た。従来

の東急電鉄大井町線を昭和38年10

月過田園都市線と改称し、溝の口まで

あった線路を、小田急中央林間まで延

長する計画を立て、沿線の衛星都市

建設の実行に着手したのであった。

　そこでの開発方式は「集団交渉方

式」と呼ばれた。すなわち、地元の

開発委員会が主体となって土地所有

者の譲渡承諾を求め、一定量の面積

（計画面積の70～80％）が集まった

ところで、土地買収単価や払い下げ

方式を交渉するという手法であった。

「開発趣意書」が発表された月には、

この方式による開発委員会が組織さ

れ、同年10月には川崎市宮前地区に

おいて第1回目の土地売買契約（約

469，000㎡）が締結され、多摩田園

都市建設は始動するのである。

東急不動産誕生

　このような大事業が発表された昭

和28年12月、東急電鉄の不動産部

門が独立し、「東急不動産㈱」が誕

生した。田園都市㈱の末喬が、再び

電鉄会社から独立したともいえる。

規制の多い公共事業である鉄道業と

は異なり、不動産業は昭和21年に戦

前からあった「紹介営業取締規則」

が廃止され、いったん規制のない業

界となり、ようやく昭和27年に「宅

地建物取引業法」が成立したばかり

の、規制の少ない、いわば草刈り場

の業界でもあった。

　私鉄各社の中で不動産部門を分離

独立させたのは、関西における京阪

神急行電鉄（現：阪急電鉄、昭和27

年9月に阪急不動産を設立）に次い

で二番目であった。当時は、社会通

念や産業構造上、公共事業である鉄

道業者が、自社の沿線外で本業以外

の事業を行うことは、「不見識なこ

と」と考えられていたそうであるが、

その後私鉄各社も相次いで不動産部

門を分離独立させることとなった。

　昭和29年1月に行われた同社創立

披露の席で、五島慶太会長は、次の

ような事業計画案を発表した

（1）衛星都市の建設：西城南地区

（現：多摩田園都市）と大船玉縄城

趾地区（大船駅西部一帯）の開発

（2）有料自動車専用道路の建設：

「渋谷～鎌倉間」の自動車道路建設

（3）大邸宅、農地等の開放：地方自

治体と協力し、都市計画並びに区画

整理の実施

（4）中高層アパートの建設：耐火中

高層アパートの建設

（5）渋谷地区の開発：地下街、東急

会館、バスターミナル等の建設

　これらの事業計画の大半は既に、

東急電鉄臨時建設部によって計画・

一部実施されていたものであったが、

これらを東急不動産㈱が引き継ぐこ

ととなった。

東急住宅5万戸建設計画

　昭和30年前後は、日本国中が住宅

不足解消に燃えた時期でもあった。

日本住宅公団を誕生（昭和30年7

月）させるきっかけともなった鳩山

内閣の「住宅建設10力年計画」（昭

和30年1月）では、昭和30年当初

の住宅不足数約280万戸を10年で解

消することが計画された。この計画

では住宅建設総戸数の約60％を民間

自力建設に委ねることもうたわれた。

そのため日本住宅公団が発足した昭

和30年7月には「住宅融資保険法」

が施行され、民間金融機関による住

宅建：設資金の貸し出しを容易にする

ための措置がとられた。さかのぼる

昭和29年5月には、住宅金融公庫法

が一部改正され、実績のある民間企

業でも宅地造成資金・分譲住宅建設

資金などを公庫から借り入れること

ができるようになった。これは、昭

和28年頃から顕著となった地価高騰

により、公庫から住宅建設資金を借

り入れる予定だった個人が、宅地取
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得難で大量に当選権を放棄したため

の措置であった。

　こうした事情を受け、東急では昭

和30年5月「東急住宅5万戸計画」

を発表した。これは向こう5年間で

5万戸の住宅供給を目指すものであ

った。その具体的内容は、上述の東

急不動産㈱設立当初の事業計画に相

当していた。さらに昭和30年7月に

は、東急電鉄名で政府を始め各方面

「住宅建設に関する陳情書」が配布

され、より具体的にその計画が示さ

れた。特に、「東急ターンパイク道

路」の構想については、単なる高速

道路建設が微妙に住宅供給計画と結

びつき、

　「渋谷より二子玉川に至る約8km

の間に2階乃至3階の近代的住宅約

3，600戸を連続して建設し、その屋

上を利用して有料自動車道を設け、

住宅と道路とを立体的に結合する」

という計画に変容している。実に大

胆で、勇壮かつ、夢のある計画であ

る。現在、日本橋界隈で、日本橋上

空の高速道路を撤去し、それを周辺

ビルに埋め込んだり地下に潜らせた

りする構想が練られているが、日本

橋の計画が「景観」に軸足をおいた

ものであるのに対して、約半世紀前

の東急の計画は「住宅」に軸足をお

いたものであった。実に隔世の感が

ある。

グリーンベルトを巡って

　さらに、同陳情書では、政府筋に

対して、いくつかの「規制緩和」を

求めている。

●東京周辺に衛星都市建設地を指定

し、指定地域内の農地の宅地転用を

認あてほしい。

●住宅建設に必要とする土地につい
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図3　新鎌倉市建設計画模型の一部

ては、緑地地区指定の解除若しくは

緑地における建坪率の緩和を図って

ほしい。

　といった、都市計画に関わる緩和

策が要望されていたのである。イギ

リスで戦後本格的に実行に移された

大ロンドン計画（昭和19年）におけ

る、グリーンベルトと衛星都市は、

日本の都市計画関係者が戦前から抱

いていた理想の首都計画であった。

政府では、昭和31年4月の「首都圏

整備法」に基づく首都圏整備計画で、

国道16号よりちょっと内側にグリー

ンベルトを定めていた。しかしこれ

は東急にとっては、田園都市線計画

を阻むものであった。首都圏整備計

画はさしたる実行力もなかったので、

なし崩し的にグリーンベルト構想は

潰え、昭和40年の首都圏整備法改正

によってグリーンベルト構想が正式

に断念されたのである（＊1）。

　というような経緯はあったものの、

結局多摩田園都市も大船地区の開発

（図3）も土地区画整理によってその

後完成している。さすがに、住宅の

上に高速道路を走らせる計画は実現

しなかったが、実現していたら結構

おもしろいものができていたに違い

ない。

集合住宅への試み

　このような東急住宅建設5力唱計

画は、集合住宅への展開においてお

もしろい足跡を残すことになる。昭

和30年代に入り、公営・公団等によ

る公共ハウジングの多くは、豆腐を

並べたような郊外団地開発に力を入

れ、「団地族」を生み出した。一方

で、都心では公団の市街地住宅など、

主として独身勤労者をターゲットと

したハウジングが点的に試みられて

いたが、民聞不動産会社はそれらと

は異なるターゲットを開発していた。

　東急では、昭和30年7月に横浜市

日吉の社有地に1棟分譲型のRC造中

層アパート（4階建：て4棟64戸）が

着工された。これは三菱重工が買い

受け、社宅とした。このような1棟

分譲型の不燃造分譲住宅は、同年、

第一生命住宅が武蔵小杉アパートで



も試みている。東急ではその後、新

丸子、白楽、玉川町などに同種の集

合住宅を建設している。ちなみに、

こうした形の集合住宅分譲は、日本

住宅公団でその後たくさん実施され

るようになった。

　一方、同じ昭和30年には、同度会

代官山アパートの上毛に、有名な

「代官山東急アパート」が竣工して

いる（図4）。これは、高級外人用アパ

ートとして有名な建物になった。当

時の東京には、戦前を遙かに超える

数の外国人が仕事で滞在するように

なっていたのだが、彼らの大半はホ

テル住まいであった。そこに目をつ

けたのが、高級外人用アパートであ

ったのである。東急代官山アパート

は、こうした高級賃貸アパートの先

駆けであった。引き続き同社では

「東急三田アパート」（昭和32年）な

どを竣工させている。こうした高級

外人用アパートとしては、他にも、

先ほどの第一生命住宅㈱による「原

宿アパートメンツ」（昭和33年）が

原宿駅前に建設されている。

　さて、日本で最初に民間で個人向

け分譲集合住宅が供給されたのは、

昭和31年の四谷コーポラスといわれ

ているが、東急でこのような分譲住

宅が試みられたのは、前述の代官山

東急アパートの隣地に建設された

「代官山東急アパート・アネックス」

（昭和34年）であった。すでにこの

ころには、民間でいくつもの個人向

け分譲集合住宅が供給され始めてい

るのだが、昭和33年に東急が貸オフ

ィスビルとして建設した「南平台東

急ビル」の上層部（5階～10階）は、

「東急スカイライン」として49戸の

個人向け分譲住宅が併設されていた。

じつはこうした形態の分譲マンショ

ンは、日本で初めてではなかろうか

と私は考えるのだが、その当たりの

研究は今後の課題である。

　以上、田園都市㈱の事業が、設立

以降どのように引き継がれ展開して

きたかを、同社の末商が時代の波を

サーフィンするように行ってきた事

業展開してきた中に見てきた。住宅

供給そのものが目的なのではなく、

宅地供給・住宅供給・住宅のメンテ

ナンス・都市計画といった、さまざ

まなジャンルにおいて、どん欲に事

業展開を図り、しかも各業界の先駆

け的な実践を行ってきた精神は、や

はり、田園都市㈱にさかのぼれるの

ではないかという気がしている。

　さて、このような事業展開の中で

産み落とされていった住宅地の数々

を今後どのようにストックとして継

承していくのかが、我々に課された

課題である。これに関連していえば、

昨年から始まった住宅生産振興財団

の「住まいのまちなみコンクール」

に、多摩田園都市の中核部である横

浜市青葉区美しが丘地区が入選し、

クルドサックを多用した宅地造成計

画に加えて、居住者の長年にわたる

住民発意の建築協定の維持、その後

図4　代官山東急アパート

のまちなみ形成への努力が、評価さ

れたことは、今回2回にわたって述

べてきた田園都市㈱の街づくりの一

つの結果としてみると、非常に意義

深いものであるように思われるので

ある。
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