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「東急多摩田園都市」が開発５０周年
記念イベントを開催、あわせて記念パスネットカードを販売します
東京急行電鉄株式会社
東京急行電鉄（本社：東京都渋谷区、社長：上條清文）では、今年、「東急多摩田園
都市」の開発が５０周年を迎えたのを記念して、田園都市線での「東急多摩田園都市・
開発５０周年記念電車」の運行や、「東急多摩田園都市・開発５０周年記念パスネット
カード」、「東急多摩田園都市・開発５０周年記念バスカード」の発売など、田園都市線
沿線エリアを中心にさまざまなイベントを開催します。
「東急多摩田園都市」は、１９５３年１月１９日に、当社会長であった故五島慶太が
ロンドン郊外のレッチワースに代表される田園都市構想に基づき、東京の人口過密化を
予測して優良な住宅地の供給を目指した「城西南地区開発趣意書」を発表して以来、地元
の土地所有者の皆さまと一体となって土地区画整理事業による開発を行い、当社および
東急グループ各社が半世紀にわたる街づくりを進めてきたものです。
川崎、横浜、町田、大和の４市にまたがる開発総面積約５，０００ha の、民間主体の
街づくりとしてはわが国 最 大 規 模を誇る総合的な地域開発事業です。 現在の人口は
約５４万人にも達しています。
当社では、今回および本年末までに行われる各種イベントなどを通じて、当社および
東急グループの一大事業である「東急多摩田園都市」の一層の認知度向上を図るとともに、
お客さまに「東急」への理解を深めていただきたいと考えています。
４月、５月に予定されている、「東急多摩田園都市・開発５０周年記念イベント」の
概要は次の通りです。

「東急多摩田園都市・開発５０周年記念イベント」の概要
（１）「東急多摩田園都市・開発５０周年記念電車」の運行
○内

容

開発の歴史、当時の写真など「東急多摩田園都市・開発５０周年」に
関するＰＲポスターのみを掲出した電車（１０両１編成）を期間中、
毎日運行します。

○運行期間

２００３年４月 1 日（火）〜４月１４日（月）

（２）「東急多摩田園都市・開発５０周年記念パスネットカード」の発売
○内

容

①東急多摩田園都市開発初期にデビューし、その丸みを帯びたライト
グリーンの車体から「青ガエル」のニックネームで親しまれた
「旧５０００系」、１９５８年に日本初のステンレスカー として
登場し、その姿から「湯たんぽ」と呼ばれた「５２００系」、田園
都市線の路線カラーであるライトグリーンをデザインに取り入れた
最新型車両「５０００系」、それぞれの写真を使用したパスネット
カードを３枚組み１セットで発売します。
②「東急田園都市線今昔物語」と題し、①で登場した３種類の車両と
１９６７年に発行された「田園都市線溝の口〜長津田間開通１周年
記念」切符の写真を使用したパスネットカードを４回に分けて
シリーズ発売します。

○価

格

○発 売 日

①１セット（３枚組み）

３，０００円

②各回とも１枚

１，０００円

①２００３年４月２６日（土）から
②６月頃（４回のシリーズ発売を予定）

○発売場所

東急線主要駅および定期券うりば

○問合せ先

東急パスネットセンター

ＴＥＬ

０３−３７２０−０７４６

（３）東急バス㈱・協賛企画「東急多摩田園都市・開発５０周年記念バスカード」の発売
○内

容

１９６６年に撮影したこどもの国前を走る旧型バスと、現在の主流
である超低床のノンステップバス、それぞれの写真を使用したバス
カードを２枚組み１セットで発売します。
※バスカードは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の「バス共通
カード取扱車」・「共通カード取扱車」の表示があるバス･都電で
使用できます。

○価

格

１セット（２枚組み）

２，０００円

○発 売 日

２００３年４月２６日（土）から

○発売場所

東急バスの各営業所 および案内所のほか、東急線駅定期券うりば
（一部定期券うりばを除く）および東急ストア（関東の店舗のみ）

○問合せ先

東急バス㈱ 運輸部

ＴＥＬ

０３−５４５８−２０９１

（４）その他のイベント
①「東急多摩田園都市・開発５０周年記念プレゼントキャンペーン」
○内

容

グランベリーモールにお越しいただいた皆さまに、簡単なクイズ・
ア ン ケ ー トに 回 答し て い た だ き、 応募箱 に投 函し て い た だ い た
お客さまの中から抽選で、「グランベリーモールお買い物・ご飲食
割引券（３，０００円相当）」を１０名様に、「東急多摩田園都市・
開発５０周年記念オリジナルパスネットカード」を１００名様に
プレゼントします。

○日

程

２００３年４月１日（火）〜５月５日（月・祝）

○所

在

東京都町田市鶴間３−４−１（田園都市線・南町田駅前）

○問合せ先

東京急行電鉄 都市開発事業部 事業推進部 総括課
（５０周年記念事業担当）

ＴＥＬ

０３−３７０５−６２５１

②多摩田園都市まちづくり館「東急多摩田園都市・開発５０周年記念

沿線の達人・

技を極める展」
○内

容

東急多摩田園都市に暮らす達人の方々の、生け花、竹工芸、野草染
などの展示・販売を行うほか、実演・体験コーナーを設置します。
※入館には通常の入館料（中学生以上１００円、小学生５０円）が
必要となります。

○日

程

２００３年４月２７日（日）〜４月２９日（火・祝）

○所

在

神奈川県横浜市青葉区田奈町７６（田園都市線・田奈駅前）

○問合せ先

多摩田園都市まちづくり館

ＴＥＬ

０４５−９８２−８５５５
以

上

旧５０００系

５２００系

５０００系
東急多摩田園都市・開発５０周年記念パスネットカード（三枚組み）

(参考資料)
東急多摩田園都市５０年の歩み
○1953 年
１.19 「城西南地区開発趣意書」発表
○1956 年
6 月 城西南地区都市計画を多摩川西南新都市計画と
改称
○1959 年
６.30 野川第一土地区画整理事業起工式
○1961 年
６.10 野川第一地区で建て売り公庫住宅 32 戸販売開始
９.１ 武蔵小杉〜野川団地（野川第一地区）間に路線
バス開業
○1962 年
11.１ 「東光ストア（現東急ストア）野川店」開業
○1963 年
10.11 大井町線溝の口〜長津田駅間着工（現鷺沼駅前で
起工式）
、多摩川西南新都市を「多摩田園都市」
と命名し、大井町線を「田園都市線」とする
○1965 年
９.24 田園都市線溝の口〜長津田間の駅名決定
○1966 年
３.26 「ペアシティ計画」発表
４.１ 田園都市線溝の口〜長津田駅間開通、大井町〜鷺
沼駅間４両、鷺沼〜長津田駅間２両編成で運行
○1967 年
４.28 こどもの国線長津田〜こどもの国駅間開通
（運営は東京急行電鉄）
○1968 年
４.１ 田園都市線長津田〜つくし野駅間開業
○1970 年
１.1
東急多摩田園都市の人口が 10 万人を超える

○1972 年
４.１ 田園都市線つくし野〜すずかけ台駅間開通
４.28 第１回東急グリーニング運動「緑のプレゼント」
実施
○1973 年
８.20 「アミニティプラン多摩田園都市」策定
○1976 年
４.１ 東急多摩田園都市の人口が 20 万人を超える
10.15 すずかけ台〜つきみ野駅間開通
○1977 年
４.７ 新玉川線(現田園都市線)渋谷〜二子玉川園駅間
開通
５.25 田園都市線あざみ野駅開業
○1978 年
７.１ 「東急嶮山スポーツガーデン」開業
○1979 年
８.12 田園都市線、新玉川線、営団地下鉄半蔵門線の
３線直通運転開始
９.30 デマンドバス「東急コーチ」鷺沼線、鷺沼駅〜
宮崎台駅間開設
○1980 年
４.1 東急多摩田園都市の人口が 30 万人を超える
○1982 年
10.２ 「たまプラーザ東急ＳＣ」開業
○1983 年
１.22 田園都市線、新玉川線、半蔵門線が 10 両編成の
直通急行運転開始
○1984 年
４.９ つきみ野〜中央林間駅間開通により、田園都市線
二子玉川園〜中央林間駅間全通
10.１ コンサルティング事業プロジェクトチーム
（現不動産活用センター）設置

○1987 年
２.３ 東急多摩田園都市の開発に伴い、横浜市から
「街づくり功労賞」受賞
４.１ 東急多摩田園都市の人口が 40 万人を超える
10.２ 東急ケーブルテレビジョン(現イッツ・コミ
ュニケーションズ)開局
○1988 年
５.30 東急多摩田園都市の開発が「良好な街づくりに
貢献し、多年にわたるその業績は評価に値する」
として、日本建築学会賞受賞
６.20 「多摩田園都市 21 プラン」策定
６.21 東京急行電鉄、建設大臣から「街づくり賞」
受賞
○1989 年
10.26 東急多摩田園都市、
「緑の都市賞」で内閣総理大
臣賞受賞
11.４ 田園都市線の田奈一号踏切道を廃止、踏切ゼロ
に
○1990 年
４.18 「東急アクションプラン 21」策定、
「東急多摩
田園都市の２次開発」が重点項目に
○1993 年
３.18 横浜市営地下鉄３号線新横浜〜あざみ野駅間
開通
４.30 「青葉区民文化センター・フィリアホール」開設
○1994 年
４.29 田奈駅高架下に「多摩田園都市まちづくり館」
開設
７.20 会員制フィットネスクラブ「アトリオあざみ野」
完成
８.25 田園都市線、新玉川線、オール 10 両編成運転
開始
○1997 年
１.11 東急コミュニティー、
「青葉台フォーラム」開業
４.１ 東急多摩田園都市の人口が 50 万人を超える
○1998 年
10.1 たまプラーザ駅〜羽田空港間の直行バス開設

○2000 年
３.29 こどもの国線通勤化に伴い、恩田駅開業
４.21 南町田駅前に「グランベリーモール」開業
○2001 年
１.15 東急沿線の生活サイト「サルース」開設
10.26 「緑のプレゼント」の実績に対し、国土交通大臣
から「都市緑化功労者賞」受賞
○2002 年
３.28 あざみ野駅が急行停車駅に
10.20 コミュニティーＦＭ「ＦＭサルース」開局
以 上

