


名称	 千里グリーンヒルズ東町	101･102･103
所在地	 大阪府豊中市新千里東町二丁目7番
交通	 北大阪急行·大阪モノレール「千里中央駅徒歩8分」
地域·地区	 第1種中高層住居専用地域(200/60)、第2種高度地区
	 豊中市千里ニュータウン地区住環境保全に関する基本指針
建物種別	 UR賃貸住宅(380戸、1DK～3LDK)
敷地面積	 12,738㎡(I期全体	33,327㎡)
建築面積	 3,945.17㎡(建ぺい率37％)
延床面積	 18,755.11㎡(容積対象面積15,303.67㎡)(容積率145％)
構造·階数	 鉄筋コンクリート造･12階建(2棟)、8階建(1棟)
建物最高高	 36.27m
駐輪台数	 570台(内屋根付き390台)(設置率150％)
駐車台数	 96台(自走式88台、平面式8台)　
付属棟	 電気室·ごみ置場·駐輪場13棟
事業手法	 建替型
事業経緯	 1971年1月～1971年9月		日本住宅公団	新千里東町団地(全30棟、1,522戸)入居開始
	 2017年4月　I期先工区建替のため、解体工事着手
	 2020年10月　I期先工区住宅建設工事完成(380戸)戻り入居開始

事業概要

全体設計基本コンセプト

※コンセプトは基本設計時のものである

EE-Project
Elaborate、成熟した街の一部を再び、精巧に磨き上げながら全体を輝かせる街づくり。
East、千里中央のすぐ東に隣接しつつ陽光と緑に恵まれた立地をいかし
Ever、これまでもこれからも
Evolve、先進性、洗練さを受け継ぎ、進化をつづけ
Expect、住まう人、訪れる人の期待に応え
Environ、緑や建物が人を柔らかく包み込む、個性的な街並み。
たくさんの“E”を携えた新千里東町。

コンセプト実現に向けての考え方

①	恵まれた立地特性をいかした他にはない市場価値の高い
住環境を創出する。

②	将来にわたりクオリティ・オブ・リビングを創造し続ける仕組み
を導入する。

基本方針
①	周辺の公共機関や継続管理地域と調和する一体的で明快な
空間構成。

②	豊富な周辺資源と連続する多様性豊かな住宅地空間。
③	他にはない市場価値の高い住宅タイプの供給。
④	公園の中で暮らすような親自然型のライフスタイルの提供。
⑤	将来の社会状況の変化に対応しやすい可変性の確保。

計画概要

配置図

付近見取図
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丘に人々が住み始め、
役割を終えた「物」は退場し、
新たな「物」が街にもうひとつの襞

ひ だ

を重ねる。

全体計画
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（1）街の骨格と場所の個性をつくり一体的で明快な空間構成とする
①		継続管理区域を含めた団地全体の明快な骨格軸をつくる。
②		回遊性の高い歩行者動線ネットワークを形成し、場所の個性
をつくる。

③		中高層ミックスの緩やかな囲み配置により、継続管理区域との
調和を図る。

(2)場所の特性に応じた多様性豊かな住宅地空間を形成する
①	分かりやすい団地のエントランス空間をつくる。
②	団地を象徴するシンボル空間をつくる。
③	場所の特性に応じた多様性豊かな通りをつくる。

(3)多様で質の高い屋外空間をつくる
①	賑わいのあるコミュニティ形成の場をつくる。
②	心地よい風が吹き抜ける日当たりのよい快適な屋外空間をつくる。

(4)利便性と安全性の高い快適な住空間をつくる
①	安全で利便性の高い歩行者空間をつくる。
②	車両交通量を分散し、緊急車両のアクセスを強化する。
③	入居者の利便性を高める細やかな配慮を行う。
④	自然な防犯性を高める。
⑤	優れた日照·眺望を享受できる住棟配置とする。

一体的で明快な空間構成

周辺の公共空間とネットワークする多様な屋外空間

従前団地の配置図

従前団地のパース

全体計画 1.建物配置計画 ※コンセプトは基本設計時のものである
中庭の中心に東西南北に正対する住棟配置

骨格軸を構成するメイン歩行者動線に面するエントランス
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南に視界が開ける日当たりのよい住棟中庭に東から入る

中庭を北東から望む

全体計画全体計画 0908



丘陵のかつての場所の経験に新たな役割を与え、
さらに空間は豊かになってゆく。

屋外計画
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整備コンセプト
豊かな緑の創出と先進的なライフスタイルに対応した、新千里東町の新しい暮らしを創出

•	継承する緑と育む緑·呼吸し合う緑と人や生き物にやさしい緑の創出。
•	空間のヒエラルキーに応じた、多様なコミュニティ空間とくつろぎの場の提供と価値の向上。
•	多様な次世代が暮らしてみたいと感じる、魅力ある新たな新千里東町ブランドの確立。

エントランスゲート越しの中庭

整然と並んだ住棟を、この中庭がやさしい空気に変えている

全体計画 2. 屋外計画 ※コンセプトは基本設計時のものである
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何を消し、何を見せるかが光の命。
夜のとばりの中に現れる風景はどこまでもシンプル。

照明計画
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Green  Lighting  
−グリーンライティング−
生活の中で健康を助ける樹木
や森·林のように光環境で夜の
生活もサポートすること。
そして、省エネルギーを連想
できるキーワード。

明快で強い表情をつくっている夜のメイン歩行者動線

遊具の色彩がこの団地の核のひとつをつくっている

全体計画 3.照明計画 ※コンセプトは基本設計時のものである

照明計画概念図
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色彩計画コンセプト　周辺の豊かな自然環境と調和し、先進的でグレード感の高い景観をつくる
•	空や緑を映すガラスや、空に溶け込む色彩（白·灰）を採用し、空や公園の緑に調和する景観をつくる。
•	ガラスの素材感や色彩、フラットルーフのシャープなデザインにより先進性を表現する。
•	メイン歩行者動線に面する低層部は、素材感のある外装材や細かいディテールを使用することで、高品質感やグレード感を創出する。

②色彩基準
　•	屋根：明度6以下、彩度4以下を基本とする
　　ただし、良好な景観を形成していく上で、より有効と考えられる場合は次の範囲とする
　　「有彩色(R、YR、Y、GY、G、BG、B、PB、P、RP）は明度8以下、彩度6以下、無彩色(N）は明度8以下」

　•	外壁：明度6以上8以下、彩度1.5以下を基本とする
　　ただし、良好な景観を形成していく上で、より有効と考えられる場合は次の範囲とする
　　「有彩色(R、YR、Y、GY、G、BG、B、PB、P、RP）は明度4以上9以下、彩度4以下、無彩色(N）は明度6以上9.5以下」

※見付面積の10分の1未満の範囲で使用される部分の色彩は、この限りではない。

豊中市景観法届出基準

①届出対象→「届出対象に該当する」
　•	高さ10ｍを超えるもの
　•	建築面積が1,000㎡を超えるもの
　•	上記に該当する新築、増築、改築または移転

色彩構成の理論が見事に実践されている

低層部のタイルの質感と塗り分けられた妻壁等が、都市的な表情をつくっている

色彩計画コンセプト図

全体計画 4. 色彩計画 ※コンセプトは基本設計時のものである
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（1）新千里東町団地を象徴するマークを制定し、街のアイデンティティを創出する
•	新千里東町団地の住宅地空間をマーク化し、建築ファサードや屋外の塗装、サイン計画に展開することで、街のアイデンティティを創出する。
•	囲み配置のグルーピングや住棟ごとにテーマカラーを設定し、各単位でのアイデンティティを創出する。

(2)先進的でグレード感の高い景観と調和する洗練されたサインデザイン
•	人の目線に近い部分のサインには、建物の外装材(レンガ等)と調和する色彩や素材(アイアンワーク等)を採用することで、グレード感					
		の高い洗練されたサインデザインとする。

(3)誰もが分かりやすいユニバーサルデザイン
•	継続管理区域を含めた団地全体の動線計画の再構築と合わせて、入居者や来訪者が分かりやすい位置に的確な内容のサインを設置する。
•	建築やランドスケープ、照明計画と連携した視認性の高いサインデザインとする。

千里ニュータウンのUR賃貸住宅のブランディング計画

（1）千里ニュータウン豊中市域 
•	新千里東町、新千里西町、新千里北町とすべての団地に「新千里」を付している。

（2）千里ニュータウン吹田市域
•	津雲台、竹見台、高野台、桃山台、青山台とすべて「台」を付している。

（3）これら２つの市域の団地を「丘の上につくられた緑豊かな」団地のイメージを基にどちらも「千里グリーンヒルズ」と改めている
•	例えば、グリーンヒルズ東町、グリーンヒルズ竹見台とグリーンヒルズを用い、千里ニュータウン内の団地を名称とロゴマーク等で統一して
		URの全団地のブランディングを行っている。

デザインアプローチ
•	公団時代からの歴史や価値を継承する
		ため、千里NTのUR団地において共通で
		使われている住棟番号の「C」を意識した
		デザインを検討する。

ロゴデザインの統一
•	既存住棟番号の「C」の形をイメージした			
		シンプルなフレームデザインを各団地共通		
		で採用。
•	フレーム内は、各団地でオリジナルロゴ		
		（マーク、書体等）を検討し、団地ごとの
		個性を表現している。

デザイン案

全体計画 5. サイン計画 ※コンセプトは基本設計時のものである

＜マークの考え方＞		

＜フォントデザイン＞		

消防車進入ルート表示

住棟番号表示

千里ニュータウン内UR団地のロゴマークをマンホールの蓋等に用いブランディングを図っている

消防活動空地表示

集会所表示

住棟案内表示

住戸案内表示
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全体から部分まで種々のコンセプトを掲げ組み立てて、
その中から立ち現れた誠実な建築の形。

住棟計画
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建築ファサードデザインの考え方
•	新千里東町のアイデンティティを創出するシンボリックで特徴的な景観をつくる。	
•	周辺の豊かな自然環境と調和し、先進的でグレード感の高い景観をつくる。
•	継続管理区域と調和する景観をつくる。

エメラルドグリーン、ライトレッド、ブルーグレーとホワイトの分節のバランスが住棟空間の魅力をつくっている

住棟のコーナー部分を景観構成の核のひとつに位置づけている

住棟計画 1. 住棟空間計画 ※コンセプトは基本設計時のものである
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エントランス設計コンセプト
•	レンガとフレームデザインにより、住棟のエントランスとして相応しい品格のある門構えをつくる。
•	102号棟と103号棟のエントランスをつなげ、視認性が高く品格のあるゲート空間をつくる。

101号棟のメインエントランス

101号棟のサブエントランス

102号棟エントランス北から南に向かって

103号棟エントランスのメールBOX

102号棟エントランス南から北に向かって

住棟計画 2. エントランス ※コンセプトは基本設計時のものである

エントランス平面コンセプト図

エントランス断面コンセプト図
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敷地の高低差から生
まれたドライエリア
に植栽を行い、負の
イメージの空間を魅
力に満ちた移動空間
に転換している。

高密度な団地の余剰地に緑を設え、空間に潤いが生まれている

ドライエリアを坪庭的に設えて、豊かな空間をつくっている

外部階段

住棟計画 3. 廊下·階段·中庭 ※コンセプトは基本設計時のものである
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明るい談話コーナー

2つの集会室が一体活用できる空間構成になっている

集会所平面コンセプト図舗装と建物外壁仕上げの材料（レンガ等）を揃え、一体的にデザインした
特徴のあるコミュニティ軸	

緩やかな法面で構成された親自然的な中央広場	

2層3段の立体駐車場 立体駐車場の最上階

豊中方式によるドラム式ごみ収集装置 ラック式駐輪場

住棟計画 4. 集会所·付属棟 ※コンセプトは基本設計時のものである
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令和の生活文化を読み込んで、
空間を設え、一人ひとりが輝けるステージを創る。

住戸計画
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洋室

バルコニー

玄関 シューズインクローゼット

ダイニング・キッチン

玄関

物入

洗面所

1住戸わずか945㎜幅で水廻りを納める
間口3,600㎜の住戸で、洋室、DK共、間口2,670㎜の間取りを
つくり、洋室と一体使いすれば10.56畳の広い主室になる標準
プラン。

無駄のないゆとりの1DK住宅
洗面所、トイレ、浴室を一室にまとめ、廊下のない間取りが
生まれ、洋室とDKを一体で使えば、11.99畳の大きな居住
空間が生まれるゆとり重視の間取り。

1DK / 30.48㎡
A-2タイプ

1DK / 33.36㎡
B-5タイプ

床材/コンフォートアイボリー 床材/グレイッシュモダン

UB1216
洗面化粧台W=600
キッチンL=1,800

UB1216
洗面カウンター＋洗面ボウル
キッチンL=1,800

床材は木製建具と
調和する色から選ぶ

床材は木製建具と
調和する色から選ぶ

34 35住戸計画 住戸計画



ダイニング·キッチン

専用ポーチ

ウォークインクローゼット 洗面所

和室

物入

洋室(1)

洗面所洋室と一体使いの広いリビング
物入たっぷりの個室重視の標準型住戸。洋室(1)を開放し、
DKと一体使用すればゆとりの1LDKに早がわり。

生活がゆとりで満ちた妻住戸
広 と々した専用ポーチ、廊下のないLDK、ゆとりの主寝室、
対面キッチンのLDK、バルコニー側の大開口サッシと、明るい
3面採光の妻住戸。

2DK / 43.85㎡
C-3タイプ

1LDK / 43.83㎡
C-7和タイプ

床材/コンフォートアイボリー

UB1216
洗面カウンター＋洗面ボウル
キッチンL=1,800

UB1216
洗面カウンター＋洗面ボウル
キッチンL=1,800

床材/コンフォートアイボリー

床材は木製建具と
調和する色から選ぶ

床材は木製建具と
調和する色から選ぶ
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リビング·ダイニング·キッチン

洋室(3)

洗面所 洋室(2)

リビング·ダイニング·キッチン

キッチン

洋室(1)

キッチン

開口たっぷりの明るい住戸
明快に個室と公室を分けた間取り。個室、公室共バランス
よく各々を重視した大型標準タイプ。リビングも洋室(1)も
間口3,600㎜の明るく開放的な住戸。

多様なライフスタイルが可能な間取り
主採光面3室配置の間取りの中央の洋室(3)を開放すれば、
17.3畳の大空間。居住者の好みによって自由に変化可能な
ゆとりの2LDKにも。

2LDK / 60.62㎡
E-1タイプ

3LDK / 63.94㎡
E-4タイプ

床材/クラシックブラウン

UB1416
洗面化粧台W=900
キッチンL=1,800

UB1418
洗面化粧台W=900
キッチンL=1,800

床材/コンフォートアイボリー

床材は木製建具と
調和する色から選ぶ

床材は木製建具と
調和する色から選ぶ
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※図面中に記載されている赤文字は隣接する住戸プラン名を示す
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