
                           平成 27（2015）年２月 12日 

                                  

独立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市機構）東日本賃貸住宅本部は、「無印良品」を展開する 

株式会社良品計画の企画・運営により、イベント「DANCHI Caravan」（以下、DANCHI Caravan）を

東京都町田市の町田
ま ち だ

山崎
やまさき

団地にて、平成 27 年２月 28 日（土）～３月１日（日）の２日間にわた

って開催致します。 

 DANCHI Caravanは、団地敷地内でのキャンプやワークショップを通じて、いつ起こるかわから

ない災害に備える知識や心構えを楽しく身につけることができる参加型のイベントです。また、

少子高齢化、核家族化等により地域のコミュニティが希薄になったと言われる中で、DANCHI 

Caravan を通じ多世代が交流することで、災害時などに助け合いのできる地域のコミュニティが

深まることを期待しています。 

つきましては、DANCHI Caravan初日にイベントの様子をご案内させて頂きます。お忙しいとこ

ろ恐縮ではございますが、是非現地まで足をお運び頂きますようお願い申し上げます。 

 

「団地 deキャンプ」イメージ 

～団地 deキャンプ＆防災ワークショップ～ 

「ＤＡＮＣＨＩ Ｃａｒａｖａｎ」 

団地の豊かな屋外広場で無印良品とイベントを開催！！ 

お問い合わせは下記へお願いします。 

 ●ＵＲ都市機構 東日本賃貸住宅本部  

  総務部 総務・法務チーム 広報担当     冨松 （電話）０３－５３２３－２５５５ 

「DANCHI Caravan」事務局         須田・菊池（電話）０３－５３２３－２７５３ 

（ストック事業推進部 東京北・城北地区再生チーム内）  

東日本賃貸住宅本部 

 



１ イベント「DANCHI Caravan」の概要  

(1) 場所   町田山崎団地（東京都町田市山崎町 2130） 

(2) 日時   平成 27年２月 28日（土）11時 00分～22時 00分（予定） 

     平成 27年３月 1日（日）11時 00分～16時 00分（予定） 

(3) 当日の企画内容  別紙２のとおり 

(4) 当日の予定 

 

２  イベント「DANCHI Caravan」見学会のご案内 

 DANCHI Caravan初日となる２月 28日（土）13：30から、見学会を開催致します。 

ご参加いただける場合はお手数ですが、別紙１「DANCHI Caravan見学参加申込書」

をご記入のうえ、２月 25 日（水）までに申込書記載の FAX番号へ直接お申込みいた

だきますようお願い申し上げます。 

 なお当日は、13：30までに町田山崎団地内第２集会所までお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

３  DANCHI Caravan特設サイト 

http://www.ur-net.go.jp/o-ldk/ 

 

関連リンク 

無印良品防災プロジェクト「いつものもしも」 

http://www.muji.net/lab/project/prevention/ 

見学会ご案内時間帯 

２月 28日（土）見学会スケジュール 

13：30  町田山崎団地第２集会所集合・概要説明 

13：45  「団地 deキャンプ」ご案内 

14：15  「いつものもしも」ＷＳブースご案内 

  （ＷＳブースはご自由に取材いただき、適宜解散とさせて頂きます。） 

当日緊急連絡先：090-3291-4216（DANCHI Caravan 事務局） 

http://www.ur-net.go.jp/o-ldk/
http://www.muji.net/lab/project/prevention/


別紙１ 

【東京 ＦＡＸ】０３－５３２３－２９３５（DANCHI Caravan事務局宛） 

【DANCHI Caravan見学参加申込書】 

 

貴社名                  貴社媒体名                              

 

ご芳名                  お電話番号                            

 

ご来場人数           名（スチール：   台 ／ ムービー：   台）  

 

通信欄（お車でのご来場希望等）                           

【案内図】 

 

 

  

小田急小田原線・JR横浜線「町田」駅  

バス 15分（バス乗り場④⑤） 

JR横浜線「古淵」駅バス 10分 

いずれも「山崎団地センター」下車 

  

２月 28日（土） 

13：30までに第２集会所受付までお越

し下さい。 



別紙２ 

【企画内容】 

１．防災ワークショップ「いつものもしも」（雨天決行） 

普段使いのものを緊急時に役立たせる知識をブース形式で楽しく学べるワ―クシ 

ョップです。 

●主催    ＵＲ都市機構 

●企画/運営 無印良品（株式会社良品計画） 

●運営協力  コールマンジャパン株式会社   

町田山崎団地自治会・自主防災会 

         桜美林大学 株式会社ジェイコムイースト町田・川崎局  

株式会社エフエムさがみ 

  

＜開催時間 各日 11：00～16：00＞ 

① 食事の時の節水の方法 

② お湯を沸かして温かいものを食べる 

③ 乾物サラダレシピ 

④ 節水して歯を磨く 

⑤ もしもの時のトイレ 

⑥ 身の回り品を使った防寒の技 

⑦ たき火・火おこし体験 

⑧ 「いつものもしも」収納術展示 

 

 

※プログラム毎にブースを分けて、１回 10分程度で行います。 

※ワークショッププログラムは変更になる可能性があります。 

 

 

２．「団地 de キャンプ」（雨天決行） 

緊急時等、屋外で過ごすことになった場合を想定したプログラムです。  

●主催    ＵＲ都市機構 

●企画/運営 無印良品（株式会社良品計画） 

●運営協力  コールマンジャパン株式会社  町田山崎団地自治会・自主防災会 

         桜美林大学 



 

（団地 deキャンプ イメージ） 

 

 

スケジュール 

＜２月 28日（土）＞ 

13：00  集合・オリエンテーション 

13：30  テント設営 

15：00  キャンプ道具の説明（防災的視点も含む） 

17：00  夕食つくり開始 

18：00  夕食開始 

20：00  たき火タイム 

22：00  就寝 

＜３月１日（日）＞ 

7：30  起床・朝食 

9：00  テント撤収 

10：00  終了・解散 

 ※参加人数（予定）：30～40名（テント 10張分） 

 

※ただし、参加は町田山崎団地居住者及びその親族に限ります。 

 

３．陸前高田グッズ販売など 

●運営 町田山崎団地自治会・自主防災会  

 

４．復興支援への取組展示など 

●運営 ＵＲ都市機構 

  



（別添１）町田山崎団地におけるコミュニティ活性化に関する取組みについて 

１ 取組みのご紹介 ※詳細は下記のサイトにてご覧下さい。 

① ポールウォーキング講演会・実践教室：生涯にわたり、健やかで幸せに暮らせるＵＲ賃

貸住宅の実現に向け、東京都健康長寿医療センター研究所・青栁先生による「病気にな

らない歩き方」講演会と一般社団法人日本ポールウォーキング協会による実践教室を定

期的に開催しております。 

          

② ヤギ除草：団地内の都市計画道路用地の空き地にて、ＣＯ２削減やコミュニティ活性化

を目的としてヤギ４頭による除草を行いました。 

          

③ 桜美林大学との連携による「団地活性化プロジェクト」：平成 25年度からの６年計画

で団地を活性化したいという学生の提案で、団地の「コミュニティ再生」をテーマに「こ

ども会」の復活を最終目標として、大学・自治会・ＵＲの３者によるプロジェクトとし

て始動しました。 

 

④“米ニケ―ション”を生む水田：平成 25年５月、コミュニティの再生といった観点から、

団地内の都市計画道路用地の空き地にて、周辺の農家の方の協力をいただきながら団

地に水田が誕生しました。 

 
 



※町田エリア特集サイト 

http://www.ur-net.go.jp/akiya/tokyo/machida/index.html 

※町田山崎団地コミュニティ活動特集サイト 

http://www.ur-net.go.jp/urbandesign/community/machidayamazaki/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ur-net.go.jp/akiya/tokyo/machida/index.html
http://www.ur-net.go.jp/urbandesign/community/machidayamazaki/index.html


（別添２）「ＭＵＪＩ×ＵＲ団地リノベーションプロジェクト」について 

 

１ プロジェクトのご紹介 

日本の暮らしのスタンダードを追求してきたＵＲ都市機構と、株式会社良品計画の子会

社であり、愛着を持って永く使える「暮らしの器」としての家を提供する株式会社ＭＵＪ

Ｉ ＨＯＵＳＥとが連携し、現代の多様化した日本の暮らしに新たな賃貸リノベーションの

スタンダードを発信すべく、平成 24 年６月に「ＭＵＪＩ×ＵＲ 団地リノベーションプロ

ジェクト」を立ち上げました。 

このプロジェクトは、ＷＥＢ上で展開するコラムなどを通したお客様とのコミュニケー

ションを踏まえ、団地の持つよき歴史を生かしつつ、これからも多くの方に長く心地よく

住みつないでいただけるよう、「こわしすぎず、つくりすぎない」というコンセプトで、リ

ノベーションに取組んでいるプロジェクトです。 

 

◆「ＭＵＪＩ×ＵＲ団地リノベーションプロジェクト」サイト 

ＵＲ都市機構  http://www.ur-net.go.jp/muji/ 

無印良品の家   http://www.muji.net/ie/mujiur/ 

 

２ 実施団地について 

 平成 26年度現在、首都圏では６団地（全国 14団地）で展開中です。 

 

「ＭＵＪＩ×ＵＲ団地リノベーションプロジェクト」実施団地一覧（首都圏） 

 

取組み 

年度 
団地名 所在 

管理 

開始 

年度 

管理 

戸数 

首
都
圏 

Ｈ25 高島平 （東京都板橋区） Ｓ47 8,287戸 

Ｈ26 

 

品川八潮パークタウン 

潮路南第一ハイツ 
（東京都品川区） Ｓ58 530戸 

国立富士見台 （東京都国立市） Ｓ40 2,050戸 

真砂第一 （千葉県千葉市美浜区） Ｓ49 2,044戸 

真砂第二 （千葉県千葉市美浜区） Ｓ50 548戸 

武里 （埼玉県春日部市） Ｓ41 5,331戸 

 

http://www.ur-net.go.jp/muji/
http://www.muji.net/ie/mujiur/

