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フラワータウンの概要（沿革・基本指標）

資料１

三田市 心のふれあう田園文化都市

〇北摂三田フラワータウンは、高度経済成長期の都市部への人口流入といわゆる団塊世代の住宅取得ニーズの受け

皿として、居住環境の整った大規模住宅団地として計画的に開発されました。昭和57年4月にまちびらき式典が
行われたのを皮切りに、順次宅地分譲が進められ、緑豊かで生活関連施設が整備された住宅団地として成長しました。

事業主体 兵庫県

事業期間 昭和48年10月～平成27年3月

入居開始 昭和56年10月

開発面積 約336.9㏊

住区数 ４住区

計画戸数 9,000戸

計画人口 34,000人

JＲ三田駅

JＲ新三田駅

フラワータウン

神戸電鉄フラワータウン駅

【市域図】

【開発区域内の概要（新住宅市街地開発法に基づく）】

【フラワータウンの人口・世帯数・高齢化率】

ピーク時 R2.9時点

人口 24,964人（H15.3） 20,759人

世帯数 8,712世帯（R3.5） 8,682世帯

高齢化率 9.2％（H16.3） 29.0％

【フラワータウンの住宅戸数】

全体 約8,330戸

戸建住宅 約4,070戸

共同住宅 約4,260戸
分譲：約3,490戸
賃貸： 770戸

【広域図】



フラワータウン再生の取り組み

資料２

三田市 心のふれあう田園文化都市

○ 現在まで、三田市では成熟社会における持続可能なまちづくりを目指し、様々な施策を展開してきました。今後も、

その取り組みは継続していきます。

○ 昨年度（令和2年度）、フラワータウンの開発関係事業者、関係機関、行政をメンバーとする「外部検討会」を設立。

センター地区の事業者、開発関係機関等が主体となり、フラワータウン再生の取り組みを先行して推進することの必

要性について確認しました。

【市各部署での施策・取り組み事例】

施策・取り組み 目的

若 者 ま ち
づくり課

✓さんだ移住・定住促進アク
ションプログラムの策定

・若い世代の移住、定住促進

✓住宅市場を活用した空き家
対策モデル事業への応募

・大規模住宅開発団地における空
き家の流通モデルの構築

協働
推進課

✓ふるさと地域交付金制度 ・地域づくりに関する組織の立ち
上げや地域課題を解決する活動
を財政的に支援

✓地域担当制 ・地域コミュニティの活性化等を
図るため各地区に担当職員を配
置し、協力や情報等の提供

都市
政策課

✓マイホーム借上げ制度 ・シニア世帯が所有する住宅を手
放すことなく、子育て世帯等へ
転貸する制度

✓地区計画制度の弾力的運用 ・住民の日常生活を支える店舗併
用住宅の建築に係る特例許可手
続きを簡素化

交 通 ま ち
づくり課

✓高齢者運賃助成事業 ・高齢者の外出機会の増加を図る
ため、バス、鉄道、タクシー運
賃の助成

✓次世代交通手段の開発及び
導入の検討

・次世代技術を活用したスマート
モビリティサービスを推進する
ため、バス事業者と協定

第1回
令和2年9月16日

・協力体制とスケジュールの確認
・現状と課題の情報共有

第2回
令和2年10月23日

・再生に向けた方向性の検討
・再生取組案と役割分担の検討

第3回
令和2年12月24日

・「フラワータウンの再生に向けて」
（外部検討会作成資料）

【令和2年度開催 外部検討会の概要】



フラワータウンと他都市との比較

資料３

三田市 心のふれあう田園文化都市

○ フラワータウンは入居開始から約40年が経過しています。他都市の大規模開発住宅団地においては、入居開始から30

～40年経過後に顕在化した課題（駅前再開発、小学校再編による跡地利用、公営住宅建て替え等）の解決を図るため、

対策を講じています。

◆ニュータウン再生ビジョン（再生方針）策定までの経過比較

S39 S42 S43 S50 S56 S57 H4 H7 H15 H18 H22 H26 H29 R3

交通 入居開始 11年 39年 42年 53年

商業

●公営賃貸住宅の順次建て替え

住宅 17.1% ⇒県営住宅（1ヵ所）建て替え

共同 (分譲) 25.5%

(賃貸) 52.7%

4.8%

交通 入居開始 25年 43年 54年

商業

住宅 27.8%

共同 (分譲) 20.9%

(賃貸) 50.0% ●公営賃貸住宅の順次建て替え及び集約事業（Ｈ23～Ｈ32）

1.4% ●泉ヶ丘駅前再開発（駅前地域活性化ビジョン策定、コミカフェ、イベント開催等）

交通 入居開始 14年 46年

商業

住宅 91.2%

（分譲） 8.7%

●住み替え・移住促進事業の開始

　  ⇒集合住宅建設及び若者向け住宅リフォーム支援

交通 入居開始 13年 32年

商業

住宅 27.8%

共同 (分譲) 20.9%

(賃貸) 50.0%

1.4%

交通 入居開始 22年 40年

商業

住宅 48.9%

共同 (分譲) 41.9%

(賃貸) 9.2%

戸建

フラワータウン

計画人口　34,000人

計画戸数　9,000戸

入居開始　昭和56年
　　　　　(1981年)

その他

泉北ニュータウン
（堺市、和泉市）

計画人口　180,000人

計画戸数　54,000戸

入居開始　昭和42年
　　　　　(1967年)

泉北高速鉄道線（３駅）

南海バス  など

地区センター（３ヵ所）

近隣センター（16ヵ所）

共同
(長屋含)

※当初は戸建のみ、建替により共同住宅建築

(H15）近隣センター（2カ所）

◎人口ピーク

164,587人


（H4）

◎人口ピーク

11,400人

（H7）

神戸電鉄公園都市線（1駅）

神姫バス

地区センター（1カ所）

◎人口ピーク

24,964人

戸建

その他

鉄道駅なし

明舞団地
（神戸市、明石市）

計画人口　34,000人

計画戸数　8,700戸

入居開始　昭和39年
　　　　　(1964年)

JR西日本（1駅）

神姫バス、山陽バス など ◎人口ピーク

センター地区（1ヵ所） 37,477 人

近隣センター（5ヵ所） （S50）

戸建

その他

●学校跡地の利活用
（看護専門学校誘致、人工芝サッカー場整備）

緑が丘ネオポリス
（三木市）

計画人口　12,000人

計画戸数　3,000戸

入居開始　昭和46年
　　　　　(1971年)

神戸電鉄粟生線（1駅）

神姫バス ◎人口ピーク

商店街（1ヵ所） 11,463 人

（S60）

戸建

南花台団地
（河内長野市）

計画人口　12,400人

計画戸数　3,100戸

入居開始　昭和57年
　　　　　(1982年)

※最寄り駅バス5～10分

南海バス

大規模集積地はなし

戸建

千里ニュータウン再生指針

フラワータウン

再生推進協議会

咲っく南花台プロジェクト

SNBOKU New泉北ニュータウン再生指針

【策定時の状況(H21)】

人口 139,417人

世帯 58,915世帯

高齢化率 24.5％(H22)

※ﾋﾟｰｸ時の84.7％

【策定時の状況(R2)】

人口 118,181人

世帯 56,102世

高齢化率 36.2％

※ﾋﾟｰｸ時の71.8％

【事業開始時の状況(H26)】

人口 8,553人

世帯 3,568世帯

高齢化率 27.3％

※ﾋﾟｰｸ時の75.0％

【現状 令和2年9月末】

人口 20,759人

世帯 8,682世帯

高齢化率 29.0％
※人口ﾋﾟｰｸ時の83.2％

明舞団地まちづくり計画計画の見直し明舞団地再生計画

【策定時の状況(H17)】

人口 23,820人

世帯 10,516世帯

高齢化率 29.7％

※ﾋﾟｰｸ時の63.6％

【策定の契機】

◆計画の策定・改訂から概ね10年が経過

◆明舞センター地区再生事業などの整備が概ね完了

◆住民主体のまちづくりを関係団体、事業者、行政

で進めるため、新たな10年に向けた計画を、明舞ま

ちづくり委員会で策定

♦公営賃貸住宅の老朽化

㈳三木市生涯活躍のまち推進機構

【開設時の状況(H29)】

人口 9,146人

世帯 4,149世帯

高齢化率 40.3％

※人口ﾋﾟｰｸ時の79.8％

♦公営賃貸住宅の老朽化

♦戸建住宅における第1世代の固着化

◆少子化により小学校統廃合

♦鉄道駅周辺施設の老朽化

＜参考（H17）＞

⇒県営住宅地域の高齢化率（26～

34％）※ニュータウン全体と比べて高い

＜参考（H17）＞

⇒公営賃貸住宅地区の高齢化率（17.7％）

※ニュータウン全体（16.8％）と比べて

若干高い

＜参考＞

⇒居住者の流動性（住み替え）が低く、高

齢化率の上昇が早い（H20 ⇒ 28.7％）

＜参考＞

⇒戸建等（持家・共同分譲含む）地域の高齢化

率(H28⇒36.1％)

※公的賃貸が多い地域(26％)と比較して高い



フラワータウンの特徴と課題

資料４

三田市 心のふれあう田園文化都市

○ 日常生活に必要な商業・サービス施設などをまちの中心に配置し、公共交通、公共施設（道路、公園等）が整った、

暮らしやすいまちとなるよう計画されています。また、緑豊かな景観を保持しながら、戸建住宅や中高層共同住宅と

いった多様な住宅タイプを有し、ライフスタイル、ライフステージに応じた住宅供給を長年にわたり行ってきました。

大規模住宅団地内に公立博物館があることもフラワータウンの特徴であり魅力の１つです。

○ しかしながら、今後は高齢化・人口減少は避けられません。その時代にあっても、長期的にフラワータウンの魅力を

活かした持続可能なまちづくりのための取り組みが必要となります。

【4つの住区と商業・サービス施設の集積】 【公共交通（鉄道駅とバス停）】 【公共施設（道路、公園）】

【多様な住宅形式と配置】 【FT景観】
【人と自然の博物館】

・センター地区：全住区を対象
・近隣センター地区：２住区を対象

・戸建住宅：約8,330戸

・共同住宅：約4,260戸
（内、賃貸：770戸）

・バス停：17か所

・鉄道駅：1か所

・平成22年11月
「新市街地景観計画」策定

・公園面積：51.47㏊（25㎡／人）
・自転車歩行者専用道路：21.96㎞

・平成4年10月オープン
・自然系公立博物館としては国内最大級



フラワータウンの特徴(1)

資料4-1

三田市 心のふれあう田園文化都市

フラワータウンは、地区計画により住宅地と
商業・業務施設などの用途が混在しない土地利
用を誘導することで、良好な住環境を形成して
います。また、近隣住区論など近代都市計画の
考え方に基づき、小学校区を１つのコミュニ
ティとしてとらえ、ニュータウンを構成する基
礎単位として4つの住区を形成しています。
日常生活に必要となる商業・サービス施設や

公益的施設などは、にぎわいのある快適な空間
の創出を図るため、住区とは隔てたフラワータ
ウンの中心部（センター地区）に集積していま
す。また、住区により近い場所に、2つの住区単
位での利用を目的とした生活利便施設を集積し
た箇所（近隣センター地区）を設けています。
現在、空き区画が生じている場所も見受けら

れますが、商業機能は確保されています。

〇フラワータウンの特徴／４つの住区と商業・サービス施設が集積したまち

神戸電鉄フラワータウン駅



フラワータウンの特徴(2)

資料4-2

三田市 心のふれあう田園文化都市

フラワータウンの開発は住宅需要に対応
して継続的に住宅の供給が進められ、開発
事業期間は41年間、入居開始から開発事業
完了まで33年間にわたりました。
フラワータウンで供給された住宅の構成

を見ると、戸建住宅と共同住宅の割合が全
体戸数の約5割ずつとなっています。共同住
宅には分譲型と公営賃貸型があり、分譲型
の割合が約8割となっています。
フラワータウンは戸建住宅、低層共同住

宅、高層共同住宅といった多様な住宅タイ
プで構成され、分譲（持ち家）率が約9割に
達しています。また、地区計画により用途
が純化され住宅地の環境が良好に保全され
ています。

〇フラワータウンの特徴／多様な住宅タイプを有するまち

神戸電鉄フラワータウン駅



フラワータウンの特徴(3)

資料4-3

三田市 心のふれあう田園文化都市

〇フラワータウンの特徴／公共交通が整備されたまち

フラワータウンの中心部には、神戸電鉄フラ
ワータウン駅が整備されており、JR三田駅から
大阪方面、また、神戸方面への鉄道による交通
手段が整備されています。
また、その駅からフラワータウン内の環状道

路を経由し、JR三田駅、JR新三田駅へのバス路
線網が構築されているとともに、神戸三宮、大
阪梅田、新大阪、大阪国際空港（伊丹空港）、
神戸三田プレミアムアウトレット、東京渋谷・
新宿への中長距離バス路線の最寄り駅になって
います。このため、フラワータウンの公共交通
は高い利便性が確保されています。

神戸電鉄フラワータウン駅



フラワータウンの特徴(4)

資料4-4

三田市 心のふれあう田園文化都市

〇フラワータウンの特徴／景観に優れたまち

三田市は良好な景観の形成を図るため、平成
21年2月に景観法に基づく景観行政団体となり
ました。これにより、フラワータウンを含む
ニュータウン地区をはじめとした市内の大規模
住宅団地等を対象とした「新市街地景観計画」
が平成22年11月に策定されました。
この景観計画では、建築物等の色彩や敷地の

緑化に基準を設けるとともに、垣・柵の構造に
制限を課しており、住宅地としてふさわしい緑
豊かで調和のとれた街並みが形成、維持されて
います。

神戸電鉄フラワータウン駅



フラワータウンの特徴(5)

資料4-5

三田市 心のふれあう田園文化都市

〇フラワータウンの特徴／公共施設（道路、公園等）が整備されたまち

フラワータウンは、道路、公園等の公共施設
が高水準に整備されています。住区内は通過交
通を排除し、フラワータウン内の主要道路には
歩道が整備され、自転車・歩行者専用道路の
ネットワークがまち全体に整備されており、学
校、公園、鉄道駅などへは安全に徒歩でアクセ
スが可能となるように計画されています。
また、フラワータウンには、住区にある児童

公園から広大な面積を有する深田公園のような
総合公園まで多種多様な公園が計画的に配置さ
れており、住宅地の潤いを提供し、住民の憩い
の場として使用されています。大規模開発住宅
団地として計画的に配置された道路、公園の整
備状況は潤沢で豊富と言えます。

神戸電鉄フラワータウン駅



フラワータウンの特徴(6)

資料4-6

三田市 心のふれあう田園文化都市

〇フラワータウンの特徴／人と自然の博物館があるまち

兵庫県立人と自然の博物館は、「人と自然の
共生」をテーマとした自然系博物館で、平成4年
10月にフラワータウン内においてオープンしま
した。国内の公立博物館としては最大級で、市
内外を問わず年間を通じて多くの人が訪れる施
設です。
博物館の研究員の多くは兵庫県立大学 自

然・環境科学研究所の教員を兼務し、研究活動
をベースに、資料の収集や展示をする一方、セ
ミナーなどの生涯学習を企画実施しており、地
域の方との交流を広げ深める活動を展開してい
ます。
令和4年秋には新収蔵庫（コレクショナリウ

ム）のオープンを予定しており、周辺施設とと
もにフラワータウン再生に向けた活動に取り組
む予定です。

神戸電鉄フラワータウン駅


