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1.1.1 背景

北摂三田フラワータウンは、高度経済成長期の住宅需要に応えるため、大規模な計

画的市街地として整備され、昭和57年のまちびらきから令和4年で40年が経過し、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てきました。

現在、フラワータウンでは、社会環境の変化とともに人口の減少、少子・高齢化の

進展、住宅や施設の老朽化など、様々な問題が顕在化しつつあります。

これらの問題は、一般的な市街地にも共通することですが、一定期間に大量の入

居、人口増加がなされたニュータウンではより明確に、また急速に現れてくることが

想定されます。

今後ともフラワータウンを魅力あるまちとして維持・向上し、多様な世代が快適に

住み続けることができる持続可能なまちづくりを図るため、効果的な対策を今から講

じておく必要があります。
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ビジョン策定の背景と目的1.1

第１章 三田市フラワータウン再生ビジョンの位置づけ

【昭和52年 造成工事中写真】

【令和2年 空中写真】

【昭和44年 空中写真】

【昭和57年 まちびらき式典 写真】



計画期間：令和４年から令和13年まで

本ビジョンの計画期間は、令和４年から令和13年の10年間とします。

ただし、社会情勢の変化や国の制度改正等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行

います。
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計画の期間1.２

1.1.2 目的

本ビジョンは、フラワータウンが将来にわたって活力を維持し、持続化できるまち

を目指すため、21世紀中葉のまちの姿や住民の暮らしを想定し中長期的な課題につい

て、まちづくりを担う様々な主体（住民・自治会、まちづくり協議会、交通・民間事

業者、ひとはく、公的機関等）の間で共有するとともに、フラワータウン再生の実現

に向けた今後10年間のまちづくりの方針や取り組みの方向性など、基本的な考え方を

取りまとめます。

また、本ビジョンを契機として、まちづくりを様々な主体が協働し、地域のまちづ

くりに参画する機運の醸成を図るとともに、市ではこれらを踏まえ、各種個別計画

（都市計画、公共交通、空き家対策、移住・定住施策・学校再編等）の策定・見直し

に反映し、フラワータウン再生に向けた取り組みを推進します。

（フラワータウン・リボーンプロジェクト）Flower Town Reborn Project

フラワータウン再生ビジョンの策定及びビジョンに基づく再生に向けた一連の取り組みの名称

Ft Regeneration Vision

目指すべき姿
(FTの将来像）

積上思考
（ForeCasting）

逆算思考
（BackCasting）

現状

2050年頃
顕在化する課題
（社会・環境課題）

・まちづくりの方針
・取組の方向性・ロードマップなど

フラワータウン再生ビジョンの策定

⦿地域による地域づくりの計画・実践

⦿各事業者によるFT再生関連事業の計画・実践

⦿新たな主体によるFT再生関連事業の計画・実践

✓市は各種個別計画の策定

・見直しに反映

✓フラワータウン再生に向け

た取り組みを推進

フィードバック
（PDCA）

Flower Town Reborn Project

※本ビジョンにおける「まちづくり」
は、日常生活に係る空間づくり

（ハード）とそれに関係する人づくり
や仕組みづくり（ソフト）を対象



再生に向けた
取り組みの展開

本ビジョンは、「第５次三田市総合計画」を上位計画とし、今後10年間でフラワータウ

ンの再生に向けて展開する上で、必要な事業や取組を行うための指針となるものであり、

計画的に推進するためのビジョンとして位置付けられるものです。

また、「都市計画マスタープラン」や「三田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」等の

本市の関連計画等との整合を図り策定するものです。
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上位計画及び関連計画1.３

三田市総合計画

（上位計画）

三田市フラワータウン
再生ビジョン

フラワータウンの再生

〈関連計画〉
〇都市計画マスタープラン
〇まち・ひと・しごと創生
総合戦略

〇住宅基本計画
〇地域公共交通網形成計画
〇移住・定住促進アクション
プログラム
〇第２次健康さんだ２１計画

Flower Town Reborn Project

Ft Regeneration Vision
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ビジョン策定の考え方1.4

■人口減少・高齢化の時系列推移を詳細に分析し、予想される課題と時間軸を意識し
た持続可能なまちづくりに向けた方策を検討します。

■将来に備えたフラワータウンの価値を維持・向上できる仕組みづくりについて検討
します。

人口動態

道路・公園

空き家

コミュニティー

価
値

価
値

価値の向上

価
値

価
値

地域への愛着

価
値

価
値

価値の発信

価
値

価
値

価
値

価
値

人・価値の参集

価
値

価
値

価値の
創出・再発見

現在まで培ってきたフラワータウンの特徴を活かした新たな魅力を創出することによ

り、今後予想される人口減少・高齢化社会においても、持続発展が可能となるまちづ

くりを目指さなければなりません。

本ビジョンの策定にあたっては、人口減少・高齢化の時系列推移を分析し予想される

課題を抽出するとともに、将来に備え、フラワータウンの価値を維持・向上できる仕

組みづくりについて検討します。

考え方➊

考え方❷

Ft Regeneration Vision



フラワータウンを取り巻く現状2.1

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。

2.1.1 フラワータウンの概要

5

第２章 フラワータウンの現状と課題

JＲ三田駅

JＲ新三田駅

フラワータウン

神鉄フラワータウン駅

【市域図】【広域図】

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336.9ha

住 区 数 4住区

計画戸数 9,000戸

計画人口 34,000人

ピーク時
令和 2年
9月時点

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％

【開発区域内の概要（新住宅市街地開発法）】 【フラワータウンの人口・世帯数・高齢化率】

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

【フラワータウンの住宅戸数（R2.9時点）】

道路、公園、上下水道などの都市施設
は、この計画戸数・人口で計画・整備
されました。人口減少下では、都市施
設の規模の過剰化や維持管理コストの
増大が課題となります。



2.1.2 人口の推移

〇人口と世帯数

フラワータウンの人口は、平成15年をピークに減少に転じ、令和3年3月にはピーク時

から4,353人減少して20,611人となっています。総数（三田市全体）では、平成25年を

ピークに減少に転じており、人口は減少傾向にあります。

また、フラワータウンの世帯数は、平成2年から平成7年にかけて大きく増加し、その

後もゆるやかに増加を続けています。総数（三田市全体）も増加しており、令和3年3月

現在がフラワータウン、総数ともピークとなっています。
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資料：三田市

資料：三田市

人口の推移（人）

ピークから約4,300人以上が減少！

世帯数の推移（世帯）

世帯数は微増傾向！

昭和 平成 令和



〇フラワータウンの住区別人口と世帯数の推移

フラワータウンの住区別人口は、「狭間が丘」が最も多く、次いで「武庫が丘」、

「富士が丘」、「弥生が丘」となっています。全ての住区で減少しており、ピーク時か

ら令和3年3月現在での減少率は、9％から27％となっています。

また、世帯数を見ると、人口流入と共に一時期に増加していますが、その後は緩やか

な増加または横ばい傾向となっています。
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資料：三田市

資料：三田市

フラワータウン住区別人口の推移（人）

➤武庫が丘 ：増
➤狭間が丘 ：急増
➤弥生が丘 ：急増
➤富士が丘 ：急増

→ 減少（▲19％）
→ ピーク → 減少（▲25％）
→ 減少（▲27％）
→ ピーク → 減少（▲9％）

→ ピーク
→ 横ばい
→ ピーク
→ 緩増

フラワータウン住区別世帯数の推移（人）

➤武庫が丘 ：増
➤狭間が丘 ：急増
➤弥生が丘 ：急増
➤富士が丘 ：急増

→ 横ばい
→ 横ばい

→ 微増

→ 微増
→ 微増
→ 横ばい
→ 増



〇小学校児童数の推移
人口流入に伴い小学校の児童数も増加し、平成7年にフラワータウン全体で児童数が

ピークとなり、その後、減少傾向が続いています。

〇中学校生徒数の推移
中学校の生徒数は、小学校より遅れて平成13年にピークとなり、その後減少傾向が続

いています。
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資料：三田市

フラワータウン小学校 児童数の推移（人）

資料：三田市

フラワータウン中学校 生徒数の推移（人）

※武庫小学校には下深田区の一部の児童数を含む。
※富士小学校には池尻区、上深田区の児童数を含む。
※特別支援学級を含む児童数・クラス数を記載しています。

※狭間中学校は武庫小学校区と狭間小学校区
※富士中学校は富士小学校区と弥生小学校区
※特別支援学級を含む生徒数・クラス数を記載しています。

令和3年5月現在
（ ）：うち特別支援学級

武庫小学校：553人／ 22クラス（4CL）
狭間小学校：211人／ 11クラス（2CL）
弥生小学校：132人／ 7クラス（1CL）
富士小学校：353人／ 14クラス（2CL）
ひまわり特別支援学校：11人
合計：1,260人

684人／20クラス
（富士小）

798人／26クラス
（弥生小）

1,113人／32クラス
（狭間小）

722人／23クラス
（武庫小）

令和3年5月現在
（ ）：うち特別支援学級
狭間中学校：361人／ 14クラス（3CL）
富士中学校：255人／ 10クラス（3CL）
ひまわり特別支援学校：4人
合計：620人

3,007人

1,348人

728人／21クラス
（狭間中）

645人／19クラス
（富士中）



〇５歳年齢階級別人口の割合 ＜令和３年３月＞

５歳年齢階級別人口の割合を見ると、フラワータウンは55～79歳の割合が高く、54歳

以下では低くなっています。三田市全体と比べて現役、若年層の割合が低い傾向が見ら

れます。今後、高齢化率は三田市全体と比べて急激に上昇することが予想されます。
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資料：三田市

FT：市全体より多い

FT：市全体より少ない

５歳年齢階級別人口割合（％）（R3.3)



〇住区別５歳年齢階級別人口の割合 ＜令和3年3月＞

フラワータウンの住区別で５歳年齢階級別人口の割合を見ると、75歳以上の割合が最

も高いのが武庫が丘で、弥生が丘・狭間が丘は55歳から74歳までの割合が高くなってい

ます。富士が丘は、若者・現役世代の割合が他の住区に比べて高くなっています。
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資料：三田市

高い
高い

高い

高い

武庫が丘 狭間が丘

弥生が丘 富士が丘
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名称 設立 構成団体

武庫小校区まちづくり連絡協議会 平成25年5月

・武庫連合自治会
・武庫各自治会
・武庫小PTA、狭間中PTA
・スポーツクラブ21 他

狭間が丘地域事業推進協議会
平成21年7月

（平成26年7月改正）

・狭間連合自治会
・狭間小PTA、狭間中PTA
・ふれあい協
・スポーツクラブ21 他

弥生まちづくり協議会 平成26年11月

・弥生が丘自治会
・弥生小PTA、富士中PTA
・ふれあい協
・スポーツクラブ21 他

富士小校区まちづくり推進協議会 平成25年5月

・富士連合自治会
・富士各自治会
・富士小PTA、富士中PTA
・池尻・上深田区 他

〇地域活動の状況
フラワータウンは小学校区を基本とした４つの住区で構成されていますが、各住区に

地域活動を担う組織が設立され、その構成団体により様々な活動が行われています。

Ft Regeneration Vision

2.1.3 地域活動、商業・医療・サービス業務、公共交通の状況

〇商業・医療・サービス業務の状況
フラワータウンの中心地であるセンター地区には、商業、医療、サービス業務施設が

計画的に配置されており、利便性の高い都市的生活が営まれています。

【まちづくり協議会設立状況】

【商業・医療・サービス業務分布状況】
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【フラワータウン バス便数】

系統
便数

（上下線）

2系統・3-2系統 ： 三田駅-武庫が丘-
フラワータウン-富士が丘（-新三田駅）

６３便

1系統・3系統 ： 三田駅-北摂三田高校-狭間が丘-
フラワータウン-富士が丘（-新三田駅）

５４便

合計 １１７便

Ft Regeneration Vision

〇公共交通の状況
フラワータウンは、鉄道駅を中心にバス路線が張り巡らされています。鉄道あるいは

バスを利用し、大阪方面、神戸方面などへのアクセスに優れています。

【バス路線図】



2.1.4 フラワータウンの特徴
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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、都市施設（道路、

公園等）、公共交通が整った、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。ニュータウン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。

Ft Regeneration Vision

４つの住区と商業・サービス施設が集積したまち1

公共交通が整備されたまち2

多様な住宅タイプを有するまち3

都市施設（道路、公園等）が整備されたまち4

景観に優れたまち5

人と自然の博物館があるまち6

豊かな自然と農業生産基盤が近接しているまち7

フラワータウンの特徴



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。

４つの住区と商業・サービス施設が集積したまち

14

1
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※近隣住区論：住区内の生活の安全を守り、利便性と快適性を確保する目的として、
小学校区を標準とする区域を基礎単位とする都市計画論

【センター地区空撮】

武庫小学校

武庫が丘住区

狭間小学校

狭間が丘住区

弥生小学校

弥生が丘住区

富士が丘住区

富士小学校

センター地区

近隣センター地区

凡 例
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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、フラワータウンでは、多様なアクセス性の高い交通手段
が確保されています。

2
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【神戸電鉄フラワータウン駅】 【駅前バスロータリー】

バス停

フラワータウン駅
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多様な住宅タイプを有するまち

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。
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。
多様な住宅タイプを擁するまちでありながら、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。

3

【戸建住宅街と高層共同住宅】 【公営賃貸共同住宅】

戸建住宅

長屋住宅

中高層住宅

凡 例
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フラワータウンは、道路、公園等の都市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。ニュータウン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。

都市施設（道路、公園等）が整備されたまち4

【自転車・歩行者専用道路】 【深田公園】

自転車歩行者専用道路

公園・緑地

凡 例
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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では「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。

5
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【オープンな外構】 【戸建住宅街での緑地帯】

新市街地景観計画区域（FT）

景観計画区域内指定道路

景観重要公園

凡 例
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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います。

人と自然の博物館があるまち6

Ft Regeneration Vision

【ひとはく エントランスホール】 【ひとはく 本館】

県立人と自然の博物館（ひとはく）

新収蔵庫棟（コレクショナリウム）

農場（ジーンファーム）

凡 例
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フラワータウンは、計画的に整備され、成長してきた住宅団地ですが、区域を一歩出れば、
すぐに豊かな自然に触れることができ、また、優良な農地が広がっています。
これらの地域は都市計画法上市街化調整区に指定されており、住宅地のすぐそばに自然環

境、営農環境が保全されていることはフラワータウンの大きな魅力の1つです。
また、フラワータウンに隣接している農村地域がフラワータウン内の小学校区に含まれて

いることや、農作業を通じて住民同士の交流も図られています。

豊かな自然と農業生産基盤が近接しているまち7

【近接する農村地域】 【フラワータウンから見た農村地域】

周辺農地

凡 例



2.1.5 これまでの取り組み

【本ビジョンに関連する市の取り組み事例】

施策・取り組み 目的

人口

✓さんだ移住・定住促進
アクションプログラム

・若い世代の移住、定住促進の促進

✓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の活用促進

地域
コミュニティ

✓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、協力や情報等を提供

都市計画

✓地区計画申出制度
・良好な市街地環境を形成または維持するため

住民や土地所有者等がまちづくりの計画を市
に申出できる制度の運用

✓弾力的な地区計画制度
・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

✓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、交通事業者や民間
事業者と協定

空き家

✓空家等対策計画策定
・空き家の適切な管理や利活用などの促進につ

いて基本的な取り組み姿勢や施策の推進

✓空き家バンク制度
・空き家の有効活用により、移住・定住及び地

域の活性化を促進

道路・橋 ✓長寿命化修繕計画
・点検、補修対策を適切に実施し、道路・橋の

安全性の確保及び効率的な修繕計画の実現

公園 ✓住民参加型公園管理制度
・良好な都市環境と健全なまちづくりを図るた

め、市と協働し、公園・緑地における軽易作
業及び除草作業を住民が行う制度の促進

〇成熟社会における市の取り組み

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、人口、地域

コミュニティ、都市計画、交通などの部門において、様々な施策を展開してきました。

今後、人口減少、高齢化が進展し、その影響による課題を解決していくためには、こ

れらの取り組みは不可欠なものであり、市は社会経済状況や潮流に応じて取り組みを見

直し、継続していきます。
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〇フラワータウン再生に向けた取り組み

令和2年度、フラワータウンの中心的都市機能を持ったセンター地区内に土地や建物

を所有・管理する開発関係事業者や関係機関、兵庫県及び市を構成員とする「外部検討

会」を設立しました。この「外部検討会」において、センター地区を中心とした土地利

用や既存ストックの利活用などにより、新たな魅力創出や誰もが快適に暮らせるまちに

向け、フラワータウンの現状や課題、再生に向け必要となる視点や方策例などについて

意見交換、情報共有を行いました。

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】
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【令和2年度開催 外部検討会の構成員】

関係事業者・機関

・㈱北摂コミュニティ開発センター
・神戸電鉄㈱
・兵庫県企業庁
・兵庫県住宅供給公社
・兵庫県立人と自然の博物館

行政
・兵庫県住宅政策課
・三田市

フラワータウンの再生に向けて 

（外部検討会作成資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 
兵庫県企業庁・兵庫県住宅供給公社 

株式会社北摂コミュニティ開発センター・神戸電鉄株式会社 

兵庫県立人と自然の博物館 

兵庫県住宅政策課・三田市 

 

令和３年２月 

 

取扱い注意 

Ft Regeneration Vision



（1）調査対象 フラワータウン住民（世帯主､又はそれに準じる世帯員）

（2）配布数 6,000世帯（戸）※ＦＴ世帯数 8707世帯（R3.8月末現在）

（3）配布方法 各世帯（戸）への無作為配布（ポスティング）

（4）回収方法 返信封筒による郵送回答、又は、ＷＥＢ回答

（5）調査期間（回答期限）

＜郵 送＞ 令和3年9 月10 日（金）～9 月24 日（金）

＜ＷＥＢ＞ 令和3年9 月10 日（金）～9 月30 日（木）

2.1.6 まちづくりに関するアンケート調査

フラワータウンの住民の「現在の行動様式・ライフスタイル」、「生活環境・居住環境に対
する現状認識」、「将来の暮らしに対するニーズ・価値観」を把握するため、フラワータウン
の住民を対象としたアンケート調査を実施しました。
このアンケート調査を踏まえ、本ビジョンではフラワータウンの将来に向けたまちづくりの

方針を示し、再生に向けた取り組みを進めていく必要があります。

Ft Regeneration Vision
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フラワータウンのまちづくりに関するアンケート 調査概要

郵送

74%

ＷＥＢ

26%

武庫が丘

26%

狭間が丘

29%

弥生が丘

20%

富士が丘

25%

地区別

20歳代

1% 30歳代

4%

40歳代

10%

50歳代

19%

60歳代

31%

70歳代

27%

80歳以上

8%年代別

（6）回答数 2,858 件（回収率47.6％）
＜郵送回答＞ 2,114 件
＜ＷＥＢ回答＞ 744 件

【回答者（件数）の内訳】
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フラワータウンのまちづくりに関するアンケート 調査結果（一部抜粋）

（生活満足度）

 全体では「満足している」「まあ満足している」の
割合の合計が81.4％と生活満足度は高い。

※全国の平均値（H26～H30）：70.1～74.7％

（内閣府・国民生活に関する世論調査・H26～H30）

 住区別、年代別では顕著な違いは見られない。

（定住意向）

 全体では「今後も住み続けたい」割合が64.8％と高い

 住区別では顕著な違いは見られない。

 年代別では「今後も住み続けたい」割合は50歳代～

70歳代にかけて増加傾向となり、80歳代で若干低下

する。

Q.現在の生活について、全体として、どの程度満足してい
ますか。（１つ選択してください）

Q.これからもフラワータウンに住み続けたいと思います
か。（１つ選択してください）

満足している

まあ満足している

やや不満

どちらともいえない

わからない

今後も住み続けたい

当面は住み続けるが、いずれは三田市内に住み替えたい

現在、三田市内に住み替えを検討している

当面は住み続けるが、いずれは市外に住み替えたい

現在、市外に住み替えを検討している

今のところ、わからない
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フラワータウンのまちづくりに関するアンケート 調査結果（一部抜粋）

Ft Regeneration Vision

（フラワータウンの魅力）

 全体では「落ち着いた居住環境」「周辺の自然環

境」「公園・道路・歩道などのインフラ」が充実し

ていることに魅力を感じている。

 住区別・年代別には顕著な違いは見られない。

（フラワータウンの魅力向上に必要な取組）
 全体では「商業機能の充実」の割合が58.1％と高い

 住区別では富士が丘において「公共交通サービスの充

実」の割合が若干高い（42.9％）

 年代別では若者・現役世代において「保育・教育環境」

「働く場」「公共交通」「AI・IOT」の充実の割合が高

く、40歳代～80歳代で減少する傾向

Q.あなたの考えるフラワータウンの魅力は何ですか。
（複数回答）

Q.今後、フラワータウンをさらに魅力あるまちにするため
に必要な取り組みは何だと思いますか。（複数回答）

静かで落ち着いた居住環境である

公園・道路・歩道などインフラが充実している

周辺の自然環境が充実している

身近に豊かな「農空間」がある

子どもを育てやすい環境である

公共交通（鉄道・バス）が充実している

商業機能が整っている

住区内に博物館（人と自然の博物館）がある

地域づくり活動（まつり・イベントなど）が盛んである

その他

まち並みが整っている（住宅地と商業地
が混在しておらず閑静であるなど）

医療サービスの充実

保育・教育環境の充実

地域づくり活動や住民同士の交流の活性化

文化活動の活性化（生涯学習、趣味活動など）

その他

商業機能の充実
（日用品、食料品、飲食店、生活関連サービスなど）

公共交通サービスの充実（路線
バス・鉄道等の利便性向上など）

働く場所の充実（魅力的な産業の誘致、
職住近接できる就業環境の整備など

AIやIoTなど先端技術の積極的な活用
（スマートシティ、自動運転など）
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（よく利用する場所【日用品・食料品店】）

 全体ではフラワータウン内の施設を利用する割合が

高い。（イオン周辺：78.6％、それ以外：34.9％）

 住区別では顕著な違いはない。年代別では「ウッ

ディタウン」「神戸市北区」の割合が年齢増加とと

もに減少傾向

（よく利用する場所【レストラン】 ）

 全体では特に高い項目はなく「神戸市北区」「三田
市内（ロードサイド）」の順に高い。また、めった
に行かない層が32％を占めている。

 住区別では顕著な違いはないが、年代別では「ウッ
ディ」「三田市内（ロードサイド）」「神戸市北
区」の割合が年齢増加とともに減少傾向

フラワータウンのまちづくりに関するアンケート 調査結果（一部抜粋）

Q.よく利用する日用品・食料品店の場所を教えてくださ
い。
（複数回答）

神鉄フラワータウン駅・イオン周辺

フラワータウン内（イオン周辺以外）

神鉄南ウッディタウン駅・エルムプラザ周辺

神鉄ウッディタウン中央駅・イオン周辺

ウッディタウン内（エルムプラザ周辺、イオン周辺以外）

JR三田駅周辺

三田市内（上記選択肢以外・幹線道路沿い店舗など）

神戸市北区（上津台）・アウトレット周辺

その他

Q.よく利用するレストランの場所を教えてください。
（複数回答）

神鉄フラワータウン駅・イオン周辺

フラワータウン内（イオン周辺以外）

神鉄南ウッディタウン駅・エルムプラザ周辺

神鉄ウッディタウン中央駅・イオン周辺

ウッディタウン内（エルムプラザ周辺、イオン周辺以外）

JR三田駅周辺

三田市内（上記選択肢以外・幹線道路沿い店舗など）

神戸市北区（上津台）・アウトレット周辺

その他

めったにいかない
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フラワータウンのまちづくりに関するアンケート 調査結果（一部抜粋）

（よく利用する場所【病院・クリニック】 ）

 全体ではフラワータウン内の施設を利用する割合が

高い。（イオン周辺：50.3％、それ以外：44.7％）

 住区別、年代別でも全体と同様の傾向

Ft Regeneration Vision

（よく利用する場所【カフェ・喫茶店】 ）

 全体では特に高い項目はなく「神戸市北区」「フラワータ
ウン・イオン周辺」「ウッディタウン・イオン周辺」の順
に高い。また、めったに行かない層が56.3％を占めてい
る。

 住区別では顕著な違いはないが、年代別では「神戸市北
区」の割合が年齢増加とともに減少傾向

Q.よく利用する病院・クリニックの場所を教えてくだ
さい。（複数回答）

神鉄フラワータウン駅・イオン周辺

フラワータウン内（イオン周辺以外）

神鉄南ウッディタウン駅・エルムプラザ周辺

神鉄ウッディタウン中央駅・イオン周辺

ウッディタウン内（エルムプラザ周辺、イオン周辺以外）

JR三田駅周辺

三田市内（上記選択肢以外・幹線道路沿い店舗など）

神戸市北区（上津台）・アウトレット周辺

その他

Q.よく利用するカフェ・喫茶店の場所を教えてくださ
い。（複数回答）

神鉄フラワータウン駅・イオン周辺

フラワータウン内（イオン周辺以外）

神鉄南ウッディタウン駅・エルムプラザ周辺

神鉄ウッディタウン中央駅・イオン周辺

ウッディタウン内（エルムプラザ周辺、イオン周辺以外）

JR三田駅周辺

三田市内（上記選択肢以外・幹線道路沿い店舗など）

神戸市北区（上津台）・アウトレット周辺

その他

めったにいかない



レスト
ラン

ウッディ タウン中央駅

買い物 医療

買い物

買い物

カフェ

カフェ

カフェ

医療

医療

医療

レスト
ラン

買い物

（ 駅周辺） （ 駅周辺）

レスト
ラン

三田駅

フラワータウン駅 南ウッディ タウン駅

神鉄道場駅

神戸市北区上津台
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〇多様化する価値観、複雑化する生活・行動様式

フラワータウンでは、世代バランスの変容、世帯構成の変化などにより、価値観が
多様化し、それに伴い生活・行動様式が複雑化しています。このような状況において、
今後、人口減少・高齢化の進展が予想されるフラワータウンでは、より計画的に、意識
的に再生に取り組む必要があります。現状維持ではなく、新しい価値と魅力をどう創り出す
かが重要になります。

住民の複雑化した生活・行動様式に着目し、フラワータウンだけでなく周辺の住宅地や地
域間で役割や機能を補うことで、全体の多様性を維持・向上させることに繋がります。

： フラワータウン

： ウッディタウン

： 北神戸上津台（神戸三田イオンモール周辺）

地図データ ©2021 google earth

買い物

カフェ

レストラン

医療施設

割合1位 割合2位 割合3位 割合4位

フラワータウンのまちづくりに関するアンケート調査結果

生活・行動様式 図示（フラワータウンのまちづくりに関するアンケート調査より）



〇急速な人口減少、高齢化が進展すると予測されるフラワータウン

フラワータウン全体における人口減少、高齢化については、一般市街地に比べその進行が

早いと予測されます。これは、ニュータウンの人口構成が「団塊の世代」の割合が高くなっ

ており、これらの世代の高齢化と、その世代の子どもである若年世代の転出傾向が高いこと

によります。既に人口減少、高齢化の傾向は年々進行しており、まちの活力の低下へとつな

がっています。

住区別に考察すると、弥生が丘が2035年頃に、武庫が丘と狭間が丘が2040年頃に高齢化率

がピークになると推計されています。富士が丘は少し遅れて2045年頃に高齢化率がピークに

なると推計されています。

2.2.1 人口の動向

29

今後の社会的動向の変化2.2

Ft Regeneration Vision

人口ピラミッド（2050年）

人口推計（年齢階層別）

高齢化率
（2050）

42.1％

高齢化率
（2020）

25.5％
高齢化率
（2050）

45.6％

高齢化率
（2020）

29.0％

フラワータウン市全体

市全体 フラワータウン

市全体 フラワータウン

市全体 フラワータウン



人口推計（年齢階層別）

30

Ft Regeneration Vision

富士が丘

弥生が丘

武庫が丘

狭間が丘



2.2.2 世帯の動向

〇世帯数の減少は、人口減少の進展より遅れて出現すると予測されるフラワータウン

フラワータウン全体における世帯減少については、急速な人口減少の時期から遅れて、ま
た、緩やかに出現すると予測されます。これは、世帯人員は減少しますが、世帯数自体はし
ばらくの間維持されることによります。この現象は、単身世帯、特に高齢者の単身世帯が増
加することを意味しています。今後、世帯数減少により空き家や空き地が増加し、住環境の
悪化を招くことが懸念されます。

Ft Regeneration Vision
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世帯数推計（種類別）

市全体

フラワータウン

市全体

フラワータウン
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地区別の世帯構成の変化

家族類型別世帯数の推計と家族類型の割合
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〇2050年のフラワータウンの姿 ～フラワータウン 警報～

前項までの人口推計及び世帯数推計から、2050年頃のフラワータウンの姿は次のよう

になることが予測されます。
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〇人口減少・高齢化社会に負けないまちづくりを目指して

このような姿に負けないためにも、また、この姿に備えて、今から対策を講じ、将来

に向けて持続可能なまちを目指すことが重要です。



2.3.1 技術的革新

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシス

テムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会の実現を目指

すものです。

狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0） 、

情報社会（Society4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基本計画

において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。

本市においても、人口減少、少子高齢化が進展するなかで、社会構造の変化に対応

するためには、従来個別に機能していたものをネットワーク上で連携し、領域・業態

等を超えたデータの利活用が不可欠であると認識しており、その実現に向けた取り組

みを進めます。

インターネットを介して個人と個人・企業等の間でモノ・場所・技能などを売買・
貸し借りする等の経済モデルです。モノ、スペース、スキル、時間などあらゆる資産
を共有する「シェア」の考えや消費スタイルが日に日に広がりを見せています。

本市においても、地域で活用されていない資源と地域住民のニーズをマッチングに
より地域でシェアできる仕組みの構築を進めます。

35

社会・環境に関する変革要因2.3

■Society5.0

■シェアリングエコノミー

Ft Regeneration Vision

内閣府 科学技術政策
Society5.0より

内閣官房
シェアリング
エコノミー
促進室HPより



2.3.2 価値観革新

平成27（2015）年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能

な開発のための2030アジェンダ」に記載された、令和12（2030）年までに持続可能でよ

りよい世界を目指す国際目標のことです。17のゴール・169のターゲットから構成さ

れ、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓った目標となっています。

SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身も取り組むユニバーサルなものであり、日本

としても積極的な取組を推進していく必要があります。

本再生ビジョンにおいても、ＳＤＧｓに貢献する視点に立ち、フラワータウンを「持

続可能なまち」とすることに取り組んでいきます。

脱炭素社会の構築に向けて、令和32（2050）年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロに

することを目指すことを表明した自治体のことです。本市も表明をしており（令和3年6

月3日）、市内の温室効果ガス排出量を、令和12（2030）年度に平成25（2013）年度と

比べ30％削減することを目標に掲げ、温暖化対策に取り組むなど、ゼロカーボンシティ

実現に向けた施策、目標の策定や、総合的・計画的な取組を推進しています。

36

■SDGs：Sustainable Development Goals

■ゼロカーボンシティ

Ft Regeneration Vision

外務省 HPより

環境省 HPより
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・道路や公園などの管理に対して、住民や民間企業等が主体的に関わりを持てる

仕組みと体制の整備により、行政とのパートナーシップによる管理手法が広が

ることが期待されます。

・道路、公園などの余剰スペースが賑わいづくりに利活用され、まちの活性化に

資することが期待されます。

～維持管理コストの負担増・管理水準の低下～課題

・道路や公園などは、建設後相当な年数が経過しており、大規模な改修や更新が

必要となっており、今後さらに維持管理コストの負担が大きくなります。

・高規格に整備された道路、公園は人口の減少により規模が過剰となり、余剰ス

ペースが発生します。

〇 都市施設の老朽化、規模の過剰化１

契機 ～施設管理等への行政以外の参加促進・余剰スペースの利活用～

近くの公園の草刈り
を自分ですれば、気
持ちよく使えるなぁ 道路にキッチンカーが

来れば、手軽においし
いものが食べれるなぁ

今後、フラワータウンにおいて、人口減少・高齢化がさらに進展すると、次のよう

なまちの変化が生じることが予測できます。それぞれの変化に対し、懸念される課

題への対応を契機とし、まちの再生への取り組みにつなげていく必要があります。

フラワータウンの社会的変化3.1

道路

第３章 フラワータウンの課題を契機に



・人口減少により住民の消費、活動量が縮小し、センター地区の商業機能の低下、

医療機関の撤退など、都市生活を送るために必要なサービスの水準を維持して

いくことが困難となります。

・公共交通の利用率が低下し、鉄道、路線バスの便数の減少を招く懸念がありま

す。

～在宅で様々なサービスが利用できる都市構造への転換～

～サービス水準の維持困難～

38

〇 商業・交通・医療などのサービス利用量の低下２

課題

契機

・インターネットの活用など情報通信技術の利便性がより一層高まり、宅配サー

ビスや在宅医療などの利用が進み、在宅で様々なサービスを利用できる社会が

予測されます。センター地区は、そのようなサービスの拠点として活用される

ことが想定されます。

・脱炭素社会に向けた環境配慮型の生活スタイルが進み、AIやIoTなど先進技術を

取り入れた公共交通サービスが向上することで公共交通の関心度が高まり、利

用率が増加することが期待されます。

Ft Regeneration Vision

宅配サービスが充実
して、安心して暮ら

せるなぁ
グリーンスローモビリ
ティは、環境にもやさ
しく、小型でゆっくり
走行、便利だなぁ



・増加する空き家や空き地を空間的なゆとりとして活用が可能となり、新たな施

設・機能の導入の広がりが期待されます。

・例えば、住宅地における空き地は、地域コミュニティの憩いの場、交流の場と

して、身近な場所における緑地や菜園などとしての活用が想定されます。

～新たな機能導入・ゆとり空間の増加～

・人口減少、世帯数減少を背景に、住宅の需要供給のバランスが崩れ、空き家が

増加します。

・空き家、空き地が増加し、それらの管理水準が低下すると、住宅地のイメージ

の低下、治安の悪化が進み、地域の衰退、住環境の悪化につながります。

～地域の衰退・住環境の悪化～

39

課題

契機

〇 空き家、空き地の増加３

Ft Regeneration Vision

家の近くの子育てサロ
ンを利用して、仲間と
の交流が増えたなぁ

空き地で行われるイベ
ントで、近所付き合い

が深まったなぁ



・優良老人ホームや高齢者向けマンションなど、高齢者が安心して住み続けるこ

とのできる住環境サービスが充実し、高齢期における住み替えなど、多様で豊

かな高齢期の暮らしを実現するライフスタイルの定着が期待されます。

・自治会活動やボランティア、コミュニティビジネスが発展し、地域コミュニ

ティの支えあいの中で住み続けやすいまちとなることが期待されます。

～新しい高齢期のライフスタイルの出現～

・高齢単身世帯や高齢夫婦など、高齢者の比率が加速的に高まってくるため、地

域コミュニティ活動の担い手が不足します。

・高齢化が進み、介護事業者などのサービス供給も増加します。併せて地域コ

ミュニティにおける見守りやふれあい、生活支援など、地域福祉活動の負担が

より一層大きくなります。

～コミュニティ活動の停滞・地域福祉活動の負担～

40

課題

契機

〇 コミュニティ活動の停滞４

コミュニティビジネ
スでカフェを運営し
て喜ばれるのは励み

になるなぁ

高齢者のライフスタ
イルに応じた住宅
で、豊かな暮らしが

できるなぁ

～新しい高齢期のライフスタイルの出現～

Ft Regeneration Vision



～遊休化した公共施設・建物の活用～

・統廃合などにより遊休化した公共施設・建物が、地域のニーズや周辺の住環境

に合わせ活用されることが期待されるとともに、フラワータウンの新たな価値

が創出され、若者・子育て世代の移住等が促進されることが期待できます。

・人口減少の進展により、それまで必要であった公共施設や建物が、その役割を

果たし機能を統合され、施設の遊休化が進むことが予測されます。維持管理コ

ストの増大、また、都市機能の低下、住環境への影響が懸念されます。

～都市機能の低下・住環境への影響～

41

課題

契機

〇 当初の役割を果たした公共施設・建物の増加５

跡地に自分のライフ
スタイル合った住宅
を建てて、生活が充

実するなぁ

建物リノベーションで
様々な機能が設けられ、

便利になったなぁ
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・フラワータウンの魅力の1つとして、周辺の緑豊かな自然環境、優良な営農環境

が再認識され、住民による自然環境及び農地の管理や活用をする機運が醸成さ

れることが想定できます。

～住民による自然環境と農地の管理・活用～

・フラワータウン周辺の農村地域においても人口減少・高齢化の進展などにより、

緑豊かな自然環境の管理不足や農地の遊休化が進むと、フラワータウンの住環

境や住民の健康などへの影響が考えられます。

～放置される自然環境と農地の増加～

42

課題

契機

〇 フラワータウン周辺の自然環境・農地などの管理不足６
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自分で育てた農作物
の出来栄えを見れる
のは楽しいなぁ

自然環境の保護活動
に参加するのはやり
がいがあるなぁ



人口減少・高齢化による社会的変化をフラワータウン再生の契機と捉え、

フラワータウンの特徴や強みを活かした再生への取り組みへつなげるため、再生に向

けたコンセプトを「フラワータウンの新たな魅力を創造し、多世代に選ばれるまち」

とします。

43

再生に向けたコンセプト4.1

第４章 目指すべき将来像

社会的変化

人口減少・高齢化

再生への契機

再生に向けたコンセプト

フラワータウン再生への取り組みへつなげる



前項で掲げた再生に向けたコンセプトに基づき、次世代のため、未来に向けてフラ

ワータウンが目指すべき将来像を「若者世代が集いやすいまち、現役・子育て世代が

働きやすいまち、高齢世代が暮らしやすいまち」とします。

この将来像を達成するために、高規格な社会インフラ（道路、公園、公共施設な

ど）、多様な住宅タイプ、ひとはくといった既存ストックを活かし、新たな魅力の創

造を図ります。
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目指すべき将来像4.2

Ft Regeneration Vision

目指すべき将来像

✓「課題」を「契機」と捉えて・・・
✓次世代のため、未来に向けて・・・

再生に向けたコンセプト



フラワータウンの10年後の目指すべき将来像達成のために、第4章に示した再生に

向けたコンセプトに基づき、取り組みの基本方針を次のように定めます。

まちに関わる人をつなぎ、輪を広げ、地域力の向上を目指す

新たな魅力を持ち、若者・子育て世代に選ばれるまちを目指す

多世代が快適に安全に暮らし続けられるまちを目指す

フラワータウンの再生を推進するための仕組みの構築を目指す

将来像達成のための基本方針

45

再生に向けた基本方針5.1

基本方針１ 誰もが快適なまちづくり

基本方針２ 新たな魅力の創出

基本方針３ 交流し、地域力の向上

基本方針４ 再生推進の仕組みづくり

第５章 再生に向けた基本方針と具体的な取り組み
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再生に向けた基本目標5.２

基本方針１～３に基づき、将来像達成に向けた基本目標１～３を設定し、目標とす

る暮らしのスタイルの実現を目指していくとともに、基本方針４に掲げる再生を推

進するための仕組みの構築に向け基本目標４を設定します。

基本方針１

基本方針２

基本方針３

基本方針４

基本目標１
目標とする

暮らしのスタイル

基本目標２

基本目標３

基本目標４

目標とする
暮らしのスタイル

目標とする
暮らしのスタイル

目標とする
仕組みのスタイル

【体系図】

Basic policy
Basic goal

LifeStyle Image

Ft Regeneration Vision

２つの項目

☆誰もが快適なまちづくり

☆新たな魅力の創出

☆交流し、地域力の向上

☆再生推進の仕組みづくり

２つの項目

２つの項目

２つの項目

47ページ

48ページ

49ページ

51ページ

55ページ

50ページ

52ページ

56ページ
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■フラワータウンで生まれ育った世代が独立し新たな家族となる時や、高齢期の生

活サポートが必要になった時でも、フラワータウンに住み続けられるよう、また、

一度フラワータウン外で居住した世帯がＵターンできるよう、子育て層が移住・定

住しやすく、高齢者も安心して住み続けられる住環境の形成などを目指します。

■子育て層から高齢世帯まで、多様な年齢階層がバランスよく居住することによ

り、地域コミュニティの維持、センター地区・近隣センター地区の商業機能・交

通・医療・教育などのサービス水準の維持・向上を目指します。

💡若者からお年寄りまでそれぞれの年齢層が、住み替えによりフラワータウン内

で快適に暮らせる住まいを確保できる暮らし。

💡結婚や子どもの成長などを契機に、フラワータウンにＵターンし親世帯と近い

距離に良質な住宅を確保し、親子や三世代が交流する暮らし。

💡高齢者夫婦世帯、高齢者単身世帯に対する見守りや声掛け、また、共働き世帯

やひとり親世帯へのサポートなど、すべての世代、どんな家族構成でも楽しく安

全に住み続けられる仕組みのある暮らし。

💡誰もが使いやすい道路や公園を利用しウォーキング・運動などができる健康的

な暮らし

💡若者・子育て層のニーズに応じた住宅形式の供給が促進され、次代を担う世代

の新たなコミュニティが形成される暮らし。

💡誰もが快適に利用できる交通用具でセンター地区や医療施設へ通う暮らし。

多世代が快適に安全に暮らし続けられるまちを目指す

基本方針１

基本目標１

目標とする暮らしのスタイル

Ft Regeneration Vision



すべての世代が住み替えにより快適に
暮らせる住まいを確保できる暮らし

48

Ft Regeneration Vision

Uターンし、親子や三世代が交流する暮らし

若者・子育て世代のニーズに応じた住宅が
供給され、新たなコミュニティが

形成される暮らし

すべての世代、どんな家族構成でも安全
で楽しく住み続けられる暮らし

誰もが使いやすい道路や公園を利用し
ウォーキング・運動などができる

健康的な暮らし

誰もが快適に利用できる交通用具で移動する
暮らし
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■計画的に整備された都市基盤や住宅ストック、豊かな緑、身近な農地、優れた景

観、コミュニティ活動を支える人材など、フラワータウンとその周辺の様々な資源

を活かし、自然環境や営農環境の保全などに取り組み、新たな魅力が創出する暮ら

しの実現を目指します。

■ストック型社会、脱炭素社会の実現、また、食の安全の向上や健康づくりなど、

人と環境に優しいまちづくりの実現を目指します。

新たな魅力を持ち、若者・子育て世代に選ばれるまちを目指す

基本方針２

基本目標２

目標とする暮らしのスタイル

💡公共のオープンスペースでのキッチンカー、ワンコイン屋台など、身近で手軽で

安心して利用できる飲食店がある暮らし。

💡フラワータウン内のコワーキングスペースで仕事をこなし、短縮された通勤時間

を家族とのふれあいの時間にする暮らし。

💡自動車利用を中心とした生活から徒歩、自転車、公共交通機関の利用を中心とし

た生活に転換するなど、地球環境への負荷を少なくした暮らし。

💡気軽にいつでも相談でき、自身や子ども、家族の健康管理の援助をしてくれる

サービス施設が身近にある暮らし。

💡家のすぐ近くにあるカフェで近隣住民と集い、会話を楽しみ、憩いの場に足を運

ぶ暮らし。

💡住宅の建て替えやリフォーム時には、高断熱仕様とし太陽光発電システムを導入

するなど、脱炭素社会に向けた暮らし。

Ft Regeneration Vision
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オープンスペースでのキッチンカー、
ワンコイン屋台などが利用できる暮らし

テレワークにより家族と過ごす時間が
増える暮らし

公共交通機関の利用促進により環境負荷を
少なくした暮らし

自宅に太陽光発電システムを導入し、
脱炭素社会に向けた暮らし

いつでも相談でき、自身や子ども、家族の
健康管理の援助をしてくれる

サービス施設が身近にある暮らし

家のすぐ近くにある、憩いの場に
足を運ぶ暮らし

Lunch Deri

Open

バス停
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💡センター地区でのショッピングや文化活動を楽しみ、フラワータウン内の施設や

資源を有効に利用する豊かな暮らし。

💡平日は公共交通で都市部に通勤し、週末はフラワータウン周辺の市民（貸し）農

園や家庭菜園などで野菜作りを楽しむ暮らし。

💡祭りや地域のイベント、趣味のサークル活動などに参加し、地域の個性や文化を

楽しむとともに、世代を超えた交流により、人のつながりが広がる暮らし。

💡フラワータウン周辺で収穫された新鮮な農産物をフラワータウン内の店舗で購入

でき、食すことで季節を感じられる暮らし。

💡ひとはくによる生涯学習支援など、すべての世代、あらゆる立場・状況の人びと

に学ぶ場と機会がある暮らし。

💡住区内でコミュニティビジネスとして配食サービスを開店・運営し、住民同士の

交流を通じて、生きがいを感じる暮らし。

まちに関わる人をつなぎ、輪を広げ、地域力の向上を目指す

基本方針３

■公的機関だけでなく住民・自治会、まちづくり協議会、ひとはく、事業者等がま

ちづくりに参加することにより、フラワータウンのまちに関わる多くの人が連携

し、住民の暮らしを支える取り組みや、まちの魅力を高める取り組みを進めます。

■フラワータウンの魅力を維持、継承し、まちへの愛着やフラワータウンに住む誇

りを高めることを目指します。

基本目標３

目標とする暮らしのスタイル

Ft Regeneration Vision
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ひとはくによる学ぶ場と機会がある
暮らし

フラワータウン周辺で収穫された農産物
を食すことで季節を感じられる暮らし

コミュニティビジネスの運営・参
画で生きがいを感じる暮らし

センター地区でショッピングや文化活動
を楽しむ暮らし

週末はフラワータウン周辺の農園や家庭
菜園などで野菜作りを楽しむ暮らし

お祭りや地域のイベントに参加し、
人のつながりが広がる暮らし
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■フラワータウンに関わる多様な主体が再生に取り組むための共通の理念や目標を

共有し、連携するための場や体制、まちのマネジメントを進める体制（エリアマネ

ジメント団体）の整備など、再生の目標の実現に取り組むための仕組みの構築を目

指します。

■フラワータウンのまちの魅力を活かした暮らしのスタイルの実現に向け、住民・

自治会、まちづくり協議会、事業者、ひとはく、公的機関等がそれぞれの役割を発

揮しつつ、パートナーシップで取り組みます。

フラワータウンの再生を推進するための仕組みの構築を目指す

基本方針４

基本目標４

目標とする仕組みのスタイル

💡 Prospect・・・・・・ 情報収集、将来の予想・展望・期待

地域の状況や住民ニーズなどの情報を収集・把握し、まちの将来について展望

し、期待が持てている。

💡 Do・・・・・・・・・・・ 課題抽出、魅力発見、計画立案、活動実施

展望したまちの将来像を実現するため、地域の課題を抽出し、まちの魅力を活用

する取り組みの計画が立案され、活動が展開されている。

💡 Check ・・・・・・・・進捗管理、振り返り、評価・分析

展開されている活動の進捗を管理し、振り返ることにより、地域の状況や住民

ニーズに対応できているか、分析・評価ができている。

💡 Action ・・・・・・・活動の課題把握、計画の見直し、合意形成

展開されている活動の分析・評価により、課題を把握し、必要な場合は計画を見

直し、そのことを皆で合意できている。

💡 Organization・・・関係者による組織の設立

一定のエリア内で地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるため

に、住民、事業者、地権者等が組織を設立し協働で取り組む体制が整い、ＰＤＣＡ

サイクルにより取り組みが展開されている。

Ft Regeneration Vision
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♦「活動」を推進するため、「組織づくり」や多様な主体の取り組みを
進めます。

♦目指すべき将来像を「展望」し、取り組む「活動」が再生に資するもの
となるよう、適宜「評価・分析」します。

♦課題があれば計画を「見直し」、次の将来像展望に繋げます。

目指すべき将来像に向けて、
本ビジョンの計画期間でしておくこと

Organization

 住民

ひとはく

事業者

公的機関

Prospect

情報収集

将来性
 期待

予想
展望

Action
計画の
見直し

合意形成

  活動の
課題把握

Check
評価
分析

  活動の
振り返り

  活動の
進捗管理

Do

課題抽出
魅力発見

  活動実施 計画立案



❹

取り組み

公共交通の維持・利用促進のため、充実化を進める

フラワータウンの再生に向けた４つの基本目標を実現していくため、次の「再生
に向けた取り組み」について、住民、まちづくり協議会、ひとはく、事業者、公的
機関等が主体的に役割を発揮し、ともに取り組んでいくこととします。

具体的な取り組み

57

具体的な取り組み5.3

基本方針・目標１

❶

取り組み

若年層、子育て層の移住定住促進を図るための仕組みを整備、強化
する

❷

取り組み

すべてのひとが安心して暮らせる環境を整備する

あらゆる年齢階層がバランスよく居住するため、多様な住宅を活用
した住み替えの仕組みを構築する

❸

取り組み

Ft Regeneration Vision

：住民・自治会

：まちづくり協議会

：ひとはく

：民間事業者
（㈱北摂コミュニティ開発センター、㈱サンフラワー）

：交通事業者
（神戸電鉄㈱、神姫バス㈱）

：兵庫県住宅供給公社
兵庫県企業庁・三田市

：エリアマネジメント団体

また、フラワータウンを機能や役割に応じてゾーン分けし、各々の取り組みがど
こで行われるかを示します。このことにより、取り組みのイメージと場所をつな
ぎ、各主体の役割を明確にします。

※上記の各主体の個別名称は、フラワータウン再生推進協議会の構成員（巻末参照）を記載してい
ます。今後、取り組みが進められていく中で新たな参画者を拒むものではありません。

ま
協

交

民

ひ

公

エ

民 公交

☆誰もが快適なまちづくり

地
域

民 ひ 公
ま
協

地
域

交 民 公
ま
協

地
域

民 公
ま
協

地
域
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役割の詳細は
P.75を参照
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基本方針・目標２

❺

取り組み

暮らしを支える多様な機能を、身近な範囲に配置するよう誘導する

❻

取り組み

都市施設の適切な管理や積極的な活用を進める

❼

取り組み

遊休化した公共施設・建物を利用し、新たな価値を創出する

❽

取り組み

地球環境への負荷を低減するまちづくりを進める

基本方針・目標３

❾

取り組み

❿

取り組み

基本方針・目標４

⓫

取り組み

まちに関わるあらゆる人たちによる、主体的なまちづくりを促進する

⓬

取り組み

フラワータウンの魅力やライフスタイルを内外に情報発信する

Ft Regeneration Vision

民 ひ 公 エ

センター地区を人が集まる場所として機能強化を図る。

地域主体でコミュニティの維持・向上の取り組みを充実しつつ、
自然環境や営農環境が保全されている周辺区域との連携を図る

☆新たな魅力の創出

☆交流し、地域力の向上

☆再生推進の仕組みづくり

民 公
地
域

ま
協

民 公
ま
協

地
域

民 公
ま
協

地
域

交 民 ひ 公
ま
協

地
域

交 民 ひ 公 エ
ま
協

地
域

民 公 エ
ま
協

地
域

交 公
地
域

ま
協
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Ft Regeneration Vision

【フラワータウン 再生に向けた取り組みゾーン分け図】

■センター地区

・フラワータウンの中心地で交通結節点であり、商業・業務・サービス機能等が集

中している。住民の生活を支えるとともに賑わいを演出する役割を担っている。

・深田公園により、緑豊かで広々とした空間がある。

・ひとはくによる、世代を問わない学習の場の提供されている。

■住宅地区

・戸建住宅、分譲共同住宅、公営賃貸住宅など多様な住宅が存在しており、緑豊か

で潤いのある住環境を形成されている。

・住民の憩いと交流の場となる公園が計画的に配置されている。

・住区内には通過交通が発生しないよう、また、主要道路は歩車分離された安全性

の高い、高規格な道路が整備されている。

■周辺地区

・フラワータウンに隣接し、自然環境と営農環境が保全されており、フラワータウ

ンの住民の健康を保持する役割を担っている。

住

周

セ
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【フラワータウン 再生に向けた取り組みゾーン分け図（センター地区）】

■商業・業務・サービスエリア

・物品販売、飲食店、医療、フィットネスなど住民の日常生活を支える機能が集中

している。

・賑わいや活気を醸成する役割を担うエリア。

■ひとはく・深田公園エリア

・兵庫県立人と自然の博物館の各施設が存在し、令和4年には「新収蔵庫棟」の完成

を予定している。深田公園は、緑豊かで円形劇場など公園施設も兼ね備えた市民の

憩いの場となっている。

・すべての世代を対象とした生涯学習の場を提供するとともに、周辺施設と連携し

た利活用に供するエリア。

■行政サービスエエリア

・住民票などの諸証明発行、公共交通助成券など行政サービスの機能とボランティ

ア・サークル活動などの拠点となる地域住民の交流の場としての機能があるエリ

ア。

・市指定避難所であり、社会福祉機能も備えており、住民の安心・安全を保持する

役割を担う。

■公共交通結節エリア

・鉄道駅とバスロータリーからなるエリアで、公共交通の円滑な乗り継ぎ機能があ

るエリア。

・公共交通の結節点として、利用者の利便性向上と機能の充実を図る役割を担う。

セ・商

セ・ひ

セ・行

セ・交



61

・若年層、子育て層、フラワータウンに地縁のある者など、フラワータウンに移住

してほしい者を対象に、フラワータウンの魅力について情報発信するとともに、都

市近郊型の住宅団地としての特色を活かしたまちづくりを推進します。

あらゆる世代が暮らし続けるまちを目指す上で若年層や子育て層の流入、フ

ラワータウンで生まれ育った世代の定住やＵターンを促進する必要がありま

す。

若年層、子育て層に居住地としての魅力を感じてもらい、フラワータウンに

住みたいと思ってもらえる環境の整備を図ります。

■若年層、子育て層がフラワータウンに移住しやすくなる仕組みの構築

■地域の協働による特色のある教育環境の充実

・地域の子どもは地域で育てるという気運の醸成のため、学校・家庭・地域が協働

して子どもを育てる教育環境の充実を図ります。

❶

取り組み

若年層、子育て層の移住定住促進を図るための仕組みを整備、強化
する

Ft Regeneration Vision

住

住

■若年層・子育て層のニーズに合わせた住宅形式の提案と供給

・世帯構成やライフステージの状況により、若年層・子育て層・高齢者層などそれ

ぞれの世代で求める住宅形式は異なります。そのため、特に若年層・子育て層の

ニーズに応じた住宅形式を提案し、供給できる仕組みの構築を目指します。

住

問11-3：FTから転居理由

問18：FTの魅力

住民アンケート調査（R3.9実施）

・20、30、40歳代は、「住宅が狭い」に不満ありが高い傾向

・70、80歳代は、「余っている部屋があり管理が大変」に不満ありが高い傾向

・30、40歳代で、「子供を育てやすい環境である」が高い傾向

民

ひ

公

地
域

公

民 ひ 公
ま
協

地
域

ま
協



・センター地区、医療施設等へのアクセスの良さを確保するとともに、ノンステッ

プバスや新たな交通用具などすべての世代にやさしい車両の導入を促進します。

・高齢者や障害者などが、現在居住している住居で自立した生活を送るために、住

宅をバリアフリー化する支援制度の活用を促進します。

・自転車・歩行者専用道路や公園など、都市施設の改修、更新を行う際は、ユニ

バーサルデザインに基づく施設整備を推進します。

高齢化が進展するなかで、フラワータウンにおいて高齢期も快適に住み続け

ることができる環境を整備する必要があります。住宅・医療・交通・防災など

様々な面において配慮し、高齢者をはじめ誰もが安心して暮らすことのできる

まちづくりを進めます。

■住宅及び住宅地のバリアフリー化の推進

■あらゆる世代を対象とした移動手段の確保

■高齢者やひとり親世帯などへの生活支援の仕組みの構築と防災体制の強化

62

・食事や医療、買い物など日常生活を送る中で支援が必要とされる者や世帯に対

し、地域や事業者、市が連携してサポートできる仕組みの構築を図ります。

・高齢化の進展や家族構成の多様化により、災害時に要支援避難者の増加が予想さ

れます。住民、まちづくり協議会、事業者、公的機関等が連携したきめ細かな防災

体制の強化を図ります。

❷

取り組み

すべてのひとが安心して暮らせる環境を整備する

Ft Regeneration Vision

住

住

問12：FTの環境での困りごと

問19：今後、FTの魅力向上に必要な取り組み

・30、50、80歳代で、「家のまわりに階段や坂が多い」が一定数あり

・各世代で、「住民相互の助け合いが乏しい」が一定数あり

・各世代で、「公共交通サービスの充実」が一定数あり

住民アンケート調査（R3.9実施）

交

民

公

公

公
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交 民 公
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ま
協



・現住宅からの住み替えを検討されている高齢者などに対し、移住先に関する情報

提供や住み替えに関する様々な悩みの相談を受ける体制を整え、円滑な住み替えの

実現への取り組みを進めます。

フラワータウンで生まれ育った世代が住み続けたり、Ｕターンできるまちと

なることが重要です。多様な形式の住宅を活用した循環（住み替え）の仕組み

の構築を図り、あらゆる年齢階層がバランスよく居住するまちを目指します。

■フラワータウンでの住み替えの仕組みの構築

63

・既存の多様な住宅形式（種類）や空き家を活用し、世帯構成の変化やライフステージ

の状況に合わせた住宅を選択でき住み替えることができる仕組みの構築を図ります。

■住み替え時の情報提供、相談体制の充実

❸

取り組み

あらゆる年齢階層がバランスよく居住するため、多様な住宅を活用
した住み替えの仕組みを構築する

Ft Regeneration Vision

住

住

問11：居住意向

・30歳代以上で、「今後も住み続けたい」が多数

問11-9：転居後の現住宅をどうするか

・30歳代以上で、「売却」が多数

住民アンケート調査（R3.9実施）

民

公

公

・フラワータウンで育った人がＵターンし、親世代・祖父母世代と同居または行き

来できる範囲で安心して暮らすことのできる環境を整備します。

・若年層から高齢者まで、また、新しい住民のニーズに応じた、地域の活動やサー

ビスなどが提供できる体制を充実します。

■誰もが安心して暮らし続けることができる住環境の確保

住
民 公

地
域

民 公
ま
協

地
域

ま
協



■地域の公共交通の役割を理解し、さらなる利便性の向上

■交通結節点における拠点地区の形成と地域の活性化

64

・地域住民の自立した日常生活や社会生活を確保する上で重要な鉄道・バスなどの

地域交通の利便性向上と地域住民のニーズに応じた新しい交通体系の構築を推進し

ます。

・鉄道とバスの交通結節点としての機能を持つフラワータウン駅を中心とするセン

ター地区については、商業、サービス、業務機能などの充実を図るとともに、住民

が集い楽しめる場所とするための整備を関係者が連携して進めます。

❹

取り組み

公共交通の維持・利用促進のため、充実化を進める

フラワータウン住民の通勤、通学、通院、買い物など、生活に不可欠な公共

交通の維持を図ります。住民ニーズに対応した利便性の高い、人や環境に優し

い公共交通を目指すとともに、鉄道、バスの交通結節点であるセンター地区の

活性化も推進します。

Ft Regeneration Vision

セ・交

問12：FTの環境での困りごと

問18：FTの魅力

住民アンケート調査（R3.9実施）

・各世代で、「バスの本数が少ない」が多数

・各世代で、「公共交通が充実している」が低い

交

交 民

交 公

民 公交

公



高齢化の進展、また、多様な生活様式の出現により、暮らしを支える様々な

機能が徒歩圏内に配置されている必要性が高まります。住宅街と商業・サービ

ス施設等の集積区域とを分けて計画的に整備されたフラワータウンにおいて、

住民のニーズに応じた建物用途の配置を促進します。

■都市計画提案制度のさらなる活用

■用途の混在化

65

・多世代が必要とする施設や日常生活を支える施設を住区に近接して立地すること

を空き家の利活用も含めて検討し、誰もが住みやすいまちへの実現を目指します。

（地区計画条例の特例基準による許可制度）

・地域住民や事業者が、自らの発意でニーズに応じたまちづくりを推進していくた

めの制度（都市計画提案制度）を積極的に活用するとともに、その制度の啓発・支

援を継続的に行います。

❺

取り組み

暮らしを支える多様な機能を、身近な範囲に配置するよう誘導する

Ft Regeneration Vision

■働く場の創出

・商業・サービス・業務施設の立地により、居住地に近いところでの就労の可能性

を広げます。

・テレワークの普及に対応するべく、コワーキングスペースなどの施設整備を推進

します。

住

住

住

問12：FTの環境での困りごと

問19：今後、FTの魅力向上に必要な取り組み

住民アンケート調査（R3.9実施）

・各世代で、「買い物場所が近くにない」、「医療機関が近くにない」が一定数

あり

・20歳代から50歳代で、「働く場所の充実」が一定数あり
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高規格に整備されたフラワータウンの公園や道路などの都市施設はまちの魅
力の1つです。今後、都市施設を適切に管理するとともに、余剰スペースにつ
いては居住環境の向上や新たな機能を導入し、魅力の創造を図ります。

■都市施設の更新計画に基づく点検・修理等の推進

66

・道路や橋、公園などの都市施設の老朽化に対し、予防保全的対応により維持管理

費の平準化、ライフサイクルコストの縮減を図るとともに、災害に強いインフラ整

備をするなど、都市施設の長寿命化と防災に向けた取り組みを実践します。

❻

取り組み

都市施設の適切な管理や積極的な活用を進める

Ft Regeneration Vision

■まちの象徴となる都市施設の継承

・フラワータウン内の高規格に整備されている橋、道路、公園などは、まちの象徴

であり、将来に渡って継承していくべき財産のひとつです。それが共通認識となる

よう住民自らが大切に使用する意識を醸成します。

■都市施設のオープンスペース、余剰スペースを利活用した地域活性化への取り組み

・今後、人口減少・高齢化の進展により発生が予想される道路や公園などの余剰ス

ペースを、地域住民のニーズと周辺環境に調和した利活用をするための仕組みを構

築します。

・災害の発生時には、地域住民が住区に近い公園などを防災拠点として利活用する

取り組みを進めます。

問18：FTの魅力

問23：公園の地域活性化に資する利活用について

問24：道路の地域活性化に資する利活用について

住民アンケート調査（R3.9実施）

・各世代で、「公園・道路・歩道などが充実している」が高い傾向

・各世代で、「賛成」、「どちらかというと賛成」が多数

・各世代で、「賛成」、「どちらかというと賛成」が多数

住
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■住民、関係者、公的機関等との間での情報共有

■フラワータウン再生に資する公共施設・跡地活用の検討

学校や駅前倉庫などの公共施設が当初の役割を果たし、機能を統合・廃止す

ることが予想されます。遊休化した公共施設・跡地をフラワータウンの再生に

向けて望ましい土地利用とすることや周辺住環境との調和の観点から活用のあ

り方を検討します。

67

・機能の統廃合の時期を明らかにし、住民、関係者、公的機関等との間で情報共有

することで、スムーズに跡地利用の検討ができる体制を構築します。

・学校は建物、敷地とも大規模なため、都市構造に大きな影響を及ぼします。ま

た、駅前倉庫はセンター地区内にあり、相応の機能・役割が求められる場所です。

若者層・子育て層が集うまちづくりに繋がる土地利用を検討します。

❼

取り組み

遊休化した公共施設・跡地を利用し、新たな価値を創出する

Ft Regeneration Vision

問18：FTの魅力

問19：今後、FTの魅力向上に必要な取り組み

住民アンケート調査（R3.9実施）

・各世代で、「静かで落ち着いた住環境」が魅力として多数

・子育て世代で、「保育・教育環境の充実」が他世代に比べ高い傾向

民 公

民 公

■周辺住環境との調和の検討

・良好な住環境を維持するため、跡地利用に際しては用途地域や地区計画等各種法

令に基づく規制内容を検討します。
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日常生活での環境負荷が地球規模での環境問題につながっていることを認識
し、再生エネルギーの活用、省エネルギーの推進、既存施設の有効活用など、
地球環境に優しいまちづくりへの取り組みを促進します。

■脱炭素社会を構築するため、再生エネルギーの活用や省エネルギーを推進し、環境
への負荷を低減した暮らし方への転換

■環境に配慮した交通手段への転換

68

・地球温暖化の大きな要因となっている二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を抑え

ることが求められます。公共施設や住宅に太陽光発電システムなどの設置により、

自然エネルギーの活用を推進します。

・地球環境に配慮した持続可能なまちづくりを目指し、環境負荷の低減や資源の再利

用、省エネルギー化など地域全体で取り組みを進めます。

・電気自動車やハイブリット車、次世代モビリティなど低公害車を普及させ、自動車

依存型の生活から脱却し、環境にやさしい移動手段が選択できるまちを目指しま

す 。

❽

取り組み

地球環境への負荷を低減するまちづくりを進める

Ft Regeneration Vision

問17-2：外出時の移動手段

住民アンケート調査（R3.9実施）

・各世代で、「自動車」が多数
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センター地区は、フラワータウンにおいて都市的なサービスを提供し生活の

豊かさを高めています。今後、その機能と役割を維持・向上するため、住民の

ニーズに対応した「人が集まる」場所として機能強化を図ります。

■フラワータウンの核であるセンター地区の賑わいを創出するための機能強化

■博物館「ひとはく」のあるまちとしての価値を向上させる取り組みの推進

69

・センター地区はフラワータウンの賑わいを創出する中心地です。今後の人口減少

社会を見据えて、フラワータウン以外からも人が集まる場所として機能の充実を図

ります。

・センター地区では住民生活全般を支える機能が求められます。センター地区内の

事業者の連携と商業施設の充実を図り、子どもから高齢者まで利用できるサービス

を提供し、住民の生活環境の維持向上に努めます。

・「博物館のあるまち」として、あらゆる世代の住民に対して、ひとはくによる生

涯教育の場と機会の提供を通じて、フラワータウンの魅力の向上に努める取り組み

を推進します。

・令和４年に「コレクショナリウム（新収蔵庫棟）」の完成が予定されています。

これを契機に鉄道駅からひとはくまでの間の各施設・事業者が連携し、賑わいを創

出できる仕組みの構築を目指します。

❾

取り組み

センター地区を人が集まる場所として機能強化を図る。

Ft Regeneration Vision

セ・商

セ・ひ

問19：今後、FTの魅力向上に必要な取り組み

問19-2-A：特に充実してほしい場所

住民アンケート調査（R3.9実施）

・各世代で、「医療サービスの充実」、「商業機能の充実」が多数

・60、70、80歳代で「文化活動の活性化」、「地域づくり活動の活性化」が若

者・現役層に比べて重視傾向

・各世代で、「神鉄フラワータウン駅周辺」が多数

民 ひ 公 エ

民 ひ 公 エ

民 エ



地域コミュニティの維持・向上に資する取り組みを通じて、活動の主体とな

る住民が生きがいを得る機会を創出します。また、周辺地域の豊かな自然環境

や営農環境などとの関りを持ち、フラワータウンに住みながら、それらとのふ

れあいのある暮らし方を推進します。

■地域コミュニティ活性化のためのローカル経済の振興

■周辺の農村地域との連携、自然環境、営農環境に触れる生活様式の提案
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・地域内外の人材やノウハウ、施設を活用し、地域経済の活性化に地域が主体的に

取り組み、住民の働きがい、生きがいを創出します。

・民間事業者や公的機関は、地域主体の取り組みが効果的に進むよう、それらの取

り組みをする者・団体などを支援します。

・周辺の農地において、地域の農業者や知識・経験のある者の支援を受けながら、農

業体験イベントや農作業講習会の実施ができるよう農村地域との連携を図ります。

・自然とのふれあい、季節の移ろいを感じられる魅力的な生活を創出します。

❿

取り組み

地域主体でコミュニティの維持・向上の取り組みを充実しつつ、
自然環境や営農環境が保全されている周辺区域との連携を図る

Ft Regeneration Vision

問18：FTの魅力

住民アンケート調査（R3.9実施）

・各世代で、「周辺の自然環境が充実している」が多数

・各世代で、「身近に豊かな農空間がある」は低い

周

住

民

■多様な世代が集い交流する場の創出

・住区内のコミュニティセンターを活用し、永らく暮らす高齢者から子育て・現役

世代などあらゆる世代の交流の場を広げます。また、日常的な交流を通じて災害時

に助け合う地域防災力の形成を図ります。

住
公

公

民 公

・各世代で、「参加したい地域活動グループがない」が一定数あり

問12：FTの環境での困りごと

民 公
ま
協

地
域

地
域

ま
協

地
域

ま
協

地
域

ま
協



今後のまちづくりは、住民・自治会、まちづくり協議会、事業者、ひとは

く、公的機関等が共創、協働で取り組む必要があります。あらゆる世代の住民

や関係者がまちに関わる仕組みや体制を構築し、主体的なまちづくり活動を推

進します。

■地域力の向上

■公園や道路等の管理への住民参加の促進

■エリアマネジメントの仕組みづくり
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・地域における様々な課題の解決や地域住民の交流促進など地域にとって必要な活

動が継続、充実していくことができる体制の構築を目指します。

・地域における災害対応力として、各地域における防災リーダーの育成とそれを核

とした地域住民による自主防災組織の充実を図ります。

・地域への愛着心の向上や歩行者の美化意識向上のため、地域内の道路や公園の除

草や美化活動への住民参加を促進します。

・センター地区や住区などの一定エリアにおける良好な環境や地域の価値を向上さ

せるため、ステークホルダー（関係利害人：事業者、土地所有者、テナント、住民

等）が主体的に取り組むエリアマネジメントの体制の構築を図ります。

⓫

取り組み

まちに関わるあらゆる人たちによる、主体的なまちづくりを促進する

Ft Regeneration Vision

問13-1：地域づくり活動への参加頻度

問14：地域づくり活動への参加意向（参加側）

問15：地域づくり活動への参加意向（企画側）

住民アンケート調査（R3.9実施）

・各世代で、「参加していない」が多数

・各世代で、「参加したい」と「参加したくない」が半々程度

・各世代で、「参加したくない」が多数

住

交 民 ひ

公

公

公
住セ

住セ

地
域

ま
協

地
域

ま
協

地
域

ま
協

交 民 ひ 公
ま
協

地
域



「若者世代が集いやすいまち」を目指すには、フラワータウンが住むにも訪

れるにも魅力的なまちであることを内外に発信することが重要です。「子育

て・現役世代」や「高齢世代」の暮らしの満足度を向上させ、フラワータウン

のイメージを高める取り組みを進めます。

■まちへの愛着を深め、誇りを高める機会の拡充

■フラワータウンの関心度を向上させるための活動の展開
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・地域の特性やニーズを踏まえつつ、住民を対象とした文化活動やイベントなどの

開催機会の拡充に努めます。住民がフラワータウンの魅力に触れ、関わることで、

まちへの愛着を深め、誇りを高めることを目指します。

・フラワータウンのまちとしての充実度や暮らし方を、各種イベントやホームペー

ジなどを通じて内外に情報発信し、フラワータウンでの暮らしに関心を持つ人の増

加を図ります。

⓬

取り組み

フラワータウンの魅力やライフスタイルを内外に情報発信する

Ft Regeneration Vision

問18：FTの魅力

問19：今後、FTの魅力向上に必要な取り組み

住民アンケート調査（R3.9実施）

・各世代で、「静かで落ち着いた居住環境」、「公園・道路・歩道が充実」、

「周辺の自然環境の充実」が高い傾向

・20歳代から50歳代で「文化活動の活性化」、「地域づくり活動の活性化」が

高齢層に比べて低い傾向

交 民 ひ 公 エ住
地
域

交 民 ひ 公 エ
地
域

■フラワータウンならではの「暮らし方」を実現する環境の整備

・本ビジョンに基づく様々な取り組みを推進することにより、フラワータウンの資

源を活用し、「自分らしさ」を求められる暮らし方が実現できる環境を整えます。

交 民 ひ 公 エ住
地
域

住セ

住セ

住セ

地
域

ま
協

交 民 ひ 公 エ
ま
協
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協

地
域
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再生の方針

✓「フラワータウン再生推進協議会」により策定
✓フラワータウンが今後目指すべき将来像やその方策を示すもの

再生の計画

✓「（仮称）アクションプラン推進委員会」を設立し、策定
✓「再生の方針」に基づき、計画策定へ向けた方針の検討
✓地区・住区別事業プラン、社会実験プランの検討・作成
✓各種調査の実施

計画の推進

✓「再生の方針」で提案された「KICK OFF PROJECT」の実施
✓「再生の計画」で検討された社会実験の実施
✓推進状況の監視・コントロールを行い、また、状況変化への対応のため

適時「再生の計画」の再評価、見直しを実施
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再生に向けたロードマップ6.1

■本ビジョンが策定された後、フラワータウンの再生に向けた取り組みを進めていくた

めの工程を次のように設定し、目標達成のための手順を共有します。

■なお、再生の取り組みを持続的に展開していくにあたり、実際に得られた成果や社会

環境の変化などのタイミングに合わせて、本ビジョンの見直しを行います。

1st Step

2nd Step

3rd Step

第６章 再生に向けた取り組みの推進体制
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【ロードマップ（案）】

Ft Regeneration Vision

KICK OFF
PROJECTは
P.78を参照



本ビジョンは、各関係者が共有する「まちづくりの道しるべ」として活用しながら、

本ビジョンをもとに、再生の取り組みを各地区の「まちづくり計画」など個別の行政計

画で具体化していきます。

本ビジョンを具体化するためには、住民・自治会、まちづくり協議会、ひとはく（教

育機関）、事業者、公的機関等がそれぞれの役割を担い進めていく必要がありますが、

それぞれが単独で取り組むだけでなく、関係者間の連携を図り、協働で取り組むことに

より、効果的に推進することを目指します。

主体 役割

住民
自治会

日常的に住民相互の親睦を図り、地域への愛着
を醸成しながら、互助の精神に基づき、安心し
て暮らせる地域づくりに関する活動に積極的に
参加する。

まちづくり協議会 地域課題の解決に向け、日頃より活動を担って
いる住民をはじめ地域に関わる多様な主体への
支援・調整を行い、地域づくりの指針となる地
域計画をまとめ、総合的な地域力向上へ繋げる。

交通事業者
神戸電鉄㈱

神姫バス㈱

持続可能な公共交通機関を目指し、交通結節点
の利点を活かした再生への取り組みを実施する。

民間事業者
㈱北摂コミュニティ開発センター
㈱サンフラワー

事業を持続し、地域住民へサービスの提供及び
雇用創出するとともに、住民、関係機関、行政
と協働して、自らが積極的に再生への取り組み
を実施する。

ひとはく まちのシンボル的な存在であるとともに、教
育・研究機関としての専門的な知識やノウハウ、
経験を活かし、多様な主体と連携し自らも積極
的に再生への取り組みを実施する。

公的機関

兵庫県住宅供給公社
兵庫県企業庁
三田市

再生に向けた地域のマネジメント、公共施設の
利活用を積極的に推進し、各主体と協働して再
生の活動に取り組む。
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再生の取り組みにおける役割6.２

Ft Regeneration Vision
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本ビジョンを行動へと移行する場合には、しかるべき推進体制の構築が不可欠です。

再生への取り組みが徐々にステップアップするプロセスを重視し、各主体がそれぞれの

役割を担いつつ、協働することにより、相乗効果が得られる推進体制の構築を目指しま

す。
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再生の取り組みの推進体制6.3

Ft Regeneration Vision

フラワータウン内の一定のエリア内で、その地域における実情やニーズ等を把握し、

地域の将来像やプランを策定するため、住民、事業者、地権者等が組織（エリアマネジ

メント団体）を設立し、フラワータウン再生の目標の実現に向け様々な活動を展開する

ことを目指します。

エ

基本方針３

基本方針４
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基本方針１
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〇取り組みの検証の実施

フラワータウンは、今後人口減少・高齢化が急速に進展することが予想されており、

将来に渡り持続可能なまちとするためには、基本方針に基づく基本目標を各取り組みの

実践により達成することが重要です。

そのため、本ビジョンの取り組みに基づき、フラワータウンの魅力の創出や住民の生

活環境の向上がなされているのかなど、フラワータウンの再生に向けた取り組みが進め

られているかの検証を計画期間内（中間・最終）に行います。

〇検証の方法①

本ビジョンの計画期間内にフラワータウンの住民を対象としたアンケート調査を実施

し、本ビジョン策定後の住民の意識変化を把握します。

また、令和3年9月に実施した住民アンケート調査における注目すべき設問と同様の設

問で調査することにより、比較検証を行います。

【評価のための参考指標】

本ビジョンに基づく取り組みの効果を評価するために、令和3年9月に実施した住民アン

ケート調査と比較し、次のように参考しようの参考指標を次のように定めます。
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取り組みの検証と評価6.4

Ft Regeneration Vision

現在の生活における満足度について

生活環境・居住環境について

地域での活動について

【令和3年9月実施 住民アンケートにおける注目すべき設問】

参考指標１ 現在の生活について、全体としてどの程度満足しているか。

✓「満足している」、「まあ満足している」の割合の維持または増加

参考指標２ これからもフラワータウンに住み続けたいか。

✓「今後も住み続けたい」の割合の維持または増加

✓「現在、市外に住み替えを検討している」の割合の減少

参考指標３ 地域における活動にどれくらい参加しているか。

✓「参加頻度」の割合の増加

〇検証の方法②

フラワータウンのまちの状態及び取り組みの実施状況等リアルタイムな情報を把握す

るため、フラワータウンの住民等によるモニタリング調査を実施します。これにより、

本ビジョン策定後のフラワータウン再生の進捗について検証します。



推進体制の構築とともに、いち早く再生への糸口を見出すため、本ビジョンに基づく

取り組みの始動事業として「キックオフプロジェクト」を提案し、各主体が協働で取り

組む体制の整備や事業を本格化する契機とします。
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Ft Regeneration Vision

キックオフプロジェクトの提案6.5

KICK OFF PROJECT

の推進
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KICK OFF 

PROJECT ❶

【体制と取り組み】

・公的賃貸住宅事業者（兵庫県）と本市などが連携し、フラワータウンへの移住を検討

している方々が、スムーズに移住できる仕組みの構築を検討します。

・若年層・子育て層の移住時に必要となる経費の支援をする仕組みを構築し、移住・定

住の促進を図ります。

若年層・子育て層に移住・定住される取り組み
～年齢構成のバランスがいい“まち”として～

公的賃貸住宅におけ

る移住支援の推進

・フラワータウンへ移住を検討されている方に、フラワータウ

ンでの生活を体験してもらい、定住へとつなげるため、フラ

ワータウン内の公的賃貸住宅を利用した「一時的居住」の仕組

みを構築し、生活体験をされた方が移住しやすくなる支援策を

検討します。

【始動事業】 【展開の内容】

若年層・子育て層の

移住時に必要となる

経費支援の仕組みの

構築

・若年層・子育て層がフラワータウンへ移住する際に必要とな

る経費の一部を支援する仕組みを構築し、移住の障壁となって

いる資金面の援助をすることで若年層・子育て層の移住・定住

を促進します。

・若年層・子育て層の生活様式に合った住宅形式へリフォーム

や建て替えをする場合に必要となる資金の支援を行い、住宅が

若返ることにより、地域の若返りを図ります。

解体・建て替え
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Ft Regeneration Vision

リフォーム

❷

取り組み
関連する取り組み

❶

取り組み
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【体制と取り組み】

・フラワータウン中心地の公園内に建つ「兵庫県立人と自然の博物館（ひとはく）」

は、全ての世代、あらゆる立場・状況の人々に生涯を通じた学習の場を提供する貴重

なまちの財産です。フラワータウンの魅力を高めるため、「ひとはく」の価値を共有

し、向上する取り組みを進めます。

ひとはくの価値を共有し、周辺の価値を高める取り組み
～博物館のある“まち”として～

新収蔵庫棟建設に合

わせた、屋外空間の

再整備

・令和4年度、ひとはくの新収蔵庫棟オープンが予定されており、

内外からの来場者増加が想定されます。これを契機とし、屋外

（公共）空間を再整備し、ひとはくへの人流増加とフラワータ

ウンの魅力が向上する取り組みを推進します。

【始動事業】 【展開の内容】

ひとはく周辺でのに

ぎわいのある空間の

創出

・鉄道駅からひとはく、深田公園までの間の各施設をシームレ

スでつなぎ、道路や公園・円形劇場、民間企業の屋外空間など

を利用したイベントを開催し、一体的空間として活用できる仕

組みを構築するとともに賑わいの創出を図ります。

Ft Regeneration Vision

KICK OFF 

PROJECT ❷

ひとはく本館

ひとはく

新収蔵庫棟 フローラ88

サンフラワー

駅ビル
深田公園

❾

取り組み
関連する取り組み

❻

取り組み



【体制と取り組み】

・フラワータウンの中心地であり、交通結節点でもあるセンター地区を活性化していく

ために、事業者、施設所有者、入居テナント、住民、行政などが参加して、今後の活

性化に向けて協議し、主体的に再生に向けた取り組みができる体制を整備します。

まちの機能を活性化する仕組みをつくる取り組み
～価値の向上が望める“まち”として～

センター地区の活性

化に向けた取り組み

の推進

・センター地区の活性化や、その実現に向けた事業推進体制

等、将来のまちづくりについて検討する場を設置し、センター

地区の事業者、施設所有者、入居テナント、住民、行政などが

連携したエリアマネジメントの取り組みを進めます。

【始動事業】 【展開の内容】

地域との協働による

センター地区の機能

強化

・センター地区は、商業機能の充実だけではなく、住民の生活

を支える医療・福祉サービスの拠点や気軽に住民が立ち寄れる

場所を提供するなど、地域コミュニティの核としての機能強化

の必要性が高まるため、地域と協働して必要な機能の誘導やコ

ミュニティ事業の立ち上げなどを支援します。

81

Ft Regeneration Vision

KICK OFF 

PROJECT ❸

⓫

取り組み
関連する取り組み

❾

取り組み
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【体制と取り組み】

・フラワータウンはセンター地区を拠点に鉄道やバスにより地区内外へのネットワーク

が形成されています。これらの既存の公共交通サービスの向上を図るとともに、新た

なモビリティの活用も視野にいれて、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できる多

様なモビリティサービスの充実を図ります。

・交通事業者、民間事業者、行政などが連携しながら、地域内の移動性を向上する取り

組みを推進することで、すべてのひとが安心して移動できる環境づくりを進めます。

移動性を高めるモビリティサービス充実の取り組み
～すべてのひとが安心して移動できる“まち”として～

次世代モビリティ

に触れる機会の創出

・様々な新しいモビリティの導入に向けて、理解を深めるため

それらに触れる機会を創出し、地域の特性や日常生活における

交通課題の解決に有効と考えられるモビリティサービスについ

て検証します。

【始動事業】 【展開の内容】

新たなモビリティ

サービス導入に向け

た可能性の実証

・移動に係る様々な課題に対し、IoTやAIなど先進技術を活用し

た新しいモビリティサービスの可能性を見極めるため、実証実

験などを実施し、その検証結果を踏まえたビジネスモデルや環

境整備等を推進します。

Ft Regeneration Vision

KICK OFF 

PROJECT ❹

国土交通省「2040年、道路の景色が変わる」〜人々の幸せにつながる道路〜(2020年6月)などより抜粋

❽

取り組み
関連する取り組み

❹

取り組み



【取り組み】

・

・

「自分」のまちづくりへの取り組み
～皆でつくる“まち”として～

・

【始動事業】 【展開の内容】

・
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Ft Regeneration Vision

■本ビジョンを具体化していくには、「あなた」がまちづくりに参画していくことが大切

です。このページは「あなた」が自らの取り組みやその内容を記すことにより、協働で

まちづくりに参画する機運の醸成に繋がります。

■まず、「できそうなこと」から記してみてはいかがでしょうか。

KICK OFF 

PROJECT 自分



■策定経緯

フラワータウン再生推進協議会

第1回：令和3年 7月12日（月）
第2回：令和3年11月22日（月）
第3回：令和4年 1月17日（月）
第4回：

住民意見交換会
第1回：令和4年 1月 ７日（金）
第2回：令和4年 1月 ８日（土）

パブリックコメント

まちかど談話
第1回：令和3年11月 3日（水） 第4回：
第2回：令和3年12月16日（木）
第3回：令和4年 1月 9日（日）

■ＦＴ再生推進協議会構成員

区 分 所 属 氏 名

委員
（１６名）

学識経験者
（３名）

関西学院大学 建築学部 教授
角野 幸博
（委員長）

兵庫県立大 自然・環境科学研究所 環境計画研究部門 教授
兵庫県立人と自然の博物館 自然・環境マネジメント研究部 研究部長

赤澤 宏樹
（副委員長）

武庫川女子大学 生活環境学部 准教授 水野 優子

住民代表
（５名）

フラワータウン連合自治会 会長 和田 利明

武庫小校区まちづくり連絡協議会 会長 田村 和成

狭間が丘地域事業推進協議会 会長 岡田 祐作

弥生まちづくり協議会 会長 福井 裕

富士小校区まちづくり推進協議会 副会長 出合 哲雄

企 業
（４名）

神戸電鉄㈱ 鉄道事業本部 運輸部長 佐々井 孝一

㈱サンフラワー 参事 前田 和宏

神姫バス㈱ 三田営業所 所長 谷舗 尚彦

㈱北摂コミュニティ開発センター 総務部 経営企画室 室長 樫本 学

関係機関
（２名）

兵庫県住宅供給公社 住宅企画部 参事 吉田 昌弘

兵庫県企業庁 企業誘致課 分譲企画班 班長 濵本 一志

行 政

（２名）

三田市 地域創生部 部参事 コミュニティ担当 印藤 昭一

三田市 まちの再生部 部長 久高 輝之

オブザーバー
（９名）

関係機関
（２名）

兵庫県立人と自然の博物館 主任研究員 高田 知紀

兵庫県立人と自然の博物館 研究員 福本 優

企 業

（１名）
(独)都市再生機構(ＵＲ) 西日本支社 アセット活用部 活用連携課 課長 牧草 隼人

行 政
（６名）

兵庫県 県土整備部 住宅建築局 住宅政策課 住宅政策班 班長 植平 浩司

三田市 フラワータウン地域担当 課長 小東 敏郎

三田市 都市整備課 課長 徳田 俊彦

三田市 交通まちづくり課 課長 高寺 千寿子

三田市 若者のまちづくり課 課長 千原 洋久

三田市 産業政策課 課長 青野 敬

事務局 三田市 都市政策課

※P.38 宅配サービス写真 出典元：日本生協連HP
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