
■河内長野市の概要 
 大阪府の南東端に位置し和歌山県（橋本市・かつらぎ町）・
奈良県（五條市）と接する 
 面積：109.63㎢   人口：約10.3万人 
     
【市の特徴】 
・大阪府下33市中で最も人口減少・少子高齢化が進行 
  高齢化率     3５.４％（33市中1位） 
  人口増減率    -1.26％（33市中32位） 
・大阪府下で大阪市・堺市に次いで市域面積が 
 3番目に広く、市域の7割が森林 
・文化財が多く令和元年・２年度 ３つの日本遺産認定 
   
 

南花台 
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南海高野線 



■河内長野市の概要（開発団地の現状とまちづくり） 
昭和４０年に４万人を超えた本市は、その後約２０年間で、２０団地（計画人口合計７万２千人）の開発団地が民間主導
により整備された。 
 そのため急激に人口が増加し、昭和６３年には１０万人を超え、平成１２年に１２万３千人に達した。 
 現在、開発団地における人口減少、少子高齢化に伴い大阪府下で最も人口減少・少子高齢化が進んでいる。 
 このような状況から開発団地の再生モデル構築が急務であり、平成２６年度より、南花台をモデル地区として大阪府、関西大学、
UR都市機構、コノミヤ等との連携により「地域住民が住み慣れた場所で元気に生きがいをもち多世代で交流しながら暮らし続けること
ができるまち」の実現を目指し南花台スマートエイジングシティ団地再生モデル事業（咲っく南花台プロジェクト）を開始した。 
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現在 103,552人 

多くの開発団地を短期間で整備し、急激な人口増加を図った。 
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【開発団地の具体的な課題（南花台）】 

 
  

 南花台は昭和57年にまち開きを行い、開発から約40年経過する。当時入居された子育て世代は、現在72歳を人口の山
の頂点にして65歳から75歳の人口が極端に多い状況である。 

 現在は空家が目立つことも無く、一定のまちの様子を維持しているが、この世代の自然減少（死亡）が始まると急激に空
家・空地が増え、まちの担い手も急激に減少し、地域活動が減少縮小すとともに、公共交通や地域内の商業施設の維持が
困難となり、公共施設（道路・下水道・水道・公園など）の維持管理においても大きな課題になることが予想される。このよう
な懸念は、全国各地に点在する開発団地の共通の課題であり、開発団地以外の地域においても速度は遅いものの起こり
うる日本の大きな課題である。 

 自然減少（死亡）が急激に増加 

 

 空家空地の急激な増加 

 まちの担い手の急激な減少 

 まちのコミュニティの減少・縮小 

公共施設・公共交通・商店等の維持困難 

 

 まちの維持が困難な状況となる 

■全国各地に点在する開発団地の共通の課題で
あり、開発団地以外の地域おいても速度は遅いも
のの起こりうる日本の大きな課題である。   

まちづくりを 

担ってきた世代 

自然減少が加速 
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■南花台地区の概要 
【スーパーシティ地域指定申請対象区域図】 

UR団地集約用地 

（継続区域） 

南花台 

南花台中学校 

南嶺保育園 

UR南花台団地 
（継続区域） 

スーパーコノミヤ 

UR団地集約用地 

錦秀会看護専門学校 

南花台小学校 

おしお幼稚園 
林業総合センター 
（木根館） 

戸建住宅地 
（第一種低層住居専用地域） 

スーパーシティ 
地域指定 

申請対象区域 

花の文化園 

道の駅 くろまろの郷 

 面積：98ｈａ   

 人口約6,900人（H7：人口11,400人）   

 約3,500世帯 

【南花台の特徴】 

 ・昭和57年にまち開きした開発団地 

 ・南海高野線三日市町駅からバスで約15分 

 ・中心に商業店舗（コノミヤ）・UR団地・民間マ 

  ンションが位置し、周辺は戸建住宅が立地 

 ・河内長野市南部の郊外開発団地の玄関口 

 ・平成26年度開発団地再生モデル構築を目指 

   す 「咲っく南花台プロジェクト」立上げ 

 ・平成２７年度には河内長野市第５次総合計 

   画で「丘の生活拠点」に位置付け 

・立地適正化計画において「居住誘導・特定機能 

  誘導地域」に位置付け 

 

【隣接する観光エリアとの連携】 

・隣接する「大阪府立花の文化園」「道の駅 奥

河内くろまろの郷」も申請エリアに加え、観光との連

携を創出 



■地域住民 
  まちづくりの実行主体 
 咲っく南花台健康クラブ・まちの保健室 
 生活支援（お互いさん） 
 子育て支援（ニコニコサロン・子ども食堂） 
 移動支援（南花台モビリティ「クルクル」） 

■民間事業者等 
  まちづくりの実行支援・技術提供 
 コノミヤ（コノミヤテラスの提供） 
 錦秀会看護専門学校連携（地域包括ケア） 
 UR都市機構（UR団地集約事業） 
 その他技術提供企業 

■河内長野市・大阪府  
   ニーズに合った施策をプロジェクトの要素として投入 
 （後方支援） 
 廃校跡地活用事業 
 地域包括ケアの具体化 
 UR団地再生事業 
 自動運転実装事業 
 公共施設管理手法検討事業 

■関西大学 
 地域の声（ニーズ）を深く研究・コーディネート 
コノミヤテラスでの活動 
 地域ワークショップ 
 ものづくりプロジェクトなど 
 地域のイベント参加 
 全体コーディネート 

■南花台地区の概要 
「咲っく南花台プロジェクト」の推進体制 
  

咲っく南花台リビングラボ 
拠点：コノミヤテラス 

 地域住民を主体に行政、大学、企業が連携し、ともにふれあい、ともに考え、ともに物事をお越し、地域に機能する活動や技術
を生み出す「咲っく南花台リビングラボ」を展開、それぞれの活動は地域住民の生活に機能する取組みへと成長させ、着実にま
ちづくりに必要不可欠な仕組みの構築を積み上げてきた。 

 この取り組みを通じ、南花台は新たなまちづくり手法や新たな技術の効果的な活用方法を生み出し、数々の全国モデルを創出
してきた。 
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関西大学学生が中心となり、地域ワークショップを定期開催、地域の住民の生の意見を聞きながら、地域住民と共に考え活動を実装、「ま
ずはやってみる」「やりながら考える」を活動実行の基本スタンスとして同時多発的に、ものづくりや、商業店舗の塗装など、やりたいことをすべ
て実行に移しながら、新たにチャレンジする意義を共有し、まちづくりの担い手を創出してきた。そして、下記の６つのプロジェクトが誕生した。 
 
 ①みんなの拠点づくりプロジェクト         ②健康仲間づくりプロジェクト      ③生活応援プロジェクト    
 
 ④子育て子育ち環境づくりプロジェクト     ⑤まちの情報発信プロジェクト      ⑥咲っく南花台事業者の会      
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■南花台地区の概要 
「咲っく南花台プロジェクト」の取組み概要（６つのプロジェクト） 
  

カヌーづくりプロジェクト 

地域ワークショップ 

塗ってみようプロジェクト 

6つのプロジェクトを導いた多様な地域活動の様子 
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■南花台地区の概要 
「咲っく南花台プロジェクト」（①みんなの拠点づくりプロジェクト） 
  ・地域住民と共に、拠点の整備、拠点の活用方
法、運営方法を考え、使いながら、試行錯誤し、
関西大学と地域住民連携による運営を実現 

・スーパーコノミヤより無償貸与 

・子どもから、高齢者まで多世代が集う拠点とし
て活用されている。 

・新たな取組みに参加して生きがいを見つけた住
民から、自分の居場所として孤独から解放され
た住民までその多様性はほかに例のない拠点と
言える。 

「咲っく南花台リビングラボ拠点」 
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■南花台地区の概要 
「咲っく南花台プロジェクト」（②健康仲間づくりプロジェクト） 
  

まちの保健室（健康相談） 歩こう会 

毎日健康体操 

島田病院健康講座 

・咲っく南花台健康クラブ 
 タニタ/島田病院/大阪大谷大学/摂南大学と連携  
 ・健康クラブでの自主サークル活動 
 →歩こう会（毎月１回） 
 →元気体操（毎週１回） 
 →ノルディックウォーク お散歩の会 
 →毎日健康体操（コノミヤテラスで毎朝10時～） 

 
・「まちの保健室」立上げ 
→地域の医療・福祉関係の有資格者＝健康スタッフ(8名)で構成 
→健康スタッフが社会福祉協議会等と連携し、悩みを持つ方の相談できる場「まちの
保健室」で専門分野の健康相談を定期開催 
→月に一度の会議 
・健康ポイント制度実施 
→咲っく南花台健康ポイントカード発行 
 （特典が無いもののポイントを集める楽しさが広がっている） 
 

大阪大谷大学健康体操 毎日健康体操 
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・南花台くらしと地域に関する住民意識調査（関西大学 H27実施） 
→地域住民による助け合い・支え合いをベースに買い物で困っている人の 
  支援ができる仕組みを構築 
→買い物応援プロジェクトから始まったが、地域住民の困りごとのヒアリングで 
  買い物以外の多様な生活の困りごとがあることを把握し生活全般の支援 
   に拡大した。 
 
 

■南花台地区の概要 
「咲っく南花台プロジェクト」（③生活応援プロジェクト） 
  

・2016年12月からスタート 
→当初は2週間限定の試験実施の予定だったが、地域  
  のニーズが高く、継続を決定。 
→月・木の週2回で取組み開始 
   買い物応援   （1回 300円） 
   生活応援   （１時間 800円） 
 
 
 

生活支援（庭の草ひき） 

買い物応援 



 

・地域住民主体で、子どもと母親の交流の場として子育てサロンを定

期開催 

 →「すまいるルーム」を奇数月の第4月曜に、 

   「にこにこサロン」を偶数月の第4月曜に実施。 

 

 

■南花台地区の概要 
「咲っく南花台プロジェクト」（④子育て子育ち環境づくりプロジェクト） 
  

・「ファミリーサポート事業」 をコノミヤテラスで実施。 
・「ふれあいテラス」スタート 
→ママさん同士の交流とママさんたちの意見を聞く場に 
→毎月第 2・4 週の月・木曜 10:00-16:00 
   ニーズの高さから令和元年度、コノミヤテラス黄色の部屋として、 
   子育て支援専用 ルーム整備・開設（地域ボランティアで整備） 

子育て支援新施設（黄色の部屋） 

ファミリーサポート事業 

子育てサロン 

子育てサロン 

10 
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・まちのHP「咲っく南花台．COM」の立ち上げ 
  →地域住民自ら情報提供できるHP開設 
  →まちネタ投稿の充実 
 
・「コノテラ通信」として紙媒体で地域の情報発信（毎月発行） 
 →咲っく南花台記者クラブを結成し、地域住民自ら取材をして情報提供 
 →まちのイベント情報、コノミヤテラスでの取組み状況などを中心に掲載 
 →咲っく南花台プロジェクトの地域ボランティアスタッフ30名で毎月地域内全戸配布 
 →今月で第53号を発行 

■南花台地区の概要 
「咲っく南花台プロジェクト」（⑤まちの情報発信プロジェクト） 
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まち開き当初から運営されてきた商店会が、平成15年に解散し、地域事業者と地域住民との連携が途絶えていた。 
咲っく南花台プロジェクトをきっかけに事業者の会（幼稚園・看護学校等も含む）が復活した。 
 
2017年4月5日に発足 
・南花台地域において、事業の発展および地域事業者の事業力強化と会員相互の連携を図り、環境変化に対応した事業振
興及び、地域住民の消費生活の向上、地域社会に貢献することを目的として発足。 
→現在、南花台エリアを中心とした50以上の事業者（店舗・学校法人など）が加入している。 
・「咲っく南花台.com」においては、咲っく南花台記者クラブと連携しながら、地域事業者の活動や事業などを発信し、情報発
信の支援・強化を進めている。 
 
・「プレミアムウィーク事業」を毎月継続的に開催 

■南花台地区の概要 
「咲っく南花台プロジェクト」（⑥咲っく南花台事業者の会） 
  



 平成23年度に廃校となった南花台西小学校の跡地に、「錦秀会看護専門学校」を誘致 
 ⇒平成28年3月基本協定締結 
 ⇒平成29年4月開校 
 ⇒平成30年4月新課程増設 
  
 看護学校との連携により、イベントの実施や交流、高齢者の見守り活動など連携事業が拡大 
 さらなる連携が期待される。 
 人工芝グランドを一般開放 
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■南花台地区の概要 
【南花台西小学校廃校跡地活用】 
  



UR団地集約事業・公園集約事業（公園整備）を一体的に実施し、開発団地の再編モデルを構築する。 
UR都市機構と連携し、開発団地の魅力を高め子育て世代の転入促進を図り、年齢的人口バランスを改善する。 

■南花台地区の概要 
【UR南花台団地 集約型団地再生事業開始】 
  

外壁塗装 

【Aゾーン】なでしこリーグ所属チーム本拠地スタジアム誘致決定（27,000㎡） 
・企業版ふるさと納税制度を活用し整備を調整中 
 
【Bゾーン】公園集約（約10,000㎡） 
・平成27年度に住民アンケートを実施→子どもを遊ばせる場所への満足度が低い 
・利用度の低い公園は、安心して遊ばせられないという声。 
・活用されていない公園を集約し、まちの中央に多世代が交流できる魅力的な公園の整備 
・集約する公園を活用し、第1種低層住居専用地域への用途混在を実現し、まちに変化を持たせ、
子育て世代にニーズのあるまちを再整備 
 
【Cゾーン】認定こども園整備（2,200㎡） 
・現在南花台地域内にある南嶺保育園が認定こども園として施設建設を行う。 
 
 【継続区域の入居促進】 
継続区域は外壁の塗り替え工事が完了し、周りの環境に溶け込む団地に生まれ変わり、集約事業のための空住戸の入居制限が説かれ、令和3年1月
より入居募集が約10年ぶりに始まった。UR都市機構、市、関西大学の連携により子育て世帯を中心とした転入促進を進めている。 
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生まれ変わったUR団地 



グリーンスローモビリティを活用し、南花台エリア全体の移動支援を、地域住民主体でオンデマンド運行が実装 
（令和元年12月7日より実装開始） 
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■南花台地区の概要 
【 IoT技術等を活用したグリーンスローモビリティの 効果的導入実証事業（環境省）の実施】 
  

■コンセプト 「のりあい」から「ふれあい」へ 
 
 
 
 
【特徴１】地域住民主体で社会福祉協議会支援による運行（地域住民が運行チーム 広報チーム 予約受付チームの三つのチームに分かれて運行） 

【特徴２】ＡＩを活用した予約システムによる効率的な運行 

     （複数の予約による乗降ポイントをAIにより効率的なルート検索を行いドライバーに伝えるシステム：AI運行バスシステム（NTTドコモ）） 

【特徴３】地域内の電柱342本を乗降ポイントとしたほぼドアツードアのデマンド運行 

【特徴４】環境に配慮した低速電動ゴルフカートを使用 （速度１９ｋｍ/ｈ以下で走行）：電動ゴルフカート7人乗り 2台 

【特徴５】低床で乗り降りがしやすく、オープンで開放感のある乗り物 

環境省動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=50GePVLSKkg 

 

 

   

単なる移動支援ではなく、地域住民が運行することで、地域コミュニティにつな
がるとともに、助け合いの意識が高まり、運営に参加したスタッフの生きがいにも
つながりまちづくりの基礎となる活動となっている。 

乗降ポイント 
（例 2丁目15番12号） 
地番を乗降ポイント番号に 

地域の仲間と楽しく運営 
住民同士のコミュニティが
広がる移動支援 
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■南花台地区の概要 
【 IoT技術等を活用したグリーンスローモビリティの 効果的導入実証事業（環境省）の実施】 
  

ｙｙｙ 



電動ゴルフカート（7人乗り）を活用した開発団地内での全国初の自動運転実装を実現予定 
 （令和3年10月16日運行スタート） 
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■南花台地区の概要 
【近未来技術等社会実装事業（内閣府）の実施 】 
  

■南花台モビリティ「クルクル」の取組みを拡大し、電磁誘導方式による自動
運転を実現 
 2月に電磁誘導線埋設工事完了し、3月にメーカーによるテスト走行完了、
4月よりスタッフ募集を行い4月16日に地域運行スタッフを対象としてメーカーに
よる運転講習会を実施する。5月より、運行トレーニング・運行方法の決定、
地域への周知を行い7月初旬に運行を開始 
■これまで進めてきた手動運転による移動支援と同様に、地域住民主体の運
行を実現させる。 
  

   
■デマンド運行時に利用の多かったルートを基に、周回ルートコースを設定 
■想定ルート：総距離約3.7km 
■想定速度：12km/hを想定 
■交差点や停留所等における操作（減速・加速・一時停止・指示器等）もタグに
より自動化（センサーにより衝突防止） 
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 「咲っく南花台プロジェクト」通じて生まれたまちの可能
性をスーパーシティにより効果性をさらに高め、まちの復
活を示すことで、オールドタウンの課題解決モデルとし
て全国展開を可能とする。 

■施設一体型小中一貫校の整備 
 （令和６年4月開校予定） 
 南花台小学校と南花台中学校を施設一体型の小中一貫校と
することにより、特色ある教育の実現を図り、子育て世代に対する
まちの魅力を高める。 

■UR団地集約用地の活用 
 （令和７年3月全体完成予定） 

●公園集約 
 地区内にあるいくつかの公園を集約しまちの中心となる当該用
地に多世代が集え、子どもが安心して遊べる公園を整備 

●サッカーチーム（なでしこリーグ） 
  本拠地スタジアム誘致決定 
 サッカーチームとの連携による新たなまちづくりとまちの魅力向上を
生み出すサッカースタジアム建設 

●認定こども園誘致決定 
 子育て世代の魅力を高める認定こども園をまちの中心となる当
該用地に整備されることで、まちの活気と子育て支援の強化を図
る。 

●集約した公園跡地を活用したまちの機能強化 
 集約した公園の跡地に多様な機能を誘致し、まちに変化を与え
るとともに、まちの機能を高め子育て世代のニーズに合ったまちに再
編する。 

●UR団地継続区域への入居促進開始 
 集約事業準備のため長きにわたり入居制限してきたUR団地の
空き住戸の本格的な入居促進が本年1月より始まり、子育て世
代の転入の可能性が高まっている。 
 

■大阪府立花の文化園全面リニューアル 
 （令和５年４月リニューアルオープン予定） 
 収客を高め花をテーマとした活動創出を目指し、施設を全面的
にリニューアルする。 
 

■南花台地区の概要 
【南花台地域のまちづくりの実績】（新たなまちづくりの可能性の創出） 
  

地域の魅力向上や
子育て世帯転入促
進につながる数々の
具体的なまちの整
備が今まさに始まろ
うとしている。 

継続区域の 
入居募集開始 
（R3.1～） 

施設一体型 
小中一貫校の整備（R5) 

認定 
こども園整備 
（R4開校） 

サッカー 
スタジアム 
建設 

（R6開設予定） 

施設全面 
リニューアル 

集約公園跡地への 
新たな機能誘致 

小学校跡地活用による 
まちの魅力向上（調整中） 

公園整備（集約） 
（R7開設予定） 
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■南花台地区の概要 
【南花台地域のまちづくりの実績】（咲っく南花台プロジェクトの他地域への横展開もすでに開始） 
  
■咲っく南花台プロジェクトを横展開し、「コノミヤテラス」をモデルとした地域の商業店舗との連携による地域まちづくり支援拠点
「イズミヤゆいテラス」令和3年4月オープン 
 H2Oリテイリング㈱との連携により、河内長野駅南側に位置するスーパーイズミヤの4階を無償で借り受け、コノミヤテラスをモデ
ルとした地域まちづくり支援拠点「イズミヤゆいテラス」を整備 
 社会福祉協議会、ボランティアセンター等が同居し、関西大学、桃山学院大学、千代田短期大学等と連携し、新たにイズミ
ヤゆいテラスリビングラボを形成   

■施設整備においてもリビングラボを展
開し、使いながら、議論しながら計画・設
計・整備を一体的に実施 
場所の魅力を最大限に活かした気持ち
の良い空間が誕生 
■使いながら施設の活用方法・ルール
等を決め、だれでも、いつでも目的に関
わらず共存できる場を目指す。 

■咲っく南花台プロジェクトを横展開し、南花台モビリティ「クルクル」をモデルとした地域住民主体の移動支援下里モビリティ「ク
ルクル」が7月17日にスタート。 
 また、7月25日からはH2Oリテイリング・ヤマハ発動機と連携し、「イズミヤゆいテラス」を拠点として日東町、大師町地区におい
て「クルクル」を活用した移動支援の実証実験を開始 
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河内長野市スーパーシティ構想の概要 

河内長野市スーパーシティ構想 in 南花台 【コンセプト】 

 
  

 グリーンスローモビリティ 

（環境省）実装 

 近未来技術等社会実装事業 

（内閣府）実装見込み 

 着実にまちづくりを積み重ねてきた南花台の高い地域力 

 地方創生推進交付金事業（内閣府） 

規制や固定概念にとらわれない 

住民本位のまちづくりを実現 

まちにシェア 
オフィスがほしい 

たまには道路を 
自由に使いたい 

公園にカフェが欲しい 

まちが活性化する 
施設がほしい 

 高度経済成長期の人口増加社会におけるまちづくりをコントロールするため、まちづくりに関する規制型
の法律は、計画的な公共施設整備や人口誘導に大きく貢献してきた。しかしながら、現在の成熟した
人口減少社会においては、それら規制型の法律により、住民ニーズの反映が困難となっており、特に多く
の課題を抱えるオールドタウンでは、まちづくりの可能性を高めるうえで、大きな障壁となっている。 

まちにたくさん 
お店がほしい 

雨でも憩える大屋根 
のある公園がほしい。 

まちに企業が 
来てほしい 

歩道が楽しく憩える
空間になってほしい。 
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河内長野市スーパーシティ構想の概要 

河内長野市スーパーシティ構想 in 南花台 【コンセプト】 

 
  

 グリーンスローモビリティ 

（環境省）実装 

 未来技術社会実装事業 

（内閣府）2021.10.16実装開始 

 着実にまちづくりを積み重ねてきた南花台の高い地域力 

 地方創生推進交付金事業（内閣府） 
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河内長野市スーパーシティ構想の具体的な取組み 

高度経済成長期の人口増加社会に機能した規制型のまちづくりを、 

大胆な規制改革により、成熟した人口減少社会に対応した、住民本

位のまちづくりに転換する。 

規制や固定概念にとらわれない住民本位のまちづくり 



河内長野市スーパーシティ全体像【規制や固定概念に捉われない住民本位のまちづくり】 
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河内長野市スーパーシティ全体像【規制や固定概念に捉われない住民本位のまちづくり】 

25 



河内長野市スーパーシティ全体像【規制や固定概念に捉われない住民本位のまちづくり】 

26 



河内長野市スーパーシティ全体像【規制や固定概念に捉われない住民本位のまちづくり】 
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南花台地区のこれからのまちづくり 

子育て世代の転入促進につながる 
まちの魅力向上を目指します。 

サッカーチームと連携したまちづくり 

誰もがくつろぎ、楽しみ、つながる公園づくり 

小中一貫推進校整備による教育環境の向上 

まちに新たな機能を誘致 


