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SENBOKU New Design
～10年後の「まち」と「暮らす人」の姿のデザイン～



堺市基本計画2025

計画期間 2021～2025年度

SENBOKU

New Design（案）
（2021年5月策定予定）

計画期間 2021～2030年度

かつてのベッドタウンから、
より豊かに暮らせるまちへ

構成員：堺市、大阪府、 UR、府住宅供給公社、南海電鉄等

泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン
（平成27年1月改訂）計画期間 平成23～32年度

泉北ニュータウンの中核的タウンセンターである泉ヶ丘駅前地域の活性化に向けて策定

泉北ニュータウン公的賃貸住宅再生計画
（平成29年3月改定） 計画期間 平成23～32年度

公的賃貸住宅の今後の活用方策や管理・運営の方向性を示し、
公的賃貸住宅の再生事業の方針や取組みを定めるため策定

泉北ニュータウン再生府市等連携協議会
（平成22年４月設立）

◆計画策定をはじめ、関係者で連携した取組

2

栂・美木多駅前活性化土地利用構想（平成28年9月策定）

栂・美木多駅前の活性化に向け土地利用のコンセプトとまちづくり方針等を示す。

泉北ニュータウン近隣センター再生プラン（平成27年8月策定）

近隣センターの再生に向け、各主体が再生に取り組む際の検討のたたき台として活用することを目的とし
て、位置づけや将来像、再生の取組及び進め方等を示す。

2
持続発展可能なまちに向けた取組の枠組み
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SENBOKU New Design（案）

かつてのベッドタウンから、より豊かに暮らせるまちへ

～泉北ニュータウンの価値を高め、次世代へ引き継ぐ～

【新たな視点】

SDGsの達成 スマートシティの推進 健康長寿のまち 職住一体・近接型ライフスタイルの促進

新たな価値を創造し、画一的な住宅中心であった「ベッドタウン」から、多様な機能が

備わり、多様な暮らし方が実現できる「より豊かに暮らせるまち」へと変革し、将来にわ

たって多様な世代が快適に住み続けることのできる「持続発展可能なまち」をめざす。

【理念】

新たな価値を創造し、泉北ニュータウンの価値をさらに高め、持続的な発展に求めら

れる「新たな視点」を設定
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SENBOKU New Design（案）

住民や事業者など、様々な主体と思いを共有し、共創するため、5つのエリアの将来

イメージをイラストで表現

【将来像の共有】

【12の取組分野】

1 住まい 2 働く場 3 子育て・教育 4 健康長寿 5 緑空間 6 都市機能

7 交通 8 市民交流 9 共創 10 スマートシティ11プロモーション 12 都市経営

理念の実現に向け、取り組むことが必要な12の分野を設定し、取組方針、取組例を

整理

駅前及び周辺エリア 近隣センター 戸建てエリア 団地エリア 公共施設
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泉北ニュータウンならではの暮らし方

泉北ニュータウンにある
「魅力的な要素」

住民のライフスタイル

泉北スタイル

泉北ニュータウンにある「魅力的な要素」と「住民のライフスタイル」の組
み合わせから生まれる泉北ニュータウンならではの多様で豊かな暮らし方

SENBOKU New Designに掲げる理念・基本方針のもと、12分野の取組方針に基づく事業を
進めていくことで、泉北ニュータウンならではの多様で豊かな暮らし方の実践を促進

住宅 駅前 店舗 教育機関

農 緑空間 公共施設

ICT 人材

仕事 子育て 学び

地域活動 自己実現

環境保全 交流
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10年後のまちの姿と暮らす人の姿（イメージ）

駅前及び周辺エリア①

先端技術を導入した病院で治

療を受けることができ、日々、安

心な暮らしを送っている。

オンデマンドバス※を利用して、

買い物に行き、駅前エリアの賑

わいを楽しんでいる。

駅前のコワーキングスペースで仕事をす

ることが増え、これまで交流が少なかった

ご近所さんと会話を楽しむ機会が増えた。

ウェアラブル機器※を身に着け緑道をラ

ンニングすることで、健康を維持し、

清々しい日々を送っている。

駅前広場前のカフェで泉北産野菜を使っ

た健康配慮メニューを食べる機会が増え、

心身とも健康な暮らしを送っている。

収穫した野菜を朝市のマルシェで販

売する機会が増え、顔見知りになっ

たお客さんと会話を楽しんでいる。

今日も体の異常は
なさそうね。

わ！この野菜新鮮～。

いつもありがとう。
ひとつおまけしておくね。

最近調子どうー？

病 院

駅

駅前広場

緑 道
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10年後のまちの姿と暮らす人の姿（イメージ）

次世代ヘルスケア産業で働き、帰りに

駅前立ち飲みで一杯飲む「職住近接

型ライフスタイル」を楽しんでいる。

駅前及び周辺エリア②

ホテル併設のイタリアンレストランでお

弁当を買い、泉北産スイーツを持ち寄

り、公園ピクニックが習慣になっている。

須恵器サークルの方々が、地域の人たちに

泉北の歴史文化に触れる催しを開き、たく

さんの応援や感嘆の声をもらっている。

学校間の連携共同研究したICT成

果がまちに実装され、学生の研究

意欲がぐんぐん増している。

心地良い時間を過ごせるサードプレ

イスとして、地域の人との交流で、

ますます泉北のことが好きになる。

いっしょに活動
してみませんか～？

今日はどこへ行こうか。

新しいアプリを開発してみたの。
使ってみない？

宿泊施設

ヘルスケア産業

駅前広場

大 学

公 園
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10年後のまちの姿と暮らす人の姿（イメージ）

自転車を所有せず、シェアサイクルポート

で電動アシスト付自転車を借りる日常を

送り、便利で快適な生活を送っている。

近隣センター

コンビニに併設した健康相談所で食の

相談をすることで、フレイル予防につな

がり、元気な生活を送れている。

企業勤務の経験を活かして、パソコ

ン講座を開催し、定年後の生きがい

として、社会貢献を楽しんでいる。

運転のスキルを活かしてオンデマンド交通

のドライバーを務め、ご近所さんの暮らしを

支えながら、自らも交流を楽しんでいる。

NPO運営の子育て支援サービスを利用し

て、夕方まで地元の雑貨屋で働き、働き

ながら子育てできる環境に満足している。

団地の前に来る移動販売車で買い物が

でき、遠出ができなくても食材や日用

品を選ぶ楽しみが生まれている。

SNSを使ってみましょう。

今の季節でいうと
白菜がおすすめよ！

安くしておくよー。

公 園

近隣センター
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10年後のまちの姿と暮らす人の姿（イメージ）

戸建エリア

長年住んだ戸建住宅を賃貸化し、バリア

フリーに配慮された駅前の集合住宅に移

り住み、安心の老後を送っている。

近くにできたシェアガーデン※で有機野

菜を育て、ガーデン友達と交流しながら、

健康にいい暮らしを送っている。

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）を取

り入れた環境配慮住宅に暮らし、地球環

境と健康に優しい生活に満足している。

趣味を活かし、自宅をリノベーション素材

を扱うショップに改装し、DIYやリノベー

ションを広める生活を楽しんでいる。

自宅の一室をコワーキングスペース

として開放し、近所の人たちと共有

しながら働くことを楽しんでいる。

次世代パーソナルモビリティで楽に広

範囲の防犯見回りができ、地域から

も感謝の声が上がっている。

これ、最近入荷した棚。
おすすめですよ。

レモンがたくさんできたの。
いくつか持って帰らない？

今日はちょっと遠くまで、
見回りに行こうか！

こっちの仕事にも
関わってみない？

戸建住宅



10
10年後のまちの姿と暮らす人の姿（イメージ）

団地エリア

団地の活用地を利用した若者向け

のシェアハウスが誕生し、居住者が

多世代交流を楽しんでいる。

地元企業の応援を受け、共同栽培した果実

を使った特産品を作り、泉北ニュータウンの

ブランディングにやりがいを見出している。

公園の隣にある間取りが広いニ

コイチ住戸に引っ越し、憧れの

緑ある暮らしを楽しんでいる。

団地1階のベーカリーで、ランチを食べな

がら、子育てを語り合う時間を過ごし、世

代を越えた人との交流を楽しんでいる。

農家をめざす若者が泉北ニュータウンに

住みながら、農家から野菜作りの技術を

教わり、新規就農に挑戦している。

おばあちゃん、今日は
どこに出かけてたの？

うちの子、ついに
小学生になったの。

畑を耕すのがずいぶん
うまくなってきたな！

団 地
農 地

農 地
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10年後のまちの姿と暮らす人の姿（イメージ）

公共施設

図書館併設のカフェで、ICTを

活用したセミナーを受講し、新技

術への関心が増している。

週末の公園のイベントで出張飲食店を

開き、公園を訪れる来園者との交流を

楽しみ、1日楽しく過ごしている。

AR技術を活用した美術鑑賞により、泉

北にいながらも海外の作品を楽しみ、

充実した文化的な生活を満喫している。

各学校ではICTの活用により、オンライ

ンで海外の学生と交流し、生徒の国際

化への興味がどんどん増している。

公園のキャンプ場に、仕事ができる環境が

整備され、昼間は仕事、夜はバーベキュー

により、豊かな公園ライフを満喫している。

今日も来てくれたんだね。
熱心だねー。

レモンジュース
ひとつください～。

わー。これずっと
見たかった作品！

Hello!!!

公 園

図書館

中学校

文化会館
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泉北ニューデザイン推進室

堺市堺区南瓦町3番1号

電話：072-228-7530
FAX：072-228-6824

電子メール：sennisui@city.sakai.lg.jp


