
「兵庫県ニュータウン再生ガイドライン」出前講座　対象ニュータウン所在地リスト（H28.8.1現在）

NO. 地区名

1 渦森台 神戸市東灘区 渦森台1～4丁目

2 六甲アイランド 神戸市東灘区 向洋町中1～8丁目

3 鶴甲 神戸市東灘区 鶴甲2～5丁目

4 ポートアイランド 神戸市中央区 港島中町1～8丁目

5 泉台 神戸市北区 泉台1～7丁目

6 大池 神戸市北区 大池見山台、西大池1～2丁目、東大池1～3丁目

7 興神山の街 神戸市北区 小倉台1～7丁目、広陵町1～6丁目、筑紫が丘1～9丁目

8 北五葉・南五葉 神戸市北区 北五葉1～7丁目、南五葉1～6丁目

9 君影町 神戸市北区 君影町1～6丁目

10 北鈴蘭台 神戸市北区 甲栄台1～5丁目、惣山町1～5丁目、若葉台1～4丁目

11 花山 神戸市北区 幸陽町1～3丁目、花山台、花山東町

12 星和台 神戸市北区 星和台1～7丁目、鳴子1～3丁目

13 ひよどり台 神戸市北区 ひよどり台1～5丁目、ひよどり北町1丁目

14 箕谷 神戸市北区 松が枝町1～3丁目

15 有野台 神戸市北区 有野台1～9丁目、東有野台1～5丁目

16 唐櫃 神戸市北区 唐櫃台1～4丁目

17 鹿子台 神戸市北区 鹿の子台北町1～8丁目、鹿の子台南町1～6丁目

18 藤原台 神戸市北区 藤原台北町1～7丁目、藤原台中町1～8丁目、藤原台南町1～5丁目

19 星和八多 神戸市北区 京地1～3丁目、菖蒲が丘1丁目

20 阪神花山 神戸市北区 花山中尾台1～3丁目

21 岡場 神戸市北区 有野中町1～4丁目

22 山の街ニュータウン 神戸市北区 大原1～3丁目、桂木1～4丁目、日の峰1～5丁目

23 赤松台・上津台 神戸市北区 赤松台1～2丁目、上津台1～9丁目

24 新南鈴蘭台 神戸市北区 中里町1～2丁目

25 高倉台 神戸市須磨区 高倉台1～8丁目

26 名谷 神戸市須磨区 神の谷1～7丁目、菅の台1～7丁目、西落合1～7丁目、竜が台1～7丁目

27 落合 神戸市須磨区 北落合1～6丁目、中落合1～4丁目、東落合1～3丁目、南落合1～4丁目

28 白川台 神戸市須磨区 白川台1～7丁目

29 北須磨 神戸市須磨区 友が丘1～9丁目

30 東白川台 神戸市須磨区 東白川台1～5丁目

31 横尾 神戸市須磨区 横尾1～9丁目

32 若草町 神戸市須磨区 若草町1～3丁目

33 ジェームス山 神戸市垂水区 青山台1～8丁目、美山台1～3丁目

34 舞子台 神戸市垂水区 歌敷山3～4丁目、舞子台1～8丁目

35 明石舞子（明舞） 神戸市垂水区、明石市 神戸市垂水区狩口台1～5丁目、神陵台1～7丁目、南多聞台1～8丁目、明石市松が丘1～5丁目

36 多聞台 神戸市垂水区 多聞台1～5丁目

37 つつじが丘 神戸市垂水区 つつじが丘1～7丁目

38 新多聞 神戸市垂水区 本多聞1～7丁目、学が丘1～6丁目

39 桃山台 神戸市垂水区 桃山台1～6丁目

40 舞多聞 神戸市垂水区 舞多聞東1～3丁目、舞多聞西1～8丁目

41 学園緑ヶ丘 神戸市垂水区 小束山1～7丁目

42 西神戸ニュータウン 神戸市西区 秋葉台1～3丁目、桜が丘中町1～6丁目、桜が丘西町1～6丁目、桜が丘東町1～6丁目

43 池上 神戸市西区 池上1～5丁目、大津和1～3丁目、南別府1～4丁目、今寺

44 玉津・出合 神戸市西区 枝吉1～5丁目、王塚台1～7丁目、中野1～2丁目、持子1～3丁目、森友1～5丁目

45 岩岡 神戸市西区 大沢1～2丁目、上新地1～3丁目、竜が岡1～5丁目

46 学園都市 神戸市西区 学園西町1～8丁目、学園東町1～9丁目

47 北別府 神戸市西区 北別府1～5丁目、天王山

48 北山台・富士見が丘 神戸市西区 北山台2～3丁目、富士見が丘1～5丁目

49 月が丘・美穂が丘 神戸市西区 月が丘1～7丁目、美穂が丘1～5丁目

50 西神中央 神戸市西区 樫野台1～6丁目、春日台1～9丁目、狩場台1～5丁目、糀台1～6丁目、竹の台1～6丁目、美賀多台1～9丁目

51 西神住宅第2（西神南） 神戸市西区 井吹台北町1～5丁目、井吹台西町1～6丁目、井吹台東町1～6丁目

52 田中 神戸市西区 宮下1～3丁目

所在地
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53 名塩 西宮市 東山台、国見台、名塩新町

54 北六甲台 西宮市 北六甲台

55 上山口丸山 西宮市 山口町上山口２～４丁目、山口町下山口５丁目、山口町金仙寺１丁目の一部、３丁目

56 武庫川 西宮市 高須町１～２丁目、上田西町

57 西宮ﾏﾘﾅﾊﾟｰｸｼﾃｨ 西宮市 西宮浜4丁目

58 浜甲子園 西宮市 枝川町、古川町

59 芦屋浜 芦屋市 新浜町、浜風町、高浜町、若葉町、緑町、潮見町

60 南芦屋浜 芦屋市 陽光町、海洋町、南浜町、涼風町

61 阪急宝塚山手台 宝塚市 山手台西１～４丁目　山手台東１～５丁目

62 中山台ﾆｭｰﾀｳﾝ 宝塚市 中山五月台１～７丁目、中山桜台１～７丁目、中山台１～２丁目

63 ラ・ビスタ宝塚 宝塚市 すみれガ丘１～３丁目

64 逆瀬台・青葉台・光ガ丘 宝塚市 逆瀬台1～6丁目、青葉台1～2丁目、光ガ丘1～2丁目

65 大和団地 川西市 大和西１～５丁目、大和東１～５丁目

66 多田ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 川西市 水明台１～４丁目、向陽台１～３丁目、緑台１～７丁目

67 清和台 川西市 清和台西１～５丁目、清和台東１～５丁目

68 鷹尾山けやき坂 川西市 けやき坂1丁目～5丁目

69 藤ヶ丘 川西市 湯山台1丁目～2丁目

70 萩原台 川西市 萩原台西1丁目～3丁目、萩原台東1丁目～2丁目

71 阪急日生ﾆｭｰﾀｳﾝ 川西市、猪名川町 川西市美山台1～3丁目、丸山台1～3丁目、猪名川町松尾台1～4丁目、伏見台1～5丁目

72 北摂三田ﾌﾗﾜｰﾀｳﾝ 三田市 武庫が丘１～８丁目、狭間が丘１～５丁目、弥生が丘１～６丁目、富士が丘１～６丁目

73 北摂三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ 三田市 すずかけ台１～４丁目、けやき台１～６丁目、あかしあ台１～５丁目、ゆりのき台１～６丁目

74 北摂三田ｶﾙﾁｬｰﾀｳﾝ 三田市 学園1～8丁目

75 つつじが丘 三田市 つつじが丘北、つつじが丘南

76 猪名川ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ 猪名川町 白金、若葉

77 つつじが丘住宅地 猪名川町 つつじが丘

78 大久保東 明石市 高丘１～７丁目

79 緑が丘 三木市 緑が丘町本町１～２丁目、緑が丘町西１～５丁目、緑が丘町中１～３丁目、緑が丘町東１～４丁目

80 青山 三木市 志染町青山1～7丁目

81 自由が丘 三木市 自由が丘本町１～３丁目、西自由が丘１～２丁目、中自由が丘１～３丁目、東自由が丘１～３丁目

82 育ヶ丘団地 小野市 育ヶ丘

83 南山 加東市 南山

84 上郡ﾈｵﾎﾟﾘｽ（高田台） 上郡町 高田台１～７丁目

85 播磨科学公園都市 たつの市、上郡町、佐用町 たつの市新宮町光都、上郡町光都、佐用町光都

86 兵庫ﾆｭｰﾀｳﾝ（住吉台） 篠山市 住吉台


