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PEACE! Real FamilyOさん 3人家族

買物も通勤も
想像以上に

べんりです♪

子どもが

のびのび育つ

街です。

PEACE
! Real 

Family

Iさん 4人
家族

こんなに緑豊かで、都心に近い街に、
家族で暮らせて大満足です！ 

中学卒業まで安心して子育てができる。
子どもも自然の中でたくさん学んでいます。

08：19発 08：39着

24：17発

08：10発07：45発
北大阪急行・地下鉄御堂筋線

ダイレクト20分

24：55着24：30着23：56発

ダイレクト21分

箕面森町
地区センター 千里中央 梅田

箕面森町
地区センター千里中央梅田 北大阪急行・地下鉄御堂筋線

通勤シミュレーション

終電シミュレーション 最終バスは御堂筋線 終電と連絡

※掲載の環境写真は平成23年6月、人物写真は平成28年4月に撮影したものです。

※詳しくは箕面市ホームページをご確認ください。

「子育てしやすさ日本一」を掲げる
箕面市は子育て支援も充実！

妊婦さんの
「定期健康診査費用」助成

子どもの医療費助成制度

１ヶ所に
集約！

育てに良くて自然が多い場所を条件に、いろいろ見学

に行っていたんですが、「箕面森町ピースガーデン」に

初めて来たときは、こんなに緑が豊かで、都心に近い場所が

あるって知ってビックリ。大きな発見でした。近いと言っても大阪

まで距離はあるので多少心配はしていましたが、むしろ便利に

感じるくらい。朝の早い出勤でも5時台からバスが出ているので

時間に余裕が持てます。しかも、バス停が家から近い。千里中央

までは一本道だから、渋滞もなくスムーズです。始発駅だから

座って通勤できるのもうれしいですね。北大阪急行延伸や

新名神高速道路が完成すれば、もっと便利になりそう。未来も

期待できるし、自然につつまれた街に暮らせて大満足です！

族が増えたので、北摂エリアで子育て環境がいい

場所を探していました。そんな時に見学に来たのが

「箕面森町ピースガーデン」でした。都会だと危ない場所もある

ので心配ですが、この街なら小中一貫校に近くて、車も少ない。

中学校を卒業するまで安心して子育てができると思ったんです。

そして、一番は自然が豊かな環境！子どもたちが花や昆虫を

見つけて喜んでいる姿やお庭で元気に遊んでいるのをみると、

この街を選んでよかったと心から思います。しかも、新しい街

だから親も子どもも同世代が多く、コミュニケーション能力を

育めます。家に遊びにきたり、子どもの預かり合いもしていますよ。

家族がのびのび暮らせるこの街を、とっても気に入っています。

よる

あさ

新名神高速道路、平成30年度開通予定！
神戸・京都にダイレクトにつながり、
カーアクセスがさらにスムーズに。

※平成28
年3月30日

 箕面市ホ
ームページ

・報道資料
より

新箕面駅
完成イメ

ージ

新名神高速道路 
（仮称）箕面インターチェンジ 完成予想図

NEXCO西日本会社努力目標は平成29年度末
※平成28年8月5日 NEXCO西日本ホームページ・ニュースリリースより

路線バス

路線バス

「みの
お

キューズ
モール

」

の隣に

「(仮称)新
箕面駅」

平成32年
度完成予

定！

北大阪急
行延伸で

、

さらに駅
が近く、さ

らに便利
に。

施設一体型 小中一貫校とどろみの森学園（市立止々呂美小学校・中学校）

街のとなり！
 保育園  幼稚園  
 小学校  中学校 が

0歳～中学卒業まで
安心して子育てが
できますね。
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中学生までを対象に医療費を助成。通院し
ても1日最大500円の負担のみです。

妊婦さんの定期健康診査の費用を箕面市
が全14回にわたって助成。また、妊娠中に歯

科健診を1回無料で受診できます。

子どもの
「インフルエンザ予防接種費用」助成
対象年齢は、生後６ヵ月～小学６年生まで。
1回1,000円が割引となるクーポン券を送付

しています。

はじめての子育ても安心
保育士による全戸訪問

生後４ヵ月までの赤ちゃんのいるご家庭まで
保育士が全戸訪問。
子育てをサポートします。

すべての通学路に
防犯カメラを設置

市内全ての通学路に７５０台、公園に300台
の防犯カメラを設置。

全国トップクラスの設置数です。

夜19時まで利用できる
学童保育

学童保育の延長利用が可能です。
夜19時まで利用できるのは

大阪府内43自治体中、22自治体のみです。

家子

幼保一体
型施設

みすず学園
森町こども

園

（保育園
・幼稚園

）

（平成28年9月時点）



雨水を活かすことで、夏の打ち水効果と
冬の路面凍結防止につながります。

保水性舗装

PEACE! Real Family PEACE
! Real 

Family

自然の多さはまるで別世界！
毎日、リゾートにいる気分です♪

敷地面積と価格は一番の魅力。
街も住まいも広 し々ていて開放的です！

※掲載の街並み写真は平成27年7月に、人物写真は平成28年4月に撮影したものです。

お花見をし
よう。

ゲンジボタ
ルを見に行

こう。

川魚を釣ろ
う。

鳥の鳴き声
に耳を澄ま

そう。

たくさんの
生き物や植

物が、

四季を教え
てくれる街。

自然のチカラを活かした、快適でエコロジーな街づくり。

住まいの夢かなえるなら

ゆとりの平均

150㎡ 170㎡

風通しの良さが、
なによりエコロジーで
暮らしやすい街の環境を
生み出します。

保水性舗装材断面概念図

雨天時（散水時）

浸透
保水

保水層

晴天時

気化熱
冷却

保水層
夏の涼風（南～南南西の風）を

取り組むために風の通り道を確保

夏の涼風概念図

通風解析

箕面市地区整備計画の
1区画あたりの
最低敷地面積

150㎡150㎡

広さ200㎡
200㎡

広い家 広い庭 2台並列
駐車

2台並列駐車

広い庭
広い家

目惚れ！「箕面森町ピースガーデン」を選んだ理由を

聞かれると真っ先に出てくる言葉ですね。はじめて見学

に来たときは、本当に大阪なの？って驚きました。この自然の多さ

はまるで別世界ですね。アウトドアが好きで、前の家に住んでいた

頃は、犬と一緒に泊まれるホテルに頻繁に出かけていたんです

が、今ではほとんど行かないようになりました。自宅にいたまま、

自然の癒しを感じることができる。まるで、リゾート地みたいな場所

ですね。夏なんて大阪市内と比べるとかなり涼しい。クーラーも

いらないくらい。季節によっては、家の中で過ごさずに、散歩に

出かけたり、街の緑道にあるベンチでのんびり過ごしていることが

多いですね。毎日、この街での暮らしを存分に楽しんでいます。

一 の両親が箕面森町エリアに住んでいるので、よく遊びに

来ていました。この街の自然の多さや子育て環境の

良さも知っていたからと言うのはもちろんですが、なにより土地の

広さと価格が気に入りました。実は、夫の弟さんも近所に引っ越して

きたんです。しかも、偶然（笑）新しい家は車が2台おける場所を

希望していて、市街地だと広い土地を希望するとどうしても価格が

高くなってしまうんですよね。好きなハウスメーカーを13社の中から

選べるのもいいですよね。しかも、街も家も全部が広い。朝、起きて

窓を開けたら鳥や昆虫の鳴き声が聞こえたり、自然を身近に

感じることができるのもステキですね。

夫住戸同士の距離も離れているので家の中からの景色はとても開放的♪

箕面森町ピースガーデンの
最低敷地面積

Yさん 3人
家族

広いお家で

いっぱい遊べるよ！

Tさん ご夫婦

犬と暮らす自然豊かな
空気もおいし〜い
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PEACE
! Real F

amily

Uさん ご
夫婦 PEACE! Real FamilyTさん ご夫婦

新しい街で新生活をスタート！
すくすく育つ街の未来が楽しみです。

知らない人や車はすぐに分かるし、
道も広くて静かだから、安心して暮らせます。

※掲載の環境写真は平成23年6月、人物写真は平成28年4月に撮影したものです。

そら公園 ちょうちょ公園 ゆりのき公園 ひだまり公園 くすのき公園

居は山手で自然が豊富な場所を探していました。将来、子どもが一人でも自由に遊べる環境が

良かったんですが、家の性能やデザイン、広さが予算に合わなかったり、終電が遅い時間まで

動いていないなど、我慢しないといけないことが多かったんです。でも、ここは全体のバランスもとてもいい。

それに、すでに完成している街に住むのは、ちょっと怖くて…どうせなら、新しい街で最初の住民として

新生活をスタートしたかった。おかげで、ご近所のご家族とも仲良くさせていただいています。

コミュニティハウスでクリスマスパーティを開催されたというお話もききました。住民同士のつながりを育む

イベントが、もっと増えていけばいいなぁって期待しています。

の街に暮らす前は、休みになると自然が多いところまで車で

出かけたりしていました。この街の近くもドライブコースでしたね。

街びらき当時は、まだ家は数軒でしたが、自然が豊かで、静かないい

ところだなって思ったことが検討するきっかけ。実際に住み始めてから

知ったのは、住民以外の車がほとんど入ってこないこと。ご近所とも

知り合いなので、街中に知らない人や車がいるとすぐに分かります。

防犯の意味でも安心ですね。それに、道も広くて開放的なので、家の

前で遊んでいる家族をたくさん見かけます。私たちも、テニスをしたりして

遊ぶことが増えました。趣味のドライブよりも自宅に居ることが多くなり、

充実した毎日を過ごしています。
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こ新

家族のつながりを育み、
豊かな未来を描くコミュニティハウス。

きめ細やかなサービスを届ける、「コンシェルジュ」がいる街。

コミュニティハウスには
タウンコンシェルジュが待機。
お気軽にサービスをご利用ください。

東急コミュニティーのタウンサポーターが、
タウン内を定期的に巡回。
街の景観と安全を人の目で見守ります。

車のスピードを
抑制する

舗装デザインで、
歩く人の安全に
配慮しています

大人も子どもも心はずむ5つの公園でおもいっきり遊ぼう！大人も子どもも心はずむ5つの公園でおもいっきり遊ぼう！

パーティやサークル活動など、
多目的に使える集会室をご用意。

万一の災害発生時に備え、
防災備蓄倉庫を設置。

コミュニティハウスでは可動式間仕切りシステム
を採用。パーティやサークル活動、さまさまな用
途にご利用いただけます。
お住まいの方同士の交
流を育む各種イベントな
どにご活用いただけます。

街の中に非常時の燃
料、非常食等を備蓄し
た「防災備蓄倉庫」をご
用意。ご家庭では準備
しにくい本格的な救助
用具も備えています。

タウンサポーターがプリウス プラグ
インハイブリッドに乗って定期的に
巡回しています。

自転車の
修理がしたい！
脚立が欲しい！

あったら便利、でも必要なときにな
い脚立や工具など暮らしのアイテ
ムをレンタルサービス。
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赤ちゃんいるけど、
大掃除とお庭の
手入れどうしよう。

ハウスクリーニング、ベビーシッ
ター、庭木業者、ペットホテルなど
の専門業者をご紹介。

あ！クリーニングと
宅配便、
出し忘れた！

クリーニング・宅配便の発送取
次、公共機関や関係各社のご案
内など、多彩なサービスをご提供。

防災
拠点

コミュニティ
拠点

タウンサポート
＜勤務日時＞月～日

9時～17時（年末年始
等は休務）

タウンコンシェルジュ
＜勤務日時＞月火木

金土

17時～21時（年末年
始等は休務）

タウン内を定期的に巡回
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タウンサポーターが自治会からの
委託により、共用緑地の散水や
清掃補助を行います。

美しい街並みの保全・管理

たくさん

お友達が

出来る街です。
理想の家と

理想の暮らしを

実現できました！


