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〝ひょうご北摂〟
ってどんなところ？

ひょうご北摂で、
いろんな暮らし方

2018 年 3 月18 日に、新名神高速道路の神戸
JCT 〜高槻 JCT・IC の約 43.1km が開通。ひょ
うご北摂地域では、宝塚北 SIC と川西 IC から、
高速道路にアクセスが可能になって、京都・名
古屋方面への移動や、中国自動車道・山陽自動
車道への乗り継ぎがさらに便利になります。

JR

大阪から福知山線（宝塚線）で、伊丹、川西池田、宝塚、三田まで一直線

阪急 梅田から宝塚線で、川西能勢口、宝塚まで一直線

新

路
道
速
高
神
名

神戸線塚口で乗り換えて伊丹へ、西宮北口で乗り換えて宝塚へと、多彩なアクセス

通勤も通学も
便利
●

梅田まで…約 20 分

●

神戸三宮まで…約 30 分

JR 伊丹駅 から

●

大阪まで…約 15 分

●

三ノ宮まで…約 25 分

阪急宝塚駅 から

●

JR 宝塚駅 から

●

阪急川西能勢口駅 から

JR川西池田駅 から

梅田まで…約 30 分 神戸三宮まで…約 31 分
● 西宮北口まで…約 14 分
●

大阪まで…約 26 分

●

三ノ宮まで…約 40 分

●

梅田まで…約 22 分

●

神戸三宮まで…約 42 分

●

大阪まで…約 20 分

●

三ノ宮まで…約 30 分

●

三ノ宮まで…約 58 分

JR 三田駅から

●

大阪まで…約 39 分

神鉄三田駅から（北神急行・地下鉄経由）

●

三宮まで…約 43 分

能勢電日生中央駅 から

●

超便利な暮らしをかなえる街

5

スタイリッシュな暮らしをかなえる街

7

庭時間を楽しむ暮らしをかなえる街

9

ラクラク通勤な暮らしをかなえる街

11

アウトドア満喫の暮らしをかなえる街

13

子育て世代にうれしい支援

15

きっと出会えるあなたらしい暮らし

16

イベントスケジュール

17
19

大阪国際
︵伊丹︶
空港

阪急伊丹駅 から

3

21
22

バスツアー参加者の声

豊かな自然と便利な暮らしを実感
ひょうご北摂ライフ×学生

〝ステキ〟
がいっぱいのこのまちが好き
事業者・団体からのメッセージ
「ひょうご北摂ライフ」
を始めるなら…

ひょうご北摂には
〝あんな暮らし〟
や
〝こんな

日生エクスプレスで梅田まで
（直行）
…約 45 分
● 川西能勢口まで…約 23 分

暮らし〟
ができる、さまざまな特色を持つ街があ
ります。次ページ以降では、そんな街での〝暮ら
しぶりのイメージ〟
を紹介。

※記載している情報は、2018 年 2 月現在のものです。データや
サービス内容など、変更になる場合があります

見る
DATA で

住んだら
より実感！

〝ひょうご北摂〟の住み心地はどんな感じ？ 兵庫県による調査結果から
見えてくるのは、今暮らしている人たちの満足度の高さです。

ひょうご北摂が住みよいワケ

ひょうご北摂で暮らす548人が
〝住みよいと感じる理由〟
を、
「住み替え当時」
と
「現在」
で回答。
住み替え当時に比べて〝住みよい〟と感じる人が増えた項目を一部、紹介します。

1

街 へ の 愛 着 が 増 す！

子どもの成長が楽しみ

安全な環境で生活できる

ひょうご北摂の街並みは、
きれいだと思う

ひょうご北摂の子どもは、
伸び伸びと育っていると思う

治安が良く、
安心して暮らせると思う

72.2%

70.1%

88.7%

※ 2017 年度「兵庫のゆたかさ指標」県民意識調査から。県内全 10 地域の有効回答数は 2132、うち阪神北地域（ひょうご北摂）の有効回答数は 214

ひょうご北摂に
これからも住み続けたい

76.5

%

買い物などの
日常生活が便利

138人

244人
193 人

都市部への
アクセスが良い
子育てがしやすい

204 人

165人

169人

※ 2017 年 8 月〜 10 月、ひょうご北摂の大規模ニュータウン等に居住している人を
対象に実施した「ひょうご北摂地域居住者への意識調査」から。有効回答数は 548

住み替え当時
現在

2

ひょうご北摂で
いろんな暮らし方

こ の 街 に 詳 し い 不 動 産 屋 さ ん か ら Message

part.1

大阪と神戸まで、JR と阪急の 2WAY アクセスで 15 分
〜 40 分で出られる伊丹市は、通勤・通学に便利な街です。
また、昆陽池公園など、自然と親しめる場所も多く、保育
園・幼稚園も充実。子育てにはもってこい。伊丹市に住み
替えをしませんか。

通勤も買い物もスピーディーに
〝利便性〟
が魅力

市で
伊丹

のある一

（一社）宅建業協会 阪神北支部 （株）ホクヨウ・岩本昌樹さん

日〈 平 日 編 〉※

街中で、
友達とプチリフレッシュ

風情あふれる街並みを
眺めながら散策

ひょうご北摂の市町の中でも、
最も大阪に近い伊丹市。駅前には

何かと忙しい子育て世代にとって、
〝利便性〟は大
切なポイント。通勤時間が短く、駅前に大きな商業施
設が整っている…そんな理想的な暮らしが、
「ひょう
ご北摂」では実現できます。

〈伊丹酒蔵通り・三軒寺前広場〉

買い物はもちろん、エンターテイン

JR 伊丹駅と阪急伊丹駅の間にある、
「旧伊丹郷町（ごうちょ
う）
」を散策。両駅を結ぶ「伊丹酒蔵通り」には、江戸時代の排
水路「大溝」や郷町長屋が再現されています。
このエリアは、
商家の建物や旧酒蔵も残され、風情があってお気に入り。3
軒の寺院の正面にある三軒寺前広場は市民の憩いの場です。

メントも楽しめるショッピングモー
ルがある一方、街中には江戸時代
の趣が残る酒蔵通りがあり、
〝非日

最も大阪に近い伊丹市では、いろいろなシーンで
便利に暮らせそう。例えば、アクセス面。JR 伊丹駅
から大阪駅まで快速電車で約15 分。また、市内を循
環するバスが充実していることに加えて、国内各地
の空港へ約2時間で行ける〝空の便〟も身近な交通手

常〟を感じることもできます。仕事
に家事にと日々忙しい女性が〝プチ
リフレッシュ〟するのにもピッタリ。
※このストーリーは、各スポットへの
取材をもとに創作したものです

楽しい一日の締めくくりに
地元のお酒を

段です。
市内には大型商業施設が充実しています。特に、

〈白雪ブルワリーレストラン 長寿蔵〉

JR 伊丹駅からデッキで直結している施設は、仕事帰
りにスピーディーに買い物をしたい人にピッタリ。

そろそろ夕暮れ。小西酒造の酒蔵を利用した複
合施設へ。市の景観重要建造物に指定されてい
る、切り妻屋根と白い壁、黒い板塀が印象的な建
物です。2 階にある伝統的な酒造り道具を展示
したミュージアム（入場無料）を見学した後、1階
のレストランへ。
オリジナルのクラフトビールや白
雪などの日本酒と、お酒に合うお料理で楽しかっ
た一日を締めくくりましょ♪ まずは、乾杯！

また、本州で初めて実施された〝街バル〟など、地
域密着型イベントが頻繁に開催されていて、地元で

私も
こ

楽しく過ごせることも、この街の魅力です。

の

街で

暮らしてい

ま

す

市民が自分たちの手で
街を盛り上げようとする気
持ちが強い、
〝あったかい
街〟です。家族で参加でき
るイベントも多いですよ。
また、子どもと一緒に出か
けられる文化的な施設が
充実しています。

築山亜紀さん（伊丹市在住 9 年）

午前中にゆっくり映画観賞
ランチはレストラン街で
〈イオンモール伊丹〉

大阪から 15 分の
JR 伊丹駅で待ち合わせ
〈JR 伊丹駅〉

今日は大阪から来た友達と伊丹
で合流！ JR なら大阪から約 15
分で来られるとあって、
「ご近所
感覚で会えるね」と友達もゴキ
ゲン。都市部とのアクセスの良
さは、伊丹の魅力のひとつ。

京 都・神 戸 へ の ア ク セ ス も 簡 単 ＆ 便 利

3

ほしいものがすぐ手に入れられる

2018 年春 、神戸 JCT 〜高槻 JCT・

● オレンジアロー 連 SANDA
と高速バス

IC が全線開通。開通区間の宝塚北
スマートインターチェンジ（SIC）や
川西 IC を利用して、東西への移動
がスムーズに。京都へは約 30 分な
ので、京都の観光地へもアクセス
しやすくなりそうです。
宝塚北 SA
は、宝塚大劇場周辺の南欧風の街
並みを再現しています。ひょうご
北摂の新たな玄関口となります。

大阪・神戸のベッドタウンとして発展を
した三田市。市内の路線バスのほか、西
日本で初の導入となる 2 車両型連節バス
（神姫バ
「オレンジアロー 連 SANDA」
ス）も運行しています。神戸三田プレミ
アム・アウトレットへのアクセスも充実。
さらに、新神戸・三宮方面への高速バス
の運行も。
乗り換えなしの直通便なので、
出張での新幹線利用もラクラク。

● 新名神高速道路

JR 伊丹駅直結の「イオンモール伊丹」は、ファッションから
インテリア、日用品など多彩な専門店が入る大型商業施設。
シネコンもあるから、家族のおでかけスポットとしてもよく
利用します。今日はまずここで、一緒に映画観賞。大人だけ
のシネマタイムを満喫した後は、レストラン街でランチをし
ながら、
〝女子トーク〟を楽しもう☆

●ソリオ宝塚

● アステ川西TEMPO175

阪急宝塚駅直結の商業施設には、
多彩な専門店が並びます。ファッ
ションや生活雑貨のショップに加
え、ファストフードなどのグルメ
店も充実していて、デイリーに使
えます。また、全部で 4 カ所（660
台分）の駐車場を利用できるので、
車でのおでかけにも便利です。

阪急川西能勢口駅前の商業施設
は、大型手芸店や人気の 100 円均
一ショップ、輸入食料品を多く扱
うスーパーマーケットなど、ママ
世代にうれしいラインアップが魅
力です。物販店は午後 8 時まで、
飲食店は 10 時まで営業。仕事帰り
にも利用しやすいですね。

4

ひょうご北摂で
いろんな暮らし方

こ の 街 に 詳 し い 不 動 産 屋 さ ん か ら Message

part.2

自分磨きの時間を大切にできる
〝上質〟
な雰囲気が漂う

宝塚

市 で の あ る 一 日〈

〝歌劇の街〟というイメージが定着している宝塚市は、情
緒豊かな街だと思います。市の中心部には武庫川が流れ、
休日には河川敷でスポーツなどを楽しむ人の姿が見られ
ます。電車に乗れば、大阪・梅田へは約 30 分、神戸・三宮
へは約 31 分の立地。一度、市内を散策してみたら、その良
さがわかると思います。
（ー社）宅建業協会 阪神北支部 （有）アルプスホーム・馬本光男さん

※

休日編〉

ヨーロピアンムードの街並みで
芸術・文化を堪能

タカラジェンヌへの差し入れとしても
人気の味をランチに

JR・阪急宝塚駅から宝塚大劇場周

仕事や子育てで忙しくても、
〝自分磨き〟の時間は
欠かせませんよね。美しい街並みの中を散歩したり、
オシャレなカフェでママ友とランチを楽しんだり、舞
台芸術を鑑賞したり…。
「ひょうご北摂」には、そんな
暮らしがかなう街があります。

辺は、スパニッシュな雰囲気の建物

〈ルマン 花のみちセルカ店〉

で統一され、宝塚歌劇の華麗な世界

花のみち沿いに建つ商業施設「花のみちセ
ルカ」には、飲食店などが。観劇後、遅めの
ランチは、2 階にある「ルマン 花のみち
セルカ店」で。地元で 50 年以上も愛され続
けるサンドイッチは、タカラジェンヌへの差
し入れにも使われるという人気の味です。

へのプロローグのよう。
「市立手塚治
虫記念館」や、宝塚音楽学校旧校舎
がよみがえった「宝塚文化創造館」も

例えば宝塚市。山の手の住宅街は、お屋敷街とも
呼びたくなる〝上質〟な雰囲気が漂います。中心市街
地に出れば、
「宝塚大劇場」や「手塚治虫記念館」など、

あり、芸術・文化を堪能できる街です。
※このストーリーは、各スポットへの
取材をもとに創作したものです

芸術・文化に触れられるスポットが点在。駅前には、
百貨店や輸入食材も扱うスーパーなどが入る商業施
い物は、地元でおまかせ！
大阪へは、阪急・ＪＲのダブルアクセスで便利。ま

南欧風の大劇場へ一歩足を踏み入れると、そこはもう宝塚歌劇の世界。豪華
なシャンデリアが目を引くロビーは、チケットがなくても入れるフリースペー
ス。気軽にショッピングやグルメを楽しめます。改札を抜けて真っ赤なカーペ
ットを踏みしめると、気分は最高潮！ 華麗な夢の世界に浸りましょ。

がある西宮北口へも出やすく、
〝ちょっとしたお出か

私も
こ

け〟を楽しめます。

街で

暮らしてい

ま

す

〈ナチュールスパ宝塚〉

〈宝塚大劇場〉

た、
阪急今津線で、
大型商業施設や芸術文化センター

の

温泉と岩盤浴で、
リラックス＆リフレッシュ

タカラヅカファンの聖地へ
夢の世界に現実を忘れそう

設が。
〝スタイリッシュな暮らし〟を彩るアイテムの買

花のみちのようなおしゃ
れな街並みがある一方で、
北部の西谷地区のように
ゆったり過ごせるエリア
も！ 子育て中の母子のた
めのコミュニティーが充実
していて、
〝つながり〟が作
りやすいのも魅力です。

花のみちから武庫川を渡る S 字
形の橋・宝来橋は、
〝 観光プロム
ナード〟にもなっている、宝塚を
代表する通り。橋を渡ったところ
にある安藤忠雄設計のスタイリッ
シュな建物は、フィットネスクラ
ブもあるリラクゼーション施設。
金宝泉、銀宝泉の 2 種類の天然
温泉や、岩盤浴でリフレッシュし
た後、ボディケアでリラックスす
るのがお決まりの過ごし方です。

ワクワク感が高まる宝塚大劇場への
〝花道〟
〈花のみち〉
小宮ななこさん（宝塚市在住 6 年）

今日は母娘でお出かけ。宝塚駅から花のみちを通って、宝塚大劇場へ向かいます。車道よ
り一段高くなった歩道は、宝塚大劇場の舞台への花道をイメージ。四季折々の花が植え
られていて、観劇前に胸が高まります。桜の季節はお花見にも来ます。

気 分 が 上 が る 、美 し い 街 並 み
● 伊丹郷町
伊丹は清酒発祥の地。江戸時代に酒造
業が隆盛を極め、俳諧文化が花開い
たのが、旧伊丹郷町です。現存する伝
統的な酒蔵の建物「白雪ブルワリービ
レッジ 長寿蔵」や「老松丹水の水汲み
場」など、酒蔵のある風景は、かつて
のにぎわいをほうふつさせます。伊丹
市景観計画の重点区域に指定されて
いて、2008 年度都市景観大賞「美し
いまちなみ優秀賞」受賞。
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地 元 愛 が 倍 増 す る 、オ シ ャ レ な ラ ン ド マ ー ク
●〝神戸三田〟国際公園都市
カルチャータウン
〝人生を美しくする街〟
、カルチャータウ
ン。豊かな自然に恵まれた環境の中、洋
風住宅が立ち並ぶワシントン村や、和風
の住宅が続く兵庫村など、多彩な建築
様式の住宅地に、グルメ＆食のセレクト
ショップ「三田まほろばブレッツァ」が
2018 年春にオープン。幼稚園、小学校、
高校、大学が揃う豊かな教育環境ととも
に、充実した暮らしが期待できます。

● 川西市郷土館
能勢電山下駅徒歩 15 分のところ
にある郷土館は、銅の製錬を生業
としていた旧平安（ひらやす）家
の住宅を利用して開館。敷地内に
は、移築復元された旧平賀家の
洋館もあり、いずれも国登録有形
文化財（建造物）。大正時代の生
活を知ることができる貴重な建
物は、映画やドラマのロケ地にも
なっています。

●「新宮晋 風のミュージアム」
と県立有馬富士公園
市のシンボル・有馬富士を中心とした
広大な公園には、かやぶき民家やあそ
びの王国・芝生広場などがあり、さま
ざまな楽しみ方ができます。北側の休
養ゾーンには、三田市在住の彫刻家・
新宮晋さんの作品を常設展示する「風
のミュージアム」が。自然の中で、風に
合わせて変化する巨大オブジェの美し
い動きは、見飽きることがありません。
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ひょうご北摂で
いろんな暮らし方

こ の 街 に 詳 し い 不 動 産 屋 さ ん か ら Message

part.3

川西市内では〝庭付き一戸建て〟のコストパフォーマン
スが高く、近年、ニュータウン内で建て替えが進んでいま
す。緑があふれる自然環境は、今も昔も子育て世代に人気。
また、新名神高速道路の開通、川西能勢口駅北側の再開発
など、今後の利便性への期待が高まっている街です。

家族が仲良くなる時間を過ごせる
〝庭付きマイホーム〟
がかなう

市で
川西

のある一

（一社）宅建業協会 阪神北支部 （株）日拓ハウジング・楠本拓也さん
※
日〈 休 日 編 〉

男同士で歴史探訪＆バーベキュー

された住宅地ならではの整った街並みと、山や川な
どの自然環境の両方を手に入れられるロケーション
は、子育て世代にピッタリです。

駅から徒歩約15 分のところにある多田神社。
境内にある随神門・拝殿・本殿は、徳川 4 代
将軍の家綱公により再興されたもので、国
指定重要文化財。本殿の奥には、源氏発祥
の地といわれるゆえんの源満仲、頼光両公
の御廟所があります。樹木が茂る、神聖な雰
囲気を感じるのも、大切な経験。

会える川西市。清和源氏発祥の地
とされる川西には、いにしえの武
将たちの面影をたどることができ
るスポットが点在。
休日の歴史探訪

庭付き一戸建て住宅が多いのも、ニュータウンの
特徴。大規模ニュータウンが多い川西市では、宅地
が広く、
〝庭付きのマイホーム〟を実現しやすいとい
う魅力が。家庭菜園やガーデニングを楽しんだり、
バーベキューや水遊びなど、子どもと一緒に過ごす
時間を、より充実させることもできそうです。また、

白亜の天守閣にワクワク
貴重な文化財にドキドキ

〈多田神社〉

にぎわいある中心市街地と能勢
電沿線の田園風景、2 つの顔に出

ニュータウンが多い、
「ひょうご北摂」。近年開発

清和源氏ゆかりの史跡で
神聖な雰囲気に包まれる

〈大阪青山歴史文学博物館〉
もう少し息子と地元の歴史
について学びたいと、能勢
電で移動。一の鳥居駅近く
にある大阪青山大学付属の
博物館へ。安土城をモデル
に建てられた、白亜の天守
閣に息子も大喜び。約 5000
件もの貴重な文化財の中に
は国宝もあり、見ごたえた
っぷり。4 月は敷地内の桜
が見事です。

にうってつけです。
自宅の庭でバー
ベキューを楽しむのも、休日の定
番。
グリルを囲んでのおいしいひと
ときに、親子の絆が強まりそう。
※このストーリーは、各スポットへの
取材をもとに創作したものです

最寄り駅や市街地を結ぶバス路線が充実しているの

産地直売の新鮮野菜を自宅で BBQ

で、生活は便利。ニュータウンには、開発当初から暮
らすファミリーも多く、幅広い世代と交流できるのも
利点です。
地域では、健康で幸せな毎日のため、運動を習慣
づける取り組みに注力中。
〝健康のまち〟で、元気に

私も
こ

過ごせそう。

の

街

し
で 暮 ら てい

ま

す

川西市で、
〝庭付きマイ
ホーム〟を実現しています。
中心市街地へはバスや車
ですぐに出られるし、近く
にはハイキングコースなど
自然に触れられる場所があ
るので、とても住み心地が
いいですよ。

河岸美佐さん（川西市在住 11 年）

〈自宅の庭で〉

開店直後がねらい目
採れたて野菜が手に入る

歴史のお勉強をした後は、
思い切りはじけて、庭でバ
ーベキューをすることに。
炭おこしは〝オトコ〟の仕
事。息子と一緒に頑張りま
す。産地直売所で買ってき
た野菜などを切って下ご
しらえをするのはママの
担当。庭での食事のおいし
さは格別です！

〈農協市場館 四季の郷〉
休日だけどがんばって早
起き！ 息子と2 人、能勢
電に乗って多田駅へ。駅
近くにある産地直売所は
70 軒以上の登録農家が
毎日生産物を提供してい
て、新鮮で安いのが魅力。
生産者の名前がわかるか
ら安心。豊富な品揃えか
ら選びたいなら、午前 9
時 30 分のオープン直後
に行くのがオススメ。夕食
のバーベキューの食材を
買って行こう！

庭いじりや家庭 菜園が 好きな人の憩いのスポット
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外 で 過 ご す 、潤 い あ る ひ と と き

● あいあいパーク

● 猪名川甲英高等学院

● 市民農園

● 庭付きマイホーム

日本三大植木産地の一つである、
宝塚市山本地区。2000 年にオー
プンした、花と緑の情報発信ス
テーション「あいあいパーク」は、
17 世紀のイギリスの地方都市の
雰囲気を持つ建物や庭が特徴。植
物・ガーデニンググッズの販売の
ほか、カルチャー教室やおしゃれ
な喫茶スペースもあり、一日中楽
しめる施設です。

廃校となった猪名川町立阿古谷小
学校の校舎を活用し、2016 年 4 月
に開校した専修学校「猪名川甲英
高等学院」。教育に、農業を取り
入れていて、栽培実習や加工など
農業技術の習得ができます。また、
地域活性化のために町内の農園
で栽培した農産物の販売も。家庭
菜園に取り組む人たちも集う場と
なっています。

都市部での生活でも、庭で過ごす
ような経験ができれば…。そんな
ニーズに応えてくれるスポットが
伊丹市にあります。市内 29 カ所、
約 1010 区画を開設している市民
農園（家庭菜園）では、野菜や草花
を育てながら自然に接し、潤いの
ある時間を過ごせます。気軽に参
加できるジャガイモ掘りなどのイ
ベントも定期的に開催。

一戸建ての住まいを手に入れるな
ら、
〝庭生活〟も楽しみたいもの。
例えば、写真の家族のように、広
いウッドデッキがあるログハウス
はいかが？ 町内イベントに参加
したり、ご近所さんから野菜のお
すそ分けがあったりと、地域・自然
と調和がとれた暮らしの中で、
〝家
族だんらんの場〟
としてウッドデッ
キが大活躍。
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ひょうご北摂で
いろんな暮らし方
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part.4

三田

充実の交通網がサポート
〝ゆとり〟
が感じられる

市 で の あ る 一 日〈

道路は整備されていて車の運転がしやすく、商業施設
もたくさんあり、また少し郊外へ行くだけで自然がいっ
ぱいの三田市。大阪へは JR 三田駅から約 40 分、神戸へ
は神戸電鉄・神姫バスの 2WAY でいずれも約 1 時間と、
通勤やお出かけにも便利です。住んでみると、とても暮ら
しやすい街といわれますよ。
※

平日編〉

子育ても、
仕事も、
頑張れる

〈駒ケ谷運動公園〉

兵庫県南東部、六甲山地の北側に

夫は、早めに帰宅したときには神鉄ウッディタウン中央駅から徒歩 5 分の運動
公園へ。すぐそばに平谷川が流れるこの公園では、ランニングをする人の姿も。
夫はここの体育館のマシンジム（1 人 1回 500 円）で、汗を流してリフレッシュを
している様子。テニスコート（1時間 700 円）もあり、ときどき夫婦でテニスをす
ることもあります。

位置する三田市は、自然が豊かでの

多様な暮らし方ができる「ひょうご北摂」には、
〝の
びのび子育て〟と〝ラクラク通勤〟を併せ持つ街もあ
ります。

（一社）宅建業協会 三田・丹波支部 （株）
コタニ住研・小谷俊仁さん

仕事の後に公園で
汗を流してリフレッシュ

びのびと子育てができる環境。近く
に里山があると同時に、自然地形を
生かした都市公園も多く、遊び場に

自然が豊かな三田市は、大阪・神戸へ約1時間でア
クセス可能です。大阪方面へは、JR 新三田駅が始発
の電車が出ているので、座って通勤できるという、大
きな魅力が。市内には神戸方面へアクセスする神戸
電鉄、高速バス路線（神姫バス）もありますが、車が
あるとさらに便利に生活できそう。JR 新三田駅前の

は困りません。大阪・神戸へのアクセ
スも良く始発駅から座って通勤する
人も。子育て世代にうれしい施設も
多いので、快適に生活できます。
※このストーリーは、各スポットへの
取材をもとに創作したものです

有人管理の屋内駐車場は、午前１時 20 分まで出入庫
可能なので、最終電車で到着しても安心です。
また、JR三田駅前には保育所が新設され、子育て
交流ひろばがある「多世代交流館ふらっと」
、
「人と自
然の博物館」や「有馬富士公園」など、家族で楽しめ
る施設もたくさん。子育てにも通勤にも〝ゆとり〟を

大阪まで、
電車でラクラク通勤

持って楽しく過ごせそう。

私も
こ

〈JR・神鉄三田駅〉

の

街で

暮らしてい

ま

す

子どもの頃から、ずっと
三田市。大阪・神戸には電
車 1本で出られますし、商
業施設が点在しているの
で、日常の買い物には困り
ません。緑が多く空気もお
いしくて、のびのびと子育
てできます。

駅近の保育所で送迎がラクチン
〈さんだのもり保育園・三田虹の子保育園〉
2016 年、JR 三田駅北側に認可保育所「さんだのもり保育園」が完成しました。

髙本芽衣さん（三田市在住 31 年）

幸いにもわが家の子どもも無事に入園することができたので、子どもを預けて
そのまま出勤できます。駅近なので、送迎がラク♪ 2017 年 4 月には、JR 三田
駅南側にも認可保育所「三田虹の子保育園」が開園。働くママの強い味方です。

快適通勤で疲れ知らず
● 阪急宝塚駅
宝塚からは、梅田方面への電車が
すべて始発で、通勤・通学に便利。
平日朝は 1 時間あたり最大 10 本の
急行・準急が運行しています。西
宮北口へは今津線でラクにアクセ
ス。そこからは神戸線で神戸三宮
へもすぐ。また、JR 宝塚駅までは
デッキでつながっているので、乗
り換えの際もスムーズです。
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夫婦共働きの私たち。夫は、
バスのロータリーもある JR
三田駅から大阪の勤務先
へ。快速なら大阪駅まで 39
分です。
「こうのとりマイシ
ート
（こうのとり指定席特急
料金定期券）
」を利用し、特
急電車に乗って新大阪まで
ラクラク通勤している人も。
お隣の JR 新三田駅からは
始発電車も出ていて、こち
らを利用する人も多いと
か。私は、隣接する神鉄三
田駅から、神戸方面へ出勤
です。

子どももママも
うれしい施設で息抜き
〈多世代交流館ふらっと〉
子育て中は時短で働いているので、早めにお迎
えに行けます。今日は、家に帰る前に神鉄フラワ
ータウン駅前の「多世代交流館ふらっと」へ。子
育て交流ひろばで、子どもたちは大好きな木の
オモチャで遊ぶことに夢中。ママ同士はおしゃべ
りで、晩ごはんの支度の前にちょっと息抜き。

ゆとりの時間は公園でのんびり
● 能勢電日生中央駅
（日生エクスプレス）
川西能勢口と日生ニュータウン
を結ぶ能勢電日生線の始発駅で
ある日生中央は、猪名川町の交
通の拠点となっています。平日
のラッシュ時間帯の直通特急
「日
生エクスプレス」を利用すると、
阪急梅田まで、最速で 41 分。こ
れなら、ラクに通勤できそうで
す。

● 伊丹スカイパーク
大阪国際（伊丹）空港の滑走路に隣
接する公園では、迫力ある航空機
の離着陸を間近で見ることができ
ます。
巨大立体迷路がある冒険の丘
や、夜になると星の小道が浮かび
上がる星空の丘など、
面白い仕掛け
が随所にあって、何度足を運んでも
あきません。2017 年秋、公園南側
に乳幼児用遊具エリアがオープン
し、子ども連れでも楽しめるように。

● ふれあい公園（総合公園）
猪名川パークタウンにある、町内
最大規模の公園には、文化体育館
（イナホール）
・生涯学習センター
（図書館・中央公民館）が。10.1ha
の敷地には広い芝生広場もあり、
思い切り体を動かすことができま
す。春にはソメイヨシノや色鮮や
かなツツジが咲き誇り、お花見に
もピッタリ。
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猪名

豊かな自然が身近に
〝のびのび笑顔〟
で過ごせる

※
川町での あ る 一日
〈休日編〉

身近にある自然を通じて
家族が仲良くなれる

美しい里山や豊かな自然を身近に感じる暮らし

れているので、子どもたちがアウト
ドア体験をしやすい環境です。阪

を利用すれば、阪急梅田まで乗り換えなしの８駅、

神地域の最高峰・大野山にはキャ

最速で 41 分と、通勤にも便利な立地でありながら、

ンプ場や天文台があり、気候がよ

阪神地域の最高峰・大野山や猪名川源流などの豊か

いシーズンは家族連れでにぎわい

な自然を感じられる街です。休日にアウトドアを楽

一日の締めくくりに
宇宙のロマンにひたる

標高 753m の大野山に到着。山頂
付近にある「大野アルプスラン
ド」は無料のキャンプ場。家族で
力を合わせて、テントを設営しま
す！ ここには、不思議な形をし
た巨岩が点在し「大野山岩めぐり
コース」としてハイキングコース
も整備されています。あとでコー
スを回ってみようかな。眼下に広
がる山々を眺めながらのんびり
するのもいいな。

すぐ近くに手つかずの自然が残さ

例えば、猪名川町。直通特急「日生エクスプレス」

（一社）宅建業協会 阪神北支部 イナガワハウジングサービス・藤本大樹さん

過ごし方いろいろ
緑に包まれたキャンプ場
〈大野アルプスランド〉

周囲を山に囲まれた猪名川町。

は、家族を笑顔にしてくれそう。

猪名川町は、整備された、区画の広い宅地があるニュータウ
ンが点在しているので、のびのびと子育てをしたいという世代
に人気があります。
自宅の庭でバーベキューをしたり、近くでは
イチゴ狩りやシイタケ狩り、アマゴのつかみ取りなどができます。
また、新名神高速道路の開通に伴い、交通利便性も大幅にアッ
プ。
みなさんも、
自然いっぱいの猪名川町で暮らしてみませんか。

〈猪名川天文台アストロピア〉
日が沈んでからのお楽しみは、キャンプ場近くの天文台。1 階はプラ
ネタリウムで、2 階には口径 50cm の反射望遠鏡が設置されています。
街から離れているだけあって、澄み切った空気や理想的な夜空の明る
さなど、天体観測の好条件がそろっていて、美しい星空に子どもたち
というのも魅力的。
も感動した様子。入館料 200 円（中学生以下無料）

ます。
自然の中で過ごす時間は、家

しめるスポットもたくさん。大阪・兵庫が一望できる

族の距離をグッと縮めてくれるか

大野山山頂にある「大野アルプスランド」では、澄

らオススメです。

み切った空気の中でハイキングやキャンプなどを。

※このストーリーは、各スポットへの
取材をもとに創作したものです

ほかにも、イオンモール猪名川近くにある「ふれあ
い公園（総合公園）
」などで、ピクニックやボール遊
びなどさまざまな過ごし方ができます。
近年、里山を眺められるカフェなどの、おしゃれス

感性を刺激する
不思議な景観に感嘆！

ポットが急増中。のんびりタイムにオススメです。

私も
こ

〈屏風岩〉

の

街で

暮らしてい

ま

す

子育てのことを考えて、
引っ越してきました。緑豊
かで空気が良く、公園など
子どもの遊び場が多いの
で、のびのびと子育てでき
ています。駅前やニュータ
ウンに商業施設があって、
便利に暮らせますよ。

この週末はキャンプをすることに
決定！ 家族みんなで車に乗り込
み、いざ出発です。県道 12 号を北
上すると、まるで屏風をたてたよう
な断崖絶壁が。
「おぉ〜」と叫ぶ子
どもたち。その迫力ある眺めに加え
て、絶え間なく響く滝の音が心地良
い、猪名川の名所です。

猪名川の魅力満載！
〝3 たて〟
のおそばでランチ
〈道の駅いながわ〉
猪名川の生産者が直接運び込む、新鮮な野菜や果物、加工品が充実する農産物
販売センターで、キャンプで作る夕食用の食材を買い出し。ついでに、そばの館
でランチをすることに。ひきたて、うちたて、湯がきたての〝3 たて〟の十割そばを
堪能しました。次回はみんなでそば打ち体験もいいかも。

中村千晶さん（猪名川町在住 7 年）

街中で自然を満喫
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さまざまな自然を体験

● 昆陽池公園と伊丹市昆虫館

● キセラ川西

● 三田市野外活動センター

● 県立宝塚西谷の森公園

関西屈指の渡り鳥の飛来地として
知られる昆陽池公園。特に、秋から
冬にかけて、多くの鳥の姿を見るこ
とができます。公園の一角にある伊
丹市昆虫館では、亜熱帯の花が咲
き乱れるドーム型のチョウ温室で、
約 14 種・1000 匹のチョウが一年中
飛び交っています。昆虫の世界を
10 倍にしたジオラマでは、虫や自
然について楽しく学べます。

阪急・能勢電川西能勢口駅北側に
位置する、新しいまち「キセラ川
西」。広さ 2.6ha の「キセラ川西せ
せらぎ公園」には、里庭エリアや、
健康遊具などを設置したウェルネ
スエリア、ステージがある芝生エ
リア、エントランスエリア、せせら
ぎ遊歩道の 5 つのエリアがあり、
市の許可を受ければイベントなど
さまざまな使い方ができます。

豊かな自然に囲まれた、三田市小柿
にある野外活動センターには、テント
サイト、ファミリーバンガロー、キャ
ビン、炊飯棟などが整備されていま
す。川遊びや自然観察をしながらの
森林浴やバーベキューを。夜にはキャ
ンプファイアや星空観察と、家族み
んなで楽しめるスポット。山の中腹に
天体観測所があり、大型望遠鏡で天
体観測ができます。

宝塚市北部の西谷地区に残され
た自然をいかし、整備された近郊
型里山公園。農村風景を再現した
西の谷エリアと自然観測ができる
東の谷エリア、森林エリアからな
り、園内にはハイキングコースも
あります。標高約 350m の展望台
からは、六甲山系や三田の街並み
が一望できます。
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切れ目なく
サポート
ひょうご北摂には、安心して子育てできる行政サービスが充実しています。その一部を紹介！
このほかのサービスなど、より詳しい情報は、各市町の Web などでチェックを。

結婚

･･･伊丹市

･･･宝塚市

･･･三田市

･･･猪名川町

･･･兵庫県

保育所・幼稚園
認定こども園
小規模保育

出産

中学校

高校
ニート・ひきこもり相談窓口

奨学金貸与制度

大学等入学支度金支給

中学校で放課後学習支援を実施

全小中学校区で土曜学習を実施

教育相談センター等での教育相談実施

学齢期・思春期の子育て講座・セミナーの開催

全小学校区に放課後児童クラブの設置

中学校での給食提供

小学校
小学校で放課後学習支援を実施

ファミリーサポートセンター

病児・病後児保育

保育所・幼稚園・認定こども園での地域の子育てサポート

私立幼稚園就園費の補助

第２子以降の保育所・幼稚園等の保育料助成

認可外保育施設利用者の保育料助成

メールやアプリで子育て情報発信

子育て相談・教室の実施

親子の遊び場︵屋内施設︶の設置

赤ちゃんの駅

子どもの医療費助成︵中学３年生まで︶

乳幼児

子どもの医療費無料︵中学３年生まで︶

赤ちゃんに絵本プレゼント

赤ちゃん訪問

産後ヘルパー派遣

産前・産後サポート

※近居のみ

新生児名義の積立口座開設で助成金を支給

多子誕生祝金

※

お誕生プレゼント︵メモリアルフォト︶

オリジナル出生届

親元同居・近居を助成

妊婦相談訪問

マタニティ・プレパパ＆ママ講座の開催

妊婦歯科健康診査費助成等

妊婦歯科健康診査費無料

妊婦健康診査費助成

特定不妊治療費助成事業

不育症治療費助成

不妊・不育専門相談

新婚世帯家賃補助

結婚祝金等の支給

オリジナル婚姻届

ひょうご出会い支援システム閲覧窓口

ひょうご出会いサポートセンター

妊娠

･･･川西市

※情報は 2018 年 2 月現在のもの。施策内容が変更になっている場合があります
※各施策には、条件・対象などが設けられている場合があります

いつだって味 方 に な っ て く れ る

地域の子どもたちの健康を守る

〝学びたい〟
ニーズに幅広く対応

阪神北広域こども急病センター

関西学院大学 神戸三田キャンパス

〈伊丹〉

日々の暮らしにあるさまざまな場面…。例えば、子育ての合間に何
かを学びたくなったり、
子育てをしながら在宅で働きたいと思うとき。
また、
「子どもが急病！」といった緊急事態が発生するとき。そんなと
きに、ひょうご北摂ライフで活用したい、3 つの施設を紹介します。
13

休日・夜間における、比較的軽症な子ど
も（15 歳未満、中学生まで）の急病（けが、や
けど、眼・耳・歯の病気は不可）に対応する、
初期救急医療機関。阪神北圏域の 3 市 1 町
（伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町）が医
師会と兵庫県の協力を得て運営。地域の子
どもの健やかな成長をサポートしています。

http://www.hanshink-kodomoqq.jp

〈三田〉
総合大学として 120 年を超える歴史がある
関西学院大学。ひょうご北摂地域では、一番
広いキャンパスを持つ大学でもあります。神
戸三田キャンパスには、総合政策学部と理工
学部があり、
最新の設備を備えた学術拠点に。
緑豊かなロケーションも魅力のひとつで、天
気の良い日には青空の下でお弁当を広げる学
生の姿も。公開講座などの生涯学習にも力を
入れています。http://www.kwansei.ac.jp/

ksc

事業を始めたい人をバックアップ
公益財団法人ひょうご産業活性化センター
〈神戸〉
県内の起業に関するサポート施設。新規
創業や新分野進出及び経営革新を促進する
ための中核的な支援機関として、ほかの新
事業支援機関と連携し、総合的に支援して
います。県外から、ふるさと兵庫へ UJI ター
ンをし、起業・第二創業を目指す場合の「ふ
るさと起業・移転促進事業」をはじめ、
「女性・
シニア起業家支援事業」
、
「クリエイティブ起
業創出事業」など、多様な創業支援を展開し
ています。http://web.hyogo-iic.ne.jp/
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☎ 0797-83-3101

大阪まで電車で約 15 分と、通勤・通学
などに快適な立地です。大型流通施設や
スーパーのほか、元気な商店街もたくさん
あり、中心市街地では一年を通じて、多彩
なイベントを開催。また、市内に 1000 台の
「安全・安心見守りカメラ」を設置して、市
民の安全をサポートしています。
（伊丹市
都市ブランド・観光戦略課）

楽しもう！
ひょうご北摂で

宝塚歌劇に代表される華やかなエン
ターテインメントのまち、
手塚治虫の名
作が生まれたまち、
豊かな自然や花・緑に
あふれるまちなど、
多様な面があります。
美しく彩り豊かなイメージの宝塚市で
は、
〝すてきな暮らし〟
を謳歌（おうか）
で
きます。
（宝塚市企画経営部政策推進課）

2月

や家族と一緒に参加を！
※イベント開催時期などは、変更になる場合があります

初三宝荒神大祭

1月
☎ 0797-71-1141

ひょうご北摂の 5 市町では、地域の魅力に触れ
られるイベントが多数開催されています。友だち

イベントスケジュール
（清荒神清澄寺）

白雪蔵まつり

星祭節分会

（白雪ブルワリービレッジ長寿蔵ほか）

（中山寺）

彫刻の道マラソン大会
川西まちなか美術館

梅まつり

3月

（中山寺）

いながわ桜まつり

宝塚植木まつり

（町道原広根線ほか）

（あいあいパーク）

長谷牡丹・芍薬まつり

武庫川
さくら回廊ウォーク

（〜 5月中旬 / 長谷牡丹園）

4月

無縁経大会式（花まつり）
（中山寺）

（武庫川河川沿い）

E

源氏まつり

春季三宝荒神大祭

小西理穂さん

中田由起子さん

行政担当者が熱烈アピール

☎ 072-783-1234

〝わが街の
いいところ〟
はココ！

さまざまな表情を持つ︑ひょうご北摂の
市町の行政担当者に︑
〝わが街のいいところ〟を語ってもらいました︒
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ひょうご北摂は大阪からも神戸からも近く、良好な住
環境や豊かな自然、生活利便性に恵まれたエリアです。阪
神間モダニズムと呼ばれる街並みや芸術文化など、たく
さんの魅力が詰まっていて、さまざまなライフスタイルを
かなえることができます。きっと、
〝あなたらしい暮らし〟
に出会えるはずです。
（兵庫県阪神北県民局地域振興課）

（多田神社ほか）

（清荒神清澄寺）

A

5月

I

金時まつり
（満願寺）

伊丹まちなかバル

きんたくんバル（予定）

三田まちなみ
ガーデンショー

いながわキッズ
フェスティバル

（中央公園ほか）

（文化体育館）

☎ 072-740-1111

どこへ行くにも便利で、大阪まで電車で
約 20 分。2017 年 12 月には、新名神高速道
路（高槻 JCT・IC 〜川西 IC）が開通し、京
都方面からのアクセスも便利になりまし
た。猪名川や〝日本一の里山「黒川」
〟もあり
自然豊か。中心部には、2.6ha の公園を備
える「キセラ川西」も。
「あんばい ええまち
かわにし」のフレーズ通り、自然も賑わい
もちょうど良いバランスで、何より住みや
すさが魅力。
（川西市かわにし魅力推進室）

☎ 072-766-0001

阪神地域最高峰の大野山にある大野
アルプスランドには、猪名川天文台があ
り、大自然ならではの幻想的な星空が魅
力。ほかにも無料で利用できるキャンプ
場や、岩めぐりコースが人気です。毎年 7
月初旬には、
〝天空に咲くあじさい〟
を楽
しめる「あじさいまつり」が開催されてい
ます。
（猪名川町企画総務部企画財政課）

☎ 079-563-1111

加治雅貴さん

〝わが街の
いいところ〟

私も暮らしていたことのある
伊丹市のイイトコ、教えて〜

三田市といえば、三田牛！
…それだけでっか？

宝塚市といえば、オシャレ！
高くて、気軽には暮らせないんと
ちゃいまっか？

川西市も猪名川町も、
イイトコありまっせ！

あじさいまつり
（大野アルプスランド）

（夏季）

8月

いたみ花火大会

9月

鳴く虫と郷町

（末広中央公園）

星下り大会式（中山寺）

J

F

猪名川花火大会
（猪名川河川敷）

黒川ダリヤ園開園

★里山風景が広がる黒川地区は、
茶道具用の高級炭「菊炭」の産地と
しても有名

2017 年 10 月29 日に開催された「住
1

しておなじみの平田進也さんが登場！ 〈 伊丹市 〉
ミニトークショーでは、宅建業協会
阪神北支部会員の岩本昌樹さん、田
中基幸さん、山本潤祐さん、三田・丹
波支部会員の小谷俊仁さんと、司会・
泉ゆう子さんが、ひょうご北摂のまち
の〝イイトコ〟を披露。平田さんとのか
け合いに、会場は盛り上がりました。
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★交通の便が良いうえに、市内に２
つもイオンモールがある
★坂道が少ないので、年配の方も
暮らしやすい
★ Google のテレビ CM に登場した
「伊丹スカイパーク」は、飛行機の迫
力がたまらない、オススメスポット

2

〈三田市 〉
★県内最大規模の広さを誇る「有
馬富士公園」は入場無料＆駐車場
無料
★子どもが遊べる施設がたくさん
あって、子育てしやすい

3

〈宝塚市 〉
★高級住宅地ばかりでなく、リーズ
ナブルな物件も多数！

宝塚植木まつり

B

（あいあいパーク）

伊丹まちなかバル

宝塚ダリア園開園（秋季）

いながわ星まつり

（三田駅周辺ほか）

（猪名川天文台）

さんだ
秋の観光と味覚まつり

オ ー タ ム フ ェ ス タ

川西おもろ能
（けやき坂中央公園
おもろ座石舞台）

宝塚映画祭
（シネ・ピピア）

黒川里山まつり
（黒川公民館ほか）

西谷収穫祭

11月

（西谷ふれあい夢プラザ周辺）

★特産品のイチジクは、大きさ・味
ともに、優れています

〈 猪名川町 〉

★地元産のおいしい野菜が買える
★北部の西谷地区は、同じ宝塚市 「道の駅いながわ」は人気スポット
内とは思えないほど、水と空気がキ ★星空がキレイ。北部の大野山にあ
レイな田園地帯
る「猪名川天文台アストロピア」も
オススメ

三田まつり

（有馬富士公園）

★東西への移動がより便利になる、
新名神高速道路の川西 IC 〜神戸
JCT が 2018 年 3 月18 日に開通

教えて〜
まいの相談会」に〝カリスマ添乗員〟と

10月

〈 川西市 〉

（ふるさと館）

いながわ里山猪道
トレイルラン

宝塚ダリア園開園

7月

き ら っと ★ 阪 神 北

く！
平田さんが聞

ほたるの夕べ

東谷ズム
（川西市郷土館ほか）

宝塚サマーフェスタ

鹿嶽里佳さん

上垣亜衣菜さん

幕末から明治期の近代化学を拓い
た川本幸民ら偉人を多く輩出した歴史
があり、今も〝進取の精神〟が息づいて
います。県立有馬富士公園やニュータ
ウンに点在する公園、里山が潤いを与
えます。三田牛など多彩な農畜産物と、
それらを生かした料理やスイーツが楽
しめるのも魅力です。
（三田市まちのブ
ランド創造課）

C

6月

宝塚ハーフ
マラソン大会

12月
D

川西まつり
川西一庫ダム
周遊マラソン大会

いながわまつり

G

さんだ農業まつり
（パスカルさんだ）

三田ビール検定

（総合公園ほか）

新そばまつり
（道の駅いながわ）

サンタ×三田
プロジェクト
三田国際
マスターズマラソン H

1 平田さん（左）と岩本さん
2 「一度、三田に来てほしい」と小谷さん（右）
3 宝塚の魅力をプッシュする田中さん（左から 2 人目）と山本さん（同 3 人目）と、川西と猪名川をアピールする泉さん（右端）
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バスツアー
参加者の声

2017 年秋、ひょうご北摂での暮らしを体感できる「ひょうご
北摂体験モニターバスツアー」が実施されました。それぞれ
のまちの魅力に触れた参加者の、リアルな声を紹介します。

体験バスツアー

住宅地と豊かな自然の距離の近さにビックリ

泊付き

ニュータウン 、山 間 部 、そ れ ぞ れ の 良さを 実 感

体験バスツアー

1泊2日の見学会では、夜や早朝など、住
民気分で過ごせる時間も。
「もしここで暮らし
たら」をイメージしやすい機会となりました。

大阪から近く空港もある〝便利都市〟伊丹
市から、
〝日本一の里山〟と称される黒川地
区がある川西市、豊かな自然に恵まれた猪
名川町を巡りました。

■実施日：2017 年10月14日・15日
■参加人数：8 家族12 人

■実施日：2017 年 9月24日
■参加人数：15 家族 27 人

1 日目の行程
当日の行程
＃リフォームサロン川西
＃物件購入後も安心

● スワンホール

● 伊丹市内の住宅地等

（住まいの相談会）

便利な街並みを見学

● 伊丹市内の住宅地等
● 白雪ブルワリーレストラン 長寿蔵
（昼食、ミュージアム見学）

● 川西市内の住宅地等
● 川西市・大和団地

● 猪名川町内の住宅地等

い
＃和気あいあ
の懇談会
＃小グループ

先輩住民と懇談会
ニュータウンのすぐ近くにある
黒川地区では、日本の原風景とも
いえる里山の景色に感動。国崎ク
リーンセンター ゆめほたるでは、
地域に引っ越してきた住民との懇
談会が行われました。

● 道の駅いながわ（買い物）
● 屏風岩
※集合・解散は大阪国際空港（伊丹空港）

地元の特産品がいっぱい
自然と住宅地の距離が近い猪
名川町では、地域の特産品を販売
している「道の駅いながわ」へ。町
のマスコットキャラクター・いなぼ
うの石像の前で記念撮影をする人
の姿も。

緑の中でリフレッシュ

● 昆陽池公園

川西市北部にあるニュータウ
ン、大和団地を見学。駅前には、食
料品店や医療施設、銀行などが集
中した、便利な地域です。ニュー
タウン内にある「リフォームサロン
川西」で集合写真を撮影。

（リフォームサロン川西）

● 川西市・黒川地区
〜国崎クリーンセンターゆめほたる

# 昆陽池
#関西屈指の渡り鳥の飛来地

● 伊丹スカイパーク

27.8haと伊丹市内で最も大きな公園
として市民にも親しまれる「昆陽池公
園」
を散策。住民との会話も弾みました。

● 白雪ブルワリーレストラン 長寿蔵
（昼食、ミュージアム見学）

生を美しくする街
ャータウン ＃人
＃北摂三田カルチ

● 川西市内の住宅地等

最新設備のモデルハウスをチェック

● 川西市・大和団地（リフォームサロン川西）

三田市にあるニュータウンのひとつ、北摂三田
カルチャータウン内にあるモデルハウスを見学。
最新のキッチンなど住宅設備をチェックする姿も。

● 川西市・黒川地区
● 猪名川町内の住宅地等
● 道の駅いながわ（買い物）

＃道の駅いながわ
＃いなぼうグッズも気になる

● 三田市・ホテルメルクス
さんだ住まいるチームとの懇談会
〜三田バル（夕食）

#猪名川パークタ
ウン #暮らし
てみたい

2 日目の行程

体験バスツアー

おしゃれな街並みを散策
猪名川町の猪名川パークタウン
へ。オシャレな街並みに参加者から
は驚きの声が。

● 三田市・北摂三田カルチャータウン
● 三田市内の住宅地等

新しい街ならではの魅力に感動

● しい茸園有馬富士
（しいたけ狩り、昼食）

子育て世代が多く暮らす三田市でバーベ
キューや博物館で自然と触れ合った後、オ
シャレなまち・宝塚市では〝山の手〟らしい暮
らしを体感しました。
■実施日：2017 年10月29日
■参加人数：8 家族19 人

山間部の暮らしをイメージして

● 三田市内・佐藤さん宅

三田市の山間部で暮らす、佐藤さん
宅を訪問。
この地を気に入って移住をし
たという佐藤さんのお話を聞きました。

● 宝塚市内の住宅地等

#三田の山間部 ＃ステキな田舎暮らし

● 宝塚市立手塚治虫記念館〜花のみち
※集合・解散は大阪国際空港（伊丹空港）

バスツアー参加者の声
当日の行程
＃ひょうご北摂って?!

● スワンホール

プロモーション動画を見てお勉強

● 伊丹市内の住宅地等

体験バスツアー

● さんだバーベキュー
ガーデンズ（昼食）

■昆陽池を散策しているときに市民

田舎〟の風景が見られる素晴らしいと

り、子どもたちもたくさんいて、かわい

みも美しい、住みやすい地域だと思い

の方から声をかけられ、知らない人と

ころでした（大阪府高槻市・古峨さん）

い家が並んでいて、ステキなまちでし

ました。整備された公園がたくさんあ

も気軽に話せるあたたかさを感じまし

た（大阪府大阪市・西山さん）

り、子育てするにはとても良い場所。

た。川西の住宅地は街並みが落ち着い

住んでいる方々のお話も参考になりま

た雰囲気で、なじめる予感が。三田市

元で買い物・レジャーすべてがまかなえ

した（京都府長岡京市・高橋さん）

での懇談では、生の声を聞くことがで

る地域。程よく都会、程よく田舎とい

（住まいの相談会）
昆陽池公園の隣にあるスワン
ホールでの住まいの相談会に参
加。
「ひょうご北摂ライフ」のプロ
モーション動画を見てお勉強し
ました。

#宝塚の山の
手 # 小学
校もスーパー
も徒歩圏内

● 三田市内の住宅地等
まちからの景色も魅力です
「阪急宝塚山手台」は、長尾山系
の南斜面の丘陵地にあり、阪神間
や大阪湾を一望できるロケーショ
ンが魅力です。ギャラリーでは、ジ
オラマを使っての説明も。

博物館の展示物に大興奮！
三田市内でバーベキューのラン
チを楽しんだ後は、ニュータウン
の中にある「県立人と自然の博物
館」へ。子どもたちが館内を見学し
ている間、オトナは「さんだ住まい
るチーム」との懇談会に参加。
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ひょうご北摂の
暮らしに魅力を
感じました！

● 県立人と自然の博物館

■川西〜猪名川は、自然がたくさんあ

体験バスツアー

参加者

■三田〜宝塚は、自然環境が良く街並

体験バスツアー

参加者

■平日は都市部へ通勤して、休日は地

● 阪急宝塚山手台
ギャラリー

ら、ゆとりを確保して生活できそうだ

き、子育てには良いまちだと思いまし

うバランスが良いと思いました。
自然を

● 宝塚市内の住宅地等

と感じました
（大阪府守口市・大島さん）

た。都市への交通アクセスが良いとこ

身近に感じながら快適に生活できるの

● あいあいパーク
#ひとはく
本が人気
トドンの骨格標
#アメリカマス

参加者

■大阪市内へのアクセスは維持しなが

ろでありながら、少し出かけると〝ザ・ が魅力です（大阪府枚方市・東野さん）

※集合・解散は大阪国際空港（伊丹空港）
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ひょうご
北摂ライフ
×学生

ひょうご北摂にある 4 つのキャンパスに通う学生た
ちから、地域に対する愛着のメッセージが。若い世
代に愛される街には、明るい未来を感じられます。

地域との関わりから、
魅力を発見
2017年 9月20日に伊丹市の大阪芸術大学短
期大学部内で行われたグループディスカッショ
ンには、関西学院大学、甲子園大学、大阪芸術

親子を対象に
農業体験イベント開催

間伐材を利用した
木工サークル活動

農産物が豊富に収穫できる三田の
魅力を感じてもらえればと、市内
のニュータウン在住の親子を対象
に、農業体験のイベントを開催し
ています。子どもたちといっしょに
収穫した野菜をその場で食べるな
ど、自分たちにとっても楽しい体
験になっています（関西学院大学）

間伐材を利用して、設計図の作成
から組み立てまでを体験する「木
工グラフティー」など、学内では、
地域の人を対象にワークショップ
をやりたいという動きが見られま
す。サークル活動などが学外に波
及して、いいまちになってきたと感
じます（大阪芸術大学短期大学部）

大学短期大学部、宝塚大学の学生20人が参加。
コーディネーター・泉ゆう子さんからの「ひょ
うご北摂の一番の自慢は何だと思いますか？」
「将来も住み続けたいまちですか？」などの問
いかけに対して、真剣に考えたり、自信を持っ
て答えたりとさまざまな反応を見せつつ、20
人それぞれが、地域との関わりについて発言。
最後には、若い世代ならではの視点で、ひょう
ご北摂の魅力やまちへの思いについて語り合

地元食材を使った
商品開発にチャレンジ

自然と触れ合える
ワークショップを実施

宝塚市北部の西谷地区の特産品
「たからづか西谷太ねぎ」に注目し
て、コロッケやあえ物などのレシ
ピを作りました。ほかにも、ニンジ
ンを使った丼、イチゴと宝塚牛乳
を使ったプリンなど、産学連携で
さまざまな商品開発にチャレンジ
しています（甲子園大学）

私たちの大学では、毎年夏に、能
勢妙見山・妙見の森で、子どもたち
が自然と触れ合えるワークショッ
プを実施しています。地域で暮ら
す子どもたちが、地元で楽しい思
い出をたくさん作りながら成長し
ていってほしいなと思っています
（宝塚大学）

「自分のまちの誇れるもの」もたくさん出し合いました
1 時間を超えるグループディスカッションでは、
（会場＝大阪芸術大学短期大学部テレビスタジオ）

いました。

学生からのメッセージ
熱いディスカッションを通じて、
日々学んでいる地域のことを〝私
のまち〟と感じるようになった20
人から、ひょうご北摂への思い
を込めたメッセージを発信！

甲子園大学
関西学院大学

●

三田市

1995 年に開設された神戸三田キャンパスでは、同年に新設され
「自然と人間の共生ならびに人
た総合政策学部と理工学部が。
間と人間の共生」をテーマに、地域と共に歩むキャンパスとして
存在しています。近隣風景にマッチする、美しい校舎も魅力。
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関西学院大学

関西学院大学

永尾俊晴さん

森松利浩さん

●

甲子園大学

甲子園大学

兼末舞さん

北原吉之助さん

関西学院大学
諸富稜さん

関西学院大学

関西学院大学

関西学院大学

内山萌果さん

小宮伊織さん

小林恭平さん

宝塚大学

宝塚市

地域社会との交流や現場実習など、フィールドワークを重視。
宝塚市を中心としたエリアの活性化をめざし、地域貢献を積
極的に行っています。また、宝塚市と包括連携協定を締結、公
開講座やセミナーを数多く実施しています。

大阪芸術大学短期大学部

甲子園大学

甲子園大学

日高崚太さん

大阪芸術大学短期大学部
藤江慧さん

●

宝塚市

宝塚市花屋敷つつじガ丘の山腹に位置する宝塚キャンパスに
あるのは造形芸術学部。地域との連携が強く、川西市のウェブ
サイトのデザイン、能勢電鉄の発着メロディーの編曲ほか、地
域の行政・企業との連携事業を多数展開しています。

伊丹市

約 3 万㎡の広大な敷地には、学生の憩いの場となっている芝
生広場を囲むようにメディア・芸術棟、デザイン美術棟、実習
棟、芸術ホールが。テレビスタジオやアトリエなどの施設が充
実した、総合的にアートを身に付けられる〝学び舎〟です。

大阪芸術大学短期大学部
下向井勇真さん

佐藤光さん

●

大阪芸術大学短期大学部
宮﨑太一さん

宝塚大学

宝塚大学

大和田光紗さん

増森麻子さん

大阪芸術大学短期大学部
荒井飛鳥さん

宝塚大学

坪水彩乃さん
大阪芸術大学短期大学部
矢田貝梨穂さん

大阪芸術大学短期大学部
飯倉愛奈さん

大阪芸術大学短期大学部
小森幸介さん
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宝塚の
魅力アップを
サポート
2017 年 11 月 9 日、ひょうご北摂ライフセミナーが宝塚市内で開催されました。

ひょうご北摂には、施設などが整った

ひょうご北摂の ニュータウン

パネルディスカッション「これからの宝塚のまちづくり」では、宝塚市にゆかり
のある事業者や団体の代表が参加。活発な意見が交換されました。

良好な住環境を有する大規模ニュータ
ウン（※）があります。計画的につくられた
街は、便利な交通網や美しい街並みな

宝塚市の魅力をさらに
「今年 63 年目を迎える商店連合会では、さまざまな

宝塚市商店連合会
会長 池田則夫さん

企画を通して、活気づくりをしています。5 年前か

ソリオきた山手商店会理
事長、阪神七市一町商業者
連絡協議会会長。宝塚市の
商店の活性化に尽力。

らは市民を無料招待する『商店街お宝再発見バスツ

ラ・ビスタ宝塚団地
自治会

「役員数約 100 人のマンモス自治会である当自治会

ど、魅力がいっぱい。そんなニュータウ
ンで、新生活を始めてみませんか。

高めるために、どのような
取り組みをしたら

※計画戸数 1000 戸以上または計画人口 3000 人以上の
団地を掲載

いいと思いますか？

アー』も。また、いろいろなところで市内小売業者が

良好な住環境や豊かな自然に
恵まれた「ひょうご北摂」

作る名産品・特産品の PR 販売もしています」

〈コーディネーター〉
では、住み続けたいまち、安心・安全に住めるまち

会長 野田久美子さん

武庫川女子大学
生活環境学部

づくりを目指しています。行政機関や地域の諸団体

講師 水野優子さん

住環境の良さと眺望の良さ
で、ラ・ビスタ宝塚へ住み替
え。現在は地域活動に注力。

と連携しながら、小さいお子さんから高齢者までが

横山

お試し居住で〝暮らし〟を体験

楽しく過ごせるような活動をしています」

北摂三田フラワータウンにある県営住宅（三
田富士が丘高層住宅）で、お試し居住ができま
す。家具付きなので、身軽にトライできるのが

甲子園大学 栄養学部
フードデザイン学科

4 回生 日高崚太さん

宝塚市内にあるキャンパス
で、食・農業・エネルギーの
関連について研究。

宝塚市 政策推進課
係長 比嘉順平さん

宝塚市役所で主にシティ
プロモーションを担当。市の
魅力を発信。

「食・農業・エネルギーと、再生可能エネルギーに

「現在、宝塚市のプロモーション動画を制作中で、

ついて研究しています。大学が提携している西谷地

3 月には YouTube などで発信します。また、市民を

区で行われている、畑の上にソーラーパネルを設

含めたみなさんによる〝たからづかなフォトグラ

置して太陽光発電を行いながら農業をする、
〝ソー

ファー〟が市内で撮影した写真をインスタグラムに

ラーシェアリング〟という活動を見学しました」

アップする取り組みも行っています」

阪急電鉄株式会社
都市交通事業本部
都市交通計画部
部長 奥野雅弘さん
都市交通の専門家で、都
市計画にも詳しい。宝塚市
都市計画審議会委員。

「鉄道事業の根本は、お客さまに乗っていただくこ
と。沿線に新たな需要を創造することは、交流人口・
定住人口を促進するための施策です。2020 年には

4000 万人といわれる訪日外国人旅行客を兵庫県に
も呼び込むような仕掛けも必要です」

〈 パネルディスカッションを終えて〉

逆瀬川

魅力です。詳細は、阪神北県民局地域振興課
（0797-83-3133）へ問い合わせをしてください。

ひょうご北摂の住まいのことがわかる
名称

住所

電話番号

（一社）
兵庫県宅地建物取引業協会
阪神北支部

宝塚市中州 1 丁目15-2

0797-76-5700

不動産無料相談会（毎月第 3 木曜、要予約）

（一社）
兵庫県宅地建物取引業協会
三田・丹波支部

三田市天神 1 丁目 5-33
三田市商工会館 201 号

079-563-2169

不動産無料相談会

（公社）
全日本不動産協会 阪神支部

西宮市中前田町 1-25
和成ビル 406 号

0798-38-6066

不動産無料相談会（月1 回、予約制）

（独）
都市再生機構西日本支社
UR梅田営業センター

大阪市北区梅田 2 丁目 2-22
ハービスエントオフィスタワー 12 階

06-6346-3456

（独）
都市再生機構西日本支社
UR神戸営業センター

神戸市中央区雲井通５丁目 3-1
サンパル 4 階

078-251-4075

（株）
北摂コミュニティ開発センター

三田市弥生が丘 1 丁目 2-1

それぞれの事業者・団体が取り組
んでいることを、もっと情報発信し
て〝見える化〟することが大切なのか
もしれませんね。それによって、関係
人口は交流人口につながり、交流人

ひょうご北摂で住まいを探す人をサポートする窓口。
不動産に関する疑問や悩みなどの相談に応じています。

UR 賃貸住宅の入居案内

口の一部は定住へとつながる流れを
作りたいですね。
（水野さん）

主な業務と対象エリア

UR 賃貸住宅の斡旋

079-563-1951 （一社）移住・住みかえ支援機構（JTI）の「マイホーム借上げ制度」
取扱窓口

〈 歌劇事業の取り組みについて 〉

年間 120 万人の集客で、
まちのにぎわいに貢献
セミナー当日に行われた基調講演「歌劇事
業の取り組みについて」では、阪急電鉄の大和
さんが、宝塚のまちを代表する魅力のひとつ
である宝塚歌劇などの事
業について語りました。

〈講師〉
阪急電鉄株式会社
創遊事業本部
歌劇事業部長

大和正典さん
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〝清く正しく美しく〟を理念として歴史を刻み続ける
宝塚歌劇。100 周年を迎えた 2014 年に実施された宝
塚市民意識調査では 69％の方に「街の魅力であり財
産である」
とお答えいただきました。
人口72万人のひょ
うご北摂地域において、大劇場とバウホールを合わせ
て約 120 万人と、非常に多くのお客さまにご来場いた
だいております。2020 年の春に、現在宝塚南口駅前
にある宝塚ホテルが大劇場の隣に移転オープンする
予定となっているため、市のにぎわいにさらに貢献で
きるのではと期待しています。

年間 9 興行を上演する宝塚大劇場には、多くの観客が訪れます
Ⓒ宝塚歌劇団

兵庫県住宅供給公社
公社住宅募集センター

西宮市両度町 3-1-101
ラピタス 31 西宮 1 階

0798-63-4810

公社賃貸住宅の入居案内
（家賃保証会社利用で連帯保証人＆敷金不要）

兵庫県企業庁分譲推進課

神戸市中央区下山手通 5 丁目10-1

078-362-3872 〝神戸三田〟国際公園都市カルチャータウンの宅地分譲

ひょうご住まいサポートセンター
（公財）
兵庫県住宅建築総合センター

神戸市中央区東川崎町 1 丁目1-3
神戸クリスタルタワー 6 階

078-360-2536

カムバックひょうごセンター

神戸市中央区東川崎町 1 丁目1-3
神戸クリスタルタワー 6 階

078-360-9971

カムバックひょうご東京センター

東京都千代田区大手町 2 丁目 6-2
日本ビル 3 階

03-6262-5995

※営業日や事業内容などの詳細は、直接問い合わせをしてください

･･･伊丹市

賃貸契約についての相談、不動産取引などの契約問題についての
相談、住宅の建築や補修に関する技術の専門相談

県内への移住・定住に関する相談対応、地域の移住支援策などの情
報を提供

･･･宝塚市

･･･川西市

･･･三田市

･･･猪名川町
22

まち

ゆた

し ぜん

ほく せつ

にぎやかな街も、豊かな自然もあるひょうご北摂では、ON
す
かた
し ごと
でも OFF でもさまざまな過ごし方ができます。お仕事をした
やす

たの

み

り、お休みを楽しんだりしている〝はばタン〟を見つけてね！
ひょうごけん

おとこ

こ

※〝はばタン〟は兵庫県のマスコットで、フェニックスの男の子です

「ひょうご北摂ライフ」の魅力がわかるポータルサイト

発行／兵庫県 阪神北県民局 （宝塚市旭町2-4-15

ココシル ひょうご北摂ライフ

☎0797-83-3101・代表）
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