
32018年 月より

好評販売中!

新価格大幅 Price Down

「がんばらない」の鎌田實先生がいる諏訪中央病院をはじめとした医療
機関と福祉が連携し、2000年に策定した福祉21ビーナスプラン（茅野市
地域福祉計画）により、全国に先駆けて地域包括ケアを推進しています。

八ヶ岳
日本百名山

さわやかな風と八ヶ岳ブルーに包まれて

日本の屋根と言われる八ヶ
岳連峰は、初心者の方にも
登りやすく、四季を通して多
くの登山者が訪れています。
またトレッキングや自然観察
等にも最適です。

静かなリゾート地である蓼科、風光明媚な自然やアウト
ドアも楽しめる白樺湖・車山がグリーンヒルズから車で
わずか15分～ 30分以内です。

■ 美濃戸口
■ 舟山十字路

八ヶ岳登山口 ■ 蓼科牧場
■ 女乃神茶屋登山口（蓼科山登山口）
■ 北八ヶ岳ロープウェイ

■ 桜平
■ 渋の湯
■ 唐沢鉱泉

こども・家庭応援制度が充実しています
○ 妊娠～就職期までの一貫したサポート
（0～18歳までのどんぐり手帳、相談体制の充実等）
○ 恵まれた自然環境の中での保育と家庭支援体制
○ 幼保小連携教育、小中一貫教育
○ 年齢に応じた  こども・家庭応援施設（0123広場、各地区こども館、CHUKOらんどチノチノ）
○ 地域ぐるみの家庭・子育て応援（地区コミュニティ子育て部会、各種市民活動）
○ 全市的な読書推進活動
（0歳へのファーストブック・小学一年生へのセカンドブックプレゼント、保育園読み聞かせ、学校での毎日の朝読書等）
※詳細は茅野市役所こども部までお問い合せください

長野県茅野市が販売していますので安心です！

茅野市　グリーンヒルズ

御射鹿池

公立諏訪東京理科大学茅野市民館

白樺湖

北八ヶ岳ロープウェイ

長野県茅野市塚原2-6-1（茅野市役所都市建設部都市計画課）
茅野市

お問合せ先

売　主 （代表）

茅野・原 宅地建物取引業協会
受付時間：月曜日～金曜日 午前9時～12時、午後1時～午後4時まで　
長野県茅野市本町西5-23 平和ビル2F   

※仲介手数料は不要です

国宝「土偶」（縄文のビーナス） 国宝「土偶」（仮面の女神）

toshikeikaku@city.chino.lg.jp

takken-chino@crest.ocn.ne.jp

TEL.0266-72-2101

茅野市は長野県の東寄りに位置し、富士山に次ぐ広大な裾野を持つ八ヶ岳の西側、4分の3を森林が占める
恵まれた自然環境の中にあり、標高770～1,200mに住宅、農地が広がり、市民生活、文化、産業の基盤になっています。

ニッコウキスゲの咲く車山から八ヶ岳を望む （グリーンヒルズから車で約30分）

オンデマンドバスが運行しています
ご予約いただくと、自宅などから目的地まで、
予約に応じた経路で運行します。

あらかじめ利用登録（無料）が必要です。
また、利用にあたっては、電話予約が必要となります。（予約のない便は運行しません）

「デマンド」とは、
「要望」を
  意味します。

市街地エリア 豊平・泉野エリア
（グリーンヒルズ）

乗合で、
乗客それぞれの
目的地へ！

地元情報問合せ　　
豊平地区コミュニティセンター　TEL.0266-71-1604　（車で約 5分）

★茅野市子育て世帯住宅新築補助金
市内業者による建築 上限100万円
市外業者による建築 上限50万円

TEL.0266-72-5840

１年を通して降水量が少なく
湿度の低い爽やかな気候です。
夏は涼しく快適に過ごすこと
ができます。また冬でも高い
晴天率を誇ります。

気候

茅野市は八ヶ岳、霧ヶ峰、南ア
ルプス山系に囲まれて湧水が
豊富。水源が100％湧水の
美味しい水道水が自慢です。

水

蓼科 白樺湖
通年型のリゾート地

医療・福祉の連携で充
実した地域福祉

市内の遺跡から出土!

グリーンヒルズヴィレッジ
がある茅野市は  
こんなところです。

縄文時代から続く
永い歴史を持つまち

★市内には8ヶ所の公共温泉
　最寄りの『縄文の湯』までは車で3分

★ゴルフ場：車で8～15分以内に５ヶ所
　スキー場：車で20～30分以内に9ヶ所

★人・物・情報・文化が交流するまち

シャキッと
みずみずしい
高原野菜！

そば 寒天

グリーンヒルズから

一番近い『美濃戸登山
口』

車で約10分！

長野県

茅野市

自然

遊ぶ  学ぶ  観る

食

交通

子育て

医療・福祉

★茅野市分譲住宅地紹介謝礼金制度

★宅地内に上水道止水栓・
　下水道汚水桝・雨水排水管完備
★市役所が嘱託登記しますので、
　登記代理申請手数料が不要です
★不動産仲介手数料も不要です

寒暖差のある気候の中でつくるので、
作物が美味しい！
寒暖差のある気候の中でつくるので、
作物が美味しい！

戸籍・税等各種証明

グリーンヒルズの
お得なポイント！

10万円

http://www.city.chino.lg.jp/



●所在地／長野県茅野市豊平泉200番1他　●交通・電車／JR中央東線「茅野」駅下車（新宿駅から特急約2時間、名古屋駅から塩尻
駅経由特急約2時間20分）約8km　●地域・地区／都市計画区域内・無指定　●建ぺい率・容積率／40%・80%（建築協定による） ●
地目／宅地　 ●総区画数／226区画　 ●総開発面積 ／197,744㎡　 ●区画面積／387.19㎡（1区画）～502.27㎡（1区画）　
●許認可番号／開発許可番号：長野県指令2建第29-14号（平成3年5月28日）　●道路／7.5m～13m（アスファルトコンクリート舗装)
●施設・設備／水道：茅野市営水道、雨水・汚水：雨水・汚水分流方式、汚水は公共下水道接続、電気：中部電力（株）60ヘルツ、ガス：各
戸プロパンガス、調整池、公園、街灯、消火栓他　●造成工事完了／平成4年12月　●自治会費／居住者は年額18,000円（非居住者
は年額16,000円）、地権者は年額7,000円　●自治会基金／100,000円（契約日翌月一括払い）　●建築協定について／本住宅地は、
良好な環境づくりをめざした建築協定が締結されており、建物の建築にあたっては建物の建築位置、建物の高さ等に制限があります。

幅員9～13mの幹線道路は全
て1.5mの歩道が整備され心
地よい開放感のある街並みを
作っています。ツツジ、石楠花、
ニシキギ等の緑道もあり、散
歩中に四季の移ろいを感じるこ
とができます。

公園は３箇所あります。公園に
は、ベンチが設置されており、
散歩や運動の途中に一休みし
て、のんびりとした時間を過ご
すことができます。また、子供
達のための「原っぱ」もあります。
公園の一つには「あずま屋」
があります。

コミュニティーセンターは、自治
会の総会や同好者による卓球
や合唱などの活動、児童の学
習教室に使われています。飾り
屋根の部分に「カリオン」が設
置され美しい音色を楽しむこと
ができます。

八ヶ岳の裾野に位置する『グリーンヒルズヴィレッジ』は、八ヶ岳の雄大な眺望、開放感にあふれた美しい街並み景観、
そして豊かな自然に囲まれた環境が魅力です。内陸で標高 約1,000mに位置するため、湿度が低く、夏は涼しく、爽や
かな気候です。カラー舗装の歩道や季節の花々が咲く緑道、 広い表通り、一区画が400㎡を超えるゆとりある敷地など、
永住地に適した質の高い環境です。

八ヶ岳山麓の緑豊かな心地よい暮らし

N

グリーンヒルズヴィレッジの概要
グリーンヒルズヴィレッジ全体図

グリーンヒルズヴィレッジは、建築協定により美しい街並み景観を守っています。

屋根・外壁は環境と
　調和する色合いにします

樹木や草花などで
お隣との境界を
わかるようにします

アンテナ・避雷針などは
最高部から1.5m以下にします

道路境界から2.5ｍは
芝生を張りめぐらします

門柱・ポスト・生垣等は、
道路境界から2.5m以上離し、
門柱の高さは1.6m以下にします

建物は隣地境界から
2.5m以上離します

建物の高さは10m以下、
軒の高さは7m以下にします

床面積が5㎡以下の物置、20㎡以下の車庫で軒の高さが2.5m
以下のものについては隣地境界から1.5m以上離します
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センター

調整池

店舗併用住宅可能区画

★ ゴミステーション
以上概要は、令和3年11月現在のものです。

子どもたちは大喜び。
カブトムシが庭に!!

パパの夢だった
ガレージもできました

おじいちゃんおばあちゃんは
健康的にウォーキング!!

ママのお庭はお花でいっぱい

一目でここが気に入り家を建てました。
車を使えばスーパーも近くにあるし、
生活に不便は感じません。
都会の友人もよく遊びに来るんですよ。

意外に冬暖かく、 夏涼しいんですよ。
車が好きなので、 ガレージにいて夢中
になっていると時間を忘れますね。

毎日の散歩を楽しみにしてい
るんですよ。 四季の移り変わり
を体で感じながらゆったりと生
活しています。

広々としていて自由に遊べるか
ら、子どもがのびのび育っています。
健康的な子育てにはこの環境は
最高ですね。

都会で生まれ育った方々も・・・。

朝起きて、丹精込めた庭を見る
のが一番好き。心からやすらぎま
すね。ここに住んでいて良かったな
あって思います。

グリーンヒルズヴィレッジ
v i l l a g e

それぞれの個性とコミュニティーを大切にする建築協定
■建ぺい率は40%以下、容積率は80%以下
『グリーンヒルズヴィレッジ』を訪れると、とても広々とした開放的
な景観に、心が癒されます。それは、建ぺい率40%以下、容積
率80%以下を基準とした「建築協定」があるからです。これらを
将来にわたり守ることによって、オープンスペースを豊かに確保し
たバランスの良い街並みが形成されます。

■道路境界から2.5ｍは芝生を張ります。この範囲に門柱、ポスト、
樹木などは設置できません

その理由は、道路と敷地の間に、セミパブリックゾーンを設けるた
めです。この芝生の空間と歩道1.5mを合わせた幅4ｍのゆとりこそ、
それぞれの家のエントランスに開放感をもたせ、街としての統一感
を生み出しているのです。それが『グリーンヒルズヴィレッジ』の

ゆとりなのです。もちろん、建物も道路境界から2.5ｍ以上後退し
て建て、門柱も高さを1.6ｍ以下にします。これらにより壁の設置
をすることもなく一層の開放感があります。

■隣地境界は樹木や草木などで分けるようにします
自然とのふれあいを大切にする『グリーンヒルズヴィレッジ』では、
隣地との境界もフェンス類などの人工物を使わず、生垣や樹木な
どで分けるようにしています。ただし、土留めが必要な場合は高さ
50cm以下の自然石を一段積みにしています。

■外壁や屋根は環境と調和する色合いにします
建物の色彩も、街の景観を彩る大切な要素で、外壁や壁などに刺
激的な色を使うことは避け、自然で環境に調和する色合いにします。

■建物は一戸建て個人専用住宅です
建物は、住宅地として快適な環境を保ち続けるために、一戸建て
個人専用住宅としています。もちろん、二世帯同居住宅も可能で、
店舗併用住宅が建築可能な指定区画もあります。

■その他建築協定について
詳しくは、
「グリーンヒルズヴィレッジ建築協定書」及び｢グリーンヒルズヴィ
レッジ建築協定運用規定｣（別冊）をご覧ください。

住民のみなさんの声

広い敷地の
グリーンヒルズヴィレッジには、
ガーデニングや家庭菜園など、
様々な趣味を楽しんでいる
オーナーが暮らして

います。


