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［いばらき日和］
いばらきに住む前に読む本



2019 年に岡山県から転入

Interview 01

吉本さんファミリー

身近にある自然を、
子どもたちと満喫中。

楽しい場
所が

いっぱい
！

お母さんの
お手伝い♪

いばらき
暮らし
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　自然が身近にあるところが気に入ってい
ます。
　近所の公園は、外で遊ぶのが大好きな子
どもたちのお気に入りの場所。虫探しをし
たり、落ち葉拾いをしたりして思いっきり
楽しんでいます。
　週末は、まちの中心部から車で30～40
分の北部地域「いばきた」によく行きます。
私のおすすめは見山の紫

あ じ さ い

陽花。山の一部が
青や紫に染まってとてもきれいです
よ。季節を通じて、いちご狩りや
小川のカニ採りなど、子どもた
ちも自然を満喫しています。



2018 年に東京都から転入

Interview 02

遊
ゆ

佐
さ

さんファミリー

学校のサポート力が高く、
子どもの成長を実感。

近くの公園が

お気に入り♪

　学校のサポート力が高いところがいいですね。
　学校ではスクールサポーターの方がいて、子どもが
質問しやすい環境が整っていますし、先生がこまめに
連絡をくれるので、子どものことで気になることが
あっても、安心して送り出すことができます。
　目標や頑張ったことなどを書き込む「キャリアパス
ポート」を活用して、自分のことを振り返る力を育て
る取組みも。「習い事を頑張った。もっと上手くなりた
い」と書いてあるのを見て、子どもの成長を実感しま
した。

お姉ちゃ
ん

いっくよ
ー
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充実した保育施設や医療費の助成など、安心して子育てができます。
※助成事業ごとに要件が異なりますので、ご注意ください。
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妊娠・出産のサポート

育児のサポート

妊婦健康診査費用を14回まで助成 産婦健康診査費用を助成

パパ・ママに大人気！
子育て支援拠点が25か所

地域の保育所（園）・認定こども園・
幼稚園で遊ぼう！

18歳(高校3年生)まで拡大！
こどもの医療費を助成

ホームヘルパーが家事・育児をサポート 不育症治療の費用を一部助成

大阪府内の委託医療機関や助産所での妊婦健康診査
を14回、計12万円まで助成。

産後間もない母親のこころとからだの健康保持や
産後うつ病の予防のため産婦健康診査を 2回、計 1
万円まで助成。

子育て支援総合センターをはじめ、地域子育て支援
センターやつどいの広場など25か所で子育てをサ
ポート！
一部施設で一時保育も実施。用事がある時だけでな
く、ほっと一息入れたいときにもご利用ください。

令和３年 10 月から 18 歳まで拡大。子どものけが
や病気による、通院や入院の医療費を所得制限なく
助成しています。

産前・産後の体調不良により家事や育児が困難で、
家族のサポートがない家庭にホームヘルパーを派遣
します。特に出産後は体調が不安定な時期。ゆっく
り体を休めましょう！

不育症治療を受けているご家庭に対し、治療費用の
一部を助成しています。

保育所や幼稚園に通っていないお子さんも、地域の
保育所や幼稚園で遊べる日を設けています。子育て
の相談をすることもできます。
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働く保護者をサポート

●保育所等 ●幼稚園等

●その他

最長21時まで延長保育を実施

ファミリー・サポート・センター

待機児童０を達成！ 預かり保育でお仕事も安心

国の基準を超える保育士を配置

ブックスタート事業

こんにちは赤ちゃん事業

保育施設の新設・建て替えにより、平成27年度か
ら６年間で定員を1,600人以上拡大しました。

市立幼稚園では週4日の預かり保育を実施。
（午前保育日を除く14時から17時）
市立認定こども園では3年保育を実施し、夏休み等
も預かり保育を実施しています。
（月～金曜日8時から18時）

施設により、７時から21時まで利用可能です。
（詳細は各保育施設へ）

子育てのサポートをしてほしい人としたい人が会員に
なり、保育所や幼稚園の送迎、放課後の児童の預
かりなどを助けあえます。

１歳児クラスで国の基準を超える保育士を配置（5
人の児童に1人の割合）。きめ細やかな保育を実施
しています。

４か月児健康診査を受診する親子を対象に、絵本を
プレゼント。絵本を開く楽しさを体験してください。

生後4か月未満の赤ちゃんがいる全ての家庭を市の
保育士等が訪問し、赤ちゃんの様子や子育ての疑問、
不安などをお聞きします。また子育てに役立つ情報
などもお届けします。

茨木は図書館が
身近にあり、とっ
ても便利！
（５館８分室）
児童書は約40万
冊あります。

子育てハンドブック
子育て中のサポートやおでかけ
情報、各種相談先などを紹介して
います。

こんなサポートも
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日本で初めてノーベル文学賞を受賞した川端康成が学んだ、「教育のまち茨木」。
一人ひとりの子どもに寄り添い学力を向上させる「一人も見捨てへん教育」に取り組ん
でいます。

Contents 03

150を超える自治体が茨木の教育を視察
全国から注目される学力向上の取組み

生きた英語に触れる機会が充実

平成26年度から、150超の（令和３年10月末現在）市町村
から視察を受け、新聞などのメディアにも大きく取り上げ
られるなど、茨木の教育は全国的にも注目されています。

茨木市では、単にテストの平均点を上げて、学力高位層を
増加させるだけでなく、学力低位層を減少させることに力
を注いでいます。
全国学力・学習状況調査結果では、小・中学校とも全調査
の正答率が大阪府平均を上回っています。

ネイティブ講師と一緒に英語を使って遊ぶ「英語で遊ぼう
デイ」（保育所・認定こども園・幼稚園）や、複数のネイ
ティブ講師から英語をシャワーのように浴びる「英語シャ
ワーデイ」（小中学校）を実施し、子どもたちが生きた英語
に触れる機会を多く作っています。

一人も見捨てへん教育

令和３年度
全国学力・学習状況調査結果

中学校

正
答
率

茨木市 大阪府
国 語 65.7 62.0
数 学 58.8 55.5
合 計 124.5 117.5

小学校

正
答
率

茨木市 大阪府
国 語 66.4 63.2
算 数 73.8 69.7
合 計 140.2 132.9
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立命館大学大阪いばらきキャンパス 大阪府立茨木高等学校

1人に1台タブレットを貸与
進むICT教育

できたてホカホカ
おいしい茨木の給食

大学生と楽しく学ぶ！
市立のキャンプ場で体験学習

エアコン完備等の快適な学習環境

放課後も安心。
学童保育室を19時まで開設

子どもたちに1人 1台タブレット端末を貸与。一人
ひとりの実態に応じた学習や子どもたち同士で教え
学びあう学習、家庭でのデジタル教材を使った学習
などに活用しています。

全小学校で、校内調理した
給食を提供。みそ汁には
100％茨木産の龍王みそを
使用するなど、地産地消を
推進しています。
また、令和7年には中学校で
も、全員給食が実現できる
よう整備を進めています。

小学５年生が参加するキャンプは、仲間とともに自分
たちでごはんを作ったり、キャンプファイヤーをした
り、自然の中でしか体験
できないことがいっぱい
あります。大学生のキャン
プカウンセラーがサポー
トしてくれるので、「はじ
めて」だらけのキャンプも
きっと楽しい思い出に。

公立幼稚園、小・中学校の耐震化率は100％。普通
教室や特別教室にエアコンを、トイレには洋式便器
を設置するなど、子どもが快適に過ごせる学習環境
が整っています。また、令和6年度末の小・中学校
体育館へのエアコン設置をめざしています。

平日は授業終了後から19時まで、土曜日、学校休
業日は８時15分から19時まで学童保育室を開設。
小学生が文化・スポーツ活動など色々な体験ができる
「放課後子ども教室」も全小学校区で実施しています。
また、地域の方々の見守りで、登下校も安心です。

市内には立命館大学、追手門学院大学、梅花女子
大学、藍野大学、藍野大学短期大学部、大阪行岡
医療大学の計６大学が立地。また、文豪・川端康成
を輩出した茨木高校など、特色のある教育を行って
いる高校が公立・私立を合わせ11校。義務教育終
了後も安心して通学できます。

人口 10万人当たりの
大学数（短大含む）

北摂 1位

川端康成
川端康成は、3歳から18歳まで茨木で
過ごし、現在の豊川小学校、府立茨木
高校で学びました。

特色ある6大学と11高校が立地する文教都市

イメージ



万博記念公園駅

公園東口駅

至大阪
　空港

至大阪 梅田

至大阪

茨木千提寺IC・PA茨木茨木

茨木IC

高槻JCT

京都南IC

近畿
自動車道

新名神
高速道路
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遊ぼう茨木　

楽しい公園がたくさん！
ユニークな大型遊具や野鳥が訪れる大きな池などのある個性豊
かな公園がたくさん。公園めぐりをしても楽しいですよ。

ぱかぽこひろば

彩都はなだ公園

桑田公園 奈良東公園

忍頂寺スポーツ公

里山センター

市内には、公園や緑がいっぱい。茨木市の北部地域に足をのばせば、
豊かな自然を満喫できます。
市外への交通の便もいいので、茨木を拠点に大阪や京都など、
いろいろなところに遊びに行けます。

自動車

鉄　道

飛行機

見山の郷

JR・阪急・モノレールの3路線が通ります。JR、阪急は大阪や京都へ直結！
JR新大阪駅から新幹線も利用できます。

名神高速道路 茨木ICが市内中心部に立地
神戸方面へ ➡ 西宮ICまで約18分
京都方面へ ➡ 京都南ICまで約18分
新名神高速道路
名神高速道路の渋滞を回避！

大阪国際空港（伊丹）
➡ 大阪モノレール南茨木駅から大阪空港駅まで25分
関西国際空港
➡JR茨木駅東口、阪急茨木市駅東口からリムジンバスで約70～80分

12分

JR大阪駅

17分

阪急大阪梅田駅

21分

JR京都駅

26分

阪急京都河原町駅

７分

JR新大阪駅

※1 ※1 ※2 ※1 ※2

※1 快速を利用
※2 特急を利用

抜群の交通アクセス！



市
役
所

至門真市

大阪 梅田

至京都河原町

至京都

茨木千提寺IC・PA茨木千提寺IC・PA茨木千提寺IC・PA

茨木IC茨木IC茨木IC

高槻JCT高槻JCT高槻JCT

京都南IC京都南IC京都南IC

近畿
自動車道
近畿
自動車道
近畿
自動車道

新名神
高速道路
新名神
高速道路
新名神
高速道路

まちの中心部にある全長
約５kmの「元茨木川緑
地」。散歩やウォーキン
グにぴったりです。
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茨木市北部地域「いばきた」

茨木えきまえマルシェ

「いばきた」は、市街地から車で30～40分。
美しい棚田など豊かな自然の風景が広がります。
地元産の新鮮な野菜などを販売している「見山
の郷」、バーベキューコーナーやオートキャン
プ場がある「里山センター」、馬と仲良しになれ
る「ぱかぽこひろば」、渓流釣りなどが楽しめる
「竜仙峡」、秋の収穫体験が人気の「大岩いも掘
り園」など季節を通して楽しむことができます。

第 5週目を除く毎週月・火・金曜に、
JR 茨木駅前の茨木ショップタウンで
開催。身近な場所で、新鮮でおいしい
茨木産の食材を購入できます。

茨木周辺にはこんな場所も！
●エキスポシティ（吹田市）
●万博記念公園（吹田市）
●箕面の滝（箕面市）
●摂津峡（高槻市）
●安満遺跡公園（高槻市）

竜仙峡

大岩いも掘り園

西河原市民プール

ーツ公園
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ワクワク茨木

①茨木フェスティバル：夏を代表するイベントのひとつ。屋台やステージイベントなど催しも盛りだくさん！
②茨木音楽祭：まちなかに音楽があふれるイベント。フリーマーケットや地元の飲食店によるフードコーナーも
あり、親子で楽しむことができます。

③いばらきイルミフェスタ灯（AKARI）：JR茨木駅と阪急茨木市駅前をはじめ、まちなかをきらびやかな空間に  
演出。イルミネーションを巡るスポットラリーなど、参加して楽しめる企画もあります。

一年を通して楽しいイベントがたくさん。家族で茨木を楽しもう！

●①

●②

●③
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次なる茨木へ。

立体的な公園のような新施設

まちの中心がかわる

市民会館跡地エリアの
整備が進行中

まちからすぐ！長さ日本一のつり橋ができるかも！

安威川ダム周辺整備が進行中

I
イ バ ラ ボ  

BALAB@
ひ ろ ば

広場

令和 5年秋に新施設がオープン予定。ホールや会
議室だけではなく、子育て支援機能や図書館、プラ
ネタリウム、市民活動センターなど多様な機能を備
えた複合施設です。

市役所前にあるIBALAB＠広場は、新施設ができるまでの
期間限定の広場です。
お弁当を持ってきてピクニックをしたり、のんびりと時間を
過ごしたり。コンサートや手づくりマルシェなどイベントもた
くさん行われています。

安威川ダムは、100年に一度の大雨による安威川の洪水氾
濫から市街地を守ります（令和4年春ダム堤体完成予定）。
ダム周辺では、長さ日本一のつり橋をはじめ、バンジー
ジャンプ、マルシェなどのイベント、ウォーターアクティビ
ティなどが楽しめる、魅力的な公園の整備が計画されてい
ます（令和６年春オープン予定）。

市内の飲食店で、「安威川
ダムカレー」が提供され
ています。お店ごとにこ
だわったダムカレーをご
堪能ください。

おいしいダムカレーはいかが？



編集：茨木市まち魅力発信課

TEL：（072）620-1602

〒567-8505　大阪府茨木市駅前三丁目 8番13号

URL：https://www.city.ibaraki.osaka.jp/ibarakizanmai/index.html

令和４年（2022 年）1月発行

このパンフレットは3,000部作成し、
制作・印刷費用は１部あたり約113円です。
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