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例えば、3 0歳で結婚し家を買うと、

だいたい5 0年は、その街に住むことになります。

そう考えると「住む」街選びはとても大切で、

将来のことを考えると、とてもワクワクします。

家族が、他の家族のことを想いながら、

素敵な未来を想い描いていくことでしょう。

高槻市は、あらゆる世代が心地よく暮らす、

都市も、自然も、子育ても、あれもこれもが叶う街。

子どもが生まれた時のこと、

のびのび学べる学校のこと、

日曜日に散歩する公園のこと、

もしもの時に通う病院のこと、

たくさんたくさん考えて、

「住んでみて良かった街」であり続けていきます。

大阪と京都の、ちょうど真ん中。

今も、未来も、
住みやすい街を目指して。
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都市も、自然も、子育ても、
あれもこれもが叶う街、高槻に住もう！

あれもこれもが叶う街、
高槻に住もう！
実際に高槻市で暮らす人の

「声」を集めて、

その魅力をご紹介します！

We are TAKATSUKI ist.
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交通も。 
大阪へ15分、京都へ12分。

利便も。 
駅前からバス路線が充実。

憩いも。　
お洒落な、カフェやレストラン。

街遊びも。　
ますます賑やかになる高槻の駅前。

買物も。　
駅前も、郊外も、買物が便利。

自然も。　
生活圏に、美しい山と川の風景。

子育ても。　
「仕事と子育ての両立」を応援。

医療も。　
医療環境が充実した街。

教育も。　
35人以下学級で、きめ細やかな指導。

歴史も。　
古き良き歴史と文化が残る街。
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高槻市には、

あれもこれも「住んで良かった！」がいっぱい。

実際に高槻市で暮らす人の「声」を集めて、

その魅力をご紹介します！

あれもこれもが叶う街、
高槻に住もう！

交通も。利便も。憩いも。街遊びも。買物も。自然も。

子育ても。医療も。教育も。歴史も。
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交通も。
JR・阪急で
快適2WAYアクセス。

JR高槻駅と再開発エリアを結ぶペデストリアンデッキ

新名神高速道路のIC・J CTが
2 0 1 7年春開通予定。

JRは新快速、
阪急は特急停車。

大阪へ15分、京都へ12分。※

　高槻市民に街の魅力を聞いたとき、まず口をそ

ろえて彼らは言います、「高槻って大阪へも京都

へもすぐに行けてイイですよ！」。夫の通勤先は大

阪、妻の勤務は京都という夫婦もいれば、「休日

には赤ちゃんをベビーカーに乗せて大阪駅前へ

遊びに行く」という家族もいます。「今日は京都へ

行く？それとも大阪に行く？」と駅前で話し合ってい

る大学生も見かけます。大阪と京都のちょうど真

ん中にある高槻は、街のロケーションこそが最大

の魅力です。市内を東西に走るJRと阪急がそれ

ぞれ大阪と京都に2WAYアクセス。ビジネスでも

レジャーでも交通の利便性を感じられます。また、

「東京へ行くときは京都駅から新幹線に乗る」と

いうのは、高槻市民の常識。JR京都駅へは新

快速でわずか1駅・12分なので「うまくいけば家

を出て30分後には新幹線に乗っています」という

会社員もいます。

　最近では、再開発されたJR高槻駅北東エリ

アに大学、タワーマンション、ショッピングゾーン、

大型駐車場、それらと駅を直結するペデストリア

ンデッキ（歩行者専用通路）などが登場。駅前

はますますキレイで便利になりました。「少し早く家

を出て、電車に乗る前に新しくできたカフェでゆっ

くり朝食を」というライフスタイルが実現できるのも、

高槻の街ならでは。最近高槻市に引っ越してき

た男性は「通勤先までが近い分、朝の時間の使

い方が大きく変わった」と話していました。

　交通の利便性は、電車に限った話ではあり

ません。中心市街地から車で約10分の場所で

は、新名神高速道路整備にともなうインター

チェンジやジャンクションの工事が進行中。完

成すれば、市内から遠方へのアクセスがとても

便利になります。

通勤、通学に便利な街。
駅前で朝カフェも可！

関西大学高槻ミューズキャンパス
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※JR新快速利用 2014年8月現在



憩いも。
お洒落な、カフェやレストラン。

利便も。
JR高槻駅・阪急高槻市駅からは
市営バスが計24路線。
市内254ヶ所のバス停があります。

朝7時台のJR高槻駅へは
会社員や学生を乗せて
約100本の市営バスが運行。

駅前からバス路線が充実。

阪急バス、京阪バスも利用可能。

市内各地に新店も多数オープン。

郊外には、隠れ家カフェも。

子ども連れでもウェルカムな
お店もたくさん。

「高槻市営バス」が市内を縦横無尽！カバーエリアと本数の多さが特長。
　実は、大阪府内で市営バスを運営しているのは、大阪市と高槻市だけ！もともと

大阪と京都のベッドタウンとして多くの住宅街が開発された背景から、1954年の

運行開始当初から現在も高槻市民の大切な交通手段であり続けています。特

に、住宅街の平日通勤時間帯の本数は、大阪市営地下鉄御堂筋線並みの多

さ！バスを１本乗り過ごしても、目的地に着くのが大幅に遅れてしまうことはありませ

ん。また、高槻市民の「お出かけ」をサポートするために、ほとんどの路線は昼間で

も15～20分間隔で市営バスが運行しています。市営バスに乗ると、子どもからお

年寄りまで、老若男女が車窓から高槻の街並みを眺めている光景に出会えます。

個性的なお店、急増中。高槻のニューウェーブ。
　都市・自然・歴史・文化など多様性のある高槻には、場所によってさまざま

な景観があります。それらの街角に増えはじめた、カフェやレストラン。「講義が

終わったら友達といつも行くカフェがある」と話す大学生や、「予定のない休日

は、いつもの店のいつもの席で読書するのが最近の過ごし方」という社会人

の女性、「市内にできた新しいお店を見つけては、友達を誘ってランチに行

く」という主婦も。カフェやレストランは、すっかり高槻市民の生活の一部になっ

ているようです。きっと、あなたにとってお気に入りのお店も、この街のどこかに

あるはず！
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市営バス停「寺谷町」 街なかにあるカフェ



買物も。
駅前には、2つの百貨店と
ショッピングモール。

人で賑わう商店街、
郊外には多彩な商業施設。

駅前も、郊外も、買物が便利。

街遊びも。
高槻は飲食店激戦区。
仕事帰りに一杯いかが？

「街バル」も
定期開催されています。

ますます賑やかになる高槻の駅前。

09 10

駅前には百貨店、街中に多くの商業施設。あれもこれもがそろう街、高槻！
　JR高槻駅前の西武と松坂屋は、今も昔も高槻の定番ショッピングスポット。

「母とは、大人になってからもよく２人で百貨店へ買物にいきます」と、仲良さげに

歩く親子もいれば、「駅前のシネコンで映画を見た後、買物を・・・しすぎちゃいま

した（笑）」と話すカップル。買いたいものがあるときは「大阪にするか、京都にす

再開発で誕生した「MUSEたかつき」の夕暮れ 駅まで車で5分の住宅街にマイホームを購入した夫婦

るか、地元ですませるか」という３択で考えられるのが高槻市民の特権です。市

内に多数ある商店街などもそれぞれのカラーがあり、とても賑わっています。市内

のロードサイドにはファミリーにとって嬉しい大型商業施設もあって、便利で楽し

いショッピングを楽しめます。

高槻市民は遊び上手？夜も大人で賑わう街の風景。
　JR高槻駅・摂津富田駅、阪急高槻市駅・富田駅・上牧駅。市内にある5

つの駅の夕暮れはとても賑やか。特にスーツを着た仕事帰りの大人達が、楽し

そうに談笑しながら行きつけの店へ向かう光景をよく見かけます。街なかの活気

と、飲食店の多さも高槻の街の特徴。「週末は仕事仲間や友人と、高槻で一

杯。終電を気にせず飲めるのが嬉しいです。市営バスも遅くまで運行しているか

ら、気にせず友人と遊べます」とは、大阪へ通勤する会社員の声。食べ歩きイベ

ント「たかつきバル」などの街や飲食店が主役のイベントも定期開催され、今後

も高槻の街は大人の「遊び心」であふれていきます。



自然も。
大阪みどりの百選にも選ばれた、
景勝地「摂津峡」。

気分転換にふらっと寄れる、
日帰り天然温泉も。

生活圏に、美しい山と川の風景。
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駅から市営バスで15分の大自然「摂津峡」

　交通の便利さが目立つ一方で、市民が高槻の街

を愛し続けるもう一つの理由が「自然の多さ」。中心市

街地には緑地や街路樹が多く、バスや車で少し山手

へ移動すると、北摂の山々へと続く森が広がっていま

す。実は、高槻市の森林率は約44％！ 「自然に触れ

られる場所で育てることが、やっぱり子ども達にとって良

いと思って」と、大阪市内から移り住んでくる家族も少

なくありません。

　そんな高槻市民が愛してやまない憩いの場所がありま

す。「子どもの頃、水遊びといえば摂津峡。友達とよく遊び

ました。」「桜の季節になるといつも摂津峡へ足を運びま

す。」「摂津峡周辺は私のいつものランニングコース。日帰

り温泉を利用して汗を流して帰ります。」「奥に滝があっ

て、その脇でしばらく水の落ちる音を聞いていると、時がた

つのを忘れてしまいます。」すべての市民が親しみを感じ

ている摂津峡。春はソメイヨシノ約3000本が咲き誇り、夏

は川辺で涼をとる人や水遊びをする子ども達の声が聞こ

え、紅葉シーズンには色とりどりの木々が山を染め、雪の

積もった日には温泉で「雪見風呂」を楽しめる-。四季

折 の々風情がある景勝地が、中心市街地からすぐ近くに

あることは高槻の大きな魅力です。

　さらに、高槻市は「田舎暮らしに憧れるけど、街から

遠く離れることもできないし・・・」という方の願いも叶えら

れる街だということ、知っていましたか？市内北部の「樫

田（かしだ）地区」は、京都府亀岡市と隣接する四方

を北摂連山に囲まれた里山の風情が残るエリア。ここ

でも、春は鳥のさえずり、夏は青 と々した田園風景やホ

タル、秋は黄金色に輝く稲穂、そして冬は白銀の世界

が広がるなど、大阪近郊とは思えない自然の美しさを

体感することができます。

　「都市も、自然も。」どっちも大きな魅力を持っている

のが、高槻なのです。

気軽に、本格的に、
自然と暮らす高槻市民。

高槻市北部・樫田地区に移住したファミリー



子育ても。
保育所待機児童ゼロを達成。
年度途中の入所にも対応。

全国トップクラスの
妊婦健診費用助成。

子ども医療費助成の対象は
中学生まで。

「仕事と子育ての両立」を応援。
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可愛い建物が特徴の市立如是保育所

　「通勤も便利で、子育て環境も良いと友人に教

えてもらった」と話すのは、2014年4月に引っ越して

きた30代のお母さん。関西への転勤の際に、住ま

いに高槻を選ぶ人も多くいます。アクセスの良い市

立子育て総合支援センター「カンガルーの森」は、

そんな子育てママ・パパ達の交流・情報交換の場

としても役立っています。大阪へ通勤するお父さん

は「毎日息子を保育所へ送るのが僕の日課。最初

は離れるのを嫌がっていた息子も、今では元気に

先生のもとへ走っていくようになり、なんだか成長を

感じます」。

　近年の共働き夫婦の増加で、家庭での子育て

環境は大きく変化しました。仕事と子育ての両立を

実現できる街を目指してきた高槻では、数年前から

子育てに関するさまざまな施策を打ち出し、その成

果が徐々にあらわれはじめています。小さな子どもの

いる共働き家庭では、保育所に入れるかどうかが

大きな心配事でしたが、高槻市では2014年4月に

「保育所待機児童ゼロ」を達成（厚生労働省報

告基準）。今後は市立保育施設の整備など、年間

を通じた待機児童ゼロに取り組むとともに、市立小

学校の学童保育を午後7時まで運営し「働きやすく

育てやすい環境」の整備にも注力しています。これ

は大阪のベッドタウンである北摂エリア各市の中で

もトップクラスの水準です。

　2013年に実施された「3世代ファミリー定住支

援事業（※P18参照）」もまた、大きな意味で子育

て支援の一環です。この制度を利用して親世帯と

の近居を実現した夫婦は「近くに住む両親に子ど

もを預けられるから安心。両親も、孫の顔が気軽に

見られて嬉しいみたい」と、そのメリットを実感されて

いました。

保育所待機児童
ゼロを達成！

市立子育て総合支援センター「カンガルーの森」



教育も。
市立中学校で栄養バランスのとれた
温かい給食。

「まちごと子ども図書館」による
豊かな読書環境づくり。
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各校にあわせた特色ある学校づくり。

35人以下学級で、きめ細やかな指導。

医療も。
高槻市内には、大学病院を含む19の病院と
約450の医科・歯科診療所があります。

救急搬送者の
市内救急収容率約9 7％。

大阪府三島救命救急センターには、
特別救急隊（ドクターカー）を配備。

医療環境が充実した街。

教育・学習環境の整備を、一つひとつ具体的に実現。
　「将来はサッカー選手になりたい！」「私は学校の先生になりたい！」と、口々に

自分達の夢を話してくれる子ども達。彼らのより良い学習環境を作るにはどうす

ればよいかは、高槻市にとって大きなテーマです。既に実施・実現された「全市

立小学校の全学年35人以下学級」や「全市立中学校の完全給食」などは、

特別救急隊（ドクターカー） 市立北日吉台小学校の校庭

子どもの教育環境の充実について具体策を推進した結果です。また、学校や

公共施設が連携し、子ども達が「あらゆる機会」「あらゆる場所」で読書を楽し

める環境づくりに取り組んでいます。少子化が懸念される今日でも、街中に子ど

も達の笑い声が響くような街を目指して、さらなる発展をとげていきます。

住み慣れた地域で安心して医療を受けられる街。
　市内には、身近な「かかりつけ医」となる医科・歯科診療所が約450あり、大学病

院などの専門医療を担う病院も充実。また、万一のときに頼りになる救急医療とし

て、急な発熱やケガを診療する高槻島本夜間休日応急診療所、入院治療に対

応する救急病院、重症患者に対応する大阪府三島救命救急センターがあります。

また、高槻市消防本部では、大阪府三島救命救急センターと共同で、突然に心

臓や呼吸が止まった重症患者を救命するため、同センターの医師が同乗した

「特別救急隊」と呼ばれるドクターカーを24時間体制で運用しています。住み慣

れた地域で安全に安心して医療を受けられる「医療環境が充実した街」です。

（2014年4月1日現在）

（2013年実績）



歴史も。
圧巻のハニワ群と開放的な空間が
魅力「今城塚古墳公園」。

文化の薫り豊かな
落ち着きのある街並み。

古き良き歴史と文化が残る街。
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「いましろ 大王の杜」は古墳公園のほか古代歴史館も隣接

歴史・文化に抱かれた、市民の憩いの場がたくさん。
　「この間、虫取りにきたとき、『ここは昔の偉い人のお墓やねんで』と子ども達に教えた

ら、『え！お墓！？』と目を丸くしていました（笑）」と話すお父さん。大きな前方後円墳全体

が公園になり、ハニワ群像が再現されている「今城塚古墳公園」や、戦国武将・高山

右近の像が建つ「城跡公園」など、市内には歴史・文化を感じさせる公園がたくさん

あります。ジョギングをする人、犬の散歩をする人、親子で遊ぶ人。大阪と京都をつなぐ

交通の要所として古くから栄えたこの街には、開放的な歴史空間が市民の日常にとけ

込んでいます。2019年には約21haにも及ぶ広大な敷地の「（仮称）安満遺跡公園」も

一次開園予定。街の魅力が大きくふくらみます。

共働きカップル層から
高槻が最も支持されました！

ファミリー 層から
高槻が最も支持されました！

選ばれる街、たかつき

住宅情報誌
「SUUMO」2012年調べ
（最新）

「住んでみて良かった街」ランキング 「子育て環境の良い街」ランキング

第１位

第2位 豊中 第3位 西宮 第4位 茨木 第5位 京都 第2位 西宮北口 第3位 六甲道 第4位 甲子園 第5位 京都

高槻 第１位 高槻

「神戸」や「京都」など憧れの街はたくさんありますが、

実際に暮らす人が評価する「住んでみて良かった街」ランキングで

高槻は2012年関西第１位に選ばれました。

前回調査の2010年に続き、2回連続の関西第1位。

ファミリー層、共働きカップル層から大きな支持を受けています。

◎選ばれるPoint1

通勤・通学に
便利な2WAYアクセス！

JR
15分

21分

22分

12分

阪急

◎選ばれるPoint2

定住メリットの高い
補助制度が充実！

同居・近居のための住宅取得・リフォーム費用を一部補助！

旅行や出張も。東へ、西へ、
新幹線でどっちにも。

大阪方面　JR大阪駅まで15分　阪急梅田駅まで21分

京都方面　JR京都駅まで12分　阪急河原町駅まで22分

□ 3世代ファミリー定住支援事業

※JRは高槻駅から新快速、阪急は高槻市駅から特急を利用。（2014年8月現在）
※所要時間は時間帯により変動します。

高槻は新幹線に乗るのも便利です。東京、名古屋方面へは京都駅か

ら。広島、博多方面へは新大阪駅から。それぞれ新快速で1駅。無駄な

く、まっすぐ目的地へ。

高槻市では各種定住補助施策が用意されています。定住検討前には

市の施策を調べて、経済的にもメリットの高い街選びを！

親・子・孫からなる3世代の同居・近居を支援する「3世代ファミリー定住

支援事業」。市外に住んでいる子育て世帯と市内に住んでいる親世帯

が、市内に同居・近居するための住宅購入や、同居のためのリフォーム

をした場合に、その費用の一部を補助します（最大20万円）。

高槻でマイホームを検討している方は必見！

□ エコハウス補助金

高槻市では、地球温暖化防止のため、市民が自ら居住する住宅に、市

が指定する新エネルギー機器などのうち2種類を設置した場合に、その

費用の一部を補助します。

大　阪 河原町

京　都梅　田 高槻市

高　槻

広島 新大阪 京都

高槻

10分 12分

1時間圏

3時間圏

東京名古屋博多

芦屋や神戸など憧れの街はたくさんある中、実際に暮らす人が
「住んでみて良かった街」ランキングで、高槻が堂々1位に！

西宮北口、六甲道など、阪神間がやはり人気の子育てエリア。
それらをおさえて、北摂・高槻が1位を獲得しました！
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高槻市未来予想図

新名神高速道路、2017年春に開通！

JR高槻駅北東部
「MUSEたかつき」

JR高槻駅ホーム拡張イメージ図

新名神高速道路

名
神
高
速
道
路

JR高
槻駅

阪急
高槻
市駅

JR高槻駅北東地区にあった工場跡地の再活用として、2012年に新しい街「MUSEた

かつき」が街びらき。すでに関西大学高槻ミューズキャンパス（小・中・高校、大学、大学

院）が開校し、駐車場棟（西武パーキング館）、愛仁会リハビリテーション病院も開業され

ています。また、タワーマンション「ジオタワー高槻ミューズフロント・ミューズガーデン」2棟も

建設され、周辺には商業・業務施設も整備され美しい景観の街が完成しました。

高槻市八丁畷（はっちょうなわて）町、阪急京都線とJR東海道線の間に広がる史跡安満遺跡を含む、その一帯約

20万9000㎡（甲子園球場の約５個分）にもおよぶ広大な敷地を「（仮称）安満遺跡公園」として整備し、防災機能

を備えた緑豊かな公園を目指す取組が進められています。一次開園は2019年を予定。

JR高槻駅・北東エリアが、
ますますキレイに！

02

　ＪＲ高槻駅は、約12万7,000人が乗降するJR西日本管内で9番目に利用者が多

い駅。より安全・快適に利用できるよう、2016年春の供用開始を目指し、新快速専

用プラットホームの整備が進められています。

JR高槻駅が拡張！ 
2016年に新快速専用ホームが完成。

新名神高速道路は、愛知県名古

屋市～兵庫県神戸市を結ぶ約

175キロメートルの国土開発幹線自

動車道として計画されたもので、沿

道は愛知県～三重県～滋賀県～

京都府～大阪府～兵庫県の6府

県にまたがる自動車道です。201 7

年春に高槻・神戸間が開通予定。

これにともない、高槻市内にはイン

ターチェンジ・ジャンクションが建設

され、市内からの高速道路アクセス

が大幅に向上します。

 THE  FUTURE
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関西大学 
高槻ミューズ
キャンパス

愛仁会
高槻病院

愛仁会 
リハビリ
テーション病院

ジオタワー高槻ミューズフロント

ジオタワー高槻ミューズガーデン

ジオ高槻
ミューズEX

高槻ミューズコート

JR高槻駅

ぺデストリアンデッキ

西口改札口
（新設）

上りホーム（新設）

上りホーム
（新設）

上り
ホーム

新快速 新快速
公園計画地の現況（2014年8月現在）

快速 普通 快速

下り
ホーム

下りホーム（新設）

下りホーム
（新設）

西武パーキング館

西武高槻店

愛仁会 
看護助産
専門学校

駅から徒歩圏内に
約21haの大きな都市公園が誕生！

インターチェンジ
ジャンクション





今度のお休みにどこ行こう？

今日は、おじいちゃん、おばあちゃんと
一緒に晩ごはん。
何気ない、いつもの時間。

PARK?

BASEBALL?

仕事が早く片付いた夕方。

「今日、早く終わるから帰りに

飲む？」と携帯電話に高槻の

友人かお酒のお誘いが。

「じゃあ、いつもの店で！」と返

信した後、パパはママにすぐ

メール。「今夜ちょっとだけ遅く

なります。」

お兄ちゃんは部活動が終わって午後6時30分頃に帰宅。パパは午後9時頃

にほろ酔いで帰ってきて、リビングに全員がそろいました。「こんどの週末、みん

なでどこかに行こうか！」「お兄ちゃん、野球は上手くなった？」「ママ、ビールあ

る？」「子ども達は、もうそろそろ寝なさいよ！」など今日もとても賑やかな夜。

帰りにちょっと一杯！

パパがお酒のお誘いを受け

ているころ、双子の弟達は放

課後の自由時間を満喫中。

帰らないとママに怒られる午

後6時まであと1時間、「次は

どの公園に行く？」とまだまだ

遊び足りない様子。「あ！でも

宿題がまだ残ってるから早く

帰らないと！」

今日はどの公園いく？
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ママとおばあちゃんは晩ごは

んの食材を買いに、高槻に

新しくできた「ミューズコー

ト」へ。「こんなキレイな街に

なったのね！」と、おばあちゃ

んも様変わりした街並みに

驚きの様子。「そうだ！あの輸

入食品店で夜食も買いま

しょうよ！」

みてみて！これ素敵！

高槻駅前に着いたのは、午後7時ごろ。行きつけの

店へ向かう途中、地元で人気のパン屋さんに立寄

り、明日の朝食用のバケットを購入。店に向かうと既に

友達やいつもの飲み仲間が勢ぞろい。「遅くなってご

めん！今日は平日だけど飲むぞ！」とみんなで乾杯！

家族にお土産を買って帰ろう。

弟達がお気に入りの公園は、昔高槻城というお城が

あった「城跡公園」。その横にある野球グラウンドに

は、お兄ちゃんが出場した野球大会でよく応援にきた

のだとか。高槻には周辺にも児童公園がたくさんあっ

て、放課後に大勢の子ども達が遊んでいます。

街中でも緑地が多い！

「パパは食事して帰るっていってたけど、自宅用のお

酒とおつまみも買っておいてあげましょう♪」ママの気

づかいで夜食の食材も充実。おばあちゃんと再びバ

スで自宅へ。晩ごはんの準備にかかる頃「ただい

まー！」と弟達が元気に帰宅。

晩ごはんのメニューは・・・

子
ど
も
た
ち
も
、パ
パ
も
ママ
も
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
も
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
、

多
世
代
が
暮
ら
し
や
す
い
街
・
高
槻
市
。



施設ガイド 公共施設の充実ぶりも高槻の自慢。
子育て、スポーツ、文化などさまざまなシーンで市民の生活をサポート。
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服部図書館を利用する親子

中央図書館

文 　 化

高槻市役所に併設された中央図書館のほか、

市内に5つの図書館、分室、コーナーが設けら

れている。合計蔵書数は1,593,579冊！（2014

年3月末）

住所：桃園町2-1総合センター2、3階
問合せ先：072-674-7800

□ 服部図書館
　（浦堂2-15-1　072-668-1085）

□ ミューズ子ども分室
　（白梅町7-1関西大学高槻ミューズキャンパス内　
　072-683-1911）

□ 小寺池図書館
　（西五百住町1-1　072-696-2880）

□ 芝生図書館
　（芝生町4-3-11　072-678-7401）

□ 阿武山図書館
　（奈佐原2-11-12　072-693-9333）

□ 駅前図書コーナー
　（紺屋町1-2クロスパル高槻1階）

高槻現代劇場

大ホール（1564席）ほか、レセプションルームや集

会室を兼ね備えた文化会館。著名アーティストの

公演なども開かれる。

住所：野見町2-33
開館日時：9時～22時（7月第1日曜、年末年始は
休館、臨時休館あり）
問合せ先：072-671-1061※各館の開館時間、休館日などは直接お問い合わせください。

子育て総合支援センター「カンガルーの森」

子 育て

子育て中のママ・パパが集まり、情報交換や子育

て相談などができる子育て支援施設。0歳～就学

前の子どもが遊べるプレイルームも充実。

住所：北園町6-30
開館日時：月～土曜（日・祝日、年末年始は休館）9時～19時
プレイルームは10時～17時
問合せ先：072-686-3030

芥川緑地 「ぷーるぴあ」／ 「あくあぴあ芥川」

ウォータースライダーなどもある市営レジャープー

ル。隣接して市内に生息する淡水魚や昆虫などを

展示し高槻の自然を知る博物館「あくあぴあ芥

川」も併設されている。
□ぷーるぴあ　住所:南平台5-59-2
　開館日時：7月上旬～9月上旬（期間中無休）10時～18時30分
　問合せ先：072-692-5490
□あくあぴあ芥川　住所:南平台5-59-1
　問合せ先：072-692-5041

市民プール

屋外プールは50m9コースで、500人収容のスタンドを有

する本格的な公認プールです。屋内には、25m7コース

のほか、流水・キッズプール、ジャグジーなどがあります。

住所：芝生町4-3-11
利用日時：屋内プール施設/9時～21時
（日曜・祝日/9時～18時30分）、
屋外プール（7月1日～9月10日 9時～18時30分）
※休館日などはお問い合わせください。
問合せ先：072-677-7200

萩谷総合公園

スポーツ

総合スポーツセンター

総合体育館、陸上競技場、青少年運動広場、

テニスコートなどを完備する市民のスポーツ活動

拠点。

住所：芝生町4-1-1
利用日時：9時～21時（火曜※祝日の場合は翌日、
12月28日～1月4日は休）　※使用する施設により異なる。
問合せ先：072-677-8200

古曽部防災公園

耐震性貯水槽やさまざまな防災機能を備えた

公園。体育館と野球場、大型複合遊具などが

あり普段は市民の憩いとスポーツの拠点として

機能。

住所：古曽部町3-15-1
利用日時：公園・駐車場/7時30分～22時
※スポーツ施設は異なる。
問合せ先：072-674-7516（都市創造部公園課）

サッカー場、野球場、テニスコートの他に多目的

広場（休養施設ゾーン）、わんぱく広場（遊戯

施設ゾーン）なども充実した総合公園。

住所：大字萩谷111-1
利用日時：公園/6時～23時、駐車場/7時30分～18時　
※スポーツ施設は異なる。
問合せ先：072-674-7516（都市創造部公園課）



イベントガイド
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高槻市では１年を通してたくさんのイベントが街中で開催されています。
自然、歴史、文化、アート、スポーツ、食など、テーマもさまざま！

摂津峡桜まつり

こいのぼりフェスタ1000

春

毎年桜の開花にあわせて開催。摂津峡にある約
3000本のソメイヨシノが咲き誇る。夜間のライトアッ
プもあり。

市内を流れる芥川の空に、約1000匹のこいのぼりが

泳ぐ。4月29日の昭和の日にはステージイベントが開

催され、毎年1万人以上の来場者で賑わいます。

開催地：摂津峡公園
開催時期：3月下旬～4月上旬

高槻ジャズストリート

毎年ゴールデンウィークの2日間を使って行われる
音楽イベント。当日は阪急高槻市駅、JR高槻駅の
会場を中心に、街中に音楽が溢れる。
開催地：阪急高槻市駅、JR高槻駅など市内各所
開催時期：ゴールデンウィークのうち2日間

開催地：萩谷総合公園
開催時期：3月上旬

開催地：芥川桜堤公園
開催時期：4月下旬～5月上旬

高槻クロスカントリー大会

2014年で15回目を数える大会。萩谷総合公園か
ら摂津峡周辺の自然溢れるエリアが舞台。子ども
からシニアまで参加できる。

ホタル鑑賞

夏

市内の複数のポイントでゲンジボタルやヘイケボタ
ル、ヒメボタルを鑑賞できる。闇夜に浮かぶホタル
の光は、高槻の夏の風物詩。
鑑賞時期：5月下旬～6月下旬

開催地：市役所周辺（桃園小、けやき・みずき通り）
開催時期：8月第１土・日曜日

市民フェスタ高槻まつり

1970年から始まった歴史ある市民まつり。市役所
前のけやき大通りなどを中心に、市民らによるパ
レードや夜店が並ぶ北摂最大級のお祭り。

高槻バル

秋

市内の飲食店主催ではじまった、市内がまるごと
「バル」になるイベント。約70の店舗が自慢の一品
とドリンクを用意。
開催地：市内各所
開催時期：9月上旬

高槻アート博覧会

「街がまるごとミュージアム」を合言葉に、商店街で
の巨大絵画展やワークショップ、ライブペイントなど
を開催。
開催地：高槻センター街ほか各所
開催時期：11月下旬

開催地：高槻市城跡公園野球場
開催時期：11月上旬

農林業祭

安全・安心な地元農産物の即売をはじめ、農産
物品評会出品物の展示、木工教室や和太鼓の
演奏、福引大会などのイベントを開催。

高槻シティハーフマラソン大会

総合スポーツセンターを起点として開催。ハーフ、
10km、5km、エンジョイ2.4kmの4種があり、多数
の市民ランナーが高槻の街を駆け抜ける。
開催地：高槻市陸上競技場（総合スポーツセンター内）
開催時期：1月

上宮天満宮「天神まつり」

JR高槻駅から千年余りの歴史を持つ「上宮天満
宮」へ続く参道は、歩行者天国となり多くの露天
が軒を連ねる。
開催地：上宮天満宮およびJR高槻駅前
開催時期：2月25、26日

場所：高槻市富田地区
時期：12月

新酒の仕込み

良質な米と北摂連山の清らかな水に恵まれた500
年以上の伝統を持つ、富田の酒造り。新酒の仕
込みは、高槻の冬の風物詩。

冬
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