
育マチ、生駒
大阪まで乗り換えなしで最短約20分。

緑あふれる閑静な住宅都市。
子育てしやすく、教育環境も充実しています。

子どもたちの成長を見守りながら
共に育ち続けるまち、生駒にようこそ。

奈良県生駒市

いく

休日の過ごし方も充実

未来へ発展し続ける将来性のあるまち

大阪・神戸・京都への良好なアクセス

住み続けたいと愛される、便利で閑静な住宅街

評価される関西屈指の住宅都市

①奈良県唯一の遊園地｢生駒山上遊園地｣②生駒山麓公園はフィールドアスレチックやBBQな
ど家族で過ごす休日にぴったり③ロマンチックな夜景を一望

都心に近い。なのに、ホンの少し足を伸ばせば豊かな自然がいっぱい。美
しい緑、おいしい空気と水に恵まれ、一年中楽しめるスポットが揃ってい
ます。家族みんながゆったり過ごせる街、それが生駒です。

豊かな自然と調和する、閑静でスマートな住
宅都市、生駒。乗り換えなしで都心へアクセ
スでき、ショッピングや医療施設、金融機関
も充実。地元の人に愛されるお店もたくさん
あり、暮らしたその日から豊かな日常を実感
できることでしょう。

平成26年春オープン予
定の近鉄生駒駅直結の
｢ベルテラスいこま｣。
百貨店に隣接し、スー
パーやレストラン、カ
フェコーナーを備えた
図書室、広場などが揃
います。

❶ ❷ ❸

平成27年6月開院予定
の市立病院。子育て世
代に配慮した小児救急
の充実や大地震発生時
の速やかな医療サービ
スの確保など市民が安
全・安心に暮らせる医
療体制を整備します。

リニア中央新幹線新駅
を誘致しています（平
成57年全線開通予定、
JR東海発表）。実現す
れば東京から新駅｢奈
良駅｣まで66分（本市推
定）に。

大阪

東京

生駒市（奈良）

④まちから少し離れるだけで豊かな緑とおいしい空気を満喫⑤くろんど池では自然に囲まれ
てスワンボードやBBQが楽しめる⑥オシャレで素敵なお店もたくさん

❹ ❺ ❻

□ 奈良県生駒市広報広聴課（☎0743-74-1111）　平成25年9月1日現在問

豊かな
自然環境

安心・安全な街ランキング 

 全国1位都市型自治体の中で

3位　閑静な街並み（56.3％）
4位　災害が少ない（43.7％）

5位　子育て施策が充実（37.9％）
6位　小学校などの
 学力水準が高い（34.0％）

76.7％
生駒市のいいところ
市民に聞いた

（「たけモニ」アンケート2013.7.16実施）

1位

交通アクセス
の良さ 65.0％2位

サステナブル度
調査  関西6位

（左から）東洋経済新報社の調査（「都市データパック2013年
度版」）、東洋経済新報社の「週刊東洋経済」（2012/10/13号）、
日本経済新聞社の調査より人口増加中

県内1位
関西 5 位
全国30位

住みよさ
ランキング

●けいはんな線「本町」まで約25分乗り換えなし！
●近鉄「大阪難波」まで最短約20分乗り換えなし！●近鉄「京都」まで約50分
●近鉄「奈良」まで約15分●阪神なんば線「三宮」まで約70分乗り換えなし！
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近鉄けいはんな線

JR大阪環状線

ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中
伸弥さんがiPS細胞の研究を開始した奈
良先端科学技術大学院大学。子ども向け
の科学教室なども開催。

大和
西大寺

経営革新度
ランキング  関西4位

生駒市在住のMさん家族



パパとママに選ばれるまち、生駒。その理由は？

理 由子 育 て 生 駒 と 呼 ば れ る に は がある。

わ け

ここから･こころから届ける愛情！  子育て上手、生駒。

ワ ヶ

100mm 100mm 97mm

未就学児の通院･入院費助成

少人数教育の細やかな授業

全小中学校で給食を提供

保育所の定員数を増やしています

細やかな乳幼児健康診断

全国トップレベルの学力

小学3年生から英語教育

幅広い保育サービスを展開

希望者全員が入園できます

県内初、長時間預かり保育

通園バスを利用できます

妊娠･赤ちゃん

子どもが、けがや病気のとき、通
院・入院の医療費を助成するので
家計にも優しい。

県内でもトップクラスの5回の
健診。1歳までに3回行い、心
身の成長をきっちり確認。

保健師･助産師が乳児のいる全
家庭を訪問し、子育ての相談を
受けます。18歳までの子どもが
いる家庭の相談に応じる家庭相
談員が常駐する「こどもサポー
トセンターゆう」もあり、プロ
が身近にいる心強い環境です。

全国にある約260の指定医療機
関で妊婦健康診断の補助券が
14回まで使えます。県外への
里帰り出産も安心。

小中学校

文科省の全国学力･学習状況調査（平
成25年度実施）で、全国平均を大き
く上回るトップレベルの学力。

小学1年生は30人、2年生は35人学
級を実施し、細やかな授業を実現。

耐震化率100％。安心して学べ
る環境が整っています。

全市立小中学校で給食を提供。
地産地消などの食育にも取り
組んでいます。

小学生まで入院費助成
小学校を卒業するまで入院の医
療費を助成。

駅前に休日・夜間診療所
近鉄生駒駅前に休日・夜間診療
所（内科・小児科）があるの
で、いざというときも安心。

県内初、
子育て応援webサイト
子育てに役立つ行政制度やサー
ビスを分かりやすく提供する
webサイト「ママフレ」を導入。
スマートフォン（多機能携帯電
話）からも手軽にチェックでき
ます。

放課後から19時まで利用でき
安心。さらに小学6年生まで利
用できます。

保育所

保育所を年々新設･増設し（9園
→17園）、平成20年から5年間
で定員数が約1.7倍増加。

平日は最長7時～20時、土曜日
は最長7時～18時に利用でき、
働く保護者をサポート（園によっ
て利用時間や延長保育料などは
異なります）。

子育てのリフレッシュ･冠婚葬
祭時や、病気･病気回復期の子
どもを預けられるサービスもあ
り、幅広く子育てを応援。登園
した子どもが体調を崩したと
き、常駐する看護師が対応をす
る園もあるので、安心です。

幼稚園

3～5歳児の希望者全員が入園
できます。3歳児保育は県内で
初めて実施。

桜ケ丘幼稚園をのぞく市立幼稚
園で通園バスが利用（原則片道2
㎞以上）でき、送り迎えに便利。

全市立幼稚園で16時まで預かり
保育を実施。生駒幼稚園では、
夏休みも利用できる長時間預か
り保育を県内で初めて実施。

入園料は4,000円。保育料は3歳
児7,000円、4歳児と5歳児6,300
円とリーズナブル。

小学3年生から外国人の指導助
手といっしょに英語に親しむ授
業を実施。

そのほかにも…

http://ikoma-city.

mamafre.jp/

太陽光発電設備を設置するか、太陽光
発電設備付きの住宅を購入した場合、
1件10万円を補助。（定員あり･申込順）

お日さまでおうち発電

太陽光発電に補助

最新のエコ、発電する給湯器

｢エネファーム｣に補助

『エコなマイホームづくり』も
 応援しています。

妊婦健診を14回まで助成
県外の医療機関もOK

学童保育は待機なし
希望者全員利用できます

平日は最長7時～20時
土曜日は最長18時まで

利用可能

全小中学校で
耐震化工事終了

プロによる
子育てアドバイス

1か月の保育料は
6,300～7,000円

住宅に家庭用燃料電池｢エネ
ファーム｣を設置するか、家庭用
燃料電池｢エネファーム｣付き住
宅を購入した場合、1件10万円
を補助（定員あり･申込順）


