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　このたび、埼玉県町村会は、平成３０年に創立１００周年を迎え、創立１００周年
記念として、県内２３の町村の歴史・文化等を紹介する本誌を刊行しました。
　市制町村制が施行された明治２２年当時、４０９あった埼玉県内の町村数は、昭
和の大合併（昭和２８年、昭和３６年）、平成の大合併（平成１１年、平成２２年）
を経て、現在は２３町村になりました。
　このような中、各町村では、住民に密着したきめ細かな行政を行っています。
　本誌は、そうした町村の特徴や名所、特産物などを案内するとともに住民や住
民団体の皆さんにも登場していただいており、元気な町村の姿を紹介するととも
に、町村の歴史や文化を掲載しています。
　創立１００周年を一つの節目として、埼玉県の２３町村をもっと身近に感じていた
だければとの願いをこめて本誌を制作しました。
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　埼玉県町村会は大正7年4月28日に発足し、

本年平成30年、創立100年の節目の年を迎える

ことができました。これもひとえに、本会の諸事業

に対する皆様の深いご理解とご協力の賜と心か

らお礼申し上げます。

　本会は、町村との連絡協調を図り、町村行政の

円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与するこ

とを目的に設立されました。

　本会は、町村が直面している諸問題の解決や

各種要望事項の実現に向けて、全国町村会等関

係団体と連携し、国、県及び関係機関に対し、強

力かつ積極的な政務活動を実施するとともに、これらに対する必要な調査研究と情

報収集等の活動を行っています。

　また、町村等の公有財産の損害の補填及び損害賠償責任等に関して、関係町村

等が相互に救済することにより財政負担を軽減し、職員については、安定した生活

に寄与するとともに福利厚生を図るため、全国町村会、全国町村職員生活協同組

合及び全国自治協会が実施している共済事業並びに保険事業を推進しています。

　さらに、本会では、現下の町村業務システム運用を取り巻く厳しい状況から、シス

テムの調達・運用コストの低減などを目指して、共同で「埼玉県町村情報システム共

同化事業」を実施しています。

　現在、町村を取り巻く環境は、少子高齢化、農林業の衰退など、大変厳しい状況

にありますが、県内町村はそれぞれ地域の特色を生かした魅力ある素晴らしいまち

づくりを通じてこの難局に立ち向かっています。

　本会は、この100年という節目を契機に、小さくともキラリと光る町村を目指し

て、住民の知恵と力を集め、地域の特性を生かしながら振興を図っていく所存で

す。

会長あいさつ

埼玉県町村会長（嵐山町長）
岩澤　勝

わが町・わが村
23
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バラのまち～伊奈町～
　埼玉県にはバラ園が多数ありますが、その中でも伊奈町は「バラの
まち」と言われており、県内で最大の「伊奈町制施行記念公園　バラ
園」があります。町制施行20周年の平成2年、町の花を「バラ」に指定し
ました。バラは情熱の花であり、町民連帯と潤いのある情熱的なまちづ
くりに限りない希望を与えてくれるものです。シーズンには町内外から大
勢の人たちが訪れ、色とりどりのバラを観賞しています。また、春には「さく
らまつり」、夏には「伊奈まつり」が開催され、にぎわいのあるまちとなって
います。
　観光都市づくりの一環として、「平成の町普請 ！ 伊

い

奈
な

備
び

前
ぜん

守
のかみ

忠
ただ

次
つぐ

公によるまちづくり」と称し、丸の内地区にある伊奈町の名前の由来と
なった伊奈氏の屋敷跡散策路整備や忠次公関連イベントを実施して
います。今後も伊奈町の緑豊かな環境を守り、育てながら、各種施策を
実施していきます。

　埼玉県のほぼ中南部にあり、都心から40kmの
首都圏近郊に位置しています。東は蓮田市、西は
上尾市、北は桶川市に接する東西に2.5km、南北
に7.5km、面積14.79㎢のおおむね楕円形で標高
8m～18mの沖積層・洪積層からなる肥沃な平坦
地です。
　かつては、米麦中心の純農村地帯でしたが、
現在は都市化の波とともに人口が増え、新しいま
ちづくりが進められる一方で、落葉果樹類も栽培
されており、特に梨・ぶどうは埼玉県の主産地とし
て名声を博しています。

北足立郡

「いナ」を花弁に図案化、
住 民 が 団 結し手をとり
あって輪をつくり、花のよ
うな美しい地域をつくる
という意味を表現。町章

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

伊奈町制施行記念公園 バラ園 さくらまつり 伊奈まつり

ぶどう
巨峰を中心に多くの品種が栽培され、農
家さんの軒先はいつもお客さんで賑わっ
ています。

梨
幸水・豊水や彩玉などが多く栽培されて
おり、夏の風物詩として町内外の方々に
愛されています。

ずっと住みたい
緑にあふれた
キラキラ光る 元気なまち

町の花「バラ」 町の木「モクセイ」

合併の推移
小室村
小針村　→伊奈村→伊奈町

　伊奈町は土地区画整理事業の
進展や都心からの立地条件が良
いことなどから、人口も順調に増
加しております。一方、無線山の
さくら並木や雑木林、バラなど緑
豊かな自然や心安らぐ美しい田
園風景、町名の由来でもある伊

い

奈
な

備
び

前
ぜん

守
のかみ

忠
ただ

次
つぐ

公屋敷跡など誇
るべき歴史や文化、伝統が息づ
く魅力にあふれた住みよいまち
です。

伊奈町長　大島  清
伊奈町のキャラクター
「伊奈ローズくん」「伊奈
ローズちゃん」

盆栽作家・木村正彦さん
　世界各国でデモンストレー
ションを披露され、卓越した
技術と独創的なアイディアか
ら『盆栽界の魔術師』とも呼
ばれています。木村さんは、
盆栽は完成のない芸術であ
ると言います。ご自身の感性
のままに、新しいものを表現
し創作されています。手掛け
た作品には内閣総理大臣賞
や国風賞などを受賞した盆
栽が数多くあります。

わが町 ベス
ト
ショット

伊奈町役場
〒362-8517 北足立郡伊奈町大字小室9493
TEL 048・721・2111　 FAX 048・721・2136
http://www.town.saitama-ina.lg.jp/

伊い

奈な

町ま
ち

町の北部にあるバラ園は、現在1.2haの広大な敷地に400種類、
5,000株を超えるバラが植えられ、県内最大の規模を誇っています。
春と秋、開花時期に合わせて「バラまつり」が開催されています。

●県民活動総合センター

内宿駅

町制施行記念公園●
バラ園  

上越新幹線羽貫駅

志久駅

伊奈中央駅

丸山駅

綾瀬川

無線山●
  

東
北
新
幹
線

埼玉新都市交通伊奈線
●伊奈町役場

埼玉県
北足立郡

伊奈町
ここ
にありま

す伊奈町！

伊奈
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！
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狭山茶
日本三大茶として知られる。「狭山茶よう
かん」「紅茶アイス」「狭山茶コーラ」等も
販売。

富の川越いも
江戸時代から受け継がれる「落ち葉堆肥
農法」により栽培。アイスや羊かん、焼酎
等も販売。

　「トカイナカ、三芳町。」東京に一番近い町で、好立地でありながらも
農業が盛ん。320年間落ち葉堆肥農法（日本農業遺産認定）により土
づくりに励み年間多くの野菜を栽培。「みよし野菜」のブランド化を図り、
攻めの農業に挑戦中!
　「よみ愛・読書のまち、三芳町。」住民一人当たりの貸出数は17年間
県内第一位!生まれてから「よみ愛・ブックLOVE」、「ブックスタート」、

「ブックスタートプラス」事業と、絵本の読み聞かせやプレゼントを行い、
本で子どもたちの豊かな心を育みます!
　2017年12月にマレーシア・ペタリングジャヤ市と姉妹都市提携を締
結!中学生の派遣や芸術文化を通して国際交流を図っています。ま
た、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでの期間を「MIYOSHIオリ
ンピアード」と位置づけ、オランダのホストタウンに登録!女子柔道の強
豪校・淑徳大学、関係団体や地域住民と連携しながら、スポーツと文
化、教育などを融合させ、新たな“生き方の創造”を目指しています。

　三芳町は首都30kmに位置し、入間郡の南部、
武蔵野台地の北東部にあたり、面積は15.33㎢
で、東西6.9km、南北4.2kmにわたります。火山灰が
堆積した関東ローム層におおわれ、西から東へゆ
るやかに下る勾配をもつ平坦な台地です。東に志
木市・富士見市、南東に新座市、南西に所沢市、
北にふじみ野市・川越市と隣接しています。
　東武東上線の鶴瀬・みずほ台の2駅から町へ
のアクセスが可能です。また、町の南北に国道
254号線と関越自動車道が走り、三芳PAのスマー
トICが西の玄関口として皆様をお迎えします。

入間郡

円形は融和と団結、中央
の鳥は町の躍進を象徴。
円形の上・中央・下部で

「ミ」、中央左部で「ヨ」、
中央右部で「シ」を表現。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

みよし野菜 よみ愛・読書のまち、三芳町。 マレーシア・ペタリングジャヤ市と
姉妹都市提携を締結

町の花「きく」 町の木「けやき」 町の鳥「ひばり」

合併の推移
三芳村→三芳町

　東京から30km、美しい田園風
景が広がるトカイナカ。県内町村
で事業所数、従業員数が最も多
い「働くまち」。一方で、日本農業
遺産に認定された武蔵野の落ち
葉堆肥農法が320年経った今で
も継続されている「農業のまち」。
江戸末期より続く伝統芸能竹間
沢車人形に代表される「芸術文
化のまち」。2020年に町政施行
50周年を迎えます。三芳の宝・歴
史・文化・自然を未来につなぎ、
さらなるチャレンジをしてまいり
ます。

三芳町長　林  伊佐雄
三芳町のキャラクター
「みらいくん」「のぞみちゃん」

わが町 ベス
ト
ショット

三芳町役場
〒354-8555 入間郡三芳町大字藤久保1100-１
TEL 049・258・0019　 FAX 049・274・1054
http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/

三み

芳よ
し

町ま
ち

三富新田　約320年前に短冊型の地割を1戸分として開拓。
現在も当時の屋敷地、耕地、平地林が残る。「武蔵野落ち葉
堆肥農法」を継承した多くの実践農家がいる地域。

鶴瀬駅

みずほ台駅

県
道 

さ
い
た
ま・ふ
じ
み
野・所
沢
線

国
道
２
５
４
号

県道 三
芳・富士見線

国
道
４
６
３
号

関
越
自
動
車
道

川
越
街
道

東武東上線

●三芳町役場

●三富開拓地割遺跡

●竹間沢出張所

こぶしの里●

藤久保出張所●

多福寺●

三芳町に暮らす和太鼓奏者・書道家 
鷹-TAKA-さん
　2015年、長野県岡谷市で
行われた世界和太鼓打ち比
べコンテストで大太鼓世界
一、文部科学大臣賞を受賞。
伝統を踏襲しつつもオリジ
ナリティ溢れる演奏で表現し
ます。一方で、書道家として
の面も併せ持ち、様々な楽
器とコラボレーションするパ
フォーマンス書道にも定評が
あります。

入間郡

埼玉県

三芳町
ここ
にありま

す三芳町！

三芳
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

町章
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豚
ぶったまげどん
玉毛丼

毛呂山産の豚肉、玉子、ゆずが見事な
ハーモニーを奏でる絶品丼。甘辛い味
付けとゆずの香りが相性抜群。

　里山の緑と清流に恵まれた毛呂山町では、全ての世代の方々が夢
を持って輝き続ける町を目指しています。｢輝く緑 輝く瞳 輝くまち もろや
ま｣を将来像とし、個性にあふれた安全で安心な住みよい町にするた
め、各方面と協働によるまちづくりを進めています。
　若い世帯の仕事と子育てを応援するため、医療・保育・教育それぞ
れの分野の連携をはかり、支援充実をはかっています。親世代と一緒
に子育てのため、住宅支援を行っています。これからの町を担う子ども
たちの心身とも健やかな成長を願い、教育施設整備に力を入れており
ます。地域での伝統芸能や祭事に子どもが役割を持つ地域も多くある
ことや、放課後に体験できる様 な々機会を通じて、個性や能力を伸ばす
と同時に、柔軟に社会変化に対応できる子どもを育んでいます。
　定年後にも、福祉の町に相応しく自主ボランティアに従事される方
が多くおられます。地域が主催でゆずっこ元気体操（負荷をかけた
筋力運動）を定期的に開催しています。様々なサークル活動に参加
している方も多く、発表の場に向けて生き生きと活動されています。社
会福祉法人埼玉医療福祉会と連携した「くらしワンストップMORO 
HAPPINESS館」も昨年オープンし、ますます健康長寿の施策が充実
しました。

　埼玉県南西部に位置する毛呂山町は、山地と
平野を有する多様な地形で、穏やかな気候と豊
かな自然に恵まれています。
　西部に広がる山地は、外秩父山地の東縁部に
あたり、一部が県立黒山自然公園に指定されて
います。平地には越辺川と高麗川が流れ、東部に
広がる水田地帯を形成しています。
　町内を南北に県道飯能寄居線、東西に県道
川越坂戸毛呂山線、県道川越越生線が通り、重
要な幹線道路となっています。また、市街地となる
中央部をJR八高線と東武越生線が走り、都心か
ら50km圏内という立地とアクセスの良さから、東京
都内への通勤圏であり宅地化が進んでいます。

入間郡

漢字表記の｢毛呂山｣を
上から順に配しているデ
ザインです。｢毛｣と｢山｣
を丸くデザインし、｢呂｣を
囲んでいます。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

小学校田植え 埼玉医科大学と八高線と田園 ゆずっこ元気体操

輝く緑　輝く瞳　輝くまち
　　　　　　　　もろやま

町の花「きく」 町の木「ゆず」 町の鳥「めじろ」

合併の推移
毛呂村　　　　　　→毛呂山町滝野入村→山根村　　　　　　　→毛呂山町
川角村
　　　　　　　　旭台

　毛呂山町は、950年以上の伝
統を誇る｢流鏑馬｣の町、全国で
はじめて産地化した「桂木ゆず｣
の町、武

むしゃのこうじさねあつ

者小路実篤の理想郷｢新
しき村｣がある町、そして埼玉医
科大学病院による｢医療と福祉｣
の町です。観光地として、四季彩
豊かな鎌北湖、箕和田湖、滝ノ入
ローズガーデン、総合公園プー
ル跡地の花蓮広場、ゆずの里
オートキャンプ場、宿谷の滝、東
京スカイツリー®が望める桂木展
望台などの見所があります。四季
を感じに毛呂山町散策へお出か
けください。

毛呂山町長　井上  健次

毛呂山町マスコットキャラクター
もろ丸くん

わが町 ベス
ト
ショット

毛呂山町役場
〒350-0493 入間郡毛呂山町中央２-１
TEL 049・295・2112　 FAX 049・295・0771
http://www.town.moroyama.saitama.jp/

毛も

呂ろ

山や
ま

町ま
ち

出雲伊
い

波
わ

比
い

神社の流
や ぶ さ め

鏑馬　毛呂山町の流鏑馬は、平安時代後期の康平6
（1063）年、源義家が奥州平定のため、出雲伊波比神社で戦勝を祈願し、凱
旋の際、再びこの地を訪れて流鏑馬を奉納したのが起源とされています。

苺の里・田中英也さんご夫妻
　町内で苺農園を経営して
います。苺のシーズンにはバ
リアフリーのハウスでの苺狩
りが楽しめるほか、苺をふん
だんに使用したフレッシュな
スイーツも販売しています。
苺もスイーツも、地元の方に
楽しみにしていただいており
ますが、遠方からお越しくだ
さるお客様も多く、毛呂山町
に足を運んでいただけるきっ
かけになればうれしいかぎ
りです。

埼玉県
入間郡

毛呂山町
ここ
にありま

す毛呂山町！

毛呂
山とい

えばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

桂木ゆずとゆず製品
実が大きくて皮が厚く、香りが強いのが特
徴の桂木ゆず。ゆず入りお菓子、うどん、お
酒、ゆず巻きなどの加工品はお土産に。

町章
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柚子
越生の柚子は、香りが高く果肉
が厚いのが特徴で、収穫量、出
荷量ともに県内一を誇っていま
す。

ゆず之介
越生産ゆずを使用した香り豊か
なハチミツ飲料。１個分の果汁
を使ったさわやかなジュースで、
優良ふるさと食品中央コンクー
ルで農林水産省飲料産業局長
賞を受賞した人気商品です。

梅
越生の梅は、果肉が厚いことが有名
で、梅干し、梅酒を始め、様々な料理
にマッチすると高く評価されていま
す。

　越生の一年は、早春の梅に始まり、桜、山吹、つつじ、あじさい、曼珠
沙華、さるすべり、秋の紅葉、柚子の香りへと移っていきます。
　毎年行われる越生梅林梅まつりは、１０万人の観光客で賑わいます。
また、さくら祭りや五大尊のつつじ祭りも大勢の観光客が花を楽しみま
す。
　５月の第２土曜日は、戦没者の霊を慰めるため、「世界無名戦士之
墓慰霊大祭」が行われ、夜には花火大会が行われます。
　７月には、６台の山車がひき回される夏の最大イベント「越生まつり」
が挙行され、越生囃子の軽快なリズムに合わせて天狐、外道、ひょっと
こなどが踊ります。まつりのクライマックスは、大輪の花火が打ち上げら
れ、夏の夜空を華麗に演出します。
　また、四季折々の景観と花を楽しんでもらおうと、町では平成２８年４月
２９日に全国初となる「ハイキングのまち」を宣言しました。町内には、起
伏に富み、季節の景観を楽しめるハイキングコースが多くあり、年々町を
訪れるハイカーが増えています。
　町では、こうした方 を々「おもてなし」の心で歓迎していますので、是
非、花香る越生町へお越しください。

　越生町は、首都50ｋｍ圏に位置し、秩父山地と
関東平野の出会うところにあるため、山 と々、町の
中央部を流れる「越辺川」とその支流によって地
形の変化に富み、緑豊かな自然と景観に恵まれて
います。町内には、関東三大梅林の一つに数えら
れている越生梅林を始め、日本観光百選の黒山
三滝、関東一の五大尊つつじ公園、関東第一位
の巨木「上谷の大クス」、太田道灌ゆかりの山吹
の里歴史公園などがあり、風光明媚な町として名
をはせ、花の里、ハイキングのまちとしても有名で
す。また、平安時代の仏像の数も県内一番で、旧
跡や神社仏閣なども多く、歴史もあります。

入間郡

みどりと山と川の流れを
「 生 」の 文 字で 表 現し、
「越」を両手で抱き上げ、
町民の友愛と明日への町
の発展の願いを込めて図
案化したものです。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

黒山三滝 さくらの山公園 五大尊つつじ公園

四季の花と
ハイキングのまち

町の花
「やまぶき」　　　 「つつじ」 町の木「うめ」 町の鳥「うぐいす」

　越生町は、早春の梅に始まり、
四季折々の花が一年を通して咲
き誇る「四季の花と香りのまち」と
して有名です。また、越生梅林や
黒山三滝をはじめとする観光名
所や、神社仏閣や史跡など歴史
的な遺産も多くあります。
　平成28年4月に、全国で初めて

「ハイキングのまち」を宣言した
ことにより、観光客やハイカーが
増え、活気付いています。みなさ
んも是非「花香る町おごせ」にハ
イキングに訪れてみませんか。

越生町長　新井  雄啓

わが町 ベス
ト
ショット

越生町役場
〒350-0494 入間郡越生町大字越生900-2
TEL 049・292・3121　 FAX 049・292・5400
http://www.town.ogose.saitama.jp/

越お

ご

せ生
町ま

ち

越生まつり

関東三大梅林の一つ「越生梅林」

ヒップホップグループ
ＳＵＳＨＩＢＯＹＳ（スシボーイ
ズ）さん
　独特の服装と世界観で活
動し、最近急激に注目を集
め、有名なラッパーも認める
越生町出身の実力派2人組
ヒップホップグループ。

歌手・俳優・大友康平さん
　幼少期を越生町で過ごし
たロック界のスター。最近は
俳優としても活躍中。

俳優・川俣しのぶさん
　越生町出身で、個性的な
演技で注目を集める演技派
俳優。

埼玉県

入間郡

越生町ここ
にありま

す越生町！

越生町のマスコット
「うめりん」

越生
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

合併の推移

越生村
上野村
如意村
西和田村
黒岩村　　　　→越生町→越生町
成瀬村　　　　　梅園村
鹿下村
大谷村
古池村

町章
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谷津田米
里山の冷たい沼水と、昼夜の寒暖差が大
きい谷津田で作るお米は滑川町特有の
粘土質の土壌と相まって、食味も高い。

武州ころ柿
100年の歴史ある武州ころ柿。昔ながら
の製法で作られたころ柿は美しい飴色で
自然の甘みが特長。

　当町は、首都圏から６０ｋｍ圏内に位置し、東武東上線の二つの駅
があることから、交通の利便性が高く、通勤・通学に便利で、近年、住宅
都市として発展しつつあります。
　一方で、豊かな自然を残しており、国営武蔵丘陵森林公園のあるま
ちとして知られています。自然とのふれあいを求めて県内外から多くの
人々が訪れます。
　また、町内にはため池が点在し、その数は２００以上と関東随一を誇
ります。丘陵地という地形を活かし、古来より灌漑のために整備され、水
稲耕作に利用されてきました。昭和６０年代、このため池に国指定天然
記念物のミヤコタナゴの生息が確認され、以後、ミヤコタナゴの保護、繁
殖に取り組んでいます。
　駅周辺の住宅地の整備を行ったことにより、若い世代の転入が多く、
子育て支援政策に力を入れており、平成２３年から給食費の無償化、
高校生までの医療費無償化の取り組みを行っています。

　滑川町は、埼玉県の中央部、首都６０ｋｍ圏内
に位置し、全町域の６０％がなだらかな丘陵地か
らなっています。町の中央部に町名の由来となっ
た滑川が、南部に市野川が、北部に和田川が流
れています。
　町の北東部には国営武蔵丘陵森林公園があ
り、北部地域は主に農村地帯として、丘陵地を活
かした土地利用がなされています。町内に２００以
上点在するため池とその水を利用した水田「谷
津田」が特徴です。一方の南部地域は、東武東
上線の２つの駅があり、土地区画整理事業により
住宅地が整備され、都市化が進んでいます。

比企郡

上と下の円は、カナ文字
のナとメを図案化したも
ので、滑川町民の融和を
表現し、中央の“川”の文
字は、町の中央を流れる
滑川を表現して町の発展
と平和を表しています。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

国営武蔵丘陵森林公園 ミヤコタナゴ 給食費の無償化

町の花「つつじ」 町の木「松」 町の鳥「キジ」

合併の推移
福田村
宮前村　→滑川村→滑川町

　滑川町は、国営武蔵丘陵森林
公園に代表される四季折々の自然
と深い歴史、環境に恵まれた風光
明媚な地域です。こんもりとした里
山の間に水田が並び、その奥にた
め池がある「谷津」の風景が、町内
各所に今も残されています。
　一方、近年、二つの駅周辺には
住宅地が整備され、特に若い世
代の転入が多く見られます。
　今日の滑川町を築いた先人か
ら受け継いだ豊かな自然環境と
生活環境を両立させ、住みよいま
ちづくりを進めています。

滑川町長　吉田  昇

わが町 ベス
ト
ショット

滑川町役場
〒355-8585 比企郡滑川町大字福田750-1
TEL 0493・56・2211　 FAX 0493・56・2448
http://www.town.namegawa.saitama.jp/

滑な
め

川が
わ

町ま
ち

比企丘陵地域に広がるなだらかな丘陵の間には、「谷津田」
と呼ばれる水田が形成されています。滑川町では古くから
谷津田での米作りが盛んに行われてきました。

つきのわ駅 東武東上線

滑川

和田川

市野川

関越自動車道

●国営武蔵丘陵森林公園●伊古の里
▲二ノ宮山

●農産物直売所

●滑川町役場

谷津の里
●

森林公園駅

中村利治さん
　19年間にわたり毎朝交差
点に立ち、通学する子どもた
ちの安全を確保している交
通指導員。「交通指導員とし
ての経験は財産」という中村
さんの元気の源は子どもた
ちの笑顔です。町の体育祭
では1,000m競走に毎年出
場し完走を果たす中村さん
は、まさに「元気」という言葉
がぴったりの存在です。

埼玉県比企郡

滑川町ここ
にありま

す滑川町！

滑川町のキャラクター
「ターナちゃん」

滑川
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

町章
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嵐山のB級グルメ「嵐山辛モツ焼そば」
豚モツ入りの旨辛焼そば。「埼玉Ｂ級
ご当地グルメ王決定戦」入賞の実績
あり。

らんざん恵米「コシヒカリ」
町内の酪農家さんが作った有機
質堆肥のみを使用したこだわり
のお米。

嵐山地酒「おおむらさき」
町内のこだわりのお米と秩父の
天然水を使用し、南部杜氏によ
り仕込まれた究極の吟醸酒。

　嵐山町は、埼玉県のほぼ中央、比企丘陵の中
核にあり、東京都心から約60km圏に位置していま
す。平均標高は約65m、東西は約2.5km、南北は
約12.0km、総面積は29.92㎢と南北に細長い地
形となっています。北部地区は小起伏の多い丘
陵地帯であり、西の山地から比較的平坦地の多
い中央部、そして再び南部の丘陵部へと変化に
富み、緑豊かな地勢を形成しています。道路では
国道254号・関越自動車道、鉄道では東武東上
線が町の東西を走り、東京ならびに近隣市町村
を結んでいます。関越自動車道は平成16年3月に
「嵐山小川インターチェンジ」が開通しました。

比企郡

「ラン山」を上下に配し図
化。町民が一致協力して
清く明るく田園都市づくり
に進む気構えを示し、融
和、発展を象徴。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

嵐山渓谷バーベキュー場 千年の苑（ラベンダー園） 国指定史跡 杉山城跡

豊かな自然  あふれる笑顔
心の通いあうまち
らんざん

町の花「ツツジ」 町の木「梅」

合併の推移
七郷村
菅谷村　→菅谷村→嵐山町

　嵐山町は、埼玉県のほぼ中央、
都心から60㎞圏に位置する、国
蝶オオムラサキも生息する自然
豊かな町です。
　このたび、日本最大級の広さ
を目指す「千年の苑（ラベンダー
園）」がプレオープンとなりまし
た。また、人気スポット全国１位
の嵐山渓谷バーベキュー場や、
続日本100名城に選定された杉
山城跡と菅谷館跡、嵐山渓谷の
紅葉や都幾川の桜堤等、１年を
通じて自然と歴史を堪能してい
ただけます。

嵐山町長　岩澤  勝
嵐山町のキャラクター
「むさし嵐丸」

わが町 ベス
ト
ショット

嵐山町役場
〒355-0211 比企郡嵐山町大字杉山1030-1
TEL 0493・62・2150　 FAX 0493・62・5935
http://www.town.ranzan.saitama.jp/

嵐ら
ん

山ざ
ん

町ま
ち

埼玉県を代表する景勝地のひとつ「嵐山渓谷」。
岩畳と槻川の清流・周囲の木々が織りなす見事
な景観が広がり、紅葉の名所として人気です。

金泉寺住職・塚本智雄さん
　金泉寺はあじさい寺とし
て有名で、町の名所の１つと
なっています。町を元気にし
たいという思いから、お寺の
裏山に毎年少しずつあじさ
いを植栽し38年、現在では
約6,000株となりました。７２
歳となった今でも塚本さん
の活動に賛同するボランティ
アと一緒にあじさいの管理
と植栽を行っています。

埼玉県
比企郡

嵐山町ここ
にありま

す嵐山町！

魅力的な観光スポットのあるまち
　嵐山渓谷にある嵐山渓谷バーベキュー場は民間情報サイトのBBQ＆
キャンプ場人気スポットランキング2018において2年連続全国第１位（関東
エリアでは8年連続）に選ばれています。
　町の新たな観光スポットとして、平成28年から植え付けを開始した「千
年の苑（ラベンダー園）」が平成30年にプレオープンし、16日間で約77,000
人の来園者がありました。平成31年に本格オープンし、植付面積日本最大
級のラベンダー園を目指します。

豊かな歴史のまち
　古くから鎌倉街道などの交通網が整備されたことから平安末期から鎌
倉時代にかけては、木曽義仲公や畠山重忠公など多くの坂東武者が活
躍しました。当町は木曽義仲公の生誕の地であり、産湯を沸かした清水が
あります。また、畠山重忠公の居住地といわれる国指定史跡「菅谷館跡」
もあります。
　戦国時代には、戦国期城郭の最高傑作の一つといわれる国指定史
跡、杉山城跡が築かれるなど豊かな歴史に満ちています。杉山城跡は菅
谷館跡とともに平成29年に「続日本100名城」に選ばれています。

嵐山
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

町章
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　小川町は、埼玉県の中央部のやや西に位置
し、面積は60.36㎢です。周囲を緑豊かな外秩父
の山々に囲まれ、市街地の中央に槻川が流れる
小川町は、歴史と伝統を誇る小川和紙をはじめ、
建具、酒造などの産業で古くから栄えた町です。ま
た、歴史を秘めて佇む史跡や往時の面影をとどめ
る建物など、その風情からいつしか「武蔵の小京
都」と呼ばれるようになりました。

比企郡

小川町は、和紙の産地であ
るため、「小」の字を巻紙風
に作画し、将来における町
勢の力強い飛躍発展を末
広がりに表現し、「川」は住
民の和合・円満・併せて清
流を象徴したものです。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

分校カフェMOZARTココット
小川町子育て総合センター

おがわ型農業

自然の恵みと文化を
未来につなぐ、
人が輝くまち　おがわ

町の花「福寿草」 町の木「けやき」 町の鳥「メジロ」

　小川町は、都心から約60㎞圏
という立地に恵まれ、美しい山々
に囲まれた緑豊かな自然や先人
から受け継がれてきた歴史文化、
世界に誇る伝統産業が生き続け
る町です。未来に向けたまちづく
りにあたり、町民一人一人が主体
的かつ自発的にまちづくりに参加
することで、郷土への愛着を深め
ながら、若者から高齢者までがと
もに手を携え、持続可能な地域
の形成を目指しています。今後も

「自然の恵みと文化を未来につ
なぐ、人が輝くまち おがわ」の実
現に向け邁進してまいります。

小川町長　松本  恒夫
小川町のキャラクター
「星夢（すたむ）ちゃん」

わが町 ベス
ト
ショット

小川町役場
〒355-0392 比企郡小川町大字大塚55
TEL 0493・72・1221　 FAX 0493・74・2920
http://www.town.ogawa.saitama.jp/

小お

川が
わ

町ま
ち

「小川町七夕まつり」は昭和24年に始まって以来、1年も休むことなく第70
回を迎えました。小川和紙をふんだんに使用した100本を超える竹飾りや
屋台の引き回し、夏の夜空を彩る花火大会など、見どころ満載です。

埼玉県比企郡

小川町ここ
にありま

す小川町！

酒
秩父山系を源とする良質の水と酒
造りに適した気候から関東灘の異
名を持つ名醸地で現在も３軒の造
り酒屋があります。

おがわん野菜
有機農家が、自然に優しい持続
可能なおがわ型農業で育てた、
愛情いっぱいの美味しい野菜で
す。

小川和紙
小川の手すき和紙は、千年を超
す時を経て守り育てられてきまし
た。中でも楮

こうぞ

だけを使用した「細
川紙」の製紙技術はユネスコ無
形文化遺産に登録されました。

三田村有
あり

純
すみ

さん
　東京藝術大学名誉教授で、
江戸蒔絵赤塚派10代を継承
される漆藝家です。第74回
日本芸術院賞を受賞されま
した。小川町にアトリエを構
えて８年目。「小川町での暮
らしは、夜は暗く、朝は白ける
という基本的な人間のサイ
クルにいることが感じられ、
創作するエネルギーのもと
になっています。楮（和紙の
原料）が育っているのを見る
と、この土地がものを創り出
していること、きちんとすべ
てが生きていることを感じま
す。」と語られます。

町の
元気は
まか
せとけ！

合併の推移
小川町
大河村　　→小川町＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿→小川町竹沢村
八和田村　　寄居町大字西古里と鷹巣の各一部を編入

安心して子どもを産み健やかに育てることができるまち
　平成30年4月にココット（小川町子育て総合センター）がオープン。妊娠
前から子育て期まで切れ目のない子育て支援をワンストップで行う体制を
整えました。太陽光発電とLPガスバルクを設置し、災害時には福祉避難所
としても機能します。

持続可能な農業を推進するまち～おがわんプロジェクト～
　小川町の田畑は、山 に々囲まれた盆地の中にあります。平坦で広大な農
地ではないからこそ、小川町の農業は農家の方々の創意工夫に溢れ、地
域の人たちの協力によって守られています。「おがわんプロジェクト」は、そう
した創意工夫やたゆまぬ努力を生産者が宣言し、「おがわ型農業」として
見える化することで、頑張る農家さんを応援するプロジェクトです。

旧下里分校・分校カフェMOZART（モザート）
　廃校となった旧下里分校の一部を改修し、平成30年4月に無料休憩所
＆分校カフェMOZARTがオープンしました。地域食材を使用した極上親
子丼や美味しいワッフルなどがお召し上がりいただけます。旧校舎の雰囲
気と調和した外観や、下里の自然を一望できるウッドデッキも人気です。ま
た、無料休憩所としてもご利用いただけます。

小川
といえ

ばコレ！国道254号

東
武
東
上
線

JR八高線

小川町駅

●仙元山見晴らしの丘公園

小川町役場●

●
埼玉伝統工芸会館

吉田家住宅●

●

関
越
自
動
車
道

町章
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いちじく
町の特産品で、高血圧予防に効果がある
と言われるカリウムや食物繊維が豊富な
健康果実。

かわじますったて
すり鉢でゴマと味噌を合わせ、大葉や
キュウリ、ミョウガ等の夏野菜を加えた冷
たい汁でうどんを食べる郷土料理。

KJブランド
　都心から近くにありながら、自然や農産物に恵まれている川島町の
魅力を知ってもらうため、一昨年、新たな地域ブランド「ＫＪブランド」を立
ち上げました。そして今年は、川島町の
魅力や想いを伝えられる商品をブランド
認証する「ＫＪブランド認証事業」をスター
トし、第一弾の認証品として、特産品の
いちじくを使ったジェラートやドレッシング、
ご当地グルメの「すったて」などを認証し
ました。

かわみんタクシー
　駅がなく、バスに頼らざるを得ない川島町において、公共交通網の拡
充は重要な課題です。町では、町民の日中の移動を支援することを目
的に、一昨年より「かわみんタクシー」の運行を始めました。事前登録を
済ませた16歳以上の町民が町内全域片道500円、町外の指定病院
へは1500円で利用できるサービスで、登録者は人口の1割を超えてい
ます。高齢者の運転事故が社会問題となるなか、高齢者が運転免許
を返納しても安心して暮らせるよう「かわみんタクシー」の利用案内に力
を入れています。

　川島町は埼玉県のほぼ中央に位置し、北から
都幾川・市野川を境として東松山市・吉見町に、
東は荒川を境として北本市・桶川市・上尾市に、南
は入間川を境として川越市に、西は越辺川を境と
して坂戸市に接しており、まさに“川に囲まれた島”
そのものといえます。面積は41.63㎢で、東西間11
ｋｍ、南北間8kmの距離となっています。標高は
平均14.5mで高低差はほとんどなく、かつては見
渡す限り水田地帯でした。奈良時代の少し前頃
から人が生活しはじめたとみられ、町には当時の
様子がうかがえる「塚」や「塚の跡」が残っていま
す。

比企郡

川島の「川シマ」を図案化
したもので町の発展と融
和を象徴しています。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

住む人に快適を
訪れる人に活力を
笑顔で人がつながるまち
　　　　　　　かわじま

町の木「もくせい」 町の鳥「ひばり」

合併の推移
中山村
伊草村
三保谷村
出丸村　　→川島村→川島町

八ツ保村
小見野村

　川島町は四方を川に囲まれ、
豊かな自然の原風景が今も残っ
ております。一方、平成２０年３
月に圏央道川島インターチェン
ジが開通し、産業団地の整備を
進め、町の姿も大きく変わってま
いりました。
　本町ではＫＪブランド戦略を
策定し、町の魅力を町内外に届
けるため、地域資源を活かした
ブランド作りに取り組んでおりま
す。多くの方から「行ってみたい」
と言われる、小さくてもキラリと
光輝く魅力的なまちづくりを進め
てまいります。

川島町長　飯島  和夫

川島町のキャラクター
「かわべえ」「かわみん」

わが町 ベス
ト
ショット

川島町役場
〒350-0192 比企郡川島町大字下八ツ林870-1
TEL 049・297・1811　 FAX 049・297・6058
https://www.town.kawajima.saitama.jp/

川か
わ

島じ
ま

町ま
ち

バラの小
こ み ち

径　平成の森公園内にある日本一長いバ
ラのトンネルです。例年見頃を迎える５月中旬頃には

「バラの小径祭り」を開催し、多くの方が訪れます。

埼玉県比企郡

川島町ここ
にありま

す川島町！

急式米子さん
　急式さんは、認知症の方とその
家族、地域住民が気軽に集い、介
護に関する情報交換もできる認知
症カフェの運営スタッフ（認知症サ
ポーター）として積極的に活動して
います。認知症サポーターは、何か
特別なことを行うのではなく、「声
かけ」や「見守り」など自分ができ
ることを行います。急式さんは、認
知症の方やその家族の方に、安心
して楽しい時間を過ごしていただ
けるカフェにしたいと考え、精力
的に活動しています。人に元気に
なってもらうには、まずは自分が
元気になることが大切だと語る急
式さんは、認知症カフェの他にも、
ハッピー体操、かわべえいきいき
体操のサポーターとして、地域の
方々を元気にする活動に取り組ん
でいます。

町の花「はなしょうぶ」

川島
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

町章
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吉見いちご
町の特産品である「吉見いちご」は、埼玉県生産量
第１位を誇り、シーズンになると甘くて美味しいい
ちごを求め、多くの人で賑わいます。

県内一のいちご生産量
　道の駅「いちごの里よしみ」やいちご狩りを楽しめる農園は、シーズン
になると、連日多くの観光客で賑わっています。
　町では、自慢の「吉見いちご」と「吉見いちご」を使ったオリジナルス
イーツの魅力を高めるため、「ふるさと名物応援宣言」により、さらなるブラ
ンド化と活性化に取り組んでいます。

文化財の宝庫
　町の西部丘陵地域は、古墳時代を代表する国指定史跡の「吉見百
穴」や「松山城跡」をはじめ、国指定天然記念物の吉見百穴ヒカリゴケ
の発生地として有名です。また、八丁湖周辺に点在する「黒岩横穴墓
群」のほか、「吉見観音」の名で親しまれている安楽寺の三重塔や仁王
門など、多くの貴重な文化財を有しています。

　このほか、若者で構成された吉見町青年団が中心となり、毎年１２月に
「フレサよしみ」で開催しているイルミネーションフェスタは、冬の風物詩と
してすっかり定着しており、町の新たな名物となっています。

　吉見町は、都心から50ｋｍ圏、埼玉県のほぼ
中央に位置します。東西7ｋｍ、南北8ｋm、総面積
38.64ｋ㎡の町です。
　町の大部分が平野部で、北部から南東部にか
けて荒川、西部から南西部にかけて市野川が流
れ、肥沃な穀倉地帯が広がっています。
　また、中央部を東西に通る主要地方道東松山
鴻巣線は、国道407号と国道17号を結ぶ幹線道
路になっています。東武東上線やJR高崎線、関越
自動車道などへ容易にアクセスできるほか、公共
交通サービスとして、利用者の予約に応じて乗降
場所や出発時刻などを決定して運行する、デマン
ド型交通の運行を平成31年1月より順次開始しま
す。

比企郡

合併した4つの吉見が、
首長を中心にして手を組
み、四方の先端は、東西
南北を意味し、吉見町の
発展を象徴しています。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

道の駅「いちごの里よしみ」
行列の様子

「フレサよしみ」
イルミネーションフェスタ

八丁湖ヒーリングナイト

笑顔でつながる
元気なまち　よしみ

町の木「けやき」 町の鳥「ひばり」

合併の推移
東吉見村
西吉見村
南吉見村　→吉見村→吉見町

北吉見村

　歴史と伝統に育まれた私たち
の住む吉見町は、子どもの見守
り、介護予防、文化施設の運営な
ど、さまざまな分野において多く
のボランティアの方々に支えられ
ています。
　今後も、まちづくりに貢献して
いただいているボランティアの
皆様をはじめ、町民の皆様との
対話により、「小さくても輝く吉見
町」「田舎でも誇れる吉見町」の
実現に向け、各種施策に取り組
んでまいりますので、御協力を賜
りますようお願い申し上げます。

吉見町長　宮﨑  善雄吉見町のキャラクター
「よしみん」

わが町 ベス
ト
ショット

吉見町役場
〒355-0192　比企郡吉見町大字下細谷411
TEL 0493・54・1511　 FAX 0493・54・4200
http://www.town.yoshimi.saitama.jp/

吉よ
し

見み

町ま
ち

吉
よし

見
み

百
ひゃく

穴
あな

　古墳時代後期（約1400年前）につくられた
横穴墓群で、大正12年に国指定史跡となっています。

埼玉県比企郡

吉見町ここ
にありま

す吉見町！

柴﨑和男さん
　私は、吉見町に生まれ、現在
71歳を過ぎましたが、未だ病
気知らず、薬知らずの健康体
です。元気の源は、還暦から始
めたマラソン、現役での会社
経営、そして、吉見町シニアク
ラブ連合会長として、家庭、仕
事、地域活動を通じ、人と人と
のふれあい、地域とのふれあ
いを持つことです。
　これからも、高齢者にとっ
て一番大事である社会性を持
ち、生涯健康寿命を目指し、自
身を元気に、組織を元気に、そ
して元気な吉見町づくりに貢
献したいと思っています。

町の花「きく」

吉見
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

八丁湖●

●フレサよしみ

町章
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鳩まんじゅう
食べやすい大きさの田舎まんじゅう。皮は
プレーンな白、黒砂糖の茶、桑の葉を混
ぜ込んだ緑があります。

鳩豆うどん
鳩山町の豊かな大地で育った黒大豆を
練り込んだうどんです。喉ごしも滑らかで
ミネラルも豊富です。

健康長寿のまち　はとやま
　東京都健康長寿医療センター研究所等と共同で健康づくり事業や
介護予防事業に取り組んでいます。栄養・運動・社会参加の3つを基本
として様 な々事業を展開し、埼玉県の健康指標「65歳健康寿命」では、
近年のデータにおいて男女共に3年連続第1位の快挙を成し遂げまし
た。急速な高齢化の中にあっても健やかな高齢者が多い町です。

交通死亡事故ゼロ記録更新中
　交通死亡事故ゼロの状況が平成21年2月2日から満9年続き、現在も
記録更新中で県内最長となっています。町民の皆様が日頃から交通安
全を心がけていただいていることに感謝し、今後も安全に暮らせるまちと
して記録を伸ばしていきます。

悠久の歴史に彩られた古の里
　鳩山町では古くから窯業生産が盛んに行われてきました。鳩山の丘
陵の風土は窯をつくるのに適していたことで、かつての比企地方南部は
須恵器の一大生産地となりました。鳩山の窯業の輝かしい足跡は「南
比企窯跡群」として今に残されています。

　鳩山町は埼玉県の中央部に位置し、今なお古
き武蔵野の面影を残す町です。越辺川、鳩川の2
本の河川を取り囲むように大地が広がり、安らぎの
グリーンゾーンを形成しています。
　東京からの距離は約50km、東京と新潟を結ぶ
関越自動車道とのアクセスも良く、鳩山ニュータウ
ンや東京電機大学、地球観測センターなどが立
地し、文化都市の趣も色濃くなっています。
　近年は新たな試みとして、近隣企業や大学との
連携によるプロジェクトが発足し、特産品開発等
の研究が行われるなど、さらなる発展に向けたまち
づくりを進めています。

比企郡

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

地域健康教室 交通安全街頭活動 南比企窯跡群

健康で安心してくらせる
自然豊かなまち

町の木「アカマツ」 町の鳥「ハト」

　鳩山町は、豊かな里山と気軽
に自然の息吹を感じることのでき
る、都心から一番近い自然環境
の素晴らしい町です。また町内に
は、東京電機大学、山村学園短期
大学、日立基礎研究所、地球観測
センター（ＪＡＸＡ）などがあり、
学術研究都市としても注目を集
めています。どこか懐かしいふる
さとの自然と新しい文化の融合
したこの鳩山町に、ぜひ一度お
越しください。

鳩山町長　小峰  孝雄

わが町 ベス
ト
ショット

鳩山町役場
〒350-0392 比企郡鳩山町大字大豆戸184-16
TEL 049・296・1211　 FAX 049・296・2594
http://www.town.hatoyama.saitama.jp/

鳩は
と

山や
ま

町ま
ち

東山沼逆さ桜　丘陵の水が集まり、谷地になって田圃を潤す古くから
の灌漑池です。桜が咲いて沼が水鏡になったとき映し出される「逆さ
桜」は美しく、何ともいえぬ春の情緒を感じさせてくれます。

埼玉県
比企郡

鳩山町
ここ
にありま

す鳩山町！
健康づくりサポーターの会
会長・佐藤初夫さん
　私たち町民サポーターは
介護予防のための体操等を
中心に、町内4か所で行われ
ている地域健康教室を運営
しています。この教室は体力
づくりだけでなく、地域や人
との交流の場ですので、参加
者が笑顔で通えるよう心が
けています。みなさんや自分
自身のために、今後も元気
に活動していきたいと思いま
す。

町の花「ツツジ」

合併の推移
亀井村
今宿村　→鳩山村→鳩山町

鳩山町のキャラクター
「はーとん」

鳩山
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

町名の頭文字「は」を以って
雄々しく羽ばたく鳩のイメー
ジにデザインしたもので、町
の将来への逞しい飛躍発展
を表徴し、併せて町の悠久
平和と融和協力を単純明快
に意図したものです。

越辺
川

鳩山町役場●

●宇宙航空研究開発機構
  地球観測センター

●山村学園短期大学
高野倉ふれあい自然公園
●

●
　　　　　比企丘陵自然公園
●

日立基礎研究所

●おしゃもじ山公園

●東山沼
東京電機大学●

鳩山町農村公園●

町章
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埼玉青ナス
きんちゃく型で緑色をした大型
のナスで、果肉が詰まり、しっか
りした食感です。

みかん
温州みかんをはじめ数種類を栽
培、なかには福みかんという香り
の良い小粒のみかんもあります。

比企のらぼう菜
天明・天保の飢饉を救った野菜で、
新芽を含む茎葉であり、甘さと歯ご
たえがあります。

　ときがわ町は埼玉県のほぼ中央、比企郡の西
部に位置しています。
　町の大半が黒山自然公園に指定されており、
中心を町名の由来である都幾川が西から東に流
れ、そのほとりに整備された遊歩道は町民の憩い
の場となっています。
　町の西側に連なる奥武蔵連峰の主峰・堂平山
は、昼は関東平野を一望、夜には、手の届きそうな
満天の星を楽しむことのできる景観スポットです。
町の面積の約７割を占める山林は、スギやヒノキ
を中心に優良な森林資源を育んでいます。市街
地はJR八高線明覚駅を中心に形成され、県道沿
いに集落が点在します。町の東部には、先進的な
工場の誘致が進んでいます。

比企郡

ひらがなの「と」をモチー
フに、オレンジは太陽と
町民の活力を、青は清流
を、緑は山なみを表し、人
と自然との調和を意味し
ています。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

人と自然の
優しさにふれるまち
ときがわ

町の木「ヤマモミジ」 町の鳥「カワセミ」

田舎にこそ夢がある ～ときがわ町～

　平成18年2月に旧都幾川村と旧玉川村
が合併し、ときがわ町として新たなスター
トを切りました。
　奥武蔵の山々から流れる一級河川

「都幾川」に沿って集落を形成し、古く
から林業と木工建具など木材関連産業
を中心に発展してきました。近年は、自
然豊かな土地柄を売りに、標高差800m
の立体的な地形の中にさまざまな癒し
の観光スポットを用意し、お客様をお迎
えしています。
　子育て世代や自然農法に取り組む若
者にも人気です。
　ぜひ一度、ときがわ町にお越しください。

ときがわ町長　渡邉  一美

わが町 ベス
ト
ショット

ときがわ町役場
〒355-0395 比企郡ときがわ町大字玉川2490
TEL 0493・65・1521　 FAX 0493・65・3631
http://www.town.tokigawa.lg.jp/

と
き
が
わ
町ま

ち 堂平天文台「星と緑の創造センター」　かつての国立天文台
堂平観測所。標高876mの堂平山の頂に位置し、現在は町に
移管され、人気の宿泊施設となっています。

埼玉県
比企郡

ときがわ町
ここ
にありま

すときがわ町！
ときがわ町のキャラクター
「ドームくん」

小澤伸吉さん
　7歳から26歳の4人の男の
子のお父さん。２歳のお孫さ
んも男の子。
　平成30年2月から、団長と
してときがわ消防団のトップ
に立つ。
　本業は、木の家づくりに力
を注ぐ建築会社の社長さん。
現場を飛び回り、商工会、消
防団のイベントの合間を縫っ
て、子や孫と「都幾川」でのア
ウトドアライフを楽しむ。
　小澤さん「ときがわ町は田
舎加減がちょうどよい」「自
然に恵まれた町の魅力を今
のまま後世に残したい」

町の花「ミツバツツジ」

　ときがわ町は、森林が面積の７割を占める日本の縮図のような町で
す。緑豊かな中で育まれた人や自然は、優しさにあふれています。
めざせ観光入込客１３０万人
　1300年の歴史と国宝を有する都幾山慈光寺、巨大望遠鏡で星空
を観測できる堂平天文台、清流都幾川の最上流でバーベキューを楽
しめる木のむらキャンプ場など、町の各所で「本物の自然」にふれあう
ことのできる施設が点在しています。

「やまんなか」と「まちんなか」の体験施設で定住促進
　町内産の杉やひのき、手漉き和紙を使って築８０年以上の古民家
を改修した「おためし住宅“やまんなか”」や、築１００年以上の古民家
の若者向け「シェアハウス“まちんなか”」。起業支援施設「ｉｏｆｆｉｃｅ」な
ど、若者の移住・定住促進、流出防止に取り組んでいます。
スモールチェンジで健康長寿
　「わずかなことから始めよう！スモールチェンジ」を合言葉に、一人
の小さな活動も大勢で取り組めば大きな成果につながるという考えに
基づき、健康長寿のまちづくりに町全体で取り組んでいます。

合併の推移

都幾川村
玉川村　　→ときがわ町

おためし住宅“やまんなか”

とき
がわと

いえばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

スモールチェンジおためし住宅“やまんなか”慈光寺

町章
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ブドウ
「ちちぶ 山ルビー」「シャインマスカット」
など横瀬のブドウは、ふるさと納税の返礼
品でも大人気です。

横瀬の紅茶とソフトクリーム
「よこぜの紅茶」は渋みが少なく優しい味。
紅茶ソフトクリームも人気があります。

　2016年10月から、官民連携プラットフォーム（通称「よこらぼ」）をスター
トさせました。「よこらぼ」は、企業や個人等のやりたいことを募集し、そ
のプロジェクトをサポートすることで、地域や社会に対して、新たな価値
を創造することを目指しています。

　提案内容は、新技術の実証試験から、子育て支援、シェアリングエコ
ノミーの取り組みなどさまざま。提案者の想いの詰まったプロジェクトば
かりです。例えば、地域の若手クリエイターらが主催している『はたらク
ラス』は、住民が多様性のある生き方を選択し、充実した生活を送れる
ようにと、業界のプロフェッショナルが自身の経験を語るもので、予見でき
ない未来をたくましく、楽しく生き抜いていける子どもたちを育てたい、とい
う思いの詰まったプロジェクトです。

　「よこらぼ」は、新聞やＳＮＳなどで広く発信され、「新しいことを始める
なら横瀬町で！」と注目されるようになりました。今後も、子どもたちが帰っ
て来たくなるような、誇れるまちづくりに力を入れていきます。

　横瀬町は、埼玉県の西部、秩父地方の南東部
にあり、都心から７０km圏内に位置しています。町
域は、東西８．２km、南北９kmで、東から南にかけて
は飯能市、ときがわ町に、西北部は秩父市に隣接
しています。
　国道２９９号と西武鉄道秩父線が東西に走り、
横瀬・芦ヶ久保の２駅が設置されていて、通勤や
通学の手段として、また秩父地方の東の玄関口と
しての機能を果たしています。
　秩父山系の清らかな水と秩父盆地ならではの
気候風土により、果樹栽培や観光農業が盛んで
す。また、雄大な自然景観や札所をはじめとする歴
史的な文化遺産も多数あり、首都近郊の観光地と
して知られています。

秩父郡

住民からの一般公募に
より制定。四つの円は「ヨ
コ」を図案化したもので、
住民相互の円満と協同を
あらわし、限りなき飛躍と
発展を象徴しています。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

よこらぼ『はたらクラス』の活動風景

チャレンジする人が集う
小さな町

町の木「もみじ」 町の鳥「かわせみ」

　横瀬町は、豊かな自然環境と
独特の文化に彩られた秩父地域
にある小さな田舎の町です。山々
に囲まれた美しい風景があるこ
と、元気なコミュニティがあるこ
と、それでいて比較的都市部か
らのアクセスにも恵まれている
こと、これら条件を兼ね備えたと
ても住みよい町です。町は、産業
構造や社会そのものが大きく変
化するであろうこれからの時代
をチャンスと捉え、官民連携、民
間活力導入を積極推進していま
す。

横瀬町長　富田  能成横瀬町のイメージキャラクター
「ブコーさん」

わが町 ベス
ト
ショット

横瀬町役場
〒368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬４５４５
TEL 0494・25・0111　 FAX 0494・23・9349
http://www.town.yokoze.saitama.jp/

横よ
こ

瀬ぜ

町ま
ち

花咲山公園はボランティアの方々の協力で創ら
れた公園。武蔵野美術大学の学生さんがデザイ
ンした『見晴台』から望む武甲山に癒やされます。

埼玉県秩父郡横瀬町

ここ
にありま

す横瀬町！

青木翔子さん
　東京都から移住してきた
青木さんは、町のシンボル
『武甲山』の登山道入口近く
で、カフェを開いています。夢
は、自給自足の生活。現金収
入を得るために始めたカフェ
ですが、オリジナルブレンド
コーヒーや、秩父産の鹿肉ケ
バブ、鹿肉カレーなどが登山
客にも人気です。「毎日が楽
しすぎる」という青木さん。よ
こぜの暮らしを満喫中です！

町の花「ちちぶいわざくら」

合併の推移

横瀬村
芦ヶ久保村　→横瀬村→横瀬町

横瀬
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

町章
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ぽろたん
「ぽろたん」は渋皮がむきやすい栗の品
種で皆野町では平成20年から栽培が始
まり、キャラクターも作成されました。

ぶどう
皆野町ぶどう郷は50年以上の歴史を持
ち、現在8戸のぶどう園が皆野町産ぶどう
の振興に取り組んでいます。

天空のポピー
　彩の国ふれあい牧場の牧草地の一部に、毎年5月中旬～6月上旬
頃、面積5.0ha、標高500mの高原に1,500万本の真っ赤なシャーレーポ
ピーが開花します。

　青空をバックに一面に広がるポピーの花畑は圧巻であると、ご好評を
いただいております。

　同時期に天空のポピーまつりというイベントを開催しております。

　皆野町、東秩父村、秩父高原牧場ほか多数の団体からなるポピーま
つり実行委員会がイベント運営を行っております。

　また、地元の特産品などを販売する出店もあり、お祭りの雰囲気も味
わえます。

　埼玉県の西北、秩父郡の東北に位置し、東経
139度5分、北緯36度4分で、東は長瀞町と東秩
父村に、北は本庄市と神川町に、南と西は秩父市
にそれぞれ接しています。
　町の中央を荒川が東流し、その右岸の川岸段
丘に町が帯状に開けています。
　標高は、町の中心街で海抜160ｍ、最も高い城
峯山頂で1,038ｍになっています。

秩父郡

3つの「ナ」の円で「の」を
囲み「みなの」を図案化
し、円満な町の発展を表
しています。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

天空のポピー 秩父音頭まつり 美の山公園の桜

住んでみたいまち、
住み続けたいまち、
ときめきの皆野

町の花「合歓（ねむ）」 町の木「いちょう」 町の鳥「メジロ」

　皆野町では、多くの方から「住
んでみたいまち」として選ばれる
町に、今住んでいる皆様が「住み
続けたいまち」として、愛される町
となるように、夢と希望と笑顔溢
れる「ときめきの皆野」づくりを目
指しております。そのために、町
民と行政が相互に信頼し、協力
することにより、多くの町民が共
感できるまちづくりに取り組んで
まいります。

皆野町長　石木戸  道也

皆野町のキャラクター
「み～な」

わが町 ベス
ト
ショット

皆野町役場
〒369-1492 秩父郡皆野町大字皆野1420-１
TEL 0494・62・1230　 FAX 0494・62・2791
http://www.town.minano.saitama.jp/

皆み
な

野の

町ま
ち

美の山雲海　美の山山頂にある展望台から、雲
海発生の条件が整えば、雲海が一面に広がる絶
景を見ることができます。

埼玉県秩父郡

皆野町ここ
にありま

す皆野町！

皆野民俗芸能奏楽研修会
　当会は、祖先伝来の皆野
のお囃子の数々を守り、正し
く伝えていくために活動して
います。約５０名の会員がお
り、皆野町内外のイベントや
神社の祭りなど数多くの場
所でお囃子の演奏や、獅子
舞・神楽の上演などをしてい
ます。“後継者をつくるために
後継者となる”が発足当初か
らの当会の精神です。合併の推移

皆野町
国神村　　→皆野町　→皆野町金沢村　　　三沢村
日野沢村

皆野
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

町章
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　埼玉県の北西部に位置し、秩父盆地東北の
入り口です。町の中央部を荒川が縦貫し、名勝天
然記念物「長瀞」として美しい渓谷美を見せてい
ます。また、その独特の地形は、「日本地質学発
祥の地」として、学術的にも国内外から高い評価
を得ています。荒川と平行して、国道140号、秩父
鉄道、県道長瀞・玉淀自然公園線が並び、これに
沿って街並が点在しています。町の中心部は、東
経139度、北緯36度、海抜約142mです。

秩父郡

町章は、町名のカタカナ
表記の頭文字「ナ」を図
案化したものです。制定
年月日は、昭和47年11月
1日です。

花の里・ハナビシソウ ロウバイ 宝登山神社

かき氷
天然のかき氷は、行列を覚悟しなければ
ならないほど大人気。

そば
町内に点在する蕎麦屋の店舗数は長瀞のそば
人気の表れ。店舗によって異なる蕎麦の食べ比
べもオススメです。

人も社会も自然も
すべてが健康で
はつらつとしているまち

町の木「もみじ」 町の鳥「せきれい」

　長瀞町は、町の中央を流れる
荒川の清流や山々に囲まれた自
然豊かな町で、古くから観光地と
して多くの観光客に親しまれて
います。現在長瀞町では、“人も社
会も自然もすべてが健康で、はつ
らつとしているまち”「はつらつ長
瀞」を町の将来像に掲げて、定住
人口の減少、少子化、高齢化など
の問題に向き合い、いつまでも暮
らしたいまちづくりに取り組んで
います。
　皆様には、是非一度、長瀞町に
お越しいただき、この町の良さを
実感して、移り住んでいただけた
ら幸いです。

長瀞町長　大澤  タキ江

わが町 ベス
ト
ショット

長瀞町役場
〒369-1392 秩父郡長瀞町大字本野上1035-1
TEL 0494・66・3111　 FAX 0494・66・0894
http://www.town.nagatoro.saitama.jp/

長な
が

瀞と
ろ

町ま
ち

県内有数の観光地・長瀞において、外すことのできない観光スポット「岩畳」。
岩畳と荒川、周辺の木々が織りなす渓谷美は一見の価値があります。また、和
船に乗って水上から眺める岩畳は迫力満点です。

埼玉県秩父郡

長瀞町ここ
にありま

す長瀞町！

タレント・今井華さん
　ティーンを筆頭に若い女
性に絶大な影響力を持つ今
井華さんは、長瀞町初の観
光大使として、テレビや雑
誌、各種イベントなどにおい
て、長瀞町の魅力をたくさん
の方に伝えていただいてお
ります。長瀞町の観光パンフ
レットにおいてもファッショ
ンモデルとしての経験を活か
し、観光スポットの魅力をわ
かりやすく紹介していただい
ております。

町の花「さくら」

合併の推移

本野上村
中野上村　→野上村→野上町
藤谷淵村　　　　　　　　　　→野上町→長瀞町
　　　　　　樋口村
　　　　　　白鳥村（一部）

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

長瀞
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

　当町の特色は、全国的に知られる観光の町であり、交通の便が比較
的よく、都心からも近いため、首都圏の手軽な日帰り観光地として親しま
れています。

美しい観光地づくりの推進
景観の保全と自然環境を活かした観光の推進
　名勝及び天然記念物に指定される「長瀞」の豊かな自然を守り、人
と自然が共存できる美しい観光地づくりを推進しています。

四季を通じた観光展開
　春の桜にはじまり、ハナビシソウ、夏の新緑から秋の七草寺巡り、紅
葉、冬には宝登山の山頂に甘い香りを漂わせるロウバイ園や梅百花園
など四季折々の長瀞観光を楽しんでいただけるよう、多角的なアプロー
チで観光PRを展開しております。
　また、風光明媚な長瀞渓谷を和船に乗って堪能できる川下りを筆頭
にラフティングやカヌー、SUPなどの自然を存分に味わえるリバーアクティ
ビティのPRも各種イベントで行っています。

町章
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毘沙門水と毘沙門かき氷
名水で作ったこだわりの『毘沙門
氷』はシロップも自然の素材にこだ
わっています。またレトロな街並み
に合う器にもこだわっています。

きゅうり
盆地と山地に囲まれた小鹿野
町の地形は１日の寒暖差が大
きく美味しいきゅうりに育ちま
す。

名物「わらじかつ丼」
甘辛いたれがカツにマッチ！
やみつきの味です。町内17店
舗で味わえます。ぜひ食べ比
べを。

　「セツブンソウ」をはじめ、フクジュソウ、花菖蒲、ダリアなど、四季折々
の美しい花が楽しめる花のまちです。特にダリアは『両神山麓花の郷ダ
リア園』として９月から約２ヶ月間、１万㎡に350種、5,000株のダリアが咲
き誇ります。

　花のまち小鹿野の新たな見どころは「光西寺の枝垂れ桜」、「長留
の枝垂れ桜」、「法性寺の秋

しゅうかいどう

海棠」など、地元の皆さんが植樹や手入
れを行っています。

　「町じゅうが役者」といわれる歌舞伎のまちですが、役者はもちろん、
義太夫、三味線、舞台の大道具・小道具、衣装やカツラまで地元の人々
による手作りで上演されるのが特徴です。子ども歌舞伎や女歌舞伎の
一座も活躍し、後継者への受け継ぎも盛んです。11月の郷土芸能祭に
は小鹿野町内の伝統芸能が集結します。

　倉尾の馬
も

上
うえ

地内、白石山から湧き出る｢毘沙門水｣は平成の名水百
選に選ばれました。カルシウムとミネラルが豊富です。毘沙門水で作った
毘沙門かき氷は絶品グルメで人気急上昇中です。

　小鹿野町は埼玉県の西北部に位置し、秩父市
と群馬県に接しています。三方を山に囲まれ、秩
父多摩甲斐国立公園、県立両神自然公園、県立
西秩父自然公園など、豊かな自然環境のなかにあ
ります。日本百名山の『両神山』、日本の滝百選の
『丸神の滝』、平成の名水百選の『毘沙門水』な
ど、多くの百選にも選ばれています。平成28年には
『ようばけ』と『犬木の不整合』を含む『古秩父湾
堆積層及び海棲哺乳類化石群』が国指定天然
記念物に指定され、地質学的にも注目を集めてい
ます。
　また、古くから江戸と信州をつなぐ街道の宿場
町として栄え、江戸の影響を受けながら独自の文
化が育まれ、祭りや伝統芸能が今も引き継がれて
います。街並みは今もその風情を残しています。

秩父郡

周囲を形作る「父」の字は
「秩父郡」を表していま
す。中央に位する「小」の
字は「小鹿野町」を表して
います。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

両神山麓花の郷
ダリア園

光西寺の枝垂れ桜 丸神の滝 尾ノ内渓谷氷柱
（ライトアップ）

花と歌舞伎と名水のまち

町の木「モミジ」 町の鳥「ウグイス」

　小鹿野町は豊かな自然と伝統
文化が息づくまちです。先人が残
した貴重な財産を未来へ繋いで
いくことと新しい町づくりへの新
たな挑戦を行っています。近年で
は地元の皆さんが地域活性化を
盛り上げ、新たな観光資源も生ま
れています。行政も少子高齢化
に負けない元気な町づくりと小さ
くともいきいきとした小鹿野町の
創生を目指してこれからも頑張り
ます！

小鹿野町長　森  真太郎

わが町 ベス
ト
ショット

小鹿野町役場
〒368-0192 秩父郡小鹿野町小鹿野89
TEL 0494・75・1221　 FAX 0494・75・2819
http://www.town.ogano.lg.jp/

小お

鹿が

野の

町ま
ち

二百数十年の伝統ある「小鹿野歌舞伎」、定期上演は3月～12月の間に町内
の祭りで奉演されます。常設の舞台での上演はもちろん、祭り屋台（山車）に
芸座・花道を張り出して演じる「屋台歌舞伎」が大きな特徴です。

埼玉県秩父郡

小鹿野町
ここ
にありま

す小鹿野町！

尾ノ内渓谷氷柱実行委員会
会長・北孝行さん
　群馬県に近い河原沢地区
で１０年前から北さんをはじ
め、地元の皆さんで始めた氷
柱づくりが今では冬の観光
名所となっています。偶然か
ら生まれた氷の芸術は、試行
錯誤の連続だったそうです。
また、「こんな山奥にせっかく
来てくれたんだから」と地元
の皆さんのあつ～いおもて
なしがリピーターを増やして
います。

町の花「セツブンソウ」

小鹿
野とい

えばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

合併の推移

小鹿野町
下小鹿野村　　→小鹿野町　→小鹿野町伊豆沢村　　　　長若村
　　　　　　　　　　　　　　三田川村　→小鹿野町

　　　　　　　　　　　　　　倉尾村　　　　　　　　→小鹿野町小森村　　→小森村白井差村　　　　　　→両神村
薄村

町章
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あずきすくい
「小豆ぼうとう」のほうとうを小さな
「箕」の形にし、小豆をすくって食
べる甘味です。

細川紙
「和紙：日本の手漉和紙技術」のひとつとし
てユネスコ無形文化遺産に登録された「細川
紙」、1300年の伝統ある手漉和紙技術の中で
生まれた、当村の誇りの和紙です。

元気村づくりプロジェクトと重点施策
花の名所づくりプロジェクト
　村内各地域には、花桃の郷・虎山の弐千本桜・二本木峠の山つつ
じ・天空のポピー・白石地区のあじさい等々の名所があります。四季折々
の美しい花を楽しめる「花の名所」を整備し、交流人口を増やし、地域
経済の活性化につなげます。

元気な地域づくりプロジェクト
　各地域で村民が主体となって地域づくりを進めるための体制づくり、
村民チャレンジ事業等村民の提案に基づく新たな取組みなど、村民の
自治力を高めます。
　また、地域づくりを村民と行政が協働して計画的に進めるために、地
域づくり計画を策定し事業を推進します。

定住促進
　UIターンを促進するため、農村暮らしの魅力を発信し、定住を進める
ために、移住体験施設、移住促進施設を整備し、空き家バンクの活用
等を積極的に行います。

　当村は、埼玉県西部に位置する県内唯一の村
です。秩父盆地から山を隔てた東側にあることか
ら名づけられました。
　面積の８割は山林で自然豊かな地域であり、平
成２６年１１月に「和紙：日本の手漉和紙技術」の
ひとつとしてユネスコ無形文化遺産に登録された
「細川紙」の産地でもあります。
　鉄道は通っていないものの、都心から６０km圏
内にあり、険しい山道を通らず村内に入れるため、
四季折々の花や800m級の山々がつらなるハイキ
ングの名所でもある当村には、様 な々世代の方々
が訪れます。

秩父郡

鳥が大きく羽ばたき目指
すところへ飛び立ってい
く様子と、ひがしの「ひ」
と秩父の「父」を示したも
のです。

伝統的なものから新しいものまで
村には名物がいっぱい! 

虎山の弐千本桜

住んでよし、
訪ねてよし、
元気村ひがしちちぶ

村の木「ツキノキ」 村の鳥「ウグイス」

　東秩父村は、手漉き和紙技術
を1300年もの間、守り続けてい
る伝統の村です。また、「埼玉県
唯一の村」であり、人口も2800人
あまりの小さな自治体ではありま
すが、小ささの中に大きな文化を
持ち合わせ、魅力にあふれてお
り、他市町村や他県に引け劣ら
ずの素晴らしい地域と村民一同
が誇りに思える「ふる里」です。先
代より伝わる「みち」を大切に、新
たな「ミチ」を切り開くべく邁進し
ていきます！

東秩父村長　足立  理助
東秩父村のキャラクター
「わしのちゃん」

わが村 ベス
ト
ショット

東秩父村役場
〒355-0393 秩父郡東秩父村大字御堂634
TEL 0493・82・1221　 FAX 0493・82・1562
http://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/

東ひ
が
し

秩ち
ち

父ぶ

村む
ら

当村の名所「道の駅　和紙の里ひがしちちぶ」内にある
紙漉き家屋です。古くから紙漉きをしていた風景を再現
し、昔の紙漉き道具の展示などがあります。

埼玉県秩父郡

東秩父村
ここ
にありま

す東秩父村！

渡邉桂
けいすけ

亮さん
　東秩父村最奥の水源地
域に住む「渡邉桂亮さん」
は、村一番の猟銃・狩猟ハン
ター。有害鳥獣を捕獲する
名人で、鹿やイノシシは年間
100頭も仕留めます。また、
村内で唯一養蜂を行ってお
り、出来る蜂蜜は天然で無農
薬、純度１００％の絶品！「俺
は村や皆のために生きてい
る！」と元気いっぱいの現役
70歳です！

村の花「ムラサキツツジ」

合併の推移

大河原村
槻川村　　→東秩父村

東秩
父とい

えばコレ！

村の
元気は
まか
せとけ！

村章
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エゴマ
シソ科の植物で認知症予防や血管の若返り効果がある
といわれるエゴマ。円良田特産センターでは、美里産エ
ゴマを搾油した、エゴマ油を販売しています。

ブルーベリー
国内最大規模の植栽面積を誇る美里のブルー
ベリー。6月上旬から8月下旬にかけて、約20か
所の農園で摘み取り体験が楽しめます。

　美里町は東京都心から80ｋｍ、埼玉県の北西
部に位置し、東部は深谷市、北部及び西部は本
庄市、南部は寄居町及び長瀞町にそれぞれ隣接
しています。面積33.41k㎡、東西5.5ｋｍ、南北9ｋ
ｍと南北に長く、南部の山間地帯と中央以北の
平坦地により構成されています。寄居スマートイン
ターチェンジは、関越自動車道の花園ICと本庄
児玉ICのほぼ中間に位置しています。関越自動
車道を利用した場合、東京までの所要時間は約
50分です。また、北関東自動車道や圏央道の開
通により、全国各地への交通利便性が向上してい
ます。古くは鎌倉街道が栄えた地域で、町の中央
部を東西に八王子と高崎を結ぶJR八高線が走っ
ています。

児玉郡

美里の「美」を図案化し、
旧3村の融和と発展を象
徴しています。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

カタクリの群生地 国指定重要無形民俗文化財
「猪俣の百八燈」

関の獅子舞

心身ともに
美しく暮らせる美里町

町の木「赤松」

　こん にちは 。美 里 町 を 紹 介し
ます。人口11,200人あまり、面積
33.41k㎡の農業を中心とした町で
す。南部には陣見山からなる丘陵地
域があり、小山川や天神川などの水
辺空間を配し、ふるさとを感じる貴
重な自然や田園の広がる農村風景
は、人々にやすらぎとうるおいを与
えています。のどかな田園風景を維
持しながら、新幹線本庄早稲田駅
や関越自動車道本庄児玉インター
へのアクセスも良く、寄居スマート
インターチェンジの開設に併せ、企
業誘致も積極的に行っています。住
むにも、企業立地にも最高の町で
す。「心身ともに美しく暮らせる美里
町」への皆さまのお越しを心よりお
待ちしています。

美里町長　原田  信次

わが町 ベス
ト
ショット

美里町役場
〒367-0194 児玉郡美里町大字木部323-1
TEL 0495・76・1111　 FAX 0495・76・0909
http://www.town.saitama-misato.lg.jp/

美み

里さ
と

町ま
ち

美里町はその名のとおり、美しい田園風景の残るまちです。
その美しい自然環境や景観がまちの魅力であり、豊かな自
然環境が住民の心身の健康・豊かさにつながっています。

埼玉県
児玉郡

美里町ここ
にありま

す美里町！
町の花「菊」

美里町のキャラクター
「ミムリン」

合併の推移

松久村
東児玉村　→美里村→美里町
大沢村

豊かな伝統
　美里町には様々な歴史的遺産や伝統行事があり、まさに文化財の
宝庫です。
　その中でも、国指定重要無形民俗文化財の「猪俣の百八燈」は毎
年8月15日に行われるお盆の行事です。猪俣地区は、平安時代末から
鎌倉時代にかけての武将猪俣小平六範綱ゆかりの地で、小平六とそ
の一族の霊を慰めるためと伝えられており、400年以上続いています。
行事は準備を含め、地元の青少年がすべて取りしきり、大人の介入が
ないのが特色です。108基の塚に燈明をあげる行事で、闇夜に浮かぶ
一列の灯火がたいへん幻想的です。

美しい自然
　円良田地区の山林では、春の訪れとともにカタクリの群生地が広がり
ます。3月下旬頃には紫の可憐な花を咲かせ、ハイキング客などでにぎ
わいます。

健康づくり
　病気の早期発見と早期治療、予防に力を入れようと、平成29年度か
らミムリン健幸ポイント事業を始めました。この事業は、歩いていただくこ
とによる生活習慣病の予防と、検診や健幸づくり事業に参加することで
ポイントが貯まり、商工会が発行す
るみさと元気チケットに換えること
ができ、参加者はすでに約2,300
人を超えています。参加された方
が健幸になり、みさと元気チケット
が町内の商店などで使われ、医
療や介護費の抑制につながりま
す。本人も町も負担が減り、一石
三鳥にも四鳥にもなる健幸長寿
事業にチャレンジしています。

美里
といえ

ばコレ！

町章
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クジャクそう（宿根アスター）
クジャクそうとよばれる宿根アスターは菊科の植物で、
結婚披露宴のテーブルに飾る花や花束などにも使われ
ています。昭和48年頃から年々栽培が盛んになり、現
在では全国随一の産地として発展しています。

梨
神川町の特産品として有名な梨は、栽培品種は
幸水、豊水が主力です。宅配便を使っての直販の
努力が実り、全国的にも有名になっています。

金鑚神社
　日本武尊が東征の際に創建したと伝えられる金鑚神社は、拝殿の
奥にある御室ヶ嶽一帯をご神体として祀っています。したがって、拝殿
の奥にあってご神体を置くべき本殿が無く、拝殿のみという構造です。こ
うした拝殿のみで神体山を祀る、古い祭祀形態をとどめている神社は
全国でも珍しく、長野県の諏訪大社と奈良県の大神神社とを合わせて
3社だけと言われています。
　境内では、参道脇に立つ多宝塔が国の重要文化財に指定されてい
ます。また、御獄山の中腹にある「鏡岩」は国の特別天然記念物に指
定されています。

下久保ダム
　利根川の支流である神流川に建設され、昭和43年に完成した堤高
129ｍの重力式コンクリートダムです。Ｌ字型のダムとしては、日本一の長
さを誇ります。また、ダムにより作られた人工の神流湖には、春には桜や
つつじが咲き、秋には周辺の紅葉が映し出されます。

三波石峡
　神流川の下久保ダムの下流に約1.3km続く三波石峡は、国の名勝・
天然記念物にも指定されている美しい渓谷です。三波石の巨岩や奇
岩と周囲の樹木が織りなす景観は、まさに自然が作りだした芸術です。

　神川町は埼玉県の北西部に位置しています。
南部は山、西部は川、北部は平野が広がっていま
す。北は上里町、東は本庄市、南は秩父市、皆野
町、西は神流川を挟んで群馬県藤岡市に接して
います。神流川の形成した豊かな扇状地が広が
り、有史以前から開けた豊饒の地となっています。
　明治になると、養蚕や製糸によって神川町は開
花の時代を迎え、日本の近代蚕糸業に大きく貢献
した木村九蔵など優れた養蚕改良家も輩出しまし
た。近年は、首都圏85km内という恵まれた立地条
件を生かして、生産性の高い土地利用型農業や
集約農業が進められています。また、工業において
は、関越自動車道に近接する立地条件の良さもあ
り、工業団地への企業誘致が進みました。

児玉郡

平成18年1月1日に旧神
川町と旧神泉村が合併
し、新しく作られた町章。
旧神川町、旧神泉村それ
ぞれのアルファベットの
頭文字の「Ｋ」を重ねて
表されています。

金鑚神社 三波石峡下久保ダム

かがやく みらいへ
かつりょくある わが故郷に

町の木「冬桜」 町の鳥「ウグイス」

　皆様こんにちは。当町は埼玉
県北西部に位置し、清流「神流
川」と自然豊かな秩父の山々に
囲まれた、人口約13,000人余り
の自然豊かな町です。町の特産
は「梨」です。実りの時期にずらり
と並ぶ直売所に県内外から多く
の人々が訪れる風景は、神川の
季節の風物詩となっています。町
内には温泉施設やキャンプ場等
があり、多くの人々の憩いの場と
なっております。自然や文化、歴
史あふれる神川町にぜひお越し
ください。

神川町長　山﨑  正弘

神川町のキャラクター
「神じい」「なっちゃん」

わが町 ベス
ト
ショット

神川町役場
〒367-0292 児玉郡神川町大字植竹909
TEL 0495・77・2111　 FAX 0495・77・3915
http://www.town.kamikawa.saitama.jp/

神か
み

川か
わ

町ま
ち

城峯公園内に咲く冬桜は、晩秋から初冬にかけて開花し、別名十月桜とも呼ばれている珍
しい桜です。薄紅色の小さな八重の花を咲かせ、周囲の紅葉した樹木と共に美しい光景を
見せてくれます。春はツツジや桜が咲き、春から秋にかけてたくさんの観光客が訪れます。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

児玉郡

埼玉県

神川町
ここ
にありま

す神川町！
町の花「コスモス」

合併の推移

神川町
神泉村　→神川町

神川
といえ

ばコレ！

町章
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上里産の新鮮な野菜
きゅうり・トマト・ネギ・白菜などの新鮮な
野菜を求めて、週末には農産物の直売所
が多くの人で賑わいます。

つみっこ
すいとんのことを「つみっこ」と呼んでい
ます。地粉で作ったつみっこと地元野菜・
牛肉の入った一杯です。

　上州三山や浅間山を遠くに望む上里町は、群馬県を源流とする烏
川と神流川から運ばれた肥沃な土壌が広がり、古くからとても農業が盛
んな土地でした。かつては、養蚕農家が多くありましたが、現在では小
麦や米のほか、きゅうり、ネギ、白菜、トマトなどの野菜や、梨、イチゴなど
の果物が多く作られています。

　特に、上里町で収穫される小麦は種子小麦といい、製粉される小麦
のもととなるものです。種子小麦は厳格に管理されて生産されます。収
穫された後、審査に合格したものだけが生産者に供給されることになり
ます。上里町はこのような種子小麦の有数の産地でもあります。

　平成２７年１２月には、関越自動車道に上里スマートインターチェンジ
が開通しました。周辺地域には、カフェやレストラン、アウトレットコーナー
を併設したお菓子工場や新鮮な野菜が並ぶ農産物直売所がオープン
し、町内の人のみならず近隣から沢山の方が訪れるスポットとなってい
ます。

　東京都から85km圏内にある上里町は、東経
139度8分、北緯36度15分、埼玉県の最北端に位
置しています。町の北部と西部を烏川と神流川が
流れ、この２つの河川を境にして群馬県と隣接し
ています。 気候は、全国的に見ても寒暖の差が
少なく、降水量においても多い地方ではありませ
ん。また、冬から春先にかけては冷たく乾燥した西
北西や北西の風が強く、風を防ぐため屋敷林を設
けている農家も見られます。屋敷林はカシやケヤ
キ等により構成されており、上里町の重要な景観
要素のひとつとなっています。

児玉郡

四村が合併して町ができ
たことから「上」の文字４
つで円をかたどっていま
す。円の形には、人の和と
円満という意味がありま
す。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

関越自動車道上里サービスエリア 梨 ゴルフ場

ひと・まち・自然が
共に輝く
“ハーモニータウン かみさと”

町の木「八重椿」

　埼玉県の最北端に位置する上
里町は、古くは三国街道の起点
となる交通の要所でありました。
現在もＪＲ線・新幹線・高速道路
が通っていて、交通の便の良さは
町の自慢のひとつです。その利
便性の高さから、大型店舗や企
業の進出が進んでいる今、町のさ
らなる活性化を目指し、まちづく
りに取り組んでいます。多くの方
に「選ばれる町、住みつづけたい
町」と思われるよう、一生懸命頑
張っていきます。

上里町長　山下  博一上里町のキャラクター
「こむぎっち」

わが町 ベス
ト
ショット

上里町役場
〒369-0392 児玉郡上里町大字七本木５５１８
TEL 0495・35・1221　 FAX 0495・33・2429
http://www.town.kamisato.saitama.jp/

上か
み

里さ
と

町ま
ち

種子小麦。毎年、初夏になると町のあちこちが
美しい黄金色に染まります。

児玉郡

埼玉県

上里町ここ
にありま

す上里町！
町の花「サルビア」

合併の推移

七本木村
神保原村
長幡村　　→上里村→上里町

賀美村

上里
といえ

ばコレ！

町章
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みかん
戦国時代に北条氏邦が小田原から移
植したと伝わり、日本における栽培の
北限のひとつといわれています。

寄居とろとろナス
青ナスの一種で、加熱調理
すると果肉がとろけてやわ
らかく、とてもおいしいです！

　２０２０年に開催される東京オリンピックのブータン王国陸上チームの
事前合宿地に決定している寄居町では、ホストタウンとして、様々な交
流を行っています。平成３０年４月には、ブータン王国の首都・ティンプー
で開催された、同国で初となる陸上競技の全国大会「BAAF-YORII 
ATHLETICS CHAMPIONSHIP」を支援し、県立寄居城北高等学
校の生徒も大会に親善参加しました。今後もサポートを継続し、ブータン
王国との親交を深化させていきます。そして、この友好関係を町の財産
として、未来へ引き継ぐとともに、“幸せの国”にちなみ、町民が「笑顔」
で暮らせるまちづくりを進めていきます。

　また、近年では、日本を代表するアスリートを多数輩出しています。
２０１８東京マラソンにおいて、日本新記録を樹立した設楽悠太選手、
２０１７年・２０１８年世界柔道選手権で連覇を達成した新井千鶴選手
が当町の出身で、東京２０２０オリンピックでの活躍を大いに期待してい
ます。

　寄居町は、県の北西部、都心から７０km圏に
位置し、荒川の清流が秩父の山間から関東平野
に流れ出す扇状地の要に発達した、山美しく水
清らかな町です。山地、丘陵、台地、低地と多様
な地形に恵まれており、荒川が町域の中央を屈
曲しながら、見事な風致を呈して東流しています。
恵み豊かな自然に囲まれ、古くからひらかれた歴
史をもつ数少ない町です。また、昭和５５年に開設
された関越自動車道花園インターチェンジを玄関
口に、国道１４０号と２５４号、ＪＲ八高線・東武東上
線・秩父鉄道が結接する交通の要衝となっていま
す。

大里郡

「寄居」の文字を図案化し
たもので、町民の円満と
協調と発展を象徴してい
ます。昭和32年公募によ
り制定。

平成28年10月　事前合宿に関する調印式
の模様

ブータン王国初の陸上全国大会に親善
参加した高校生

町の木「ヤマザクラ」 町の鳥「キジ」

　寄居の町名の由来は、諸説あ
りますが、『新編武蔵風土記稿』
によると、「人がより集まりて居住
せし故の名」と記されており、「人
が寄るまち」「人が集うまち」を象
徴した名前となっています。近年
では、彩の国資源循環工場やホ
ンダ寄居工場の稼働により、最先
端の産業が集う全国に誇ること
ができる町です。これからも“選ば
れる町・寄居”、そして町名のとお
り世界の人々が「寄るまち」「集う
まち」を目指し、光輝く未来へ向
け、町民の皆様とともに歩んでま
いります。

寄居町長　花輪  利一郎

わが町 ベス
ト
ショット

寄居町役場
〒369-1292 大里郡寄居町大字寄居1180-1 
TEL 048・581・2121　 FAX 048・581・5100
http://www.town.yorii.saitama.jp/

寄よ
り

居い

町ま
ち

昭和６年に県指定名勝玉淀の下流で発見された水神様を
水天宮として祀り、付け祭りである花火大会と舟山車の競
演は“関東一の水祭り”といわれています。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

埼玉県
大里郡

寄居町
ここ
にありま

す寄居町！

寄居町寄居在住・吉田昌弘さん
　オーロラ染めは、一度にす
べての染色を行う「一浴多色
染め」という手法で、美しい
ぼかし模様がオーロラのよう
に見えることからその名が
付けられ、先代が一浴多色染
めの技術付与を受け、独自
の工夫を加え完成させまし
た。同じ染め具合のものはひ
とつとして存在しません。近
年では海外でも展示会を開
き、寄居町を世界にＰＲして
います。

町の花「カタクリ」

合併の推移

寄居町
折原村
鉢形村　→寄居町
用土村
男衾村

寄居
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

オーロラ染め

町章
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みやしろっ子
減農薬・減化学肥料により栽培された宮
代産コシヒカリ。豊かな自然に恵まれた
美味しいお米です。

巨峰
宮代町は巨峰をはじめ梨などの隠れたフ
ルーツ王国です。農家の庭先や「新しい
村」で販売しています。

小さくても輝くまちに　
～Small is Beautiful～
　宮代町の特色は、小さい町の中に、水田、屋敷林、雑木林等多くの
みどりが点在し、古利根川、姫宮落川、備前堀川等の河川や用水の恵
みを受け、美しい里地里山の風景が残されつつ、南北を縦断する鉄道
に沿って住宅が連なり、三つの駅を核にコンパクトな市街地が展開され
ていることです。
　この豊かな環境が残された町を、大切な財産として守り育て、後世に
つないでいきたい。ますます少子高齢化が進み、地域社会の重要性が
問われる今こそ、まちのあるべき姿や将来像を、みなさんとともに考えるこ
とが大切だと考え、町では町民との対話ができるまちづくり、「宮代スタイ
ルのまちづくり」を進めています。

　宮代町は、埼玉県東部、都心から40km圏内に
位置する、面積15.95㎢、人口約3万4千人の町で
す。東武伊勢崎線と東武日光線が町を縦断し、駅
が３つあるという好条件のもと、東京のベッドタウン
として発展してきました。また、「日本工業大学」の
開校や「東武動物公園」の開園などにより、文化
都市としての面も持ち合わせてきました。一方で、
まだまだ屋敷林や田んぼなどの自然が多く残され
ており、都市的な街並みと緑豊かな自然環境がバ
ランスよく調和した町です。

南埼玉郡

宮代町の頭文字「み」
を伸び行く若葉に図
案化し、円形は太陽、
おおらかな末広がり
にかたどって町の若
さ、飛躍、発展を象徴
したものです。

笠原小学校 新しい村 町内4,000本の桜

みどり輝くコンパクトシティ
　■人口減少・超高齢化社会に対応できるまち
　■今ある強みを最大限に活かせるまち
　■「農」のあるまちを全面展開するまち
　■多様な主体により公共が運営されるまち

町の木「シイガシ」

　宮代町は小さな町です。小さく
てコンパクトであるからこそ、そ
の質を高めることに力を注ぐべ
きであり、町の質が高まれば、宮
代町に住む一人ひとりの幸福度
を高めることにも繋がります。そ
のためには、行政が一方的に何
かを行うのではなく、常に町民の
皆さまと共に考え、行動すること
が必要であると考えております。
皆さまの想いと、自らの手で地域
を創るために、地域の状況に応じ
て智恵を出し合い、具体的な改
善を積み重ねることで未来を描
き出す、そのお手伝いを行政が
してまいります。

宮代町長　新井  康之

宮代町のキャラクター
「みやしろ戦隊ハナレンジャー」

わが町 ベス
ト
ショット

宮代町役場
〒345-8504 南埼玉郡宮代町笠原１-４-１
TEL 0480・34・1111　 FAX 0480・34・7820
http://www.town.miyashiro.lg.jp/

宮み
や

代し
ろ

町ま
ち

進修館は、町民が集い、創造する場として親しまれ、様々な活動
に利用されています。そのユニークな外観から、町のランドマー
クとして広く親しまれています。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

埼玉県 南埼玉郡

宮代町ここ
にありま

す宮代町！

國府田マリ子さん 片桐仁さん

宮代町外交官
　宮代町をもっと多くの方々
に知ってもらいたい…そん
な想いを託して誕生したのが
「宮代町外交官」。任命され
たのは、宮代町出身で声優
や歌手として活躍している國
府田マリ子さん、同じく宮代
町出身で現在は俳優、彫刻
家として活躍している片桐仁
さん。魅力あふれる「宮代町」
の良さを発信していただき、
地元・宮代のＰＲをお願いし
ています。

町の花「ハクモクレン」

合併の推移

百間村
須賀村　→宮代町

宮代
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

町章
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　杉戸町は、埼玉県の東部、北葛飾郡の最北端
に位置する、面積30.03㎢、人口約45,000人の町
です。首都圏40km圏内にありながら自然と都市が
調和した、郊外の田園都市として発展を続けてい
ます。
　また、古くから日光街道の宿場町として栄え、
1616年（元和2年）に「杉戸宿」として開宿されまし
た。
　2016年（平成28年）には開宿400年を迎え、こ
の節目を契機に杉戸の原点を再確認し、町の魅
力を町内外に発信する様々な取組が行われまし
た。宿場町の歴史に人々の息吹が吹き込まれ、た
くさんの賑わいが生まれています。

北葛飾郡

杉戸町の地形がワシに
似ていることから、ワシを
テーマにデザインし、未
来に向かってはばたく躍
動感を表現しています。

アグリパークゆめすぎと すぎと幼稚園・すぎと保育園杉戸高野台さくら祭

日光街道の
宿場町として栄えた
歴史ある町

町の木「杉」

　水と緑に囲まれ、美しい田園風
景が心もからだも癒してくれる杉
戸町。春はさくら祭、夏は幻想的
な流灯まつり、秋はアグリパーク
で産業祭、歴史を感じる宿場まつ
り、冬は元気にマラソン大会…。
住む人一人ひとりの輝きが、歴史
や伝統、地域に根差した文化を
はぐくんでいます。「みんなでよ
い町をつくろう」を合言葉に、大
らかで温かい未来につなげてい
きたいと思っています。魅力溢れ
る杉戸町へ、ぜひ一度お越しくだ
さい。

杉戸町長　古谷  松雄
杉戸町のキャラクター
「すぎたろう」「すぎぴょん」

わが町 ベス
ト
ショット

杉戸町役場
〒345-8502 北葛飾郡杉戸町清地2-9-29
TEL 0480・33・1111　 FAX 0480・33・4550
http://www.town.sugito.lg.jp/

杉す
ぎ

戸と

町ま
ち

毎年8月初旬に開催される「古利根川流灯まつり」。たたみ一畳ほどもあ
る手作りの大型灯ろうが、幻想的な美しい光の帯を1kmにわたり川面
に描く様子は“地上に降りた天の川”と例えられています。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

ここ
にありま

す杉戸町！

杉戸宿案内人の会
　杉戸宿の歴史や文化、観
光スポットなどを案内する杉
戸町観光協会認定のボラン
ティアガイド「杉戸宿案内人
の会」の皆さん。まち歩きをし
ながら杉戸町の魅力を元気
に伝えています。

町の花「菊」

町の
元気は
まか
せとけ！

杉戸推奨土産品ＰＲ冊子
町内２4のお店が心を込めて
作る合計47品の杉戸町推奨
土産品なら、素敵なお土産が
きっと見つかります。

杉戸産農産物利用店
地元産農産物を積極的に扱う飲食店
や食品加工所などを「杉戸町農産物
利用店」として認定しています。地元
材木店が、杉戸の木である杉の木で
作成した看板が目印です。

杉戸
といえ

ばコレ！

杉戸町

合併の推移
杉戸町
高野村　→杉戸町→杉戸町
堤郷村
田宮村　　　泉村

町章

　東京ドーム2個分の広大な敷地をもつ「まちの駅・道の駅アグリパー
クゆめすぎと」。地元で採れた農産物の直売所・減農薬・減化学肥料
の農産物を多く使った食事処、遊具やじゃぶじゃぶ池、バーベキュー広
場、収穫体験のできるカントリー農園など、家族で一日中楽しめます。

杉戸高野台さくら祭
　4月上旬、西近隣公園内や周辺水路沿いに植えられた約250本の
桜が見頃を迎えます。イベント当日には、模擬店やフリーマーケットの出
店やステージイベント、さらには軽スポーツを体験できる「レクリエーション
スポーツフェア」も同時開催され、多くの人で賑わいます。

公共施設木造化の取組
　町職員が設計、建築に携わり進めている「公共施設木造化の取
組」が全国的にも注目されています。埼玉県産材の杉や檜をふんだん
に使っている町内４カ所の公共木造施設は、コストを抑えつつ温もりと
大空間を実現した、こだわりの詰まった自慢の施設です。
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わが町・わが村 23

糀ジャム
町内で３００年以上続く金杉糀屋の甘酒を
煮詰めて、米糀の香りと砂糖不使用の自然
の甘さを生かしてジャム状に仕上げました。

こめろん
原料に松伏町産の米粉を使用したふん
わり軽い昔ながらの焼き菓子のマカロン

（メレンゲ菓子）です。

　田園ホール・エローラは、地域文化振興の拠点として、コンサートや
講演会、各種大会などに幅広く利用されています。日本の代表的な作
曲家である故芥川也寸志氏の優れた音楽的アドバイスとプロデュース
によって完成し、高度な音楽性を誇っています。また、このホールには日
本画の代表的な画家であり、松伏町名誉町民である故後藤純男氏の
ギャラリーが併設され、格調高い施設となっています。
　町民の憩いの場となっている松伏記念公園と松伏総合公園は隣接
しており、園内に様 な々芸術作品やモニュメントが点在しています。高さ
１８ｍのスペイン風の風車型展望台や、多くの水鳥たちが泳ぐ調整池
などもあります。
　県営まつぶし緑の丘公園は、２６．５ｈａという広大な敷地で緑と水辺
にふれあえる公園です。園内は、「広場ゾーン」、「水辺ゾーン」、「里山
ゾーン」の３つに分かれており、すべてのゾーンが人と自然の共生、やす
らぎや憩いなどを目的に整備されています。春と秋には花まつりが開催
され、季節ごとに様 な々イベントが催されます。

　松伏町は、埼玉県東南部の都心から３０km圏
内に位置し、江戸川、中川、大落古利根川の一
級河川が町全体を「川」の字のように流れる水資
源豊かな「川のまち」でもあります。大落古利根川
沿いの遊歩道では、豊かな自然を感じながら散策
を楽しむこともできます。また、町内の神社・仏閣に
は、地区の歴史を今に伝える文化財が多く、貴重
な財産となっています。
　町の北部にある県営まつぶし緑の丘公園で
は、季節を感じられるイベントが多数開催され、交
流の場として賑わいをみせ、南部にある松伏記念
公園や松伏総合公園は、憩いの場やスポーツの
場として親しまれています。

北葛飾郡

松伏町の「松」を図案化
したもので、円形は町の
団結と融和を意味し、鋭
い松葉の先は限りない松
伏町の発展を示していま
す。

伝統的なものから新しいものまで
町には名物がいっぱい! 

田園ホール・エローラ 松伏総合公園 県営まつぶし緑の丘公園

笑顔が未来に広がる
　緑あふれる
　　　　みんなのまち！

町の木「松」町の花「菊」

　松伏町は、豊かな水と緑に恵
まれ、春の川辺を彩るからし菜や
桜、築比地台地に残る斜面林、町
の北部と南部に広がる水田、点
在する屋敷林といった貴重な田
園風景と住宅地や都市公園など
の都市的景観が美しく調和して
います。
　現在、「笑顔が未来に広がる　
緑あふれるみんなのまち！」を町
の将来像とし、各世代が笑顔あ
ふれるまちづくりを実現するた
め、町民目線に立ち、ニーズを的
確に捉えた町政運営を進めてい
ます。

松伏町長　鈴木  勝

わが町 ベス
ト
ショット

松伏町役場
〒343-0192 北葛飾郡松伏町大字松伏２４２４
TEL 048・991・2711　 FAX 048・991・7681
http://www.town.matsubushi.lg.jp/

松ま
つ

伏ぶ
し

町ま
ち

大落古利根川沿いの桜　大落古利根川沿いの遊歩道を全長1.5kmにわた
り約150本の桜が彩ります。毎年、春に「古利根川桜まつり」が開催され、夜
になると提灯が灯り、夜桜も楽しむことができます。

ここ
にありま

す松伏町！

プロゴルファー・石川遼選手
　石川遼選手は、松伏町出
身の日本を代表するプロゴ
ルファーです。2007年に初
出場した男子ツアーで史上
最年少での優勝を飾り、そ
の後も史上最年少で男子
プロゴルフ賞金王に輝くな
ど、次々と大記録を達成し、
2018年にジャパンゴルフツ
アー選手会会長に史上最年
少で就任しました。2018年
は日本ツアーを主戦場にし
て参戦しています。

合併の推移

松伏領村
金杉村　　→松伏領村→松伏村→松伏町

松伏
といえ

ばコレ！

町の
元気は
まか
せとけ！

松伏町のキャラクター
「マップー」

松伏町

町章
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庁 舎 今 昔

庁舎今昔

伊奈町 滑川町

三芳町 嵐山町

毛呂山町 小川町

越生町 川島町

昭和45年 昭和61年 昭和31年

昭和48年

昭和52年 昭和54年

大正6年 昭和9年 昭和28年

平成30年11月現在 平成30年11月現在

平成30年11月現在昭和45年昭和38年 平成30年11月現在

平成30年11月現在昭和33年5月
平成30年11月現在

平成30年11月現在明治40年 平成30年11月現在

埼玉県町村会創立100周年
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吉見町 皆野町

鳩山町 長瀞町

ときがわ町 小鹿野町

横瀬町 東秩父村

庁舎今昔

昭和45年

旧大河原村役場（合併前） 旧槻川村役場（合併前） 現庁舎建設当時

平成30年11月現在

平成30年11月現在

平成30年11月現在

平成30年11月現在合併時役場庁舎

平成30年11月現在昭和30年頃

現庁舎建設中

昭和41年

昭和41年 平成30年11月現在

旧亀井村役場庁舎（合併前） 旧今宿村役場庁舎（合併前） 昭和32年 平成30年11月現在

旧玉川村役場庁舎（合併前）旧都幾川村役場庁舎（合併前） 平成30年11月現在

埼玉県町村会創立100周年
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美里町 宮代町

神川町 杉戸町

上里町 松伏町

寄居町 埼玉県町村会

庁舎今昔

昭和35年

埼玉県町村会の事務所があった
「旧埼玉県自治会館」

昭和40年頃

平成30年11月現在

平成30年11月現在 新庁舎（平成31年～）

平成30年11月現在
埼玉県町村会の事務所がある

「埼玉県県民健康センター」

平成30年11月現在昭和32年頃 平成30年11月現在

平成30年11月現在昭和50年頃

昭和30年 杉戸町役場 昭和30年 役場分室

平成30年11月現在平成30年11月現在

昭和50年代 平成30年11月現在

埼玉県町村会創立100周年
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町村名 氏名 在任期間

旧伊奈村

菊池　 泰明 	 昭和	18年	 8月	25日〜昭和	20年	 1月	 5日
坂戸　 公隆 	 昭和	20年	 2月	　　	〜昭和	21年	11月	11日
秋津　 保善 	 昭和	22年	 4月	 5日〜昭和	30年	 4月	30日
小林　 千長 	 昭和	30年	 5月	 1日〜昭和	38年	 4月	30日
坂戸　 公隆 	 昭和	38年	 5月	 1日〜昭和	42年	 4月	30日
関根　 勝利 	 昭和	42年	 5月	 1日〜昭和	45年	10月	31日

伊奈町

関根　 勝利 	 昭和	45年	11月	 1日〜昭和	47年	 3月	27日
小林　 千長 	 昭和	47年	 5月	15日〜昭和	51年	 5月	13日
加藤　　 操 	 昭和	51年	 5月	14日〜昭和	59年	 5月	13日
小林　 昭一 	 昭和	59年	 5月	14日〜平成	12年	 5月	13日
稲橋 正兵衛 	 平成	12年	 5月	14日〜平成	16年	 5月	13日
野川　 和好 	 平成	16年	 5月	14日〜平成	28年	 5月	13日
大島　　 清 	 平成	28年	 5月	14日〜

町村名 氏名 在任期間

旧三芳村

池上 仁三郎 	 明治	22年	 6月	13日〜明治	23年	 1月	10日
江原仲右衛門 	 明治	23年	11月	15日〜明治	27年	11月	14日
江原　 平作 	 明治	27年	12月	 1日〜明治	28年	11月	25日
江原仲右衛門 	 明治	28年	12月	 1日〜明治	30年	 4月	 5日
武田 圓次郎 	 明治	30年	 4月	28日〜明治	36年	11月	30日
松本　 長次 	 明治	36年	12月	13日〜明治	40年	12月	 8日
武田 藍太郎 	 明治	40年	12月	17日〜明治	41年	 9月	25日
細谷 源次郎 	 明治	41年	10月	18日〜明治	44年	 3月	10日
武田 藍太郎 	 明治	44年	 3月	30日〜大正	10年	 6月	 7日
森田 清三郎 	 大正	10年	12月	27日〜大正	14年	 3月	26日
池上 善兵衛 	 大正	14年	 4月	18日〜昭和	 8年	 5月	 6日
松本　 昌信 	 昭和	 8年	 5月	14日〜昭和	16年	 5月	16日
武田 定太郎 	 昭和	16年	 6月	23日〜昭和	22年	 2月	 5日
矢島　 太助 	 昭和	22年	 4月	 5日〜昭和	26年	 4月	 4日
武田 睦太郎 	 昭和	26年	 4月	 5日〜昭和	29年	12月	 9日
矢島　 太助 	 昭和	30年	 1月	14日〜昭和	34年	 1月	13日
江原　 貞一 	 昭和	34年	 1月	14日〜昭和	38年	 1月	13日
金谷　 英男 	 昭和	38年	 1月	14日〜昭和	42年	 1月	13日

三芳町

金谷　 英男 	 昭和	42年	 1月	14日〜昭和	46年	 1月	13日
林　　 栄則 	 昭和	46年	 1月	14日〜昭和	54年	 1月	13日
山田　 義夫 	 昭和	54年	 1月	14日〜平成	 3年	 1月	13日
林　　 孝次 	 平成	 3年	 1月	14日〜平成	19年	 1月	13日
鈴木　 英美 	 平成	19年	 1月	14日〜平成	23年	 1月	13日
林　 伊佐雄 	 平成	23年	 1月	14日〜

町村名 氏名 在任期間

毛呂山町

見目　　 静 	 昭和	30年	 5月	15日〜昭和	34年	 5月	14日
小峯　 甚作 	 昭和	34年	 5月	15日〜昭和	38年	 5月	14日
小久保 一郎 	 昭和	38年	 5月	15日〜昭和	42年	 5月	14日
下田　 養平 	 昭和	42年	 5月	15日〜平成	 3年	 5月	14日
小山　 捷児 	 平成	 3年	 5月	15日〜平成	 7年	 5月	14日
小峰　 俊三 	 平成	 7年	 5月	15日〜平成	11年	 5月	14日
小沢　 信義 	 平成	11年	 5月	15日〜平成	23年	 5月	14日
井上　 健次 	 平成	23年	 5月	15日〜

町村名 氏名 在任期間

越生町

堀江　 徳治 	 昭和	30年	 3月	25日〜昭和	34年	 3月	24日
関根　 要一 	 昭和	34年	 3月	25日〜昭和	38年	 3月	24日
町田　 幸純 	 昭和	38年	４月	30日〜昭和	54年	 4月	29日
酒本　 隆男 	 昭和	54年	４月	30日〜平成	 3年	 4月	29日
本清　 一雄 	 平成	 3年	 4月	30日〜平成	13年	 1月	25日
仲　　 元斌 	 平成	13年	 2月	25日〜平成	17年	 2月	24日
本清　 一雄 	 平成	17年	 2月	25日〜平成	21年	 2月	24日
田島　 公子 	 平成	21年	 2月	25日〜平成	25年	 2月	24日
新井　 雄啓 	 平成	25年	 2月	25日〜

町村名 氏名 在任期間

旧滑川村

大塚　 長雄 	 昭和	29年	12月	16日〜昭和	33年	12月	15日
贄田　 長作 	 昭和	33年	12月	16日〜昭和	41年	12月	15日
栗原　 進一 	 昭和	41年	12月	16日〜昭和	45年	 8月	21日
小久保 正男 	 昭和	45年	10月	 4日〜昭和	59年	11月	 2日

滑川町

小久保 正男 	 昭和	59年	11月	 3日〜昭和	61年	10月	 3日
大塚　 松男 	 昭和	61年	10月	 4日〜平成	 2年	10月	 3日
上野　　 昇 	 平成	 2年	10月	 4日〜平成	14年	10月	 3日
吉田　　 昇 	 平成	14年	10月	 4日〜

町村名 氏名 在任期間

嵐山町
関根　 茂章 	 昭和	39年	 9月	 9日〜昭和	59年	 9月	 8日
関根　 昭二 	 昭和	59年	 9月	 9日〜平成	16年	 9月	 8日
岩澤　　 勝 	 平成	16年	 9月	 9日〜

町村名 氏名 在任期間

小川町

梅澤 惣兵衛 	 昭和	30年	 2月	11日〜昭和	38年	 3月	30日
横川　 四郎 	 昭和	38年	 4月	30日〜昭和	42年	 4月	29日
田口　 勘造 	 昭和	42年	 4月	30日〜昭和	57年	 5月	25日
松本　 繁夫 	 昭和	57年	 6月	13日〜平成	10年	 6月	12日
増田　 幸次 	 平成	10年	 6月	13日〜平成	14年	 6月	12日
笠原　 喜平 	 平成	14年	 6月	13日〜平成	26年	 6月	12日
松本　 恒夫 	 平成	26年	 6月	13日〜

町村名 氏名 在任期間

川島町

染矢　 文治 	 昭和	29年	12月	10日〜昭和	45年	12月	 9日
石田　 正平 	 昭和	45年	12月	10日〜昭和	49年	12月	 9日
持木　 俊雄 	 昭和	49年	12月	10日〜昭和	61年	12月	 9日
山口　 泰正 	 昭和	61年	12月	10日〜平成	10年	12月	 9日
染矢　 昭文 	 平成	11年	 2月	 1日〜平成	15年	 1月	30日
高田　 康男 	 平成	15年	 1月	31日〜平成	27年	 1月	30日
飯島　 和夫 	 平成	27年	 1月	31日〜

町村名 氏名 在任期間

吉見町

小高　 圭作 	 昭和	29年	 8月	 8日〜昭和	33年	 8月	 7日
中村　 尊輝 	 昭和	33年	 8月	 8日〜昭和	41年	 8月	 7日
秋庭　　 利 	 昭和	41年	 8月	 8日〜昭和	49年	 8月	 7日
岡安　 佳男 	 昭和	49年	 8月	 8日〜昭和	52年	 4月	10日
木村　 嘉正 	 昭和	52年	 5月	 8日〜平成	 1年	 5月	 7日
新井　 敬三 	 平成	 1年	 5月	 8日〜平成	17年	 5月	 7日
新井　 保美 	 平成	17年	 5月	 8日〜平成	29年	 5月	 7日
宮㟢　 善雄 	 平成	29年	 5月	 8日〜

町村名 氏名 在任期間

旧鳩山村

小峰 公一郎 	 昭和	30年	 5月	 3日〜昭和	36年	11月	13日
柳澤　 為次 	 昭和	37年	 1月	11日〜昭和	40年	 8月	11日
小鷹　 源一 	 昭和	40年	 9月	17日〜昭和	44年	 9月	16日
保積　　 實 	 昭和	44年	 9月	17日〜昭和	52年	 9月	16日
宮﨑　 得一 	 昭和	52年	 9月	17日〜昭和	57年	 3月	31日

鳩山町

宮﨑　 得一 	 昭和	57年	 4月	 1日〜平成	 9年	 9月	16日
石井　 宏治 	 平成	 9年	 9月	17日〜平成	12年	 5月	25日
保積　　 力 	 平成	12年	 7月	17日〜平成	20年	 7月	15日
小峰　 孝雄 	 平成	20年	 7月	16日〜

町村名 氏名 在任期間

旧都幾川村

清水　 道治 	 昭和	30年	 3月	27日〜昭和	32年	 3月	12日
森田　 藤助 	 昭和	32年	 4月	 3日〜昭和	33年	 7月	29日
佐伯　 頼憲 	 昭和	33年	 9月	14日〜昭和	37年	 9月	13日
市川　 為一 	 昭和	37年	 9月	14日〜昭和	45年	 9月	13日
土屋　 俊明 	 昭和	45年	 9月	14日〜昭和	46年	10月	27日
山口　 英一 	 昭和	46年	11月	28日〜昭和	58年	11月	27日
島田　 光三 	 昭和	58年	11月	28日〜平成	 3年	11月	27日
田中　 郁也 	 平成	 3年	11月	28日〜平成	11年	11月	27日
大澤　　 堯 	 平成	11年	11月	28日〜平成	18年	 1月	31日

旧玉川村

関口　 英三 	 昭和	22年	 4月	 5日〜昭和	24年	 7月	14日
高柳　 弥市 	 昭和	24年	 8月	18日〜昭和	28年	 8月	17日
関口　 英三 	 昭和	28年	 8月	18日〜昭和	30年	 1月	29日
村田　 義雄 	 昭和	30年	 5月	 1日〜昭和	42年	 4月	30日
田中　 槓治 	 昭和	42年	 5月	 1日〜昭和	46年	 4月	30日
柏俣　 昌平 	 昭和	46年	 5月	 1日〜平成	11年	 4月	30日
関口　 定男 	 平成	11年	 5月	 1日〜平成	18年	 1月	31日

旧都幾川村と旧玉川村が平成18年2月1日合併

ときがわ町 関口　 定男 	 平成	18年	 2月	27日〜平成	30年	 2月	25日
渡邉　 一美 	 平成	30年	 2月	26日〜

歴 代 町 村 長 一 覧 	 	 	 	 　 　 　 　 　 　 　 　 ※平成30年11月現在

歴代町村長一覧

埼玉県町村会創立100周年
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町村名 氏名 在任期間

旧横瀬村

浅見　 萬作 · 昭和·30年· 2月·15日～昭和·31年· 8月·30日
逸見　 藤七 · 昭和·31年· 9月·20日～昭和·35年· 9月·19日
浅見　 萬作 · 昭和·35年· 9月·20日～昭和·38年·12月·28日
逸見　 藤七 · 昭和·39年· 1月·20日～昭和·45年·12月· 7日
富田　　 孝 · 昭和·46年· 1月·24日～昭和·59年· 9月·30日

横瀬町
富田　　 孝 · 昭和·59年·10月· 1日～平成·11年· 1月·23日
加藤　 嘉郎 · 平成·11年· 1月·24日～平成·27年· 1月·23日
富田　 能成 · 平成·27年· 1月·24日～

町村名 氏名 在任期間

皆野町

設樂　 徳之 · 昭和·30年· 4月· 3日～昭和·53年· 3月·31日
山田　 秋久 · 昭和·53年· 4月·23日～平成· 6年· 4月·22日
設樂　 一夫 · 平成· 6年· 4月·23日～平成·18年· 4月·22日
石木戸 道也 · 平成·18年· 4月·23日～

町村名 氏名 在任期間

長瀞町

堀口　　 哲 · 昭和· 4年· 3月·18日～昭和·21年·11月·11日
村田　 義六 · 昭和·22年· 4月· 5日～昭和·30年· 4月·30日
塩谷 松次郎 · 昭和·30年· 5月· 1日～昭和·38年· 4月·30日
雨宮 竹次郎 · 昭和·38年· 5月· 1日～昭和·44年·10月· 4日
黒澤　 孟文 · 昭和·44年·11月·16日～昭和·48年·11月·15日
杤原　 孝義 · 昭和·48年·11月·16日～昭和·52年·11月·15日
黒沢　 孟文 · 昭和·52年·11月·16日～昭和·60年·11月·15日
瀧上　 壽一 · 昭和·60年·11月·16日～平成· 1年·11月·15日
松本　 貞夫 · 平成· 1年·11月·16日～平成·13年· 6月·16日
大澤　 芳夫 · 平成·13年· 7月·29日～平成·25年· 7月·28日
大澤 タキ江 · 平成·25年· 7月·29日～

町村名 氏名 在任期間

旧小鹿野町

加藤　 彰久 · 昭和·31年· 3月·31日～昭和·39年· 4月·27日
高野　 正夫 · 昭和·39年· 4月·28日～昭和·51年· 4月·27日
守屋　 勝平 · 昭和·51年· 4月·28日～昭和·59年· 4月·27日
黒沢　 良平 · 昭和·59年· 4月·28日～平成· 6年· 2月·14日
関口　 和夫 · 平成· 6年· 4月· 3日～平成·10年· 4月· 2日
福島　 弘文 · 平成·10年· 4月· 3日～平成·17年· 9月·30日

旧両神村

岩崎 幸十郎 · 昭和·22年· 4月· 5日～昭和·26年· 4月·29日
加藤　 博康 · 昭和·26年· 4月·30日～昭和·38年· 4月· 1日
岩崎 幸十郎 · 昭和·38年· 4月·30日～昭和·42年· 4月·29日
根岸　 清平 · 昭和·42年· 4月·30日～昭和·50年· 4月·29日
近藤　 惠一 · 昭和·50年· 4月·30日～昭和·54年· 4月·29日
山中 倉次郎 · 昭和·54年· 4月·30日～平成·11年· 4月·29日
千島　 一朗 · 平成·11年· 4月·30日～平成·17年· 9月·30日

旧小鹿野町と旧両神村が昭和31年3月31日合併

小鹿野町
関口　 和夫 · 平成·17年·10月·30日～平成·21年·10月·29日
福島　 弘文 · 平成·21年·10月·30日～平成·29年·10月·29日
森　 真太郎 · 平成·29年·10月·30日～

町村名 氏名 在任期間

東秩父村

足立　 彌平 · 昭和·31年· 9月· 7日～昭和·35年· 9月· 6日
大久根 督三 · 昭和·35年· 9月· 7日～昭和·43年· 9月· 6日
若林　 善作 · 昭和·43年· 9月· 7日～昭和·47年· 9月· 6日
白石　 英雄 · 昭和·47年· 9月· 7日～平成· 4年· 9月· 6日
山崎　 要治 · 平成· 4年· 9月· 7日～平成·12年· 9月· 6日
礒田　 博安 · 平成·12年· 9月· 7日～平成·20年· 9月· 6日
若林　　 全 · 平成·20年· 9月· 7日～平成·24年· 9月· 6日
足立　 理助 · 平成·24年· 9月· 7日～

町村名 氏名 在任期間

美里町

小林 庄三郎 · 昭和·29年·11月· 1日～昭和·37年·10月·31日
下山　 恭司 · 昭和·37年·11月· 1日～昭和·45年·10月·31日
小林　 三郎 · 昭和·45年·11月· 1日～昭和·49年·10月·31日
新井 冨士重 · 昭和·49年·11月· 1日～昭和·61年·10月·31日
春山　 一三 · 昭和·61年·11月· 1日～平成· 4年· 4月·10日
野口　 重信 · 平成· 4年· 5月·17日～平成·20年· 5月·16日
原田　 信次 · 平成·20年· 5月·17日～

町村名 氏名 在任期間

旧神川町

川野　 平治 · 昭和·29年· 5月·16日～昭和·51年·11月·25日
木村　 英治 · 昭和·51年·11月·26日～昭和·59年·11月·25日
竹内　 忠良 · 昭和·59年·11月·26日～平成· 4年·12月·25日
金井　 久直 · 平成· 4年·12月·26日～平成· 8年·12月·25日
田村　　 啓 · 平成· 8年·12月·26日～平成·17年· 3月·31日

旧神泉村 貫井　 清憲 · 昭和·29年· 9月· 1日～昭和·57年·10月· 4日
貫井　 清英 · 昭和·57年·10月· 5日～平成·17年· 3月·31日

旧神川町と旧神泉村が平成18年1月1日合併

神川町
田村　　 啓 · 平成·18年· 2月· 5日～平成·22年· 2月· 4日
清水　 雅之 · 平成·22年· 2月· 5日～平成·30年· 2月· 4日
山﨑　 正弘 · 平成·30年· 2月· 5日～

町村名 氏名 在任期間

旧上里村
谷川　　 茂 · 昭和·29年· 5月·11日～昭和·41年· 5月·10日
伊藤 浜五郎 · 昭和·41年· 5月·11日～昭和·45年· 5月·10日
森村　 長治 · 昭和·45年· 5月·11日～昭和·46年·11月· 2日

上里町

森村　 長治 · 昭和·46年·11月· 3日～昭和·49年· 5月·10日
荒井 冨次雄 · 昭和·49年· 5月·11日～昭和·61年· 5月·10日
相川　 武雄 · 昭和·61年· 5月·11日～平成·14年· 5月·10日
関根　 孝道 · 平成·14年· 5月·11日～平成·30年· 5月·10日
山下　 博一 · 平成·30年· 5月·11日～

町村名 氏名 在任期間

寄居町

岩田　　 周 · 昭和·26年· 4月·23日～昭和·33年· 9月· 8日
柏原 弁一郎 · 昭和·33年·10月·12日～昭和·41年· 7月· 9日
吉澤　 喜一 · 昭和·41年· 8月·28日～昭和·53年· 8月·27日
丸橋　 安夫 · 昭和·53年· 8月·28日～平成· 6年· 8月·27日
津久井 幹雄 · 平成· 6年· 8月·28日～平成·22年· 8月·27日
島田　　 誠 · 平成·22年· 8月·28日～平成·26年· 8月·27日
花輪 利一郎 · 平成·26年· 8月·28日～

町村名 氏名 在任期間

宮代町

斎藤　 甲馬 · 昭和·30年· 9月· 3日～昭和·57年· 2月·27日
日下部 義道 · 昭和·57年· 4月·18日～平成· 5年· 8月·31日
榊原　 一雄 · 平成· 5年·10月·17日～平成·21年·10月·16日
庄司　 博光 · 平成·21年·10月·17日～平成·25年·10月·16日
榎本　 和男 · 平成·25年·10月·17日～平成·29年·10月·16日
新井　 康之 · 平成·29年·10月·17日～

町村名 氏名 在任期間

杉戸町

白石　 梅吉 · 昭和·30年· 4月· 1日～昭和·34年· 3月·31日
永塚　 勇助 · 昭和·34年· 4月· 1日～昭和·38年· 3月·31日
今井 金太郎 · 昭和·38年· 4月·30日～昭和·58年· 4月·29日
平井　 滋通 · 昭和·58年· 4月·30日～昭和6·2年· 4月·29日
矢島　 正男 · 昭和·62年· 4月·30日～平成· 3年· 4月·29日
小川　 伊七 · 平成· 3年· 4月·30日～平成·19年· 4月·29日
野口　 勝久 · 平成·19年· 4月·30日～平成·21年· 6月·24日
古谷　 松雄 · 平成·21年· 7月·27日～

町村名 氏名 在任期間

松伏町

山崎　 悦三 · 昭和·30年· 4月·20日～昭和·32年· 5月·14日
若盛　 教淳 · 昭和·32年· 6月· 2日～昭和·52年· 6月· 1日
石川　　 仁 · 昭和·52年· 6月· 2日～平成· 5年· 6月· 1日
千代　 忠央 · 平成· 5年· 6月· 2日～平成·17年· 6月· 1日
会田　 重雄 · 平成·17年· 6月· 2日～平成·29年· 6月· 1日
鈴木　　 勝 · 平成·29年· 6月· 2日～

歴代町村長一覧

埼玉県町村会創立100周年



61 62

　大正9年5月21日、22日の両日、中央報徳会の斡旋によって、最初の全国町村
長会議が東京で開催され、この会議で「全国各町村ノ連絡ヲ図ル目的ヲ以テ府県ヲ
区域トスル町村会ヲ組織シ自治精神ノ普及徹底方法ヲ攻究スルコト」とする提案が
満場一致で可決されました。この会議での提案を受けて以後、全国の府県で町村
長会が相次いで結成されていきました。大正10年2月12日、全国町村長代表600
余名が東京に参集して創立総会を開催し、ここに全国町村長12,000の唯一の連
絡機関として、全国町村会長会が発足しました。
　その後、昭和22年8月、名称は全国町村会と改められ、昭和38年の「地方自治
法」の改正によって、町村長の全国的連合組織として自治大臣への届出団体とな
り、また平成5年の地方自治法の改正により内閣または国会に対して意見具申がで
きる団体となりました。
　埼玉県では、町村行政の円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与するため、大
正７年４月２８日に埼玉県町村会が発足、その後、全国町村会長会に加盟を届け出ま
した。
　これを機に、現在の母体となる体制が確立し、また町村との連絡協調を緊密に図
るため、各郡単位に町村会が随意発足しました。

埼玉県町村会　関係団体

全国町村職員生活協同組合埼玉県支部·
埼玉県山村・林業振興協議会
埼玉県町村監査委員協議会
埼玉県町村情報システム共同化推進協議会
埼玉県市町村軽自動車税事務協議会

埼玉県町村会とは 　　　　　　　　　　　　　　 歴代会長　　　　　　　　　　　 ※平成以降

昭和56年5月27日就任
妻沼町長　増田　一郎

平成3年2月16日就任
毛呂山町長　下田　養平

平成3年5月15日就任
白岡町長　荒井　宏

平成8年9月28日就任
横瀬町長　富田　孝

平成11年1月24日就任
玉川村長　柏俣　昌平

平成11年5月1日就任
花園町長　富田　惠三

平成12年12月1日就任
嵐山町長　関根　昭二

平成16年7月9日就任
杉戸町長　小川　伊七

歴代会長

埼玉県町村会創立100周年
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役職名

就任年月日

会　長 副会長 副会長

職名 氏名 職名 氏名 職名 氏名

S·30.· 6.·14 蕨町長 高橋·庄次郎 東和村長 岡庭　·正次 神川村長 川野　·平治

S·32.· 6.·12 〃 〃 菖蒲町長 遠藤·長一郎 〃 〃

S·33.·12.·18 〃 〃 幸手町長（臨時） 三ッ林·幸三 〃 〃

S·34.· 5.·16 幸手町長 三ッ林·幸三 小川町長 梅沢·惣兵衛 〃 〃

S·36.· 5.·16 〃 〃 日高町長 岡村·良太郎 〃 〃

S·38.· 6.·12 〃 〃 〃 〃 〃 〃

S·40.· 6.·12 〃 〃 〃 〃 〃 〃

S·42.· 6.·12 〃 〃 川島村長 染矢　·文治 〃 〃

S·43.· 5.·27 神川村長 川野　·平治 〃 〃 〃 〃

S·43.· 6.· 4 〃 〃 〃 〃 騎西町長 加藤　·藤吉

S·44.· 6.·12 〃 〃 〃 〃 〃 〃

S·46.· 5.·27 〃 〃 小川町長 田口　·勘造 〃 〃

S·48.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 妻沼町長 増田　·一郎

S·50.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 〃 〃

S·51.·11.·30 小川町長（代理） 田口　·勘造 〃 〃 〃 〃

S·52.· 1.·24 小川町長（臨時） 〃 〃 〃 〃 〃

S·52.· 5.·27 〃 〃 菖蒲町長 細田　　·嘉 〃 〃

S·54.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 〃 〃

S·55.· 5.·30 〃 〃 栗橋町長 石井　　·保 〃 〃

S·56.· 5.·27 妻沼町長 増田　·一郎 南河原村長 吉野·都美男 嵐山町長 関根　·茂章

S·58.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 〃 〃

S·59.· 9.·25 〃 〃 騎西町長 古沢·貞次郎 毛呂山町長 下田　·養平

S·60.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 〃 〃

S·62.· 5.·27 〃 〃 毛呂山町長 下田　·養平 白岡町長 荒井　　·宏

H· 1.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 〃 〃

H· ３.· 2.·16 毛呂山町長 下田　·養平 （欠員） 〃 〃

H· ３.· 5.·15 白岡町長 荒井　　·宏 （欠員） （欠員）

H· ３.· 5.·27 〃 〃 玉川村長 柏俣　·昌平 横瀬町長 富田　　·孝

H· ５.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 〃 〃

H· ７.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 〃 〃

H· ８.· 9.·28 横瀬町長 富田　　·孝 〃 〃 南河原村長 橋本　·治雄

歴代会長・副会長一覧

平成19年5月16日就任
騎西町長　石川　三郎

平成19年9月26日就任
美里町長　野口　重信

平成20年5月19日就任
毛呂山町長　小沢　信義

平成23年5月15日就任
ときがわ町長　関口　定男

平成24年5月31日就任
伊奈町長　野川　和好

平成25年5月27日就任
滑川町長　吉田　昇

平成29年6月1日就任
嵐山町長　岩澤　勝

歴代会長・副会長一覧

埼玉県町村会創立100周年
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◦本誌に記載している記事・写真・イラストの無断転載を禁じます。
◦本誌に掲載した内容は、平成30年6月～12月のものです。
◦お問い合わせの際には、電話番号をよくご確認の上、おかけ間違
えないよう、ご注意ください。
◦本誌で掲載された内容により生じたトラブルや損害などに関して
は、本会では補償しかねますので、あらかじめご了承ください。

発 行 日／平成30年12月
編集・発行／埼玉県町村会（TEL·048-822-9185）
制　　作／㈱コア

H· ９.· 5.·27 横瀬町長 富田　·　孝 玉川村長 柏俣　·昌平 北川辺町長 片野　·嘉作

H·11.· 1.·24 玉川村長 柏俣　·昌平 花園町長 富田　·惠三 〃 〃

H·11.· 5.· 1 花園町長 富田　·惠三 （欠員） 〃 〃

H·11.· 5.·27 〃 〃 嵐山町長 関根　·昭二 〃 〃

〃 〃 〃 〃 （欠員） （H11.12.4退任）

H·12.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 川里村長 松谷　·利男

H·12.·12.· 1 嵐山町長 関根　·昭二 長瀞町長 松本　·貞夫 〃 〃

〃 〃 〃 〃 （欠員） （H13.5.24退任）

H·13.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 杉戸町長 小川　·伊七

H·13.· 7.·27 〃 〃 児玉町長 小柏　·儀一 〃 〃

H·15.· 5.·27 〃 〃 大里町長 吉原　·文雄 〃 〃

H·16.· 7.· 9 杉戸町長 小川　·伊七 〃 〃 三芳町長 林　　·孝次

H·17.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 毛呂山町長 小沢　·信義

H·17.· 9.·22 〃 〃 皆野町長 設楽　·一夫 〃 〃

H·18.· 5.·27 〃 〃 美里町長 野口　·重信 〃 〃

H·19.· 5.·16 騎西町長 石川　·三郎 〃 〃 〃 〃

H·19.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 〃 〃

H·19.· 9.·26 美里町長 野口　·重信 宮代町長 榊原　·一雄 〃 〃

H·20.· 5.·19 毛呂山町長 小沢　·信義 〃 〃 寄居町長 津久井·幹雄

H·21.· 5.·27 〃 〃 〃 〃 〃 〃

H·21.·11.· 2 〃 〃 栗橋町長 斉藤　·和夫 〃 〃

〃 〃 （欠員） （H22.3.23合併による失職） 〃 〃

H·22.· 5.·31 〃 〃 ときがわ町長 関口　·定男 〃 〃

〃 〃 〃 〃 （欠員） （H22.8.27退任）

H·22.· 9.·28 〃 〃 〃 〃 皆野町長 石木戸·道也

H·23.· 5.·15 ときがわ町長 関口　·定男 （欠員） 〃 〃

H·23.· 5.·27 〃 〃 伊奈町長 野川　·和好 〃 〃

H·24.· 5.·31 伊奈町長 野川　·和好 滑川町長 吉田　·　昇 〃 〃

H·25.· 5.·27 滑川町長 吉田　·　昇 美里町長 原田　·信次 松伏町長 会田　·重雄

H·27.· 5.·27 〃 〃 寄居町長 花輪·利一郎 〃 〃

H·29.· 6.· 1 嵐山町長 岩澤　·　勝 小鹿野町長 福島　·弘文 杉戸町長 古谷　·松雄

H·29.·11.· 5 〃 〃 皆野町長 石木戸·道也 〃 〃

役職名

就任年月日

会　長 副会長 副会長

職名 氏名 職名 氏名 職名 氏名

埼玉県町村会創立100周年



　　　 埼玉県町村会
〒330-0062　埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1
　　　　　　  埼玉県県民健康センター内 2F
TEL 048-822-9185　 FAX 048-822-6440
ホームページ  http://www.stva.jp
メール  info@stva.jp

埼玉県23町村の歩み




