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Konosu

048・541・1321（鴻巣市都
市計画課） 入園自由（施設に
より異なる） 休施設により異なる
所鴻巣市上谷707 Pあり
交 JR鴻巣駅からバスで15分
MAP P22 C-3

048・549・2313
9:00～16:30（最終入館は～

16:00） 休月曜（祝日の場合は翌
日休）、年末年始 ¥ 無料 所鴻巣
市袋30 Pあり 交 JR北鴻巣駅か
ら徒歩20分 MAP P22 A-1

048・540・7101
10:00～21:00（店舗により

異なる） 休無休
所鴻巣市本町1-1-2 Pあり
交 JR鴻巣駅からすぐ
MAP P22 B-2

048・541・1321（鴻巣市都
市計画課） 入園自由
所鴻巣市中央28 Pあり
交 JR鴻巣駅からバスで5分
MAP P22 B-2

048・542・7293
境内自由

所鴻巣市本宮町1-9 Pあり
交 JR鴻巣駅から徒歩10分
MAP P22 B-2

048･540･3333（鴻巣市観光
協会） 9:00～17:00
休水曜（祝日の場合は翌日休）、
年末年始 ¥無料 所鴻巣市人形
1-4-20 P あり 交 JR鴻巣駅から
徒歩15分 MAP P22 B-3

048・541・0442 9:00～
17:00（5～8月は～18:00）
休月曜（祝日の場合は翌日も休）、
祝日、年末年始 ¥無料 所鴻巣市
本町3‐12‐24 P あり 交 JR鴻
巣駅から徒歩10分 MAP P22 B-2

070・4099・0280
11:30～17:00（ランチは～

14:00） 休土・日曜、祝日
所鴻巣市東1-4-18 2F Pあり
交 JR鴻巣駅から徒歩10分
MAP P22 B-2

048・540・3333（鴻巣市観
光協会） 見学自由
所鴻巣市袋326-1 Pあり
交 JR北鴻巣駅からバスで5分
MAP P22 B-1

090・1121・9399
9:00～18:00 休 6～8月開園、

期間中無休 ¥入園料300円など 
所鴻巣市赤城733 Pあり
交 JR鴻巣駅からバスで18分
MAP P22 C-1

048・544・9200 8:00～
23:00（上映内容により異なる） 
休無休 ¥ 上映内容により異なる 
所鴻巣市本町1-2-1 エルミこうの
すアネックス3F Pあり 交 JR鴻巣
駅から徒歩3分 MAP P22 B-2

048・569・0170
9:00～19:00

休木曜
所鴻巣市屈巣3853-2 Pあり
交 JR鴻巣駅からバスで15分
MAP P22 B-2

豊富な遊具や親水施設、
野球場、テニスコート、
スケートパークなどを備え
た、市内親子の人気№1
の総合運動公園。

地震や暴風などへの対処
方法を楽しく体験・学べ
る施設。毎秒30mの暴
風体験などができる。入
館無料。

鴻巣駅のデッキ直結の大
規模モール。大型スーパ
ーや専門店などがそろう。
図書館などが入るアネック
スが隣接。

大型複合遊具や噴水、せ
せらぎなどの親水施設を
備えた公園。文化センタ
ーや陸上競技場が近接す
る。

地名の由来の一つとされ
る「こうのとり伝説」を今
に伝える古社。子授け・
安産のパワースポットとし
ても人気。

ひな人形や赤物など、鴻
巣の歴史を今に伝える施
設。観光協会も併設して
いて、街のことを知るなら、
まずはこちらへ。

市内に9か所ある児童セ
ンター。鴻巣児童センタ
ーでは、ボランティアによ
るプラネタリウム鑑賞がで
きるのが珍しい。

栄養士のママがオープン
したカフェ。地産地消と
育児中ママへの食育をテ
ーマに、バランスのいい
食事を提案する。

戦国武将・石田三成によ
って築かれた堤の跡。小
説『のぼうの城』の舞台
であり、園内には案内板
や音声解説がある。

完全無農薬で栽培された
ブルーベリーの摘み取り
体験ができるスポット。
食べ放題や持ち帰りコー
スがある。

鴻巣駅ビルにある、全国
初の市民ホール融合型の
シネコン（映画館）。市民
にはお得な市民カードを
発行。

スイーツ消費量が全国屈
指の埼玉県。市内にも洋
菓子店が多いなか、市キ
ャラクター・ひなちゃんの
ダックワーズが人気。

上谷総合公園 埼玉県防災学習センター エルミこうのす
ショッピングモール

せせらぎ公園 鴻神社産業観光館
「ひなの里」

鴻巣児童センター にこにこmama’s
Kitchen by kaya

石田堤史跡公園 Blueberry Farm
かわさと

こうのすシネマ パティスリー カノン

花々と宿場町の歴史が香る日本一の宝庫 鴻
こ う の す し

巣市
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ポピーの栽培面積が日本一！

日本一の川幅、日本一長い水管橋がある。

日本一高いピラミッド型ひな壇がある。

1分あたりの尺玉以上の花火打上数日本一！

関東3大雛市の一つに数えられた「ひな人形のまち」。

サルビアなど3種の花の出荷量が日本一！

街のトリビア
　　あれこれ

おもな子育て支援の
取り組みTrivia

Check!

遊びと学びのガイド

Child-Care Check!

三世代同居、または近居した世帯に対して、住宅
を取得する際の費用の一部を助成する制度。新
婚家庭への住宅補助も実施。

車での着用が義務付けられた6歳未満の乳幼児
を持つ家庭で、チャイルドシートを購入した場合
に補助金を交付。

埼玉県不妊治療費助成を受けている在住者を対象に、県助成
金を除いた額に対して上乗せ補助を実施。男性不妊治療も対
象となります。

中学校修了前までの子ども、および第3子以降
の高校生等で要件に該当する者を対象とした、
医療費助成制度。

市内にあるすべての小中学校の全教室にエアコン
を完備し、耐震化対策も完了。安全・安心な環
境で学ぶことができます。

左端：毎年5月中～下旬に咲き誇る、日本一の栽培面積のポピー畑（ポピー・ハッピー・スクエア、MAP P22 B-3）。こ
のほか、四季折々に花のイベントが多数開催されるなど、花がシンボルの鴻巣。東日本最大級の花卉市場である鴻巣フ
ラワーセンターもあります　中央左：川幅が日本一という荒川が市内にあることにちなみ、驚くほど幅広麺のうどんなど、
川幅グルメが名物です　中央右：江戸時代から続くひな人形の生産が盛んな鴻巣。日本一高いピラミッド型ひな壇が
お目見えする鴻巣びっくりひな祭り（MAP P22 B-2）が毎年、2～3月に開催されます　右端：毎年10月開催のこうの
す花火大会（MAP P22 B-2）では、世界随一の重さを誇る4尺玉が、秋の夜空を彩ります

鴻巣市定住促進事業 チャイルドシート購入費補助事業 こうのとり交付金（不妊治療助成）

こどもの医療費助成事業 全校エアコン完備、耐震化済み
手軽に子育てサービスの検索ができ、月齢に応じたお知らせ、
マップによる施設情報確認などが行える無料アプリを配信。

鴻巣市子育て支援アプリの配信

そのほかにも様々な
子育て支援を行って

います

鴻巣市の
キャラクター
ひなちゃん

これは
必見！

もっと深く知るならここをチェック！
http://www.city.kounosu.saitama.jp/kosodate/shien/

検 索

古くから伝わる「こうのとり伝説」から名づけられたと言われる、
人口およそ12万の鴻巣市。江戸時代には中山道の宿場町として栄
え、380年余の伝統を誇る「ひな人形のまち」として、近年では「花
のまち」として知られています。県内でもいち早く中学校卒業まで
の「こども医療費」に無料化助成を実現するなど、子育て環境や
教育環境の整備に、特に力を入れています。

鴻巣市／子育て
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