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048・775・5917（上尾市観
光協会）  見学自由
※所在地や交通アクセスは要問
い合わせ
MAP P23 C-5

048・871・7660
10:00～19:00

休月曜（祝日の場合は翌日休）
所上尾市宮本町3-2-207 Pなし
交 JR上尾駅すぐ
MAP P23 C-5

048・783・0888
9:00～18:00 休第2・4木曜

（祝日の場合は翌日休）、年末年始 
¥無料 所上尾市今泉272 Pあ
り 交 JR上尾駅からバスで11分
MAP P23 B-5

048・779・7030
9:00～18:00 休第3火曜（祝

日の場合は翌日休）、年末年始
¥ 無料 所上尾市本町6-11-25 
Pあり 交 JR上尾駅からバスで10
分 MAP P23 C-4

048・775・5917（上尾市観
光協会） 走行自由
MAP P23 B-5

048・775・5917（上尾市観
光協会） 7月下旬～8月上旬
開催 所平方荒川河川敷
交 JR上尾駅から有料シャトルバス
で15分
MAP P23 B-5

048・775・3456 10:00 ～
18:00 （時期により変動あり） 休無休
（大会開催などで臨時休あり） ¥ 貸し
靴セット大人1600円、小人1100円 所
上尾市日の出4-386 P あり 交 JR上
尾駅からバスで10分 MAP P23 C-5

048・778・1211
休店舗により異なる

所上尾市緑丘3-3-11 Pあり
交 JR北上尾駅から徒歩3分
MAP P23 C-4

048・726・1306
9:30～17:00 休年始、1～3

月の水曜 ¥入場無料
所上尾市畔吉736-1 Pあり
交 JR上尾駅からバスで30分
MAP P23 B-5

048・775・5917（上尾市観
光協会） 7月下旬開催
所上尾市平方地区
Pあり（臨時）
交 JR上尾駅からバスで30分
MAP P23 B-5

048・783・1126 10:00～
21:00 休水曜（祝日の場合は翌日
休）、年末年始 ¥ 大人600円、小人
300円、未就学児無料 所上尾市大
字西貝塚17-1 Pあり 交 JR上尾駅
からバスで28分 MAP P23 B-5

048・723・3901
11:00～17:00

休月曜（祝日の場合は翌日休）
所上尾市原市737 Pあり
交ニューシャトル原市駅・沼南駅
から徒歩5分 MAP P23 D-5

菜の花との競演が見事な
芝川沿い、桜並木が長く
続く見沼代用水、上尾丸
山公園など、桜の名所が
点在する。

市内の情報や観光マップ
などを配布。上尾のキャ
ラクター「アッピー」グッ
ズのほか、市内のみやげ
品なども販売。

開館10周年を迎え、来
場者総数が200万人を達
成した人気の児童館。乳
幼児から中高生までが楽
しめる。

児童が健全な遊びを通じ
て、情操豊かに育つこと
などを目的とした施設。
遊具ホールや音楽室、図
書室などを備える。

荒川左岸の堤防上などを
走る、首都圏近郊の人気
サイクリングロード。桶川・
北本のサイクリングロード
と接続。

荒川河川敷を会場に、ス
ターマインや尺玉など約1
万発が打ち上げられる花
火大会。メッセージ花火
も受け付け。

県内初の通年型国際規
格アイスリンク。ヘルメッ
トや2枚刃の靴、補助用
そりなどのレンタルもあ
る。

北上尾駅近くにあり、47
の専門店が集まる大型シ
ョッピングモール。スーパ
ーなど生活に便利な店も
そろう。

約70頭の乳牛を飼育。
牛舎の見学のほか、バタ
ー作りなどの牧場体験も
楽しめる。手作りジェラー
トも人気。

民家の前などで担ぎ手も
神輿も泥まみれになる、
県内屈指の奇祭。県指定
の無形民俗文化財に指定
されている。

プールやウォータースライ
ダーのほか、お風呂やサ
ウナなどを備えた、全天
候型＆年間利用できるレ
ジャー施設。

江戸時代の蔵造りの建物
を使ったカフェ＆ギャラリ
ー。手作りのケーキや軽
食メニューがそろう。子ど
も同伴OK。

上尾桜めぐり 情報・賑わい発信
ステーション あぴっと！

児童館こどもの城 児童館アッピーランドあげおサイクリング
ロード

あげお花火大会埼玉アイスアリーナ P･A･P･A上尾ショッピング
アヴェニュー

榎本牧場 平方のどろいんきょ上尾市健康プラザ
わくわくランド

山本屋又右衛門

暮らしのそばに自然と歴史が息づく 上
あ げ お し

尾市
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都心から最も近い埼玉県内の牧場がある。

開館10年で来場者総数が200万人を

超えた人気児童館がある。

ナシやブドウ、栗など、

県内屈指の果樹の産地でもある。

江戸時代に中山道の宿場町が置かれた。

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!

市内にある一部の保育園や幼稚園などに、子育
て支援拠点施設（子育て支援センター）を設置。
乳幼児と保護者が気軽に交流できます。

病気または回復期にある子どもで、集団保育が困
難な場合、適切な処遇が確保される施設で一時
的に預かってもらえるサービスを実施。

母子保健コーディネーター（助産師）による妊娠期～出産まで
の相談や、妊活カウンセラーによる妊活・不妊等の相談を無料
（要予約）で実施。

市内に移住した乳幼児を持つ転入者向けに、子
育て支援の取り組みなどを紹介するイベントを開
催。地域に溶け込める環境づくりを進めています。

働く保護者から、就学前児童の保育を希望するな
どの相談を受け、情報を提供する専門の相談員を
市役所保育課窓口に配置。

左端：四季を通じて、豊かな木 と々草花に彩られた上尾丸山公園（ MAP P23 B-5）。その周辺に広がる荒川リバーサ
イドは、週末などに気軽にお出かけして癒されるスポットが点在しています　中央左：上尾丸山公園の自然学習館・上
尾天文台（MAP P23 B-5）では、自然に囲まれて空気の澄んだ星空の下、天体観測を楽しむこともできます　中央右：
毎年11月に開かれる上尾シティマラソン（MAP P23 C-5）など、スポーツも盛んな街です　右端：上尾が最もにぎわい
を見せるのは、毎年7月中旬に開催される上尾夏まつり（MAP P23 C-5）。伝統行事が息づく文化的な街でもあります

地域子育て支援拠点事業 病児・病後児保育 利用者支援事業（母子保健型）・こうのとり相談

Welcome 上尾 保育コンシェルジュ
市内の全小中学校に電子黒板を設置し、教科書や教材もデジ
タル化するなど、全国でも先進的な ICT環境での教育を実施。

先進的な ICT を用いた学校教育

上尾市の
キャラクター
アッピー

これは
必見！

もっと深く知るならここをチェック！
https://www.city.ageo.lg.jp/life/1/1/2/

検 索

東京都心方面や浦和駅・大宮駅へのアクセスが良く、人口22万
人を超えるベッドタウンを形成する上尾市。JR上尾駅周辺は、お
しゃれなカフェやレストランなども数多く、埼玉県央エリア屈指の
にぎわいを見せています。一方、荒川沿いなどに緑豊かな自然ス
ポットも数多く点在。都会のにぎわいと田舎の静けさが融合した
魅力を持っています。

上尾市／子育て

そのほかにも様々な
子育て支援を行って

います




