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048・593・2891 9:00～
17:00 休月曜、祝日の翌日（土・
日曜、祝日の場合は開館）、夏休み
期間は無休 ¥無料 所北本市荒
井5-200 P あり 交 JR北本駅か
らバスで15分 MAP P22 B-3

048・541・2511 受付9:00
～17:00、工場見学・資料館
10:00～12:00（予約制）休土・
日曜、祝日 ¥無料 所北本市深井
4-23 Pあり 交 JR北本駅からタク
シーで10分 MAP P22 B-3

048・598・7642
9:00～19:00 休年末年始、

臨時休館あり ¥無料
所北本市本町 1-111 Pあり
交 JR北本駅から徒歩10分
MAP P22 B-3

048・590・1122
10:30 ～ 15:00、17:00 ～

22:00 休年末年始
所北本市本宿4-33-3 Pあり
交 JR北本駅から徒歩20分
MAP P22 B-3

048・591・4703 9:00～
17:30（10～3月は～16:30）
休第4月曜、年末年始 ¥無料
所北本市石戸宿3-225 P あり 
交 JR北本駅からバスで15分
MAP P23 B-4

048・591・3947
10:00～13:30

休水・木曜 ¥ 時期により変動あ
り 所北本市中央2-103 P あり 
交 JR北本駅からすぐ
MAP P22 B-3

048・591・7321 9:00～
17:00 休不定休 ¥ 大人300円、
小人150円（北本、桶川、鴻巣在
住者料金あり） 所北本市本町
1-2-1 Pあり 交 JR北本駅から徒
歩10分 MAP P22 B-3

048・593・1265
9:30～ 18:00（ 祝 日は ～

17:00） 休火曜（祝日の場合は営
業） 所北本市中央1-8-1 Pあり
交 JR北本駅から徒歩7分
MAP P22 B-3

048・598・7643
9:00～19:00 休年末年始、

臨時休館あり ¥無料
所北本市本町1-111 Pあり
交 JR北本駅から徒歩10分
MAP P22 B-3

048・590・4126
9:00～深夜1:00

休無休 ¥ 平日大人770円、小人
410円など 所 北本市二ツ家
3-162-1 Pあり 交 JR北本駅から
バスで10分 MAP P23 C-4

048・593・8811 受付9:00
～16:00 （完全予約制） 休金曜、お盆、
年末年始 ¥ 無料、ジャイアントデコポ
ッキー作り体験1人500円 所北本
市中丸9-55 P あり 交 JR北本駅か
らバスで10分 MAP P22 C-3

048・590・5607
11:00～22:00

休月曜（祝日は営業）
所北本市高尾9-232-3 Pあり
交 JR北本駅からバスで10分
MAP P22 B-3

残された「里地里山」に
親しめるように整えられた
公園。自然・環境教育の
拠点となる埼玉県自然学
習センターもある。

1世紀にわたりはちみつを
作り続けるこちらでは、予
約制で工場見学が可能。
日本の養蜂の歴史を紹介
する資料も展示。

北本市立児童館の1階に
ある、子どもと保護者の
ための施設。2万7000
冊の蔵書をそろえる。多
彩なイベントも開催。

トマトを混ぜて炊いたご
飯にトマトたっぷりのル
ー、ミニトマトの肉巻きフ
ライという、北本トマトカ
レーの王道を提供。

ふわふわドームやローラ
ー滑り台などの遊具があ
るほか、ウサギなども飼
育。遊戯室などを備える
児童館も併設。

トマトやイチゴ、ナシなど
を栽培する、駅チカ農園。
1～ 5月にかけて、アキヒ
メやヤヨイヒメなどのイチ
ゴ狩りが楽しめる。

様々な催しが行われる文
化センターに、70席の本
格的なプラネタリウムを完
備。天体観望会なども開
催する。

甘さ控えめのたい焼きと
自家焙煎コーヒーの専門
店。できたてのたい焼き
は、あんこと、自家製カ
スタードの2種。

雨の日でも遊べる運動室
や工作室、大型ボールプ
ールやクライミングウォー
ルなどを完備。利用は18
歳未満の子どもと同伴者。

このエリアでは珍しい天
然温泉の入浴施設の1
つ。露天の岩風呂や壺湯、
広々とした湯船の高濃度
炭酸泉などがある。

菓子・食品メーカーのグ
リコの工場見学施設。製
造工程が見られるほか、
自分だけのお菓子が作れ
る体験が大人気。

地元産野菜を使ったメニ
ューがそろう、子育てママ
にも人気のイタリアン。パ
スタだけでも40種以上と
メニューが豊富。

北本自然観察公園 埼玉養蜂北本市立こども図書館 水織うどん北本市子供公園 横山農園北本市文化センター
プラネタリウム

コーヒーと
タイヤキのカラク

北本市立児童館 北本温泉 湯楽の里わくわくファクトリー
グリコピア・イースト

アドマーニ北本店

桜やねぷた、自然風景が暮らしに彩りを添える 北
き た も と し
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石戸蒲ザクラは日本五大桜の一つ。

北本まつりでは勇壮なねぷたが

関東最大級の規模で市内を運行。

里山や雑木林など豊かな自然が各所に残る。

北本トマトカレーは2014年、

全国ご当地カレーグランプリで優勝！

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!

0歳児のおむつを無料で交換できる、クーポン券
を配布。満1歳の誕生日の前月分まで、35袋を
配布しています。

保育所（園）の開閉時間内の送迎が困難な場合、朝の
通勤時間、北本駅西口ビル内にある施設に預け、夕方
も同様に引き取ることができます。

学力格差を解消し、自立する力を育むことを目的に、公
営の無料塾・学習サポート教室を開設。中学生を対象に
行われています。

病気または病気回復期で集団生活が困難な時期
に、保護者の就労などの理由で家庭で保育がで
きない場合、一時的に保育してもらえます。

市内にあるすべての小学校の敷地内に、放課後に利用
できる学童保育室が設置されています。土曜保育を受
け付けている施設もあります。

左端：北本のシンボルとなっている石戸蒲ザクラ（MAP P23 B-4）。樹齢800年を超える唯一の品種・カバザクラで、日
本五大桜の一つとして国の天然記念物に指定されています　中央左：毎年11月に開催される北本まつり「宵まつり」（MAP

P22 B-3）では、扇形の範頼ねぷたなど約25台のねぷたや囃子山車が晩秋の街を練り歩きます　中央右：北本の豊かな
自然を象徴する北本中央緑地（MAP P22 B-3）。JR高崎線沿線では唯一の雑木林が残っています　右端：北本を代表す
るグルメが「北本トマトカレー」。2014年に全国ご当地カレーグランプリで優勝。特産品のトマトをたっぷりと使ってます

０歳児おむつ無料化 ステーション保育・一時預かり保育 市営ナイトスクール（無料塾）

病児・病後児保育 全小学校敷地内に学童保育室を整備
市内にあるすべての小中学校で、給食センター方式とは
異なる自校式給食を実施。出来たての温かい給食を提
供しています。

全小中学校で自校式給食を実施

北本
トマトイメージ
キャラクター
とまちゃん

これは
必見！

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

検 索

日本五大桜の一つに数えられる石戸蒲ザクラが街のシンボルと
なっている、人口およそ7万人の北本市。毎年11月に行われる北
本まつりで数々のねぷたが運行するなど、歴史と文化に培われた
街です。北本自然観察公園や北本中央緑地など、埼玉県央エリ
アの貴重な自然が残されているのも魅力の一つ。特産のトマトを
使ったご当地グルメも楽しみです。

きたすむ

そのほかにも様々な
子育て支援を行って

います




