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048・721・2111（伊奈町都市計
画課） 入園自由
所伊奈町小針内宿732-1 P あり 
交ニューシャトル内宿駅から徒歩
10分
MAP P23 D-4

048・723・1700 予約受付
10:00～17:00 休火曜、水曜午
前 ¥ 体験乗馬3440円など 所
伊奈町小室751-2 P あり 交 JR
上尾駅から無料送迎バスで10分
MAP P23 D-5

048・721・2111（伊奈町生涯
学習課） 見学自由
所伊奈町小室丸山（ニューシャト
ル丸山車庫周辺） Pなし
交ニューシャトル丸山駅から徒歩
5分 MAP P23 D-5

048・717・7475 11:00 ～
19:00（金・土・日曜は～18:00、予
約制の夜カフェ金・土曜19:00～
22:00） 休 月曜  所 伊奈町学園
2-195-1 P あり 交ニューシャトル羽
貫駅から徒歩5分 MAP P23 D-4

048・721・2111（伊奈町都市
計画課） 見学自由 
所伊奈町小室（日本薬科大学付
近） Pなし
交ニューシャトル志久駅から徒歩
10分 MAP P23 D-5

048・721・2744 10:00 ～
15:00。イチゴ狩りは3～4月開園 休
期間中無休 ¥ 食べ放題小学生以上
1600円、2歳以上800円など 所伊奈
町大針1206 P あり 交ニューシャトル
羽貫駅から徒歩15分 MAP P23 D-4

048・722・9113 9:00～
17:00 休月曜、年末年始、臨時休
館あり ¥ 無料 所 伊奈町小室
5161 伊奈町総合センター内 P
あり 交ニューシャトル伊奈中央駅
から徒歩10分 MAP P23 D-4

048・722・1234
店舗により異なる

休無休 所伊奈町学園2-188-1 
Pあり 交ニューシャトル羽貫駅か
ら徒歩5分
MAP P23 D-4

048・721・2111（伊奈町生涯
学習課） 9:00～16:00 休月・
木・金曜、祝日、振替休日、年末年
始 ¥ 無料 所伊奈町小室3001 
P あり 交ニューシャトル丸山駅か
ら徒歩10分 MAP P23 D-5

048・724・1055（伊奈町観光協会） 
8:00～ 19:00（ 返 却は当日の ～

20:00）。埼玉県県民活動総合センター
9:00～16:00（返却は当日の～17:00） 
休無休 ¥ 申込金500円、貸し出し場所に
返却の場合は200円返金 MAP P23 C-4

048・723・0017 9:00～
19:00 休月曜（祝日の場合は翌
日休）、館内整理日、年末年始
所伊奈町本町2-186-1 P あり 
交ニューシャトル志久駅から徒歩
15分 MAP P23 D-4

048・723・6219
10:00～ 17:30（5～ 9月は

9:30～） 休水曜
所伊奈町小室2192-1 Pあり
交ニューシャトル丸山駅から徒歩
25分 MAP P23 D-5

春と秋にバラ園が見事な
公園。スポーツ施設のほ
か、遊具や砂場、水辺の
広場などがある、伊奈町
の遊びの一大拠点。

100頭ほどの馬が在籍す
る人気乗馬クラブ。初心
者は体験乗馬を予約する
のがおすすめ。子どもは
小学校1年生以上。

地元の英雄・伊奈備前守
忠次の屋敷跡。近世初期
から続く土塁や堀が残さ
れ、埼玉県指定の史跡に
なっている。

2016年1月オープンなが
ら、行列ができる大人気
のパンケーキ専門店。卵
やはちみつなど、素材に
こだわる。

桜並木やクヌギ、コナラ
を主体とした約4.8haの
雑木林。県民共有の財産
として、緑のトラスト保全
地に指定。

シクラメンの栽培を本業と
する農園。3～ 4月は、有
機質100％のたい肥で育
ったイチゴ狩りを楽しむこ
とができる。平日は要予約。

18歳未満の子どもを対象
とした施設。幼児用おもち
ゃや本があるほか、幼児教
室や小学生教室なども開
催。育児支援にも注力。

地域と行政施設の密着型
コミュニティ。スーパーマ
ーケットやフードコート、
専門店が集まるライフス
タイルセンター。

町立南中学校の敷地内
にあり、伊奈の自然や歴
史を紹介。伊奈町ゆかり
の人間国宝・田口善国氏
の作品も展示。

町内を巡るのに便利なレ
ンタサイクル。伊奈町内
のニューシャトル各駅と埼
玉県県民活動総合センタ
ーで借りられる。

書籍や雑誌、CDなどをそ
ろえる。集会室では毎月、
年齢別のおはなし会など
を開催。町内で移動図書
館も実施。

四季折々の地元産野菜や
果物などを販売する。生
産者の顔が見える、安全・
安心な新鮮野菜が買える
と人気。

町制施行記念公園 乗馬クラブ
クレイン伊奈

伊奈氏屋敷跡 プランピー
パンケーキス

無線山・KDDIの森 戸井田園芸児童館 ウニクス伊奈伊奈町立郷土資料館 伊奈町レンタサイクル
「忠次号」

伊奈町立図書館 農産物直売所
「四季彩館」

笑顔とバラが迎える夢のあるまち 伊
い な ま ち

奈町
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約1.2haのバラ園があるバラの町。

最近は人口が増加し続けている。

無線山・KDDIの森など

埼玉県央エリアの自然が保存されている。

ナシとブドウの栽培が盛ん。

会員1700名ほどの人気乗馬クラブがある。

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!

「育児のお手伝いをしたい方」と「育児のお手伝いをしてほしい方」を結ぶ、有償ボラ
ンティア活動。伊奈町社会福祉協議会が運営しています。町内在住または在勤で、
0歳～小学校6年生までの子どもがいる家庭に対して、保育施設への送迎や登園前
の預かりや送り、登園後の迎えと預かり、習い事への援助などを協力会員がサポート
してくれるもの。利用料は、平日30分あたり午前6時～7時・午後7時～ 10時450
円、午前7時～午後7時400円（土・日曜、祝日は各プラス50円）。

保育施設に在籍している0～2歳児が第3子の場合、その保育料が全額無償にな
る制度。多子世帯の経済的な負担の軽減を図っています。

左端：およそ1.2haもの広大な敷地に、300種4800株を超えるバラが咲き誇るバラ園（MAP P23 D-4）。
伊奈を象徴する風景です　中央左：伊奈町の春は、桜に彩られる季節。県内13番目の緑のトラスト保全地
に指定された無線山・KDDIの森では、樹齢70年を超えるソメイヨシノの並木が見られます　中央右：8月
下旬に開催される伊奈まつり（MAP P23 D-4）は、3500発の花火が打ち上げられるなど最もにぎわいを見
せる季節　右端：県指定有形文化財に指定されている、西光寺（MAP P23 C-4）の「木造阿弥陀如来坐像」。
平安期に作られた高さ107㎝の藤原仏で、欠損がほとんどない姿は全国的にも貴重な存在です

ファミリーサポート伊奈 多子世帯保育料軽減事業

町内在住の0歳から中学校卒業（満15歳になる年の年度末）までの子どもの医療
費（保険診療分）を助成。町内の医療機関では、医療費の窓口払い廃止を実施。
町外の医療機関では、町に申請書を提出することで医療費を助成。

こども医療費助成

伊奈町の
キャラクター

伊奈ローズちゃん
伊奈ローズくん

これは
必見！

もっと深く知るならここをチェック！
http://www.town.saitama-ina.lg.jp/category/1-1-2-0-0.html

検 索

ニューシャトル（埼玉新都市交通伊奈線）の開通以降に宅地造成
が進み、全国でも屈指の人口増加率が高い町となっている伊奈町。
東京やさいたま市への通勤率が高く、ベッドタウンを形成していま
す。とはいえ、特産のナシをはじめとした田畑や雑木林などの自
然も残り、住宅地などの都会と自然がほどよいバランスで融合し
ているのが魅力です。

伊奈町／子育て

そのほかにも様々な
子育て支援を行って

います




