白岡市は埼玉県の東部に位置し、武蔵野の静かな面影を残す緑に恵まれた美しいまちです。

市内を見渡すと、元荒川、見沼代用水、隼人堀川、柴山沼などの水辺や、屋敷林、社寺林など

の樹木、水田、梨園などの水と緑が織りなす風景があり、季節を肌で感じることができます。
また、昔ながらの伝統ある祭事や季節ごとのイベントなど地域での活動も盛んです。

多彩な生物に出会える柴山沼
県内の自然沼としては、川越市の伊佐沼
に次ぐ大きさの柴山沼
公園として整備されているこの沼には、
コイやフナなど、さまざまな魚が生息してお
り、年間を通じて多くの釣り人が訪れます。
沼の西側にはビオトープが整備され、さ
まざまな生物の息吹を感じることができま
す。周囲に設置されたデッキからは沼全体
を見渡すことができ、天気の良い日には散
策を楽しむ人々の姿が見られます。

野鳥の集う豊かな景観

彦兵衛下小笠原遺跡ふるさとの森（ひこ
べえの森）は、地元の人たちに親しまれて
き た 市 内 で も 希 少 な 自 然 林 で す 。市では、
コナラやクヌギなどの落葉樹と、シラカシ
やヒサカキなどの常緑樹から成るこの森を
次代に継承していくため、「ふるさとの森」
に指定し、地元の中高生やボランティアと
ともに保全活動を行っています。季節の移
ろいを伝え、自然を学べる「ひこべえの森」
は、子どもたちにとっての学校です。

子どもたちの学び場
ひこべえの森

市内を縦横に走る河川は、治水機能を果
たすばかりでなく、身近な親水空間と水辺
景観を創り出しています。
水と緑の豊富な白岡市には、オナガ、カ
ケス、ヒヨドリ、ムクドリなどの都市化に
適 応 し た 野 鳥 の ほ か 、ツグミ、カルガモ、
サギ、カワセミなども見受けられ、日々の
暮らしに楽しげな彩りを添えています。

多くの釣り人でにぎわう柴山沼
（上）姫宮落川甚念橋付近の水路
（右下）田植え期に飛来するシラサギ

緑豊かで利便性に富んだまち

｜１
こころ健やかに暮らせるまち

２｜ こころ健やかに暮らせるまち

写真撮影
４０

ひこべえの森でのボランティア活動
田んぼの生き物調査をする子どもたち

撮 影

白岡市は、都心から ㎞圏内にありなが
ら、豊かな田園風景が広がるまちです。市
内には 本もの河川が流れており、川沿い
を散歩するなど、気軽に水辺の空間を楽し
めます。
また、市街地に隣接する田園や、市内各
所にある公園など、緑に包まれて過ごすこ
とのできる快適な空間があります。
２９

こころ健やかに
暮らせるまち

季節を肌で感じる
水辺と緑が身近にあるまち

都心から
田園都市

分の

都市基盤の整った街並みには、四季の移ろいに彩られる閑静な空間が広がっています。

ふらっと出かける坂のないまち
市内には、坂道がほとんどなく、子ども
や高齢者なども無理なく行動できる、みん
なにやさしいまちです。
また、市内には、視界を遮る高い建物な
どが少なく、空一面に青空が広がるまちで
す。平坦で移動しやすく、青空が広がるま
ち 、そんな白岡市での暮らしには、ふらっ
と出かける楽しみがあります。

美しい庭のあるまち
市内には、すてきな庭のある家がたくさ
んあり、まちを歩くと、家々の庭に咲く色
とりどりの花がとてもきれいです。季節と
ともにまちの表情も変わるため、散歩コー
スを考えるのも楽しみです。
市内では、個人宅の庭を一般公開するオ
ープンガーデンも開催されています。

映画やＣＭなどの撮影に
選ばれる街並み
市内には、整った街並みや美しい景観な
どが多く、ロケ地としてさまざまな映画や
ＴⅤ番組などの撮影に利用されています。
なかでも、新白岡駅周辺の白岡ニュータ
ウンは、個性的な住宅と豊かな緑との調和
の取れた街並みが評価され、数多くの撮影
場所として選ばれています。

子どもが伸び伸び育つ
子育て環境
白岡市では、親子や地域のきずなづくり
を進めることで、まちぐるみの子育てを行
っています。
子どもたちは、放課後や週末に行われる、
白岡市の自然や地域活
動を生かしたさまざま
な体験教室や交流活動
に参加することで、自
然と共に生きる心、自
分で挑戦する心を育み、
健やかに、いきいきと、
そして素直に成長して
います。

｜３
都心から40分の田園都市

４｜都心から40分の田園都市

高低差の少ないフラットな街並み
4月・10月に開催されるオープンガーデン
景観の良い並木道

40

都市機能の利便性と
豊かな緑に恵まれた住環境

高低差の少ないフラットな街並みは、子どもやお年寄りにやさしい環境です。

地域では、コミュニティを支える活動が盛んに行われ、

さまざまな世代の人がいきいきと活動しています。

ベビーベッド
無料貸し出し

発展性に
富んだまち

住みよさランキング
２０１４で
得られた高評価
東洋経済新報社が全国８１３市区を対
象に調査した「住みよさランキング２０
１４」において、白岡市は埼玉県内１位
を獲得しました（関東では 位、全国で
は 位）。毎年行われるこの調査は、「安
心度」
、「利便度」
、「快適度」
、「富裕度」
、「住
居水準充実度」の５項目について全国の
市区を評価するというものです。白岡市
は、その５項目がいずれも平均的に高く、
全体的にバランスのとれた住みよいまち
であると評価されています。
１０

47
約

分

東京
新宿

分

上野
池袋
分

47

レジャーに行くのに
便利なまち

分

42
大宮

41

14 上野東京ライン
分
湘南新宿ライン

白岡市は都心から ㎞圏内に位置し、
ＪＲ東北本線 宇( 都宮線 の) 駅を中心に都
心のベッドタウンとして発展しています。
上野・池袋から電車で約 分、さいた
ま新都心や大宮からは約 分と近く、発
展性に富んだまちです。
また、市内を東北自動車道が縦貫し、
インターチェンジへのアクセスも良好で
す。市内には首都圏中央連絡自動車道（
圏央道）の白岡菖蒲インターチェンジが
あり、全線開通後は、横浜・つくば・成
田などへの移動がさらに便利になります。
周辺地域には、複数の大型商業施設が
あり、家族で買い物を楽しめます。

女性が
働きやすいまち

白岡

白岡市では、災害時における市民への
情報伝達手段として、「白岡市安心・安
全メールサービス」を行っています。
このサービスは防災情報、火災情報な
どの人命にかかわる情報を、登録者の携
帯電話やパソコンに電子メールでお知ら
せするもので、インターネットに接続で
きる携帯端末やパソコンを持っていれば
誰でも利用することができます。

災害時の確かな情報
安心・安全
メールサービス

市内には、圏央道白岡菖蒲インターチ
ェンジがあり東北自動車道とつながるジ
ャンクションもあることから、白岡市を
基点に高速道路を利用して東西南北に容
易に移動することができます。
車やバイクでレジャーを楽しむ人には、
便利なまちです。

ＪＲ宇都宮線

白岡市は、都心へのアクセスの良さだ
けではなく、自然災害が少なく、東日本
大震災の際には液状化現象などの大きな
被害がありませんでした。また、治安も
よいことから誰もが安心して暮らせるま
ちです。
今後は、図書館機能を有した生涯学習
施設の建設が予定されるほか、圏央道の
全線開通による交通利便性の向上により、
さらに住みやすいまちに発展していきま
す。

白岡市に住み
続けたい人の
割合は７９・９％

都心へは快適４０分台
便利なアクセス
白岡西部産業団地に新たな企業が立地
するなど、交通利便性の良さから立地企
業が多く市内で就労しやすい環境です。

(平成25年度市民アンケートより)

７０

白岡駅からの
所要時間

新
白岡

都市基盤の整った街並み

6 久喜
分

４０

79.9%

※上野東京ラインは平成27年3月開通予定。
※白岡～東京間の所要時間は開通後の時間です。
白岡菖蒲インターチェンジ
圏央道

分

宇都宮

50

１５
４０

埼玉県の東部に位置する白岡市は、ＪＲの駅
が市内に2駅あり、南北への交通が充実して
いることから、都心へのアクセスが非常に便
利です。

今後も住み続けたいと
思っている市民

描いていた暮らしが
始まるまち

(２人以上の乗り合いで、料金の割引があります。)

｜5
全都市住みよさランキング埼玉県内第1位

6｜ 全都市住みよさランキング埼玉県内第1位

白岡市では、平成 年度からベビーベ
ッドの無料貸し出しを行っています。
埼玉県内の自治体で唯一白岡市だけが
行うこのサービスは、５年目の現在、市
内の年間出生者約４００人のうち、実に
３分の１が利用するほどポピュラーなも
のとなりました。
利用した人からは、きれいなベッドを
貸してもらえたとたいへん好評です。
２１

のりあい
交通サービス

運行時間：午前8時30分～午後5時30分
料金：市内均一で、大人500円・子供300円

白岡市では、市内全域を運行エリアと
した新たな地域公共交通サービスとして
「白岡市のりあい交通」を運行していま
す。 正(式な運行は平成 年４月から )
バスやタクシーとは違い、利用者があ
らかじめ予約して、同じ方向に行く人と
乗り合いながら目的地に移動する新しい
交通機関です。

利用者の声

２７

「のりあい交通」はタクシーと違
ってメーターの料金を気にしなくて
良く、乗り心地も快適でした。
また、「のりあい交通」は近所の人
に声掛けをして、２人以上でいっし
ょに乗車すると、１人あたりの利用
料が３００円と割り引きになるので、
たいへんお得感がありますね。

貸出対象：乳児（0歳児）を持つ保護者
サイズ：幅120cm×奥行70cm（内寸）
※標準貸出期間：6か月
※1歳の誕生日の前日まで延長可能

定住意向調査の結果

全都市住みよさ
ランキング（2014）
埼玉県内第１位

白岡市総合運動公園に隣接する白岡市Ｂ＆Ｇ海洋センターは、ウォー
タースライダーやジャグジーなども併設した市民のための屋内温水プ
ールです。親子で参加できる水泳教室なども開催されています。

県内有数の梨の産地
白岡市での梨の栽培は明治期に始
まりました。明治 年の大水害では、
他の作物は壊滅的な被害を受けまし
たが、梨は棚掛けをしていたことか
らほとんど被害を受けず、船に乗っ
て収穫することが出来たという逸話
が残っています。この大水害を契機
に、養蚕から梨栽培に移行する農家
が増え、県内有数の梨生産地となり
ました。
収穫された梨は、しらおか味彩セ
ンターでの販売や、梨農家での直売
も行われています。
柔らかい果肉に強い甘みを
持つ人気品種

埼玉県で開発された大玉品
種。非常に甘い埼玉ブラン
ドのジャンボ梨

色鮮やかな春の高台橋
篠津地内の隼人堀川に架かる高台
橋の周辺には、ソメイヨシノや菜の
花、水仙などさまざまな花が植えら
れており、春になると、一斉に開花
した色とりどりの花がたいへん美し
い景観をつくりだします。地元の人
々が大切にする、白岡市の隠れた名
所です。

見るものを魅了する
古代蓮
野牛地内の調整池に生育している
古代蓮の品種は、およそ１２００年
前の平安時代に咲いていた蓮の原種
である「大賀蓮」
、
「原始蓮」
であると
鑑定されました。
早朝から咲き始めるその姿は、見
るものの背筋を伸ばす、凛としたた
たずまいです。

新井白石とは？

適度な酸味を含み、柔らか
く甘い多汁な果肉

高糖度で果汁も豊富な大き
めの果肉
平均果重５００ｇ程度。日
持ちが良く適度な歯応え

梨特有の香りと程良い甘み
と酸味を備えた大玉品種

白岡市と新井白石の関係

４３

大玉で貯蔵性が良く、食べ
応え充分

白岡市総合運動公園と
ふれあいの森公園

新井白石は江戸時代中期の政治家・学者として名高い人物です。
白石が、野牛村(現在の白岡市野牛)の領主であったことから、市内には自筆の
漢詩などの貴重な資料が数多く残されています。
また、市内には白石が掘らせた水路(白石様堀)が残っています。

こうすい

さいぎょく

ほうすい

にいたか

しんこう

｜７
「いとおかし」な地域の魅力
「いとおかし」な地域の魅力

８｜

写真提供：白岡市教育委員会
所蔵：観福寺

白岡で採れる梨の品種

なしべえ

白岡市総合運動公園は、市役所から
５００ｍほど南にある、広さ約１２・
７ の公園です。
園内には、陸上競技場（サッカーコ
ート）、野球場、ナイター照明付のテ
ニスコート、ジョギングコースなど充
実した施設が揃っています。
また、ブランコやロープウェイなど、
子どもたちが喜ぶ遊具も豊富です。
ふれあいの森公園は、市役所に隣接
する広さ約２・０５ の公園です。バ
ーベキュー施設が無料で利用できるこ
とから、家族やグループでの利用で賑
わっています。
どちらの公園も、春になると満開の
桜が美しく、子ども連れのご家族から
お年寄りまで、誰もが楽しめる人気ス
ポットです。
ha

古代蓮は、例年６月下旬から８月上
旬までが開花時期で、早朝から咲き
始めます。

江戸中期の政治家・学者で、後世に「正徳の治」といわれた政治改革を行った。
白石は教育・学問と政治の一致に努める一方、「西洋紀聞」、「折たく柴の記」、
「藩翰譜」など多くの著書を著した。享保１０年（１７２５年）没。６９歳。

新雪 新興 新高 あきづき 豊水 彩玉 幸水
しんせつ

8月上旬
8月中下旬
9月上旬
９月上旬
10月上旬
11月上旬

柴山伏越︵しばやまふせこし︶

白岡市Ｂ＆Ｇ海洋センター
1階にはデイサービスセンターなどがあり、2階には子どもたちが遊べ
るスペースとして親子連れに人気の高い東児童館があります。市内外
のさまざまなかたがたが利用・交流ができる施設です。

柴山伏越は、柴山地内の元荒川と
見沼代用水が交差するところで、元
荒川の川底を見沼代用水がサイフォ
ン方式で蓮田市上平野に抜け出る構
造物です。
このほか５㎞四方の市内には、河
川立体交差が８か所存在します。

はぴすしらおか

なしりん

「いとおかし」
な

市内で採れた農産物の直売所です。生産者の顔が見える、採れたての
安全でおいしい野菜を豊富に取り揃えています。白岡市産のそば粉を
使用した手打ちそばも好評です。

12月上旬

ha

地域の魅力

しらおか味彩センター
白岡駅西口にたたずむ赤い屋根が目印の白岡特産館は、名産の梨を使
ったアイスやケーキなど、白岡市ならではの美味しい特産品が揃って
います。甘い物好きなら一度は訪れたい場所です。

白岡市は、心地よい自然、交通利便性の
高い環境、安心して暮らせる街、歴史的・
文化的な遺産など、趣きのあるまちとして
発展を続けています。
そこに暮らす人々は、スポーツや文化的
な活動のほか、地域活動にも積極的に取り
組み、子どもたちも豊かな自然と良好な学
習環境の中で、健全に学び育っています。
この「趣のある白岡市」をイメージする
ものとして、平安時代に執筆された枕草子
の一節にあり、
「とても趣きのある」様子を
表現する「いとおかし」という言葉を基に
「いとおかし しらおかし」を白岡市のブ
ランドメッセージとしました。
白岡市では、「いとおかし しらおかし」
を魅力発信の核として、まちづくりに取り
組んでいます。

白岡特産館

子育ての
悩みを解消する
お母さんたちの
交流の場を

オープン
ガーデンで
住み続けたい
まちに

高岩囃子連会長
アイリスの会会長
細谷まき江さん

東児童館 館長
田中正恵さん

ホワイトヒルズ
ガーデン
野口 晃さん

高岩地区で活躍されている民生委員の細谷さん。高岩囃子連

はぴすしらおかにある東児童館では、一年を通してさまざま

「オープンガーデンの活動が市内全域に浸透し、美しく楽し

会長、アイリスの会会長（高岩天満喫茶）などを兼任する、

なイベントが催されています。「イベントをたくさん行うこ

いと感じられるまちが出来上がっている。白岡をそういうす

まちのお母さん的な存在です。東京下町出身の明るく朗らか

とで、子育てに悩むお母さんたちにできるだけ外へ出てもら

てきなまちにしたい」と語る野口さん。白岡市出身で、「ガ

な人柄と、人と人をつなぐことで地域のコミュニティを支え

いたい」と語るのは、館長の田中さん。就任当初から、孤立

ーデンシティ白岡」の実現を目指す「ホワイトヒルズガーデ

ています。子どもにも大人にも分け隔てなく接する細谷さん

しがちな子育て世代のお母さんのための支援を中心に取り組

ン」の会長を務めています。野口さんのガーデニングのポリ

は、「地域に住む人の顔がみえるまち」を目指し、日々地域

んできました。「イベントの企画は、お母さんたちに寄り添

シーは「庭づくりの過程を体験することで、より多くの人に

の人たちと共に多世代の交流の場をつくっています。人の輪

い、ニーズを理解し、次に生かしていくことの繰り返しです。

参加していただき、健康づくりにもつなげたい」というもの

をつくる細谷さんのこうした活動が、白岡市の「あたたかさ」

お母さん同士の交流の場をつくるために、スタッフ一同がん

です。活動を通じて美しい上質なまちを築き、居心地の良い

を生み出すきっかけとなっています。

ばっています」と話す田中さんの笑顔には、失敗を恐れず、前

コミュニケーション溢れる空間にしたい、と思いを語る野口

向きに進んでいく力がみなぎっています。

さんのガーデンは、今日も緑を湛えて輝いています。

Pick Up Voice「住んでわかる白岡市の魅力」

東児童館のイベントは、とにかく装飾がす
ごくてわくわくします！いつもいろいろな
イベントが行われているので楽しみにして
います。（20代・女性）

白岡市に引っ越してくる前は栃木県に住んでいましたが、
結婚を機に15年前から高岩に住んでいます。小6の娘を持
つ私には、子どもたちの遊び場が多くあることと、それを
見守る大人の目があることが白岡
市の魅力です。
地域のコミュニティである高岩囃
子連に親子で参加したことにより、
いろいろな世代の方と交流するこ

スポーツから
始まった
地域ぐるみの
子育て

梨作りを通じて
白岡市を支える
人づくりを

白岡市内のイベントは、子どもが楽しめる
仕掛けがいっぱいでとても魅力的です！

「町ぐるみん白岡」
野口英夫さん

子どもたちが大喜びで、毎年参加するイベ
ントもあります。（30代・女性）

子どもたちが、安心して遊べる

を与えています。
関口さん（市内在住）

児童館などでは、約束していな
くとも子どもも母親も友達に出
会え、親子にとって大切で楽し
い場所です。（20代・女性）

若い世代の移住者が増えており、
近所で情報交換しやすく、つな
がりをつくれるところが良い。
安心安全の子育て環境も魅力です。防犯講座
などのお知らせも無料で受けることができる

なんといっても自然が多い！
（ 代・女性）

とができ、娘の教育にも良い影響

（30代・男性）

まちづくりを
支える人々

人の顔がみえる
あたたかなまちを
目指して

30

農業専家「匠」
中村信明さん

白岡市に住んで62年になる野口さん。都内に勤めながら子ど

中村さんは梨農家の4代目。白岡市の農業振興を目的とした

もやスポーツが好きなことから昭和55年に「白岡市スポーツ

会「農業専家「匠」」に所属し、自身で培った梨の栽培技術

少年団」を立ち上げ、子どもたちに野球を教えてきました。

を後進の農家と共有することで、白岡市の新規就農者を育て

さらに、退職後の平成23年には「地域ぐるみでの子どもの育

る活動をしています。また、自分で梨を販売してみたいとの

成」に取り組むべく、「町ぐるみん白岡」の設立に携わり、

思いで始めた中村梨園では、毎年市内の人たちやお手伝いさ

スポーツ選手を招いた講演会や教室を開くなど精力的に活

んと協力して収穫を行っています。「梨を育てる技術は自分

動しています。「白岡にお越しの際には、スポーツを楽しん

だけのものではありません。担い手と心強い仲間がいるこの

でいってください。子どもを見守る地域のつながりが肌で感

まちで、今後も地域を盛り上げていきたい」と熱く語ってい

じられるはず」と語る野口さんの取り組みは、今後ますます

ます。中村さんがつくる梨は、みずみずしさと甘さがたっぷ

広がりをみせることでしょう。

り詰まった、優しい味です。

し、防犯パトロールの活動も活発に行われて
いて安心です。（30代・男性）

１０｜ いとおかししらおかし

まちづくりを支える人々

いとおかししらおかし

まちづくりを支える人々

｜９

