
あれこれデータ －PART ６－

県産農産物（ブランド推進品目の認知度）
本県は、県産農産物の消費を拡大するため「深谷ねぎ」「狭山茶」に続くブランドづ

くりに取り組んでおり、現在４０品目を推進品目として選定しています。
平成１９年度第６回県政モニターアンケート「県産農産物」の結果によると、認知度の

高い品目は、第１位が「深谷ねぎ」、以下、「狭山茶」「越生の梅」「埼玉のほうれんそ
う」「彩のかがやき（米）」の順でした。 県流通販売課・広聴広報課

順位 ブランド推進品目 主な産地 順位 ブランド推進品目 主な産地

１ 深谷ねぎ 深谷地域 ２１ 埼玉のにんじん 全域

２ 狭山茶 狭山地域 ２２ 埼玉のナマズ 県東部・北部

３ 越生の梅 越生 ２３ 入間のさといも 入間地域

４ 埼玉のほうれんそう 全域 ２４ しゃくし菜 秩父

５ 彩のかがやき（米） 全域 ２５ 鴻巣のパンジー 鴻巣

６ 埼玉のブロッコリー 全域 ２６ うど 入間地域

７ 安行の植木 川口 ２７ 埼玉のやまといも 児玉・大里地域

８ こんにゃく 秩父 ２７ 芳香シクラメン 全域

９ 埼玉のこまつな 全域 ２９ 深谷のユリ 深谷

１０ 埼玉のいちご 全域 ３０
養蚕・まゆ
「いろどり」

秩父

１１ しいたけ 秩父 ３１ 埼玉のかぶ 全域

１２ 埼玉のきゅうり 全域 ３２
高麗川マロン
（くり）

日高

１３ 彩玉（梨） 全域 ３３ 岡部のスイートコーン 大里地域

１４ 埼玉のトマト 全域 ３４ ポインセチア 本庄ほか

１５ あんぽ柿 秩父 ３５ 彩の国地鶏タマシャモ 全域

１６ 彩の国黒豚 深谷 ３６
埼玉のホンモロコ
（魚）

県東部

１７
北川辺のコシヒカリ
（米）

北川辺 ３７ 武州和牛 本庄・深谷

１８ 埼玉のくわい
北足立・
埼�地域 ３８

プリムラ
（西洋さくら草）

鴻巣・行田ほか

１９ 埼玉のなす 全域 ３９
ぼうふう
（はまぼうふう）

川口

２０ チューリップ 深谷・越谷 ３９ 木の芽 川口
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農業産出額
1,933億円

（平成17年産）

野菜
813億円
42％

米
440億円
23％

米
440億円
23％

米
440億円
23％

畜産
333億円
17％

花き
176億円
9％

花き
176億円
9％

花き
176億円
9％

その他
171億円
9％

その他
171億円
9％

その他
171億円
9％

農業生産の現状

資料：「埼玉の食料・農林業・農山村」県農林部

平成１７年産の農業産出額は、１，９３３億円で全国第１９位でした。

資料：「埼玉の食料・農林業・農山村」県農林部

畜産 ３３３億円（全国第２５位）

主な品目 産出額 単位
全国
順位

飼養頭羽数 単位
全国シェア
（％）

乳用牛 ９５

億円

１９ １６５００
頭

１
肉用牛 ２７ ３６ ２２２００ １
豚 ８９ ２０ １３８９００ １
採卵鶏 １１２ １５ ３００ 万羽 ２

花き １７６億円（全国第７位）

主な品目 産出額 単位
全国
順位

生産量 単位
全国シェア
（％）

切り花
ゆり ２８

億円
２ ２５５０

万本
１５

チューリップ ８ ２ １８２０ ２５

鉢物
プリムラ類 ５

億円
１ ５０５

万鉢
３６

サボテン類 ５ ３ ２７９ １４
洋ラン ２１ ３ ９８ ５

花壇苗

マリーゴールド １

億円

１ ２６３

万鉢

７
ペチュニア ２ ２ ４０１ ７
サルビア １ ２ １７７ ７
パンジー ５ ３ １０３０ ５

小麦 ３２億円（全国第５位）

主な品種 生産量 単位 全国順位
農林６１号 ２５１００ t ５

果樹 ６７億円（全国第３１位）

主な品目 産出額 単位
全国
順位

生産量 単位
全国シェア
（％）

なし ４４
億円

７ １６９００
t

５
ぶどう １０ ２１ １８１０ １
くり ３ ５ ８７０ ４

茶（生葉）１８億円（全国第９位）

主な品種 県内シェア（％） 生産量 単位
全国シェア
（％）

やぶきた ７５
４７００ t １さやまかおり １４

ふくみどり ４

野菜 ８１３億円（全国第６位）

主な品目 産出額 単位
全国
順位

生産量 単位
全国シェア
（％）

こなつな ３９

億円

１

１３８００

t

１６
ブロッコリー ３５ １１９００ １１
かいわれだいこん ６ １４９７ ２３
くわい ４ ２１７ ４０
ねぎ １４３

２

５９１００ １２
ほうれんそう １２０ ３１３００ １０
さといも ３１ １８６００ １０
かぶ １５ １５０００ １０
きゅうり １１４ ３ ５６３００ ８

＊このほかにも、えだまめ、ちんげんさい、にんじん、なすなど多くの品目が生産されている。
＊かいわれだいこん、くわいの生産量は平成１６年産。

米 ４４０億円（全国第１７位）

主な品種 県内シェア（％） 生産量 単位 全国順位

コシヒカリ ３５

１８４６００ t １８
キヌヒカリ １９
朝の光 １０
彩のかがやき ８
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工業製造品出荷額（平成１７年）
＊ 秘匿された都道府県及び秘匿された都道府県の出荷額の合計値よりも数値が小さい
都道府県は、順位が確定できないため掲載していません。出荷額は、消費税及び内国
消費税を含んだ額です。

単位：百万円

単位：百万円

資料：「工業統計表（品目編）」経済産業省

産業中分類・品目 出荷額
全国計

出荷額１～５位の都道府県
１位 ２位 ３位 ４位 ５位

プラスチック製品製造業（別掲を除く）

再生プラスチック成形材料 ６４４９５ 愛知県 岐阜県 栃木県 埼玉県 大阪府
８２００ ８０１８ ７５１２ ６６４６ ５１６４

プラスチック成形材料 ４２９７１０ 栃木県 埼玉県 大阪府 三重県 千葉県
７５９０９ ７０００９ ５００５０ ３２３２８ ３００５３

日用雑貨・台所用品・食卓用品・
浴室用品 ３６５６８５ 大阪府 茨城県 奈良県 埼玉県 愛知県

４４３８７ ３２０２９ ３１０４２ ２６２４７ １８５５０
ゴム製品製造業

ゴム製パッキン類 ３０２５５２ 熊本県 愛知県 岡山県 埼玉県 東京都
３３６９３ ２９８６２ ２１３５７ ２００６８ １９９５３

窯業・土石製品製造業

生コンクリート １３３７９９４ 東京都 神奈川県 大阪府 埼玉県 北海道
１０３１８３ ９６２５９ ６８３１７ ６６６４１ ６５９２４

鉄鋼業

機械用銑鉄鋳物 ５６６７２８ 愛知県 埼玉県 大阪府 静岡県 広島県
１６３４９１ ４１３４９ ３６１５０ ２９４６４ ２６８４９

非鉄金属製造業

アルミニウム・同合金鋳物 １７３３１８ 埼玉県 愛知県 滋賀県 静岡県 栃木県
２４４７３ ２２０７２ １９６９７ １６８１３ ８２０１

金属製品製造業

金属製サッシ・ドア ２０１３８８ 埼玉県 兵庫県 大阪府 群馬県 愛知県
２１８８３ １６６８３ １５６２４ １４７７７ １０２２６

一般機械器具製造業

製パン・製菓機械、同装置 ５３２３０ 埼玉県 栃木県 神奈川県
１１５１６ ９１４８ ８５５６

ゴム工業用機械器具 ８１３６０ 兵庫県 埼玉県
２０７５１ １６８５０

電気機械器具製造業

開閉器 ２１６３２４ 埼玉県 京都府 愛知県 三重県 岐阜県
３２８４４ ２７４５０ ２７１８１ １８６４４ １５５４５

情報通信機械器具製造業

火災報知設備 ３１９１３ 埼玉県
１３６２５

輸送用機械器具製造業
軽快車、ミニサイクル、
マウンテンバイク ２７５６１ 埼玉県 大阪府

１１３８１ １０２４８
精密機械器具製造業

理化学機械器具 ９４２９５ 京都府 埼玉県 東京都 大阪府 神奈川県
３０５５４ １４６６９ ９２４２ ７７２９ ６１９０

双眼鏡 ４２２１ 埼玉県
２４２１

光学レンズ １９９７２９ 東京都 埼玉県 長野県 神奈川県 栃木県
５４６２１ ５３０５２ ２９１７５ １８１０６ ８１０４

その他の製造業

節句人形、ひな人形 １４７２８ 埼玉県
６３６１

シャープペンシル １３６４３ 埼玉県
４９０２

工業用模型（木型を含む） １３７１８０ 神奈川県 愛知県 東京都 埼玉県 大阪府
３４４０７ ２２１１３ １２９１７ ９９１２ ９６９０

産業中分類・品目 出荷額
全国計

出荷額１～５位の都道府県
１位 ２位 ３位 ４位 ５位

食料品製造業

アイスクリーム ２４２４４５ 埼玉県 群馬県 愛知県 静岡県 福岡県
４２５８６ ３３０２９ １９３６０ １６９２０ １４９０２

ウスター・中濃・濃厚ソース ５６８３２ 広島県 愛知県 埼玉県 兵庫県 群馬県
１２７３９ １０９２５ １０４６０ ７２７８ ７１１１

食パン ３２７３１０ 大阪府 愛知県 神奈川県 埼玉県 千葉県
４２８４６ ４０４５１ ３４１４６ ３２６１１ ３０３１５

洋生菓子 ６４３２７１ 愛知県 埼玉県 兵庫県 東京都 神奈川県
７０６１９ ６００７４ ５１４２７ ４３７９１ ４２４５７

中華めん １８２９７５ 埼玉県 北海道 神奈川県 愛知県 東京都
２１０５２ １７０００ １３９２１ １２５８４ １０７３７

そう（惣）菜 ７３１９１７ 埼玉県 兵庫県 静岡県 神奈川県 愛知県
６７６１２ ６６２３１ ４４５７６ ４３９９９ ４３９０６

衣服・その他の繊維製品製造業

ふとん（羊毛ふとんを含む） ４９４０８ 埼玉県 群馬県 愛知県 福岡県 大阪府
４３２９ ３７９７ ３６１５ ３４５９ ３４４２

家具・装備品製造業
木製流し台・調理台・ガス台
（キャビネットが木製のもの） ２３０７９３ 愛知県 埼玉県 栃木県 岐阜県 福島県

２５７１６ ２２５６９ ２１０３４ １９８４９ １９０２５
パルプ・紙・紙加工品製造業

角底紙袋 ６４７６２ 埼玉県 大阪府
１７０２５ １０３４７

段ボール箱 １２２６０５９ 埼玉県 愛知県 大阪府 神奈川県 静岡県
１０８９９５ １０７０２２ ８４５３７ ７２１０３ ６１５７１

印刷・同関連業

平版印刷物（オフセット印刷物） ４１６７５４０ 東京都 埼玉県 大阪府 愛知県 福岡県
１０７２９７３ ５０４４１５ ３６５３１１ ２９７９０４ １５５４９９

おう版印刷物（グラビア印刷物） ３５００８９ 埼玉県 東京都 神奈川県 福岡県 岡山県
６１１３７ ４６９２３ ４４２１０ ２８３１３ ２５８６０

化学工業

医薬品製剤（医薬部外品製剤を含む） ６０５７４８７ 大阪府 埼玉県 滋賀県 静岡県 神奈川県
８２１７４６ ６５０８８２ ４１６２６７ ４１２５６０ ４０３２６４

シャンプー、ヘアリンス ２１３８７６ 神奈川県 和歌山県 埼玉県 愛知県 大阪府
６３６４１ ４５７６４ ２８２４１ １４４４１ １２５２５

ファンデーション １３０９１９ 神奈川県 東京都 静岡県 埼玉県 滋賀県
２７５２７ ２６８９０ ２５４４５ ２１０２５ ９９３９

石油製品・石炭製品製造業
アスファルト舗装混合材、タール舗装混合材
（アスファルトブロック、タールブロックを含む） ３３２５０９ 愛知県 埼玉県 神奈川県 新潟県 千葉県

２３５７５ ２２３９９ ２１１４９ １７１２６ １５８５６

出荷額の推移 出荷額の推移
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市 町 村 の

自慢データ 70

市町村 項 目 内 容

飯能市 森林及び林業の大切さ、西川材の用途の多様性
をPRし、商工業の振興を図ることを目的に飯
能商工会議所が市民とともに制作した巨大木馬。
平成１７年に世界最大の揺れ動く木馬としてギネ
ス記録に認定されました。

森林文化都市のイメージ
キャラクター「夢馬（むーま）」

加須市 世界一大きいこいのぼり「ジャンボ３世」は、全
長１００m、重量３５０kg！毎年５月３日の「市民平
和祭」には利根川の上空を遊泳します。また、
手打ちうどんはコシと光沢があり、約４０軒もの
店が味を競い合っています。

こいのぼりと
手打ちうどんのまち

本庄市 江戸時代の盲目の国学者塙保己一は、旧児玉町
保木野に生まれ、全６６６冊にも及ぶ国書「群書類
従」の編纂刊行者として有名です。盲目であり
ながら国学者としての実業は、わが国の国学史
上に大きく貢献しました。

総検校塙保己一生誕の地

東松山市 当市は、人口１万人当たりのやきとり店舗数が
全国第１位です。豚肉のカシラ肉を炭火で丹念
に焼きあげ、辛いみそだれをつけて食べる独自
のスタイルで、みそだれは、各店で秘伝の味が
あり、違った味を楽しめます。

東松山のやきとり

春日部市
ほうしゅばな

宝珠花の大凧は、縦１５m、横１１m、畳にすると
１００畳分で、重さは８００kgもあります。毎年５
月３日と５日に「大凧あげ祭り」が江戸川河川敷
で行われ、大空を舞う大凧を見に、大勢の見物
客が訪れます。

１００畳敷の大凧

狭山市 ～味は狭山でトドメさす～狭山茶の産地として
も有名な狭山市は、県内一の工業製品出荷額を
誇る工業都市でもあります。毎年８月には、関
東三大七夕まつりの一つ「入間川七夕まつり」を
開催しています。

狭山茶の産地

羽生市 モウセンゴケ科の食虫植物で、ムジナのしっぽに
似ていることからムジナモと呼ばれています。環
境悪化で自生地は世界でも数か所しかないとい
うことです。当市のイメージキャラクター「ムジナ
もん」は姿はタヌキに似た、とっても可愛らしいキ
ャラクターです。

国の天然記念物ムジナモ
国内唯一の自生地

鴻巣市 約３８０年の歴史と伝統を誇る「鴻巣びな」の里。
鴻巣びっくりひな祭り実行委員会主催のイベン
ト「びっくりひな祭り」で登場する高さ５．７４m、
幅５．１８m、２６段のピラミッドひな檀には、毎年
約１，４００体のひな人形が飾られます。

日本一高い
ピラミッドひな檀！

深谷市 地域の中心であった古代郡役所は、日本全国に
約６００か所ありました。埼玉県や東京都などを
含む武蔵国は２１郡ありますが、発見されている
のは５か所に過ぎず、県内では、当市内にある
幡羅遺跡と中宿遺跡だけです。

古代の郡役所がふたつも！

市町村 項 目 内 容

さいたま市 当市は、県内で唯一浦和レッドダイヤモンズ、
大宮アルディージャと Jリーグチームの本拠
地があります。アジア王者に輝いたレッズ、
NACK５スタジアム大宮が完成したアルディー
ジャ、ともに今後一層の活躍が期待されます。

サッカーのまち さいたま

川越市 重厚な蔵造り商家が軒を連ねる町並みや平成８
年に「残したい日本の音風景１００選」に選定され
た「時の鐘」をはじめとする一番街周辺は、平成
１１年に「重要伝統的建造物群保存地区」に選定さ
れました。

蔵造りの町並み

熊谷市 平成１９年８月１６日に国内最高気温４０．９℃を記録
しました。しかし、気温だけではなく、市民の
情熱、やる気などもあついのです！あついまち
ならではの取り組みやそのあつさを是非体感し
てください。

あつさ日本一！

川口市 東京ドーム約３倍の広さを誇る一大植物園。一
年中、南国の花を楽しめる大温室や季節の花に
囲まれた巨大噴水は見ごたえ十分。ミニ鉄道や
流水プールは子どもに大人気です。ドラマの撮
影に使われることもしばしば。

グリーンセンター

行田市 埼玉古墳群は、５世紀後半から７世紀初めのこ
ろまでに造られた、日本最大の円墳「丸墓山古

きんさくめいてっけん

墳」や国宝「金錯銘鉄剣」が出土した「稲荷山古
墳」など、９基の大型古墳からなる国指定史跡
です。

国宝も出土 埼玉古墳群
国指定史跡

秩父市 武甲山の麓にある羊山公園「芝桜の丘」は、全国
でも最大級を誇る１６，０００㎡の植栽面積に、色と
りどりの芝桜８種類をデザイン化し植栽してい
ます。春になると３５万株以上の芝桜が咲き乱れ、
１００万人以上の観光客が訪れます。

芝桜の丘

所沢市 明治４４年日本初の飛行場が所沢に誕生し、徳川
好敏大尉の操縦するアンリ・ファルマン機が、
初飛行に成功しました。この飛行場は、現在で
は航空記念公園として市民の憩いの場となって
います。

航空発祥の地
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市町村 項 目 内 容

和光市 東京外環自動車道、地下鉄有楽町線等、交通至
便の住宅都市で、司法研修所等国の施設や理化
学研究所など世界的な研究施設があります。全
国でも平均年齢４１．８歳と若い埼玉県にあるなか
で、当市は３８．１歳と活力あふれるまちです。

住みやすいまち、和光

新座市 １６５５年、老中松平信綱の命により、生活用水を
確保するため玉川上水から分水した全長２４㎞の
用水路。生活様式の変化や干ばつのため、昭和
３９年に分水が中止されましたが、清流対策事業
により清流が復活しています。

野火止用水

桶川市 江戸時代に山形に次ぐ全国二番目の生産量を誇
りながらも途絶えた「紅花」。当市では、江戸時
代に経済的繁栄をもたらした紅花が百年を超え
た今、文化的な成熟をもたらす。復活にそんな
願いを込め、紅花をシンボルとしたまちづくり
を進めています。

べにばなの郷

久喜市 ２２０余年の歴史と伝統を誇る祭りで、毎年７月
１２日と１８日に行われます。昼間は歴史上の人物
を飾りつけた人形山車、夜は人形を取り外し、
約５００個の提燈山車として曳き廻されます。提燈祭り「天王様」

北本市 日本五大桜に数えられた名木で樹齢は約８００年
といわれ、大正１１年に国の天然記念物に指定さ
れました。鎌倉時代、この地を訪れた源頼朝の

かばのかじゃ

異母弟「蒲冠者・源範頼」にちなみ、この名がつ
いたと伝えられています。

いし と かば

石戸蒲ザクラ
国指定天然記念物

八潮市 当市は、県内有数の小松菜の生産地です。小松
菜はカルシウムや鉄分などの栄養分が高く、生
活習慣病予防にも最適です。この小松菜を使っ
た料理やパン、クッキーなども作られています。

ハッピーこまちゃんもおすすめ！
八潮市産の小松菜

富士見市 縄文時代前期を代表する貝塚（昭和４４年国指定）
を持つ水子貝塚公園。ふれあい縄文広場には５
棟の竪穴住居が復元され、展示館では貝塚の調
査風景を再現し、出土品を展示して、学習や散
策に訪れる市民に親しまれています。

遥かなる縄文の風

三郷市 常磐自動車道、東京外環自動車道、首都高速道
路６号三郷線を接続し、東京ドームの約５倍の
面積（２３万㎡）を誇る全国有数の大規模ジャンク
ションです。三郷ジャンクション

�田市 埋蔵文化財の宝庫である当市の黒浜貝塚は、関
東地方を中心とした縄文時代前期中葉「黒浜式
土器」の標識遺跡です。近年の調査で、学術的
価値が高く、保存状態も良い遺跡であることが
確認され、平成１８年に国指定史跡に指定されま
した。

黒浜貝塚
国指定史跡

市町村 項 目 内 容

上尾市 昭和４０年から４５年の５年間の増加人口が５万
６，０１６人（国勢調査）、増加率１０２．３％であり、人
口１０万人以上の市では全国一の増加率となり、
当市は首都近郊都市住宅地域の先駆けです。首都近郊住宅の先駆け

草加市 草加せんべいは、原料と製造方法へのこだわり
の証である地域食品ブランド「本場の本物」に認
定され、地域団体商標にも登録されました。全
国でこの両方に認定されているのは沖縄黒糖と
足柄茶、そして草加せんべいだけ！

草加せんべい発祥の地！

越谷市 平成８年に県内６番目の人口３０万都市の仲間入
りをした当市は、元荒川、古利根川、綾瀬川など
の河川用水が流れ、古くから「水郷こしがや」と
呼ばれてきました。平成２０年春に、「親水文化
創造都市」であるレイクタウンがまちびらきし
ます。

水郷こしがや

蕨市 終戦翌年の昭和２１年、青年たちを励まそうと「成
年式」を開催。２３年に成人の日が制定され全国
で成人式が行われるようになりましたが、当市
では当時の思いを引き継ぎ、今でも「成年式」と
呼んでいます。

成人式発祥の地

戸田市 国内唯一かつ日本一の規模を誇る、全長２，４００
m、幅７０m、深さ２．５mの静水コースを持つ当市。
また、一帯は樹木が茂る県立戸田公園で、水辺
に映る緑と花がとても美しく、市民の憩いの場
にもなっています。

戸田ボートコース

入間市 「味の狭山茶」の本場として、県下第１位の生産
量と関東一の４００ヘクタールの茶畑が武蔵野台
地に広がる当市。特に初夏は、茶畑、加治丘陵、
狭山丘陵など豊かな緑を楽しめます。茶畑の一
角には、日本一大きな道標もあります。

武蔵野台地に広がる
関東一の茶畑

鳩ヶ谷市 １８５６年にこの地に生まれた大熊氏広は、日本を
代表する彫刻家として活躍し、約１００点にのぼ
る作品を制作しました。代表作品には、靖国神
社内にある「大村益次郎像」、東京国立博物館表
慶館前の「ライオン像」などがあります。

西洋彫刻の開拓者
大熊氏広生誕の地

朝霞市 昭和５９年から始まり、毎年８月上旬の３日間、
約５０万人の観客を迎え開催しています。祭りの
華「関八州よさこいフェスタ」の鳴子踊りには７６
チーム（約６，２００人）が参加します。また、打ち
上げ花火は、１時間で７，５００発が打ち上げられ、
迫力満点です。

朝霞市民まつり「彩夏祭」

志木市 ヤマザクラ（バラ科）の一種。この種のハタザク
ラとしては他に類がなく唯一の栽培品種です。
一重咲きの花に雄しべの一部が花弁状に変わっ

き べん

た旗弁を１～２枚生じます。目通り樹周り３．０５
m、高さ１１．２m、推定樹齢４００年以上。市指定文
化財で市民の木にもなっています。

世界で一本！
チョウショウインハタザクラ
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市町村 項 目 内 容

越生町 関東三大梅林の一つに数えられている「越生梅
林」は２ヘクタールの園内に千本以上の梅の木
があり、毎年２月中旬から３月下旬まで行われ
ている「梅まつり」では、清楚な姿の梅が咲き、
大勢の観梅客でにぎわいます。

関東三大梅林

滑川町 国営武蔵丘陵森林公園のある当町は、出生率３
年連続県内第１位。豊かさを示す指標１人当た
りの都市公園面積でも全国平均の約２６倍と国内
屈指。交通至便、豊かな環境にも恵まれ、バラ
ンスのある発展を遂げています。

出生率県内一

嵐山町 県のほぼ中央に位置する当町は、国蝶オオムラ
サキの生息地です。また、木曽義仲や畠山重忠
など坂東武者ゆかりの地でもある当町の杉山地
区にある杉山城跡は、「山城の教科書」と呼ばれ
るほど、複雑で技巧的な形態で、戦国期城郭の
最高傑作と注目を浴びています。

国蝶「オオムラサキ」と
杉山城跡

国指定史跡

小川町 武蔵の小京都と呼ばれる当町は、１３００年の歴史
を誇る小川和紙が有名です。毎年夏に行われる
「七夕まつり」は、１９４９年からの伝統があり、地
元の和紙をふんだんに使った竹飾りは、北関東
一といわれています。

和紙のふるさと おがわまち

川島町 平成の森公園内の「バラの小径」は、全長３００．５
mのバラのトンネルです。合併５０周年を記念し
て平成１８年１月に完成しました。また、日本一
ネットで「日本一長いバラのトンネル」として認
定されています。

日本一長いバラのトンネル

吉見町 吉見百穴は、今から約１３００年前の古墳時代後期
の横穴式墓群で、明治２０年に坪井正五郎博士に
より発掘されました。当時は先住民族の住居跡
とされましたが、大正末期になり墓穴であるこ
とが確定しました。現在２１９基が確認されてい
ます。

ひゃくあな

百穴
国指定史跡

鳩山町 当町には気象衛星「ひまわり」から情報を受信する
気象庁気象衛星通信所や地球観測衛星「だいち」
から情報を受信・処理を行う宇宙航空研究開発機
構の地球観測センターがあり、全部で５つのパラ
ボラアンテナが宇宙へ目を開いています。

宇宙に目を開く町

ときがわ町 昭和３７年に東京天文台堂平観測所として開所し、
平成１２年に町に譲渡された「星と緑の創造セン
ター」には、新星の発見などの観測を中心に活
躍してきた、当時国産最大であった口径９１㎝反
射望遠鏡があります。

県内最大の大型反射望遠鏡

横瀬町 寺坂地区に残る「寺坂棚田」は４．２ヘクタールの
面積を有する県内一の棚田です。この棚田を利
用した寺坂棚田学校は、地元農家と一緒に農作
業を体験する都市交流の場として、古代米など
を作っています。

寺坂棚田学校

市町村 項 目 内 容

坂戸市 産業振興、地域コミュニティづくりを目的とし
て、毎年８月下旬に開催する「坂戸よさこい」は、
参加チームの多さと会場の長さが関東一といわ
れています。坂戸よさこい

幸手市 権現堂桜堤が全国的に有名な当市。江戸時代に
は８世・９世・１０世と、三代続けて囲碁の名人
「本因坊」を輩出しました。この文化遺産を生か
し現在、市内の全小学校に囲碁クラブを立ち上
げ、囲碁文化の醸成に取り組んでいます。

本因坊のふるさと

鶴ヶ島市 竹と麦わら製の長さ３６m、重さ約３tの巨大な
龍蛇を、白髪神社から雷電池まで運び、池の中
で雨乞いをする行事です。県内に唯一残る雨乞
いで、４年に１度オリンピックの開催年に行わ
れます。

すねおりあま ご

脚折雨乞い
国選択無形民俗文化財

日高市 １８３２年にこの地に生まれた高林謙三は、横浜港
開港により輸入過剰となった日本の国力を懸念
し、医師から身を転じて３種の製茶機を発明。
これは、民間で最初の特許取得となりました。

製茶機械発明先駆者
高林謙三生誕の地

吉川市 「吉川に来て、なまず、うなぎ食わずなかれ」
と称されるほどの川魚料理は約４００年の伝統を
誇っています。中でも、なまずは家庭・郷土の
味として親しまれており、JR武蔵野線吉川駅
南口ロータリーには「黄金のなまずモニュメン
ト」があります。

なまずの里 よしかわ

ふじみ野市 平成５年に土地区画整理の一環として、全国第
一号のアウトレットモールの「リズム」を誘致し、
注目を集めました。その後も土地区画整理事業
を中心とした景観を重視した、他に誇れるまち
づくりを進めています。

全国第一号
アウトレットモールを誘致

伊奈町 県内最大級の約１０，０００㎡という広大な敷地を持
つ、記念公園内のバラ園は、約１９０種、４，０００株
の華麗なバラが咲き誇り、園内を甘い香りで包
みます。

県内最大級の公園に
バラの香り

三芳町 約３万年前の旧石器時代を曙とする当町の江戸
さんとめ

時代の開拓地「三富新田」は、首都圏に最も近い
緑のオアシスです。近年、伝統的な特産品であ
るさつま芋から焼酎「富の紅赤」が誕生しました。

み よ あ じ よ

どちらも味良し、三芳は味良し。

川越いも（さつま芋）は
み よ

味良し

毛呂山町 出雲伊波比神社の流鏑馬は、９００年以上の歴史
を誇り、子供が乗り子を務める全国的にも珍し
い流鏑馬です。県の無形民俗文化財であり、県
内で唯一、毎年奉納されています。

い ずも い わ い じんじゃ や ぶ さ め

出雲伊波比神社の流鏑馬
県無形民俗文化財
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資料：各市町村広報担当課提供

市町村 項 目 内 容

北川辺町 県のレッドデータブックで絶滅危惧種に指定さ
れているオニバスの県内唯一の自生地です。７
月下旬から９月上旬まで赤紫色の可憐な花を咲
かせます。また、とげのある丸い浮葉は直径２
m近くにもなります。

オニバス
県内唯一の自生地

大利根町
しもうさかんいち

１８９８年にこの地に誕生した下總皖一は、数々の
有名な童謡を残した作曲家。「たなばたさま」「花
火」「野菊」などの有名な童謡のほか、校歌や舞
曲なども手掛け、生涯に１，０００曲以上も作曲し
ました。

名童謡作曲家
下總皖一誕生の地

宮代町 関東平野のほぼ中央にある当町には、児童が裸
足で学ぶ竜宮城のような笠原小学校、コスプレ
愛好家も集うコロシアム風のコミュニティセン
ター進修館、東武動物公園の木製コースターと
ユニークな建築物が並びます。

ユニークな建物

白岡町 当町は、埼玉梨の主産地で、県内一の面積と生
産額を誇っています。品種は幸水、豊水が主流
です。特産品開発を行い、平成１１年１０月から「梨
リキュール・幸水の舞」を販売しています。梨の町

菖蒲町 １８６６年にこの地で生まれた本多静六は、日本初
の林学博士となり造林学・造園学の基礎を築き
ました。東京の日比谷公園や本県の大宮公園な
ど全国各地の公園設計に携わり、日本の公園の
父と呼ばれています。

日本の公園の父
本多静六誕生の地

栗橋町 毎年６月～７月にかけて全国で唯一、利根川の
本町付近でのみ見ることができるハクレンのジ
ャンプ。集団で繰り返し行う大ジャンプは基本
的に１日だけ。数十匹が連続ジャンプする光景
はダイナミックそのものです。

ハクレンのジャンプ

鷲宮町 関東最古の大社といわれる鷲宮神社に伝わる鷲
宮催馬楽神楽は、全国４，０００を超える神楽の中
で、第１回目の国の重要無形民俗文化財に指定
されており、正式には土師一流催馬楽神楽とい
います。「吾妻鏡」にも記録され、古式ゆかしい
様式をとどめています。

関東神楽の源流の地

杉戸町 毎年、８月第１週の土・日に開催される「古利
根川流灯まつり」。川面に大型灯篭２５０基あまり
が１㎞にわたり浮かべられて、「地上に降りた
天の川」と例えられるほどきれいです。当町の
夏の風物詩として定着しています。

古利根川流灯まつり

松伏町 大正１２年に県指定史跡となり、昭和２５年の文化
財保護法施行後、県内で初めて発掘調査された
縄文時代後期の馬蹄形貝塚です。昭和２９年の調
査では３基の住居跡や多数の土器、獣骨などの
遺物が出土した考古学史上でも著名な貝塚です。

栄光院貝塚
県指定史跡

市町村 項 目 内 容

皆野町
い せきこう

昭和４年、金子伊昔紅が歌詞を一般から募集し、
自らも作詞を行い、昭和５年１１月明治神宮遷座
１０周年祭に「秩父豊年踊り」として奉納。その後
「秩父音頭」と名前を変え、毎年８月１４日に「秩
父音頭まつり」が行われています。

秩父音頭の発祥の地

長�町 甌穴とは、岩がまだ氷床だったころ、水の渦巻
運動によって長い年月をかけて磨耗され丸い穴
になったもの。その中でも日本一大きいといわ
れるのが、当町の甌穴で、直径１．８m、深さ４．７
mあります。

おうけつ

甌穴！（ポット・ホール）

小鹿野町 とざいとーざい、ここに農民歌舞伎二百数十年
の伝統を誇る小鹿野歌舞伎を紹介いたしまする。
この歌舞伎の特色は屋台歌舞伎で、役者から裏
方、大道具、衣装、鬘にいたるまですべてが自
前で「町中が歌舞伎役者」で全国に売り出し中で
す。

歌舞伎役者の町
県無形民俗文化財

東秩父村 正倉院に残る文献に、１３００年程前に武蔵の国か
ら紙が税として納められていたという記録があ
ります。この歴史を継承する当村では、「東秩
父村和紙の里」を整備し、技術の保存に努めて
います。

東秩父村和紙の里

美里町 当町では、平成１１年度から１５年度まで果樹栽培
の普及に取り組んだ結果、ブルーベリーの植栽
が４０ヘクタールとなり、平成１６年度の全国市町
村別植栽面積が日本一になりました。

ブルーベリー
植栽面積日本一！

神川町 神流川河川敷に広がる野外スポーツレクリエー
ション施設「ゆ～ゆ～ランド」内には、アカシヤ
林に囲まれた県内唯一の日本ターゲット・バー
ドゴルフ協会公認コースのターゲットバードゴ
ルフ場があります。

県内唯一のターゲットバード
ゴルフ認定コース

上里町 日本で２番目に作付面積の高い小麦である農林
６１号は、うどんなどによく使われています。当
町では、農林６１号の種子を約１５０ヘクタール栽
培しており、全国の生産量の約２割を占めてい
ます。

種子小麦（農林６１号）
生産量日本一

寄居町
ふうっぷがわ

町の観光資源を代表する清らかな水は、風布川
やまとみず

・日本水が「名水百選」に認定されるほか、町全
域が「水の郷百選」に、日本水の森が「水源の森
百選」に認定されており、まさに水の三冠王の
町です。

水の三冠王の町！

騎西町 別名「久伊豆大名神」とも称し、騎西領の総鎮守
として崇敬を受けてきました。神事として年４
回、県の無形民俗文化財である「神楽」を奉納し
ます。また、隣接する公園には樹齢４００年を超
える大藤があり、ゴールデンウィークには「藤
まつり」でにぎわいます。

延喜式神名帳に
その名を載せる玉敷神社

Ⅶ 付 録 Ⅶ 付 録
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注） 原則として、1日当たりの数値＝18年中の数値÷365日。

埼玉県の1日埼玉県の1日（平成18年）（平成18年）

737737件件

救急車の出場件数

132132件件

救救救救救人身事故発生件数

374374件件

人人人人身人身人人人人人身犯罪認知件数

日本国
旅　券

JAPAN
PASSPORT

2323件件

公害苦情受理件数

2,943人人

公害公害公公害公公公公公害出国日本人数

2222725725件件

出出出出出出出出パスポート発給件数

444444人人

転出者数

466人人

転入者数

3939件件

転転転離婚数

112112件件

婚姻数

133133人人

死亡数

168168人人

出生数出生数

144




