


生活のなかで自然と土に親しみながら、ライフスタイルにあ
った“半農ライフ”が過ごせます。エコツアーや市民農園から
本格農業まで飯能市がさまざまなプログラムでバックアッ
プ！ 現在の暮らしに「農」をプラスした“半農ライフ”始めて
みませんか？ P4,P15

飯能市には「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」をは
じめとした豊かな自然のなかに遊び場がたくさんあり、のび
のび子育てができます。子育て支援拠点やさまざまな助成制
度により子育てを支援しています。また、小学校では農作業
を通じて食育をはじめ特色を活かした授業や「地域の見守
り活動」など、大人の目が届く安心の
環境で、きめ細やか
な教育を推進して
います。 P10

“半農ライフ”始めませんか？
飯能の豊かな自然と「農」に親しみながら…

農のある豊かな暮らし 自然のなかでのびのび
安心の子育て1
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飯能駅は西武鉄道池袋線「池袋行き」などの始発駅なので、
ゆったり座って通勤が可能です。池袋へは最短で約38分！
新宿・渋谷・横浜方面へも乗り換えなしでOK！圏央道狭山
日高IC・青梅ICに近接しているので、休日に出かけるのもア
クセス良好！駅近には百貨店や商店街があり、日 の々暮らし
も便利です。 P9

ハイキングから本格的なトレッキングまで飯能市内ではさま
ざまなアクティビティが楽しめます。「飯能河原」では川遊び
にバーベキューができ、汗をかいたら天然温泉でリフレッシ
ュ。豊かな自然のなかで楽しい休日を満喫できます。 P12

交通アクセスに優れ
便利で暮らしやすいまち

充実したアクティビティで
楽しく暮らせるまち

都心に近く、豊かな自然がある飯能市に住んでみませんか？
「飯能住まい」は、自然のなかで、「農」にふれる毎日を通じ、ゆとりと潤いのある生活を満喫していただく制度です。

飯能市は“半農ライフ”を実現できる多彩なプログラムで移住者の皆さんをバックアップいたします。
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たまたま埼玉県の情報誌を見
ていたら、優良田園住宅とい

う文字を見つけて気になったのがきっ
かけです。移住前は神奈川県に住んで
いたのですが、実家が宮城県というこ
ともあり、都会っぽい暮らしが苦手で
した。ログハウスの大きい家を建てる
ことが夢で、長男の小学校入学を目
安に3・4年ほど土地を探していたんで
す。それまで飯能市のことは知らなか
ったのですが「広い土地に薪ストーブ
のある家を建築し、家庭菜園もできて
都心にも通える土地」にすごく魅力を
感じて。ここだ！と思い、次の日には
現地を案内してもらい、一ヶ月後には
引っ越していました。

最初、夫が飯能市へ移住の話
を持ってきたときは、正直不安

でした。山の中だったり、利便性が悪
かったりしたらどうしよう…と。
でもいざ行ってみると「駅ビルもあるし
スタバもあるし全然山じゃない！」と
驚きました。それで、移住に賛成しまし
た。駅からも遠くなくて、将来子どもが
電車で通学するのにも良い立地だと
思います。電車で1時間ちょっとで渋

谷にも出られるのが魅力的ですね。
僕たちの場合は、川口市に住
んでいて、以前からログハウス

の建築を考えていたのですが、なかな
かしっくりくるところがなく。住宅展示
場に行ったときに飯能市がログハウス
に適した土地だという情報を聞いた
のがきっかけです。今建てている家は
薪ストーブが焚けるログハウス。以前
住んでいたのは住宅地で、車が24時間
通っているような場所でした。それに
比べ、飯能市はすごく治安が良く、子
どもを歩かせても安全なところも決め
手でした。

移住に際して、市のサポートは
あるのでしょうか？

最初は、ゆかりのない土地での
移住なので心配でしたが「飯能

住まい」は飯能市が勧めている施策な
こともあり、市のサポートがとても充実
しています。
市役所の窓口で担当者を紹介しても
らい、その後は二人三脚で移住までサ
ポートしてくれました。
地域の行政センターの方も気にかけて
くれ、地元の名産品をくれたり、「不便
はないですか？」と訪ねてくれたりと、

FAMILY  1

 「飯能住まい」ってどうですか？
“農のある暮らし”

自然のなかで、「農」にふれる毎日を通じ、ゆとりと潤いのある生活をコンセプトにしている「飯能住まい」。
今回、そんな「飯能住まい」のコンセプトに共感し、実際に移住を決めた２組のご家族の座談会を行いました。
※座談会は2018年3月実施。各家族のデータは取材時のもの

飯能市を知ったきっかけは
なんでしたか？遠藤 拓耶さん（会社員・32歳）

望さん（保育士・30歳）

春翔くん（7歳）、美羽ちゃん（5歳）

愛翔くん（3歳）

市域の75%が森林という自然豊かな飯能市ですが、
駅ビルにはスターバックスも入っています。通勤・通学
時の一息や地域の方がくつろぐ場として毎日賑わっ
ています。なんと開店してからもう20年を越えると
か。地域に根付いたカフェです。

「スターバックス コーヒー 飯能PePe店」
飯能市おすすめスポット !_01Hanno City

Recommended spot

ENDO'S FAMILY DATA

飯能市在住歴：2017年3月～
前住所：神奈川県相模原市
勤務地：拓耶さん→立川市
　　　　（車で約1時間）
　　　　望さん→飯能市内保育所

　（自動車で約15分）
通学：春翔くん→市内小学校（バス通学）
通所：美羽ちゃん・愛翔くん

→市内保育所（ママと車）
趣味：キャンプ、釣り、
　　　お料理、ジョギング（拓耶さん）
　　　レザークラフト（望さん）

飯能市おすすめ
スポット !

飯能住まい1年目の遠藤さんご家族は、
3人のお子さんとの5人暮らし。長男の
小学校入学を機に、飯能市へ移住。年間
30泊以上はキャンプをするほどアウトド
アが大好きな遠藤さん一家は、休みの日
は飯能市でバーベキューや川遊びをして
いるそう。

…遠藤拓耶さん …遠藤望さん …小島秀之さん …小島知誉さん今回の座談会メンバー≫
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市全体でのウェルカムなムードがあり、
安心感がありました。都心に近い田舎
にプチ移住する、といった感覚でした。

飯能市に住んで、
特に気に入っているところは
どこですか？

休みの日に家族で自然の中で
遊べるところが気に入っていま

すね。家族でキャンプが趣味で、移住
前は休日に車で遠方まで出かけて1日
がかりでアウトドアをしていました。移
動だけでも2・3時間かかっていました
ね。今は車で10分ほどで河原や山に
行ける。その日に思いつきで川遊びや
バーベキューが楽しめます。朝から川に
遊びに行って、お昼はバーベキュー、夕
方まで遊んで家でゆっくり夕飯。すご
く良いリフレッシュになります。
あとは、移住前は出勤ギリギリまで寝
ていましたが、今は小鳥のさえずりや
朝日で目が覚めるんです。朝起きるの
が早くなって、最近はランニングも始
めました。
朝走ると頭がすっきりして、午前中か
らフル回転で仕事ができます。
あと、僕たちが家を建てる地区は、埋
蔵文化財包

ほう

蔵
ぞう

地
ち

に該当するため、建

築前に調査したところ4500年前の集
落の跡地が出てきました（笑）。
話には聞いていましたが、まさか出る
とは思っていなかったので驚きました。
はるか昔から人々が暮らしていた土地
に住むというのは歴史を感じ感慨深
さがありますね。

大きい公園が周りに多いので、
子どもが遊びやすいのが気に 

入っています。以前は、公園も小さく
子どもも多く、自由に遊ぶことはなか
なか難しかったのですが、今は自然を
存分に感じながら思いっきり遊べてい
ます。朝起きたらまず「どこかへ行きた
い！」と。公園に連れて行って、日が暮
れるまで遊んでいます。もう少し大き
くなったら家族でキャンプにも行きた
いですね。
あと、飯能のニュースやイベントにも興
味が湧くようになりました。地元に興
味関心を持って住めるのはすごくいい
ことだなと思っています。

FAMILY  2

小島 秀之さん（会社員・33歳）

知誉さん（会社員・29歳）

叶愛ちゃん（2歳）

KOJIMA'S FAMILY DATA

飯能市在住歴：2017年7月～
前住所：埼玉県川口市
勤務地：秀之さん→さいたま市浦和区

　（バスと電車で約1時間30分）
　　　　知誉さん→渋谷区

　（車と電車で約1時間20分）
通所：叶愛ちゃん

→市内保育所（ママと車）
趣味：フットサル、スポーツ観戦、
　　　音楽鑑賞など

飯能住まい半年の小島さんご家族は、２
歳のお子さんとの３人暮らし。夫婦とも
に勤務地を変えることなく電車通勤を
しながらの移住生活ですが、交通の便が
良いので特に不便なことはないそう。現
在ログハウスを飯能市に建築中。

毎月1日に刊行される「広報はんのう」。市内の
さまざまなイベントや情報が掲載。インターネッ
トからの閲覧もできます。

飯能市の市政、暮らしから
イベントまで情報満載！
「広報はんのう」

飯能市おすすめスポット !_02

市内には32の公園と7つの児童遊園・子ども広場が
あります。大きな滑り台があったり、晴れた日には遠
くスカイツリーが見えるロケーションだったり、バラエ
ティ豊かです。その日の気候や子どもの年齢に合わ
せて色 な々公園を選んで遊べます。

バラエティ豊かな公園がたくさん！
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会社へは電車とバスで1時間
半くらいの距離です。電車の中

では読書を楽しんでいます。子どもが
いるとなかなかできない一人の時間を
満喫しています。良い息抜きにもなり
ますね。

車で1時間ほどかけて立川市
へ通勤しています。以前は、渋

滞スポットが多かったのですが、今はス
ムーズに通勤できています。車内では
ラジオや、英語が必要な職場なので勉
強として英語のCDを聴いています。通
勤時間を有効活用できています。

教育面ではどういった特徴が 
ありますか？

娘が今年から保育所に通って
いるのですが、待つことなくス

ムーズに入所させることができました。
保育所の目の前には山があり、少人
数でアットホームな保育所なので、娘
はすごく気に入っていて「帰りたくな
い！」っていうくらい。毎日思う存分
遊んで、家に帰ったらすぐに寝てしま
います（笑）。
クラスの人数は少ないのですが、その
分、上の学年の子に面倒を見てもら
え、保育所の頃から地域のコミュニテ
ィに馴染んでいける環境ですね。

今年から長男が小学校に入学
したのですが、一学年10名ほ

どで全校生徒が71名の小規模校。最
初はそれが不安でしたが、体育や掃除
も全学年一緒に行っていて、学年を超

えた交流ができるのが楽しいみたいで
す。上の学年の子を見て育つので、家
でも妹や弟に対して面倒見が良くな
りました。少人数なので先生の目も届
きやすいです。
学校で野菜を育てる授業があり、自分
たちで作った野菜を持って帰ってきま
す。今まで長男は野菜が苦手だったの
ですが、「僕が作った野菜だよ！」って
モリモリ食べるようになりました。泥だ
らけで帰ってくるので洗濯が少し大変
ですが（笑）。都心の学校では食育の授
業はなかなか難しいですが、自分のク
ラスで畑を持って育てるのは自然の多
い飯能ならではの教育環境だな、と嬉
しく思います。
あと、子どものインフルエンザの予防
接種が無料なのも助かっています。

移住前のライフスタイルと
比べて、特に変わったところは
どこですか？
また、不便な点などは
ありますか？

移住してから車が2台になり、
車中心の生活になりました。

夫の通勤用と、私が普段使いする軽
自動車です。スーパーも病院も付近に
多くあるので、車生活ができれば不便
は特にないです。軽自動車は車庫証明
が不要なのも良い点です。
あと、スーパーで野菜を買うことが減

都内への通勤時間は
どれくらいですか？
通勤時間はどのように
過ごされていますか？

ENDO'S FAMILY TIME Schedule

飯能市おすすめスポット !_03

「飯能住まい」の対象地域にある、コミュニティスト
アマスオカ「畑の蔵」は、地元生産の生鮮食品をはじ
め、特産物、酒類、雑貨、さらに薬局完備のコンビニ
エンスストアです。地元や近隣地域の新鮮な食品が
お得な価格で販売されています。

飯能の生鮮食品が揃う「畑
はた

の蔵
くら

」

「飯能市に来てから早起きになった」という拓
耶さんは、朝５時に起きてランニングが日課。
車で立川まで通勤し、帰宅は21時頃。通勤中
は英語の勉強や好きなラジオを聴いて過ごす
そう。

家族で飯能市の河原でアウトドア。朝から川
遊びをして、お昼はバーベキュー。身近に自然
があるので、遠くまで出かけなくても気軽にア
ウトドアが楽しめます。

朝は保育所と小学校にお子さんを送り、フリ
ー時間では趣味のレザークラフトも。飯能市
の野菜で料理のレパートリーも広がります。
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平日の1日

就寝
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遠藤家
夏休みの

1日

ランニング
身支度
出勤

仕事

残業

帰宅

お風呂
夕食

望さん
平日の1日

就寝

起床
長男を
送り出す
フリー

フリー

フリー

長女・次男
起床、朝食

家事
お出かけ

昼食

次男お昼寝
タイム中に
家事

長男帰宅
宿題

夕食準備

子ども夕食

片付け
お風呂

片付け

夫と夕食
子ども就寝

起床・準備
川へ出発!

川遊び

買い物

夕食

一家団らん
タイム

川遊び
帰宅 BBQ

ランチ

朝食

就寝

起床
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付けして収穫するイベントや、地元の
奥様方が地元の野菜で料理を作って
食べながらお話しする会やウォークラ
リーなど毎週イベントが行われています。
交流していく中で自分たちが移住者
のモデルケースになり、いずれは地元の
方々に恩返しをしていきたいと思って
います。

「飯能住まい」のコンセプト通
りの、“農のある暮らし”をして

いきたいですね。
自分の家で野菜を育てて、みんなで収
穫をして食べ、子育ての中に食育を取
り入れていきたいです。地元の方の中
には、畑や家庭菜園をされているプロ
フェッショナルな方がたくさんいるの
で、サポートもしてくれます。本格的な
家庭菜園ができるのは本当に魅力的
です。
あとは、地元の方と移住者同士のコミ
ュニティを作っていきたいですね。
僕たちも最初、移住のハードルはあり
ました。同じように「飯能住まい」に興
味を持っているけれど飛び込めない方
に向けて、移住者目線でお手伝いや情
報発信をしていきたいです。
飯能市は僕たちにとって“地元”、子ど
もたちにとって“ふるさと”になる土地
なので、力になれることがあれば協力
したいと思っています。ゆくゆくはキャ
ンプ場経営もしたいですね（笑）

生活の木 メディカルハーブガーデン薬香草園は、ハーブ本来の用途、メディカルも考え
る新たなハーブガーデンです。香草の持つ効果により焦点を当て、健康や日常の一次予
防としての知識も随所で発信しています。年間約200種のハーブや草木が育ち、蒸留
用に収穫したり、併設のベーカリーで利用したりしています。

ショップ&ベーカリー併設の「生活の木 薬
やっこうそうえん

香草園」
飯能市おすすめスポット !_04

KOJIMA'S FAMILY TIME Schedule

「電車通勤中は本が読めるので有意義です」
と秀之さん。移住してから早寝早起きになっ
たそう。

「自然を感じながらヨガをしています」と、知
誉さん。秀之さんは趣味の自転車で市内をサ
イクリング。最近は、遠藤さんと一緒に薪スト
ーブに使う薪割りもしています。

お子さんを飯能市の保育所に預けてから、渋
谷まで電車で通勤。都心まで1時間程で通え
るのも、飯能市の魅力です。
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知誉さん
平日の1日

就寝

保育所送り

保育所迎え
お風呂
夕食

フリー

出勤

帰宅

仕事仕事
昼食

起床、朝食・
娘の保育所準備
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秀之さん
平日の1日

就寝

起床、朝食
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小島家
休日の1日

就寝

朝食夕食

フリー

昼食

おそうじ
お風呂

買い出し
サッカー
公園

サッカー、公園
薪割り

母のヨガタイム

出勤

仕事

帰宅

夕食

お風呂
フリー

遠藤さん・小島さんと
もに家には大中小の斧
を常備。「休日は薪割り
が日課になりそうです」
と、小島さん。

薪ストーブに
欠かせないのが、薪割り

りましたね。家庭菜園もありますし、ご
近所さんからお野菜をいただくことも
あります。
「畑の蔵」というコンビニ併設の地元
農家の直売所があって、そこの旬の野
菜が安くて美味しい！去年の春には
飯能市の特産品の「のらぼう菜」とい
う野菜に家族ではまりました。おひた
しにしても炒めても美味しくて。

不便なのは、バスの本数が少な
いことですね。飲み会のときは

朝からバスで出勤するのですが、朝で
もバスの本数が少なくて、それに合わ
せて生活するのが少し大変です（笑）。
交通面は都内のような便利さはない
ので、それを受け入れ、工夫できる方
が向いていますね。あとは、「飯能住ま
い」は家を買う移住ではなく、土地を
買ってゼロから家づくりをする移住の
形なので、時間に余裕が要ります。いつ
までに住みたい、という制約がない方
にはぴったりだと思います。

今後、飯能市でしていきたい
ことはありますか？

まずは地域に溶け込むことが
大切だな、と思っています。地

域のイベントが頻繁にあるので足を運
んでいきたいですね。じゃがいもを植え

遠藤さんが「飯能住ま
い」の参考にしている雑
誌。雑誌に出てくるような
おしゃれなログハウスを現在
建築中！

ライフスタイル、家づくりの
参考にした雑誌
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column

「平日は都内に通勤し、休日は広い敷地で家庭菜園やガーデニングを楽しみたい」
「豊かな自然に囲まれた環境でのびのび子育てしたい」
そんな理想の生活を「飯能住まい」で実現できます。

「飯能住まい」でかなえる理想の家

マイホームの建築に向けた土地を探す
とき、重視するポイントはさまざまです。
都内への通勤圏にある飯能市が推進
する「飯能住まい」。その対象地であ
る南高麗地区は、西武鉄道池袋線飯
能駅から車で5～10分程度の距離で
ありながら、豊かな自然に恵まれた地
域です。そのため、「今の仕事は変えず
に、ほどよい田舎暮らしがしたい」「豊
かな自然に囲まれた環境でのびのび子
育てしたい」「休日は家庭菜園やアウ
トドアを楽しみたい」などのポイントを
重視する方には、きっと理想の土地が
見つかります。
　また、南高麗地区の自然環境は、
「ログハウスを建てたい」「マイホームに
は薪ストーブを設置したい」「自然素
材の家を建てたい」といった住宅建築
のイメージに最適です。

飯能市の玄関口、西武鉄道池袋線飯能駅は「ムーミン」の世界観や北欧のライフスタイル
を体験できる施設「メッツァ」の開設にともない、北欧デザインの駅へとリニューアル！自
然あふれる「飯能」の要素とムーミン発祥の地である「フィンランド（北欧）」の要素を掛け
合わせた、フィンランド人デザイナーによる本物の北欧デザインで、これまでにない駅舎が
実現しました。

飯能駅が北欧風にリニューアル！

地震の揺れは、「地震の規模（マグニチュード）」、「震源からの距離」が同じであっても、
表層地盤の厚さや硬さの違いによって大きく変わります。やわらかな表層地盤が
厚いほど、地震の揺れが表層で増幅し、増大します。
飯能市の地盤地質は、秩父中・古生層の岩盤や飯能礫

れきそう
層という硬質な地盤が地

表付近にまで分布し、関東ローム層などの地震で揺れが増大しやすい表層地盤の
分布が浅くなっています。そうしたことから、飯能市の地盤は地震の揺れに対して
強い構造であると言われています。

強固な地盤で地震に強いまち

飯能市おすすめスポット !_05

Check Point !

理想の土地で
理想の住宅建築

飯能住まいで
薪ストーブ導入予定
なので絶賛
薪活中です！

夫婦の理想の
住まいを

実現できます !
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どこへ行くのも近くて便利なまち

東京メトロ副都心線東急東横線

JR八高線

埼玉県南西部に位置する飯能市は東京都内への交通アクセスがと
ても便利。西武鉄道池袋線「池袋行き」などの始発駅である飯能駅
から池袋駅まで特急ラビューで約38分、急行で約48分。東京メト
ロ副都心線に乗り入れているため、新宿・渋谷・横浜まで乗り換え
なしで行ける。東飯能駅からはJR八高線で八王子駅まで約32分、
川越駅まで約24分。
なんといっても始発駅なのでゆったり座って都内への通勤が可能で

す。圏央道狭山日高IC・青梅ICにも近接しているので車もアクセス
良好で休日も出かけやすい。市内には飯能駅を中心に百貨店やシ
ョッピングセンターのほか地元で愛される商店街もあります。また、
スーパー、コンビニ、ドラッグストアなども多数あり、日々の暮らしに
便利です。近隣にはアウトレットパークやアメリカ生まれの会員制大
型スーパー、映画館もあり、家族で楽しむことができます。

西武鉄道池袋線飯能駅には、スーパーや雑貨店、ア
パレルショップが入る駅ビル“西武飯能PePe”が直
結。JR東飯能駅には、“丸広百貨店 飯能店”が直結。
また、駅周辺にはコンビニエンスストアも豊富で利便
性もばっちりです。

駅から直結、駅ビルと百貨店
飯能市おすすめスポット !_06

アクセス

飯能駅は西武鉄道池袋線「池袋行き」などの始発駅なので、ゆったり座って都心への通勤が可能です。
池袋へは最短で約38分！ 新宿・渋谷・横浜方面へも乗り換えなしでOK！
圏央道狭山日高IC・青梅ICに近接しているので、休日に出かけるのもアクセス良好！

正丸

西吾野

東吾野

武蔵横手

元加治

飯能駅

東飯能駅

吾野

高麗
JR八高線

圏央道

至青梅IC

名栗湖 宮沢湖 狭山日高IC

299

日高市

青梅市

秩父市

奥多摩町

横瀬町

池袋駅渋谷駅横浜駅 新宿
三丁目駅

池袋から
約40分

池袋から
約11分

池袋から
約6分

JR埼京線
約20分

JR川越線
八高線

約24分

西武鉄道池袋線
特急ラビュー
約38分

西武鉄道池袋線
急行

約48分

八王子

約32分

川越

ACCESS 埼玉県

東京都

神奈川県

HANNO CITY

※表示時間は最短のもの

南高麗地区

大宮
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子どもたちが夢と希望をもって暮らせるまちにするために地域社会ができること。
それは子どもが安心して自然と触れ合える環境を整えることから始まります。
豊かな自然環境がそれぞれの個性を伸ばし、生きる力を育みます。
飯能市は、子どもたちとその家族をさまざまにバックアップ。
子どもたちが生き生きと成長できる未来を目指しています。

Child rearing
子どもたちの未来を創るまちづくり

「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」は
「平成記念子供のもり公園」として国から指定を受け、
飯能市が建設して平成9年7月に開園しました。 
飯能市は、子どもたちが飯能の自然に囲まれたこの公園で楽しく遊びながら、
さまざまな体験を通してそれぞれの個性を伸ばし、
仲間を思いやる心をもって成長していくことを願っています。 
平成29年6月から公園名を「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」とし、
子どもたちの笑顔の絶えない、世代を超えて愛される公園を目指しています。

飯能市立こども図書館は、全国的にも珍しい、子どもと子どもの読書に関わる大人のた
めの専門図書館です。ログハウスのような外観で、館内は、木のぬくもりあふれるあたたか
な空間が広がり、木々に囲まれた環境の中で本に親しむことができます。定期的に絵本
や紙芝居の読み聞かせの他、工作教室や人形劇も開催され、子どもたちが本やさまざま
なイベントに親しみながら、楽しく過ごせる図書館です。

木のぬくもりあふれるあたたかな「こども図書館」
飯能市おすすめスポット !_07

子育て

「トーベ・ヤンソン
あけぼの子どもの
森公園」とは

\ S U M M ER/

\ W I N T E R /

\ S P R I N G /

\A
UTUMN/
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Meets!×子育てスマイルプロジェクト
～切れ目のない支援を実施～

飯能市は、少子高齢化や地方人口減少に伴い、次世代を担う子
ども・若者・子育て世代が求めるニーズに対応した生活環境の確
保、提供を推進しています。その一環として、妊娠中、子育て中の
家族を対象に、妊娠前から子育て時期まで切れ目のない支援を
行う“ Meets!×子育てスマイルプロジェクト”を実施しています。

飯能市の子育て 飯能市の教育

市内の0歳～就学前の親子を対象に、子ども同士、親同士の遊びや交流、また、相談や
学習の場として「どんぐりルーム」を開設しています。「どんぐりルーム」は市内公立保育
所と連携して市全域の地域子育て支援を推進しています。市内にはほかにも5か所の
地域子育て支援拠点があります。

地域子育て支援拠点「どんぐりルーム」
飯能市おすすめスポット !_08

※飯能市に住民登録がある方が対象

※18歳になった年の3月31日まで

※1と2は南高麗地区のみ

自然環境を活かして
～自然体験授業～
「飯能住まい」の対象地域の小学校では、飯能の豊かな自
然を活かして、授業の中で田植え、稲刈り、野菜の収穫、
釣りなどを体験します。自分たちで収穫した野菜は給食
に活用したり、家に持ち帰って調理したり、食育にも役立
っています。

1

地域の食材を活用した
あたたかい、おいしい給食
市内の公立小・中学校では、自校式給食を取り入れたり、
小学校内に設置された5か所の共同調理場をエリアごと
短い距離で配送したり、メニューには地元産の食材を活
用し、あたたかい給食を食べられます。

3

0歳児おむつ無償化事業
～赤ちゃんスマイル～
赤ちゃんの健やかな成長を願い、
0歳児がいる家庭を対象として、
おむつ等の育児用品が購入できるクーポン券を年間5万
円分配布しています。

1

子どもインフルエンザ予防接種費用無償化
生後6か月から中学生以下の子どもは、インフルエンザの
予防接種を無料で受けられます。

2

子ども医療費助成

0歳から18歳※までの子どもが医療機関等にかかった場
合、医療費の自己負担金を助成します。

3

マイ保育所
妊産婦や子育て中の保護者等が、身近で利用しやすい場
所にある市内9か所の公立保育所を「マイ保育所」として
登録することができます。「マイ保育所」は保育所体験や
子育て相談等、さまざまなサービスを受けることができる
他、子育ての楽しさや子育
てに関するノウハウを習得
してもらう場としても機能
しています。

4

少人数だからできる
きめ細やかな教育
「飯能住まい」の対象地域の小・中学校は少人数学級な
ので児童・生徒一人一人の個性や特性に応じた教育がし
やすく、個々の能力や適性を伸ばしやすいといわれていま
す。学校全体が家族のようで、異学年交流を重視した教
育活動により、全校的な児童生徒の交流が深まりやすい
のが特徴です。

2

\ W I N T E R /
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ハイキングから本格的なトレッキングまで飯能市内ではさまざまなアクティビティが楽しめます。
「飯能河原」では川遊びやバーベキューができ、
汗をかいたら天然温泉でリフレッシュ。
豊かな自然のなかで楽しい休日を満喫できます。

Activity & EVENT
充実したアクティビティで楽しく暮らせるまち

アクティビティ&イベント

都心から電車で最短約38分の飯能市。市内を流れ
る入間川、高麗川、成木川などの水辺では、6月中
旬からホタルが飛び交います。自然環境のバロメー
ターといわれるホタルが住まう緑と清流が飯能市の
自慢です。

ホタル生息地
飯能市おすすめスポット !_09

カヌーにもチャレンジ !
飯能駅から車で40分程度の豊かな
自然に囲まれた名栗湖では、カヌー
体験やカヌー作りができます。初め
ての人でも気軽にチャレンジOK。名
栗エリアにはレンタサイクルもあり、
サイクリングも楽しめます！

バーベキューから
川遊びまで楽しめる !
駅から徒歩15分程度の飯能河原は
関東きってのバーベキューの聖地と
しても有名。河原が広いので大人数
のバーベキューも可。また、浅瀬では
小さい子も川遊びが楽しめます！

子どもとのハイキングに !
標高197mの天覧山。中腹まで道
が舗装されているので子どもでも登
りやすく、ハイキングデビューにも、
毎日の散歩にも最適です。

アクティビティや
日々の疲れを癒す
市内には清流沿いにあるのどかな天
然温泉も。からだの芯から温まり、
日々の疲れも癒すことができます。
「美肌の湯」ともいわれるアルカリ性
単純温泉です。

飯能河原

カヌー 天覧山
温泉
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EVENT 
CALENDaR
飯能市のイベントカレンダー

毎年200を超えるチームが参加する関東有数の駅伝大
会。一般から大学生、高校生まで一堂に走るスタートシー
ンは迫力満点 !

奥むさし駅伝競走大会1月

飯能市の文化財「店蔵絹甚」をはじめ、市内商店街、個人
店舗、個人参加のお宅など随所で年代物の貴重なお雛様
や吊るし雛が展示されます。

飯能ひな飾り展2月

東日本大震災の被災地等を支援するために毎年開催さ
れる復興イベント。東北の食材を扱う店舗を中心に、市
内店舗も出店します。

震災復興元気市3月

春の飯能市は桜やツツジが満開となり、市内のいたるとこ
ろで鮮やかに色づきます。桜の名所・天覧山ふもとの中央
公園と飯能河原では桜のライトアップをはじめ、イベント
を開催します。

飯能春まつり4月

飯能市内の路地を散策しながら食べ歩きを楽しむイベン
トで懐石料理や居酒屋、カフェ、レストラン、パン店、洋菓
子店など約80店舗が参加。

はんのう路地グルメ10月

底抜け屋台やみこしが市内を練り歩く夏祭り。祇園囃子
と共に繰り出し、街を練り歩く様子は勇壮です。

飯能夏まつり7月

飯能の5月の風物詩。市内外からの参加者が2万人を超
える国内最大級のウオーキングイベント。

飯能新緑ツーデーマーチ5月

南高麗の黒指と細田地区で開催されるイベント。集落の
家々の軒先がお店になり、買い物や食事を通じて地域の
方とのふれあいを楽しみます。

春のお散歩マーケット

飯能河原の中州から打ち上げる花火は至近距離で見る
ことができます。飯能の夜空に映える花火は必見！

飯能納涼花火大会8月

飯能河原に金魚を放流し、小学生までの子どもを対象に
本物の川を使ったダイナミックな金魚すくいを行います。

ちびっこ金魚すくい大会

11台の山車が街の中心部を練り歩く奥むさしの秋の風
物詩。それぞれの囃子を奏であう山車の引き合わせは見
もの！

飯能まつり11月

お散歩マーケットは秋にも開催。紅葉が美しい南高麗の黒
指と細田地区をお散歩しながら地域の方とふれあいます。

秋のお散歩マーケット

市内の農林業や産業をPRするイベントで、市役所の駐
車場で同時開催。飯能市特産の木材「西川材」に実際に
ふれることができるさまざまな催しの他、市内外の飲食店
が出店。

はんのう生活祭・西川材フェアー

市内には個人で経営しているおしゃれカフェや雑貨
店、シェアアトリエなども。特にカフェは気鋭の新店
から老舗の純喫茶まで、街なかから自然豊かな山あ
いまで、個性豊かなお店が軒を連ねます。

おしゃれなお店、たくさんあります !
飯能市おすすめスポット !_10

豊富なコースが楽しめる !
市内には9か所のゴルフ場があり、
プロのツアーが行われることも。初心
者から上級者向けまで豊かな自然
を生かした起伏に富んだコースが特
長です。

初心者から上級者まで楽しめる
市域の75%が森林の飯能市では、
市内のいたるところで気軽なハイキ
ングから本格的なトレッキングまで
楽しめます！

ハイキング

ゴルフ
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65
飯能市

%

44%

所沢市

30%

練馬区

一戸建て
持ち家率※1

同じ広さの
土地を練馬区の

1/7の価格で
購入できます！

飯能市おすすめスポット !_11

飯能市の「暮らし」「生活」に関連するデータをご紹介します。
気になる「土地の価格」や生活に必要な「店舗の数」、
子どもが遊ぶ「公園面積」などで移住後の生活を徹底分析。

61
飯能市

%

自動車所有率※4 41%

所沢市

23%

練馬区

飯能市
4.13㎡
所沢市

2.87㎡
練馬区

１人当たりの
公園面積※5

15.0㎡

※1 平成27年国勢調査　※2 埼玉県統計年鑑、東京都統計年鑑　※3 令和2年版統計はんのう
※4 令和2年版統計はんのう、令和2年版所沢市統計書、練馬区統計書令和2年版
※5 飯能市建設部道路公園課、所沢市建設部公園課、練馬区土木部道路公園課
※6 令和2年版統計はんのう、飯能市健康福祉部健康づくり支援課

土地の価格※2

ABOUT HANNO LIFE
データで見る「飯能市」

飯能の暮らし&生活

地元名産の西川材をふんだんに使用した木の薫り漂う図書館。大きなガラスから明る
く自然光が降り注ぐ館内は、樹齢100年にもなる杉磨き丸太をそのまま使用した柱や
床板・天井・書架などにも木材が使用され、森の薫りとあたたかさに包まれています。読
書室や学習室、子ども向けのコーナーもあり、子どもから大人まで好きな本と思い思い
の時間を過ごすことができます。

森の薫りと自然光が降り注ぐ「飯能市立図書館」

4

ホーム
センター

10

百貨店
スーパー等

7
病院

31

コンビニ
エンスストア

36
診療所

19

ドラッグ
ストア

37

歯科
診療所

10

ガソリン
スタンド

飯能市 所沢市 練馬区

5,910
万円

2,453
万円

807
万円

一戸建て持ち家世帯／
世帯数
飯能市なら憧れのマイホ
ームが実現できます。多く
の家族が一戸建ての持ち
家に住んでいます。

乗用車・軽自動車登録台
数／人口
夫婦で2台の車を所有す
る家庭が多く、都心に比
べ交通量が少ないので、
運転の苦手な方でも安心
です。

土地（住宅地）の
平均価格
（150㎡あたり）

遊具遊びやかけっこ、自転
車の練習も広々と公園を
利用できます。

飯能市内の商店数&医療機関※6

都内に通勤・通学
している人の率※3

その他…1%

44%

市内

33%

県内
始発駅でラクラク通勤。
都心へアクセスも良好な
飯能市なら、仕事を変え
ずに移住することも可能
です。

22
都内

%
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Qhanno life

“農のある暮らし”「飯能住まい」
はどんなライフスタイル？
飯能駅から車で5～10分程度の距
離にある豊かな自然の中にある広

い敷地に住宅を建築することができま
す。都内へ通勤しながら、休日は広い敷
地で家庭菜園を楽しんだり、自然の中で
のびのび子育てをするライフスタイルが
実現可能です。

A

Qhanno life

“農のある暮らし”って
どんなこと？

「農」を体験するプログラムを通じ
て、自然の中で土にふれる生活を

満喫できます。農業体験、家庭菜園、市民
農園、本格農業など生活にあった“農のあ
る暮らし”を準備しており、農業のプロか
ら作付けなどの指導も受けられます。

A

Qhanno life

住宅建築などの際、
市からの補助金はありますか。
「飯能住まい」を利用して転入した
場合、補助金を受けることができま

す。その他に住宅建築に西川材※を使用
した場合や太陽光発電システムを設置
した場合など各種住宅建築に関する補
助金メニューの併用も可能です。また、
市内金融機関では住宅ローンの金利が
優遇される融資制度もあります。

A

Qhanno life

制度に興味があるけど、
どこに相談すればいいの？
まずは、「飯能市役所 都市計画課 
移住支援室」へお問い合わせくだ

さい。制度の詳しい説明や対象地のご案
内など気になる疑問にお答えします。

A

移住支援室へ連絡
まずは、「飯能市 都市計画課 移住支援
室」へご連絡ください。電話、メール、FAX
などでお気軽にお問い合わせください。

土地の決定
ご案内した土地で気に入った所があった
場合、市が地権者を紹介します。宅地建
物取引業者を介し購入に向け、地権者と
売買に関する話をすすめていただきます。

現地ご案内
ご希望の日程に合わせ、制度の説明と
現地をご案内します。

土地売買契約
地権者との話がまとまったら、土地売買
契約を締結し、建築予定地を決定します。

建築予定地の決定 建築業者の決定

住宅の設計
建築業者が決まったら、住宅の設計をす
すめていただきます。建築業者を含めて
の現地ご案内も可能です。

※飯能市優良田園住宅の建設の促進に関す
る基本方針の基準を満たす住宅である必要
があります。

建築業者の選定
ハウスメーカー、工務店、大工など自由に
お選びいただけます。建築業者の指定は
ありません。

「飯能住まい」住宅完成までの流れ

住宅の建築
許認可の手続きが完了したら、建築工事
の着工です。

許認可の手続き
建築予定地が決まり、住宅の設計が完
了したら許認可の手続きを行います。

住宅の完成
住宅が完成し、いよいよ「飯能住まい」が
スタートします。土にふれる“農のある暮
らし“を満喫！

※イメージです。

※ 西川材はスギやヒノキなどの飯能市特産の木材です

“農のある暮らし”「飯能住まい」についてのお問い合わせ
飯能市 建設部 都市計画課 移住支援室
℡ : 042-973-2268　℻ : 042-974-6770　MAIL : ijyu@city.hanno.lg.jp 
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水 × 緑 の出 会 い

森 林 文 化 都 市
飯 能 市

\ H A N N O C ITY/

飯能市 建設部 都市計画課 移住支援室
埼玉県飯能市大字双柳1番の1

  ijyu@city.hanno.lg.jp
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