
嵐山町
ずっと住み続けたいまちずっと住み続けたいまち
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嵐山町に

住んで

みませんか

　嵐山町は、埼玉県のほぼ中央、比企丘陵の中核にあり、東京都心から約 60

㎞圏に位置しています。北部地区は小起伏の多い丘陵地帯であり、西の山地か

ら比較的平坦地の多い中央部、そして再び南部の丘陵部へと変化に富み、緑豊

かな地勢を形成しています。

　この町名は、町の中央部を流れて都幾川に合流する槻川の上流の渓谷（現嵐

山渓谷）がすばらしい景勝地であり、その眺めが京都の嵐山に似ていることから、

我が国最初の林学者である本多静六博士が昭和 3 年に命名した「武蔵嵐山」に

由来しています。

嵐山町ってこんなところ

豊かな自然のあるまち 子育てを応援するまち 魅力的な観光ｽﾎ゚ ｯﾄのあるまち豊かな歴史のまち

嵐山町は谷津が多く雑木林

も多く見られます。国蝶オ

オムラサキは町のシンボル

であり、「蝶の里

公園」もありま

す。

平安時代末期から鎌倉時代

にかけて活躍した、畠山重

忠公や木曽義仲公ゆかりの

地です。戦国期城郭の最高

傑作のひとつである杉山城

跡もあります。

子育て支援センターや子育

て広場もあります。地域の

子育てグループや医療費助

成や学校教育も充実してい

ます。

町名発祥の地である、紅葉

で有名な「嵐山渓谷」や関

東エリアで人気が高い「嵐

山渓谷バーベキュー場」が

あります。都

幾川堤の桜並

木も人気です。
嵐山町の子育て支援

こんにちは

むさし嵐丸です

c　嵐山町2011

●時間　10 時～１６時

　（12 時～ 13 時は閉館します。）

●利用料　無料（駐車場あり）

子育てコンセルジュ

こどもに係る医療費（医療保険制度

が適用される医療費の自己負担分）

を助成しています。

●対象者　中学３年生まで

●助成内容　入院・通院（入院時食

　　　　　　事代を含む）の医療費

保育士などの資格のある子育て支援

専門員を配置しています。

子育て支援情報や保育サービスの説

明を分かりやすく案内しています。

●活動時間　月・水・木・金

　　　　　　（10 時～ 15 時）

●場所　子育て支援課窓口

らんざんまち

らんざんまち

らんざんまち

らんざんまち

写真提供：小矢部市

町の中心地である武蔵嵐山駅橋上駅
舎に地域子育て拠点「子育てステー
ション嵐丸ひろば」があります。
「嵐丸ひろば」は、０歳から就学前
のお子さんが楽しく遊べる広場と、
子育てに関する相談スペースもあり
ます。

育児の援助を受けたい人と行いたい人
が会員となり、ファミリーサポートセ
ンターが仲介して、会員同士が支えあ
う制度です。
送迎、一時預かり等を行っています。

お子さんと保護者を対象とした子
育て広場（レピ）を各施設で開催
しています。

　子育てｽﾃｰｼｮﾝ「嵐丸ひろば」 　ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業

こども医療費助成

子育て広場

■ぱんだ（北部交流ｾﾝﾀｰ）
　第2・4木曜日　10時～12時
■うさぎ（ふれあい交流ｾﾝﾀｰ）
　第3月曜日　10時30分～11時
　（ふれあい教室のみ）
■こあら（嵐山町役場町民ﾎｰﾙ）
　毎週金曜日　10時～14時
※対象年齢等や内容については、「子
育てｶﾚﾝﾀﾞー」でご確認ください。

むさし嵐丸とは、嵐山町のマスコットキャ
ラクターです。むさし嵐丸くんは、武蔵の
国の嵐山町のやんちゃな男の子で、国蝶オ
オムラキの兜帽子をかぶり、武士の姿のキ
ャラクターです。



嵐山町の学力応援

小中一貫教育の実施

小・中学校 9 年間の学び（学習面）と育ち（生活面）

の連続性を重視し、学習意欲向上、「中１ギャップ」

の解消を図るため、小中一貫教育を実施しています。

●中学校教員による小学校授業支援

●中学生による学校説明会

●小・中 9 年間のカリキュラム利用

●小・中学校合同作業　など

就学援助・奨学金貸付

個性的な学習

小学校及び中学校に児童・生徒が通学している家庭にお

いて経済的に困難な場合、援助が受けられます。（所得制

限があります。）

奨学金の貸付も行っており、特別奨学金（入学金に相当）

は返済期間に嵐山町に居住している場合は、半額免除し

ています。

学習支援教室

学校・家庭・地域の連携を深め、地域に

根ざした学校運営を行っています。

学力向上を図るため、少人数指導による学習支援教

室を開催します。

（平成 30年度は小学 3・4 年及び中学 3 年生が対

象となります。）

地域ふれあい事業

町内の関係機関と連携し、郷土の偉人、郷土の史跡、自然・

里山に学びグローバル化に対応する人材の育成を行って

います。

グローバル化に対応する人材育成

豊かな歴史と文化

ゆかりの人物

平安時代の終わりに活躍した木曽義仲公（源義仲

公）は、この嵐山町で生まれたといわれています。

父親の源義賢公が嵐山町の大蔵地区に館を構え、

義仲公の産湯を沸かした清水が鎌形地区あります。

嵐山町は「木曽義仲公生誕の地」なのです。

数多い史跡

木曽義仲公

武将の鑑として尊敬されてきた武蔵武士の

典型的人物です。源平合戦での活躍は特に

有名です。

嵐山町にある国指定史跡「菅谷館跡」は畠山重忠

公の居住地といわれています。

畠山重忠公

戦国時代の山城跡です。高度な築城技術により、「山
城の教科書」「戦国期城郭の最高傑作の
ひとつ」と評価が高い城跡です。比企
城館跡群として国指定史跡に指定され
ています。

杉山城跡

鎌倉時代の名将畠山重忠公の館跡として国指定史跡に
指定されています。

菅谷館跡

伝統文化

嵐山町川島地区の鬼鎮（きぢん）神社は、鬼を守護神と
しています。節分の日には、「鬼は内、福は内、悪魔そと」
とちょっと違うかけ声が聞かれます。　

鬼が神の節分祭

医療・相談が充実

乳幼児健康診査

お子さんが健康な育ちを確認し、病気の早期発見・治

療やそれぞれに合わせた子育て等のアドバイスを行い

ます。

■乳児健診　■４～５か月健診　■９～ 10 か月健診

■１歳６か月健診　■３歳児健診

妊産婦外出支援ﾀｸｼｰ利用料金助成

安心を守る予防接種

妊産婦の方の外出を支援するため、妊娠届出時にタクシー

の初乗り運賃相当額（730 円分）の助成券を３６枚交付

します。（有効期限は、母子手帳公布日より 2 年です。）

細やかな妊産婦支援

これからママ・パパになる方を対象にした教室も開

催しています。

プレママ・プレパパ教室

お子さんの安心を守るため、任意の予防接種の補助を実施

し、自己負担の軽減を図っています。

ロタウィルス、おたふくかぜ、インフル

エンザ（中学３年生）の予防接種を自己

負担を１回３００円～５００円で接種で

きます。

生後 4 ヶ月を迎えるまでに全てのご家庭に保健師・

看護師が訪問し、さまざまな悩みをお聞きします。

こんにちは赤ちゃん訪問
（Ｂ型肝炎ウィルスも助成していましたが、平成 28 年 10 月から定

期接種となりました。）

らんざんまち

検定受験料の補助

小学生の日本語検定（5・6 年生）及び中学生の英

語検定の受検料を補助します。

続日本 100 名城に
認定されました !

手厚いサポートが
受けられます！



嵐山町では、「本気」の就農を応援します !

　農業は「理想」や「憧れ」だけで成功する職業ではありません。

　農業で生計を立てるためには「覚悟」や「信念」といったメンタルや炎天下でも作業できる「十分な体力」が必要です。

　嵐山町は、風光明媚な農村における自給自足の生活に憧れる農業ではなく、農業を産業と捉えて“稼ぐ農業”に取

り組む新規就農者を求め、手厚くサポートしてまいります。

本町は、町内の優良事例である「パイプハウスによるほうれん草の周年栽培」を“稼ぐ農業”と位置づけ、パイプ

ハウスにより温度管理を工夫した年６回の周年栽培もモデルとした就農塾を立ち上げ、２年間学んだ後に就農を目指

すプランを創設しました。

【お問合せ】
　らんざんまち 　のうせいか　のうぎょうしんこうたんとう

　嵐山町 農政課 農業振興担当

　　埼玉県比企郡嵐山町大字杉山１０３０－１

らんざんまち

TEL　０４９３－59－6671 FAX　０４９３－６２－0711

嵐山町は、ほうれん草の施設栽培に取り組む新規就労者を募集しています

パイプハウスを用いたほうれん草周年栽培の優れたポイント！

①経営面積が少ない（1 棟 250 ㎡のハウスで約 50 万円の利益がでます！）

②初期投資が少ない（大型トラクターなど高価な農業機械は必要ありません！）

③ハウス６棟でほぼ毎日の出荷が可（播種のタイミングを調整すれば可能です！）

④周年栽培なので経営が安定（ほうれん草は需要が多く、価格も安定しています！）

嵐山町 ( 就農塾 ) がサポートします！

『嵐山町では、平成 29 年 5 月より 農業担い手“嵐丸塾”を開設しました！』

①ほうれん草の栽培技術を農家から直接学べる（就農塾の指導農家として迎えます）

②１人 50a の実践農地を確保済です！（就農後も使えます）

③１棟目のパイプハウスの材料資材を支給（5.4m×46m≒250 ㎡）

　　ポイント！就農塾 ( 嵐丸塾 ) のカリキュラムにパイプハウスを自ら建てる作業を取り入れます。

④塾生間で共用する井戸･荷造ハウス･播種機･保冷庫を用意（初期投資を抑えられます）

⑤国の農業次世代人材投資資金 ( 準備型 ) を受給できます。（年間 150 万円･最長２年間）※43 才未満

　　ポイント！嵐丸塾は埼玉県が認定する研修機関 ( 指導農家 ) です。

嵐山町の嵐丸塾（就農塾）の概要とメリット！

・研修項目：パイプハウスによるほうれん草の周年栽培に特化

・入塾期間：原則２年間（１年延長可）　

・募集人数：平成 30年度は２名募集します。

・入 塾 料：無料　※種子や農薬等は個人負担になります。

・入塾できる方：１８歳～５７歳　※就農までに本町に居住することが条件です。

・指導農家：町内ほうれん草農家　※農場に通って栽培技術を学びます。

　　　　　（指導農家は約30棟のパイプハウスで経営する県内有数のほうれん草農家です。）

・実践農地：１人5０ａの農地を２名分確保済です。指導農家の農場に通いながら実践農地で自らほうれん草を

　　　　　栽培します。※就農後も使い続けることができます。

・販 売 先：実践農地で栽培したほうれん草は、指導農家と同じ市場出荷となります。

嵐丸塾の概要

嵐丸塾および嵐山町で就農するメリット！

・１棟目のパイプハウスについて、材料資材を支給します。（7０万円相当）

・研修中でもほうれん草を市場出荷するので、一定の収入が見込めます。

・２棟目以降のパイプハウスは、町の補助制度を活用して立てます。（年１回２０万円以内）

・卒塾後、速やかに「新規就農者」に認定します。無利子の借り入れができます。

・農業次世代人材投資資金 ( 経営開始型 ) の受給を支援します。（年１５０万円・最長５年間）

・空き家バンクを活用して就農時の住居を紹介します。

・就農までに嵐山町内に居住すること（研修中は通いもＯＫ 

  です！）

・就農後のほうれん草の販売先を指導農家と同一とすること

）所売直と荷出場市（  

　※ほうれん草仲間を増やしたいという指導農家の意向によ

　　り嵐丸塾が成り立っています。

　※上記２つの条件を守れないのであれば、嵐丸塾への入塾

　　をお断りします。

ご注意ください！就農後に条件があります



ご利用ください！～嵐山町空き家バンク制度～

空き家バンクとは、空き家を売りたい・貸したい方と、空き家を買いたい・借りたいという方々にそれぞれ登録して頂き、

それぞれの情報をマッチングすることによって空き家の流通と活性化を図る制度です。

【お問合せ】
　らんざんまち 　かんきょうか  かんきょうたんとう

　嵐山町 環境課 環境担当

　　埼玉県比企郡嵐山町大字杉山１０３０－１

TEL　０４９３－６２－0719 FAX　０４９３－６２－0711

空き家バンク制度とは

空き家バンクを利用される方の条件

空き家バンクへ登録し、情報の利用を希望する方は、以下の条件を理解した上で手続きをしてください。

①空き家に定住、または定期的に滞在し、地域の経済・教育・文化・芸術活動に貢献することによって、地域の活性

　化に寄与できる方。

②空き家に定住、または定期的に滞在し、嵐山町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して

　生活ができる方。

嵐山町空き家バンク制度へ登録中の物件は、嵐山町のホームページの「空き家バンク登録物件情報」から確認できます。

なお、物件の査定や仲介に関しては、町が協定を締結している（公益）埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部が選

定した登録業者が行います。予めご了承ください。

嵐山町に空き家をお持ちの場合、空き家バ

ンク制度に登録しませんか。

なお、一定の条件がありますので、ご確認

ください。

嵐山町に空き家がある方
もご相談ください

移住をサポートしています！～子育て世帯等転入奨励事業～

平成 26 年４月 1 日以降に嵐山町に住宅を建築又は取得し、定住の意思をもって町外から転入する方に、「子育て世
帯等転入奨励金」を支給します。
なお、平成３１年度までの事業となります。期間外は申請できません。

また、予算の範囲内での支給となります。予めご了承ください。

（１）子育て世帯
　出生から中学生（15 歳）までのお子さんを扶養し
　ている世帯

（２）若者世帯
　夫婦いずれか一方が 40 歳未満である世帯

助成対象

いずれの世帯も転入前に３年以上他の市町村に居
住し、納付すべき市町村民税等の滞納が無いこと
が条件です。

（１）基本額
　新築：１０万円、中古：5万円

（２）加算額
　子ども※1 人につき、５万円を加算

助成金額

【お問合せ】
　らんざんまち　ちいきしえんか　       せいさくそうせいたんとう

　嵐山町 地域支援課 政策創生担当

　　埼玉県比企郡嵐山町大字杉山１０３０－１

■ホームページ
　http://www.town.ranzan.saitama.jp/
　（Twitter もやっています）

嵐山町ホームページ 嵐山町公式 Twitter

【注意】本チラシの内容は平成30年４月現在です。制度の詳細等の内容については、ホームページで確認されるかお問合せ下さい。

※子どもとは、出生から 15 歳に達する日の属する年度の末
　日までの間にある子です。

TEL　０４９３－６２－２１５１

FAX　０４９３－６２－５９３５

空き家バンクの物件について

嵐山町　空き家 検索

クリック

条件があります！

© 嵐山町 2011 

嵐山町に住み

ませんか？

【お問合せ】
　   らんざんまち　ちいきしえんか　       せいさくそうせいたんとう

　嵐山町 地域支援課 政策創生担当

豊かな自然　

あふれる笑顔　

心の通いあうまち

らんざん

豊かな自然　

あふれる笑顔　

心の通いあうまち

らんざん

TEL　０４９３－６２－２１５１


