
日々の生活が、

エガオに。

Koshigaya City Promotion
Pamphlet
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越谷のライフイメージをご紹介♪

いま住んでいるあなたに
そして、これから住むあなたに
越谷市で過ごす日々の生活が、あなたをエガオに

特別なことはないけれど、“暮らしやすさ” が魅力の越谷は
それぞれのライフスタイルを大切に
豊かな時間を過ごすことができます

そんな越谷でのくらしをご紹介しますが
に
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産地だから手に入るジューシーな完熟の越谷産イチゴを使った朝食で元気
いっぱい！ビタミンCをたっぷりとったら、いい一日が過ごせそう！

流通団地3-2-1

#越谷産イチゴを使って素敵な朝食！

健やかに暮らすために欠かせない“食”を

地産地消が支えてくれます。

#地場産の採れたてが揃うグリーン・マルシェ

全国から安全で新鮮な青果物や水産物など
が豊富に、しかもお得に揃う。誰でも利用が
できるので家庭の買い物にも◎。
併設している食堂でボリューム満
点の朝ご飯、食べちゃおうかな！

市内には、保育施設が100ヶ所以上、幼
稚園・認定こども園（教育部分）が28ヶ所
もあって、選択肢がいっぱい。各施設の
特徴などを知りたいときは、「保育施設・
幼稚園等のご案内」（保育入所課で配
布、または市ホームページ
からご覧になれます）など
の冊子がとっても便利！

グリーン・マルシェ　増林2-66
グリーン・マルシェ2号店　七左町7-209-4

約200軒の農家さんが出荷者登録する農産物直売所。毎朝採れたて
の農産物を安く買えるから、いつも多くの人で賑わっているんです。

#早起きして越谷市場へ！
   新鮮な魚をお得にゲット

#充実の保育施設・幼稚園

いちご観光農園

こしがや「プラス保育」幼稚園

苺のかけジャム
越谷産イチゴを使用
したドレッシングのよ
うにかけて使う新感
覚のジャム

平成31年4月から開始し
た市オリジナルの取り組
みで、市内19施設で実
施（令和4年度時点）。
幼稚園なのに8時から18
時まで延長して預かってもらえる「こし
がや「プラス保育」幼稚園」は、仕事を
しながら幼稚園に通園できる働く保護
者にとってうれしい制度！

「越谷いちごタウ
ン」をはじめ、市内
9ヶ所のいちご観光
農園では、手軽に
イチゴ狩りが楽しめる。
直売している農園もあり、フ
レッシュなイチゴが手に入る。

「Made in SAITAMA
優良加工食品大賞2022」
特別賞受賞！！

m o r n i n g . . . . .

こしがやは イチゴ推し



ゆっくりとお散歩してリフレッシュ。春に
は中土手の花壇に咲く鮮やかなチュー
リップやハナショウブがキレイです。

#葛西親水緑道を散歩。
   吹き抜ける風が心地よい～

越谷市の食の魅力を発信する
「こしがや愛されグルメ」。手み
やげ品や飲食店メニューなど、
越谷ならではの特色あるグルメ
70品がラインナップ

オンラインで子育ての相談を聞いて
くれるお友達。なかなか会えない今
は、オススメの「こしがや愛されグ
ルメ」から「越谷ふあり」を贈って、
“いつもありがとう”の気持ちを。

子どもと一緒に図書館へ寄り道。
電子図書館とオーディオブックの利用ができて
ますます便利。定期的に開かれている「おはな
し会」は、絵本の読み聞かせなど子どもが本に
親しむきっかけに♪

#感謝の気持ちは
  「こしがや愛されグルメ」で

#蔵書数は約67万冊！
   越谷市立図書館

こしがや愛されグルメ

東越谷4-9-1

家を購入する決め手は何？人生で一番
大きな買い物だから悩みますよね。私
たちの決め手は、結婚して、子どもが
生まれたから、首都圏まで乗り換えな
しで通勤できて、都内よりも広い土地
で庭付きの一戸建てに住めるところ。
仕事から早く帰った日は子どもと遊ぶ
時間が作れて、おうち時間が充実！

af ternoo n . . . . . 仕事は都内！住まいは越谷！テレワークにも！

オンとオフの切り替えでリラックスした豊かな生活ができます。
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至川越 至春日部

至六本木

至新松戸
JR武蔵野線

JR山手線

東武スカイツリーライン 

JR
埼
京
線

半
蔵
門
線

日比谷線線

武蔵浦和

大宮 越谷

池袋

新宿

渋谷

銀座

南越谷

新越谷

北千住 押上

秋葉原

上野 浅草
（越谷駅から）

30分

三越前
（越谷駅から）

41分東京
（越谷駅から）

50分

#アクセス抜群な立地で“庭のある暮らし”



寝る前にこども医療費支給制度の不足
書類の提出を電子申請で。時間や場所
を気にせず、サクッと登録できて便利。
粗大ごみの収集依頼もできるから平日に
電話申込みができなくても安心。

#スキマ時間に登録！
   電子申請

夜、急に具合が悪くなったときは、慌てずに
夜間急患診療所へ電話。年中無休で急病
に対応してくれる！

#急な発熱などに！夜間急患診療所

夕食は、グリーン・マルシェで買ってきた野菜を
使って、ちょっと豪華に「鴨ネギ鍋」に決定！
「こしがや鴨ネギ鍋ギフトセット」（12月～2月の
販売）なら、鴨肉や越谷ねぎ、鍋スープなどが
入っているから、本格的な味がお家で楽しめ
るね。お鍋には日本酒「純米清酒 越ヶ谷宿」
がぴったり！

#ご当地グルメを自宅で楽しく

防災ツールの充実！
★ 越谷市総合防災ガイドブック
洪水・地震のハザードマップや災害へ
の備えに関する情報をまとめた一冊

★ スマートフォンアプリ
 　「防災こしがや」
避難情報や気象警報、防災行政無線
の内容などをいつでも確認でき、災害
時の避難行動を支援

子育てや介護などのさまざまな申請手続
きのうち、市役所に行くことなくスマート
フォンやパソコンなどで24時間いつでも
できる手続きを、見やすく、探しやすく整
理した「ウェブサイト」

ネット市役所が
令和４年11月にオープン！！NEW

e v e n i n g . . . . . 安全・安心、そして穏やかなおうち時間。
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■診療科目　内科、小児科

生活に密接している保健衛生や感染症対策など
に関する専門的な業務を市が直接担うことで、市
の特性に合わせた保健衛生サービスを提供

越谷市保健所

048-960-1000（受付時間 19：30～22：30）
東越谷10-31（越谷市保健所内）

市内で発生した火災や交通事
故等の災害に3交替24時間体
制で対応し、市民の安全を
守っています。

#夜間もしっかり守ります！
   越谷市消防局

※小児科は内科的疾患のみ診療



休日は越谷ならではの楽しみ方がたくさんあります。

／スポーツ観戦！！／

／水辺で楽しむ！！／

／動物とふれあう！！／

越谷市をホームタウンとする男子プロバ
スケットボールクラブで、Bリーグに所属
（B2リーグ東地区）。越谷市立総合体育
館では年間約20試合のホームゲームが
開催されるなど、迫力たっぷりの試合を
間近で見ることができます。

国内最大級のショッピングモール。スーパー
マーケットのほか、アパレルショップやレスト
ランなど、７００を超える店舗があります。

広大な水辺空間を眺めながら、芝生でのん
びりと過ごしたり、池をぐるりと囲むレイクサ
イドウォークでアクティブに楽しむのも◎。春
から秋は小型ヨットの乗船ができるレイクタ
ウンボートパークがオープン。

イオンレイクタウン

大相模調節池

越谷アルファーズ

大吉272-1

レイクタウン3-1-1

レイクタウン4-1-4付近

姉妹都市のオーストラリア・キャンベ
ルタウン市から贈られた野鳥などが
放し飼いされていて、手が届きそう
な距離に！ワラビーやエミューがお出
迎えする隠れた癒しのスポット。

キャンベルタウン野鳥の森

可愛い鳥たちがお出迎え♡

／ JR武蔵野線「越谷レイクタウン駅」直結！！／
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試合情報をチェック！

越谷アルファーズ

1位  
天狗 北越ラーメン

2位  麺座 でん
3位  中華そば こむぎ

1位  
洋菓子処伸～SHiN～

3位  haberu

北越谷5-9-32
048-977-3118

南越谷1-1-52
048-989-2022

越ヶ谷1-16-24 
春日ビル1F
048-971-7860

越ヶ谷2-8-22
048-940-6608

赤山町1-198-1　
048-961-8663 千間台東2-13-31（本店）　　

048-979-8608

市民の市民による
市民のための人気投票

スイーツ編 ラーメン編

バカラ

3位  フランス菓子 
　　　  キャトーズ・ジュイエ 14juillet

特製つけめん

醤油 中華そば

2位  
パティスリー・ビィズ・ショコラ
新越谷2-13-4　　
048-989-0141

ケーキ屋けんちゃんの
なめらか牛乳プリン

シュー・ア・ラ・
クレーム

2層の
チーズケーキ

市では、アンケート調査「市民の市民による市民のための人気投票」を実施
しています。データ化した皆さんの声を、市民参加型テレビ広報番組
「Koshigaya　Collection」のほか、市ホームページで紹介しています。

天狗ラーメン＋
焼肉丼セット



048-960-2311

048-297-2903

048-987-6300
048-970-8200
048-940-6883
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子育て支援制度あれこれ活用しよう！お出かけしよう！

パパ・ママの強い味方！地域でサポートする子育て支援サービス地域でサポートする子育て支援サービス

こんなとき、どうする！？

C h i l d c a r e

母子健康手帳の交付時に妊娠・出
産・育児に関する相談ができます。ま
た、妊婦健康診査助成（14回分）、新
生児聴覚スクリーニング検査助成
や、妊娠中・出産後に各1回の妊産婦
歯科健康診査を無料で受けることが
可能です。

妊娠・出産・育児に関する正しい知識
を身につけるため開催しています。不
安をやわらげ、地域の中での仲間づ
くりもできます。

生後4か月までの期間に助産師や保
健師が自宅へ無料訪問し、出産や育
児の不安にお応えしています（1回）。

妊婦健康診査
妊産婦歯科健康診査

母親・両親学級

妊産婦・新生児訪問

4か月、10か月、1歳6か月、3歳になる
お子さんを対象に無料の診査を実施
しています。

乳幼児健康診査

困ったあ
なたを

お助け！

これで安
心！

　 ▲

子どもが病気…でも、仕事は休めない！
　 ▲

急用が…子どもを預けたい！

子育てサロン
子育て中の親子同士の交流や相談場
所。子育て講座も開催しています。

地域子育て支援センター
地域の子育て家庭などが集える開か
れた居場所。保育所（園）や認定こ
ども園に併設されています。

緊急サポート・センター

病児保育室

緊急性を伴う預かりや送迎（病児を含む）、
宿泊を伴う預かりを会員相互の助け合いで対応

病気または病気の回復期の児童を一時的
に預かります。

保育ステーション

こしがやファミリー・サポート・センター

南越谷駅、北越谷駅、越谷レイクタウン駅にあ
る保育ステーションや地域子育て支援センター
で、お子さんの一時預かりを実施しています。

お子さんの預かりや、保育施設までの送迎な
ど、地域で助け合う子育て支援ネットワーク

南越谷保育ステーション★
北越谷保育ステーション★
レイクタウン保育ステーション

048-967-5521
048-940-0944

レイクタウン病児保育室
北越谷病児保育室

048-961-8040子育て世代包括支援センター

　 ▲

子育てのサポートを受けたい！

※全ての制度において事前予約や会員登録が必要です

※子育て講座など、詳しくは広報こし
がやをご覧ください

★…保育施設への送迎も実施しています
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越谷市

お問い合わせ
撮影協力：JA越谷市ファーマーズ・マーケット「グリーン・マルシェ」、
 越谷市場（総合食品地方卸売市場）、
 ポラスグループ「体感すまいパーク越谷」

越谷市
ホームページ

越谷市公式Twitter
@citykoshigaya

〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目２番１号
TEL　048-967-1325（直通）

越谷市 市長公室 広報シティプロモーション課

越谷市公式LINE
@citykoshigaya

数字で見る越谷市

県内でも人気のお花見スポット。
元荒川沿いを約2kmにわたり
ソメイヨシノが咲き誇る。

北越谷元荒川
桜堤

県内唯一の屋外能楽堂。かが
り火の幻想的な雰囲気の中、一
流能楽師の演能が鑑賞できる。

こしがや薪能

日本三大阿波踊りのひとつ。約
6,500人の踊り手と75万人を超
える観客でまちを阿波踊り一色
に染める夏の風物詩。

南越谷阿波踊
り

完熟したイチゴの食べ放題！関東
最大級のいちご観光農園で、「紅
ほっぺ」や「あまりん」など多品種
の食べ比べが楽しめる。

越谷いちごタウン

春
spring

冬
winter夏

summer

秋
autumn

　越谷市は、都心から25km圏内の県南東部に位置しています。
　市内には、東武鉄道の東武スカイツリーライン・伊勢崎線と、JR
東日本の武蔵野線のほか、都心と東北方面を結ぶ国道4号線が
通っています。さらに、首都高速道路、
東京外環自動車道、東北自動車道に
近く、東京外環自動車道「草加」IC・
東北自動車道「浦和」ICへは約10分
です。そのため、都内への電車・車通
勤や、休日の旅行・お出かけなどがし
やすく便利です。

アクセスが便利な越谷市！

都心への通勤もレジャーへも

※令和3年4月1日現在

45.40歳
※令和3年度越谷市市政世論調査

74.1％
定住意向

※埼玉県地価調査（令和3年7月1日現在）

132,500円／m2

※令和2年度国勢調査

67.2％
東京都足立区　４７22.35万円

※「不動産情報サイト アットホーム」令和4年3月発表

3817．00万円
東京都足立区　7.87万円

※「不動産情報サイト アットホーム」令和4年3月発表

6.15万円
１ヶ月の家賃相場 住宅（新築一戸建て）の価格相場 持家率

平均年齢 土地平均価格

越谷市公式Instagram
@koshigayacity_official

YouTube越谷市
公式チャンネル 広報こしがや

埼玉県
越谷市

東京都

神奈川県

山梨県

群馬県 栃木県

茨城県

千葉県

越谷
Cityメール

令和４年３月発行
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