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ヒト  モノ  コト  が出会うまち
　埼玉県伊奈町は令和２年１１月１日、町制施
行満５０年という記念すべき日を迎えました。
　歴史をさかのぼること1591年、町名の由
来ともなった伊奈備前守忠次が、ここ武蔵国
足立郡小室に陣屋を構え、関東一円の治水
や新田開発、河川改修等を行い、関東繁栄の
礎を築きました。
　それから４３０年の歳月を経て、町内におよ
そ45,000人が住む、全国でも有数の大きな
町となりました。豊かな自然と心安らぐ田園風
景に囲まれながらも、首都中心部から４０km圏内という地理的条件に加
え、埼玉新都市交通伊奈線（ニューシャトル）の開通や都市基盤整備など
による住環境の向上とともに人口も増加し、若い人々が集う活気あふれる
まちとして、さらなる発展を続けています。
　これまで先人たちが築いてきたこの町を、一層魅力あるまちとして将来
に引き継いでいきたいと思います。この先、町制１００年を見据え、町民の
だれもがいきいきと元気に暮らせる、そして笑顔がはじける、活力に満ち
た、「日本一住んでみたいまち」を目指して、魅力あふれるまちづくりを町
民の皆様方とともに進めてまいります。
　このたび、本町の歩みを振り返るとともに、いきいきと活動する方々の
姿をご紹介する町勢要覧を発行いたしました。この冊子が伊奈町を一層
ご理解いただくための一助となれば幸いです。
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伊奈町町制施行50周年記念ロゴマーク

伊奈町長 大島清

伊奈町町制施行50周年記念伊奈町町制施行50周年記念

　昭和45年11月1日に誕生した伊奈町は、令和2年に町制
施行50年を迎えました。町制施行50周年を町内外に広く
PRするとともに、より多くの方々に伊奈町への愛着を深め
ていただくため、ロゴマークを募集しました。町制施行50周
年記念事業実行委員会及び町立小中学校7校149クラスの
投票による審査の結果、左のロゴマークに決定しました。

　伊奈町の頭文字ひらがなの「い」をモチーフとし、町の花「バラ」と組み合わせました。バラは50周年、そして100周年、未来
へ向け咲き続けるように伊奈町が発展することを意味し、回転するひらがなの「い」はこれまでの時代から新たな時代へと繋
げることを表現しています。また色彩のグリーンは緑、大宮台地、豊かな自然、ブルーは伊奈忠次（関東の治水）、綾瀬川、原市
沼川などの清い河川と青空、ピンクは未来への明るさ、環境へのやさしさを意味し、緑と花の美しい町をイメージしています。
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On November 1, 2020, Ina Town in Saitama Prefecture commemorated the 50th anniversary of its 
establishment as a town.
The origin of the town’s name goes back to 1591, when Ina Bizen-no-kami Tadatsugu established an 
encampment in Komuro (Adachi District) in the former province of Musashi, from which flood control, rice 
paddy establishment, river improvements and other public works were carried out which laid the foundations 
for the future development of the entire Kanto region.
In the 430 years since, the population of Ina Town has grown to around 45,000 people, making it one of the 
largest towns in Japan. Ina Town is situated within a peaceful, rural landscape filled with nature, yet is only 
40 km away from central Tokyo. Thanks to these geographical advantages, combined with the opening of the 
Saitama New Urban Transit Ina Line (New Shuttle), urban infrastructure development and other residential 
environmental improvements, Ina continues to grow as a vibrant town attracting young people and families.
Our hope is that we will preserve the town and heritage that our predecessors built, while adding to its appeal 
for future generations to come. We are eager to work alongside our residents to ensure that, when Ina Town’s 
100th anniversary arrives, it is “The best place you want to live in Japan” filled with happy, healthy residents 
and overflowing with charm and vitality.
The publication of this town guide is an opportunity to trace the history of Ina’s past, as well as explore its 
exciting present. I invite you to read this booklet and get to know Ina Town a little bit better.

Welcome to Ina Town Kiyoshi Oshima, Mayor of Ina Town


