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町章

The Ina Town Council is comprised of 16 members and meets four times a year, as well as whenever 
circumstances warrant. The Council works daily to make Ina Town a good town to live in by serving as 
an intermediary between residents and the town's executive administration, making sure that residents’ 
voices are reflected in government policy, such as in budgeting, ordinances and other legislation, and in 
decision-making regarding petitions from residents.

The name “いナ(Ina)” is stylistically depicted in flower petals accompanied by a circle of 
residents holding hands, signifying a desire to create a community as beautiful as a 
flower.

Town Council

Town Crest

This flower was chosen on the 20th anniversary of the town’s establishment to be the Ina 
Town flower. This led to the establishment of the Rose Garden, which has developed and 
expanded into Saitama Prefecture’s largest such garden and which is a significant tourism 
resource for the town.

Town Flower
Rose

This tree was chosen on the 20th anniversary of the town’s establishment to be the Ina 
Town tree. It symbolizes a community filled with lush greenery and is widely popular 
among residents.

Town Tree
Sweet Osmanthus

　議会は議員16名で構成され、年4回の定例会のほか、必要に応じて臨時会を開催
します。町民と行政のパイプ役として、町民の声が町政に反映されるよう、予算や条例
等の議案や町民からの請願・陳情等の最終意思を決定し、「住みやすいまちづくり」に
日々努めています。

「いナ」を花弁に図案化、住民が団結し手をとりあって輪をつくり、花
のような美しい地域をつくるという意味があります。

町の花
バラ

町制施行20周年を記念して町の花に制定されました。これを契機に整
備・拡張されたバラ園は県内最大となり、観光資源にもなっています。

町の木
モクセイ

町制施行20周年を記念して町の木に制定されました。緑豊かなまち
づくりの象徴として、広く町民に親しまれています。

伊奈町の交流都市

群馬県

みなかみ町
　みなかみ町は群馬県を代表する温泉
地で、登山で有名な谷川岳を有し、観光
業が盛んな町です。伊奈町では、平成17
年から両町の観光協会を通じて友好を
深めてきました。さらに交流の深化と発
展を目指し、平成29年9月29日に友好都
市提携協定を締結しました。産業や観光
の振興に関する交流のほか様々な分野
での相互交流と、災害時の相互応援も
行っていきます。

茨城県

つくばみらい市
　茨城県南部に位置するつくばみらい市
は、平成18年に筑波郡旧伊奈町と谷和
原村の合併により誕生した市です。旧伊
奈町の町名は伊奈町と同様に、関東郡代
伊奈氏に由来していることから、以前よ
り交流が図られてきました。また、伊奈町
はニューシャトル、つくばみらい市はつく
ばエクスプレスの沿線に位置し、急速に
発展してきたという共通点があることか
ら、平成25年1月17日に友好都市提携協
定を締結しました。

山形県

鮭川村
　山形県の北部、秋田県との県境の最上
地方に位置する鮭川村。村の中央には名
前の由来となった清流「鮭川」が流れ、そ
の清流や豊かな自然を活かした農業が
基幹産業です。米の生産が盛んなのはも
ちろんですが、きのこの生産も盛んで山
形県内の６割の生産量を誇ります。
　平成25年6月21日に災害時における
相互応援に関する協定を締結して以来、
交流を深めています。

Ina Relationship Towns
Ina Town maintains deep ties of relationship with Sakegawa Village in Yamagata Prefecture, 
Tsukubamirai City in Ibaraki Prefecture, and Minakami Town in Gunma Prefecture.

伊奈町町制施行50周年記念町勢要覧がデジタルブックで読めます！

伊奈町の最新情報は伊奈町HP、公式SNSで！

カタポケ 多言語対応！ポップアップ表示で文字が読みやすい！
音声読み上げもできるCatalog Pocket（カタポケ）。多言語（10言語）対応
で、海外の方も閲覧できます。無料アプリをインストールして、カタポケ版「伊
奈町勢要覧」を閲覧ください。ブラウザでも閲覧できます。

対応多言語（10言語）
日本語・英語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）・韓国語・タイ語・
ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・ベトナム語で読むことが
できます。

公式ホームページ フェイスブック インスタグラム LINE

わたしたちは伊奈町民です。
わたしたちは自然と歴史を尊び、先人が築いた郷土をたいせつにし、さらに創意と努力により魅力あるまち
をつくるため、この憲章を定めます。

1　自然を愛し　緑と花の美しいまちを　つくります
1　スポーツに親しみ　健康で楽しい家庭の　明るいまちを　つくります
1　コミュニティーをたいせつにし　心のかよう　住みよいまちを　つくります
1　教養を深め　歴史と文化の香り高いまちを　つくります
1　働くことを喜び　産業を伸ばし　豊かなまちを　つくります


