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東京都
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ココ人口は増加

しています！

スポーツ

と交流の

東地区

⾃然豊かな

⾚堀地区

ｖ世界遺産がある

境地区市の中核を担う

伊勢崎地区

⼈⼝ 213,446 ⼈

世帯数 91,066 世帯

⾯積 139.44 ｋｍ²

平均気温 16.0 ℃

年間降⽔量 1337.5 ｍｍ
※住⺠基本台帳（令和２年３⽉1⽇）より

※気象庁ホームページより

（2019年値）
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市民の主な交通手段は車

です。道路交通網が発達

しているので、市内外や

県外へ車移動が便利です。

大型ショッピングモールでの

買い物がとても便利です。

映画館や多数の飲食店、被服

店があり、休日は友達や家族

連れでにぎわっています。

いせさき情報メールでは、防災・防犯情報など様々な情報を配信！総合防災マップには、災

害への備えに必要な知識や各地域の避難所等を分かりやすく掲載しています。

食材や日用品のお買い物はスーパーマーケットや商店へ！

スーパーや商店の数も豊富で、新鮮な地元の野菜が

東京に比べて安く手に入ります。

企業誘致や雇用の創出により、地域経済が活性化しています。

北関東有数の工業都市で、製造品出荷額等は北関東３県で

第４位！１５の工業団地と

２つの流通団地があり、

宮郷工業団地は交通利便性

に優れた立地で、県央地域の

産業拠点となる工業団地です。

市内には大小合わせて約１４０か所もの公園が点在

しています。そして伊勢崎市といえば…

華蔵寺公園遊園地！

必要な医療サービスが受けられる体制整備や休日・

夜間診療体制の充実に取り組んでいます。

※病床数494床を有する公立急性期病院

伊
勢
崎
市
民
病
院

水遊びが楽しめる

西部公園！様々な遊具や

ウォーキングコース

もあり、幅広い世代の人

が利用しています。

公 園医 療

交 通

その他、コミュニティバス「あおぞら」や民間路線バス

が１５路線通っていて、市内外へのアクセスも便利です。

買 い 物

災 害 対 策

工 業

「いせさきくわまっぷ」で

市内の公共施設の位置や

安心安全情報を

提供しているよ！

市内の医療体制を維持する医療機関（令和２年３月現在）

病院数 １０病院 歯科医院数 ８４医院

診療所数 １０７診療所

なんと入園料無料！

大観覧車や

メリーゴーランド

などの乗り物が

低料金で楽しめ

ます。



移住に関するお問い合わせはこちらへ
群馬県伊勢崎市今泉町2丁目410番地

伊勢崎市企画部企画調整課街づくり推進係

Tel：0270-27-2707 Fax：0270-23-9800

E-mail：kikaku@city.isesaki.lg.jp 

HP：https://www.city.isesaki.lg.jp/isesaki_life/index.html

「
い
せ
さ
き
ぐ
ら
し
」

で
検
索
！

移 住

子 育 て

第３子以降支援制度
・第３子以降出産祝金

・第３子以降保育料無料

・第３子以降学校給食費助成

産婦健康診査
産後２週間を目安に受ける産婦

健康診査にかかる費用の一部を

助成します。

ワクチン＆子育てナビ
予防接種スケジュール管理や子育て情報

の提供を行うモバイルサービスです。

登録料・利用料は無料です。

ファミリー・サポート・センター
子育ての手助けをしてほしい人と

お手伝いをしたい人の相互援助活動を

有料で行う会員組織です。

保育施設までの送迎など、保育施設

では対応しきれない保育を援助します。

中学生までの子ども医療費無料
中学校卒業までの子どもの医療費

（入院・外来）の自己負担額を

福祉医療費として

負担します。

子育てコンシェルジュ
専門員が小学就学前の子どもを育てて

いる家庭を対象に相談に応じ、

幼稚園や保育所、認定こども園などの

施設や地域の子育て支援事業などを

案内します。

その他にもたくさんの子育て支援があります。

くわしくは、「いせさき子育てナビ」をご覧ください。 ←こちら

「いせさき子育てナビ」
https://www.city.isesaki.lg.jp/

kosodatenavi/index.html

住 ま い

空き家情報バンク
登録手続きや物件情報については、

こちらでご確認ください。

住宅リフォーム助成
市内の施工業者を利用して個人住宅のリフォームを

行う場合に、経費の一部を助成します。

補助率は対象工事費の30％で、上限額は8万円

市営住宅
原則年4回（5月・8月・11月・2月）入居者を募集

しています。

起 業

創業促進サポート補助金
市内で新たに創業する人に対し、創業時に必要とな

る経費の一部を補助します。補助率は補助対象経費

の2分の1以内、上限額は100万円です。

中小企業活性化資金の融資
市内に事業所や店舗を登記している法人または市内

に1年以上居住する個人の中小企業者および創業者

に、必要な資金を融資します。

伊勢崎市移住支援事業補助金
東京23区（在住者又は通勤者）から伊勢崎市に

移住し、都道府県が選定する移住支援金対象企業に

就職した人または都道府県が実施する起業支援事業

に係る起業支援金の交付決定を受けた人に補助金を

交付します。

←詳しい条件は担当までお問い合わせください。



通勤通学に

便利な

２つの駅

伊勢崎駅

新伊勢崎駅

市立の中等教育学校

教育理念「未来に、そして

世界にはばたく高い知性と

豊かな道徳性をもった

教養人の育成」を掲げ、

本市のグローバル教育の

推進役として、地域・企業・

大学等と連携を図っています。
四ツ葉学園中等教育学校

道路交通網の優位性を活かした

商業施設や工業施設が集積しています。

食品や日用品の買い物に便利なスーパー

が充実！緑あふれる公園もたくさんあります。

西部モール

赤堀花しょうぶ園

あかぼり小菊の里

赤堀中学校

市の北部に位置する赤堀地区には、

しょうぶ、蓮、小菊など花の名所が

たくさんあります。

また、広大な土地を利用した新たな住宅

地の開発も進んでおり、子育て世帯にも

人気のある地区です。

伊勢崎地区の主な概要
鉄道：伊勢崎駅（JR両毛線、東武伊勢崎線）

新伊勢崎駅（東武伊勢崎線）

道路：北関東自動車道（伊勢崎IC、波志江PA、

波志江スマートIC）、国道354号東毛広域

幹線道路、国道462号、国道17号上武道路

保育園：18所〔園〕（公立3所、私立15園）

幼稚園：8園（公立7園、私立1園）

認定こども園：13園（私立13園）

赤堀地区の主な概要
道路：北関東自動車道

国道50号

保育園：４園（私立4園）

幼稚園：１園（公立１園）

小学校：3校

中学校：１校

あかぼり蓮園

自然あふれる環境の中で

子育てをしたい人にも

おすすめ！

くわまる

華蔵寺公園遊園地



あずまサッカースタジアム

あずまウォーターランド

世界遺産「田島弥平旧宅」

境町駅

東地区の主な概要
鉄道：国定駅（JR両毛線）

道路：北関東自動車道

国道17号上武道路

保育園：4園（私立４園）

幼稚園：２園（公立１園、

私立1園）

認定こども園：２園（私立２園）

小学校：3校 中学校：１校

境地区の主な概要
鉄道：境町駅、剛志駅（東武伊勢崎線）

道路：国道354号東毛広域幹線道路

国道17号上武道路

保育園：８所〔園〕

（公立２所、私立6園）

認定こども園：３園（私立３園）

小学校：４校 中学校：3校

あ

市の東部に位置する東地区には、

大型ショッピングモールがあり、

休日には多くの人でにぎわって

います。

また、あずまサッカースタジアム

やあずまウォーターランドなど、

スポーツ施設が充実しており、

伊勢崎市内でも人口が増加して

いる地域です。

通年利用ができる

室内プール

全面人工芝の

サッカー専用スタジアム

小泉稲荷大鳥居周辺に

咲き乱れるコスモス

市の南東部に位置する境地区には、

世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」

の構成資産の一つである「田島弥平旧宅」のほか、

日光例弊使道の宿場町として栄えた街並みや境赤レンガ倉庫など

歴史的な資産が数多くあるとともに、

東武伊勢崎線と２本の国道による各方面へのアクセス性に優れた

情緒あふれる地区です。

東武伊勢崎線は浅草へ接続

境赤レンガ倉庫
イベントホールやギャラリー機能を

備えた市民交流施設です。

講演会や「境にぎわい市」などの

イベントを定期的に開催！

小泉コスモス

夕暮れ時の小泉稲荷大鳥居

利根川周辺の菜の花利根川の堤防を

埋め尽くす菜の花



発行　伊勢崎市企画部企画調整課
2020年4月

僕は東京都に20年間住んでいて、

基本的にずっと電車と自転車の

生活で、車のある生活をしたことがありませんでした。車があると、

自分のタイミングで好きなところに行けるし、時間に縛られないんで

す。なので、伊勢崎市に移住してからは、時間にゆとりがあるという

か、１日をすごく充実して過ごせるなぁって感じます。伊勢崎市は車

で往来する人が多いからか、コンビニや商業施設が多い気がします。

僕には５歳の娘がいるのですが、週末には、子どもを連れて楽しめる

イベントも多く開催されていて、子育てをする側としてはすごくあり

がたく感じています。本当に生活しやすい街って感じです。

華蔵寺公園では、ソメイヨシノ1,000本、ツツジ5,000本、

花しょうぶ3,000株の花リレーが楽しめます。

ほかにも市内にある様々な公園で、お花見を楽しめます。

｢上州のからっ風｣という寒風が吹きますが、透き通った

空気の中のイルミネーション・だるま市・上州焼き饅祭

など見所がたくさんあります。

春

冬

夏

秋

松浦 たく さん
プロフィール

シンガーソングライター。広島県に生まれ、高校卒業後は東京都へ。

「音楽で伊勢崎を盛り上げてほしい」という知人からの呼びかけで

伊勢崎市への移住を決める。毎週日曜日午後３時からは、いせさきFMの

「松浦たくの教えて！いせさき大百科」でパーソナリティを務めている。

自然あふれる観光スポットや、

お花見・夏祭り・花火大会など様々なイベントがあり

１年を通して楽しめる伊勢崎市！

各地区では、暑さをものともしない熱い夏祭りが

繰り広げられます。また、市内に２つある屋内・屋外

の市営プールで水泳を楽しめます。

花火大会・産業祭・各種スポーツ大会など市内各所で

イベントが目白押しです。

ご家族でいろいろな催しに参加して楽しめます。
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