
令和2年1月1日現在

町章
　玉は玉村町の玉を表わ
し、それと翼を組み合わせ、
飛躍する玉村を象徴したも
のです。昭和41年に応募作
品の中から選ばれ、制定さ
れました。

たまたん
　町の花「ばら」の頭で、町の木「モクセイ」
の花と自然豊かな玉村町を表現した緑の服
を着ています。
　たまたんは、明るく元気なやんちゃっこ！
でも少し照れ屋な一面も・・・。
　玉村町の魅力を全国にPRするために、が
んばっています！

一  健康なからだと健全な心で、 明るい町をつくりましょう。

一  教養を深め、伝統を尊び、文化の香り高い町をつくりましょう。

一  あたたかい愛情と協力によって、 幸せな町をつくりましょう。

一  自然を愛し、 緑美しい町をつくりましょう。

一   働くことに喜びと誇りをもち、 豊かな町をつくりましょう。

玉村町民憲章

町の木・町の花
　昭和52年7月の町制施行20周年記念の際に、町
民憲章制定と共に「町の木と花」として「モクセイ」
と「ばら」がそれぞれ決定されました。選考にあた
り、事前に町民アンケート調査が行われました。

　高価であったため、
一般家庭にはあまり見
られなく、高級感があ
り「憧れの花」的な存
在だったことからきて
いるようです。

　当時町に多く存在し
ていたこと、芽吹きが
良く、力強い印象があ
ること、比較的管理が
しやすいこと、香りが
良いことなどの理由か
ら選ばれたようです。

　大きな玉の中に小さな玉。赤い
玉は大切なものを意味します。人
と人を結びつける優しい、思いや
りのある暖かい心です。黒い玉は
人間の意志を表わします。人々の

モニュメント「玉」

人口・世帯数

36,334人総人口

15,475 世帯世帯数

男 18,009人　女 18,325人
　玉村町は関東平野、群馬県南部に位置し、前橋
市・高崎市・伊勢崎市・藤岡市の4市に囲まれ、北に
は利根川、南に烏川があり、赤城、榛名、妙義山を
一望できる自然豊かなところです。

位置

群
馬
県

玉村町

誠実な、強固な意志により「大切なもの」は守られます。人間の和、
叡智を象徴する玉村町のシンボルです。
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玉村町の　　　に注目！

ばらを育て、
自然を愛でるまちづくり

玉村町の　　　に注目！コレ

　「ばら」を“市町村の花”として制定して
いる地方公共団体および、ばらが広く住
民に愛好されている地方公共団体によっ
て構成される会議。全国各地から加盟自
治体が集まり、ばらによるまちづくりやば
らに関する情報の交換などを行います。 

　丹精込めて育てた庭を、同じくガーデニングを
している仲間や一般の人に開放し、訪れた人との
交流を深めながら季節の植物を楽しむ活動です。

玉村町北部公園
　遊具あり！バラ園あり！噴水広場あり！の親子で楽しめ
る楽しいスポット。休憩所もあるので、お弁当持参で一日
楽しむのもオススメです。4.7ヘクタールの広大な敷地
に、築山や修景池、バラ園などがある「自然とやすらぎの
ゾーン」、サッカー場のある「スポーツゾーン」、こども広場
や休憩所、噴水、多目的広場などのある「広場と遊びの
ゾーン」の3ゾーンが整備されています。

　50種480本のばらが植えられる「バラ
園」は北部公園の代名詞。四季咲きのば
らが多いので、四季を通じて楽しむこと
ができます。中でも鮮やかなピンク色が
目を引く「マリアカラス」は、平成19年に
町制50周年を記念して町のばらに選定
された品種です。

みんなで楽しめる
おでかけスポット

トト

コレが
目印

道の駅「玉村宿」
　朝採りの新鮮な地元野菜や加工品、新
鮮なお肉、お土産品が豊富に揃っていま
す。駐車場は広く、施設内には小さなお子
さんの授乳ができる赤ちゃんの駅も設置
されているなど、たくさんの人にとって利
用しやすい施設です。 

玉村町文化センター
　ステージと客席が一体となって響き合い臨場感あ
ふれる演奏を楽しめる大ホール（通称にしきのホー
ル）や、様々な催しに対応できる小ホールがあるほか、
会議室、工芸室、調理室などは目的
や人数に応じて貸し出されていま
す。2階には町立図書館、歴史資料
館を設置。人が集い、学ぶ場として
利用されています。 

見頃は5月上旬～6月中旬

？

オープンガーデンたまむら第28回『ばら制定都市会議』
ばらサミットinたまむら 

　2019年5月16日、玉村町で『ばら制定都市会議』通称“ばらサ
ミット”を開催しました。 会場の玉村町文化センターが「ばら
いっぱいの小さな美術館」に変身し、ばらに関する作品を多数展
示しました。

▲
玉村カレー

軍配山
ラーメン
▼
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玉村町の　　　に注目！
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している仲間や一般の人に開放し、訪れた人との
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ゾーン」の3ゾーンが整備されています。

　50種480本のばらが植えられる「バラ
園」は北部公園の代名詞。四季咲きのば
らが多いので、四季を通じて楽しむこと
ができます。中でも鮮やかなピンク色が
目を引く「マリアカラス」は、平成19年に
町制50周年を記念して町のばらに選定
された品種です。
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道の駅「玉村宿」
　朝採りの新鮮な地元野菜や加工品、新
鮮なお肉、お土産品が豊富に揃っていま
す。駐車場は広く、施設内には小さなお子
さんの授乳ができる赤ちゃんの駅も設置
されているなど、たくさんの人にとって利
用しやすい施設です。 

玉村町文化センター
　ステージと客席が一体となって響き合い臨場感あ
ふれる演奏を楽しめる大ホール（通称にしきのホー
ル）や、様々な催しに対応できる小ホールがあるほか、
会議室、工芸室、調理室などは目的
や人数に応じて貸し出されていま
す。2階には町立図書館、歴史資料
館を設置。人が集い、学ぶ場として
利用されています。 

見頃は5月上旬～6月中旬
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オープンガーデンたまむら第28回『ばら制定都市会議』
ばらサミットinたまむら 

　2019年5月16日、玉村町で『ばら制定都市会議』通称“ばらサ
ミット”を開催しました。 会場の玉村町文化センターが「ばら
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2月

4月

5月

7月

11月

1月

10月

人出で賑わう
イベント

玉村町の　　　 に注目！玉村町の　　　 に注目！コレ

　「田園夢花火」と銘打ち、間近で
鑑賞できる大迫力の花火大会。

「群馬の夏は玉村の花火から」と
もいわれ、県内でも一番早い時期
の開催です。4色の層をなす四重
芯菊やワイドスターマインなど趣
向を凝らした約8,000発の花火を
堪能でき、玉村に夏の訪れを告げ
るイベントです。

たまむら花火大会

7月中旬【時期】

　玉村の祇園祭は上新
田・下新田に祀られてい
る八坂神社のお祭りで
す。各町内の屋台が行き
交い、４台の屋台が太鼓
の叩きあい「ぶっこみ」
を行い、祭囃子の技を競
い合い、祭りを盛り上げ
ます。

玉村の祇園祭

7月下旬【時期】

　社会体育館を会場に、町内の商
工業者がさまざまな展示や即売を
行います。各種団体によるイベン
トやステージ発表などが催され、
多くの来場者でにぎわいます。

商工会春祭り

4月上旬【時期】

　上福島地区に伝わる起源は江戸時代といわれ
る祭り。埼玉県加須市騎西にある玉敷神社から御
神体と天狗（猿田彦）の面を借り受けます。天狗の
面をつけた人を先頭に御神体や太鼓を持った人、
顔に墨をぬった人などが続き、地域の人々の顔に
墨をぬる行事です。墨をつけてもらうと、その年は
風邪や悪病にかからないといわれています。

すみつけ祭

　江戸時代から続く樋越神明宮（ひごししんめいぐう）
の春鍬祭は農耕開始の祭礼として、あらかじめその年
の豊作を祝う祭りです。白い衣装を着た氏子たちが鍬持
役になり、作頭の合図で「クロヌリ」などのしぐさを行いま
す。投げられた鍬を家に飾ると養蚕が当たり、まかれた初
穂を拾うとその年必ず豊作になるといわれています。

春鍬祭 国指定重要無形民俗文化財

　深まる秋の一大イベント。
地場産野菜の直売や町内企
業の各種模擬店、その他多く
のイベントが催されます。式
典では、町の農業、商工業や
サービス業等に貢献した方を
表彰します。

産業祭

11月中旬【時期】

　江戸時代から伝わる祭りで、上新田の稲荷神社の春
祭りに合わせて氏子の安泰と五穀豊穣、悪魔払いを祈
願して舞を行います。この獅子舞は稲荷流の一人立三
頭獅子舞（牡2匹、牝1匹）で、オトウカ（稲荷）・カンカチ

（稚児）・笛・唄で構成されています。

稲荷神社獅子舞

2月11日【時期】

2月11日【時期】

2月11日【時期】

イベントカレンダーイベントカレンダー

●商工会春祭り 社会体育館
●春季例祭・太々講祭典 玉村八幡宮

●酒蔵コンサート
まちづくり玉村塾・町田酒造店

●横樽音頭 南玉
●燈籠宵まつり
まちづくり玉村塾・玉村八幡宮

●産業祭 役場周辺

●歳旦祭 玉村八幡宮

町重要無形民俗文化財

町重要無形民俗文化財

町重要無形民俗文化財

●すみつけ祭 上福島
●春鍬祭 樋越
●稲荷神社獅子舞 上新田

●地蔵祭 箱石 A

●角渕祇園祭 角渕
●悪魔祓い・悪魔払い 飯塚・藤川

●わら舟まつり 下之宮

●水神祭 五料
●地蔵祭 箱石

●たまむら花火大会 上陽小学校西 F
F●玉村の祇園祭 上下新田 G

G

I

I

J

J

H

H

B B

D

D

E

E

C

C

K

K

A

早春の三大祭り

早春の三大祭り

早春の三大祭り
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2月

4月

5月

7月

11月

1月

10月

人出で賑わう
イベント

玉村町の　　　 に注目！コレ

　「田園夢花火」と銘打ち、間近で
鑑賞できる大迫力の花火大会。

「群馬の夏は玉村の花火から」と
もいわれ、県内でも一番早い時期
の開催です。4色の層をなす四重
芯菊やワイドスターマインなど趣
向を凝らした約8,000発の花火を
堪能でき、玉村に夏の訪れを告げ
るイベントです。

たまむら花火大会

7月中旬【時期】

　玉村の祇園祭は上新
田・下新田に祀られてい
る八坂神社のお祭りで
す。各町内の屋台が行き
交い、４台の屋台が太鼓
の叩きあい「ぶっこみ」
を行い、祭囃子の技を競
い合い、祭りを盛り上げ
ます。

玉村の祇園祭

7月下旬【時期】

　社会体育館を会場に、町内の商
工業者がさまざまな展示や即売を
行います。各種団体によるイベン
トやステージ発表などが催され、
多くの来場者でにぎわいます。

商工会春祭り

4月上旬【時期】

　上福島地区に伝わる起源は江戸時代といわれ
る祭り。埼玉県加須市騎西にある玉敷神社から御
神体と天狗（猿田彦）の面を借り受けます。天狗の
面をつけた人を先頭に御神体や太鼓を持った人、
顔に墨をぬった人などが続き、地域の人々の顔に
墨をぬる行事です。墨をつけてもらうと、その年は
風邪や悪病にかからないといわれています。

すみつけ祭

　江戸時代から続く樋越神明宮（ひごししんめいぐう）
の春鍬祭は農耕開始の祭礼として、あらかじめその年
の豊作を祝う祭りです。白い衣装を着た氏子たちが鍬持
役になり、作頭の合図で「クロヌリ」などのしぐさを行いま
す。投げられた鍬を家に飾ると養蚕が当たり、まかれた初
穂を拾うとその年必ず豊作になるといわれています。

春鍬祭 国指定重要無形民俗文化財

　深まる秋の一大イベント。
地場産野菜の直売や町内企
業の各種模擬店、その他多く
のイベントが催されます。式
典では、町の農業、商工業や
サービス業等に貢献した方を
表彰します。

産業祭

11月中旬【時期】

　江戸時代から伝わる祭りで、上新田の稲荷神社の春
祭りに合わせて氏子の安泰と五穀豊穣、悪魔払いを祈
願して舞を行います。この獅子舞は稲荷流の一人立三
頭獅子舞（牡2匹、牝1匹）で、オトウカ（稲荷）・カンカチ

（稚児）・笛・唄で構成されています。

稲荷神社獅子舞

2月11日【時期】

2月11日【時期】

2月11日【時期】

イベントカレンダーイベントカレンダー

●商工会春祭り 社会体育館
●春季例祭・太々講祭典 玉村八幡宮

●酒蔵コンサート
まちづくり玉村塾・町田酒造店

●横樽音頭 南玉
●燈籠宵まつり
まちづくり玉村塾・玉村八幡宮

●産業祭 役場周辺

●歳旦祭 玉村八幡宮

町重要無形民俗文化財

町重要無形民俗文化財

町重要無形民俗文化財

●すみつけ祭 上福島
●春鍬祭 樋越
●稲荷神社獅子舞 上新田

●地蔵祭 箱石 A

●角渕祇園祭 角渕
●悪魔祓い・悪魔払い 飯塚・藤川

●わら舟まつり 下之宮

●水神祭 五料
●地蔵祭 箱石

●たまむら花火大会 上陽小学校西 F
F●玉村の祇園祭 上下新田 G

G

I

I

J

J

H

H

B B

D

D

E

E

C

C

K

K

A

早春の三大祭り

早春の三大祭り

早春の三大祭り
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文化財町の歴史を物語る

　日光例幣使道沿いにある神社。源
頼朝が鶴岡八幡宮の分霊を移したの
が始まりといわれます。本殿は国指定
重要文化財、風格のある隨神門や社
殿も見ごたえがあります。

玉村町大字下新田1【所在地】

玉村八幡宮

　建久4年（1193）、源頼朝が那須野での狩の
帰路、休憩した烏川の風景が鎌倉の由比ヶ浜
に似ていると、同6年に鶴岡八幡宮より分祀し、
建立させたと伝わっています。現在の本殿は
江戸後期のもの。

玉村町大字角渕2075-1【所在地】

角渕八幡宮

玉村町大字福島1251【所在地】

　玉村の地名伝説ゆかりの玉が残る寺。「龍の玉」が入って
いるといわれる黒塗りの二重の箱が伝わりますが、見ると
失明するといわれ、まだ誰も見たことがありません。

満福寺

　玉村八幡宮への参道西にある国の登録有
形文化財。江戸時代から酒造業を営み、玉村
宿を代表する商家でした。

玉村町大字上新田1626【所在地】

井田家住宅 　古墳時代前期(4世紀)に作られ
たと推定される古墳。軍配山の名
は、天正10年(1582）の神流川合
戦に滝川一益が軍配を振るったと
いうことに由来します。

玉村町大字角渕4755-1、2【所在地】

軍配山古墳

　5世紀に築造された古墳。
元は二重の堀をめぐらせた
広大な墓で、埴輪なども出土
しました。

玉村町大字下茂木1027-1、2、3【所在地】

梨ノ木山古墳

　本陣は例幣使が泊まった施設。「玉む
らの やどりにひらくたまくしげ ふたたび
きその かへさやすらに」と帰路の安全を
詠んだ歌碑が残っています。

玉村町大字下新田484-1【所在地】

木島本陣跡歌碑

　「日光例幣使道と玉村町」をテーマに、玉村町の歴
史を考古、歴史資料や映像などでわかりやすく紹介。
企画展や講座等も開催しています。入館は無料。

玉村町大字福島325番地　文化センター内【所在地】
10:00～16:00【開館時間】

月曜日・火曜日・水曜日・国民の祝日・
年末年始

【休館日】

玉村町歴史資料館

町史跡

町史跡

町史跡

玉村町の　　　 に注目！玉村町の　　　 に注目！コレ
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　優秀な肥育技術と専用
飼料で肥育され、脂肪と
赤身肉の調和された風味
豊かで、安心・高品質な牛
肉です。

　きめ細かくなめらか
で、自然なしまりがあ
り、くせのないあっさり
とした味わいです。

　「やよいひめ」や「紅ほっぺ」、
「 か おり野 」、「 お い C ベリー 」
「ジューシー」など群馬でも珍しい
品種も栽培し
ています。

　町中の田んぼに麦が作
付されています。初夏には
麦が黄金に色づき、艶やか
な光景が広がります。

　玉村町では一番多く栽培され
ており、10月から3月頃にかけて
出荷されます。

　夏秋期の露地栽培は
もちろん、ハウスによる
冬春期の栽培も盛ん。3
月から10月にかけて出
荷されます。

　玉村町の平坦な土地と温暖な
気候が栽培に適しています。独特
の香りと食感は冬の鍋料理に欠
かせません。

　地元玉村町産大豆や厳選し
た国産大豆を使った無添加手
作りの濃厚なお豆腐を販売し
ています。

　江戸時代から続く二つの蔵元
があり、「太平人」「ふじ泉」など
の銘柄で今も愛されています。

18
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各課の業務案内・
庁舎案内 22

届出・証明・
パスポート 24

町税 28

国民健康保険 31

後期高齢者医療 32

福祉医療費・国民年金 33

福祉 35

健康・医療 41

子育て 44

教育 50

生活環境 51

上下水道 55

暮らし 57

住民活動・議会 59

乗合タクシーたまりん 60

外国語 65
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