
　川島町は埼玉県のほぼ中央に位置し、
北は市野川を境として東松山市・吉見町
に、東は荒川を境として北本市・桶川市・
上尾市に、南は入間川を境として川越市
に、西は越辺川を境として坂戸市に接して
おり、まさに“川に囲まれた島”です。
　昭和29年、中山・伊草・三保谷・出丸・八
ツ保・小見野の6か村が合併し、川島村が
誕生。昭和47年11月に町制を施行しまし
た。現在、首都圏中央連絡自動車道川島イ
ンターチェンジの開通に伴い周辺の開発
が進み、町は変革のときを迎えています。

Profile of Kawajima town
Kawajima town is located almost at the centre 
of Saitama prefecture with the Ichino River to 
the north, the Arakawa River to the east, the 
Iruma River towards the south, and the Oppe 
River to the west. In this way, the town can be 
termed as “an island surrounded by rivers”. 
Kawajima was established as a village in 1954, 
and later in November 1972 became a town. 

わたくしたちのかわじまは

古く成り立ちのとき以来

住民の結束により発展してきました

わたくしたちは

このかわじままちをこよなく愛し

教養を高め　スポーツに親しみ

いっそう住みよいまちにするため

ここに町民憲章を定めます

一  かわじまを守る堤は 心のきずな

一  かわじまを生かす きれいで豊かな自然

一  かわじまを築く力は 働くこの手

一  かわじまの伝統受け継ぎ 創ろう文化

一  かわじまの宝だ　伸ばせ子供たち

40周年を迎えたふるさと川島町。
かわべえといっしょに、
まちの歴史を訪ね、魅力を探ろう。

　川島町は、昭和47年11月に町制を施行し今年で

40周年、また、水道給水開始50周年、生涯学習

推進のまちを宣言して20周年という記念すべき節

目の年を迎えました。

　この間、当町では、国道254号バイパスの開通

や八幡団地の造成、近年では圏央道川島インター

チェンジが開通し、この立地条件を活かして産業

団地などの開発を進め、町の姿も大きく変わって

まいりました。

　一方で圏央道を活かした「都会に一番近い農

村」として売り出し中の自然豊かな農村地帯でも

あります。西に秩父連山を望み、四方を埼玉の母

なる川、荒川を始め、清らかな一級河川に囲まれ、

水と緑豊かな輪中の郷であります。

　今後も、田園都市として産業と自然環境が調和し

たまちづくりを目指し、誰もが安心して住み続けた

いと思えるまちの実現に向け努めてまいります。

　この町勢要覧は、ふるさと川島の歴史や魅力を

再発見し、現在の町の姿、進展する行政施策や今

後のまちづくりなどをお伝えするため作成したも

のです。多くの皆様にご高覧いただき、川島町をよ

り深くご理解いただければ幸いです。

“Celebrating the 40th anniversary of the 
town’s establishment.” 

Mr. Takada Yasuo
The Mayor of Kawajima town

Kawajima town, established in November 
1972, this year is celebrating the 40th anniver-
sary of its establishment, together with the 
20th anniversary of the town’s declaration of 
promoting  lifelong learning and the 50th anni-
versary for the beginning of the water supply 
system. 
Recently, the opening of the National Route 
254 bypass road, the establishment of the 
Hachiman housing complex, the opening of the 
Kawajima IC, the development of an industrial 
complex, among other developments, have 
largely changed the town’s appearance. How-
ever, the town is also “A rural village close to 
a city”. It is rich in greenery and surrounded by 
rivers in which the flowing water is high quality. 
We are aiming to make a town with a healthy 
balance of the industrial and rural elements. 
By going through this handbook about Kawaji-
ma, we hope that you will develop a deeper un-
derstanding of the town. 

町制施行40周年を迎えて

川島町長　高田 康男

「かわべえ」の「かわ」は文字どおり川島町に由来し、

「べえ」は江戸時代お蔵米として川越藩に献上されてい

た由緒あるお米である、町一番の特産品「米：べい」に

由来しています。町の特産品の「いちじく」をモチー

フに、川島町の豊かな自然を愛し、町のことなら

何でも知っているグルメのおじいさん。手に

持っているのは、「すったて」用のすりこ

ぎ棒です。平成24年には、孫むす
めも誕生しました。

まちの魅力探しに出発じゃ！

川島町マスコットキャラクター「かわべえ」

「かわみん」

かわべえの孫娘


