遊び場情報

自然を感じて遊ぼう♪

⑬↑入間市から
約31ｋｍ

時間を忘れて楽しめる遊び場を集めてみました。
①
②
③
④

⑲↑入間市から

約25ｋｍ

⑦⑯

⑪↑入間市から

約8ｋｍ

彩の森入間公園 向陽台2丁目地内 04-2960-1660
さいたま緑の森博物館 宮寺889-1 04-2934-4396
入間市博物館 ＡＬＩＴ 二本木100 04-2934-7711
桜山展望台 加治丘陵さとやま自然公園内 下谷ヶ貫925-8

⑱↑入間市から

約8ｋｍ

⑧

04-2964-1111

⑤ 富士見公園：東町1-16 04-2964-1111
⑥ 山仕事の広場 加治丘陵さとやま自然公園内 下谷ヶ貫996
04-2964-1111

①

⑦ 智光山公園 狭山市柏原561 04-2953-5301
⑧ 狭山稲荷山公園 狭山市稲荷山1丁目地内 04-2955-3228
⑨ ﾄｰﾍﾞ･ﾔﾝｿﾝあけぼの子どもの森公園 飯能市阿須893-1

⑩
⑨
⑤

042-972-7711

⑩ 阿須運動公園
⑪ 日高総合公園

飯能市阿須812-3 042-972-6506
日高市大字高荻1500番地 042-985-7161

⑥
④

⑫
⑫ 花木園 東京都青梅市小曾木4-2615-1 0428-22-1111
⑬ 国営武蔵丘陵森林公園 埼玉県比企郡滑川町山田1920
0493-57-2111

⑭ 六道山公園 西多摩郡瑞穂町大字石畑2261
⑮ 所沢航空記念公園 所沢市並木1丁目13

042-531-2325
04-2988-4388

⑯ 狭山市立智光山公園こども動物園

③

狭山市柏原864-1
04-2953-9779

⑰ 羽村市動物公園 東京都羽村市羽4122番地 042-579-4041
⑱ 埼玉県こども動物自然公園： 東松山市岩殿554番地
②

0493-35-1234

⑲ メッツァ （メッツアビレッジ ムーミンバレーパーク）
飯能市宮沢327‐6 メッツァ
0570-03-1066

⑮➘入間市から
約10ｋｍ

⑰ ←入間市から
約10km

⑭

＊トイレ、水道は全ての公園にあります。

※市外の施設までの距離は入間市役所を起点として地図ソフトを参考に算出したものです。

入間市内の公園

＊トイレ、水道は全ての公園にあります。

（地図NO.①～⑥）

⑥山仕事の広場

名 称

①彩の森入間公園

②さいたま緑の森博物館

③入間市博物館ＡＬＩＴ

④桜山展望台

⑤富士見公園

開園
時間

9:00～17:00 休館日:月曜・祝日の
翌日（土日を除く）・12/29-1/3

9:00～17:00月曜休（月祝日→火）
休日の翌日休（土日休を除く）
第4火曜休

4～9月 9:00～17:30
10～3月 9:00～16:30

終日開放
（駐） 4～9月 8:30～19:00
10月～3月 8:30～17:00

終日開放（ただし、夜間照明なし）

終日開放

駐車場

加治丘陵さとやま自然公園内
トイレの利用時間：4～9月9:00～17:30
10～3月 9:00～16:30

○ 通年6:00～19:00

○

○

－

○

－

ｵﾑﾂ交換 /
授乳ｽﾍﾟｰｽ

○/近所の児童センターを利用可

○/－

○/○

－

－

－

特色

噴水があり、２つの池を結ぶせせらぎに、見
渡せる広い芝生では、無料で貸出のバトミン
トンが楽しめ、多目的広場では無料貸出の
グローブやボールでキャッチボールが楽しめ
ます。徒歩でジョンソンタウンへ。手ぶらで
バーベキューも楽しめます。

市外の公園

虫の観察やイベントに訪れる子どもも
加治丘陵の四季折々の自然が楽しめ
広場はのびのび遊べ、思いっきり駆け
ローラー滑り台や手作りの木製遊具
多い。幼児でも歩ける湿地や雑木林
る。遊歩道（北・南コース）は自然観察
木製遊具、野外卓、トイレが設置さ
まわれる。お花見やピクニックも楽し
が人気で市外から来る人も。木が多
をめぐる散策路あり。色々なイベント
が楽しめ、展望台の眺めは絶景。
れていて家族連れの行楽に最適。
めます。
く、季節感がある。
が行われている。ＨＰをチェック！
12/31～1/4は特別開放。

（地図NO.⑦～⑫）

名 称

⑦智光山公園

⑧狭山稲荷山公園

⑨ﾄｰﾍﾞ･ﾔﾝｿﾝ
あけぼの子どもの森公園

⑩阿須運動公園

⑪日高総合公園

⑫花木園

開園
時間

通年

通年

平日9:00～17:00
土日祝9：00～21：00

9:00～17:00
年末年始休園

9:00～17:00
第1･3月曜休(月祝日→翌日）年末年始休園

終日開放/（駐） 9:00～17:00

駐車場

○

○

○

○

ｵﾑﾂ交換 /
授乳ｽﾍﾟｰｽ

○/○

○/職員にお声がけください

－

○/○

○
4～9月 8:30～19:30/10～3月 8:30～18:30

○/管理事務所内多目的室利用可

ピクニック広場で各種遊具で遊んだり,
バーベキューができたり,武蔵野の雑
特色 木林を１日満喫できる。こども動物園
併設。（近場の動物公園⑯参照）

市外の公園

稲荷山公園駅徒歩1分。手ぶらでバーベ
キューが楽しめる。春は桜並木でにぎわ
北欧の雰囲気が漂う自然公園。園内
い、4～10月の土・日・祝はハンモックの貸し
にはカフェもある。土日祝は日没から
出しあり。無料のバトミントン、グローブ、
ボールの貸出も人気。米軍のジョンソン飛 園内がライトアップされる。
行場跡地の一部を整備した公園

（地図⑯～⑱）

名 称

⑬国営武蔵丘陵森林公園

⑭六道山公園

⑮所沢航空記念公園

⑯智光山公園
こども動物園

開園
時間

3～10月 9:30～17:00/
11月 9:30～16:30/12～2月 9:30～
16:00 (年末年始,1月第3,4月曜休）

3～10月 9:00～16:30
11月～2月 9:00～16:00

終日開放

9:30～16:30 月曜休（月祝日→火）
入園は16:00まで（年末年始休園）

駐車場

○ （一般650円）

○

○ （一般無料2ｈ以上1h毎100円）

ｵﾑﾂ交換 /
授乳ｽﾍﾟｰｽ

○/○

○/－

○/○
日本で最初の飛行場があったところ。
所沢航空発祥記念館、所沢市立図書
館、日本庭園・茶室「彩翔亭」、野外ス
テージ、テニスコート、運動場、野球
場、ドッグランなどもある。

ふれあいコーナーあり。（テンジクネズ
ミ、ヒヨコ） 大人200円/子ども50円/未
就学児無料。エサやり体験あり。（サ
ル、ポニー、ブタ、水鳥）1回100円。 4
才から小学生を対象としたポニー乗馬
体験あり。1回200円

水遊び場、幼児向け遊び場、アスレ
チックコース、巨大エアートランポリン、 13ｍの展望台からの眺めがよい。
特色 ドッグランあり。サイクリングや自然散 町をあげての盛大なさくらまつりもあ
策も楽しめる。大人 450円 中学生以 る。（2020年は開催なし）
下無料。売店やレストランもあり。

地図⑲

メ
ッ
ツ
ァ

メッツァビレッジ
ムーミンバレーパーク
駐車場： 平日無料
土日祝最大1,500円

開園時間 10：00～20：00

⑰羽村市動物公園
3～10月9:00～16:30 入園は16:00まで
11～2月9:00～16:00(入園は15:30まで

⑱埼玉県
こども動物自然公園

毎週月曜日と1月1日
※月曜日が祝日の場合は開園

9:30～17:00入園は閉園１時間前まで
11月15日～2月10日 9:30～16:30
月曜休 (祝日は開園）

○

○平日：無料、土休日：有料

○一般600円

○/○

○/○

○/○

モルモット・ひよことふれあえるどき
どきハンズオンが人気。大人300
円、4才～中学生50円、3才まで無
料。
蒸気機関車（展示）あり。童話をテー
マにした動物展示がユニーク。

大人520円/小人210円/未就学児無
料 動物たちとふれあえる場所、ウ
サギやモルモットなどを抱ける
場所あり。その他の施設、こどもの
城、恐竜コーナー、アスレチック、ピ
クニック広場・自由広場あり。

入園無料
デーパス

開園時間 10：00～18：00

－

「せせらぎ水路」（4月末から8月末土
水遊びの季節は「大地の泉」で遊ぶの
日祝･平日は変則的）は幼児の水遊 花木の見本園が中心。芝生広場や
が楽しい！！アスレチック遊具、滑り
び向き。遊具あり。 テニスコート,野 木製遊具、長～い(211m）ローラー
台、ブランコなどあり。芝生でお弁当も
球場,陸上トラック,サッカー場の利用 滑り台あり。
食べられる。
時間は9:00～17:00。

近場の動物公園

（地図NO.⑬～⑮）

○
（3～5,9～11月の土日祝日有料300円）

： おとな（中学生以上） 当日4,200円/前売4,000円
こども（4才～小学生）当日2,300円/前売2,100円
入園チケット： おとな（中学生以上） 当日2,500円/前売2,300円
こども（4才～小学生）当日1,500円/前売1,300円

北欧のライフスタイルを体験できる湖畔の森公園
フィンランドの作家トーベ・ヤンソンが描いた『ムーミン』のテーマパーク。
作家の自然に向き合う姿勢を反映させてムーミンの物語の世界を再現し
ている。

