
公共施設相互利用
ガイドマップ

田園都市づくり協議会
久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町

田園都市づくり協議会構成市町プロフィール

問合せ先●田園都市づくり協議会事務局（久喜市役所総務部企画政策課内） ☎0480－22－1111（代表）
編　　集●田園都市づくり協議会　　平成24年12月１日発行

　久喜市は、平成22年
３月23日に久喜市、菖
蒲町、栗橋町及び鷲宮町
が合併して誕生しまし
た。１市３町それぞれの
歴史や文化を大切にしな
がら、地域特性を生かし
た一体的なまちづくりを
進めるとともに、良好な
生活環境と優れた交通利
便性を活かし、県東北部
の拠点として発展するよ
うまちづくりを進めてい
ます。

　蓮田市は、東京のベッドタ
ウンとして発展し、元荒川や
黒浜沼など、今でも自然が多
く残る水と緑豊かな田園都市
です。縄文時代前期の標識遺
跡として考古学上重要な遺跡
とされ、平成18年7月に国指定
史跡に指定された「黒浜貝塚」
をはじめとする歴史遺産にも
恵まれています。「四季かおる
　ふれあいと文化を創るまち・
蓮田」を市の将来像として掲
げ、住みやすいオンリーワン
の街づくりを目指しています。

　幸手市は、豊かな自然
に恵まれ、古くは日光道
中の宿場町として、近年
は首都圏の住宅都市とし
て着実に発展してまいり
ました。春には桜が街中
を彩り、秋には豊かに実
った稲が黄金色に広がる
自然豊かな幸手市の特性
を活かしながら、全ての
市民が安全・快適で活力
と魅力を感じながら暮ら
せるまちづくりを進めて
いきます。

　白岡市は、平成24年
10月１日に県内40番目
の市として誕生しまし
た。市内にはＪＲ宇都
宮線の２つの駅があり、
東北道久喜ＩＣや圏央道
白岡菖蒲ＩＣにも近く、
交通利便性に富んでいま
す。また、田園風景が広
がり、屋敷林など多くの
緑が残され、特産品の
「埼玉梨」は県内有数の
産地となっています。

　宮代町は、都心から１時間
という利便性に富んだ「都
市」の顔と、屋敷林など昔な
がらの「農村風景」が調和し
た町です。また、コミュニテ
ィセンター進修館や笠原小学
校といった個性的な建築物、
東武動物公園のある町として
も有名です。近年は「婚活」
や緑豊かな山崎山での森遊び
などの観光事業にも取り組み
ながら、住む人も訪れる人も
元気になれる町を目指してい
ます。

　杉戸町は、古くは日光
街道の５番目の宿場町と
して栄え、現在は水と緑
に囲まれ、美しい田園風
景が広がるまちです。
　夏の風物詩である流灯
まつりは幻想的です。ま
た、道の駅「アグリパー
クゆめすぎと」は、年間
を通して多くの来場者で
賑わい、農業体験やバー
ベキューなどもできる首
都圏のオアシスとして好
評を得ています。
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公共施設相互利用
ガイドマップ

施設の名称 施設の概要 問い合わせ先 電話番号

久
喜
市

1 総合第１体育館 アリーナ、武道場、トレーニング室他 総合第１体育館 0480･21･3611
2 総合第２体育館 体育館 総合第１体育館 0480･21･3611
3 総合運動公園 グラウンド、テニスコート、市民プール（夏期のみ）他 総合第１体育館 0480･21･3611
4 青葉公園野球場 野球場 総合第１体育館 0480･21･3611
5 青葉公園テニスコート テニスコート 総合第１体育館 0480･21･3611
6 清久公園野球場 野球場 総合第１体育館 0480･21･3611
7 勤労福祉センター 会議室、和室 久喜市役所商工観光課 0480･22･1111
8 久喜総合文化会館 大・小ホール、展示室、会議室、プラネタリウム他 久喜総合文化会館 0480･21･1799
9 清久コミュニティセンター 集会室、研修室、調理室、和室 清久コミュニティセンター 0480･25･5321
10 中央図書館 中央図書館 0480･21･0114
11 菖蒲文化会館（アミーゴ） ホール、展示室、会議室、多目的室、食堂他 菖蒲文化会館 0480･87･1377
12 菖蒲図書館 菖蒲図書館 0480･87･1388
13 菖蒲老人福祉センター 大広間、娯楽室、浴室他 菖蒲老人福祉センター 0480･85･1205
14 菖蒲温水プール（アクレ） 温水プール 菖蒲温水プール 0480･87･2616
15 寺田公園テニスコート テニスコート 菖蒲温水プール 0480･87･2616
16 上大崎テニスコート テニスコート 菖蒲温水プール 0480･87･2616
17 上大崎野球場 野球場 菖蒲温水プール 0480･87･2616
18 森下緑地グラウンドテニスコート テニスコート 菖蒲温水プール 0480･87･2616
19 菖蒲コミュニティセンター 集会室、ボランティアビューロー 菖蒲総合支所市民課 0480･85･1111
20 栗橋B&G海洋センター 体育館、プール 栗橋B&G海洋センター 0480･52･5510
21 南栗橋スポーツ広場 野球場、ソフトボール場他 栗橋B&G海洋センター 0480･52･5510
22 南栗橋近隣公園テニスコート テニスコート 南栗橋近隣公園テニスコート 0480･52･2831
23 健康福祉センター（くりむ） トレーニング室他 健康福祉センター 0480･52･8787
24 栗橋文化会館（イリス） ホール、音楽室、会議室、展示室他 栗橋文化会館 0480･52･3221
25 栗橋文化会館図書室 栗橋文化会館図書室 0480･52･2000
26 栗橋コミュニティセンター（くぷる） ホール、多目的室、和室、調理室 栗橋コミュニティセンター 0480･55･1122
27 鷲宮体育センター 体育館 鷲宮体育センター 0480･59･7770
28 鷲宮運動広場 野球場、サッカー場他 鷲宮温水プール 0480･59･2288
29 桜田公園テニスコート テニスコート 鷲宮温水プール 0480･59･2288
30 西大輪運動広場 野球場、ソフトボール場 鷲宮温水プール 0480･59･2288
31 沼井公園テニスコート テニスコート 鷲宮温水プール 0480･59･2288
32 鷲宮温水プール 温水プール 鷲宮温水プール 0480･59･2288
33 鷲宮福祉センター 老人福祉センター（大ホール、浴室、面会室他） 鷲宮福祉センター 0480･58･6666
34 鷲宮東コミュニティセンター（さくら） ボランティアビューロー、集会室、会議室他 鷲宮東コミュニティセンター 0480･58･1101
35 鷲宮西コミュニティセンター（おおとり） ボランティアビューロー、クラブ室、ホール他 鷲宮西コミュニティセンター 0480･59･2121
36 花と香りのふれあいセンター（おおぞら） 調理実習室、研修室 鷲宮総合支所環境経済課 0480･58･1111
37 鷲宮図書館 鷲宮図書館 0480･58･1002

蓮
田
市

38 総合市民体育館（パルシー） アリーナ、武道場、トレーニング室他 総合市民体育館 048･768･1717
39 農業者トレーニングセンター 屋内運動場、テニスコート 農業者トレーニングセンター 048･766･5974
40 黒浜公園 野球場、テニスコート他 総合市民体育館 048･768･1717
41 中道公園 テニスコート他 総合市民体育館 048･768･1717
42 老人福祉センター 大会議室、娯楽室、浴室他 老人福祉センター 048･769･1455
43 コミュニティセンター 集会室、会議室、調理室他 コミュニティセンター 048･766･8377
44 環境学習館 ホール、実習室、研修室他 環境学習館 048･764･1850
45 図書館 視聴覚ホール、会議室、和室 図書館 048･769･5198

幸
手
市

46 市民文化体育館（アスカル幸手） アリーナ、ホール、トレーニング室他 市民文化体育館 0480･48･0048
47 神扇グラウンド グラウンド 市民文化体育館 0480･48･0048
48 市立武道館 柔・剣道場、弓道場 武道館 0480･43･0190
49 幸手総合公園 陸上グラウンド、テニスコート ひばりヶ丘球場 0480･48･2250
50 千塚西公園 野球場、テニスコート コミュニティセンター 0480･43･9390
51 ひばりヶ丘球場 野球場 ひばりヶ丘球場 0480･48･2250
52 上吉羽中央公園 テニスコート ひばりヶ丘球場 0480･48･2250
53 老人福祉センター 集会室、広間、娯楽室他 老人福祉センター 0480･47･1126
54 保健福祉総合センター（ウェルス幸手） 会議室、教養娯楽室他 保健福祉総合センター 0480･42･8435
55 コミュニティセンター 集会室、会議室他 コミュニティセンター 0480･43･9390
56 B&G海洋センター 体育館 B&G海洋センター 0480･48･0220
57 市立図書館 図書館 0480･42･0169

白
岡
市

58 B&G海洋センター 温水プール B&G海洋センター 0480･90･1590
59 勤労者体育センター 体育館 勤労者体育センター 0480･93･2828
60 総合運動公園 陸上競技場、野球場、テニスコート他 総合運動公園 0480･93･3426
61 市民テニスコート テニスコート 勤労者体育センター 0480･93･2828
62 老人福祉センター 集会室、娯楽室、浴室他 老人福祉センター 0480･92･1205
63 コミュニティセンター 集会室、音楽室他（コミセン部分のみ） コミュニティセンター 0480･92･4760
64 市立図書館 図書館 0480･92･1894

宮
代
町

65 総合運動公園（ぐるる宮代） 総合体育館（アリーナ、武道場、トレーニング
室他）、室内プール、テニスコート、野球場他 総合運動公園 0480･32･1543

66 いきがい活動センター アリーナ、軽体育室 いきがい活動センター 0480･32･6700
67 ふれ愛センターみやしろ 老人福祉センター部分のみ ふれ愛センター 0480･32･6767
68 コミュニティセンター進修館 集会室、研修室、食堂他 コミュニティセンター進修館 0480･33･3846
69 町立図書館 図書館 0480･34･9944
70 はらっパーク宮代 多目的広場 はらっパーク宮代 0480･37･1982

杉
戸
町

71 杉戸西近隣公園 軟式野球場、テニスコート 杉戸西近隣公園 0480･35･0419
72 倉松公園 軟式野球場、テニスコート 倉松公園 0480･34･9981
73 南テニスコート テニスコート 南公民館 0480･34･4774
74 ふれあいセンターエコ・スポいずみ 温水プール、浴室、休憩所 エコ・スポいずみ 0480･38･2300
75 彩の国いきいきセンターすぎとピア ホール、浴室、休憩所他 すぎとピア 0480･33･8192
76 リバティーホール杉戸 会議室、調理室、トレーニングルーム、体育室他 リバティーホール杉戸 0480･36･5122
77 生涯学習センターカルスタすぎと 多目的ホール、スタジオ、集会室他 カルスタすぎと 0480･31･2111
78 町立図書館 図書館 0480･33･4056
79 公民館図書室（５公民館） 中央公民館 0480･34･6840

【田園都市づくり協議会】相互利用対象施設一覧表
H24.12.1 現在

久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町

●８ 久喜総合文化会館〔久喜市〕

●38 総合市民体育館（パルシー）〔蓮田市〕 ●58 B&G海洋センター〔白岡市〕 ●68 コミュニティセンター進修館〔宮代町〕 ●77 生涯学習センターカルスタすぎと〔杉戸町〕
●78 町立図書館〔杉戸町〕

●46 市民文化体育館（アスカル幸手）〔幸手市〕

６市町の方が同じ条件で　　
　 　施設をご利用になれます。
６市町にお住まいの方であれば、だれでも気軽に、右一覧表の
公共施設を利用できます。


