
関東どまんなかサミット会議　構成市町公共施設相互利用　施設一覧　（平成28年10月1日から）

市町名 住所 問合せ先

リバーフィールド古河

（サッカー場、野球場、ソフトボール場、マレットゴルフ場） 渡良瀬川河川敷 0280-22-3500（窓口：古河スポーツ交流センター）

古河市古河サッカー場

駒ケ崎44-1 0280-31-0341（窓口：古河体育館）

古河市古河テニス場

鴻巣1495 0280-31-0341（窓口：古河体育館）

古河市古河ふれあいテニス場

鴻巣1498 0280-31-0341（窓口：古河体育館）

古河市古河市民球場

駒ケ崎19 0280-31-0341（窓口：古河体育館）

古河市中央運動公園

（総合体育館、陸上競技場、テニスコート、サッカー広場、自由広場） 下大野2528 0280-92-5555（窓口：中央運動公園総合体育館）

古河市中央運動公園

（温水プール） 下大野2528 0280-92-9000

古河市北利根北公園

（テニスコート、野球場） 北利根11 0280-92-5555（窓口：中央運動公園総合体育館）

古河市丘里公園

（野球場兼ソフトボール場）
丘里9

0280-92-5555（窓口：中央運動公園総合体育館）

古河市北利根南公園

（ソフトボール場） 北利根6 0280-92-5555（窓口：中央運動公園総合体育館）

古河市上大野グランド

（ソフトボール場、少年野球場） 上大野1532-1 0280-92-5555（窓口：中央運動公園総合体育館）

古河市三和野球場

東山田1808-1 0280-76-7000（窓口・三和健康ふれあいスポーツセンター）

古河市諸川コミュニティパーク

（野球場） 諸川1844-4 0280-76-7000（窓口・三和健康ふれあいスポーツセンター）

古河市東山田公園

（野球場） 東山田1814-1 0280-76-7000（窓口・三和健康ふれあいスポーツセンター）

古河市尾崎ファミリースポーツ公園

尾崎4037-4 0280-76-7000（窓口・三和健康ふれあいスポーツセンター）

古河市三和農村環境改善センター

（テニスコート、グランドゴルフ場、集会施設） 東山田1808-12 0280-78-1815

古河市古河体育館

旭町2-21-4 0280-31-0341

古河市三和健康ふれあいスポーツセンター

（体育館、温水プール） 仁連2042-1 0280-76-7000

古河スポーツ交流センター

（温水プール、宿泊棟） 立崎510-1 0280-22-3500

古河市古河老人福祉センター

新久田285 0280-48-0328

古河市総和老人福祉センター「せせらぎの里」

北利根10 0280-92-5888

駅前子育て広場「駅前ヤンチャ森」

本町四丁目1番1号 0280-23-4120

ネーブル子育て広場「ヤンチャ森」

駒羽根620 0280-92-9033

古河市ネーブルパーク

（公園・キャビン） 駒羽根620 0280-92-7300

古河市ネーブルパーク

（平成館） 駒羽根620 0280-91-2080

スペースＵ古河

長谷町38-18 0280-22-5520

古河リバーサイド倶楽部

西町10-1 0280-22-5500

古河市古河福祉の森会館

新久田271-1 0280-48-6882

古河市生涯学習センター総和「とねミドリ館」

前林1953-1 0280-92-4000

古河市総和福祉センター「健康の駅」

駒羽根1501 0280-92-5771

施設名

古河市
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市町名 住所 問合せ先

古河市三和地域福祉センター

仁連2228-7 0280-77-1900

古河市ユーセンター総和

上辺見2369 0280-31-3211

古河市地域交流センター「はなももプラザ」

横山町1-2-20 0280-21-1255

古河市中央公民館

下大野2248 0280-92-4501

古河市さくら公民館

久能973-1 0280-92-3422

古河市つつみ公民館

小堤1766 0280-98-5530

古河市ふれあい公民館

駒羽根1419-4 0280-92-3036

古河市中田公民館

中田新田135-1 0280-48-1852

古河市古河東公民館

東3-7-19 0280-32-5533

古河市三和公民館

仁連2065 0280-76-1517

古河総合公園

鴻巣399-1 0280-47-1129

古河市三和ふるさとの森

東諸川711-1 0280-77-3813

古河歴史博物館

中央町3-10-56 0280-22-5211

篆刻美術館

中央町2-4-18 0280-22-5611

古河街角美術館

中央町2-6-60 0280-22-5911

古河文学館

中央町3-10-21 0280-21-1129

鷹見泉石記念館

中央町3-11-2 0280-22-5211（窓口：古河歴史博物館）

奥原晴湖画室「繍水草堂」

中央町3-11-2 0280-22-5211（窓口：古河歴史博物館）

永井路子旧宅

中央町2-6-52 0280-21-1129（窓口：古河文学館）

古河市三和図書館資料館「燦ＳＵＮ館」

（資料館、図書館） 仁連2042-1 0280-75-1511

古河市古河図書館

東3-7-19 0280-32-5299

古河ゴルフリンクス

西町10-1 0280-22-4000

古河市

施設名
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市町名 住所 問合せ先

加須市民運動公園

（野球場、テニスコート、プール） 下三俣５９０番地 0480-62-6123（窓口：加須市民体育館）

鎮守前公園

（野球場、テニスコート） 南篠崎二丁目1番地 0480-62-6123（窓口：加須市民体育館）

花崎愛宕公園

（テニスコート） 花崎四丁目25番地 0480-66-3981（窓口：花崎コミュニティセンター）

騎西中央公園

（運動場、野球広場、テニスコート） 騎西961 0480-73-7610（窓口：騎西総合体育館「ふじアリーナ」）

古宮公園

（広場） 正能4 0480-73-7610（窓口：騎西総合体育館「ふじアリーナ」）

ふるさと広場

（広場） 中種足1230-1 0480-73-7610（窓口：騎西総合体育館「ふじアリーナ」）

田ヶ谷サン・スポーツランド

（野球場、テニスコート） 上崎1850-1 0480-73-7610（窓口：騎西総合体育館「ふじアリーナ」）

渡良瀬総合グラウンド

（野球場、ソフトボール場、サッカー場、テニスコート） 柏戸地先
0280-62-1590（窓口：北川辺体育館）

柏戸スポーツ公園

（グラウンドゴルフ場、ゲートボール場） 柏戸2019 0280-62-1590（窓口：北川辺体育館）

大利根運動公園

（野球場、小球場、テニスコート） 北下新井６８４－１ 0480-72-5488（窓口：大利根文化体育館）

大利根西部公園

（多目的広場） 新利根１丁目4－１ 0480-72-5488（窓口：大利根文化体育館）

豊野台公園

（野球場） 豊野台２丁目１６０－２ 0480-72-5488（窓口：大利根文化体育館）

星子沼公園

（テニスコート） 豊野台1丁目345-1 0480-72-5488（窓口：大利根文化体育館）

加須市立加須市民体育館

下三俣５９０番地 0480-62-6123

加須市立騎西総合体育館「ふじアリーナ」

外川355 0480-73-7610

加須市立北川辺体育館

柏戸2037番地 0280-62-1590

加須市立大利根文化体育館

北下新井６８４－１ 0480-72-5488

加須市北川辺老人福祉センター

柏戸２０３７ 0280-62-1811

加須市北川辺スポーツ遊学館

小野袋１７３７ 0280-61-2299

加須市立北川辺公民館

麦倉1483 0280-61-2444（窓口：北川辺文化・学習センター「みのり」）※

加須市北川辺ライスパーク

麦倉454 0280-62-4349

加須市北川辺郷土資料館

麦倉487 0480-62-1221（窓口：加須文化・学習センター「パストラルかぞ」）※

上三俣2255 0480-62-1221

根古屋633-10 0480-73-3101

加須市北川辺文化・学習センター「みのり」

麦倉1473-1 0280-61-2444

加須市大利根文化・学習センター「アスタホール」

旗井1461-1 0480-72-1023

加須市立加須図書館

中央2-4-17（市民プラザかぞ1階・2階） 0480-61-8200 

加須市立騎西図書館

根古屋633-10（騎西文化・学習センター「キャッスルきさい」内）

0480-73-3178 

加須市立北川辺図書館

麦倉1473-1（北川辺文化・学習センター「みのり」内）

0280-62-4400 

加須市立童謡のふる里おおとね図書館「ノイエ」

琴寄597-1 0480-78-2211

施設名

加須市加須文化・学習センター「パストラルかぞ」

加須市騎西文化・学習センター「キャッスルきさい」

加須市
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市町名 住所 問合せ先

栃木市藤岡遊水池会館

藤岡町藤岡1788番地 0282-62-5983

栃木市老人福祉センター　長寿園

薗部町２－１４－９ 0282-22-0333

栃木市老人福祉センター　泉寿園

今泉町１－２－７ 0282-27-3818

栃木市老人福祉センター　福寿園

千塚町２１０ 0282-31-3666

栃木市渡良瀬の里

（グランドゴルフ場） 藤岡町赤麻502-1 0282-62-1635

 
栃木市大平健康福祉センター（ゆうゆうプラザ）

大平町西野田666-1 0282-45-2601

 
栃木市岩舟健康福祉センター（遊楽々館）

岩舟町三谷1038-1 0282-54-3331

栃木市勤労者総合福祉センター

今泉町1-2-7 0282-27-7140

栃木市勤労者体育センター

日ノ出町14-36 0282-22-4452

栃木市総合運動公園

（陸上競技場、野球場、テニスコート、グラウンド、体育館、弓道場、温水プール） 川原田町760 管理事務所電話番号0282-23-2523

ファミリーパーク

都賀町臼久保197 0282-92-0333

ふるさとセンターパーク

都賀町臼久保325 0282-92-0008

栃木市都賀聖地公園

都賀町木2388-2 0282-92-0008

栃木市岩舟総合運動公園

（野球場、陸上競技場、サッカー場、ゲートボール場） 岩舟町三谷1038番地1 0282-54-3331

栃木市栃木図書館

旭町12-2 0282-22-3542

栃木市大平図書館

大平町蔵井2026-6 0282-43-5234

栃木市藤岡図書館

藤岡町藤岡816-4 0282-62-4889

栃木市都賀図書館

都賀町原宿535 0282-28-0806

栃木市図書館西方館

西方町本城1 0282-92-2512

栃木市図書館岩舟館

岩舟町静2292-1 0282-54-1900

栃木市大宮公民館

大宮町422-1 0282-27-0073

栃木市寺尾公民館

梅沢町1183 0282-31-0002

栃木市国府公民館

惣社町228-1 0282-27-3002

栃木市大平公民館

大平町蔵井２００１－３ 0282-43-5231

栃木市大平西地区公民館

大平町富田1642 0282-43-5231

栃木市大平南地区公民館

大平町西水代1787 0282-43-5231

栃木市大平東地区公民館

大平町横堀810 0282-43-5231

栃木市都賀公民館

都賀町原宿５２１ 0282-27-5050

栃木市岩舟公民館

岩舟町静2292-1
 
0282-55-2500

栃木市静和地区公民館

岩舟町静和2170-1 0282-55-5117

栃木市小野寺地区公民館

岩舟町小野寺2071-1 0282-57-7241

栃木市屋内運動場

泉川町467-1 0282-25-0930

栃木市大平体育館

大平町蔵井２００１ー３ 0282-43-5231

施設名

栃木市
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市町名 住所 問合せ先

栃木市大平南体育館

大平町西野田905－１ 0282-43-1119

栃木市大平武道館

（剣道場、柔道場、弓道場） 大平町蔵井２００１ー１ 0282-43-1119

大平運動公園

（野球場、多目的運動広場、テニスコート） 大平町蔵井１５４７ 0282-43-1119

藤岡総合体育館

藤岡町藤岡1788 0282-62-4431

藤岡弓道場

藤岡町藤岡1788 0282-62-4431

藤岡渡良瀬運動公園

（テニスコート、野球場、サッカー場、陸上競技場） 藤岡町藤岡1218-1
 

藤岡スポーツふれあいセンター0282-62-1301

栃木市つがスポーツ公園

（野球場、ソフトボール場、サッカー場、テニスコート、弓道場） 都賀町家中４７８５－３ 0282-27-5133

栃木市都賀市民運動場

（運動場） 都賀町原宿５０７－１ 0282-27-5051

栃木市都賀体育センター

都賀町原宿５１１ 0282-27-5051

栃木市都賀南部コミュニティセンター

（運動場、体育館、研修室） 都賀町平川４８１－５ 0282-27-5051

栃木市木コミュニティセンター

（運動場、体育館、研修室） 都賀町木８１８ 0282-27-5051

栃木市大柿コミュニティセンター

（体育館） 都賀町大柿１１２２ 0282-27-5051

栃木市西方総合文化体育館

西方町本郷１７０５番地１ 0282-92-0866

栃木市西方桜グラウンド

（多目的運動場、ゲートボール場） 西方町金崎７０６番地１地先 0282-92-0866

栃木市西方北グラウンド

（野球場、ソフトボール場） 西方町金崎１１０７番地２地先 0282-92-0866

栃木市西方南グラウンド

（野球場、ソフトボール場、ゲートボール場） 西方町金井１７９６番地３ 0282-92-0866

栃木市真名子運動広場

（ソフトボール場、サッカー場） 西方町真名子１７２２番地 0282-92-0866

西方総合公園

（野球場、ソフトボール場、テニスコート、弓道場） 西方町本城１８２９番地 0282-92-0866

栃木市岩舟総合運動場

（グラウンド、テニスコート、体育館） 岩舟町静2292-1 0282-55-2500

野木町総合運動公園

（野球場、サッカー場、テニスコート、多目的広場） 佐川野916 0280-57-4187（窓口：生涯学習課）

野木町体育センター

丸林571 0280-57-4187（窓口：生涯学習課）

野木町老人福祉センター「ホープ館」

友沼5840-7 0280-57-3100

野木町公民館

丸林571 0280-57-4188

野木町文化会館「エニスホール」

友沼181 0280-57-2000

野木町健康センター「ゆーらんど」

南赤塚1514 0280-57-0755

野木町交流センター「野木ホフマン館」

野木3324-10 0280-33-6667

野木町立図書館

丸林234-2 0280-57-2811

渡良瀬運動場

　（野球場、サッカー場） 海老瀬（渡良瀬遊水地内） 0276-82-0858（窓口：海洋センター）

板倉町 B＆G海洋センター　

（体育館、プール） 岩田1062 0276-82-0858

板倉町中央公民館

板倉2698 0276-82-2435

※　問い合わせ先とは別に電話番号が有る施設

　　加須市立北川辺公民館

0280-62-3224／0280-62-1710

　　加須市北川辺郷土資料館

0480-62-1223

栃木市

野木町

施設名
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