
１．大規模集会施設

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

足利市 足利市民プラザ 朝倉町264 0284-72-8511

佐野市 佐野市勤労者会館 浅沼町796 0283-21-1830

佐野市文化会館 浅沼町508-5 0283-24-7211

葛生あくとプラザ あくと町3084 0283-86-4715

桐生市 桐生市立中央公民館 稲荷町1-4 0277-47-4343

桐生市勤労福祉会館 錦町3-6-20 0277-46-1561

桐生市市民文化会館 織姫町2-5 0277-40-1500

桐生市有鄰館 本町2-6-32 0277-46-4144

太田市 太田市浜町勤労会館 浜町66-49 0276-47-0400

太田市新田文化会館・総合体育館「エアリス」（ホール） 新田金井町607 0276-57-2222

太田市薮塚本町中央公民館 大原町505 0277-78-5411

館林市 館林市文化会館 城町3-1 0276-74-4111

三の丸芸術ホール 城町1-2 0276-75-3030

みどり市 笠懸文化ホール「PAL」 笠懸町阿左美1579-1 0277-77-1212

みどり市ふるさと従来センター 大間々塩原435-1 0277-72-0085

ながめ余興場 大間々長大間々1635 0277-72-1968

板倉町 板倉町中央公民館 板倉2698 0276-82-2435

明和町 明和町中央公民館 新里303-1 0276-84-4491

日本キャンパックホール（明和町ふるさと産業文化館） 南大島1073-1 0276-84-5555

千代田町 コスメ・ニスト千代田プラザ（町民プラザ） 赤岩1701-1 0276-86-6311

大泉町 大泉町いずみの杜 朝日4-7-1 0276-20-0035

大泉町公民館 吉田2465 0276-62-2330

大泉町公民館（南別館） 吉田2011-1 0276-62-2330

大泉町文化むら 朝日5-24-1 0276-63-7733

邑楽町 邑楽町中央公民館 中野2569-1 0276-88-1177

両毛広域都市圏総合整備推進協議会　相互利用施設一覧表

(足利市／佐野市／桐生市／太田市／館林市／みどり市／板倉町／明和町／千代田町／大泉町／邑楽町）
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両毛広域都市圏総合整備推進協議会　相互利用施設一覧表

２．運動施設

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

足利市 足利市総合運動場　陸上競技場

足利市総合運動場　硬式野球場

足利市総合運動場　軟式野球場

足利市総合運動場　テニスコート

足利市総合運動場　プール

足利市体育センター

足利市民体育館 大橋町1-2007-3 0284-43-0536

足利市毛野体育館 山川町55-1 0284-43-2013

足利市渡良瀬運動場 岩井町465-1 0284-40-1787

足利市御厨テニスコート 上渋垂町447-1 0284-41-3963

足利市三重体育館 五十部町472 0284-21-9719

足利市民武道館 西砂原後町1156 0284-41-1851

足利市川崎ゴルフ練習場

足利渡良瀬ゴルフ場

佐野市 佐野市運動公園　体育館

佐野市運動公園　陸上競技場

佐野市運動公園　野球場・運動広場

佐野市運動公園　テニスコート

佐野市運動公園　多目的球技場

佐野市運動公園　弓道場

佐野市運動公園　プール

フィールドアスレチック・ローラースベリ台

佐野市武道館 堀米町167-1 0283-21-0020

栄公園 栄町15 0283-25-0403

田所町1123 0284-41-3963

田所町1123 0284-41-3963

野田町2226-1 0284-73-4171

赤見町2130-2 0283-25-0403
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両毛広域都市圏総合整備推進協議会　相互利用施設一覧表

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

佐野市 佐野市田沼総合運動場　野球場

佐野市田沼総合運動場　テニスコート

佐野市田沼西運動場　野球場 閑馬町370

佐野市アリーナたぬま 戸奈良町21 0283-61-1153

新吉水第2公園 吉水駅前2-8-5

下田沼公園 栃本町2482

佐野市田沼グリーンスポーツセンター　野球場

佐野市田沼グリーンスポーツセンター　多目的競技場

佐野市運動公園　体育館

佐野市運動公園　陸上競技場

佐野市運動公園　野球場・運動広場

佐野市運動公園　テニスコート

佐野市運動公園　多目的球技場

佐野市運動公園　弓道場

佐野市運動公園　プール

フィールドアスレチック・ローラースベリ台

佐野市武道館 堀米町167-1 0283-21-0020

栄公園 栄町15 0283-25-0403

佐野市田沼総合運動場　野球場

佐野市田沼総合運動場　テニスコート

佐野市田沼西運動場　野球場 閑馬町370

佐野市アリーナたぬま 戸奈良町21 0283-61-1153

新吉水第2公園 吉水駅前2-8-5

下田沼公園 栃本町2482

田沼1600
0283-62-8881

0283-20-3101
都市整備課

戸室1592-2 0283-62-8881

田沼1600
0283-62-8881

0283-20-3101 都市整備課

赤見町2130-2 0283-25-0403
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両毛広域都市圏総合整備推進協議会　相互利用施設一覧表

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

佐野市 佐野市田沼グリーンスポーツセンター　野球場 戸室1592-2

佐野市田沼グリーンスポーツセンター　多目的競技場

佐野市田沼グリーンスポーツセンター　テニスコート

中運動公園　野球場

中運動公園　テニスコート

中運動公園　プール

葛生武道館 嘉多山町3623-1

葛生農業者トレーニングセンター あくと町3092

桐生市 桐生市民体育館

桐生球場

桐生球場附属球場

陸上競技場 元宿町17-33

元宿庭球コート 元宿町13-43

相生庭球コート 相生町3-300

相川庭球コート 相生町3-551

相撲道場 相生町2-487

桐生弓道場 相生町3-300

ユーユー広場 相生町3-444

桐生市民プール 相生町3-300

桐生スケートセンター 東7-3-50

桐生境野球場 境野町7-1813

桐生市南公園 広沢町5-4716-11 0277-52-3456

新里社会体育館 新里町山上828-1

新里弓道場 新里町新川3333

新里庭球コート 新里町新川3042-1

0283-62-8881
戸室1592-2

中町345-1 0283-61-1153

相生町3-300

0277-74-4151 桐生市新里公民館

0277-54-5705
公益財団法人桐生市スポーツ文化事業団スポーツ事業部
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両毛広域都市圏総合整備推進協議会　相互利用施設一覧表

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

桐生市 新里補助グラウンド 新里町新川3033-1

新里総合グラウンド 新里町新川3069

新里赤城運動広場 新里町赤城山712-1

新里西グラウンド 新里町山上829-1

新里サッカー場 新里町新川2981-1

新里剣道場 新里町山上1107-3

新里卓球場 新里町山上1118-2

黒保根社会体育館 黒保根町水沼182-3

黒保根運動公園 黒保根町水沼地内

太田市 太田市運動公園　陸上競技場

太田市運動公園　サッカー・ラグビー場

太田市運動公園　野球場

太田市運動公園　市民体育館

太田市東山球場 金山町26-12

太田市八千代グラウンド 由良町1765-1

太田市八幡テニスコート 八幡町9-6

太田市武道館 内ヶ島町384-2 0276-49-2772

太田市勤労者体育施設　サンスポーツランド太田 鳥山上町2282 0276-37-6868

太田市尾島体育館 亀岡町656-1

太田市尾島第2体育館 岩松町764-2

太田市尾島公園グラウンド 亀岡町99

太田市ねずみ塚公園グラウンド 世良田町3033-1

太田市岩松公園グラウンド 岩松町802-1

太田市世良田公園グラウンド 世良田町1552-1

太田市利根グラウンドゴルフ場 武蔵島町地先

0277-96-2501
桐生市黒保根公民館

飯塚町1059
0276-45-8118
スポーツ施設管理課

0276-45-8118
スポーツ施設管理課

0277-74-4151 桐生市新里公民館

0276-60-7399
太田市尾島体育館内
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両毛広域都市圏総合整備推進協議会　相互利用施設一覧表

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

太田市 太田市尾島公園テニスコート 亀岡町110

太田市世良田テニスコート 世良田町1566

太田市尾島親子ふれあいプール 亀岡町102 0276-52-2966

太田市新田陸上競技場 新田金井町31

太田市新田野球場 新田上江田町721

太田市新田テニスコート 新田上江田町738

太田市新田武道場 新田上江田町721-1

太田市新田文化会館・総合体育館「エアリス」（アリーナ） 新田金井町607

太田市新田サッカー場 新田金井町607

太田市新田プール 新田上江田町744-1 0276-56-0104

藪塚本町社会体育館 大原町383-70

藪塚本町中央運動公園 大原町383-75

館林市 城沼総合体育館

城沼陸上競技場

城沼野球場

城沼庭球場

多目的広場

城沼グラウンドゴルフ場

城沼弓道場

城沼市民プール

館林市民体育館 当郷町1904

館林市営テニスコート 当郷町1895

高根運動場 高根町750番地先

東山運動場 野辺町769-6

渡良瀬河川敷青少年ひろば 大島町4659番地先

0276-60-7399
太田市尾島体育館内

0276-57-2222
太田市新田文化会館・総合体育館
（エアリス内）

0277-78-7711

0276-74-2611
スポーツ振興課管理係
（城沼総合体育館内）

つつじ町14-1
0276-74-2611
スポーツ振興課管理係
（城沼総合体育館内）
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両毛広域都市圏総合整備推進協議会　相互利用施設一覧表

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

みどり市 みどり市笠懸グラウンドゴルフ場（あすかホールグラウンドゴルフ場）

みどり市笠懸ゲートボール場

みどり市笠懸球技場

みどり市笠懸テニスコート

みどり市笠懸弓道場

みどり市笠懸グラウンド

みどり市西鹿田グラウンド 笠懸町西鹿田1378-1

みどり市大間々グラウンド

みどり市大間々テニスコート

みどり市桐原グラウンド 大間々町桐原370

みどり市大間々弓道場 大間々町桐原85

みどり市東運動公園　野球場

みどり市東運動公園　グラウンド

みどり市東運動公園　テニスコート

みどり市東運動公園　社会体育館

みどり市体育館（桐生大学グリーンアリーナ） 笠懸町阿左美1714-2 0277-77-1616

板倉町 板倉町渡良瀬運動場 海老瀬（渡良瀬遊水地内）

板倉海洋センター 岩田1062

明和町 明和町社会体育館 新里299-1

利根川総合運動場 大輪地内

大輪公園 大輪236-10

パークゴルフ場 南大島地内

明和町B＆G海洋センター

ふるさとの広場テニスコート

千代田町 KAKINUMAアクア（温水プール） 上五箇600-2 0276-86-3012

KAKINUMAアリーナ（総合体育館） 上五箇600-1 0276-86-8810

笠懸町阿左美1572-1

笠懸町阿左美1717-1

大間々町大間々1960

東町座間399
0277-97-3031
東運動公園社会体育館内

0276-82-0858
スポーツ振興係（海洋センター内）

0276-84-4626
スポーツ振興係
（社会体育館内）

新里322-1 0276-84-5511 海洋センター

0277-76-9846
教育委員会社会教育課
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両毛広域都市圏総合整備推進協議会　相互利用施設一覧表

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

大泉町 いずみ総合公園　町民体育館 仙石3-22-1 0276-63-5250

いずみ総合公園　町民野球場

いずみサッカー場

大泉町とね運動場 仙石1565-3

大泉町南公園 吉田1213

大泉町御正作公園 朝日4-7

大泉町スバル運動公園 いずみ1-3086

大泉町西体育館
古氷106-1
（町立西小学校敷地内）

邑楽町 邑楽町町民体育館 篠塚1423-1

邑楽町スポーツレクリエーション広場 篠塚1435-1

邑楽町町民運動場 狸塚1271

邑楽町勤労者体育センター 石打1116 0276-89-1501

３．レクリエーション施設

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

足利市 足利市サイクルランド・じゃぶじゃぶ池 岩井町地内 0284-40-1787

足利市名草キャンプ場 名草上町地内 0284-20-2227

足利市わたらせビーチ 岩井町地内 0284-40-1787

足利市織姫公園レストラン棟 織姫公園内 0284-22-8256

佐野市 佐野市万葉自然公園かたくりの里 町谷町112-1 0283-21-1187

佐野市根古屋森林公園 飛駒町2299 0283-66-2939

佐野市蓬山ログビレッジ 作原町1271 0283-67-1139

作原野外活動施設 作原町818 0283-67-1256

佐野市あきやま学寮 秋山町721 0283-87-0022

丘山50-1 0276-62-0404

0276-63-5250
いずみ総合公園町民体育館

0276-88-5355
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両毛広域都市圏総合整備推進協議会　相互利用施設一覧表

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

佐野市 佐野市ウッドランド森沢 秋山町787 0283-87-0203

佐野市古代生活体験村 秋山町771 0283-87-0203

喜多山公園 喜多山町1790 0283-20-3101(都市整備課）

桐生市 桐生が岡遊園地 宮本町4-1-1 0277-22-7580

桐生市青少年野外活動センター 梅田町5-7423 0277-32-2644

桐生市利平茶屋森林公園 黒保根町下田沢1900-1
0277-96-2588(開園期間）
0277-96-2113(閉園期間)

桐生市花見ヶ原森林公園 黒保根町下田沢赤面国有林内
0277-96-3131(開園期間）
0277-96-2113(閉園期間)

桐生市ふるさと探訪ふれあい館 黒保根町水沼347-15 0277-96-2110

太田市 金山の森キャンプ場 強戸町2131-49 0276-37-7132

太田市利根キャンプ場 武蔵島町400 0276-20-7082（青少年課）

みどり市 小平の里キャンプ場 大間々町小平甲445 0277-72-2148

浅原体験村 大間々町浅原590-14 0277-72-0122

黒坂石バンガロー・テント村 東町沢入1146 0277-95-6611

ファミリーオートキャンプ場そうり 東町沢入428-1 0277-95-6122

４．文化・展示施設

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

足利市 史跡足利学校 昌平町2338 0284-41-2655

足利市早雲美術館 緑町2-3768 0284-21-3808

足利市物外軒 通6-3165 0284-20-2230

足利市美術館 通2-14-7 0284-43-3131

足利市図書館 有楽町832 0284-41-8881

佐野市 佐野市立図書館 大蔵町2977 0283-22-1833

佐野市郷土博物館 大橋町2047 0273-22-5112

佐野市たぬまふるさと館 栃本町2237-1 0283-27-3011
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両毛広域都市圏総合整備推進協議会　相互利用施設一覧表

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

佐野市 郷土資料保存田沼館 田沼町884

郷土資料保存三好館 岩崎町1325-1

田沼図書館 田沼町910-5 0283-61-1136

葛生図書館 葛生東1-11-8 0283-86-3416

佐野市吉澤記念美術館 葛生東1-14-30 0283-86-2008

佐野市葛生化石館 葛生東1-11-15 0283-86-3332

佐野市葛生伝承館 葛生東1-11-26 0283-84-3311

群馬県 ぐんまこどもの国 長手町480 0276-22-1448

桐生市 桐生明治館 相生町2-414-6 0277-52-3445

桐生市図書館 稲荷町1-4 0277-47-4341

桐生市新里図書館 新里町武井693-1 0277-74-8080

桐生市黒保根歴史民俗資料館 黒保根町水沼乙175 0277-96-3125

太田市 太田市薮塚本町文化ホール（カルトピア） 大原町505-2 0277-78-0511

太田市中央図書館 飯塚町1549-2 0276-48-6226

太田市新田図書館 新田反町町877 0276-57-2676

太田市薮塚本町図書館 大原町505-2 0277-78-0512

太田市薮塚本町図書館 大原町505-2 0277-78-0512

太田市学習文化センター 飯塚町1549-2 0276-48-6280

太田市立尾島図書館 亀岡町63-1 0276-60-7288

太田市立史跡金山城跡ガイダンス・太田市立金山地域交流センター 金山町40-30 0276-25-1067

太田市茶会所「大光庵」 世良田町3113-12

太田市立新田荘歴史資料館 世良田町3113-9

太田市立高山彦九郎記念館 細谷町1324-7 0276-32-5632

太田市立縁切寺満徳寺資料館 徳川町385-1 0276-52-2276

太田市立薮塚本町歴史民俗資料館 薮塚町149 0277-78-5728

0283-22-5111
（郷土博物館内）

0276-52-2215
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両毛広域都市圏総合整備推進協議会　相互利用施設一覧表

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

太田市 太田市立大隅俊平美術館 由良町3051 0276-20-6855

館林市 館林市立図書館 城町3-1 0276-74-2346

田山花袋記念文学館 城町1-3 0276-74-5100

つつじが岡公園　（注釈）有料期間あり 花山町3181 0276-74-5233

みどり市 岩宿博物館 笠懸町阿左美1790-1 0277-76-1701

みどり市大間々図書館 大間々町大間々1332-3 0277-73-0707

みどり市大間々博物館「コノドント館」 大間々町大間々1030 0277-73-4123

みどり市童謡ふるさと館 東町座間367-1 0277-97-3008

富弘美術館 東町草木86 0277-95-6333

みどり市陶器と良寛書の館 東町沢入968-8 0277-95-6565

みどり市立笠懸図書館 笠懸町鹿373 0277-77-1010

明和町 日本キャンパックホール図書館（明和町立図書館） 南大島1073-1 0276-84-5555

千代田町 千代田町立山屋記念図書館 赤岩1895-1 0276-86-2885

大泉町 大泉町立図書館 中央3-11-21 0276-63-6399

邑楽町 邑楽町シンボルタワー「未来MiRAi」 中野2639-1 0276-88-8686

邑楽町立図書館 中野2676-1 0276-88-5900

５．教育施設

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

足利市 足利市研修センター 田所町1107 0284-44-0870

足利市男女共同参画センター 朝倉町264 0284-72-8511

佐野市 佐野市こどもの国 堀米町579 0283-21-1515

太田市 太田市社会教育総合センター 熊野町23-19 0276-22-3442

館林市 向井千秋記念子ども科学館 城町2-2 0276-75-1515

邑楽町 邑楽町勤労青少年ホーム（おうらヤングプラザ） 石打1123 0276-89-1501

邑楽町産業研修会館 篠塚1415-1 0276-89-0123
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６．老人福祉センター

自治体名 施　設　名 住　　所 お問い合わせ先

足利市 足利市老人福祉センター　南幸楽荘 下渋垂町808-1 0284-72-8590

足利市老人福祉センター　西幸楽荘 大前町1452 0284-62-6121

足利市老人福祉センター　やすらぎハウス（北幸楽荘） 江川町3-62-2 0284-43-3812

足利市老人福祉センター　東幸楽荘 大久保町1368-4 0284-91-1125

佐野市 田之入老人福祉センター 田之入町834 0283-22-3991

茂呂山老人福祉センター 茂呂山町10-1 0283-24-5500

田沼老人福祉センター 戸奈良町1-1 0283-62-5695

遠原の里福祉センター 閑馬町515-3 0283-65-7071

葛生あくと福祉センター あくと町3084 0283-86-4714

館林市 総合福祉センター 苗木町2452-1 0276-75-7111

老人福祉センター 仲町14-1 0286-74-5155
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