
令和3年9月1日 現在

１　文化施設
［文化会館・市民会館等］

位     置 備    考

アコスホール 草加市高砂二丁目7番1号

草加市文化会館 草加市松江一丁目１番５号
平成12年4月１日から
相互利用開始

越谷コミュニティセンター 越谷市南越谷一丁目2876番地1

越谷市中央市民会館 越谷市越ヶ谷四丁目1番1号

越谷市北部市民会館 越谷市大字恩間181番地1

越谷市花田六丁目６番地１

八潮市中央一丁目10番地1／八潮市大瀬一丁
目１番地1

八潮メセナ・アネックス
については、平成19年
4月1日から相互利用
開始

やしお生涯楽習館 八潮市大字鶴ヶ曽根420番地2

三郷市文化会館 三郷市早稲田五丁目4番地1

三郷市鷹野文化センター 三郷市鷹野四丁目70番地

三郷市上彦名870番地
平成18年4月１日から
相互利用開始

吉川市きよみ野一丁目１番地
平成11年4月１日から
相互利用開始

［公民館等］

位     置 備    考

草加市立中央公民館 草加市住吉二丁目9番1号

八潮市大字八條665番地

吉川市中央公民館 吉川市大字保577番地

松伏町中央公民館 松伏町ゆめみ野東三丁目14番地6

［資料館等］

位     置 備    考

八潮市立資料館 八潮市大字南後谷763番地50

三郷市立郷土資料館 三郷市谷口618番地1
平成26年6月1日から
相互利用開始

三郷市立彦成小学校講堂記念館 三郷市彦倉一丁目133番地
平成26年6月1日から
相互利用開始

施設の名称及び種類

相互利用対象施設一覧表

   草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市及び松伏町の締結する公共施設の相互利用に関する協定第１条に規
定する対象施設は、次に掲げるとおりとする。

施設の名称及び種類

吉川市民交流センターおあしす

越谷市日本文化伝承の館こしがや能楽堂

八潮市民文化会館(八潮メセナ）／八潮市民文
化会館駅前分館（八潮メセナ・アネックス）

三郷市立瑞沼市民センター

施設の名称及び種類

八潮市立コミュニティセンター



２　福祉施設

［児童館等］

位     置 備    考

草加市立住吉児童館 草加市住吉二丁目2番8号

草加市谷塚町752番地　草加市立市民交流活
動センター内

草加市新栄四丁目813番地32

草加市氷川町934番地5

越谷市立児童館コスモス 越谷市千間台東二丁目９番地

越谷市立児童館ヒマワリ 越谷市蒲生旭町11番35号

越谷市新越谷一丁目59番地
平成13年5月3日から
相互利用開始

八潮市八潮三丁目31番地
平成15年11月30日か
ら相互利用開始

三郷市立北児童館 三郷市彦成三丁目７番１９―３０１号
平成11年4月1日から
相互利用開始

三郷市立南児童センター 三郷市戸ヶ崎二丁目６５４番地
平成11年4月1日から
相互利用開始

三郷市早稲田三丁目１８番地１４
平成11年4月1日から
相互利用開始

吉川市美南５丁目３番地１

松伏町松葉１丁目６番３
平成24年4月1日から
相互利用開始

［勤労者福祉施設］

位     置 備    考

草加市立勤労福祉会館 草加市旭町六丁目13番20号

草加市住吉二丁目2番8号

八潮市中央一丁目10番地1

八潮市大字南川崎523番地

八潮市大字南川崎523番地

三郷市青少年ホーム 三郷市谷口570番地

三郷市勤労者体育館 三郷市谷口571番地

３　宿泊施設

［自然の家等］

位     置 備    考

草加市立奥日光自然の家 栃木県日光市中宮祠官有無番地

越谷市科学技術体験センター（ミラクル）

八潮市勤労福祉センター（八潮メセナ）

施設の名称及び種類

吉川市児童館ワンダーランド

施設の名称及び種類

三郷市立早稲田児童センター

草加市立勤労青少年ホーム

草加市立新栄児童センター

松伏町児童館ちびっ子らんど

草加市立谷塚児童センター

八潮勤労者体育センター（ゆまにて）

八潮市勤労青少年ホーム（ゆまにて）

草加市立氷川児童センター

八潮市立だいばら児童館（わんぱる）

施設の名称及び種類



４　体育施設

［体育館］

位     置 備    考

草加市瀬崎六丁目３１番１号

草加市民体育館 草加市松江一丁目１番８号

越谷市立北体育館 越谷市大字大杉510番地

越谷市立南体育館 越谷市川柳町四丁目20番地

越谷市立西体育館 越谷市七左町四丁目223番地

越谷市立総合体育館 越谷市増林二丁目33番地

八潮市八潮三丁目31番地

八潮市大字鶴ヶ曽根1535番地1
平成13年１１月１日から
相互利用開始

三郷市総合体育館 三郷市茂田井2番地

吉川市総合体育館 吉川市上笹塚一丁目58番地1

松伏町Ｂ＆Ｇ海洋センター 松伏町ゆめみ野東三丁目14番地8

［プール］

位     置 備    考

市民温水プール 草加市柿木町163番地1

越谷市民プール 越谷市増林三丁目2番地2
平成14年11月14日か
ら相互利用開始

早稲田公園 水泳プール 三郷市早稲田四丁目4番地

屋外プール 吉川市上笹塚一丁目62番地1

屋内プール 吉川市上笹塚一丁目79番地1

松伏町Ｂ＆Ｇ海洋センター プール 松伏町ゆめみ野東三丁目14番地8

施設の名称及び種類

草加市スポーツ健康都市記念体育館

施設の名称及び種類

吉川市市民プール

八潮市文化スポーツセンター

八潮市立鶴ヶ曽根体育館（エイトアリーナ）



位     置 備    考

野球場

運動広場

草加市吉町四丁目889番地

テニスコート

多目的運動広場

工業団地公園 野球場 草加市稲荷五丁目14番24号
平成１２年８月１日から相
互利用開始

越谷市立北体育館庭球場 越谷市大字大杉510番地

越谷市北越谷五丁目482番地

越谷市北越谷五丁目482番地

越谷市東越谷三丁目14番地

越谷市増林三丁目1番地

越谷市増林三丁目1番地

越谷市増林三丁目1番地
平成16年4月１日から
相互利用開始

越谷市流通団地三丁目4番地

越谷市千間台西四丁目1番地

越谷市立大杉公園野球場 越谷市大字大杉518番地

越谷市立川柳公園野球場 越谷市川柳町四丁目15番地1

越谷市立川柳公園庭球場 越谷市川柳町四丁目15番地1

越谷市立出羽公園庭球場 越谷市新川町一丁目429番地2

出羽公園越谷市相撲場 越谷市七左町四丁目２２３番地
平成11年4月１日から
相互利用開始

越谷市大字小曽川729番地1
平成14年12月１日から
相互利用開始

越谷市大字砂原39番地
平成16年10月１日から
相互利用開始

越谷市大字砂原39番地

越谷市大字砂原39番地

越谷市大字砂原39番地

越谷市大字平方2402番地

越谷市大字平方2402番地

越谷市越ヶ谷2579番地

野球場

庭球場

野球場

庭球場

八条親水公園 庭球場 八潮市大字八條1620番地3

大瀬運動公園 野球場 八潮市大字大瀬1304番地

越谷市立しらこばと運動公園競技場

草加市営吉町テニスコート

越谷市立しらこばと運動公園野球場

緑の森公園越谷市弓道場

越谷市立しらこばと運動公園庭球場

越谷市立しらこばと運動公園ソフトボール場

越谷市立平方公園庭球場

越谷市立平方公園野球場

越谷市民球場

越谷市立越谷総合公園庭球場

越谷市立越谷流通公園サッカー場

越谷市立千間台第四公園野球場

越谷市立越谷総合公園多目的運動場

施設の名称及び種類

越谷市立北越谷第五公園洋弓場

越谷市立東越谷第二公園庭球場

八潮北公園

越谷市立北越谷第五公園野球場

草加市営総合運動場

そうか公園

［運動場・テニスコート・野球場等］

草加市青柳七丁目70番10号

八潮市八潮三丁目27番地

草加市柿木町272番地1
平成１２年８月１日から相
互利用開始

大原公園

越谷市立しらこばと運動公園第２競技場

八潮市大字新町30番地



位     置 備    考

多目的広場Ａ
（主にサッカー
場）

平成30年7月1日から相
互利用開始

多目的広場Ｂ
（主にソフトボー
ル場）

平成31年4月1日から相
互利用開始

松之木公園 庭球場 八潮市緑町三丁目19番地1

八潮南公園運動広場 ソフトボール場 八潮市大字大瀬1847番地8

鶴ヶ曽根下河原運動広場 ソフトボール場 八潮市大字鶴ヶ曽根2214番地

鶴ヶ曽根運動広場 多目的広場 八潮市大字鶴ヶ曽根1687番地1

三郷市泉三丁目４番地
平成30年6月4日から
相互利用開始

テニスコート

会議室

三郷スカイパーク 多目的広場 三郷市彦沢三丁目５１番地１
平成19年6月1日から
相互利用開始

ららシティくすのき公園 テニスコート 三郷市新三郷ららシティ一丁目6番地24
平成20年10月1日から
相互利用開始

ソフトボール場

サッカー場

多目的広場

野球場

多目的広場兼
サッカー場

野球場

テニスコート

多目的広場

野球場

多目的広場

吉川市旭公園球場 吉川市旭2977番地

沼辺公園 テニスコート 吉川市大字吉川９３３番地

吉川運動公園 テニスコート 吉川市きよみ野一丁目５番地

テニスコート

多目的広場

松伏総合公園 多目的競技場 松伏町ゆめみ野東四丁目１番地

野球場

ソフトボール場

サッカー場

三郷市番匠免三丁目164番地

三郷市早稲田四丁目4番地

八潮市大字二丁目1585番地

三郷市早稲田一丁目地先江戸川右岸河川敷

松伏町ゆめみ野東三丁目14番地

松伏町営運動場
松伏町大字築比地2062番地先江戸川堤外高
水敷

半田公園

松伏記念公園

施設の名称及び種類

番匠免運動公園

三郷市半田849番地

セナリオハウスフィールド三郷

八潮市中川やしおスポーツ
パーク

早稲田公園

江戸川運動公園


