
市内公共施設一覧

№ 施設名 住所 備考

1 市役所本庁舎及び西棟 高砂1-1-1 本庁舎建設工事中（令和5年度完成予定）

2 市役所第二庁舎 中央1-1-8

3 公用車管理棟 吉町1-1-41

4 神明住宅 神明1-5-16

5 原町第１住宅 原町3-16-1

6 原町第２住宅 原町3-16-2

7 柳島住宅 柳島町277

8 篠葉住宅 弁天6-23-20

9 松原第１住宅 松原1-4-2、松原1-2-4 借上住宅

10 松原第２住宅 松原1-7-11 借上住宅

11 松原第３住宅 松原2-4-15 借上住宅

12 松原第４住宅 松原2-2-27 借上住宅

13 花栗住宅 花栗3-22-1

14 青柳住宅 青柳8-3-10

15 再開発住宅 高砂2-11-17

16 市民交流活動センター 谷塚町752
谷塚サービスセンター、谷塚児童センター

及び青少年交流センター併設

17 原町コミュニティセンター 原町1-6-1 指定管理

18 瀬崎コミュニティセンター 瀬崎6-6-22 指定管理

19 稲荷コミュニティセンター 稲荷4-9-13 指定管理

20 氷川コミュニティセンター 氷川町568-1 指定管理

21 柳島コミュニティセンター 柳島町743-1 指定管理

22 八幡コミュニティセンター 八幡町259 指定管理

23 高砂コミュニティセンター 中央1-2-5 指定管理

24 新田ミニコミュニティセンター 金明町164-2 指定管理

25 松原ミニコミュニティセンター 旭町4-1-16 指定管理

26 草加北ミニコミュニティセンター 草加1-16-14 指定管理

27 草加南ミニコミュニティセンター 谷塚町1364-2 指定管理

28 谷塚ミニコミュニティセンター 谷塚町785-2 指定管理

29 谷塚南ミニコミュニティセンター 谷塚2-9-15 指定管理

30 草加市文化会館・伝統産業展示室 松江1-1-5 指定管理

31 漸草庵 松江1-1-5 指定管理

32 アコスホール 高砂2-7-1 管理区分施設

33 スポーツ健康都市記念体育館 瀬崎6-31-1 指定管理

34 市民体育館 松江1-1-8 指定管理

35 市民温水プール 柿木町163-1 指定管理

36 そうか公園（クラブハウス） 柿木町272-1 指定管理

37 工業団地公園野球場（観覧席） 稲荷5-14-24 指定管理

38 工業団地公園野球場（管理棟） 稲荷5-14-24 指定管理

39 社会福祉活動センター 手代2-17-17 指定管理

40 総合福祉センターであいの森 柿木町261-1 指定管理

41 高年者福祉センターふれあいの里 新里町106-6 指定管理
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42 養護老人ホーム松楽苑 柿木町1215-1 指定管理

43 障がい福祉サービス事業所つばさの森 柿木町1105-2 指定管理

44 障がい者グループホームひまわりの郷 柿木町1104 指定管理

45 保健センター 中央1-5-22

46 青少年交流センター 谷塚町752 市民交流活動センター内

47 勤労青少年ホーム 住吉2-2-8 住吉児童館併設

48 住吉児童館 住吉2-2-8 勤労青少年ホーム内

49 谷塚児童センター 谷塚町752 市民交流活動センター内

50 新栄児童センター 新栄4-813-32

51 氷川児童センター 氷川町934-5 指定管理

52 住吉児童館児童クラブ 住吉2-2-8 勤労青少年ホーム内

53 栄児童クラブ 松原1-3-2 栄小学校内

54 新栄児童クラブ 新栄4-959 新栄小学校内

55 高砂児童クラブ 中央1-2-5 高砂小学校内

56 西町児童クラブ 西町270
西町小学校内
指定管理

57 花栗南児童クラブ 花栗4-3-1
花栗南小学校内

指定管理

58 氷川児童クラブ 氷川町448
氷川小学校内
指定管理

59 松原児童クラブ 松原4-2-1
松原小学校内
指定管理

60 谷塚児童クラブ 谷塚仲町440
谷塚小学校内
指定管理

61 青柳児童クラブ 青柳3-17-1 青柳小学校内

62 稲荷児童クラブ 稲荷5-11-1 稲荷小学校内

63 川柳児童クラブ 青柳7-27-30 川柳小学校内

64 小山児童クラブ 小山2-8-1 小山小学校内

65 新田児童クラブ 旭町6-12-11 新田小学校内

66 清門児童クラブ 清門3-37-1 清門小学校内

67 瀬崎児童クラブ 瀬崎2-32-1 瀬崎小学校内

68 長栄児童クラブ 長栄1-762 長栄小学校内

69 新里児童クラブ 新里町759 新里小学校内

70 八幡児童クラブ 八幡町65 八幡小学校内

71 八幡北児童クラブ 八幡町1148 八幡北小学校内

72 両新田児童クラブ 両新田西町55 両新田小学校内

73 住吉児童館第２児童クラブ 中央2-2-12 借上施設

74 高砂第２児童クラブ 中央2-2-12 借上施設

75 栄第２児童クラブ 栄町3-4-11 借上施設

76 西町第２児童クラブ 氷川町930-3 借上施設

77 花栗南第２児童クラブ 花栗4-3-1 花栗南小学校内

78 氷川第２児童クラブ 氷川町448 氷川小学校内

79 谷塚第２児童クラブ 谷塚町549-1 借上施設

80 稲荷第２児童クラブ 稲荷5-11-1 稲荷小学校内

81 川柳第２児童クラブ 青柳7-6-21 借上施設



市内公共施設一覧

№ 施設名 住所 備考

82 新田第２児童クラブ 旭町6-12-11 新田小学校内

83 清門第２児童クラブ 清門3-62-8 借上施設

84 瀬崎第２児童クラブ 瀬崎2-32-1 瀬崎小学校内

85 長栄第２児童クラブ 長栄2-10-9 借上施設

86 新里第２児童クラブ 新里町747-1 借上施設

87 八幡第２児童クラブ 八幡町65 八幡小学校内

88 八幡北第２児童クラブ 八幡町1148 八幡北小学校内

89 両新田第２児童クラブ 両新田西町55 両新田小学校内

90 子育て支援センター 松原1-3-1 さかえ保育園併設

91 児童発達支援センターあおば学園 青柳6-61-1

92 きたうら保育園 草加1-3-1

93 たかさご保育園 吉町5-1-48

94 あずま保育園 中央1-2-5
高砂小学校、

高砂コミュニティセンター併設

95 やつか保育園 谷塚町1058-3

96 さかえ保育園 松原1-3-1 子育て支援センター内

97 まつばらきた保育園 松原5-6-1

98 しのは保育園 弁天1-10-15

99 あさひ保育園 旭町6-14-2

100 やなぎしま保育園 柳島130

101 にしまち保育園 西町442

102 せざき保育園 瀬崎5-35-10

103 しんぜん保育園 新善町433-4

104 しんえい保育園 新栄4-813-32

105 やはた保育園 八幡町473

106 こやま保育園 小山1-19-1

107 ひかわ保育園 氷川町1803

108 あおやぎ保育園 青柳7-2-1

109 やつかかみ保育園 谷塚上町6-61-1

110 やはた保育園分園 八幡町1148 八幡北小学校内

111 環境業務センター 青柳6-23-30 青柳分署併設

112 リサイクルセンター 稲荷1-8-2

113 新田サービスセンター 旭町6-13-20 勤労福祉会館併設

114 松原サービスセンター 松原1-1-3

115 谷塚サービスセンター 谷塚町752 市民交流活動センター内

116 勤労福祉会館・消費生活センター 旭町6-13-20

117 歴史民俗資料館 住吉1-11-29

118 教育支援室 松江1-1-32

119 吉町集会所 吉町3-9-24

120 中央公民館 住吉2-9-1

121 柿木公民館 柿木町1263

122 新里文化センター 新里町983
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123 谷塚文化センター 谷塚仲町440 谷塚小学校併設

124 川柳文化センター 青柳6-45-17

125 新田西文化センター 清門3-49-1

126 中央図書館 松原1-1-9 区分管理施設

127 青柳小学校 青柳3-17-1

128 稲荷小学校 稲荷5-11-1

129 川柳小学校 青柳7-27-10

130 小山小学校 小山2-8-1

131 栄小学校 松原1-3-2

132 新栄小学校 新栄4-959

133 新田小学校 旭町6-12-11

134 清門小学校 清門3-37-1

135 瀬崎小学校 瀬崎2-32-1

136 草加小学校 住吉1-11-64

137 高砂小学校 中央1-2-5

138 長栄小学校 長栄1-762

139 西町小学校 西町270

140 新里小学校 新里町759

141 花栗南小学校 花栗4-3-1

142 氷川小学校 氷川町448

143 松原小学校 松原4-2-1

144 谷塚小学校 谷塚仲町440 谷塚文化センター併設

145 八幡小学校 八幡町65

146 八幡北小学校 八幡町1148

147 両新田小学校 両新田西町55

148 青柳中学校 青柳8-58-10

149 川柳中学校 青柳7-35-1

150 栄中学校 松原3-7-1

151 新栄中学校 新栄1-33

152 新田中学校 長栄1-767

153 瀬崎中学校 瀬崎5-3-1

154 草加中学校 氷川町2179-4

155 花栗中学校 花栗4-15-12

156 松江中学校 松江3-14-33

157 谷塚中学校 谷塚上町62

158 両新田中学校 両新田西町368-1


