
Ⅴ　市町村の特色ある生涯学習施設

　特色ある生涯学習施設一覧
No. 施設名 主な特色 URL

1 青少年宇宙科学館

プラネタリウムや宇宙に関する展示物を備えている。サイ
エンスショーやワークショップなどのイベントも盛りだくさん
で、楽しみながら科学と宇宙について学ぶことができる。名
誉館長はさいたま市出身の若田光一宇宙飛行士。

https://www.city.saitama.jp/kagakukan/i
ndex.html

2 宇宙劇場

最新式の光学式プラネタリウム投映機で、約1億個の星と
全天解像度8Kのデジタル映像を映し出すことができる。宇
宙劇場まつりをはじめ、さまざまな天文イベントを実施して
いる。名誉館長はさいたま市出身の宇宙飛行士若田光一
宇宙飛行士。

http://www.ucyugekijo.jp/

3 浦和くらしの博物館民家園
古民家等7棟を移築復原し、展示・活用をすすめる野外博
物館である。

https://www.city.saitama.jp/004/005/00
4/005/003/index.html

4 旧坂東家住宅見沼くらしっく館
復原された旧坂東家住宅を公開し、生きている民家をテー
マに季節の行事の再現・展示等を行っている。

https://www.city.saitama.jp/004/005/00
4/005/004/index.html

5 生涯学習総合センター

生涯学習総合センターでは、市内59公民館の主催事業の
統括を始め、市民の学習ニーズに対応した学習機会の提
供及び学習活動等の支援を行うため、親の学習事業、さい
たま市民大学、その他全市域を対象とした事業を実施して
いる。また、安全にかつ安心して学ぶことができるように公
民館の環境整備を推進している。

https://www.city.saitama.jp/008/018/p0
33445.html

1 アートギャラリー・アトリア
現代アートの展覧会や地域に根差した事業を展開し、多様
な価値観を共有する場を目指している。

http://www.atlia.jp/

2 文化財センター分館旧田中家住宅
大正時代～昭和初期の和洋折衷の建造物。重要文化財。
大正ロマン溢れる特色を活かしたイベントが頻繁に行わ
れ、茶室・日本間の貸室としての人気も高い。

http://www.kawaguchi-
bunkazai.jp/tanaka/index.html

3 川口市立映像・情報メディアセンター
情報化社会におけるメディアの使い方を学び、市民自らが
情報を発信するための拠点となる。

http://www.mediaseven.jp/

4 川口市立科学館
科学展示室、プラネタリウム、天文台の3つの施設からなる
身の回りの科学を体験しながら学べる施設である。

http://www.kawaguchi.science.museum/

鴻巣市 1
鴻巣市吹上パークゴルフ場
（鴻巣市吹上荒川総合運動公園内）

36ホールと大規模である。
http://www.saispo.jp/fukiage/modules/c
ontents/index.php?content_id=

1 草加市立栄小学校　一般開放施設
平日は学校施設及び平成塾として、休日は一般開放の施
設として活用されている。

http://soka.mypl.net/soka_life_learn/F00
0000000061/news?nid=41

2 谷塚文化センター
小学校・文化センター・児童クラブが複合した施設で、一部
施設が学校との共用となっている。

http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s2
105/map/a05.html

3 草加市立歴史民俗資料館

埼玉県下初の鉄筋コンクリート造校舎であった草加小学校
西校舎を改修し、資料館とし開館している。国の登録有形
文化財にもなっており、年間を通して企画展、歴史講座等
を開催し、市内の小学3年生の見学も受け入れしている。

http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s2
105/map/0050/17.html

4 草加市平成塾
小学校の余裕教室を改修し、地域の生涯学習施設として
開放している。サークル活動の場のほかに、小学校の児童
との世代間交流事業を実施している。

http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s2
105/020/030/010/03.html

1 戸田市立芦原小学校生涯学習施設
地域の人々が生涯学習の場として、また、戸田市立芦原小
学校に通う児童との交流の場として利用する。

http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/
375/kyo-syogaigaku-ashihara-info.html

2 戸田市立中央図書館
博物館と併設された複合施設であり、図書資料・視聴覚資
料の貸出の他、知と文化の拠点施設として各種事業を積
極的に行っている。

https://library.toda.saitama.jp/

3 戸田市立郷土博物館

戸田市の歴史と民俗を紹介する常設展示室と地域を紹介
するテーマ展示を企画した展示を特別展示室で行う。博学
連携事業の一環として市内の小学3年生、6年生を受け入
れる学校教育の支援を実施している。

http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/
377/

4 彩湖自然学習センター
館内展示の他、子供から大人まで楽しめる講座、学校教育
のサポート、生物の保全管理など様々な活動を行ってい
る。

http://www.city.toda.saitama.jp/site/sai
ko/

5 戸田市アーカイブズ・センター
戸田市の歴史を跡付ける史料を収集し保存している。写真
資料、地図資料などの閲覧に供している。

http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/
377/hakubutsu-archives.html

1 朝霞市博物館
郷土朝霞を考古・歴史・民俗・美術工芸の４分野で紹介す
る常設展示を中心に、企画展示・テーマ展示やさまざまな
講座・体験学習などを開催している。

http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/42/m
useum.html

2 重要文化財旧高橋家住宅
江戸時代の古民家で、建造物・敷地ともに国の重要文化財
に指定されている旧高橋家住宅の保存・活用を実施。

http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/42/t
akahashike.html

1 いろは遊学館 学社融合施設
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/38,2
959,256,html

2 いろは遊学図書館 学社融合施設
https://www.lics-saas.nexs-
service.jp/shiki/index.html

1
旧富岡家住宅
（新倉ふるさと民家園）

市指定文化財である旧冨岡家住宅の保存、展示を行って
いる。季節行事の再現、体験学習などを行っている。

http://niikura-minkaen.o.oo7.jp/

2
放送大学再視聴施設和光校
（和光市図書館内）

平成24年度より、放送大学から提供される学習教材を活用
し、生涯学習の振興を図っている。また、放送大学に在籍
する学生に対して、履修中科目の学習場所を提供してい
る。

http://www.wakolib.jp/index.php?key=joli
fdo34-409

新座市 1
にいざほっとぷらざ
（生涯学習センター）

東武東上線志木駅に直結していて利便性に優れた複合施
設であり、ギャラリー、会議室、図書室を併設する。

hotplaza@city.niiza.lg.jp

1 桶川市川田谷生涯学習センター
幅広い学習活動に応じた部屋と設備を備えている。また、
公民館と図書館分室と歴史民俗資料館が併設されており、
生涯学習の拠点施設として学習活動を支援している。

https://www.city.okegawa.lg.jp/facilities/
facilities_list/shogai_bunka/kouminkan_to
shokan/3831.html

2 響の森　桶川市民ホール
演劇・小規模なクラシックコンサートなどの利用が可能な多
目的ホール。さいたま文学館との複合施設として一体的に
運営されている。

https://www.city.okegawa.lg.jp/facilities/
facilities_list/shogai_bunka/bunkashisets
u/3823.html

3 べに花ふるさと館
約百年もの間、桶川の自然の中で、様々な歴史を見つめ、
人の暮らしを支えて、ふるさとのイメージを今に伝えてい
る。

https://www.city.okegawa.lg.jp/facilities/
facilities_list/shogai_bunka/bunkashisets
u/3824.html
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　特色ある生涯学習施設一覧
No. 施設名 主な特色 URL市町村名

北本市 1 北本市野外活動センター
バンガローやテントでの宿泊、BBQや自然散策など、様々
な自然体験が楽しめる。

https://kitamoto-yakatsu.jp/

伊奈町 1
伊奈町ふれあい活動センター「ゆめく
る」

体育室やトレーニングルームをはじめとする運動施設と図
書室、会議室、和室、調理実習室等の文化活動施設を併
設した生涯学習の拠点となる施設である。

https://www.yumekuru.jp/

1
（ウェスタ川越）
川越市文化芸術振興・市民活動拠点
施設

指定管理者による講座やイベント等を実施。文化芸術振興
施設（大ホール等）や男女共同参画推進施設と市民活動・
生涯学習施設（講座室等）で構成されている指定管理施
設。

http://www.westa-kawagoe.jp/

2 伊勢原公民館
公民館のほか、学校施設、図書館との複合施設。
※３番と同一施設。

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kur
ashi/bunkakyoyo/kominkan/isehara/inde
x.html

3 市立西図書館
図書館のほか、学校施設、公民館との複合施設。
※２番と同一施設。

https://www.lib.city.kawagoe.saitama.jp/

4 高階公民館
公民館のほか、図書館、児童館、市民センター（窓口機能）
との複合施設。※５番と同一施設。

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kur
ashi/bunkakyoyo/kominkan/takashina/in
dex.html

5 市立高階図書館
図書館のほか、公民館、児童館、市民センター（窓口機能）
との複合施設。※４番と同一施設。

https://www.lib.city.kawagoe.saitama.jp/

6 市立川越駅東口図書館
図書館のほか、国際交流センター、児童館、老人憩いの家
などとの複合施設。

https://www.lib.city.kawagoe.saitama.jp/

所沢市 1 所沢市生涯学習推進センター

廃校を利用している。また、各種学習講座を提供する「人
材育成エリア」、所沢市の歴史や自然、文化等に関する調
査・研究を行う「ふるさと研究エリア」、教育相談等を行う
「教育臨床エリア」を有している。

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/s
hisetu/bunka/gakusy2015061614121227
7.html

飯能市 1 飯能市立こども図書館 全国でも珍しい子供専用図書館
http://www.hanno-
lib.jp/institution/kodomo.html

東松山市 1 東松山市きらめき市民大学

義務教育修学中の者を除く全ての市民に入学資格があ
り、3分野の専門学部を有するが、専門分野を超えた共通
認識をもとに市の現状、時事問題をはじめ幅広い一般教養
を身につけることを全員に課す。

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/
kurashi/bunka_sports/continued_learning
/citizens_college/index.html

狭山市 1
生涯学習情報コーナー
（狭山市市民交流センター内）

市民のだれもが、いつでも、どこでも生涯学習に取り組める
よう、生涯学習に関する情報提供や相談などに総合的に
応じる窓口として設置。運営業務は、「ＮＰＯ法人さやま生
涯学習をすすめる市民の会」に委託。

https://www.city.sayama.saitama.jp/shis
etsuannai/bunkashisetsu/siminkouryuus
enta/joho-coner.html

1 入間市児童センター「アイクス」

子どもたちに遊びや科学の学習を通して生活体験の機会
を増大させ、人間性豊かな、心身ともに健康な児童の育成
を図ることを目的として設置。プラネタリウムや天体観測室
を有する。また、地域子育支援拠点を併設し、子育てに関
する様々な事業も行っている。

http://www.comaam.jp/iruma/

2
入間市青少年活動センター
（愛称：ちゃむセン）

小学校1年生から17歳までの青少年を対象に多様な体験
機会を提供し、青少年の自己有用感や社会性、主体性を
育成することを目的としている。施設は加治丘陵の豊かな
自然の中に立地し、宿泊施設や野外活動施設、体育館等
がある。敷地内林にはむささびを始めとする野生動物が生
息し、センターのマスコットキャラクター・むささびの茶夢
（ちゃむ）として周知している。

https://www.facebook.com/aokatsucha
mu/

3 入間市博物館「ＡＬＩＴ」

「ALIT」という愛称は、Art・Archives、Library、Information、
Teaの頭文字から取ったものである。地域の歴史・民俗・自
然・文化に関することはもちろん、狭山茶の主産地である
入間市の博物館として、狭山茶をはじめとする日本各地や
世界のお茶に関する調査研究・情報提供を行っている。

https://www.alit.city.iruma.saitama.jp/

1 富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ

富士見市民の文化・芸術を発信する中心施設として、利用
されている。 約800席のメインホールをはじめ、可動式の座
席を備えたマルチホール、音楽活動・ダンス・バレエなどの
練習に適したスタジオA～D、絵画・作品などの展示室
等々、あらゆる文化・芸術活動をサポートできる施設。

http://www.kirari-fujimi.com

2 水子貝塚資料館

市内の遺跡から出土した考古資料を中心に展示している。
縄文時代前期（約5,500～6,500年前）を代表する貝塚とし
て、昭和44年に国の史跡に指定された。その後、遺跡の保
存と活用のため整備が行われ、平成6年に『縄文ふれあい
広場 水子貝塚公園』として開園した。

https://www.city.fujimi.saitama.jp/madog
uchi_shisetsu/02shisetsu/shiryoukan/mi
zukokaiduka/index.html

3 難波田城資料館

敷地面積約1万7千平方メートルの歴史公園で、貴重な文
化遺産を保存し活用することを目的にその一部を整備し、
平成12年6月にオープン。中世に富士見市を本拠に活躍し
た難波田氏の城館跡で、昭和36年に埼玉県旧跡に指定さ
れた。荒川低地の一角に築かれた平城で、規模は5ヘク
タール以上と推定されている。

https://www.city.fujimi.saitama.jp/madog
uchi_shisetsu/02shisetsu/shiryoukan/na
nbatajo/index.html

ふじみ野市 1 福岡河岸記念館
市指定文化財の建物内で明治中期の船問屋の様子を再
現し公開している。

https://www.city.fujimino.saitama.jp/shin
ojoho/shisetsuannai/bunkakyoyoshisets
u/3/4940.html

毛呂山町 1 毛呂山町歴史民俗資料館

鎌倉街道上道が隣接し、遺跡や古墳群などの古代から中
世にかけての文化遺産に恵まれ、周辺文化財を複合的に
活用し事業を実施。地域住民やボランティアと協働で鎌倉
街道周辺景観保全活動など、様々な事業を実施している。

http://www.town.moroyama.saitama.jp/w
ww/genre/1000000000500/index.html

滑川町 1 滑川町エコミュージアムセンター

滑川町の自然や文化をまるごと博物館に見立て、活用する
ための拠点施設。日本固有の淡水魚で国指定天然記念物
ミヤコタナゴの人工繁殖やその生態に関する調査・研究な
ど、野生復帰の実現に向けた取組みを実施している。

http://www.namegawa-
kanko.jp/study/eco.htm

小川町 1 小川町立図書館
床面に青石の使用など、小川町の特色を反映し、ホールや
展示スペースなど多彩な用途に使用できる設備を備える。

http://www.lib.ogawa.saitama.jp/
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　特色ある生涯学習施設一覧
No. 施設名 主な特色 URL市町村名

1 川島町コミュニティセンター
部屋数が多いため、常時多くの団体の活動場所として利用
されている。

http://www.town.kawajima.saitama.jp/15
06.htm

2 ふれあいセンターフラットピア川島
広いホールや調理室、和室、会議室を備えており、地域コ
ミュニティの活動拠点となっている。図書の貸し出しも実施
している。

http://www.town.kawajima.saitama.jp/15
11.htm

吉見町 1
吉見町民会館
（フレサよしみ）

スカイホールは、地上から高さ約３０ｍで、ビルの高さに換
算すると８階に相当する。全面ガラスで町内を一望できる
環境となっている。

http://www.town.yoshimi.saitama.jp/fres
ayoshimi/

ときがわ町 1
ときがわ町文化センター
（アスピアたまがわ）

文化センターと図書館が併設されている。大ホールには
ベーゼンドルファーのピアノがある。三栖右嗣氏のリトグラ
フ作品を常設展示している。

http://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/inf
o/info.aspx?info_id=12300

2
ときがわ町体育センター
（せせらぎホール）

トレーニングルームには各種機器を備え、インストラクター
が定期的に講習を行っており、健康増進に寄与している。

http://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/inf
o/info.aspx?info_id=12002

東秩父村 1 ふるさと文化伝習館 東秩父村の文化財を展示。 http://www.washinosato.co.jp/

1
熊谷市立文化センタープラネタリウム
館

外の天候や時間に関係なく、世界各地の星空や過去・未来
の星空を自由自在に再現し、四季おりおりの星座や宇宙の
神秘を体験できる科学教育施設。

https://www.city.kumagaya.lg.jp/shisets
u/bunka/puraneta.html

2 熊谷市立妻沼展示館
歴史資料や文化財資料、生涯学習関連サークルや個人の
創作品の展示をするための施設。

https://www.city.kumagaya.lg.jp/shisets
u/bunka/tenjikan.html

3 熊谷市立荻野吟子記念館

荻野吟子女史の生家の長屋門を模した、瓦葺屋根・漆喰
一部下見板の和風建築で、部屋は展示室と休憩室に分か
れ、展示室には荻野吟子女史の生涯を時代に合わせて説
明した年表や資料を展示している。

https://oginoginkokinenkan.com

4 熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」

旧熊谷市立女子高等学校の施設を有効活用し、子供から
高齢者までの幅広い世代の市民が生涯にわたってスポー
ツ・文化に親しむことのできる、合宿や研修による宿泊も可
能な生涯学習センター。

http://www.city.kumagaya.lg.jp/shisetsu
/bunka/kumapia_3.html

5 熊谷市立江南文化財センター

貴重な文化財の調査・整理を行い、収集・保管するとともに
展示室では、収蔵品の中からテーマを絞り、企画・特別展
示を開催。また夏休み、県民の日には、体験学習を実施し
ている。

http://www.kumagaya-
bunkazai.jp/museum/shisetsu/kounan/in
dex.htm

6 星渓園

慶応年間から明治初年にかけてつくられた回遊式庭園で、
市指定文化財名勝である。園内は回遊しながら鑑賞でき、
三棟の建物は、文化教養の場として利用することができ、
定期的に茶会などを開催している。

http://www.city.kumagaya.lg.jp/shisetsu
/bunka/seikeien.html

1 本庄市塙保己一記念館

塙保己一の大きな業績である群書類従の編纂や和学講談
所の紹介を中心としつつ、故郷に建つ記念館として、塙保
己一と故郷との関わりにも重点を置いた展示を行ってい
る。また、ヘレン・ケラーが人生の目標にしたという逸話に
ちなんだコーナーも設置している。

http://www.city.honjo.lg.jp/kanko_bunkaz
ai/rekishi/1458009475456.html

2 競進社模範蚕室

明治27年(1894)に競進社社長木村九蔵が児玉養蚕伝習所
地内に建設した蚕室で、九蔵が考案した飼育法「一派温暖
育」に適した構造を持っている。室内に炉を設けて蚕室内
の湿度管理を行い、床下の吸気口より空気を室内に取り
入れ「小間返し天井」を通り抜け屋根上の高窓より換気す
る仕組みとなっており、模範とすべき蚕室であることから
「模範蚕室」と呼ばれている。

http://www.city.honjo.lg.jp/bunka_supots
u_kanko/kokyoshisetsu/shinaishisetsu/1
0960.html

深谷市 1
上柴生涯学習センター・上柴公民館
(キララ上柴）

上柴地区の福祉文教機能と地域商業の活力維持を確保す
るため、市有地を活用し、公民連携事業(PPP)により整備さ
れた複合施設(公共施設・民間施設)。

http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshik
i/kominkan_toshokan/kamishibakominkan
/

1 遺跡の森総合公園

美里町のほぼ中央にある木部山古墳群の周辺を整備して
作られた公園である。
園内には夜間照明の設備が整った総合グラウンドがあり、
各種スポーツの大会などに利用されている。オムニコート
のテニスコートや、バレーボール等が利用できる町民体育
館、柔道場と剣道場のある町民武道館など多種多様のス
ポーツ施設も揃っている。
また、多目的ホールや考古資料の展示をしている展示室
から成る遺跡の森館、会議室や調理実習室等があるコミュ
ニティセンターも園内に併設されており、町民の健康と文化
の核となっている。

http://www.town.saitama-
misato.lg.jp/life/study/insti-u.html

2
美里町立図書館
（森の図書館）

コミュニティセンターに併設され、遺跡の森総合公園内の豊
かな自然に囲まれている。床一面にカーペットが敷かれ、
靴を脱いで利用できるので、子どもから大人まで、館内の
どこでもくつろいで読書を楽しむことが出来る。蔵書数は約
4万冊。

http://www.town.saitama-
misato.lg.jp/life/study/library.html

寄居町 1
鉢形城歴史館・寄居町埋蔵文化財セ
ンター

国史跡鉢形城跡のガイダンス施設として、鉢形城の歴史を
紹介するとともに、企画展示等を開催している。また、鉢形
城の管理の拠点にもなっている。

http://www.town.yorii.saitama.jp/site/re
kishikan/

秩父市 1 歴史文化伝承館 秩父市中央公民館・秩父市役所機能を備えている。 http://www.city.chichibu.lg.jp/2148.html

1
皆野町文化会館
（秩父音頭会館）

秩父音頭の祭りに利用できるように建造された半円型状の
アーケードが特徴である。

http://www.town.minano.saitama.jp/chou
ei/287/

2 皆野町柔剣道場
剣道場は床がフローリング仕上げ、柔道場は128畳敷き
で、公式試合のできる広さを有している。

http://www.town.minano.saitama.jp/chou
ei/283/

1 小鹿野文化センター
中央公民館の機能を備え、社会教育課も併設しており、文
化と生涯学習の発信拠点となっている。令和2年3月、セン
ター2階に小鹿野歌舞伎さろんがオープンした。

http://www.town.ogano.lg.jp/tanoshisetu
/kouminkan1/main.htm

2 両神ふるさと総合会館
両神公民館の機能を備えており、町立図書館と併設してい
る。

http://www.ogano.ed.jp/tosyokan-
kouminnkan-bunnsen.htm
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　特色ある生涯学習施設一覧
No. 施設名 主な特色 URL市町村名

1 行田市教育文化センター「みらい」

多様な機能を兼ね備えた文化ホール、中央公民館、図書
館、教育研修センター、視聴覚ライブラリーから構成される
複合学習施設として、様々な学習ニーズに応えることがで
き、市民の生きがいづくりや心豊かな暮らしに大きな役割を
果たしている。また、教育文化の活動拠点として、市民に親
しまれ愛される施設となっている。

https://www.city.gyoda.lg.jp/41/04/10/k
youikubunkacenter.html

2 行田市郷土博物館

昭和63年に開館。忍城の本丸跡地に位置する博物館で、
古墳文化や忍城、足袋産業など古代から現代まで市の移
り変わりを明らかにする多くの実物資料を展示・収蔵 して
いる。

http//www.city.gyoda.lg.jp/kyoiku/iinkai/
sisetu/hakubutukan.html

1 北川辺郷土資料館
館内には、地域のくらしを支えてきた農具や民具などの展
示を中心に、輪中での水害史などを紹介している。

https://www.city.kazo.lg.jp/benriservice/
map/shisetsu/12161.html

2 騎西郷土史料展示室（騎西城）

史実の騎西城は、土塁や塀を廻らした平屋の館だが、天守
閣を持つ城（鉄筋コンクリート3階建て）として復元したもの。
施設内には、発掘調査の出土品や民俗資料、旧騎西町の
写真等を展示しており、回廊から市街が眺望できるほか、
遠方には富士山・筑波山・日光連山や、天候次第では東京
スカイツリーなども見ることができる。

https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/shou
gai/kankou/6496.html

3 加須未来館

美しい農村景観と豊かな自然環境のもとで、地域の活性化
を図るグリーン・ツーリズムの推進と、子ども達が楽しみな
がら宇宙への夢を育み未来を創造する施設。館内には、
世界初単眼式超高解像度8Ｋ対応型デジタルプラネタリウ
ムや天体観測室、各体験施設等と、地域の農産物や特産
品などを使ったレストランや直売所等がある。

https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/bunk
a_gakushu/kazomiraikan/index.html

1 春日部市視聴覚センター
メディア研修室（研修用PC20台）、視聴覚ホール、研修室
等

http://www.av-
center.kasukabe.saitama.jp

2 中央公民館 293㎡、定員200人のギャラリー
http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-
annai/category_search/kouminkan/chuo.
html

3 庄和地区公民館（正風館） 502席の大ホール
http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-
annai/category_search/kouminkan/show
a.html

4 春日部市郷土資料館

平成2年度開館。縄文時代の竪穴住居原寸大模型や江戸
時代の粕壁宿町並みのジオラマなど春日部市の歴史を展
示する常設展示のほか、年3回の企画展示、各種講座・講
演会・体験イベントを開催している。

http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-
annai/category_search/kyouiku/kyodosh
iryokan/annai.html

1 羽生市産業文化ホール

昭和59年の開館以来、羽生市民が、一流の芸術から日常
的な文化活動に至るまで、様々な感動に出会える場所とし
て活用されてきた。
1,286席の大ホールから、400席の小ホール、会議室や和
室などの多様なニーズに応える諸室を備えた施設である。

https://www.hanyu-bunka.jp/

2 羽生市立図書館・郷土資料館

図書館には約17万冊の図書と明るい学習室、映画会を行
える視聴覚室やCD・DVDを楽しめるAVコーナーがある。ま
た、併設された郷土資料館では、郷土の歴史を伝える貴重
な資料を調査・整理・保存して公開している。

http://www.lib.city.hanyu.saitama.jp/

1
越谷市日本文化伝承の館こしがや能
楽堂

能楽はもとより邦楽・日本舞踊・詩吟・茶道・華道等の伝統
芸術の拠点施設として、また地域コミュニティを促進する場
として設置。
日本建築の粋を集めた建物で、隣接する日本庭園「花田
苑」と調和した姿は日本文化の美と心が象徴されている。

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/to
iawase/shisetsu/dentobunka/nougakudo
u.html

2 桜井地区センター・公民館
生涯学習・地域コミュニティ・地域福祉・防災救援の4つの
機能を併せ持つ大型館である。

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/to
iawase/shisetsu/tikusenta/sakuraiannai.
html

3 新方地区センター・公民館
生涯学習・地域コミュニティ・地域福祉・防災救援の4つの
機能を併せ持つ大型館である。

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/to
iawase/shisetsu/tikusenta/niigata.html

4 増林地区センター・公民館
生涯学習・地域コミュニティ・地域福祉・防災救援の4つの
機能を併せ持つ大型館である。

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/to
iawase/shisetsu/tikusenta/mashibayasia
nnnai.html

5 荻島地区センター・公民館
生涯学習・地域コミュニティ・地域福祉・防災救援の4つの
機能を併せ持つ大型館である。

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/to
iawase/shisetsu/tikusenta/ogisima.html

6 出羽地区センター・公民館

生涯学習・地域コミュニティ・地域福祉・防災救援の4つの
機能を併せ持つ大型館である。また、大型地区センター・
公民館として初の太陽光発電と採用するなど環境にも配慮
した施設である。

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/to
iawase/shisetsu/tikusenta/dewachikuce
nter.html

7 蒲生地区センター・公民館
生涯学習・地域コミュニティ・地域福祉・防災救援の4つの
機能を併せ持つ大型館である。

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/to
iawase/shisetsu/tikusenta/gamou.html

8 大相模地区センター・公民館
生涯学習・地域コミュニティ・地域福祉・防災救援の4つの
機能を併せ持つ大型館である。

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/to
iawase/shisetsu/tikusenta/oosagami.ht
ml

9 南越谷地区センター・公民館
生涯学習・地域コミュニティ・地域福祉・防災救援の4つの
機能に加え、越谷市立南越谷小学校のプールと学童保育
室を併設した大型館である。

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/to
iawase/shisetsu/tikusenta/minamikoshig
aya.html

1 本多静六記念館
本多静六博士の直筆の資料や遺品など貴重な資料が展
示されている。

http://www.city.kuki.lg.jp/miryoku/rekish
i_bunkazai/honda_00/honda_05.html

2 栗橋コミュニティセンター（くぷる） 子育て支援センター及び幼稚園との複合施設
http://www.city.kuki.lg.jp/shisetsu/koum
inkan/kupuru_c.html

3 鷲宮図書館 郷土資料館との複合施設
http://www.city.kuki.lg.jp/shisetsu/tosyo
kan/washinomiya_l.html

4 郷土資料館 鷲宮図書館との複合施設
http://www.city.kuki.lg.jp/shisetsu/tosyo
kan/kyodo.html

1 やしお生涯楽習館
生涯学習の情報発信・収集や、子どもからお年寄りに至る
まで幅広い市民の諸活動を支援するための施設

https://www.city.yashio.lg.jp/smph/kura
shi/shisetsuguide/shisetsuannai/shogaig
akushukan/index.html

2 八潮市立資料館
古民家（明治９年）を併設し、博物館・文書館の機能を併せ
持つ郷土歴史資料館。まちの歩みを紹介した各種展示や
体験講座を開催。

https://www.city.yashio.lg.jp/smph/kura
shi/shisetsuguide/shiryokan/index.html
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　特色ある生涯学習施設一覧
No. 施設名 主な特色 URL市町村名

1 放送大学三郷校・三郷中央校
放送大学の授業が視聴できる「再視聴施設」として平成23
年に三郷校、令和元年に三郷中央校を開校。

https://www.city.misato.lg.jp/7134.htm

2 おもしろ遊学館
土日・長期休業日に理科実験教室や英会話教室等、わく
わくどきどきする感動体験の授業として実施。

https://www.city.misato.lg.jp/2352.htm

1 蓮田市文化財展示館

旧石器時代から現代にいたる蓮田の考古・歴史・民俗資料
を展示。ＶＲやクイズ、ゲームなどの体験を通してわかりや
すく学べる国指定史跡黒浜貝塚ガイダンスコーナーを併設
している。

http://www.city.hasuda.saitama.jp/bunka
zai/kyoiku/bunkazai/tenjikan/tenjikanne
ws5.html

2 蓮田市図書館
図書館内で地域に関する資料等を展示したり、講座・講演
会の開催、子ども向けのイベントを開催したりしている。

https://www.lib.hasuda.saitama.jp/

3 蓮田市中央公民館
公民館利用団体へ活動の場を提供し、また、公民館主催
の各種講座等を実施している。

http://www.city.hasuda.saitama.jp/komin
kan/kyoiku/shogai/kominkan/chuokomin
kan.html

1
幸手市民文化体育館
（アスカル幸手）

メインアリーナは1000人以上の観客を収容可能。サブア
リーナは文化会館としても利用可能。

http://www.nem-
shiteikanri.jp/shisetsu/athcul/

2 幸手市郷土資料館

歴史展示室では、15年の歳月をかけた幸手市史編さん事
業の成果をもとに、常設展示では、およそ5,500年前の縄文
時代から現代までの幸手の歴史やゆかりの人物の資料を
展示公開している。民具資料展示室では、昭和24年
（1949）5月に竣工した旧吉田村立吉田中学校の木造校舎
を活用し、数多くの民具資料を展示している。このほか、幸
手の歴史の中で生み出された地域資源を活かし、手仕事
体験事業に取り組み、「幸手白（しろ）」とも呼ばれた白木綿
の生産があったことにちなみ、市民ボランティアを育成し、
機織り体験ができる。

https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/sosh
iki/kyoudomuseum/index.html

吉川市 1 市民交流センターおあしす
図書館や多目的ホール、生活工房、セミナールームや
フィットネスルームなど、さまざまな目的で使用できる設備
を兼ね揃えている。

http://www.yoshikawa-oasis-
tosho.info/oasis/

白岡市 1 生涯学習センター〔こもれびの森〕

「すべての人たちが生涯を通じて楽しく学び、憩い、交流す
ることができる生涯学習・地域コミュニティ・文化創造の拠
点」として、児童書コーナーや閲覧スペースを広く設けた図
書館機能と月1回のハンズオンイベントや年１回の特別展
を行う資料館機能、幅広い活動を行うことができる部屋を
有する生涯学習機能を併せ持つ施設である。

http://www.city.shiraoka.lg.jp/komorebi/

1 宮代町郷土資料館
1年を通して企画展や特別展、講座、体験学習教室等を
行っている。また、敷地内には縄文時代の復元住居なども
ある。

http://www.town.miyashiro.lg.jp/categor
y/10-0-0-0-0.html

2 宮代町立図書館

約26万冊の図書、約8千点のAV資料を所蔵しており、みや
しろ電子図書館やデジタル郷土資料などのデジタル資料も
充実している。館内は、明るく開放的で、AV視聴コーナー、
パソコン優先コーナー、ホール、研修室を備えており、市民
活動の拠点となっている。

https://www.lics-saas.nexs-
service.jp/miyashiro/

1
生涯学習センター
（カルスタすぎと）

施設の利用できる部屋（多目的ホール、図書館、スタジオ、
集会室等）が1階にあり、すべて一つのフロアに配置されて
いるため、階段、エレベーターなどを利用せずアプローチで
きる建物を実現している。内装は、緑豊かな杉戸町にふさ
わしく、木のぬくもりに包まれた雰囲気を作りだしている。

http://www.town.sugito.lg.jp/cms/index8
87.html

2
杉戸町ふれあいセンターエコ・スポい
ずみ

　「エコ・スポいずみ」は平成9年7月に『健康とふれあい』を
テーマにオープンし、平成27年4月からは、屋内体育設備
や歴史文化遺産の常設展示、防災倉庫が整備された新た
な施設となっている。
　また、江戸川サイクリングロードからも近く、サイクリング
をされている方の休憩所（サイクルステーション）としても利
用可能となっている。

https://www.town.sugito.lg.jp/cms/page
8477.html

1 松伏町中央公民館 クラシック音楽専用ホール「田園ホール・エローラ」がある。
http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/
matsubushi/ellora.html

2 松伏町Ｂ＆Ｇ海洋センター
アリーナ、武道場、プール（夏期のみ）、トレーニングスペー
スがある。

http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/
contents/1385014947365/index.html

3 松伏町多世代交流学習館
研修室、多世代交流ホール、図書室を備えている。また、１
階に地域の方が交流出来るホールがある。

http://www.town.matsubushi.lg.jp
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