
平成24年2月27日

（所管部順）

番号 部 施 設 名 方針 担当課

1
総
務
部

久喜市公文書館 直営管理 公文書館

2 久喜市東町集会所 直営管理 管財課

3 久喜市太田集会所 直営管理 管財課

4 久喜市本町集会所 直営管理 管財課

5 久喜市栗原記念会館 直営管理 管財課

6 久喜市花みずき会館 直営管理 管財課

7 久喜市立地域交流センター 直営管理 管財課

8 久喜市清久コミュニティセンター 直営管理 自治振興課

9 久喜総合文化会館 指定管理者 くらし安全課

10 久喜市菖蒲文化会館 指定管理者 くらし安全課

11 久喜市栗橋文化会館 指定管理者 くらし安全課

12 久喜市菖蒲コミュニティセンター 直営管理 菖蒲総合支所市民税務課

13 仲井自転車駐車場 直営管理 菖蒲総合支所市民税務課

14 菖蒲神社裏自転車駐車場 直営管理 菖蒲総合支所市民税務課

15 新堀自転車駐車場 直営管理 菖蒲総合支所市民税務課

16 下の寺自転車駐車場 直営管理 菖蒲総合支所市民税務課

17 野々宮自転車駐車場 直営管理 菖蒲総合支所市民税務課

18 小下自転車駐車場 直営管理 菖蒲総合支所市民税務課

19 栢間自転車駐車場 直営管理 菖蒲総合支所市民税務課

20 栢間小学校入口バス停自転車駐車場 直営管理 菖蒲総合支所市民税務課

21 久喜市栗橋コミュニティセンター 直営管理 栗橋総合支所市民税務課

22 栗橋駅東自転車駐車場 直営管理 栗橋総合支所市民税務課

23 栗橋駅西口第１自転車駐車場 直営管理 栗橋総合支所市民税務課

24 栗橋駅西口第２自転車駐車場 直営管理 栗橋総合支所市民税務課

25 南栗橋駅西自転車駐車場 直営管理 栗橋総合支所市民税務課

26 南栗橋駅東自転車駐車場 直営管理 栗橋総合支所市民税務課

27 久喜市鷲宮東コミュニティセンター 直営管理 鷲宮総合支所市民税務課

28 久喜市鷲宮西コミュニティセンター 直営管理 鷲宮総合支所市民税務課

29 東鷲宮駅西口自転車駐車場 直営管理 鷲宮総合支所市民税務課

30 鷲宮駅西口第１自転車駐車場 直営管理 鷲宮総合支所市民税務課

31 鷲宮駅西口第２自転車駐車場 直営管理 鷲宮総合支所市民税務課

32 鷲宮駅東口第１自転車駐車場 直営管理 鷲宮総合支所市民税務課

33 鷲宮駅東口第２自転車駐車場 直営管理 鷲宮総合支所市民税務課

34 鷲宮駅東口第３自転車駐車場 直営管理 鷲宮総合支所市民税務課

35 久喜市農村センター 直営管理 農業振興課

36 久喜市しみん農園久喜 直営管理 農業振興課

37 久喜市営釣場清久西池 指定管理者 商工観光課

38 久喜市営釣場清久大池 指定管理者 商工観光課

39 久喜市勤労福祉センター 直営管理 商工観光課
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番号 部 施 設 名 方針 担当課

40 久喜市営久喜駅前駐車場 直営管理 商工観光課

41 久喜市農業者トレーニングセンター 指定管理者 菖蒲総合支所環境経済課

42 久喜市しみん農園菖蒲 直営管理 菖蒲総合支所環境経済課

43 久喜市労働会館(あやめ会館) 指定管理者 菖蒲総合支所環境経済課

44 久喜市しみん農園栗橋 直営管理 栗橋総合支所環境経済課

45 花と香りの公園 直営管理 鷲宮総合支所環境経済課

46 久喜市花と香りのふれあいセンター 直営管理 鷲宮総合支所環境経済課

47 久喜市農業センター 直営管理 鷲宮総合支所環境経済課

48 ふれあいセンター久喜 直営管理 社会福祉課

49 久喜市けやきの木共同作業所 指定管理者 障がい者福祉課

50 久喜市くりの木 指定管理者 障がい者福祉課

51 久喜市趣味の家 指定管理者 障がい者福祉課

52 久喜市ゆう・あい 指定管理者 障がい者福祉課

53 久喜市いちょうの木 指定管理者 障がい者福祉課

54 久喜市立のぞみ園 指定管理者 障がい者福祉課

55 久喜市菖蒲老人福祉センター 指定管理者 介護福祉課

56 久喜市鷲宮福祉センター 指定管理者 介護福祉課

57 久喜市偕楽荘 指定管理者 介護福祉課

58 久喜市彩嘉園 直営管理 介護福祉課

59 久喜市立児童センター 指定管理者 子育て支援課

60 久喜市立鷲宮児童館 指定管理者 子育て支援課

61 久喜市立久喜地域子育て支援センター 直営管理 子育て支援課

62 久喜市立栗橋地域子育て支援センター 直営管理 子育て支援課

63 久喜市立あおば保育園 直営管理 保育課

64 久喜市立さくら保育園 直営管理 保育課

65 久喜市立すみれ保育園 直営管理 保育課

66 久喜市立ひまわり保育園 直営管理 保育課

67 久喜市立中央保育園 直営管理 保育課

68 久喜市立中央保育園分園 直営管理 保育課

69 久喜市立つばめクラブ 指定管理者 保育課

70 久喜市立さくらっこクラブ 指定管理者 保育課

71 久喜市立たんぽぽクラブ 指定管理者 保育課

72 久喜市立あおばっこクラブ 指定管理者 保育課

73 久喜市立あおげわくわくクラブ 指定管理者 保育課

74 久喜市立北斗キッズクラブ 指定管理者 保育課

75 久喜市立久喜児童クラブ 指定管理者 保育課

76 久喜市立江面児童クラブ 指定管理者 保育課

77 久喜市立清久もみじクラブ 指定管理者 保育課

78 久喜市立菖蒲東学童クラブ 指定管理者 保育課

79 久喜市立小林・栢間学童クラブ 指定管理者 保育課

80 久喜市立菖蒲学童クラブ 指定管理者 保育課

81 久喜市立三箇学童クラブ 指定管理者 保育課

82 久喜市立くりっ子放課後児童クラブ 指定管理者 保育課
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番号 部 施 設 名 方針 担当課

83 久喜市立風の子学童保育クラブ 指定管理者 保育課

84 久喜市立風の子南学童保育クラブ 指定管理者 保育課

85 久喜市立ほほえみ放課後児童クラブ 指定管理者 保育課

86 久喜市立鷲宮児童館学童クラブ 指定管理者 保育課

87
久喜市立鷲宮東コミュニティセンター学童
クラブ

指定管理者 保育課

88 久喜市立鷲宮中央学童クラブ 指定管理者 保育課

89 久喜市立桜田小学校学童クラブ 指定管理者 保育課

90 久喜市健康福祉センター 直営管理 栗橋総合支所福祉課

91 久喜・白岡休日夜間急患診療所 直営管理 健康医療課

92 久喜市中央保健センター 直営管理 中央保健センター

93 久喜市菖蒲保健センター 直営管理 中央保健センター

94 久喜市栗橋保健センター 直営管理 中央保健センター

95 久喜市鷲宮保健センター 直営管理 中央保健センター

96 久喜市市営住宅柳島団地 直営管理 営繕課

97 久喜市市営住宅松永団地 直営管理 営繕課

98 久喜市総合体育館第1体育館 指定管理者 都市整備課

99 久喜市総合体育館第2体育館 指定管理者 都市整備課

100 久喜市民プール 指定管理者 都市整備課

101 久喜市総合運動公園 指定管理者 都市整備課

102 青葉公園 指定管理者 都市整備課

103 清久公園 指定管理者 都市整備課

104 公園（都市公園）　久喜区域　３１箇所 直営管理 都市整備課

105
公園（その他　開発、児童、史跡、農村）
久喜区域　７６箇所

直営管理 都市整備課

106 寺田公園 指定管理者 菖蒲総合支所建設課

107 あやめ公園(見沼土手含) 指定管理者 菖蒲総合支所建設課

108 八束緑地グラウンド 指定管理者 菖蒲総合支所建設課

109 森下緑地グラウンド 指定管理者 菖蒲総合支所建設課

110 寺田緑地グラウンド 指定管理者 菖蒲総合支所建設課

111 ふれあい広場 指定管理者 菖蒲総合支所建設課

112 上大崎運動公園 指定管理者 菖蒲総合支所建設課

113 福祉健康の森健康公園 指定管理者 菖蒲総合支所建設課

114 公園（都市公園）　菖蒲区域　６箇所 直営管理 菖蒲総合支所建設課

115 公園（開発公園）　菖蒲区域　６箇所 直営管理 菖蒲総合支所建設課

116 久喜市営寺田駐車場 直営管理 菖蒲総合支所建設課

117 久喜市営小塚駐車場 直営管理 菖蒲総合支所建設課

118 久喜市営道沼駐車場 直営管理 菖蒲総合支所建設課

119 南栗橋近隣公園 指定管理者 栗橋総合支所建設課

120 公園（都市公園）栗橋区域　７箇所 直営管理 栗橋総合支所建設課

121 公園（開発公園）　栗橋区域　９箇所 直営管理 栗橋総合支所建設課

122 公園（児童公園）　栗橋区域　１８箇所 直営管理 栗橋総合支所建設課

123 沼井公園 指定管理者 鷲宮総合支所

124 桜田運動公園 指定管理者 鷲宮総合支所
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番号 部 施 設 名 方針 担当課

125 公園（都市公園）　鷲宮区域　１９箇所 直営管理 鷲宮総合支所

126 公園（開発公園）　鷲宮区域　３０箇所 直営管理 鷲宮総合支所

127 公園（児童公園）　鷲宮区域　８箇所 直営管理 鷲宮総合支所

128

菖
蒲
総
合
支
所

しょうぶ会館 直営管理 しょうぶ会館

129 吉羽浄水場 直営管理 水道施設課

130 本町浄水場 直営管理 水道施設課

131 森下浄水場 直営管理 水道施設課

132 菖蒲浄水場 直営管理 水道施設課

133 佐間浄水場 直営管理 水道施設課

134 八甫浄水場 直営管理 水道施設課

135 鷲宮浄水場 直営管理 水道施設課

136 久喜市道合雨水ポンプ場 直営管理 下水道施設課

137 久喜市桜田雨水ポンプ場 直営管理 下水道施設課

138 久喜市吉羽雨水ポンプ場 直営管理 下水道施設課

139 久喜市清久工業団地雨水排水ポンプ場 直営管理 下水道施設課

140 久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ場 直営管理 下水道施設課

141
久喜市上新田・野佐原地区農業集落排水処
理施設

直営管理 下水道施設課

142 久喜市清久第一地区農業集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

143 久喜市北青柳地区農業集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

144 久喜市除堀地区農業集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

145 久喜市太田袋地区農業集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

146
久喜市原・樋ノ口地区農業集落排水処理施
設

直営管理 下水道施設課

147 久喜市北中曽根地区農業集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

148 久喜市六万部地区農業集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

149 久喜市上本村地区農業集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

150 久喜市江面新田地区農業集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

151 久喜市丸谷・神ノ木地区集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

152 久喜市柴山小塚地区集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

153 久喜市塚田地区集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

154 久喜市上大崎地区集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

155 久喜市野々宮・小下地区集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

156 久喜市下栢間地区集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

157 久喜市上栢間地区集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

158 久喜市小林地区集落排水処理施設 直営管理 下水道施設課

159 久喜市青葉中継ポンプ場 直営管理 下水道施設課

160 久喜市北中継ポンプ場 直営管理 下水道施設課

161 久喜市吉羽中継ポンプ場 直営管理 下水道施設課

162 久喜市下新井中継ポンプ場 直営管理 下水道施設課

163 久喜市上内中継ポンプ場 直営管理 下水道施設課

164 久喜市西大輪中継ポンプ場 直営管理 下水道施設課

建
設
部

上
下
水
道
部

4



番号 部 施 設 名 方針 担当課

165 小学校（２３校） 直営管理 教育総務課

166 中学校（１１校） 直営管理 教育総務課

167 久喜市立中央幼稚園 直営管理 学務課

168 久喜市立栗橋幼稚園 直営管理 学務課

169 久喜市立菖蒲学校給食センター 直営管理 学務課

170 久喜市立鷲宮第１学校給食センター 直営管理 学務課

171 久喜市立鷲宮第２学校給食センター 直営管理 学務課

172 久喜市野久喜集会所 直営管理 生涯学習課

173 久喜市内下集会所 直営管理 生涯学習課

174 久喜市栗橋いきいき活動センターしずか館 廃止 生涯学習課

175 鷲宮体育センター 指定管理者 生涯学習課

176 菖蒲温水プール 指定管理者 生涯学習課

177 久喜市栗橋B＆G海洋センター 指定管理者 生涯学習課

178 鷲宮温水プール 指定管理者 生涯学習課

179 南栗橋スポーツ広場 指定管理者 生涯学習課

180 鷲宮運動広場 指定管理者 生涯学習課

181 西大輪運動広場 指定管理者 生涯学習課

182 久喜市立郷土資料館 直営管理 文化財保護課

183 久喜市中央公民館 直営管理 中央公民館

184 久喜市青葉公民館 直営管理 中央公民館

185 久喜市南公民館 直営管理 中央公民館

186
久喜市清久コミュニティセンター・西公民
館

直営管理 中央公民館

187 久喜市東公民館 直営管理 中央公民館

188 久喜市森下公民館 直営管理 中央公民館

189 久喜市栗橋公民館 直営管理 中央公民館

190 久喜市鷲宮公民館 直営管理 中央公民館

191 久喜市立中央図書館 指定管理者 中央図書館

192 久喜市立菖蒲図書館 指定管理者 中央図書館

193 久喜市立栗橋文化会館図書室 指定管理者 中央図書館

194 久喜市立鷲宮図書館 指定管理者 中央図書館

集計内訳
直　営 358

指定管理者 67
廃　止 1

計 426
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