
 

 

議案第１６号 

 

   公の施設の相互利用に関する協議について 

 

 所沢市、飯能市、狭山市、入間市及び日高市の公の施設の相互利用に関する協議に

ついて、別紙のとおり協議を成立させたく、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の３第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  平成３１年２月２０日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 埼玉県西部地域まちづくり協議会に日高市が加入することに伴い、同協議会を構成

する所沢市、飯能市、狭山市、入間市及び日高市が設置する公の施設の相互利用に関

する協定を締結したいので、この案を提出するものである。 



 

 

別紙 

公の施設の相互利用に関する協定書 

 

埼玉県西部地域まちづくり協議会を構成する所沢市、飯能市、狭山市、入間市

及び日高市（以下「構成市」という。）は、構成市が設置する公の施設を構成市の

住民が相互に利用することに関し、次のとおり協定する。 

 

 （相互利用できる公の施設） 

第 1 条 構成市の住民が相互に利用できる公の施設（以下「対象施設」という。） 

は、構成市が設置する別表に掲げる施設とする。 

 （利用者の範囲） 

第２条 対象施設を利用できる者（図書館においては、図書館資料を館外利用す

ることができる者。以下「利用者」という。）は、構成市の住民とする。  

 （利用手続） 

第３条 利用者が対象施設を利用しようとするときの利用手続は、当該対象施設

を設置する市の住民が利用する場合の手続と同様とする。 

 （有料対象施設の使用料） 

第４条 利用者が有料の対象施設を利用しようとするときの使用料は、当該対象

施設を設置する市の住民が利用する場合の使用料と同額とする。 

 （定めのない事項） 

第５条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、構成市が協議して定める

ものとする。 

 （協定書の発効） 

第６条 この協定は、平成３１年４月１日から発効する。この協定の発効をもっ

て、平成７年９月２８日締結の市立図書館の相互利用に関する協定及び平成８

年１０月４日締結の公の施設の相互利用に関する協定は廃止する。 

 

 



 

 

 

この協定の成立を証するため、本書５通を作成し、構成市各市が記名押印のう

え、それぞれその１通を所持する。 

 

平成  年  月  日 

 

 

埼玉県西部地域まちづくり協議会 

所沢市並木一丁目１番地の１ 

所沢市 

所沢市長 藤 本 正 人  印 

 

飯能市大字双柳１番地の１ 

飯能市 

飯能市長 大久保  勝   印 

 

狭山市入間川１丁目２３番５号 

狭山市 

狭山市長 小谷野  剛   印 

 

入間市豊岡一丁目１６番１号 

入間市 

入間市長 田 中 龍 夫  印 

 

日高市大字南平沢１０２０番地 

日高市 

日高市長 谷ケ﨑 照 雄  印 



 

 

別 表 

１  文化・福祉施設  

名        称 位        置 備      考 

所沢市男女共同参画推進センターふらっと 所沢市寿町27番7号  

所沢サン・アビリティーズ 所沢市大字上安松1286番地の7  

所沢市立老人福祉センターうしぬま荘 所沢市大字牛沼54番地  

所沢市立老人福祉センターあづま荘 所沢市大字久米2263番地の1  

所沢市立老人福祉センターさやまがおか荘 所沢市若狭四丁目2478番地の4  

所沢市立老人福祉センター緑寿荘 所沢市緑町三丁目16番7号  

所沢市立老人憩の家さくら荘 所沢市大字山口356番地  

所沢市立老人憩の家とめの里 所沢市大字中新井547番地  

所沢市立老人憩の家やなせ荘 所沢市大字南永井625番地の6  

所沢市立老人憩の家峰寿荘 所沢市宮本町二丁目22番13号  

所沢市立老人憩の家みかじま荘 所沢市三ヶ島三丁目1440番地の1  

所沢市立老人憩の家こてさし荘 所沢市北野一丁目2番地の12  

所沢市立老人憩の家とみおか荘 所沢市大字北岩岡118番地の4  

所沢市立老人憩の家ところ荘 所沢市宮本町一丁目2番35号  

所沢市地域福祉センター 

（所沢市こどもと福祉の未来館内） 
所沢市泉町1861番地の1  

飯能市市民会館 飯能市大字飯能226番地の2  

飯能市総合福祉センター 飯能市大字双柳371番地の13 

児童センター 

老人福祉センター 

身体障害者福祉センター 

飯能市原市場福祉センター 
飯能市大字原市場599番地 

 

 

 

 

 



 

 

飯能市南高麗福祉センター 飯能市大字上畑202番地  

飯能市市民活動センター 飯能市栄町24番地4  

狭山市市民会館 狭山市入間川2丁目33番1号  

狭山市農村環境改善センター 狭山市大字堀兼360番地  

狭山市立中央児童館 狭山市入間川4丁目14番7号 プラネタリウム 

狭山市立老人福祉センター宝荘 狭山市柏原612番地  

狭山市立老人福祉センター寿荘 狭山市大字加佐志513番地2  

狭山市立老人福祉センター不老荘 狭山市大字南入曽737番地1  

狭山市ふれあい健康センター 狭山市稲荷山1丁目12番3  

狭山市市民健康文化センター 狭山市大字下奥富2552番地1  

狭山市市民センター 狭山市入間川1丁目3番1号  

入間市市民会館 入間市豊岡三丁目10番10号  

入間市産業文化センター 入間市向陽台一丁目1番地7  

入間市農村環境改善センター 入間市大字下谷ケ貫915番地3  

入間市勤労福祉センター 入間市宮寺4102番地17  

入間市老人福祉センターやまゆり荘 入間市宮寺2655番地1  

入間市文化創造アトリエ 入間市大字仏子766番地1  

入間市健康福祉センター 入間市大字上藤沢730番地1  

入間市青少年活動センター 入間市大字小谷田1681番地1  

入間市男女共同参画推進センター 入間市豊岡四丁目2番2号  



 

 

高麗郷古民家 日高市大字高麗本郷245番地  

日高市総合福祉センター 日高市大字楡木201番地 
高齢者福祉センター 

障害者福祉センター 

 

２  体育・公園施設  

名        称 位        置 備      考 

所沢市民体育館 所沢市並木五丁目3番地  

所沢市総合運動場 所沢市並木五丁目3番地 
野球場兼ソフトボール場 

庭球場 

所沢市北野総合運動場 所沢市北野二丁目29番地の2 

サッカー場 

ソフトボール場 

庭球場 

少年サッカー場兼少年野球場 

所沢市狭山湖運動場 所沢市大字上山口1233番地 

サッカー場 

ソフトボール場 

少年サッカー場兼少年野球場 

滝の城址公園 所沢市大字城23番地の1 
庭球場 

野球場 

所沢市北中運動場 所沢市北中四丁目774番地の2 

サッカー場 

ソフトボール場 

庭球場 

所沢市民武道館 所沢市大字中富1614番地の2  

所沢市パークゴルフ場 
所沢市大字坂之下字河原柳瀬川河川敷

地内 
 

飯能市民体育館 飯能市大字阿須812番地の3  

飯能市民球場 飯能市大字阿須812番地の3  

阿須運動公園 飯能市大字阿須812番地の3 

野球場 

サッカー場 

ソフトボール場 

庭球場 

ホッケー場 



 

 

美杉台公園 飯能市美杉台一丁目23番地の1 

野球場 

庭球場 

多目的グラウンド 

岩沢運動公園 飯能市大字岩沢地内 多目的グラウンド 

狭山市民総合体育館 狭山市柏原555番地  

新狭山公園 狭山市新狭山1丁目4番地 
野球場 

テニスコート 

狭山台中央公園 狭山市狭山台3丁目28番地 
野球場 

テニスコート 

智光山公園 狭山市柏原561番地 

テニスコート 

野外活動広場 

宿泊棟 

上奥富運動公園 狭山市大字上奥富999番地先 
野球場 

コンビネーショングランド 

堀兼・上赤坂公園 狭山市大字堀兼2484番地3 多目的グランド 

鵜ノ木運動公園 狭山市広瀬1丁目390番15地先 
野球場 

テニスコート 

入間市市民体育館 入間市豊岡四丁目2番1号  

入間市武道館 入間市鍵山三丁目10番20号  

入間市運動公園 入間市豊岡四丁目2番1号 
テニスコート 

陸上競技場(ソフトボール場) 

黒須市民運動場 入間市春日町一丁目及び二丁目地内 

ソフトボール場 

野球場 

サッカー場 

テニスコート 

中央公園 入間市大字扇町屋1250番地1 
野球場 

テニスコート 

入間市農村環境改善センター 入間市大字下谷ケ貫915番地3 テニスコート 

日高市文化体育館 日高市大字南平沢1010番地  



 

 

日高市立市民プール 日高市大字南平沢1121番地  

日高総合公園 日高市大字高萩1500番地 

野球場 

サッカー場 

陸上トラック 

テニスコート 

横手台グラウンド 日高市横手一丁目1000番地3  

 

３  図書館  

名        称 位        置 備      考 

所沢市立所沢図書館 所沢市並木一丁目13番地  

所沢市立所沢図書館所沢分館 所沢市元町27番1号  

所沢市立所沢図書館椿峰分館 所沢市大字山口5267番地  

所沢市立所沢図書館狭山ケ丘分館 所沢市若狭四丁目2478番地の4  

所沢市立所沢図書館富岡分館 所沢市大字北岩岡117番地の1  

所沢市立所沢図書館吾妻分館 所沢市大字久米2229番地の1  

所沢市立所沢図書館柳瀬分館 所沢市大字城964番地の8  

所沢市立所沢図書館新所沢分館 所沢市緑町一丁目8番3号  

飯能市立図書館 飯能市山手町19番5号  

飯能市立こども図書館 飯能市稲荷町25番8号  

狭山市立中央図書館 狭山市入間川2丁目2番25号  

狭山市立狭山台図書館 狭山市狭山台1丁目29番地2  

入間市立図書館 入間市向陽台一丁目1番地7  

入間市立図書館西武分館 入間市大字仏子1084番地12  



 

 

入間市立図書館金子分館 入間市大字寺竹535番地1  

入間市立図書館藤沢分館 入間市大字下藤沢846番地1  

日高市立図書館 日高市大字鹿山370番地20  

 


