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施設一覧表 

1.集会施設 

小分類 施設名 

集会所 本町一丁目集会所、本町二丁目集会所、本町三丁目集会所、 

本町四丁目集会所、本町六丁目集会所、第三区集会所、 

新一・三吉集会所、新二・小梅集会所、新三・琴平集会所、 

第五区集会所、浜松町一丁目集会所、浜松町二丁目集会所、 

東町集会所、仲町一丁目集会所、仲町二丁目集会所（高砂会館）、 

ときわ集会所、仲町三丁目集会所（あさひ会館）、仲通り集会所、 

諏訪町集会所、芳町西集会所、東三丁目集会所、今泉町集会所、 

安楽土町集会所、東五丁目集会所、東六丁目集会所、 

東七丁目集会所（清水町会館）、宮前町集会所、堤町集会所、 

白髭集会所、元宿・巴集会所、第九区集会所、宮本町第四町会集会所、

北集会所、北第二集会所、天神町三丁目集会所、境野町殿林集会所、

境野町関根集会所、境野町諏訪集会所、境野町下小友集会所、 

境野町沼の上集会所、境野町松宮集会所、境野町中通り集会所、 

境野町浜の京東集会所、境野町浜の京西集会所、広沢町一丁目集会所、

広沢町二丁目集会所、広沢町三丁目集会所、岡の上団地集会所、 

広沢町四丁目集会所、広沢町五丁目集会所、広沢町五丁目榎集会所、 

広沢町五丁目サウスパーク集会所、広沢町六丁目集会所、 

広沢町間ノ島第一町会集会所、梅田町一丁目集会所、 

梅田町二丁目集会所、梅田町三丁目集会所、二渡集会所、皆沢集会所、

馬立集会所、相生町二丁目集会所、相生町三丁目集会所、天沼会館、

小倉会館、鷹ノ巣集会所、川内町三丁目集会所、川内町四丁目集会所、

山田集会所、川内町五丁目第二集会所、勇進会館、名久木集会所、 

菱町一丁目集会所、菱町二丁目集会所、菱町桐陽台集会所、 

菱町三丁目集会所、山の腰集会所、菱町四丁目集会所、塩の瀬集会所、

上菱集会所、引田集会所、祖父ヶ入集会所、相生町一丁目集会所、 

第十八区第二集会所、相生町一丁目第四町会集会所、蕪町会館、 

間ノ島団地集会所、足仲団地集会所、川内町五丁目団地集会所、 

渡良瀬団地集会所、一本木会館、赤城集会所、大久保集会所、 

奥沢集会所、関集会所、高泉住民センター、上鶴ヶ谷住民センター、

板橋住民センター、板橋区民会館、中島住民センター、 

小林地区集会所、下武井住民センター、武井天笠住民センター、 
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上武井住民センター、下鶴ヶ谷集会所、野集会所、元町集会所、 

山上天笠住民センター、町組集会所、後閑地区集会所、高縄集会所、

芝集会所、山上下鶴ヶ谷集会所、広間地住民センター、 

八幡住民センター、東部集会所、新宮住民センター、元宿集会所、 

農村女性の家、鏑木集会所、熊野集会所、藤生沢集会所、天神集会所、

八木原集会所、涌丸集会所、栗門集会所、上田沢集会所、 

栗生・鷲の手集会所、田沢中集会所、古谷集会所、津久瀬集会所、 

前田原集会所、出合原集会所、下田沢集会所、清水集会所、 

鹿角集会所、楡沢集会所、高楢集会所、柏山上集会所、宿廻集会所、

城集会所、川口集会所、新里公民館十三塚集会所、 

新里公民館久保井集会所 

公民館 中央公民館、東公民館、西公民館、西公民館分館、南公民館、 

北公民館、昭和公民館、境野公民館、広沢公民館、梅田公民館、 

相生公民館、川内公民館、桜木公民館、菱公民館、桜木西公民館、 

新里公民館、新里公民館（コミュニティ施設）、黒保根公民館 

隣保館 新里町隣保館 

市民活動推進センタ

ー 

市民活動推進センター 

交流促進センター 黒保根町交流促進センター 

青少年センター 青少年センター 

青年の家 青年の家 

２．文化施設 

小分類 施設名 

文化会館 市民文化会館 

３.図書館 

小分類 施設名 

図書館 図書館、新里図書館 

４.博物館等 

小分類 施設名 

文化財 明治館、有鄰館、近代化遺産絹撚記念館 

郷土資料館 新里郷土資料館、新里郷土文化保存伝習館、黒保根歴史民俗資料館 
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５.スポーツ施設 

小分類 施設名 

体育館 市民体育館、新里社会体育館、黒保根社会体育館、西体育館、 

南体育館、北体育館、川内体育館、菱体育館、青年の家体育館 

野球場 桐生球場 

サッカー場 ユーユー広場、新里総合グラウンド（倉庫） 

競技場 陸上競技場 

市民プール 市民プール 

スケートセンター スケートセンター 

テニスコート 相生庭球コート 

相撲道場 相撲道場 

弓道場 桐生弓道場 

グラウンド 新里西グラウンド（管理事務所） 

卓球場 新里卓球場 

６.レクリエーション・観光施設 

小分類 施設名 

レクリエーション・ 

観光施設 

自然観察の森、梅田ふるさとセンター、利平茶屋森林公園、 

花見ヶ原森林公園、ふるさと探訪ふれあい館、伝建まちなか交流館、

青少年野外活動センター 

動物園 桐生が岡動物園 

遊園地 桐生が岡遊園地 

温水プール 新里温水プール（カリビアンビーチ） 

７.産業系施設 

小分類 施設名 

産業振興施設 工場アパート、職業訓練センター、広域林業会館 

農業振興施設 黒保根町農産物加工貯蔵施設 

市場 地方卸売市場 

直売所等 黒保根町生産物直売所、観光物産館わたらせ 

勤労会館 勤労福祉会館 

シルバー人材センタ

ー 

シルバー人材センター 
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８.学校 

小分類 施設名 

小学校 東小学校、西小学校、南小学校、北小学校、境野小学校、 

広沢小学校、梅田南小学校、相生小学校、川内小学校、桜木小学校、 

菱小学校、天沼小学校、神明小学校、新里中央小学校、 

新里東小学校、新里北小学校、黒保根小学校 

中学校 中央中学校、清流中学校、境野中学校、広沢中学校、梅田中学校、

相生中学校、川内中学校、桜木中学校、新里中学校、黒保根中学校 

特別支援学校 特別支援学校 

高等学校 商業高等学校 

９.その他教育施設 

小分類 施設名 

学校給食共同調理場 学校給食中央共同調理場、学校給食新里共同調理場、 

学校給食黒保根共同調理場 

教育研究所 教育研究所 

１０.幼保・こども園施設 

小分類 施設名 

保育園 相生保育園、広沢南部保育園、みつぼり保育園、黒保根保育園、 

私立たかぞの保育園、私立元宿保育園、私立沼の上保育園、 

私立東保育園、私立おおぞら保育園、私立すみれ保育園 

幼稚園 東幼稚園、西幼稚園、境野幼稚園、広沢幼稚園、相生幼稚園、 

川内南幼稚園、桜木幼稚園 

１１.幼児・児童施設 

小分類 施設名 

放課後児童クラブ 境野小学校内放課後児童クラブ、東小学校内放課後児童クラブ、 

相生小学校内放課後児童クラブ、旧天沼幼稚園放課後児童クラブ、 

川内小学校内放課後児童クラブ、神明小学校内放課後児童クラブ、 

広沢小学校内放課後児童クラブ、菱小学校内放課後児童クラブ、 

南小学校敷地内放課後児童クラブ、西小学校内放課後児童クラブ、 

桜木小学校内放課後児童クラブ、北小学校内放課後児童クラブ、 

梅田南小学校内放課後児童クラブ室、 

新里東小学校敷地内放課後児童クラブ、 
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新里中央小学校敷地内放課後児童クラブ、 

新里北小学校内放課後児童クラブ、 

黒保根小学校内放課後児童クラブ 

子育て支援センター 子育て支援センター 

１２.高齢福祉施設  

小分類 施設名 

老人福祉センター 美原長寿センター（美原デイサービスセンター） 

川内長寿センター（川内デイサービスセンター） 

境野長寿センター（境野デイサービスセンター） 

東長寿センター（東デイサービスセンター） 

ふれあいホーム、新里福祉センター、黒保根老人休養センター 

老人憩いの家 広沢老人憩の家 

高齢者生活支援施設 黒保根高齢者生活支援施設 

１３.障害福祉施設 

小分類 施設名 

障害者支援施設 新里町福祉作業所、みやま園 

１４.保健施設 

小分類 施設名 

保健福祉会館 保健福祉会館 

保健センター 新里町保健文化センター、黒保根町保健センター 

１５.その他社会保険施設 

小分類 施設名 

福祉センター 総合福祉センター 

１６.医療施設（診療所） 

小分類 施設名 

診療所 水沼診療所、水沼歯科診療所 

１７.庁舎等 

小分類 施設名 

市本庁舎 桐生市役所 



                                  

6 

 

支所 新里支所、黒保根支所 

文化財保護施設 文化財保護課埋蔵文化財係（旧川内北小学校）、 

文化財保護課埋蔵文化財係新里分室 

１８.消防施設 

小分類 施設名 

消防署 消防本部・桐生消防署、桐生消防署東分署、桐生消防署南分署、 

桐生みどり消防署、桐生みどり消防署大間々新里分署、 

桐生みどり消防署黒保根東分署 

消防団 桐生市消防団桐生方面団第 1～18分団、 

桐生市消防団新里方面団第 1～4分団、 

桐生市消防団黒保根方面第 1～4分団 

基地局 桐生消防広沢基地局、桐生消防黒保根基地局 

１９.その他行政系施設 

小分類 施設名 

水防倉庫 境野町三丁目水防倉庫、広沢町四丁目水防倉庫、 

天神町三丁目水防倉庫、東久方町一丁目水防倉庫、 

菱町黒川水防倉庫 

２０.公営住宅 

小分類 施設名 

公営住宅 岡城団地、本町三丁目団地、本町六丁目団地、錦町三丁目団地、 

織姫団地、浜松町一丁目団地、浜松町団地、新川団地、 

仲町三丁目団地、東一丁目団地、東三丁目団地、元宿町 B団地、 

元宿町 C団地、東堤町 A団地、東堤町 B団地、西堤町団地、 

宮本町団地、天神町 A団地、天神町 B団地、特定賃貸住宅、 

三ツ堀団地、松宮団地、広沢町一丁目団地、広沢町二丁目団地、 

広沢町四丁目団地、広沢町五丁目団地、下住宅団地、 

広沢町六丁目団地、間ノ島団地、梅林団地、梅田町一丁目団地、 

相生町一丁目団地、足仲団地、二本松団地、渡良瀬団地、 

相生町五丁目団地、川内町一丁目 B団地、川内町三丁目 B団地、 

川内町五丁目団地、菱町黒川団地、上菱団地、駅南ハイツ、梅田ハ

イツ、新宿ハイツ、水沼団地、上野団地、 

本宿団地、柏山団地、柏山定住促進住宅、前田原定住促進住宅 
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２１.公園（付属施設） 

小分類 施設名 

公園管理事務所 南公園 

休憩所 吾妻公園 

管理人住宅 水道山公園 

２２.供給処理施設 

小分類 施設名 

清掃センター 清掃センター 

排水処理施設 十三塚排水処理施設、関・大久保排水処理施設、山上排水処理施設、 

南部地区排水処理施設 

浄水場 元宿浄水場、上菱浄水場、黒保根浄水場 

汚水処理施設 境野水処理センター、渡良瀬団地汚水処理場、熊の林汚水処理場 

汚水中継ポンプ場 浜の京汚水中継ポンプ場、細田第三汚水中継ポンプ場、 

菱汚水中継ポンプ場、丸山汚水中継ポンプ場、 

相生第 1中継ポンプ場 

その他水道施設 水道山配水場、広沢水源地（旧事務所）、青葉台加圧所、 

新里第 10配水場 

２３.その他 

小分類 施設名 

その他 公証役場、桐生球場前駅、浜松一丁目貸付住宅、 

広沢六丁目第 7町会貸付住宅、旧養護学校、旧昭和幼稚園、 

旧新宿保育園、旧中島邸、西桐生駅自転車駐車場、清瀬町倉庫、 

斎場、消費生活センター、旧北幼稚園、旧清掃管理事務所、 

桐生駅高架下自転車駐車場、新桐生駅自転車駐車場、 

天王宿駅自転車駐車場、旧松立寮、 

旧昭和小学校（放課後児童クラブ室）、旧群馬地方発明センター、

土木課資材置場、新里地域振興整備課資材置場、機械格納庫、 

旧楡沢分校、旧涌丸集会所、旧出合原集会所、 

旧みどり農協黒保根支所、旧昭和小学校、旧北中学校、 

旧田村家住宅、外国青年宿舎 

 


