
２－６ 文化スポーツ課（市長部局） 

Ⅰ 主な事業の紹介（文化） 

芸術文化活動の推進 

  市民の芸術文化に対する関心を高め、質の高い音楽や芸術に触れることのできる 

環境を整え、市民自らの活躍できる機会を作るなど、市民の芸術文化活動を促進します。 

  

◆主な事業 

・戸田市美術展覧会 

平成 13 年度に市制 35周年記念事業としてスタートし平成 

30 年度で第 18回目を迎えます。毎年秋に文化会館を会場とし 
て開催され、日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の全 6部 
門の展示を行っており、身近に芸術鑑賞をできる機会を創出 
しています。 
 

・戸田市文化祭 

 毎年秋に開催され、16 の市内文化団体が文化会館、公民 

館等で発表、制作展を行っています。 

 

・戸田音楽祭 

 平成 18年度に市制 40周年記念事業としてスタートし、誰 
にでも親しんで貰えるクラシック音楽を中心とした演奏やイ 
ベント活動を通じ、青少年の情操教育の一環として、また心 
豊かでふれあいのある地域づくりを目指すことを目的として 
開催しています。 

 
Ⅱ 特徴的な事業の紹介 
 ・市民ミュージカル 

市民が身近で、気軽に文化活動に親しみ、とりわけ次世 
代を担う子供達がミュージカルという舞台芸術を通して豊 
かな感受性を育むことができる場として、平成 18 年度に市 

制施行 40周年記念事業としてスタート。平成 30 年度は、 

平成 29 年度に引き続き、市花である「サクラソウ」をテ 
ーマにした「サクラソウの咲く町で２」を上演します。 
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・戸田市文化会館 

 ■戸田市文化会館は、市民の文化の向上と福祉の増進を図ることを目的に、昭和

56 年 1 月に開設された施設です。 
  ■所在地及び面積 

名 称  戸田市文化会館 

所在地  戸田市上戸田 4丁目 8番 1号 

開館時間 9 時～21 時 30 分まで 

敷地面積  7,000.35 ㎡ 

建物面積  10,950.37 ㎡ 

構造地下 1階、地上 5階、SRC造 

■施設の内容 

1 階：エントランスホール、談話室、食堂、承り、事務室等 

2 階：展示室、大ホール（固定席 1,204 席、身障者席 6席）、ホワイエ等 

3階：会議室 4室、練習室 2室、配膳室、ロビー等 

4階：宴会室 4室、応接室、配膳室、ロビー等 

5 階：多目的ルーム 3室、ギャラリー、和室 

  駐車場：150 台（第 1駐車場：100 台、第 2駐車場：50 台） 

      電気自動車急速充電器有り 
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Ⅰ 主な事業の紹介（スポーツ） 

（１）スポーツ・レクリエーション推進体制の充実 

  市民の誰もが年齢や体力に応じてスポーツやレクリエーションを楽しむことがで 

きるようにします。 

（２）スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 健全なスポーツ・レクリエーション団体の育成と指導者の資質向上を図るとともに、 
市民のスポーツ・レクリエーション活動を促進します。また、戸田ボートコースを 
活かした、戸田市独自のスポーツ・レクリエーション活動を展開します。 
 

◆主な事業 

イベント・教室事業 

・市民体力テスト 

  体力の保持増進への関心を高め、スポーツ推進を図る 

ため、毎年体育の日に市民の体力測定を行っています。 

 

・少年少女スキー教室 

 冬の大自然の中でスキー技術の習得を図るとともに、 

 集団行動を通して参加者相互の親睦を深める趣旨のもと 

 開催しています。 

・市民体育祭地区大会 

 スポーツ、レクリエーションを推進し、体力の保持増 

進とスポーツ精神の高揚を図るとともに、人と人、地域 

と地域の交流を促進し、明るく潤いのある社会の形成を 

目的として地域別に市内６会場で開催しています。 

 

 ・戸田マラソン㏌彩湖 

  彩湖・道満グリーンパークを会場に全国から参加者を 

募り開催しています。マラソン大会を通して参加者の 
健康増進と親睦を図り、コミュニティづくりに努める 
ことを目的としています。 
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Ⅱ 特徴的な事業の紹介 
 戸田市独自の地域資源を活かした各種教室の開催 

・ボート教室 

 日本唯一の静水コースである戸田ボートコースを活用 

し、ボートの体験を通じ、健康増進とボート競技の普及 

を図ります。 

 

・水辺のスポーツ教室 

 彩湖・道満グリーンパークで自然あふれる環境の中、 

カヌーやボートを漕ぐ水辺の体験教室を開催します。 
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・戸田市スポーツセンター  
 ■戸田市スポーツセンターは、市民皆スポーツによる健康の増進とスポーツを通した

新しいコミュニティの形成を目的に、昭和 55 年 9 月に開設された施設です。 
 ■所在地及び面積 
名 称  戸田市スポーツセンター 
所在地  戸田市大字新曽 1286 番地 

開場時間 9 時～21 時まで 

敷地面積  39,698.50 ㎡ 

建物面積   14,157.42 ㎡ 

構造地下 1階、地上 5階、SRC造 

■施設の内容 

屋外：テニスコート 6面、弓道場、陸上競技場、プール 

センター棟 

1 階：管理事務室、大・小会議室、医務室 

2 階：柔道場、トレーニングルーム、体力測定室 

3階：剣道場、卓球場 

4階：第二競技場（体操場） 

5 階：機械室等 

ゲーム棟（第一競技場） 

１階：バレーボールコート（2 面）、バスケットボールコート（2面） 

バドミントンコート（8面）、テニスコート（2面）、卓球（32台）など 

２階：選手控席（837 席）、ランニングコース（一周 200ｍ） 
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・その他戸田市スポーツ施設一覧 

■彩湖・道満グリーンパーク  

所在地  戸田市大字重瀬 745  

開場時間 夏季 8時～18 時（4～10 月） 

     冬季 8時～16 時（11～3月） 

施 設 

野球場（2面）、ソフトボール場（7面）、サッカー場（2面） 

テニスコート（9面）、陸上競技場（1面） 

 

■その他 

施 設 名 所 在 地 開 場 時 間 備     考 

北部公園野球場 笹目北町 9 8 時 30 分～21 時 
 

 

笹目公園野球場 笹目 7－1 8 時 30 分～21 時 
 

 

新田公園野球場 美女木 3－1 
夏 8時 30分～18 時 30 分 

冬 8時 30分～16 時 30 分 

※中学生以下

のみ使用可 

惣右衛門公園サッカー場 笹目 1－38 
夏 8時～18 時 

冬 8時～16 時 

 

惣右衛門公園フットサル場 笹目 1－38 
夏 8時～18 時 

冬 8時～16 時 

 

中町テニスコート 中町 1－27－1 
夏 8時～18 時 

冬 8時～16 時 

 

※夏 4月～10 月、冬 11月～3月 
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２－７ 児童青少年課（市長部局） 

Ⅰ 主な事業の紹介 

青少年育成事業の推進 

次世代を担う青少年が社会の一員として、自らの主体的行動による自立した生活基盤

と豊かな人間関係を育みながら、心身ともに健やかに成長していくよう青少年の社会参

加の場を作り、リーダーの育成、ふれあい交流活動・地域活動の充実に努めています。 

 

１ 目的 

青少年の豊かな情操と主体性や自立性を培うために、家庭・学校・地域そして活動団

体との連携により、地域ぐるみで次代を担う青少年の健全育成を推進します。 

 

２ 主な事業名 

放課後子ども教室         補導活動（ふるさと祭り・花火大会・地域） 

青少年祭り            三市青少年の船研修会 

通学合宿             成人式・はたちの集い 

親子ふれあい映画会        青少年健全育成大会 

青少年健全育成キャンペーン    児童センター 

青少年の居場所           

 

青少年の居場所       

青少年の居場所事業は、公共施設の空いてい 

る諸室を開放し、青少年が遊び、スポーツ、勉 

強などをして自由に過ごすことができる放課後 

の居場所を提供している事業です。利用者同士 

が交流を通じて、小・中・高校生世代を中心と 

した青少年がルールやマナーを学ぶことで、社 

会性を育む機会を創出することを目的としてい 

ます。 

 

放課後子ども教室      

放課後の学校の余裕教室、校庭、体育館などで、地域のボランティアが中心となって、

放課後の子供たちと勉強やスポーツ・文化活動をするほか、地域住民との交流活動など

の取組を実施しています。子供たちにとって、安全で安心な校内で、同年代から異年齢

の児童までが、地域住民との交流を図りながら過ごす放課後の居場所です。 
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通学合宿          

子供たちが保護者の元を離れ、地域の公共施 

設に宿泊し、異年齢児童との共同生活や地域で 

の体験活動をしながら通学することにより、子 

供たちの自律心や自主性、協調性を伸ばし、 

「生きる力」を育むことを目的としています。 

また、子供たちの主体的な活動を支援する立 

場で、地域の大人たちが宿泊中に子供たちを支 

援することにより、地域全体で子供を育てる意 

識を醸成することを期待しています。 

 

青少年の広場        

青少年に自主的な遊びの場を提供し、心身共に健やかな成長に資することを目的とし

た施設です。特に中高生を対象とした青少年が好きな時間に来て、気軽にバスケットボ

ールやフットサルなどのボール遊びができるほか、多目的に利用できます。 
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Ⅱ 特徴的な事業の紹介 

戸田市立児童センターこどもの国 

 戸田市立児童センターこどもの国は、平成２７年４月５日にリニューアルオープンし

た児童センター・保育園・学童保育室からなる複合施設です。児童センターは、乳幼児

から１８歳までの幅広い世代を対象としています。屋内には、図書コーナー、プレイル

ーム、屋内砂場、軽体育室、スタジオ（ダンス・音楽）など、屋外には、児童・幼児用

プール、大型遊具、屋上まで続く緑の丘などがあります。子供たちの遊び、発達、成長

を支援する、各種子育て支援講座、体験型イベント等を行っていて、多くの利用者に親

しんでいただける施設です。 

施設の管理・運営は指定管理者「社会福祉法人さきたま会」が行っています。 

 

●所在地  戸田市本町１丁目１７番７号 

      TEL：０４８(４４３)２３８７ 

      H P：http://www.toda-kodomonokuni.jp/ 
●休館日  第３水曜日 

      年末年始（１２月３１日～１月３日） 

●開館時間 午前９時から午後９時まで 

 

■施設概要 

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上３階 

延床面積  ３，０２９，７６㎡ 

敷地面積 １０，３７７．７９㎡ 
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戸田市立児童センタープリムローズ 

 戸田市立児童センタープリムローズは、平成５年４月２９日に開館し、乳幼児から１

８歳までの幅広い世代が自由に利用できる施設です。乳幼児を対象として年齢別の子育

て支援事業、参加者同士が自由に交流できる子育て広場、親子で体を動かすイベントや

リトミックなどの音楽イベント、絵本の読み聞かせ等を行っています。また、小学生以

上を対象に、ものづくりの時間やパソコン講座などの様々なイベントを行っているほか、

バンドやダンスの練習などの活動ができます。館内には室内用の大型遊具が新たに加わ

り、雨の日でも思いっきり遊べる施設となっています。 

 施設の管理・運営は指定管理者「株式会社こどもの森」が行っています。 

 

●所在地  戸田市笹目２丁目１９番地の１４ 

      TEL：０４８(４２２)１０３３ 

      H P：http://tjkdm37.wixsite.com/todapurimrose 
●休館日  第１月曜日 

      年末年始（１２月３１日～１月３日） 

●開館時間 午前９時から午後６時まで 

 

■施設概要 

鉄筋コンクリート造 地上３階 

延床面積 ２，９１７．３６９㎡  

敷地面積 ３，４９２．８㎡ 
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