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戸田市ガイドマップ
公共施設紹介など

戸田市Data
総面積　１８.１９㎢
人　口　141,218人（令和4年3月1日時点）
市役所
所在地　戸田市上戸田１丁目１８番１号
東　経　１３９度４１分
北　緯　３５度４９分
海　抜　最高 ４.２２ｍ　最低 １.６８ｍ

の紹介

リバプール市（　　　　　　　  ）
シドニーの南西30キロメートル圏に位置し、
オーストラリアで4番目に古い歴史を持つ街
で、1810年に創設された産業都市。シドニー
に近いという立地条件から、ベッドタウンとして
急速な発展を続けている。
（平成4年10月1日提携）

オーストラリア
ニューサウスウェールズ州

戸 田 市

都市姉 妹都市 ・友 好

開封市（中国河南省）
黄河下流域に広がる広大な平野の真ん中に
位置し、中国7大都市の一つとして多くの名勝
旧跡を残す歴史ある都市。近年は、新工業都
市として発展を遂げている。また、毎年10月の
「菊文化祭」には、多くの観光客が訪れる。
（昭和59年8月21日締結）

美里町（埼玉県）
埼玉県の北西部に位置し、国内最大規模の
植栽面積を誇る「ブルーベリーのまち」。国指
定文化財の「水殿瓦窯跡」や国指定無形民
俗文化財の「猪俣の百八燈」もあり、歴史と伝
統を今に残している。
（平成4年12月1日提携）

白河市（福島県）
福島県の南端に位置し、うつくしま100名山の
「権田倉山」をはじめとした豊かな自然に恵ま
れ、東北三名城である「小峰城」などの史跡も
有している「みちのくの玄関口」。
（平成19年1月20日提携）

市章
（昭和41年制定）

市の木 モクセイ
（昭和51年制定）

市の花 サクラソウ
（昭和51年制定）

戸田市長

菅
す が わ ら

原 文
ふ み ひ と

仁

戸田市出身の人気俳優「夏菜」さんには、広
報紙や動画への出演など、市の魅力発信に
ご協力いただいています。

戸田市出身のミシュラン一つ星シェフの鳥羽さ
んには、広報紙での簡単レシピの紹介など「食」
を通じて市を盛り上げていただいています。

戸田市は行政の充実度でも全国で上位にランクインしている
注目のまち。誰もが快適で住みやすいまちづくりを進めています。のここ4 4

がすごい！戸 田

26年連続で
県内一「若いまち」に！

平均年齢

歳41.4

住みよさ
ランキング2021

県内

第1位
（東洋経済新報社）

財政健全度
ランキング2021
総合評価県内

第1位
（東洋経済新報社）

夏
な つ な

菜さん（任命日：令和元年８月１７日） 鳥
と ば

羽 周
しゅうさく

作さん（任命日：令和3年11月26日）

生年月日　平成元年5月23日
趣　　味　 スキューバダイビング・料理

生年月日　昭和５３年５月５日
趣　　味　 音楽、建築、ファッション

とだＰＲ大使

C-3  彩湖・道満グリーンパーク
利用時間：午前7時30分～午後6時30分　※11月～3月は午後5時30分まで
美女木堤外にある広さ約67ヘクタールのレクリエーションゾーン。ドッグラン、バーベ
キューが楽しめる芝生の多目的広場、テニスコート、陸上競技場、ソフトボール場などが
ある。有料駐車場も完備され、休日には市内外から家族連れなど多くの人が訪れる。

C-2  道満河岸つり場
第2・4月曜日定休（祝日の場合は火曜日定休）
へら鮒つり場利用時間：〈夏季〉午前6時～午後5時、〈冬季〉午前6時30分～午後4時
金魚つり場利用時間：〈夏季〉午前9時～午後5時、〈冬季〉午前9時～午後4時
古い荒川の面影をそのまま残し、周囲には昔ながらの竹林もあり、野趣豊かなこのつ
り場は、関東一円から太公望たちが集まってる。また、隣には家族で楽しめる金魚つり
場もある。
へ ら鮒つり場 …[釣具持参] 1日券 大人1,780円 小人420円
金魚つり場 ……[釣具込] 大人840円 小人420円

C-3

C-2 K-4

D-4

D-4  荒川水循環センター上部公園
利用時間：午前7時30分～午後6時30分
※11月～3月は午後5時30分まで
下水処理施設の上部空間を利用した憩いの公園。パークゴルフ場のほか、多目的
広場、アスレチック広場、どんぐりの森などがある。
パークゴルフ場…市民1回300円〜  
※水曜日定休（祝日の場合はその翌日）

K-4  後
う し ろ や

谷公園
文化会館南側にある後谷公園は、芝生の広場、森、池があり、都会のざわめきを忘れ
させてくれるオアシス。休日は家族連れなどで賑わう。

G-7

休みの日
には

J-7  戸田桜づつみ
戸田ボートコース沿いの荒川の土手を彩る、全長約1キロメートルにおよぶ桜並木。
春には114本の桜が咲き誇り、市内外から多くの人が花見に訪れる。

J-7 K-7

K-7  県営戸田公園・戸田ボートコース
昭和15年、ボート競技のためにつくられた日本で
唯一の静水コース。オリンピック東京大会漕艇競
技（1964年）はここで行われ、現在も市民大会か
ら全国大会まで毎年ボート競技が開かれている。
1964年の東京オリンピックで使用された聖火台
が現在も残されている。

G-7  ボートレース戸田
戸田ボートコース西端にある首都圏でも有
数のモーターボート競走場。戸田公園駅か
ら無料バスが運行している。両岸をつなぐ美
しい戸田公園大橋が架かっている。また、親
子で楽しめるキッズスペース「BOAT KIDS 
PARK モーヴィ」もある。

G-7

イベント
など

戸田橋花火大会
昭和26年に始まった戸田橋花火大会。毎年8月の第1土曜日に開催され、
荒川河川敷で尺玉、スターマインが打ち上げられる首都圏でも有数の花火大会。
※令和4年の開催日は、決まり次第お知らせします。

戸田ふるさと祭り
8月の土・日曜日に開催される、戸田で最大の市民祭り。戸田音
頭による流し踊りのほか、多種多様なイベントが目白押しで、例年
多くの人で賑わっている。

戸田マラソンin彩湖
彩湖・道満グリーンパークを会場に行われる市民マラソン。毎年
11月に開催され、市内外から多くのランナーが参加する。彩湖の
自然を楽しめ、2キロ、5キロ、10キロ、ハーフと多彩な種目が魅力。

コミュニティバス toco（トコ）
toco（トコ）とは、公募で選定された戸田市の
コミュニティバスの愛称。
市内5循環（喜沢循環、川岸循環、西循環、
南西循環、美笹循環）で運行している。
乗車料金は大人、子ども共に100円（未就
学児は無料）で、車内では回数券や1日乗車
券の販売を行っている。

K-4  市役所
休：土・日曜日、祝日　※1月を除く毎月第1日曜日は開庁
昭和45年10月に完成。その後、事務室棟を一部増築し、現在の姿となった。5階まで
が窓口などの事務室。6・7階は市議会フロアで、本会議場は7階にある。1階南口には
スポーツ施設予約システムがある。なお、夜間・閉庁時も戸籍届出を受け付けている。

I-3  スポーツセンター
休：第2水曜日、
屋内プールのみ毎週水曜日 ※祝日を除く
屋内、屋外ともに充実した設備を持つ、市民
のスポーツ活動の拠点。「市民皆スポーツ」
を目指し、各種スポーツ教室なども開催して
いる。

K-6  戸田公園駅前行政センター
（1階パスポート窓口）

センター休：年末年始
※センター休に加え、「駅前配本所」は特別
整理期間、「一時預かり」は土・日曜日、祝日
ＪＲ戸田公園駅前に建つ複合施設。1階は
市役所の窓口業務の一部やパスポートの
申請・交付手続きを取り扱う「駅前出張
所」、2階は戸田市優良推奨品の展示販売
などを行う「観光情報館トビック」、図書館の
予約した本などの受け取りや返却ができる

「駅前配本所」、3階はおおむね3歳未満の
乳幼児とその保護者が遊べる「子育て広場」
や1歳から未就学児までの「一時預かり」

（要予約）となっている。

救急や消火活動を行い、市民の安心・安
全を守っている。このほか、消防訓練や救
命講習なども行っている。

救急や消火活動を行い、市民の安心・安
全を守っている。このほか、消防訓練や救
命講習なども行っている。

H-4  中央図書館・郷土博物館
休：第2・4・5月曜日、月末日（土・日曜日、
祝日は開館）、特別整理期間
図書館には、中央図書館と分館・分室合わ
せて約40万冊の蔵書がある。また、調査研
究の資料提供を行うレファレンスサービス
や、古典・文学講座、絵本の読み聞かせなど
を実施している。郷土博物館では、常設展
示室で戸田の歴史、民俗、文化を分かりや
すく学ぶことができるほか、特別展や各種講
座などを開催している。郷土博物館内には
アーカイブズ・センターもあり、古文書や地図
などを閲覧できる。

K-4  教育センター
休：月曜日、祝日
教職員の研修や研究、子どもの不登校や
心身の発達などに関する教育相談に応じて
いる。また、各種研修会に会場を提供してい
る。

L-5  消防署東部分署 E-4  消防署西部分署

K-4  文化会館
休：第2水曜日 ※祝日を除く
1,210席の大ホールでは、コンサート、ミュー
ジカル、音楽祭や成人式などの大きなイベン
トが開催される。宴会場や会議室、練習室、
展示室、多目的ルームなども備えている。

H-4  消防本部
地上6階、地下1階の庁舎。指令室のほか、
防災教室や屋内訓練室などを備える。また、
新たに建物を建てる際のチェックや火災を
出さないための指導も行っている。
119番は、全てここに通報され、救急・消火
活動を迅速に行い、市民の安心・安全を
守っている。このほか、市内には消防団（全
7分団・機能別分団）もある。

主な
施設

駐車場

車いす使用者用駐車場

スロープあり

車いす使用者用トイレ

手すりのついたトイレ

乳幼児用チェアつきトイレ

出入口が自動ドア

おむつ交換設備があるトイレ

車いすの貸出

授乳室

手話対応可

音声案内設備

エレベーター

オストメイトに対応した設備あり

車いす使用者対応の
エレベーター

点字ブロック

A-1  などのアルファベット数字は裏面地図の索引

※各施設とも
年末年始は休館

L-6  児童センターこどもの国
休：第3水曜日
乳幼児から中高生まで幅広い世代の子ども
たちが利用できる大型児童センター。屋内
には、自習室、プレイルーム、ダンス・音楽ス
タジオ、軽体育室など、屋外には大型児童・
幼児用プール、屋上まで続く芝生の広場な
どがあり、世代別の講座やイベント、子育て
相談などきめこまやかな子育て支援事業を
行っている。毎回沢山の子どもたちで賑わう。

G-5  児童センタープリムローズ
休：第1月曜日
室内に大型運動遊具など多くの遊具があ
る、子どもたちに人気の施設。乳幼児親子
向けの子育て支援事業や小学生・中学生・
高校生世代向けの多彩なイベントをはじめ、
四季折々に催される季節の行事は、毎回多
くの子どもたちの歓声で賑わう。

C-4  彩湖自然学習センター
（みどりパル）

休：第2・4・5月曜日（祝日は開館）、月末日
（土・日曜日、祝日は開館）
彩湖・道満グリーンパークに隣接した荒川の
自然と川の防災を学ぶ施設。地上5階建て
の館内は、川と自然をテーマにした展示があ
る。休日は自然観察会など多彩な講座を開
催している。

J-3  福祉保健センター
センター休：第１・3日曜日、祝日
社会福祉協議会、こども家庭相談センター、
CAFÉこるぽ休：土・日曜日、祝日
障害者生活支援センターわかば休：
日曜日、祝日
市民がいきいきと健康な暮らしを送るため
に、福祉と保健が一体となって支援を行う
施設。乳幼児健康診査、健康教育・健康相
談、特定保健指導、こころの健康相談、が
ん検診・予防接種・妊婦健康診査の助成事
務などの保健事業を行っている。また、市民
交流スペースもある。社会福祉協議会も併
設されている。

L-5  上戸田地域交流センター
（あいパル）

センター休：
毎月第3月曜日（祝日の場合は開館）
図書館上戸田分館休：
センター休に加え、月末日（土・日曜日、祝日は開館）
「子どもから高齢者まで、誰もが利用しやす
い施設」をコンセプトにした施設。図書館上
戸田分館や多目的室、アトリエ、ホール、音
楽室、キッチンスタジオ、キッズスペース、軽
体育室、喫茶ラウンジなどがある。地域交流
や生涯学習、図書館分館、男女共同参画
センター機能を一体化した複合施設。

J-4  健康福祉の杜
も り

◦戸田ほほえみの郷
特別養護老人ホーム・ショートステイ
在宅生活が困難な高齢者に介護・食事・入
浴サービスなどを提供する施設（特養）。要介
護者などが短期間利用する施設（ショート）。
◦ふれあいランド戸田
老人デイサービスセンター
認知症高齢者を含む要介護者などに日帰り
の通所サービスを行う施設。希望に応じて、
入浴、趣味活動、機能訓練も実施する。
◦中央地域包括支援センター
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ
るよう、福祉・保健・医療におけるさまざまな
相談に応じて包括的に支援する。また、要
介護状態を予防するため、介護予防ケアマ
ネジメントなどを行う。

E-3  介護老人保健施設
（ろうけん戸田）

要介護者などの高齢者の家庭復帰を目指
し、機能訓練や看護・介護サービスをする施
設。入所・短期入所や通所サービスを行う。

E-3  市民医療センター
休：日曜日、祝日
市民の疾病予防、治療に必要な医療サー
ビスを提供する施設。外来では、内科、小児
科、呼吸器科、消化器科、神経内科、整形
外科、耳鼻咽喉科の一般診療のほかに各
種の健（検）診や予防接種を行っている。ま
た、入院診療や在宅療養支援のためにリハ
ビリや往診なども行っている。
◦地域包括支援センター
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ
るよう、福祉・保健・医療におけるさまざまな
相談に応じて包括的に支援する。また、要
介護状態を予防するため、介護予防ケアマ
ネジメントなどを行う。
◦訪問看護ステーション
在宅での療養生活を安心して送れるよう、
看護の支援を行う。

J-6  新曽南庁舎
（新曽南多世代交流館「さくらパル」）

新曽南庁舎休：土・日曜日、祝日
さくらパル休：第1・3・5月曜日　※祝日を除く
国際交流協会休：月曜日、祝日
4階に水道料金・下水道使用料の支払い
窓口がある「水安全部」、高齢者の相談窓
口である「新曽地域包括支援センター」、3
階には「デジタル戦略室」がある。また、地域
住民の交流の場として、1・2階に新曽南多
世代交流館「さくらパル」があり、「さくらパ
ル」2階には、多文化共生・国際交流の拠点
として「国際交流協会」がある。

K-4  ボランティア・
市民活動支援センター

（TOMATO）
休：第1・3・5・水曜日　※祝日を除く
ボランティア・市民活動を支援するための拠
点施設。会議スペースなどがある。資料づく
りや打ち合わせが行えるほか、パソコンなど
を用意し、各種情報の発信・収集ができる。
ボランティア・市民活動に関する相談・コー
ディネート窓口もある。

◦ヘルパーステーションつむぎ
ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体的な
サポートや、利用者と共に行う自立支援の
ためのサービスなどを行う。

H-7  学校給食センター
休：土・日曜日、祝日
市内の小・中学校に、安全で栄養のバラン
スを考えた給食を配食している。

H-3  土地区画整理事務所
休：土・日曜日、祝日
新曽第一および第二土地区画整理事業を
推進している。

F-1  リサイクルフラワーセンター
休：11月23日勤労感謝の日
家庭から出た生ごみを堆肥化し、障害者と
高齢者で花苗を栽培している。

M-6  心身障害者福祉センター
センター休：第1・3火曜日　※祝日を除く
図書館下戸田南分室休：センター休に加え、
第5火曜日、月末日（土・日曜日、祝日は開室）
心身に障害のある方などが活動拠点として
いる「心身障害者福祉センター」のほか「福
祉作業所もくせい園」、「図書館下戸田南分
室」「手話通訳者派遣事務所」などがある。

M-6  東部福祉センター
（下戸田公民館・東部連絡所）

センター休：第2・4・5月曜日　※祝日を除く
東部連絡所休：土～月曜日、祝日
図書館下戸田分室：センター休に加え、
月末日（土・日曜日、祝日は開室）
会議やサークル活動に使える部屋や茶華
道室、音楽室、料理室、体育室がある。「東
部連絡所」「図書館下戸田分室」もある。

I-5  新曽福祉センター
（新曽公民館）

センター休：第2・4・5月曜日　※祝日を除く
会議やサークル活動に使える部屋や音楽
室、茶道室、料理室、ホール（舞台付）がある。

F-5  笹目コミュニティセンター
（コンパル）

休：第2・4・5火曜日　※祝日を除く
笹目地区にある地域交流拠点。管理・運営
も住民主体で、各種講座やサークル活動が
活発に行われている。多目的ホール、キッチ
ンスタジオ、音楽室、セミナールーム、和室、
アトリエ、市民ギャラリーなどがある。

E-4  西部福祉センター（美笹公民館）・
美笹支所

センター休：第2・4・5月曜日　※祝日を除く
美笹支所休：土・日曜日、祝日
図書館美笹分室休：センター休に加え、
月末日（土・日曜日、祝日は開室）
会議やサークル活動に使える部屋や茶華
道練習用の和室がある。また、「美笹支所」
「図書館美笹分室」があり、「美笹支所」で
は市役所の窓口業務の一部を取り扱って
いる。

G-1  蕨戸田衛生センター、
リサイクルプラザ

休：土・日曜日、祝日
戸田市と蕨市が共同で設置した一部事務
組合。徹底した公害防止と省エネ・省力を
図った最新鋭設備を完備し、ごみ、し尿およ
び資源ごみの中間処理を行っている。

地域防犯の拠点となる施設。自主防犯パト
ロール支援を行うほか、防犯相談などを随時
受け付けている。

H-6  けやき安全ステーション

L-5  ふれあい安全ステーション

H-6

L-5


