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日野第一中学校地区

23．第二日野万地区センター

高圧線の鉄塔が目
印。斜め向かいには
公園があります。

和室

玄関

所在地：日野 7773-509
　　　　日野橋南詰バス停南側
建物：　木造 2階建て
建築年月：1974年 3月
稼働率（2018年）：8.7%
室内設備：
・和室（14帖）
・集会室（29.9㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

住宅街の中にあり、高圧線の鉄塔の隣にある
地区センター。周辺は住宅地で、斜め向かい
には小さな公園がある。多摩川の土手のすぐ
横で、おそらく多摩川に一番近い地区センタ
ー。朝ジョギングがてらに地区センターで休
憩もできると良さそう。

2階建ての住宅のような建物で、1階が洋室
の集会室、2階が続き間の和室になっている。
各階に給湯室がついているのが特徴。階段が
やや急で、２階の天井が少々低かったように
感じた。２階の多摩川が見える側に窓がなか
ったのが残念。

給湯室

集会室

1階

2階 新しさ ☆
ひろさ　 ☆☆☆
使われ度　　 ☆
わかりやすさ ☆☆☆
レア度 ☆☆

給湯室
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日野第三中学校地区

24．第二武蔵野台地区センター

登るのも大変な高台
の上にあるので、眺
めは抜群。すぐ裏は
明星大学です。

集会室

玄関

所在地：程久保 2-7-2
　　　　第二武蔵野台住宅南東端
建物：　木造平家建て
建築年月：2007年 4月
稼働率（2018年）：18%
室内設備：
・和室（10帖）
・集会室（59.6㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　程久保と多摩動物公園の間の団地に位置
し、かなり厳しい坂を上り詰めた高台にある。
すぐ裏は明星大学の敷地になっていて、学生
たちが練習している声がよく聞こえてくる。
高台にあるだけあって、地区センターからの
眺めは非常によい。

　比較的新しい建物で、大きな集会室と 10
帖の和室がある。洋室には小さな本棚が置か
れていて、絵本などが並べられているので、
子供たちの利用も多いのだろう。洋室、和室
の公園側に面した窓には低木があり、そこか
ら直接外に出ることはできないのが残念。

給湯室

和室

新しさ ☆☆
ひろさ　 ☆☆☆☆
使われ度　　 ☆☆☆
わかりやすさ ☆☆☆☆
レア度 ☆☆☆
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三沢中学校地区

25．高幡地区センター

高幡不動の駅からす
ぐ近くにある便利な
立地。敷地内の大き
な木が目印です。

和室和室

集会室

玄関
所在地：高幡 352
　　　　若宮愛宕神社東側
建物：　木造平家建て
建築年月：1976年 3月
稼働率（2018年）：13.5%
室内設備：
・和室 ×2部屋（14帖）
・集会室（46.3㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に電話／直接に申請

高幡不動の駅に近く、神社の敷地内にある地
区センター。地域の消防団の建物も敷地内に
ある。敷地内に立つ大きな樹木と、道の向か
い側のお墓が目印となる。金網フェンスで囲
まれた中に、地区センターの建物が建ってい
る。

　間取りは典型的な量産型で、中廊下型、洋
室の集会室と和室の続き間が一続きになって
いる。自治会や子供会などの利用がが盛んだ
そうだ。このあたりは駅から近いのに街灯が
少なく、夜はけっこう暗い。

キッチン

新しさ ☆
ひろさ　 ☆☆☆
使われ度　　 ☆☆
わかりやすさ ☆☆
レア度 ☆
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三沢中学校地区

26．高幡市営住宅地区センター

住民からの意見に
よって、市営住宅と
ともに誕生した地区
センターです。

和室

集会室

玄関

所在地：高幡 864-11
　　　　市営高幡団地 2号棟 1階
建物：　RC造平家建て
　　　　市営住宅に併設
建築年月：1995年 4月
稼働率（2018年）：16.1%
室内設備：
・集会室（42.3㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　管理委宅に電話／直接に申請

　浅川と京王線に挟まれた立地にある、高幡
市営住宅と一体化して併設された地区センタ
ー。団地建設の際に、集会室がほしいという
一人の女性の意見を取り入れてつくられた、
という経緯がある。管理の方がとても几帳面
で、スリッパのしまい方や清掃、カーテンの

開け閉めなど、丁寧に管理されている印象が
強かった。
　間取りは洋室の集会室一室のみ。集会室に
は卓球台が備えられているう。換気の問題が
少しあり、トイレの匂いがこもりやすく、ド
アを開けて置くよう指示されている。

キッチン

新しさ ☆☆☆
ひろさ　 ☆
使われ度　　 ☆☆
わかりやすさ ☆☆☆
レア度 ☆☆
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平山中学校地区

27．滝合地区センター

広い庭のある地区セ
ンター。庭と一体で
いろんなイベントに
使えそうです。

和室 和室

集会室

玄関

所在地：西平山 2-4-17
　　　　滝合小学校西側
建物：　軽量鉄骨造平家建て
建築年月：1978年 4月
稼働率（2018年）：10.9%
室内設備：
・和室 ×2部屋（14帖）
・集会室（35.5㎡）
予約方法：
　管理者宅に電話／直接に申請

平山城祉公園駅と長沼駅の間、滝合小学校の
近くにある。周りは閑静な住宅街で、緑の
多い庭が目立つ地区センター。2つの道に挟
まれた敷地にあるが、外から入る入り口は 1
カ所のみで、反対側に道からは遠回りしてい
く必要がある。

　間取りはいわゆる量産型で、中廊下型、洋
室の集会室と和室の続き間という構成であ
る。この間取りは似たものが多い。この地区
センターは、カラオケや趣味などのクラブ活
動で使われることが多いらしい。庭もうまく
活用すると、いろんな使い方ができそう。

キッチン

新しさ ☆
ひろさ　 ☆☆
使われ度　　 ☆☆
わかりやすさ ☆☆
レア度 ☆☆
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七生中学校地区

28．田中地区センター

ここは田中さんの
家？いいえ、地区セ
ンターです。

和室

和室

集会室

玄関

所在地：南平 8-19-6
　　　　田中こども広場北東側
建物：　木造 2階建て
建築年月：1972年 3月
稼働率（2018年）：4.9%
室内設備：
・和室 ×2部屋（14帖）
・集会室（33㎡）
申し込み方法：
　管理者（業者）に受付箱あり

　南平駅からほど近く、少し山に向かって上
りかけた住宅地に地区センターはある。車一
台分くらいの幅の狭い道沿いに建っている。
外観は住宅と変わらない。玄関はその道から
ぐるっと回り込む側にあって、地区センター
の脇の細い階段を降りてアクセスする。地区
センター入口を指す看板が目印。

　2階建ての１階が洋室の集会室、２階は和
室の続き間で、下田地区センターとほぼ同じ
間取りとなっている。窓はアルミサッシでは
なく木のサッシが用いられており、窓の鍵も
クレセントではなく、丸球捻締りという、回
して引っ張ると開く、昔ながらの鍵だった。

キッチン

1階 2階
新しさ ☆
ひろさ　 ☆☆
使われ度　　 ☆
わかりやすさ ☆☆☆
レア度 ☆☆
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日野第四中学校地区

29．多摩平一丁目地区センター

交流センターと一体
となった地区セン
ター。駅にも買い物
にも便利です。

所在地：多摩平 1-14-95
　　　　豊田駅北交流センター 1階
建物：　RC造 2階建て（1階部分）
建築年月：2001年 6月
稼働率（2018年）：23.1%
室内設備：
・和室 ×2部屋（17.5 帖）
・集会室（28.4㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　管理者（店舗）に直接申請

　「豊田駅北交流センター」の 1階に多摩平
1丁目地区センターがある。ここの交流セン
ターは、IT 学習のためのパソコン専用施設
とのこと。駅から近く、イオンモールなどの
商業施設にもアクセスがよい。周りにも病院
等もあるなど、利便性の高い立地にあって、

その存在も分かりやすい。
　間取りは、集会室と２部屋の和室がすべて
フスマで繋がった続き間形式となっている。
トイレは男女別のほか、誰でもトイレも完備
している。

新しさ ☆☆☆☆
ひろさ　 ☆☆
使われ度　　 ☆☆☆
わかりやすさ ☆☆☆☆
レア度 ☆☆
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日野第四中学校地区

30．多摩平三丁目地区センター

公園の中にある緑溢
れる地区センター。
道路挟んだ向かいは
第六小学校。

和室和室
集会室

玄関

所在地：多摩平 3-29
　　　　多摩平第九公園内
建物：　木造平家建て
建築年月：1967年 12月
稼働率（2018年）：6.5%
室内設備：
・和室（16帖）
・集会室（19.8㎡）
予約方法：
　管理者（店舗）に直接申請

　多摩平第九公園の中にある地区センター。
周りは低木で囲まれ、緑が溢れているため、
周囲から地区センターの存在を感じさせな
い。近隣は低層の住宅街。道路を挟んだ向か
い側には小学校がある。地区センターの中で
２番目に古い。

間取りは量産型で、洋室の集会室と和室の続
き間からなる。洋室はカーペット敷き、曇り
ガラスで目隠しされているが、室内は明るい。
室内に人がいる様子も外からわかる。収納ス
ペースが少ないが、物も少ない。

キッチン

新しさ ☆
ひろさ　 ☆☆
使われ度　　 ☆
わかりやすさ ☆☆
レア度 ☆☆



64 65

日野第二中学校地区

31．多摩平中央公園地区センター

公園内のテニスコー
トの横に建っていま
す。コンクリートブ
ロック造はここだ
け。

集会室 玄関

所在地：多摩平 4-2
　　　　多摩平第一公園内
建物：　コンクリートブロック造
　　　　平家建て
建築年月：1969年 7月
稼働率（2018年）：19.1%
室内設備：
・集会室 ×3（57.8㎡）
申し込み方法：
　併設の公園管理窓口に直接申請

　多摩平第一公園の中にあり、テニスコート
の受付などを行う管理室と女子更衣室が併設
されている。地区センターの中で、唯一コン
クリートブロック造。入り口横には自動販売
機が置かれている。公園の利用者からは、地
区センターというよりも、公園の管理棟とし

て認識されているのではないか。外のぬれ
縁はボロボロで少々危険だったため、現在
は撤去されている。
　室内は、洋室の集会室が仕切り壁と引き
戸によって仕切られ、3部屋からなっている。

新しさ ☆
ひろさ　 ☆☆
使われ度　　 ☆☆☆
わかりやすさ ☆☆☆
レア度 ☆☆☆☆
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大坂上中学校地区

32．多摩平東地区センター

黒川清流公園を裏に
背負った小さな地区
センター。脇の細道
から公園へ降りられ
ます。

集会室
玄関

所在地：多摩平 7-5-12
　　　　多摩平七から南方向へ
建物：　木造平家建て
建築年月：1986年 4月
稼働率（2018年）：10.9%
室内設備：
・集会室（32.2㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に電話で申請

　黒川清流公園のある崖線である緑地帯の上
部に立地する。周りは静かな低層の住宅街で、
建物の裏側が緑地となっている。夏はうっそ
うとして虫も多いが、冬に木の葉が落ちると、
日当たりがよくなる。建物のすぐ脇に黒川清
流公園に降りる細い道があり、東豊田方面に

通り抜けていくことができる。
　間取りは、洋室の集会室ワンルームで、コ
ンパクトな地区センターとなっている。室内
の壁には自治会の方などの写真が飾られてい
る。

キッチン

新しさ ☆☆
ひろさ　 ☆
使われ度　　 ☆☆
わかりやすさ ☆☆
レア度 ☆☆
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日野第二中学校地区

33．多摩平六丁目地区センター

ちょっと古びた外観
も、室内の昔ながら
の設えも、どこか懐
かしさを感じさせま
す。

和室

和室

集会室

玄関

所在地：多摩平 6-8-16
　　　　多摩平第三公園西側
建物：　木造 2階建て
建築年月：1970年 3月
稼働率（2018年）：8.4%
室内設備：
・和室（14帖）
・集会室（26㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

 日野自動車の近く、国道 20 号から一本入
った住宅街にある、ちょっと古びた外観の地
区センター。外壁は剥がれかけていて、立ち
入るのを少しためらうほど。室内も昔ながら
の雰囲気をよく残しており、不思議な懐かし
さを感じさせる。お祭り道具が多く収納され

ていて、自治会の活動性が窺われた。
　2階建てで、１階は洋室の集会室、2階は
和室の続き間。窓は木のサッシで、鍵を回
して開ける丸球捻締りのタイプ。青い網戸
も懐かしさを覚える。２階の雨戸は立て付
けが悪く、開け閉めが難しかった。

キッチン

1階

2階

新しさ ☆
ひろさ　 ☆☆
使われ度　　 ☆
わかりやすさ ☆☆
レア度 ☆☆☆
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大坂上中学校地区

34．東光寺地区センター

菱形の格子窓や花柄
のステンドグラス。
ちょっとお洒落な内
装が目を引きます。

和室

集会室

玄関

所在地：栄町 5-16-9
　　　　栄町五から北方向へ
建物：　軽量鉄骨造平家建て
建築年月：2005年 4月
稼働率（2018年）：3.9%
室内設備：
・和室（8帖）
・集会室（44.2㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

多摩川の河原にほど近く、大通りから一本入
ったところにある、比較的新しい地区センタ
ー。内装も新しくて綺麗、外からのスロープ
も誰でもトイレも完備している。それなのに
使用率が低いのは勿体ない！もっと多くの人
に使ってもらいたい施設である。

　間取りは、広い集会室と 8畳の和室から
なる。続き間ではなく、小ぶりな和室が近
年のトレンドなのだろう。室内のガラスに
ステンドグラスを用いたり、和室に菱形の
小窓が設けられたりと、ちょっとお洒落な
内装を施しているところもポイント。

給湯室

新しさ ☆☆☆☆
ひろさ　 ☆☆
使われ度　　 ☆
わかりやすさ ☆☆
レア度 ☆☆☆
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大坂上中学校地区

35．東光寺東地区センター

目の前に、用水路と
畑が広がり、住宅街
であることを忘れそ
うな居心地の良さで
す。和室

和室

集会室

玄関

所在地：栄町 4-13-27
　　　　日野新町郵便局から北進
建物：　木造平家建て
建築年月：1990年 4月
稼働率（2018年）：10.1%
室内設備：
・和室 ×2部屋（18帖）
・集会室（33㎡）
申し込み方法：
　　管理者宅に受付箱あり

　すぐ目の前には用水路が流れていて、畑が
広がるのどかな雰囲気の中にある。歩行者し
か通れない用水路沿いの細い道を通ってアク
セスするのも、なんだか楽しい。暖かな日差
しの中でのんびりくつろぎたくなる地区セン
ターである。敷地にゆとりがあり、建物の前

がすこし広い庭のようになっているが、土
のままでとくに外構は施されていない。
　間取りは、洋室の集会室と和室の続き間
だが、廊下を挟んで部屋が左右に分かれて
独立しているので使いやすい。洋室の窓か
ら用水路と畑を見ることができる。

キッチン

新しさ ☆☆☆
ひろさ　 ☆☆☆
使われ度　　 ☆☆
わかりやすさ ☆☆☆
レア度 ☆☆☆☆
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日野第二中学校地区

36．豊田地区センター

目立たない地区セン
ターが多い中、自己
アピールが目立ち、
周辺からの認知度も
高そうです。 所在地：豊田 3-31-1

　　　　野田医院南西方向
建物：　木造平家建て
建築年月：2007年 4月
稼働率（2018年）：34.4%
室内設備：
・和室（16帖）
・集会室（61.3㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　地区センターに受付箱あり

　豊田駅から徒歩 5分程度の最寄りの地区
センター。玄関前には大きな半透明の雨よけ
がかかり、そこに大きく地区センターの名前
が書いてあるので、目立ってわかりやすい。
近くには日野中央図書館がある。
　洋室の集会室と和室１部屋という、少し新

しめの間取り。和室も畳が中央部分に敷い
てある以外は、基本的に洋風のしつらえで
ある。結構広々としていて、利用者がダン
スをする理由がよくわかる。隣の住宅に面
した側の窓を開けると近所迷惑になるため、
雨戸は締め切りの状態だ。

新しさ ☆☆☆☆
ひろさ　 ☆☆☆☆
使われ度　　 ☆☆☆☆
わかりやすさ ☆☆☆☆
レア度 ☆☆

和室

集会室

玄関

給湯室
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日野第二中学校地区

37．豊田下地区センター

建て替えられてもさ
り気なく佇んでい
る 2 代目の地区セン
ター。

和室

集会室

玄関

所在地：豊田 1-25-1
　　　　二小並び西側方向
建物：　軽量鉄骨造平家建て
建築年月：2003年 1月
稼働率（2018年）：17.1%
室内設備：
・和室（12帖）
・集会室（45.4㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　管理者（店舗）に受付箱あり

一度火事で焼けてしまったことがあり、現在
は2代目の建物。豊田用水と浅川との間の低
地帯にあり、近くにスーパーや老人ホームな
どがある。表通りから少し引っ込んだところ
に建っており、さり気なすぎて気がつきにく
いかもしれない。夏場は蚊が多いのに注意！

　間取りは、洋室の集会室と 12帖の和室で、
フスマで開放も可能。洋室、和室の窓の前
には樹木が生えており、窓から景色は見え
にくい。廊下の黄色いドアの色彩が目を引
く。玄関にはスロープが設置され、誰でも
トイレも完備されている。

給湯室

新しさ ☆☆☆☆
ひろさ　 ☆☆☆
使われ度　　 ☆☆☆
わかりやすさ ☆☆
レア度 ☆☆



78 79

日野第二中学校地区

38．豊田南地区センター

まだ新しい地区セン
ター。南の縁側から
は、浅川の河川敷ま
で見渡せそう。

集会室 1

玄関

所在地：豊田 2-11-2
　　　　豊田南地区 1号公園内
建物：　木造平家建て
建築年月： 2014 年 9月
稼働率（2018年）：43.8%
室内設備：
・集会室 ×2（63.8㎡、63.8㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　管理者（店舗）に直接申請

浅川の河川敷にある豊田南地区 1号公園内
に建つ地区センター。
建物が周囲に少なくて風通しが良く、外もグ
ラウンドの緑で清々しかった。地区センター
の外観は、明るいグレーが用いられた、現代
建築的デザイン。南側には軒下に縁側が設け

られている。
　洋室の集会室２部屋は、どちらもほぼ同
じ大きさ。可動壁で一体化させることも可
能。南に開いた縁側では、晴れの日はもち
ろん、雨の日でも軒が出ているので、外の
景色を眺めながらくつろげる。

キッチン

集会室 2

新しさ ☆☆☆☆
ひろさ　 ☆☆☆☆
使われ度　　 ☆☆☆☆
わかりやすさ ☆☆☆
レア度 ☆☆☆
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平山中学校地区

39．七生台地区センター

公共施設らしいガラ
ス張りの目立つ外観
が特徴。奥の大集会
室は地区センターの
中で最大級。

和室和室

集会室

ホール
所在地：平山 3-26-3
　　　　ひらやま児童館 2階
建物：　RC造 2階建て（2階部分）
　　　　児童館に併設
建築年月：1976年 3月
稼働率（2018年）：32.5%
室内設備：
・和室 ×2部屋（30帖）
・集会室 ×2部屋（91.3㎡、25㎡）
申し込み方法：
　併設の児童館受付で直接申請

　児童館と地区センターの複合施設で、ガラ
ス張りの吹き抜けエントランスが目立つRC
造の外観が特徴的である。１階は児童館で子
供達が遊んでいる。２階の地区センターは、
全地区センター最大の広さである。
　室内は、小さめの集会室と大ホール、２

部屋の和室（続き間）があり、それぞれ独
立した構造となっている。大ホールは 50人
くらいは収容でき、集会室の広さとしても
地区センター最大である。ピアノも置かれ、
ダンスの練習場となっている。和室も、フ
スマを開けると 30畳もの大広間になる。

給湯室集会室
新しさ ☆
ひろさ　 ☆☆☆☆
使われ度　　 ☆☆☆☆
わかりやすさ ☆☆☆
レア度 ☆☆☆
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大坂上中学校地区

40．西ヶ丘地区センター

半分シャッターの降
りた駐車場の上に、
まさかの地区セン
ター。

和室和室

集会室

玄関 所在地：新町 2-13-27
　　　　第三小南側階段下近く
建物：　木造 2階建て
建築年月：1973年 3月
稼働率（2018年）：13.2%
室内設備：
・和室（14帖）
・集会室（29.7㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　第三小学校の近く、三小通りから細い小道
の階段を下がっていくと、その途中に地区セ
ンターがある。が、道路の高さに車庫のある
普通の住宅にしか見えない。車が車庫に入り
きらず、シャッターに挟まれているのが目印。
　間取りはやはり量産型で、洋室の集会室と

和室の続き間が連続している。和室同士を繋
ぐフスマは撤去され、一室として使われてい
るようだ。訪れたとき、ちょうど活動をして
いた方に中を見せてもらうことができた。輪
投げ遊びに誘ってもらい、一緒にやってみた
が、意外と難しかった。

キッチン

新しさ ☆
ひろさ　 ☆☆
使われ度　　 ☆☆
わかりやすさ ☆
レア度 ☆☆
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日野第四中学校地区

41．西平山地区センター

2008 年にリニュー
アル。コンパクトに
見えるけど、卓球
だってできる広さ。

玄関

所在地：西平山 5-3-11
　　　　平山大踏切そば豊田団地内
建物：　木造平家建て
建築年月：2008年 3月
稼働率（2018年）：20.8%
室内設備：
・和室（10帖）
・集会室（37.7㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　周囲は西平山の住宅街で、浅川を挟んで八
王子市に接している。2008 年にリニューア
ルして、以前よりもコンパクトに収めている。
建物外観はシンプルで、実際の広さよりもよ
りコンパクトに見える。三角形の土地に長方
形の建物を建てたため、三角形の庭が 2カ

所発生したが、土が向きだしのままで、と
くに外構は整備されていない。
　室内は、洋室の集会室と 10 畳の和室と
いうシンプルな間取り。フスマを引き込む
と、一体化して大きな空間になる。集会室は、
卓球台が 2台置けるくらいの広さがある。

新しさ ☆☆☆☆
ひろさ　 ☆☆
使われ度　　 ☆☆☆
わかりやすさ ☆☆
レア度 ☆☆

和室集会室

キッチン
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大坂上中学校地区

42．東神明地区センター

中央公園の中にあっ
て、市役所からもす
ぐ近く。稼働率 No.1
の地区センターで
す！

集会室

玄関

所在地：神明 2-13-1
　　　　日野中央公園内
建物：　木造平家建て
建築年月：2008年 3月
稼働率（2018年）：54.3%
室内設備：
・集会室（66.2㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　地区センターに受付箱あり

日野中央公園の角地にあって、周囲は消防署
や公園、スーパーや薬屋、市役所などが近く、
どこからもアクセスが良い。そのためもあっ
てか、この地区センターの利用率は高く、稼
働率はNo.1 である。夜間はたまに空いてい
るので、利用の際はそこが狙い目！また、地
区センターだけでなく、日野市環境緑化協会

の建物にもなっている。
　間取りは、洋室の集会室のワンルーム。か
なり広めで、大人数での会議に対応できる。
給湯室が集会室のすぐ横にあって、使い勝手
は良さそう。車椅子用のトイレももちろん備
わっている。

給湯室

新しさ ☆☆☆☆
ひろさ　 ☆☆☆
使われ度　　 ☆☆☆☆
わかりやすさ ☆☆☆
レア度 ☆☆
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日野第四中学校地区

43．東宮下地区センター

多摩産材を使って、
内装も縁側もお洒落
にデザインされてま
す！集会室 2

玄関

所在地：東平山 3-11-20
　　　　東京電力変電所裏
建物：　木造 2階建て
建築年月：2016年 3月
稼働率（2018年）：23.0%
室内設備：
・集会室 ×2部屋（33.1㎡、33.1㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　地区センターに受付箱あり

　2016 年に建設された新しい地区センタ
ー。高圧線の鉄塔のすぐ横の土地に、片流れ
風の屋根をもった黒い建物は、まるでモデル
ハウスのよう。外周には L字型に広い縁側
が設けられ、とても落ち着く空間。外壁の丸
窓もアクセントとなっている。

　室内は、洋室の集会室が２部屋で可動間
仕切りで、開閉できるようになっている。
天井や縁側には多摩産材が用いられ、高い
天井の上部から光を取り入れた、印象的な
空間になっている。キッチンの小窓から集
会室が眺められるのもお洒落。

キッチン

集会室 1

新しさ ☆☆☆☆
ひろさ　 ☆☆☆
使われ度　　 ☆☆☆
わかりやすさ ☆☆☆
レア度 ☆☆☆☆
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日野第二中学校地区

44．日野台地区センター

とにかく広い！木造
の地区センターでは
最大の集会室です。
2 階も広々。

和室
集会室

玄関

所在地：日野台 4-17
　　　　日野台公園内
建物：　木造 2階建て
建築年月：1977年 1月
稼働率（2018年）：20.6%
室内設備：
・和室 ×2部屋（28.5 帖）
・集会室（69.8㎡）
申し込み方法：
　管理者（施設）に受付箱あり

　日野自動車に隣接する日野台公園の中に建
つ地区センター。木造戸建ての地区センター
としては、最大の広さをもつ。外から見るだ
けでも広そうな、赤い屋根が印象的な 2階
建ての建物で、目の前のフラットな公園もす
べて、広々とした庭のように見える。

１階は洋室の広々とした集会室、２階は
28.5 畳ある和室の続き間となっている。1
階の玄関横にもう一部屋和室があるようだ
が、施錠されていて確認できなかった。2階
には裏から出られる階段が付いている。非
常用のためふだんは使用禁止。

キッチン

和室

新しさ ☆
ひろさ　 ☆☆☆☆
使われ度　　 ☆☆☆
わかりやすさ ☆☆☆
レア度 ☆☆☆☆

1階 2階
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大坂上中学校地区

45．日野台一丁目地区センター

集会室の傾斜屋根の
ハイサイドライト

（高窓）から差し込
む光が印象的。

和室和室

集会室

玄関

所在地：日野台 1-1-40
　　　　日野台ハイツ南側
建物：　木造平家建て
建築年月：1981年 4月
稼働率（2018年）：8.7%
室内設備：
・和室（14帖）
・集会室（52.2㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　日野台の突端に建つランドマークのような
マンションの裏側の住宅街にある。片流れ屋
根とモルタル塗りの壁面で、一見RC造にも
見えるような外観が特徴。この地区センター
では、自治会リレーや花壇クラブのようなサ
ークルが活動しているらしく、室内には賞状
が飾られている。

　洋室の集会室と和室の続き間という、そ
れだけ見るとよくある間取りとなっている。
しかしその集会室は、片流れ屋根を反映し
た傾斜天井で、ハイサイドライト（高窓）
から差し込む光が印象的な空間である。他
の地区センターにはない独特の空間が楽し
める。

キッチン

新しさ ☆☆
ひろさ　 ☆☆☆☆
使われ度　　 ☆
わかりやすさ ☆☆
レア度 ☆☆☆
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大坂上中学校地区

46．日野台二丁目地区センター

斜めの道路に合わせ
てジグザグした形の
建物が特徴です。和室 和室

集会室

玄関

所在地：日野台 2-19-14
　　　　緑ヶ丘公園南東側
建物：　木造平家建て
建築年月：1987年 4月
稼働率（2018年）：20.5%
室内設備：
・和室（14帖）
・集会室（40.9㎡）
申し込み方法：
　地区センターに受付箱あり

　日野自動車のすぐ北側、丸い緑が丘公園の
ロータリーを中心にした閑静な住宅地の三角
形の土地に建つ地区センター。直角な交差点
側の外観はとくに変哲はないが、斜辺側は道
路に合わせてジグザクした形態が特徴的であ
る。

　洋室の集会室と和室の続き間という典型
的な間取りを、その凸凹した建物の形にう
まく収めている。室内にいると変形敷地で
あることが感じられない。収納スペースを
集会室の床にとっているのは、間取りをと
る際の苦労の跡かもしれない。

給湯室

新しさ ☆☆
ひろさ　 ☆☆☆
使われ度　　 ☆☆☆
わかりやすさ ☆☆
レア度 ☆☆


