
96 97

平山中学校地区

47．平山苑地区センター

緑地と隣り合わせの
地区センター。奥に
続く階段を登ってい
くと、平山城址へ。

和室和室

集会室

玄関

所在地：平山 6-18-2
　　　　平山京王緑地北側
建物：　木造 2階建て
建築年月：1989年 4月
稼働率（2018年）：14.9%
室内設備：
・和室 ×2部屋（17.5 帖）
・集会室（49.6㎡）
申し込み方法：
　管理者（店舗）に直接申請

　平山城址公園に続く高台にある地区センタ
ー。道のどん詰まりからさらにひな壇のよう
に高くなっているところにあって、最後に階
段を上ってたどり着く。足が不自由な人には、
アクセスがけっこう大変だろう。緑地の中を
道路の奥に続く階段を上っていくと、平山城

址に向かうことができる。
　間取りは、洋室の集会室と和室の続き間
からなる量産型。集会室や和室の南側の窓
は、緑地が迫っているため、あまり明るく
ない。窓を開けておくと虫が入ってきそう
で、開けづらかった。

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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日野第三中学校地区

48．程久保地区センター

動物園の駅から住宅
地への急な坂道の途
中。ちょっと一休み
したくなる？和室

和室
集会室

玄関

所在地：程久保 8-20-4
　　　　神明神社北側
建物：　木造平家建て
建築年月：1973年 3月
稼働率（2018年）：10.2%
室内設備：
・和室（22.5 帖）
・集会室（28.9㎡）
申し込み方法：
　管理者（店舗）に直接申請

　多摩動物公園駅の北側、神明神社の緑地を
回り込んでいくように坂を上ると、急な坂道
の途中に地区センターが見えてくる。おそら
く神社の敷地内にあるようで、裏口からは神
社の境内に通じている。木に囲まれているの
で部屋の中は少しひんやりいている。とにか
く坂道の傾斜が急だったのが印象に残る。

　間取りは、洋室の集会室と和室の続き間
で、集会室と和室とは真ん中の廊下で隔てら
れて独立している。和室同士のフスマは取
り払われ、一部屋として使われている。洋
室には所狭しと机と椅子が並べられており、
ちょっと昔の学校の教室のようでもある。

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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日野第一中学校地区

49．万願荘地区センター

地元の人に愛される
地区センター。東京
オリンピックの記念
植樹碑があります。

和室

集会室

玄関

所在地：日野 844-7
　　　　日野第四小北を立川へ
　　　　2つ目十字路を左
建物：　木造平家建て
建築年月：：1980年 4月
稼働率（2018年）：22.4%
室内設備：
・和室 ×2部屋（16帖）
・集会室（49.6㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　比較的住人のコミュニティが残っている地
域と言われる、低層の住宅街。地区センター
の外観は一般の住宅と変わらず、周囲に溶け
込んでいる。自治会の会合や小イベント、お
祭りの打ち上げなど、地元の人々によく使わ
れ、愛されているようだ。普段使用している
人から、使い勝手の良さが評価されている。

　間取りは、中廊下型、集会室＋和室の続き
間、という量産型だが、集会室が板張りでは
なくカーペット敷きが特徴。和室と集会室の
間のフスマを開け放って、大勢の集まりにも
対応できる。庭には、東京オリンピックを記
念して植樹を行った碑が立っている。

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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三沢中学校地区

50．三沢地区センター

交通量の多い川崎街
道沿いに建つ地区セ
ンター。いずれ道路
の拡幅が予定されて
います。

和室和室

集会室
玄関

所在地：三沢 3-46-2
　　　　川崎街道百草団地入口
建物：　木造平家建て
建築年月：1968年 12月
稼働率（2018年）：12.7%
室内設備：
・和室 ×2部屋（14帖）
・集会室（44.6㎡）
申し込み方法：
　地区センターに受付箱あり

　交通量の多い川崎街道（北野街道）沿い、
さまざまな店舗やガソリンスタンドが建ち並
ぶ一角にある。周りの建物はほぼ 2階以上
なのに、ここだけ平屋建てなのは、むしろ目
を引く。隣家との距離が近く、音楽を流すと
きなどは音量に気をつけているとのこと。

　間取りは、洋室の集会室と和室の続き間と
いう量産型。建物が道路側から奥に向かって
広がっているので、外観から受ける印象より
も中は広く感じられる。川崎街道は道路拡幅
の計画があり、いずれ取り壊されてしまう運
命にあるようだ。

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

51．三沢台地区センター

てっぺん山公園の
中、木々に埋もれる
ようにひっそりと佇
んでいます。

和室

集会室

玄関

所在地：三沢 2-25-1
　　　　てっぺん山公園内
建物：　木造平家建て
建築年月：1975年 7月
稼働率（2018年）：18.7%
室内設備：
・和室（8帖）
・集会室（51㎡）
申し込み方法：
　管理者（店舗）に直接申請

川崎街道から少し丘に向かって登り始めたと
ころにある、てっぺん山公園の敷地内に地区
センターはある。公園は少し高台にあって、
目の前に妨げる建物が少ないため眺めが良
い。公園内の木々に隠れるように、ひっそり
と建物が建っている。

　間取りは、洋室の集会室と和室が一室ずつ、
それぞれ独立している。給湯室に向かう廊下
はかなり薄暗い。洋室にはたくさんの絵と写
真が飾られていた。和室のフスマのデザイン
がオシャレ。和室にはなぜか、勉強机と椅子
が一組置かれていた。

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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日野第三中学校地区

52．三沢西地区センター

建物のすぐ裏側は、
高幡不動尊の巡拝路
のある緑地に囲まれ
ています。

和室

和室

集会室

玄関

所在地：三沢 4-11-7
　　　　多摩丘陵自然公園南側
建物：　木造平家建て
建築年月：1991年 4月
稼働率（2018年）：0.9%
室内設備：
・和室（14帖）
・集会室（33㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　高台にある住宅地のどん詰まりの道路か
ら、さらに 10段ほど階段を上り、いかつい
門扉を開けたところに地区センターがある。
建物のすぐ裏は深い緑地帯で、高幡不動尊の
巡拝路がある多摩丘陵自然公園。少し孤立感
があるためか、稼働率が低いのは残念。

　洋室の集会室と和室の続き間が、玄関ホー
ルの両側に分かれて配置されている。部屋の
独立性が高いので、異なるグループが同時に
使っても気にならなそう。設備は比較的新し
く、部屋もキレイ。敷地をもっと有効活用で
きると良さそう。

キッチン

ホール

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

53．三沢東地区センター

京王線すぐ脇にある
敷地で、1 階からも
２階からも電車が見
えます！

和室

和室

集会室

玄関

所在地：三沢 1-17-2
　　　　三沢中テニスコート東隣
建物：　木造 2階建て
建築年月：1985年 9月
稼働率（2018年）：11.5%
室内設備：
・和室（14帖）
・集会室（29㎡）
申し込み方法：
　管理者（店舗）に直接申請

　京王線沿いで三沢中学校のすぐ隣、学童ク
ラブと同じ敷地にある地区センター。2階建
ての見た目は、ふつうの戸建て住宅のよう。
建物の裏側に、2階に上がる外階段があるの
が見える。線路脇なので、1階でも 2階でも、
窓からすぐそこを通る電車が見える。

　２階建てで、1階は洋室の集会室、２階
は和室の続き間になっている。集会室や玄
関の縦長スリット窓がオシャレ。階段の吹
き抜けからの見下ろしなど、こだわりのあ
るデザインが随所に感じられる。給湯室、
トイレが各階にあるのもポイント。

キッチン 給湯室

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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七生中学校地区

54．みなみが丘地区センター

４方向どこから見て
も家型の外観は、か
なり力の入ったデザ
インで、格好良さが
際立ってます。

和室和室

集会室

玄関

所在地：南平 2-21-8
　　　　みなみが丘公園隣り
建物：　木造平家建て
建築年月：1978年 6月
稼働率（2018年）：30.1%
室内設備：
・和室 ×2部屋（18帖）
・集会室（43.7㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　南平駅から少し上がった高台にある住宅地
の中、みなみが丘公園内に建つ。建物は、4
方向どこからみても五角形の家型に見えるよ
うにデザインされている。少し斜めに傾けた
外壁や公園に開いたパーゴラなど、彫りの深
い印象的な外観にデザインされている。

　洋室の集会室と和室の続き間という一般
的なタイプだが、集会室の造り付けの飾り
棚や正方形の窓など、印象的なデザインが
取り入れられている。南側の窓を開けると
公園側が一望でき、室内外のつながりが強
く意識された建物であると感じた。

キッチン

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



112 113

七生中学校地区

55．南平地区センター

外観からのイメージ
と、実際に室内に
入ったときのギャッ
プがポイント。

和室和室

集会室

玄関

所在地：南平 4-8-6
　　　　八坂神社隣り
建物：　木造平家建て
建築年月：1970年 3月
稼働率（2018年）：13.5%
室内設備：
・和室（16帖）
・集会室（44.6㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　北野街道から一本入ったところにある八坂
神社のすぐ手前にある地区センター。敷地は
神社の中のようだ。玄関は神社の境内側にあ
る。周りは建て詰まった住宅地だが、この一
角だけ大きな木が生えて、緑豊かである。夏
場はけっこう蚊が多かった。

　間取りは、中廊下型、集会室＋和室の続き
間、という量産型だが、洋室、和室の仕切り
を取り払ってオープンになっている。玄関か
ら和室を覗く丸い小窓がオシャレ。周囲は道
路側と神社側に開いているので、明るそう。
訪れたときは西日がよく入っていた。

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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七生中学校地区

56．南平西部地区センター

南平駅近の児童館の
１階にある地区セン
ター。こども達の声
が聞こえてきます。

和室和室

集会室

所在地：南平 6-12-113
　　　　みなみだいら児童館 1階
建物：　RC造 2階建て（1階部分）
建築年月：2005年 4月
稼働率（2018年）：14.5%
室内設備：
・和室 ×2部屋（22帖）
・集会室（68.6㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　併設児童館受付で直接申請

　南平駅からほど近いところにある、児童館
に併設された地区センター。用水路沿いの
RC造の角張った建物は分かりやすい。1階
の南西側に張り出した部分が地区センター。
児童館との境界はあまりはっきりしておら
ず、こどもたちが和室前の廊下で卓球を行っ
ていたりする。

　間取りは、広めの集会室と、2室の和室が
続き間になっている。どの部屋の窓も曇りガ
ラスになっていて、光は入って明るいが、外
の景色はわからない。廊下はやや無機質で、
公共施設か病院のよう。待合のようなイスが
並んでいた。

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

57．南平南部地区センター

広い庭のある、少し
懐かしい和洋折衷住
宅の趣きがありま
す。中はいつもキレ
イ！

和室 和室

集会室

玄関 所在地：南平 9-24-16
　　　　日鉱住宅地内砂層公園隣り
建物：　木造平家建て
建築年月：1982年 1月
稼働率（2018年）：11.8%
室内設備：
・和室 ×2部屋（16帖）
・集会室（49.7㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　南平駅から少し上がった住宅街の中にあ
る、けっこう広い庭をもった地区センター。
隣には砂層公園という公園がある。敷地はし
っかりフェンスと門で区画されている。門の
ところには公衆電話がある。
　洋室の集会室は、赤いカーペット敷きで、

かつての家の応接間を彷彿とさせる雰囲気。
集会室、和室の続き間とも庭に面し、大きな
窓から庭の緑がよく見える。管理がしっかり
していて、掃除も行き届いている。玄関前の
廊下で一部、床が浮いてブカブカしているの
で、使用の際はちょっと注意が必要。

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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日野第三中学校地区

58．南平東地区センター

崖に張り付くような形の地区センター。
地域のまちづくりの拠点となっています。

集会室

玄関

所在地：三沢 5-47-14
　　　　中程久保橋から南平方面へ
　　　　最後に右折
建物：　木造平家建て
建築年月：1985年 5月
稼働率（2018年）：16.4%
室内設備：
・集会室（31㎡）
申し込み方法：
　地区センター内の予約表に記入

　程久保から住宅街の坂を上がりきったあた
り、石垣の上に張り付くように建っている地
区センター。建物の裏は、多摩動物園から続
く緑地帯となっている。ここからの眺めはと
ても良い。たどり着くのが大変そうな場所に
思えたが、自治会の人だけでなく、市役所の
人を交えたまちづくりの会議が開かれ、地域

の拠点のような場所になっている。
　細長い形の建物で、洋室の集会室が一つだ
けのシンプルプラン。集会室も奥に長い形と
なっている。ちょっと広くなっている廊下が
事務スペースになっているようで、プリンタ
ーや書類などが置いてあった。

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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三沢中学校地区

59．南百草地区センター

敷地の庭と公園がひ
と続きで広々。街の
シンボルのような場
所に建っています。

和室和室

集会室

玄関 所在地：百草 819-44
　　　　観音堂公園隣り
建物：　木造平家建て
建築年月：1978年 9月
稼働率（2018年）：27.8%
室内設備：
・和室（14帖）
・集会室（59.6㎡）
申し込み方法：
　地区センターに受付箱あり

　百草園の南側に広がる計画的な分譲地。そ
の扇の要となるような位置に、この地区セン
ターがある。広い庭には青々と草が生え、接
している隣の公園と一体となって、より広々
と感じられる。まるで牧草地のような爽やか
な緑で、室内からみても綺麗だった。

　この地区センターも、中廊下型で洋室の集
会室と和室の続き間、という量産型の間取り。
和室のフスマは取り払われて、一室として使
われている。給湯室には餅つきの道具など。
外観は古いイメージだったが、中は綺麗で、
かなり気を遣って管理されているようだ。

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

60．見晴らし台地区センター

名前の通り見晴ら
し No.1 の地区セン
ター。どの部屋から
も街が見渡せます。集会室

玄関

所在地：南平 8-11-47
　　　　南平丘陵公園東隣り
建物：　木造 2階建て
建築年月：1997年 4月
稼働率（2018年）：22.4%
室内設備：
・和室（15帖）
・集会室（29.7㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　見晴らし台という名前の通り、見晴らしが
とても良い地区センター。高台の上にあって、
すぐ横は南平丘陵公園。地区センターの中で、
とにかく一番眺めが良いと思う。建物の裏側
にちょっとした広場があるので、地区センタ
ーを使わない人でも見晴らしが楽しめる。

　間取りは洋室の集会室と和室が一室ずつ。
間のフスマは取り外されていて、ほとんど
広々としたワンルームとなっている。集会室
の奥に、一段上がった舞台のような空間があ
る。部屋の大きな窓からの眺めが良く、日野
の一部を見渡すことができる。

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 ☆☆☆☆
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日野第一中学校地区

61．宮地区センター

２部屋だけのシンプ
ルプラン。路地側に
増築されたもう一部
屋は何だろう ?

集会室

玄関

所在地：宮 323-1
　　　　日野郵便局を万願寺方面へ
建物：　木造 2階建て
建築年月：1974年 3月
稼働率（2018年）：6.5%
室内設備：
・和室（10帖）
・集会室（33㎡）
申し込み方法：
　地区センターの予約表に記入

　まだ区画整理の進んでいない、住宅と畑が
混在する地域に建つ、ちょっと古めな外観の
地区センター。L字型の建物だが、飛び出し
た部分は増築であり、そこは地区センター以
外の用途で使用されているようだ。玄関横の
ホワイトボードで予約状況が確認できる。

　地区センターの間取りとしては、洋室の集
会室の奥に和室があり、フスマで仕切られて
いる。廊下はないので、集会室を通らないと
和室には行けない。和室の掃き出し窓は外に
面しておらず、半分収納となっており、もう
半分の向こうは増築された和室と思われる。

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 ☆☆
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三沢中学校地区

62．宮南部地区センター

角に建つ RC 造の四
角い建物は存在感抜
群。吹き抜けの照明
もお洒落です。

集会室

玄関

所在地：万願寺 6-7-1
　　　　淡水区東公園隣り
建物：　RC造 2階建て
建築年月：1980年 5月
稼働率（2018年）：9.5%
室内設備：
・和室（10帖）
・集会室（32.2㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に直接申請

　浅川の近く、3階建ての市営団地の建つ一
角に、小さな公園があり、その中にある地区
センターである。三角形の敷地の角に建つ
RC造の直方体の建物は、周りから見ても存
在感がある。建物に組み込まれたテラスが、
見る角度によって違う表情を表している。

　1階はカーペット敷きの集会室と水回り。
緑のカーペットは色が少しくすんでしまっ
ている。2階は 10 畳の和室と外部テラス。
吹き抜けから玄関を見下ろすことができる。
玄関や集会室など各所に使っている照明が
いちいち独特でお洒落。

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 ☆☆☆☆
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三沢中学校地区

63．百草地区センター

まだ新しくて綺麗な
地区センター。工夫
次第でいろんな使い
方に対応できます。

集会室 玄関

所在地：百草 511-4
　　　　京王百草園東側
建物：　軽量鉄骨造平家建て
建築年月：2006年 4月
稼働率（2018年）：7.0%
室内設備：
・和室（6帖）
・集会室（37.6㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　百草園の近く、周りを丘陵に囲まれた谷戸
のような地域の奥まった場所にある。まだ新
しくて室内外とも綺麗な地区センターであ
る。2つの自治会で使用しているので、管理
が難しい面があるという。
　間取りは、広めの洋室の集会室と 8畳の
和室。集会室は、アコーディオンカーテンで

2つに仕切って使えるようになっている。玄
関の出窓、廊下の造り付けの展示棚、壁の
折りたたみ棚など、随所に工夫が散りばめ
られている。廊下幅などもゆとりがあって、
車椅子でも十分使えそう。車椅子用トイレ
ももちろん完備している。

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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大坂上中学校地区

64．谷仲山地区センター

日野の台地と低地を
分ける崖線に建って
います。神社の社務
所のような佇まい。

集会室
玄関

所在地：神明 4-11-2
　　　　神明神社隣り
建物：　木造平家建て
建築年月：1991年 3月
稼働率（2018年）：17.5%
室内設備：
・和室（12帖）
・集会室（44.6㎡）
申し込み方法：
　管理者宅に受付箱あり

　日野の低地から市役所のほうに上がってい
く道のたもと、日野の台地の崖線に神明神社
がある。その神社の敷地内に地区センターが
ある。鳥居の脇を少しあがったところにある
横長の建物は、神社の社務所のようなたたず
まいとなっている。

　間取りは、手前に洋室の集会室、奥に 12
畳の和室とキッチンがある。集会室を通らな
いと和室に行けないので、異なるグループ同
士では使いにくいかも。集会室の隅にはなぜ
かポツンと冷蔵庫。建物の前は外部空間が広
いので、いろんな活用の仕方が考えられそう。

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 ☆☆
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大坂上中学校地区

65．四ッ谷地区センター

玄関側の窓を開ける
と、建物の間から中
央線が見えるんで
す。

和室

玄関

所在地：栄町 1-41-11
　　　　薬王寺北側
建物：　木造平家建て
建築年月：1997年 4月
稼働率（2018年）：15.1%
室内設備：
・和室（21帖）
・集会室（34.7㎡）
申し込み方法：
　管理者（業者）に受付箱あり

　中央線の線路の近くの住宅地にある地区セ
ンター。玄関側の窓を開けると、建物の間、
向かいの駐車場の向こうに中央線が走るのが
見える。平屋建ての建物で、玄関の上に地区
センターの木の看板が出ているのが目印にな
る。

　室内は、同じ大きさの二つの集会室が並び、
一つは洋室、もう一つは和室となっている。
2部屋の間は全面フスマで、開放できる。集
会室にはカラオケの機械あり。全体的に清潔
感があって使いやすそうだ。

キッチン

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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日野第一中学校地区

66．四ッ谷下東地区センター

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

コンパクトながら公
園に来た人も利用で
きる機能を備えた新
しい地区センター。

所在地：日野本町 5-23-1
　　　　四ツ谷下東公園内
建物：　木造平家建て
建築年月：2012年 2月
稼働率（2018年）：7.1%
室内設備：
・和室（14帖）
・集会室（23.1㎡）
・車椅子用トイレ有
申し込み方法：
　管理者宅に電話／直接に申請

　四ッ谷下東公園の敷地内に建つ、まだ新し
い地区センター。周りは、多摩川沿いの、き
れいに区画整理された住宅地である。けっこ
う広い公園は遊具や花壇があり、桜の季節は
とても綺麗とのこと。玄関には「水と緑の体
験施設」という看板も掲げられている。

　室内は、洋室の集会室と和室との続き間形
式で、個別には使いにくいように思う。どち
らも 14畳の広さがあるが、机が並んでいる
と以外と狭く感じる。公園側には、外から入
れる公衆トイレがあり、また軒下の園側は三
世代交流スペースと位置づけられ、公園と一
体の利用が意図されているようだ。

和室

玄関

給湯室

集会室
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・建設時期：
　最も古いものは 1965 年、最も新しいも
のは 2016 年に建設されています。10 年
刻みで見てみると、1970 年代に建設され
たものが最も多く 21施設。全体の 1/3 以
上にあたる 25 施設は、1970 年代以前に
建てられていることになり、全体にけっこ
う古いものが多いという印象につながって
います。いっぽうで 2000 年代以降も 16
施設建てられており、少しずつ更新が進め
られています。

（表1）建設時期ごとの施設数
1960
年代

1970
年代

1980
年代

1990
年代

2000
年代

2010
年代

4 21 12 13 13 3

・広さ・間取り：
　集会室・和室の合計の広さから見ると、
最も小さいものは、集会室が一つだけの
23㎡。最も大きいものは、児童館と併設さ
れた施設で 165㎡あります。全体の半分は
50㎡～ 70㎡に集中しています。
　典型的な間取りは、和室の続き間（6畳
＋ 8畳くらい）と大きな集会室という組み
合わせで、全体の半分が当てはまります。
（実際は、続き間の襖を撤去して、大きな
1室の和室として使っているものが多いで
す。）次に、和室 1室と集会室の組み合わ
せで、全体の 1/3 弱。ほとんどは、このど
ちらかのタイプに当てはまると言えます。
最近建設されたものは、洋室の集会室をメ
インとしており、和室がある場合でも 1室
の小さなものにする傾向があるようです。

（表2）集会室の広さごとの施設数
40㎡
以下

40～
60㎡

60～
80㎡

80～
100㎡

100㎡
以上

4 26 24 5 7

大坂上中地区 14 第一中地区 9
三沢中地区 13

第三中地区 4平山中地区 4

第二中地区 6

七生中地区 8

第四中地区 8

日野市の地区センターを全体的に見てみると…

・立地
　日野市を 8つの中学校区に分けてみると、
地域ごとに施設数のばらつきが見られます。
平山中地区と七生地区は、60 年代・70 年
代に建設された地区センターの割合が高く、
更新がやや進んでいない状況に見えます。

・使われる頻度（稼働率）：
　施設の予約状況からみた、稼働率のデー
タを見てみると、最も稼働率の高い施設で
は 50%を超えており、空いていない日の
ほうが少ないくらい頻度高く使用されてい
ます。いっぽう最も稼働率の低い施設は
0.9%。1年で数日しか予約が入っていない
状況と思われます。
　稼働率の高さをみると、必ずしも新しく
て綺麗なものがよく使われているとも限り
ません。少し古いものでも、手入れがきち
んとされ管理が行き届いているものは、よ
く使われていると言えるでしょう。また、
面積の大きいものは比較的稼働率が高いよ
うですが、小さいものは使われにくいとい
うわけでもありません。周辺地域の地域性
や立地の良さ、周りの人たちからの認知度
の高さなど、さまざまな要因が影響してい
るのでしょう。

地区センターを使ってみよう

　いつでも誰でも立ち寄れる地区センターもありますが、基本的には部屋を予約して、鍵を
借りて使います。予約の仕方は地区センターによって異なります。

・地区センターに常駐する管理者に申し込む
・地区センターに備えた予約表に書き込む
・管理を委託されたお店などに行って申し込む
・管理を委託されたお宅に電話したり直接行って申し込む

予約表や申請書を提出する受付ボックスが置かれることも多いです。
　具体的には、日野市の地域協働課や企業公社に連絡して、申し込み
方法や鍵の受け渡しの仕方など、確認してください。

　スケジュールが空いていれば、日野市在住の人であればだれでも利用することができま
す。（ただし、日野市以外の方の場合、日野市民が主催するグループで、構成員の半数以上
が日野市民であれば申し込むことが出来ます。日野市以外にお住いの方が予約された場合、
料金が発生する場合があります。）
　自治会の会合やサークル活動、教室や地域のイベントの開催、友人とのおしゃべり、卓球
をしにいく、などなど、いろんな使い方ができます。使い終わった後の管理に気をつけて、
気軽に、自由に利用してみてはいかがでしょうか。

もっとこんな使い方もできるかも？

・みんなで集まって楽しくパーティ
・近所の人が誰でもこられる地域サロン
・お茶などを準備してコミュニティカフェ
・こどもたちに開放して、勉強や遊びを教える場
・本棚と本をたくさん置いてマイクロライブラリ
・ヨガや体操教室を開いて運動不足解消
・みんなで内装リフォーム・リノベーションして
お洒落なたまり場づくり
・せっかく市内に 66カ所もあるので、それらを
全部使って一斉にイベントを開いても楽しいかも

　まだまだいろんなアイデアがありそうです。稼働率
が低いままの施設はもったいない。みんなでアイデア
を持ち寄って、街の中にたくさん楽しい場所が増える
と、日野市が今よりもっと住みたくなる街になるかも
しれません。
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あとがき…

　地区センター図鑑を見ていただきありがとうございます。
　大学に入学してから日野に住んでいましたが、３年生の時にゼミで日野巡りをして、日野っ
てのどかだなと思いました。そして４年生になり、先生から「地区センター」を卒業研究のテー
マとしてやらないか？と言われたのが調べるきっかけで、地域懇談会に参加したり、ワーキン
ググループで一緒に活動させていただきました。
　地区センターを 66箇所回ると決めたときは、自分の中でも回れるのか？と疑っていました。
実際に回ってみると、とにかく大変なことがいろいろとありました。
　地区センターを回り始める前に、まず予約しなければならず、各地区センターの予約場所に
2回、3回と行くのは大変でした。鍵の管理者の方のお宅に行くのも、何か悪いことをしてい
るようでいつも緊張でした。地区センターに行けたときも、誰もいない暗い家は怖くて、毎回
玄関前で勇気を振り絞ってビクビクしながら地区センターを回っていました。怖すぎて入れな
いときは、予約を取り直して、再度友人と一緒に行ってもらったこともありました。
　あるときは、予約した時間通りに行ったはずなのに、地区センターの中に人がいる !? こと
や、玄関の鍵が閉まらない !! こと、予約票がない ?! など、たくさんハプニングはありましたが、
いい思い出です。地区センターを通して、日野の方の温かさや、普段見ない日野を見ることが
できた気がしました。
　地域懇談会では、地域の居場所について、住人の方々とグループディスカッションを行う機
会を得、そこから、「みんなの居場所プロジェクト」にも参加するようになりました。地区セ
ンターを一緒に回ったり、イベントにも参加させていただきました。
　日野市の協働課の方々にも大変お世話になりました。地区センターについての資料や情報を
提供していただいたり、わからないことなど１つ１つ丁寧に教えてくださり、本当に心強かっ
たです。このような機会を作ってくださった日野市の職員の方々に本当に感謝です。お陰で図
鑑という形にまとめることができたと思います。
　日野市大好きです。本当にありがとうございました。

2020 年 3月　根目沢ひかる

女子大生が全部まわった
地区センター図鑑
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