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7.  施設一覧 

本書の対象となる施設を一覧で以下に示します。 

No 用途
掲載

ページ
施設名称 所在

1 庁舎 4-5 市役所本庁舎 日野市神明一丁目12番地の1 
2 生活・保健センター 日野市日野本町一丁目6番地の2 
3 防災情報センター 日野市神明一丁目11番地の16 
4 建築指導事務所 日野市神明二丁目12番地の3
5 男女平等推進センター「ふらっと」（多摩平の森ふれあい館） 日野市多摩平二丁目9番地 
6 支所・出張所 4-11 七生支所 日野市高幡128番地の5高幡SC2階 
7 豊田駅連絡所 日野市 多摩平二丁目 1番地の1 
8 小学校 4-15 日野第一小学校 日野市日野本町二丁目14番地の1 
9 日野第二小学校 日野市東豊田二丁目14番地の1 
10 日野第三小学校 日野市日野台二丁目1番地の1 
11 日野第四小学校 日野市大字石田430番地 
12 日野第五小学校 日野市多摩平六丁目21番地の1 
13 日野第六小学校 日野市多摩平三丁目21番地 
14 潤徳小学校 日野市高幡402番地
15 平山小学校 日野市平山四丁目8番地の6 
16 日野第八小学校 日野市三沢200番地
17 七生緑小学校 日野市百草896番地の1 
18 滝合小学校 日野市西平山二丁目3番地の3 
19 夢が丘小学校 日野市程久保一丁目14番地の2 
20 日野第七小学校 日野市神明三丁目2番地
21 南平小学校 日野市南平四丁目18番地の1 
22 旭が丘小学校 日野市旭が丘五丁目21番地の1 
23 東光寺小学校 日野市新町三丁目24番地の1 
24 仲田小学校 日野市日野本町六丁目1番地の74 
25 中学校 4-25 日野第一中学校 日野市日野本町七丁目7番地の1 
26 日野第二中学校 日野市多摩平四丁目5番地の2 
27 七生中学校 日野市南平六丁目7番地の1 
28 日野第三中学校 日野市程久保531番地の24 
29 日野第四中学校 日野市旭が丘二丁目42番地の1 
30 三沢中学校 日野市三沢一丁目17番地の4 
31 大坂上中学校 日野市大坂上四丁目17番地の1 
32 平山中学校 日野市平山四丁目21番地の3 
33 幼稚園 4-33 第二幼稚園 日野市平山四丁目5番地の3 
34 第三幼稚園 日野市日野本町二丁目14番地の1 
35 第四幼稚園 日野市大字石田431番地の6 
36 第五幼稚園 日野市三沢175番地の1 
37 第七幼稚園 日野市旭が丘二丁目42番地の5 
38 教育センター 4-39 教育センター 日野市程久保550番地 
39 保育園 4-42 とよだ保育園 日野市豊田四丁目10番地の3 
40 たかはた保育園 日野市高幡705番地
41 ひらやま保育園 日野市東平山一丁目7番地の13
42 みさわ保育園 日野市三沢242番地の1
43 たかはた台保育園 日野市程久保650番地
44 あさひがおか保育園 日野市旭が丘二丁目42番地の1
45 もぐさ台保育園 日野市百草1002番地の4
46 おおくぼ保育園 日野市大坂上四丁目10番地の2
47 しんさかした保育園 日野市新町三丁目17番地の4
48 みなみだいら保育園 日野市平山四丁目20番地の1
49 あらい保育園 日野市新井842番地の6
50 たまだいら保育園 日野市多摩平四丁目4番地の2
51 児童館 4-49 あさひがおか児童館 日野市旭丘二丁目42番地の5
52 ひらやま児童館 日野市平山三丁目26番地の3
53 さかえまち児童館 日野市栄町二丁目13番地の4
54 みさわ児童館 日野市三沢217番地の1
55 まんがんじ児童館 日野市万願寺四丁目20番地
56 たまだいら児童館ふれっしゅ 日野市多摩平二丁目9番地
57 みなみだいら児童館ぷらねっと 日野市南平六丁目9番地
58 もぐさだい児童館 日野市百草999番地
59 ひの児童館 日野市日野本町七丁目5番地の23
60 しんめい児童館 日野市神明三丁目10番地の4
61 学童クラブ 4-58 ふたば学童クラブ 日野市日野本町七丁目5番地の23
62 さくら第一学童クラブ 日野市多摩平三丁目21番地
63 さくら第二学童クラブ 日野市多摩平六丁目21番地
64 つくし学童クラブ 日野市平山三丁目26番地の3
65 夢が丘小学童クラブ 日野市程久保531番地の32
66 じゅんとく学童クラブ 日野市高幡402番地
67 たきあい学童クラブ 日野市西平山二丁目3番地の3
68 あさひがおか学童クラブ 日野市旭丘五丁目21番地の1
69 ひのだい学童クラブ 日野市日野台二丁目1番地の1
70 四小学童クラブ 日野市大字石田430番地
71 四小あおぞら学童クラブ 日野市大字石田430番地
72 八小学童クラブ 日野市三沢217番地の1
73 東光寺小学童クラブ 日野市新町三丁目24番地の1
74 二小いなほ学童クラブ 日野市東豊田二丁目13番地の2外
75 二小たんぽぽ学童クラブ 日野市東豊田二丁目13番地の2外
76 平山小学童クラブ 日野市平山四丁目8番地の6
77 七小学童クラブ 日野市神明三丁目2番地
78 七生緑小学童クラブ 日野市百草896番地の1
79 一小学童クラブ 日野市日野本町二丁目14番地の1
80 南平小学童クラブ 日野市南平四丁目18番地の1
81 万願寺学童クラブ 日野市万願寺五丁目14番地の4
82 しんめい学童クラブ 日野市神明三丁目10番地の4
83 三沢学童クラブ 日野市三沢一丁目17番地の2
84 旭が丘東学童クラブ 日野市旭丘二丁目1番地
85 五小学童クラブ 日野市多摩平六丁目21番地の1
86 たかはた学童クラブ 日野市高幡1011番地  



 7-2 

 

No 用途
掲載

ページ
施設名称 所在

87 その他子育て支援施設 4-68 子育てひろば程久保「あかいやね」 日野市程久保876番地の2 
88 子育てひろば平山「ぽっかぽか」（平山季重ふれあい館） 日野市平山五丁目18番地の2 
89 さんぽっぽひろば 日野市程久保531番地の33 
90 地域子ども家庭支援センター多摩平（多摩平の森ふれあい館） 日野市多摩平二丁目9番地 
91 子ども家庭支援センター（京王アンフィール高幡） 日野市高幡1009番地の4 
92 地域子ども家庭支援センター万願寺（万願寺タウンビル内） 日野市万願寺二丁目24番地の7 
93 0歳児ステーション「おむすび」（福祉支援センター） 日野市高幡1011番地 
94 駅前ミニ子育て応援施設「モグモグ」 日野市落川458番地の3
95 交流センター等 4-77 落川交流センター 日野市落川1400番地 
96 新町交流センター 日野市新町一丁目13番地の1外 
97 豊田駅北交流センター 日野市多摩平一丁目14番地の95 
98 東町交流センター 日野市大字日野1241番地の1
99 多摩平交流センター（多摩平の森ふれあい館） 日野市多摩平二丁目9番地 
100 平山交流センター（平山季重ふれあい館） 日野市平山五丁目18番地の2 
101 万願寺交流センター 日野市万願寺四丁目20番地の12 
102 南平駅西交流センター 日野市四丁目18番地の1 
103 東部会館 日野市石田一丁目11番地の1 
104 豊田南交流ハウス 日野市豊田四丁目29番地の8 
105 百草台コミュニティセンター 日野市百草999番地
106 （仮称）ひの市民活動支援センター 日野市大字日野1369番地の27 
107 西平山まちづくり事務所（西平山ふれあいハウス） 西平山三丁目29番地の17
108 平山台健康・市民支援センター 日野市平山二丁目1番地の1 
109 勤労・青年会館 日野市多摩平一丁目10番地の1
110 地区センター 4-90 新井地区センター 日野市石田二丁目4番地の6 
111 下町下河原地区センター 日野市大字日野579番地の2 
112 万願荘地区センター 日野市大字日野844番地の7 
113 谷仲山地区センター 日野市神明四丁目11番地の2 
114 大和田地区センター 日野市西平山五丁目41番地の14
115 多摩平三丁目地区センター 日野市多摩平三丁目29番地 
116 三沢地区センター 日野市三沢三丁目46番地の2 
117 第一日野万地区センター 日野市万願寺三丁目39番地の25 
118 多摩平中央公園地区センター 日野市多摩平四丁目2番地 
119 日野台地区センター 日野市日野台四丁目17番地
120 南平地区センター 日野市南平四丁目8番地の6 
121 第二武蔵野台地区センター 日野市程久保二丁目7番地の2 
122 旭が丘地区センター 日野市旭が丘五丁目1番地の1 
123 豊田下地区センター 日野市豊田一丁目25番地の1 
124 多摩平六丁目地区センター 日野市多摩平六丁目8番地の16 
125 田中地区センター 日野市南平八丁目19番地の6 
126 川北地区センター 日野市西平山一丁目23番地の4 
127 東光寺地区センター 日野市栄町五丁目16番地の9 
128 新東光寺地区センター 日野市栄町三丁目14番地の1 
129 鹿島台地区センター 日野市南平一丁目28番地の13 
130 大坂西地区センター 日野市大坂上一丁目17番地の10 
131 程久保地区センター 日野市程久保八丁目20番地の4 
132 西ヶ丘地区センター 日野市新町二丁目13番地の27 
133 第二日野万地区センター 日野市大字日野7773番地の509 
134 宮地区センター 日野市大字宮323番地の1 
135 西平山地区センター 日野市西平山五丁目3番地の11 
136 吹上地区センター 日野市東豊田三丁目18番地の3 
137 高幡地区センター 日野市高幡352番地 
138 三沢台地区センター 日野市三沢二丁目25番地の1 
139 七生台地区センター 日野市平山三丁目26番地の3 
140 大久保地区センター 日野市大坂上四丁目10番地の2 
141 南平西部地区センター 日野市南平六丁目12番地の113 
142 みなみが丘地区センター 日野市南平二丁目21番地の8 
143 滝合地区センター 日野市西平山二丁目4番地の17 
144 南百草地区センター 日野市百草819番地の44 
145 旭が丘東地区センター 日野市旭が丘二丁目14番地の2 
146 下田地区センター 日野市万願寺二丁目9番地の1 
147 宮南部地区センター 日野市万願寺六丁目7番地の1 
148 東宮下地区センター 日野市東平山三丁目11番地の20 
149 南平南部地区センター 日野市南平九丁目24番地の16 
150 日野台一丁目地区センター 日野市日野台一丁目1番地の40 
151 落川地区センター 日野市落川237番地の4 
152 旭が丘南地区センター 日野市旭が丘一丁目20番地の1 
153 日野台二丁目地区センター 日野市日野台二丁目19番地の14 
154 三沢東地区センター 日野市三沢一丁目17番地の2 
155 多摩平東地区センター 日野市多摩平七丁目5番地の12 
156 南平東地区センター 日野市三沢五丁目47番地の14 
157 多摩平一丁目地区センター 日野市多摩平一丁目14番地の95 
158 新川辺地区センター 日野市南平五丁目30番地の1 
159 平山苑地区センター 日野市平山六丁目18番地の2 
160 東光寺東地区センター 日野市栄町四丁目13番地の27 
161 三沢西地区センター 日野市三沢四丁目11番地の7 
162 金子橋地区センター 日野市日野本町二丁目10番地の21 
163 梅が丘地区センター 日野市三沢三丁目35番地の2 
164 見晴らし台地区センター 日野市南平八丁目11番地の47 
165 四ツ谷地区センター 日野市栄町一丁目41番地の11 
166 百草地区センター 日野市百草511番地 
167 新井わかたけ地区センター 日野市大字石田270番地 
168 上田地区センター 日野市大字川辺堀之内190番地先 
169 豊田地区センター 日野市豊田三丁目31番地の1
170 高幡市営住宅地区センター 日野市高幡864番地の11
171 栄町二丁目地区センター 日野市栄町二丁目13番地の4 
172 東神明地区センター 日野市神明二丁目13番地の1
173 落川都営住宅地区センター 日野市落川819番地のうち
174 神明橋地区センター 日野市神明三丁目10番地の4  
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No 用途
掲載

ページ
施設名称 所在

175 福祉センター等 4-104 中央福祉センター 日野市日野本町七丁目5番23　
176 湯沢福祉センター 日野市程久保873番地 
177 七生福祉センター 日野市三沢三丁目50番地の1 
178 高幡福祉センター 日野市高幡864番地の4 
179 福祉支援センター 日野市高幡1011番地
180 高齢福祉施設 4-110 南新井ふれあいサロン 日野市大字新井650番2　
181 障害福祉施設 4-114 つばさ・やまばと 日野市旭が丘二丁目42番地の5 
182 はくちょう 日野市日野台四丁目31番地の7 
183 希望の家 日野市旭が丘二丁目42番地の3 
184 その他福祉施設 4-119 シルバー人材センター 日野市日野本町二丁目4番地の7
185 保健施設 4-121 休日歯科応急診療所（福祉支援センター） 日野市高幡1011番地
186 平日準夜こども応急診療所（福祉支援センター） 日野市高幡1011番地
187 休日準夜診療所 日野市日野本町一丁目7番地の1
188 火葬場 4-126 市営火葬場 日野市多摩平三丁目28番地の8
189 市営住宅等 4-129 城址ヶ丘団地市営住宅 日野市西平山一丁目29番地の4、西平山一丁目26番地の7
190 向川原団地市営住宅 日野市南平五丁目30番地の1 
191 下田団地市営住宅 日野市石田二丁目12番地の4 
192 高幡団地市営住宅 日野市高幡864番地の11、高幡566番地
193 第一東光寺団地市営住宅 日野市栄町三丁目14番地の1 
194 長山団地市営住宅 日野市旭が丘二丁目42番地の4 
195 川原付団地市営住宅 日野市万願寺六丁目7番地の1 
196 第２かしの木ハイツ 日野市南平六丁目10番地の1
197 第３かしの木ハイツ 日野市神明一丁目3番地の22 
198 第４かしの木ハイツ 日野市高幡1027番地の1 
199 体育館等 4-136 南平体育館 日野市南平四丁目23番地の1 
200 日野市民プール 日野市大字川辺堀之内190番地先 
201 宿泊施設 4-141 八ヶ岳高原大成荘 山梨県北杜市高根町清里3545番地の1
202 市民会館等 4-144 日野市民会館 日野市神明一丁目12番地の1 
203 七生公会堂 日野市三沢三丁目50番地の1 
204 とよだ市民ギャラリー 日野市多摩平二丁目3番地の4
205 市民の森ふれあいホール 日野市日野本町六丁目1番地の3 
206 図書館 4-150 平山図書館（平山季重ふれあい館） 日野市平山五丁目18番地の2
207 中央図書館 日野市豊田二丁目49番地の2
208 日野図書館 日野市日野本町七丁目5番地の14
209 多摩平図書館（多摩平の森ふれあい館) 日野市多摩平二丁目9番地 
210 高幡図書館 日野市三沢四丁目1番地の12
211 百草図書館 日野市百草204番地の1
212 市政図書室 日野市神明一丁目12番地の1
213 公民館等 4-158 中央公民館 日野市日野本町七丁目5番地の23 
214 中央公民館高幡台分室 日野市程久保550番地　
215 歴史・資料館等 4-163 新選組のふるさと歴史館 日野市神明4丁目16番地の1 
216 日野宿本陣 日野市日野本町二丁目15番地の9 
217 郷土資料館 日野市程久保550番地　
218 日野宿交流館 日野市日野本町七丁目5番地の6
219 消防団詰所 4-168 消防団第一分団第一部詰所器具置場 日野市万願寺三丁目37番地の7 
220 消防団第一分団第二部詰所器具置場 日野市日野本町二丁目14番地の4の内 
221 消防団第一分団第三部詰所器具置場 日野市日野本町六丁目9番地の26 
222 消防団第一分団第四部詰所器具置場 日野市大字日野7773番地の585 
223 消防団第二分団第一部詰所器具置場 日野市日野本町四丁目16番地の18 
224 消防団第二分団第二部詰所器具置場 日野市日野本町四丁目4番地の12
225 消防団第二分団第三部詰所器具置場 日野市栄町二丁目13番地の4
226 消防団第二分団第四部詰所器具置場 日野市栄町五丁目20番地の25 
227 消防団第三分団第一部詰所器具置場 日野市日野台四丁目17番地の1 
228 消防団第三分団第二部詰所器具置場 日野市日野台二丁目33番地の2 
229 消防団第三分団第三部詰所器具置場 日野市多摩平六丁目1番地の15 
230 消防団第三分団第四部詰所器具置場 日野市大坂上三丁目11番地の1 
231 消防団第四分団第一部詰所器具置場 日野市大字川辺堀之内197番地の3の内 
232 消防団第四分団第二部詰所器具置場 日野市東豊田二丁目13番地の3 
233 消防団第五分団第一部詰所器具置場 日野市大字宮342番地の1の内 
234 消防団第五分団第二部詰所器具置場 日野市石田二丁目3番地の1　
235 消防団第六分団第一部詰所器具置場 日野市平山五丁目1番地の19
236 消防団第六分団第二部詰所器具置場 日野市西平山四丁目23番地の10の内
237 消防団第七分団第一部詰所器具置場 日野市高幡69番地の1
238 消防団第七分団第二部詰所器具置場 日野市南平四丁目9番地の44
239 消防団第七分団第三部詰所器具置場 日野市程久保八丁目15番地の1外
240 消防団第八分団第一部詰所器具置場 日野市三沢三丁目24番地の10の内
241 消防団第八分団第二部詰所器具置場 日野市百草2010番地
242 消防団第八分団第三部詰所器具置場 日野市百草857番地の3 
243 その他 4-176 環境情報センター 日野市日野本町一丁目6番地の3 
244 緑化センター 日野市神明二丁目13番地の1  
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