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1 国の動き                                                 

○中央教育審議会答申「生涯教育について」（昭和 56年 6月） 

・生涯学習について 

人々は、自己の充実・啓発や生活の向上のため、適切かつ豊かな学習の機会を求めており、これらの

学習は各人がその自発的意思に基づいて行うことを基本とし、必要に応じ自己に適した手段・方法を

自ら選んで生涯を通じて行うものであり、生涯学習と呼ぶにふさわしい。 

・生涯教育について 

この生涯学習のために、自ら学習する意欲と能力を養い、社会の様々な教育機能を相互の関連性を

考慮しつつ総合的に整備充実しようとするのが生涯教育の考え方である。言い換えれば、生涯教育と

は、国民の一人一人が充実した人生を送ることを目指して生涯にわたって行う学習を助けるために、教

育制度全体がその上に打ち立てられるべき基本的な理念である。 

 

○中央教育審議会答申「生涯学習の基盤整備について」（平成 2年 1月） 

・乳幼児期から高齢期に至る生涯教育に関する課題及び基本的な施策の方向を示す。 

・所得水準の向上、自由時間の増大、高齢化の進行等に伴い、学習自体に生きがいを見いだすなど

人々の学習意欲が高まっている。科学技術の高度化や情報化・国際化の進展により、絶えず新たな知

識・技術を習得する必要が生じている。特に今後は、産業構造や就業構造の急激な変化、さらには、

本格的な高齢化社会の到来を背景に、人々の学習需要は一層高度かつ多様なものとなるであろう。 

・生涯学習を全体として振興していくためには、本答申で提言する施策を推進するとともに、学校教育、社

会教育をはじめとするあらゆる学習機会を相互の関連性を考慮しつつ総合的に整備充実していくこと

が必要。 

 

○生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（通称：生涯学習振興法）の制定 

（平成 2年 6月） 

・生涯学習の振興に資するための都道府県の事業に関しその推進体制の整備その他の必要な事項を定

める。 

・都道府県について、生涯学習推進体制の整備を図り、事業を一体的かつ効果的に実施するよう努める。

生涯学習振興基本構想を作成することができる。 

・市町村は生涯学習振興に資するため、関係機関及び関係団体等との連携協力体制の整備に努めるも

のとする。 
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○教育基本法の改正（平成 18年 12月） 

・教育を取り巻く環境の変化に対応するため、約 60年ぶりに全面的に改正。 

・新たに教育に関する基本的な理念として、「生涯学習の理念（第３条） 国民一人一人が、自己の人格を

磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において

学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない」が

盛り込まれた。 

・「家庭教育」（第 10条）、「幼児期の教育」（第 11条）、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」

（第 13条）、「教育振興基本計画」（第 17条）などが新しく規定された。 

・「義務教育」（第５条）、「学校教育」（第６条）、「社会教育」（第 12条）などが見直された。 

 

○教育関連法案の改正（平成 19年 6月） 

教育基本法の改正を受けて、関連法案も改正。以下、生涯学習関連の改正ポイント。 

≪学校教育法≫ 

・学校は、保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの人々との連携協力を

推進するため、学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供すること。 

≪地方教育行政の組織及び運営に関する法律≫ 

・スポーツ・文化（学校体育・文化財を除く）に関する事務が、条例で定めることにより、首長の管理・執

行できる事務とされたこと。 

 

○中央教育審議会答申 

「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を目指して～」 

（平成 20年 2月） 

改正された教育基本法を踏まえ、「各個人が、自らのニーズに基づき学習した成果を社会に還元し、社

会全体の持続的な教育力の向上に貢献するといった『知の循環型社会』を構築することは、持続可能

な社会の基盤となり、その構築にも貢献するものと考えられる。」と述べている。 

・現 状  

社会の激しい変化に対応していくためには、総合的な「知」（課題を見つけ考える力・柔軟な思考力・知識や技

能を活用して複雑な課題を解決する力・他者との関係を築く力・豊かな人間性など）が必要とされ、あわせて自立

した個人や地域社会の形成、持続可能な社会の構築が求められるなど、生涯学習振興の必要性が高まってい

る。 

・課 題 

次代を担う子供たちに必要とされる「生きる力」は、学校教育だけではなく、実社会における多様な体験等と相

まって育まれるものであることから、学校の内外で育まれるよう、また、成人にあっても社会の変化や要請に対応す

るための総合的な力を身につけていけるよう、生涯にわたって学習を継続でき、その成果を生かせる環境が必要

となっている。 

 

 



 
52 

 

 

・施策の方向 

①「個人の要望」を踏まえつつ、「社会の要請」を重視し、学ぶ意欲を支え、生涯を通じた学習の支援を

行う。 

②学校・家庭・地域が連携するための仕組みをつくり、社会全体の教育力の向上を図る。 

 

○学習指導要領の改訂（平成 20年 3月） 

新学習指導要領は、小学校が平成 23年度、中学校が平成 24年度に全面的に実施。これまでより一層

子供たちの「生きる力」の育成を目指すこととされている。 

 

○社会教育関連法案の改正（平成 20年 6月） 

教育基本法の改正を受けて、「社会教育法」「図書館法」「博物館法」も改正。以下主な改正点。 

①社会教育行政は、国民に必要な学習の機会の提供や奨励を行い、生涯学習振興に寄与することや、

学校・家庭・地域住民その他の関係者相互間の連携協力の促進に努めること≪社会教育法≫≪図

書館法≫≪博物館法≫ 

②市町村の教育委員会の事務に、学習の成果を活用して活動の機会を提供する事業の実施及び奨

励などの事務が追加されたこと≪社会教育法≫ 

③社会教育関係団体に補助金を交付する場合、社会教育委員の会議以外の合議制の機関でも意見

聴取できること≪社会教育法≫ 

④公民館・図書館・博物館は、運営状況について評価・改善を図るために必要な措置を行い、その情

報を積極的に公表すること≪社会教育法≫≪図書館法≫≪博物館法≫ 

 

○第 1期 第 2期 教育振興基本計画の策定（平成 20年 7月・平成 25年 6月） 

教育基本法に示された教育の理念の実現に向けて、すべての子供に義務教育修了後までに自立し

て社会で生きていく基礎を育てるなど、10年先を見据えた５年間（平成 20年度から平成 24年度）の総

合的・計画的に取り組むべき施策を提示。教育基本法では、地方公共団体にも教育の振興のための

施策に関して、基本的な計画を策定するよう努めることが定められている。 

    平成 23年 6月に文部科学大臣から中央教育審議会に第 2期計画策定について諮問が行われ、平

成 25年 4月に「第 2期教育振興計画について（答申）が取りまとめられ、同年 6月に閣議決定された。 

第 1部で総論として我が国における今後の教育の全体像、第 2部は各論として今後 5年間に実施すべ

き教育上の方策、第 3 部では施策の総合的かつ計画的な推進のために必要な事項が記載されてい

る。 

（４つのビジョン） 

    １ 社会を生き抜く力の養成 

    ２ 未来へ飛躍を実現する人材の養成 

    ３ 学びのセーフティーネットの構築 

    ４ 絆づくりと活力あるコミュニティの形成 
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○子ども・若者育成支援推進法の制定（平成 21年 7月） 

子供・若者が健やかに育ち、円滑に社会生活を営むことができるよう、基本理念や基本的・総合的な支

援や取り組みが定められた。地方公共団体は、子供や若者の状況に応じた施策を策定し実施しなければ

ならないとされ、「子供・若者支援地域協議会」の設置などが努力義務とされている。 

 

○子ども・若者ビジョンの策定（平成 22年 7月） 

子供・若者育成支援推進法の制定を受けて、子供・若者の育成にかかる施策を推進するために策定。

子供・若者の健やかな成長とその家族を支援し、社会全体で支えるための環境を整備していくため、基本

的な施策の方向と具体的な施策が掲げられている。 

 

○今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方（平成 23年 1月） 

中央教育審議会が「若者の社会的・職業的自立」や「学校から社会・職業への移行」をめぐる様々な課

題を受けて、社会全体で対応することを踏まえつつ、学校教育におけるキャリア教育・職業教育の重要性

と生涯学習の観点に立ったキャリア形成への支援について、答申を行った。 

 

○スポーツ基本法の制定（平成 23年 6月） 

スポーツを取り巻く環境や認識の変化に対応するため、スポーツ振興法が約 50年ぶりに全面的に改正

され、基本理念や新しいスポーツ政策の基本となる事項が定められた。 

 

○第 6期中央教育審議会 生涯学習分科会における議論の整理（平成 25年 1月） 

・社会教育行政は、社会のあらゆる場で地域住民同士が学びあい、教えあう相互学習等が活発に行われ

るよう環境を醸成する役割を一層果たしていくことが必要。 

・従来の「自前主義」から脱却し、首長部局・大学等・民間団体・企業等とも自ら積極的に効果的な連携を

仕掛け、地域住民も一体となって協働を進めていく、ネットワーク型行政の推進を通じた社会教育行政

の再構築を行っていくことが必要。 

・具体的方策 

  ①絆づくりと活力あるコミュニティの形成に向けた学習活動や体制づくりの推進 

  ②現代的・社会的課題に対応した学習機会及びライフステージに応じた学習機会に充実 

  ③社会生活を円滑に営む上で困難を有する者への学習機会の充実 

  ④学習の質保証・向上と学習成果の評価・活用の推進 

  ⑤生涯学習・社会教育の推進を支える基盤の整備 

 

○中央教育審議会答申 「今後の地方教育行政の在り方について」（平成 25年 12月） 

・教育再生会議においてまとめられた「教育委員会等の在り方について（第二次提言）」において、「合議 

 制の執行機関である教育委員会、その代表者である委員長、事務の統括者である教育長の間で責任   

 の所在の不明確さ、教育委員会の審議等の形骸化、危機管理能力の不足」といった課題が指摘され、

地方教育行政の責任者を教育長とすることを柱とする改革が提言された。 
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・①教育長及び教育委員会の権限と責任の明確化 ②政治的中立性、継続性・安定性の確保③首長の

責任の明確化、の視点から制度改正の検討。 

・その中で学校と教育行政、保護者・地域住民との関係の在り方について、社会総がかりで学校教育の

質を高めることが重要と提言している。 

 

2 東京都の動き                                             

○地域教育プラットホーム構想（平成 17年 1月） 

東京都生涯学習審議会の答申において、社会教育施策の重点を「子供・若者」に置きながら、学校教

育と社会教育との連携・融合の視点に立ち、学校・家庭・地域が協働する仕組みづくりとして提案。「家庭

教育支援施策」「学校教育支援施策」「学校外教育施策」の３方向からの施策の展開が掲げられている。 

 

○乳幼児期からの子供の発達を地域で支えるための教育環境づくりの在り方について（平成 19年 12月） 

平成 18 年度から東京都教育委員会が実施している、子供の生活習慣の乱れを改善し、確かな学力や

体力の基となる望ましい生活習慣を確立するための「子供の生活習慣確立プロジェクト」を踏まえ、東京都

生涯学習審議会が、乳幼児期における教育のあり方に焦点を置き、乳幼児期からの子供の発達を支える

ための施策について答申。 

 

○東京都教育ビジョン（第 2次・第 3次）の策定（平成 20年 5月・平成 25年 4月） 

東京都が目指すこれからの教育の柱として、「社会全体で子供の教育に取り組む」ことと、「生きる力を

はぐくむ教育を推進する」ことを掲げ、今後５年間に取り組むべき重点施策とその実現に向けた具体的な

推進計画を提示。次の３つの視点により施策を展開。 

①家庭や地域の教育力の向上を支援する 

②教育の質の向上・教育環境の整備を推進する 

③子供・若者の未来を応援する 

 

   第 3 次ビジョンでは「社会全体で子供の知・徳・体を育み、グローバル化の進展など変化の激しい時代

における自ら学び考え行動する力や社会の発展に主体的に貢献する力を養う」ことを基本理念として、平

成 25 年度から 5 年間を中心に、東京都が今後中長期的に取り組むべき教育の基本的な 10 の方向性と

23の主要事業が示されている。 

  

○東京都における「地域教育」を振興するための教育行政の在り方について（平成 20年 12月） 

東京都生涯学習審議会の答申。教育基本法第 13 条「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」

を踏まえ、地域の特性に応じて多様な教育活動を展開するために「地域教育」を振興する視点に立った

諸施策の考え方を提案。地域・社会全体で教育力の向上を図ることを目標に、学校教育と社会教育とい

った従来の教育行政の枠組みを超え、「地域」を舞台に横断的な施策を展開していくこととしている。 
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役職 氏名 選出区分 

議長 大杉 宏光 社会教育の関係者 

副議長 山口 徹雄 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

委員 鈴木 直美 社会教育の関係者 

委員 秋山 讓児 学校教育の関係者 

委員 能瀨 廉英 学識経験のある者 

委員 土屋 和子 社会教育の関係者 

委員 古宮 キヨ子 学校教育の関係者 

委員 赤川 千賀子 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

委員 影山 輝國 学識経験のある者 

委員 宮崎 寛康 社会教育の関係者 

（任期）平成 24 年 5 月 1 日～平成 26 年 4 月 30 日 

 

 

 

 

 

 

 

役職 氏名 選出区分 

議長 大杉 宏光 社会教育の関係者 

副議長 山口 徹雄 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

委員 鈴木 直美 社会教育の関係者 

委員 能瀨 廉英 学識経験者 

委員 土屋 和子 社会教育の関係者 

委員 古宮 キヨ子 学校教育の関係者 

委員 赤川 千賀子 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

委員 影山 輝國 学識経験者 

委員 宮崎 寛康 社会教育の関係者 

委員 星野 美智代 公募による市民 

（任期）平成 26 年 5 月 1 日～平成 28 年 4 月 30 日 
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日教生第２５９号 

平成 23年７月７日 

日野市社会教育委員の会議 

議長 荻野治雄 様 

日野市教育委員会 

教育長 米田裕治 

 

日野市社会教育委員の会議への諮問について 

 

次の事項について諮問します。 

 

諮問事項 

日野市生涯学習推進計画策定に当たっての重点事項について 

 

諮問理由 

地方自治のあり方が大きく変わろうとしています。「日本国憲法の理念の下に、住民に身

近な行政は、地方公共団体が自为的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が

自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」と

銘打ち地域为権改革が図られつつあります。 

 

自らのまちは自らがつくるということです。くしくも本年、当市の市政テーマは「自治に

親しみ 自治を楽しむ」です。 

自治をつかさどる为役である市民の学習をどう保障し、どう支援していくかは大きな行政

課題であります。 

 

日野市教育委員会では、市民の学びの創出を図るために、平成１３年に日野市生涯学習推

進計画「きらり日
ひ

野人
の び と

学びプラン」を策定しました。それから10年を経過し、ここに新たに

生涯を通じた学びや育ちの環境づくりを目指して、生涯学習推進計画を策定するものです。 

このような状況を踏まえ、生涯を通した学びや学び合いにより、人が育ち、自治・協働の

まちづくりが図られ、そしてだれでもが幸福を希求し、民为的で文化的社会の形成につなが

る生涯学習社会の構築を目指した計画の策定が必要と考えます。そのために、ここに策定に

あたっての視点、および重要事項を含めた基本的あり方について諮問するものです。 
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           平成２４年３月８日 

日野市教育委員会 

教育長 米 田 裕 治 様 

 

               日野市社会教育委員の会議 

               議長 荻 野  治 雄 

 

 

日野市生涯学習推進計画策定に当たっての 

重点事項について（答申）  

 

 

 

平成１３年に策定された「日野市生涯学習推進計画」は１０年を経過しました。新たに生涯

学習計画を策定するにあたり、その視点及び重要事項を含む基本的なあり方について教育長

より諮問がありました。 

社会教育委員の会議は諮問事項につき検討を重ねてまいりましたが、ここに、以下のとおり

答申いたします。 
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はじめに 

これからの１０年間を展望すると、科学技術の進展、高度情報化、国際化、環境問題への対

応等、社会の急激な変化に対応するための学習の必要性がさらに増すことは自明です。一方、

「ものの豊かさ」よりも「心の豊かさ」を求めて自ら学習しようとする人も増加していきま

す。このような環境の中で、行政には、市民が生涯にわたって学習する機会を担保すること

によって、多様な価値観と生き方を互いに認めあい、一人ひとりの生き方を大切にする生涯

学習社会の実現を図る必要が強く求められています。 

 生涯学習推進計画の策定に当っては本答申の趣旨を十分に踏まえ、可能な限り具現化した

内容とされるよう、また平成１３年策定の生涯学習推進計画の進捗状況について綿密な評価

を行い、その結果をこのたびの推進計画策定に反映させるよう要望いたします。 

 

 

A 計画策定にあたって留意すべき事項 

生涯学習に関連する以下の事項に留意して、計画を策定すべきであると考えます。 

 

A.1 生涯学習の動向 

①自治・協働への志向 

②社会貢献への志向 

③世代に即した、きめ細かい学習機会の提供 

 

A.2 社会の変化 

①ＩＴ社会 

②国際化 

③少子高齢化 

④無縁化 

⑤男女共同参画 

 

A.3 日野市の特徴 

①自然 

②文化・歴史・行事 

③市民と諸団体  

④既存施設 

 

A.4 日野市の動向 

①人口動態 

②企業の転出 

③財政状況 
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A.5 市民および社会のニーズ 

①健康への関心の高まり 

②子育て支援への取り組みの強化 

③大地震への備え 

 

 

B 重視すべき考え方  

以下の考え方を重視した計画を策定すべきであると考えます。 

 

B.1 人を繋ぎ、地域を豊かにする  

①連帯感・共助意識の醸成 

②異世代間の交流 

③日野らしさ、ふるさと意識 

④自治の促進 

 

B.2 連携と協働を進め、潜在資源の活用を図る 

①民間施設も含めた既存施設の転用・共用 

②企業・ＮＰＯ・各種団体・学校等（幼保小中高大）との連携と協働 

③市長部局、他の公共団体等との連携と協働    

 

B.3 学びを促進し発展させる 

①学ぶ機会の情報提供 

②成果発表の場の提供 

③学びと行動の循環 

④地域活動につながる学び 

 

B.4 人を大切にする 

①ニーズを察知し応えていく姿勢 

②弱者・社会的少数者への配慮 

③施設偏在などの地域的不均衡への対応 

④多様な価値観と生き方の尊重 

⑤平和と人権の尊重 

 

C 計画の実現性を高める工夫 

計画の実現性を高めるため、念入りな工夫が必要です。 
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C.1 計画の目的を明確にする 

①学び続ける市民像の提示 

②年齢層ごとの生涯学習モデルの作成 

 

C.2 理解しやすいものにする 

①分かりやすい表現 

②適度な分量 

 

C.3 進捗を検証する仕組みをつくる 

①進捗度の把握 

②計画の調整 

 

C.4 生涯学習全般の所管課を定める 

①行政の枠組みを超えて、民間サービスも含めた生涯学習を全体として把握し調整 

する必要 

 

D 施設に関して 

 

D.1 財政状況を踏まえた発想の転換 

①民間資金の活用 

②民間の開発事業等を利用した施設整備 

③サポーター制度や寄付制度の活用 

 

D.2 維持補修 

①既存施設の維持補修計画策定 

②災害時の避難場所という観点からの施設の検討 

 

D.3 運営 

①社会教育施設の運営を民間委託することについては、慎重な検討が必要 

 

 

E 計画策定の進め方 

計画策定の進め方として、以下の点に留意すべきであると考えます。 

 

①それぞれの分野に精通している人を検討委員に加える 

②中間報告を関連組織に提示する 

③専門家への丸投げをしない 

以上 
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第２７期社会教育委員 

氏 名   選任区分   所 属 等 

秋山 譲児 学校教育関係者 日野市立平山中学校 校長 

垣内 成剛 学校教育関係者 日野市立東光寺小学校 校長 

稲田 勝之 学校教育関係者 日野台幼稚園 園長 

○ 山口 徹雄 社会教育関係者 日野市立日野第四中学校 ＰＴＡ会長 

大杉 宏光 社会教育関係者 図書館協議会 委員 

鈴木 直美 社会教育関係者 公民館運営審議会 委員 

今村 久美子 社会教育関係者 特定非営利活動法人 市民サポートセンター日野理事長 

◎ 荻野 治雄 学識経験者 ワイ・エフ・ユー日本国際交流財団 理事 

大関 啓子 学識経験者 実践女子学園生涯学習センター センター長 

（◎ 議長  ○ 副議長） 
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年 月 日 事 項 

平成 23 年 7 月 7 日 教育長より社会教育委員の会議に諮問 

「日野市生涯学習推進計画に当たっての重点事項について」 

平成 24 年 3 月 8 日 

 

 

社会教育委員の会議答申 

「日野市生涯学習推進計画に当たっての重点事項について」（答申） 

他市の状況確認及び市内状況調査案・コンセプト案作成 

平成 25 年 1 月 21 日 

 

 

2 月 18 日 

 

 

6 月 28 日 

 

 

 

 

8 月 1 日 

 

 

10 月 1 日 

 

 

 

12 月 1 日 

 

平成 24 年度第 5 回社会教育委員の会議 

 社会教育委員の会議で計画を策定することを決定 

 

平成 24 年度第 6 回社会教育委員の会議 

 計画策定に向けたレクチャーなど実施 

  

平成 25 年度第 1 回社会教育委員の会議 

 市民意見の公募について 

庁内生涯学習関連事業調査について 

 民間調査について① 

 

平成 25 年度第 2 回社会教育委員の会議 

生涯学習資源について ／ 民間調査について② 

 

平成 25 年度第 3 回社会教育委員の会議 

 民間調査について③ 

 今後の進め方について 

 

平成 25 年度第 4 回社会教育委員の会議 

 計画の位置付けについて 

 議論の整理（中間とりまとめ） 

 柱立ての検討① 

 

平成 26 年 1 月 20 日 

 

 

3 月 4 日 

 

平成 25 年度第 5 回社会教育委員の会議 

柱立ての検討② ／ 基本構想案の検討① 

 

平成 25 年度第 6 回社会教育委員の会議 

 基本構想案の検討② 

 基本計画案の検討① 
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年 月 日 事 項 

平成 26 年 

 

6 月 23 日 

 

 

7 月 28 日 

 

 

9 月 1 日 

 

 

10月 31日 

 

 

12 月 9 日 

～26 日 

 

平成 26 年度第 1 回社会教育委員の会議 

 骨子案全体について検討 

 

平成 26 年度第 2 回社会教育委員の会議 

 第 1 章 策定の为旨と背景について検討 

 

平成 26 年度第 3 回社会教育委員の会議 

 第 2 章 基本構想について検討 

 

平成 26 年度第 4 回社会教育委員の会議 

 第 3 章 基本計画について 

 

パブリックコメント 

平成 27 年 2 月 4 日 

 

 

3 月 2 日 

 

 

3 月 26 日 

 

平成 26 年度第 5 回社会教育委員の会議 

 パブリックコメント等について 

 

平成 26 年度第 6 回社会教育委員の会議 

 最終案の確認 

 

第 12 回教育委員会定例会 上程  
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【学習文化施設】 

施設名 所在地 連絡先 

中央公民館 日野本町 7-5-23 581-7580 

中央公民館高幡台分室 程久保 550 教育センター内 592-0864 

中央図書館 豊田 2-49-2 586-0584 

高幡図書館 三沢 4-1-12 591-7322 

日野図書館 日野本町 7-5-14 584-0467 

多摩平図書館 多摩平 2-9 583-2561 

平山図書館 平山 5-18-2 591-7772 

百草図書館 百草 204-1 594-4646 

市政図書室 神明 1-12-1 585-1111 

郷土資料館 程久保 550 592-0981 

新選組のふるさと歴史館 神明 4-16-１ 583-5100 

日野宿本陣 日野本町 2-15-9 586-8808 

日野宿交流館 日野本町 7-5-6 585-9072 

煉瓦ホール（市民会館） 神明 1-12-1 585-2011 

七生公会堂 三沢 3-50-1 593-2911 

とよだ市民ギャラリー 多摩平 2-3-4  

オリエント丹野マンション B-102 

587-6321 

（日野市企業公社） 

小島善太郎記念館 百草 776 591-7775 

日野市立八ヶ岳高原大成荘 山梨県北杜市高根町清里 3545-1 0120-489-571 

市民の森ふれあいホール 日野本町 6-1-3 584-2555 

七ツ塚ファーマーズﾞセンター 新町 5-20-1 586-6831 

日野市環境情報センター 

 かわせみ館 

日野本町 1-6-3 581-1164 

東部会館 石田 1-11-1 581-6500 

復原住居 神明 2-13 日野中央公園内 ― 

多摩平の森ふれあい館 多摩平 2-9 585-2000 

平山季重ふれあい館 平山 5-18-2 591-7811 

 

 

大成荘 
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【コミュニティ施設】 

施設名 所在地 連絡先 

豊田駅北交流センター 多摩平 1-14-95 ― 

東町交流センター 大字日野 1241-1 ― 

南平駅西交流センター 南平 4-18-1 594-7500 

多摩平交流センター 多摩平 2-9 585-2000 

落川交流センター 落川 1400 番地 594-7727 

新町交流センター 新町 1-13-1 外 587-2141 

万願寺交流センター 万願寺 4-20-12 589-7272 

平山交流センター 平山 5-18-2 591-7811 

百草台コミュニティーセンター 百草 999 594-5650 

平山台健康・市民支援センター 平山 2-1-1 592-6006 

東部会館 石田 1-11-1 583-4311 

勤労・青年会館 多摩平 1-10-1 586-6251 

市民活動支援センター 日野 1369-27 581-6144 

 

【福祉施設】 

施設名 所在地 連絡先 

生活・保健センター 日野本町 1-6-2 581-6500 

中央福祉センター 日野本町 7-5-23 582-2329 

高幡福祉センター 高幡 864-4 591-4510 

湯沢福祉センター 程久保 873 592-4125 

七生福祉センター 三沢 3-50-1 593-2911 

男女平等推進センター 多摩平 2-9 584-2733 

福祉支援センター 高幡 1011 591-1551 

 

【民間生涯学習関連施設ほか】 

施設名 所在地 連絡先 

ひの社会教育センター 多摩平 4-3 582-3136 

実践女子大学生涯学習センター 大坂上 1-33-1 589-1212 

日野市シルバー人材センター 日野本町 2-4-7 581-8171 

日野市社会福祉協議会 日野本町 7-5-23 582-2319 
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【学校施設】 

施設名 所在地 連絡先 

日野第一小学校 日野本町 2-14-1 581-0061 

豊田小学校 東豊田 2-14-1 581-0070 

日野第三小学校 日野台 2-1-1 581-0101 

日野第四小学校 石田 430 581-0038 

日野第五小学校 多摩平 6-21-1 581-0407 

日野第六小学校 多摩平 3-21 581-4686 

潤徳小学校 高幡 402 591-0409 

平山小学校 平山 4-8-6 592-6381 

日野第八小学校 三沢 200 591-2411 

滝合小学校 西平山 4-8-6 583-5172 

日野第七小学校 神明 3-2 583-3907 

南平小学校 南平 4-18-1 592-2021 

旭が丘小学校 旭が丘 5-21-1 583-3733 

東光寺小学校 新町 3-24-1 584-6200 

仲田小学校 日野本町 6-1-74 581-8511 

夢が丘小学校 程久保 1-14-2 591-7011 

七生緑小学校 百草 896-1 591-0998 

日野第一中学校 日野本町 7-7-7 591-0009 

日野第二中学校 多摩平 4-5-2 581-0056 

七生中学校 南平 6-7-1 591-0174 

日野第三中学校 程久保 650 591-2228 

日野第四中学校 旭が丘 2-42 583-3905 

三沢中学校 三沢 1-17-4 592-5017 

大坂上中学校 大坂上 4-17-1 583-9756 

平山中学校 平山 4-21-3 593-3015 
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【大学・高校】 

施設名 所在地 連絡先 

実践女子大学 大坂上 4-1-1 585-8817 

明星大学 程久保 2-1-1 591-5793 

首都大学東京 日野キャンパス 旭が丘 6-6 585-8606 

日野高校 石田 1-190-1 581-7123 

日野台高校 大坂上 4-16-1 582-2511 

南平高校 南平 8-2-3 593-5121 

 

【スポーツ施設】 

施設名 所在地 連絡先 

市民の森ふれあいホール 日野本町 6-1-3 584-2555 

南平体育館 南平 4-23-1 591-1541 

市民陸上競技場 日野本町 7-12-1 582-3679 

日野市民プール 川辺堀之内 190 番地先 583-5440 

多摩平第１公園テニスコート 多摩平 4-2 583-9299 

多摩平第１公園グラウンド 多摩平 4-2 582-6550 

旭が丘中央公園テニスコート 旭が丘 5-1-1 583-9299 

旭が丘中央公園グラウンド 旭が丘 5-1-1 583-6550 

北川原公園グラウンド 石田 1-236 583-6550 

万願寺中央公園グラウンド 万願寺 4-20-12 583-6550 

多摩川グラウンド 万願寺 1-1-2 先 583-6550 

東光寺グラウンド 栄町 3-15 先 583-6550 

浅川スポーツ公園グラウンド 万願寺 5-3-7 587-7745 

万願寺グラウンド 万願寺 3-19-1 582-6550 

七生自然学園テニスコート 落川 1400 594-7727 

東部会館温水プール 石田 1-11-1 583-5266 
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 『日野まなびあいプラン』はいかがだったでしょうか？ 

生涯学習を続けていくのは市民の皆さん自身です。 

皆さんがこれから行う生涯学習の一助になればとこの付録を作成しました。これからの

学習計画をたてるためには、ご自身の体験や経験などを整理することともに学びにより

得た成果を振り返ることが大事です。 

 

ありたい姿・なりたい自分について考えてみませんか？ 

 

ステップ１ 今のわたしは…                                         

 

 課題や問題 これからやりたいこと 

 

仕事・社会活動 

 

 

 

  

 

生きがい 楽しみ 

 

 

 

  

 

心の健康 身体の健康 

 

 

 

  

 

家庭（地域）生活 
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ステップ２ 一番やりたいことはなんですか？                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ３ 学習を“記録”して“記憶”しましょう！                       

 

 

日時 場所 学習活動 学習成果 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 


