
次世代育成
クーポン

医療費の
無料化

健康増進

災害時に支援
を必要とする方

日の出山からの眺望

次世代育成住宅の提供

グラウンド ゴルフ大会

町名の由来
　昭和30（1955）年、大久野村と平井村が合併す
る際、当時の東京都総務局長細田義安氏が日の出
山に由来し、日の出の勢いで成長するようにと「日
の出村」と命名。
　昭和49年６月１日に町制を施行（当時、全国で
1976�番目）し、現在の日の出町となりました。

友好町村盟約

　日の出町と新島村は、平成20年7月30日に「友
好町村盟約」を締結しました。この締結により、隔年
で日の出町と新島村を行き来し、交流事業を行って
います。

日の出町は、“日本一の福祉の町”を目指し、子育てがしやすく、
お年寄りや障がい者にやさしいまちづくりを進めています。

子育て支援の充実

日の出町の
プロフィール

福祉の
まちづくり

新島村

【面積】28.07km2
【位置／役場】東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地
標高：�170ｍ
東経：�139度15分42秒　北緯：35度44分17秒
【人口と世帯】
人口：�17,052 人　世帯：7,429 世帯
男性：�8,385人　女性：8,667人
　　　　　　　　　　　　[2017年 4月1日現在 ]

日の出町

東京都

町の目指す姿
　町では、「みんなでつくろう　日の出町！」を合言葉に、活気あ
ふれる、心身ともに豊かな、輝かしい日の出町を創りあげるため
に、第四次日の出町長期総合計画「みんなでつくろう　日の出
町！」を平成22年に策定し、平成31年度末までの10年間の日
の出町が目指すビジョンと方向性を明らかにするとともに、これ
を具体化するため、「躍進　ひので！ニュー５大作戦」を定めて、
計画的に各施策を推進しております。

概　要
　日の出町は、都心から50km圏内に位置し、人口はおよそ
1万7000人。東西およそ12km、南北2.5km、面積28.07㎢
の広さを有し、その西端には秩父多摩甲斐国立公園の表玄
関口となる標高902mの日の出山がそびえています。
　東側に位置する平地部には、圏央道（首都圏中央連絡自動
車道）が走り、日の出インターチェンジの近隣には工業団地
やイオンモール日の出が進出し、住宅地の整備が進むなど、
人と自然が調和した緑豊かな町です。

子育て支援の基幹事業として「次世代
育成クーポンの交付」「青少年育成支援
金の支給」「医療費の無料化」「次世代
育成住宅の提供」を実施しています。ほ
かにも、ファミリー・サポート・センター
の開設など、さらなる子育て支援の強化
に取り組んでいます。

お年寄りや障がい者に
やさしいまち
高齢者の皆さんが安心して暮らせるた
めに、「７０歳以上のお年寄りに対しての
医療費助成」や「元気に長生き奨励金」

「寝たきり高齢者等支援金手当」などの
支給、また「外出支援バス」や「おでかけ
支援ドリームカー」の外出するための支
援、さらに「ひとり暮らし高齢者セーフ
ティーネット」は、ひとり暮らしの高齢者
に緊急事態が発生しても、異常を通報で
きるセンサーなどを無料で貸与できる制
度などがあります。
　さらに、「障がい者への支援」について
も、災害時や緊急時に周囲の人に手助け
を求めることができるヘルプカードの作
成や、就労生活支援センターの設置など
に取り組んでいます。

１ �日本一の福祉の町づくり―
　 �子育て支援の充実と、お年寄りや障がい者にやさしい町づくり
２ �ひのでA（安全）・A（安心）大作戦の展開
３ �豊かな創造性に富んだ児童・生徒を育成するための、
　 �教育の充実による人づくり
４ �元気ある活気に満ちた商工観光業と農林業の振興
５ �総合文化体育センター並びに野外スポーツ施設の設置推進

「躍進 ひので！ ニュー５大作戦」
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　アルカリ性のつるつるした感触の湯で「つるつる温泉」と名づけ
られた天然温泉。大浴場と露天風呂のほかにリラクゼーションやパ
ノラマ食堂もあり、ハイキングの後にはぜひ立ち寄って疲れを癒し
てください(^-^)

つるつる温泉4

　昭和58(1983)年11月11日
に首脳会談「ロン・ヤス会談」
が行われた山荘。ロナルド・
レーガンアメリカ大統領のほ
かにゴルバチョフ元ソビエト
連邦大統領など各国の要人も
多数訪れ、現在は記念館とし
て開館しています。

日の出山荘6

　渓流釣りやマスのつかみ取りが楽しめます♪
　園内のバーベキューハウスでお腹もいっぱい♪

さかな園3

　隠れたパワースポット！
落差15ｍの神秘的な滝。

白岩の滝2

町内には山や川といった自然を満喫できるスポッ
ト、歴史的な名勝、体験などができる遊び場がたく
さんあります。「皆さんのお出かけのきっかけになり
ますように♪」と、遊び大好きなひのでちゃんが名所
をご案内します！

を見て、観光マップ
外に出かけよう

2
【白岩滝～日の出山コース】

往復徒歩約4時間40分
　　武蔵五日市駅

　20分バス

　白岩滝入口

　20分 　20分

　白岩滝

　70分 　40分

　麻生山

　70分 　60分

　　日の出山山頂

A

B

C
　70分 　60分

往復徒歩約4時間40分

　20分バス

1
【日の出山コース】

往復徒歩約2時間20分
　　武蔵五日市駅

 　20分バス

　日の出登山口バス停

　1分 　1分

　三ツ沢分岐

　15分 　12分

　新旧道分岐

　30分 　20分

　顎掛岩

　15分 　12分

　クロモ岩

　20分 　15分

　　日の出山山頂

a

b

c

e

d

　20分 　15分

　　日の出山山頂

往復徒歩約2時間20分
　　武蔵五日市駅

 　20分バス

帰りは日の出山コー
スから、つるつる温
泉に寄ってもいいね

　地場産の素材を使った特産品を開
発、販売しています(^-^)
　裏手には「小さな蔵の資料館」
があります。

ひので肝要の里5
　築130年の武家屋
敷で、忍者衣装を着け
て本格忍者体験がで
きます。

忍者体験7

　平井地区のいも掘り
農園では秋になるとサ
ツマイモ堀りが楽しめ
ます。団体でのお申し
込みも可能です。

いも掘り9

　コウゾの木を切る、
皮剥き、煮て叩くと
いった原料作りから、
紙漉きまでを体験を
することもできます。

和紙体験8

042-597-2811問

日の出太陽の家
ボランティアセンター

042-588-5883問
日の出町観光協会

　町の観光拠点で、見る、遊
ぶ、歩く、体験、イベントなど
の情報配信をします！
　また、2台の電動レンタサイ
クル(有料)があり、町の中の散
策にぜひご利用ください♪

日の出町観光協会10

　像の高さは89㎝あり、ヒノキの寄木造で、室町中
期に仏師・了戒によって造られたといわれています。
保泉院境内にある閻魔堂に安置されています。

閻魔王坐像【都指定文化財】11

ひのでちゃんが

まちのみどころを

特集

ご案内!!

　町名の由来にもなった日の出町のシンボル！標
高902ｍの山頂からは、東京タワーやスカイツ
リーなど、四季折々のさまざまな表情の展望を楽
しむことができます。

日の出山1

武蔵五日市 JR五日市線

日の出町役場

武蔵増戸

滝
山
街
道

砂
川
街
道

大久野地区

平井地区
圏
央
道

武蔵引田

秋川

五日市街道
五日市街道
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7月
8月

9月 11月

10月

　4月上旬の土曜日に開催。多くの模擬店がならび、ステージ
ではバンド演奏やダンスなどで会場を盛り上げます♪

桜まつり（町民グランド）

1年を通してさまざまなイベントが開催
される日の出町(^-^)♪
ひのでちゃんは、イベント前日から嬉し
くてソワソワしちゃいます(^-^)♪
皆さんも一緒に楽しみましょう(^-^)♪

を見に、イベント　
外に出かけよう

　どろんこになって大きな芋を収穫しよ
う！収穫後には美味しい芋鍋に焼き芋と
お腹も大満足＼(^o^)／

　10月上旬に隔年で体育祭と
綱引き大会・ゲートボール大会
を開催。自治会対抗で一致団結
して戦います！

いも掘り（いも掘り農園）

　5月初旬に朝採りの竹の
子を販売する竹の子まつり
が開催されます。他にも焼
き竹の子や竹の子汁、模擬
店も出店し賑わいます。

竹の子まつり
（ひので肝要の里）

　9月の下旬の土日の2日間に
開催。山車の競合いや御神輿の
巡行、鳳凰の舞は、迫力満点！

平井のお祭り（春日神社、八坂神社）

　7月下旬の土曜日に開催。お囃子や御神輿の巡
行などの郷土芸能、盆踊りが大いに盛り上がりま
す。また多くの模擬店もならび、夜にはたくさんの
花火が見事な花を夜空に咲かせます(*^-^*)

ひので夏まつり
（平井中学校グランド）

町民体育祭
（谷戸沢グランド）

春 夏

冬

秋

　8月の第2土曜日に奉納さ
れ、雨乞獅子とも呼ばれてい
ます。

玉の内獅子舞（三嶋神社）

　初日の出は日の出山から！絶好のス
ポットで、大晦日には御岳登山鉄道で臨
時便を運行しているので、日の出山の山
頂には、御岳山から登るのが便利です！

元旦初日の出
（日の出山、白山神社、妙見宮）

4月

5月

6月 平井川のホタル

8月 9月

7月 10月

10月
11月
　11月上旬の土日の2日間で
開催。町内の商工・産業、農
産物や特産物など様々な模
擬店が約100店舗もならび、
ステージではバンド演奏やダ
ンスなどが行われ会場を盛り
上げます(*^-^*)

産業まつり
（町民グランド）

　地元有志の会で開催され、冬の夜を彩る
大久野の風物詩です(*^-^*)

大久野イルミネーション（大久野）
12月

元旦健康マラソン大会
（町民グランド前スタート）
　町民の健康増進を目
的に開催され、元旦から
多くのランナーが参加し
ます！

1月

6月

5月

4月

2月

1月

12月

ひのでちゃんが

まちのみどころを

特集

ご案内!!
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ひのでちゃんが

まちのみどころを

特集

ご案内!!

ス
ス

がが
ををを
がが
をを

美味しいものに目がないひのでちゃん。真っ赤なトマトや濃厚な
ブルーベリーは平井川が育てた「農のめぐみ」で、自慢の美味しさ！
可愛いひのでちゃんクッキーは、お土産にも大人気！
ほかにも美味しいものがいっぱいあるので、食べにでかけようよ！

を食べに、美味しいもの　
外に出かけよう！

ス

日の出トマトを使って作った
３つのソースは、どれも濃厚
で料理のアクセントに！

日の出トマトをたっぷり使っ
て作ったピューレ。料理の幅
が広がります。

の
クク

お土産に大人気！

とっても肉厚で香り豊
かなしいたけです。

4月下旬～5月上旬
にたけのこ狩りが
できます。

のの

7月中旬から8月下旬に
かけて、農園で摘み取り
体験もできるよ！

日の出日の出

ハウスで栽培される地元
ブランド。
甘くて味が濃いよ！

ツ
の
ス

桜チップの香りが絶品！

山

日の出山荘がモチーフの最中

ロ ス

ロンヤス会談が行われた記念
に作られたおまんじゅうは、
こしあんがたっぷり！

日の出 の
羹

ひのでユートピア（理想郷）を
イメージした栗入りかぼちゃま
んじゅう。

ク

地元酪農家の牛乳で作った
濃厚ソフトクリーム。
とっても美味しいよ！！！

日の出トマトを使ったB級
グルメ！

入

の
クク

お土産に大人気！

ひのでコラム

機関車バス「青春号」は
日本唯一のトレーラーバスです！
機関車バス「青春号」は
日本唯一のトレーラーバスです！
「つるつる温泉」からJR武蔵五日市駅を結ぶ路線バス「青春号」は、機関車型のト
レーラーバスで、日の出町にしか走っていません。そもそもトレーラーバスが、日本
では走っていない上に、機関車型という二重にユニークなバスなのです。

路線バスなので、バリアフリー対応にも心がけていま
す。客室の中央部はノンステップ構造で車椅子も乗り降
りができますし、客室後方の椅子はラウンド形になってい
て、くつろげる作りになっています。
つるつる温泉に行く際には、ぜひこのユニークな「青春
号」をご利用ください。
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　路線バスなので、バリアフリー対応にも心がけていま
す。客室の中央部はノンステップ構造で車椅子も乗り降
りができますし、客室後方の椅子はラウンド形になってい
て、くつろげる作りになっています。
　つるつる温泉に行く際には、ぜひこのユニークな「青春
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