
大分類 小分類

緑 橋本 シティ･プラザはしもと 相模原市緑区橋本6-2-1

緑 橋本 緑区合同庁舎 相模原市緑区西橋本5-3-21

緑 城山 城山総合事務所 相模原市緑区久保沢1-3-1

緑 津久井 津久井総合事務所 相模原市緑区中野633

緑 相模湖 相模湖総合事務所 相模原市緑区与瀬896

緑 藤野 藤野総合事務所 相模原市緑区小渕2000、2012-2

中央 中央 市役所本庁舎 相模原市中央区中央2-11-15

南 大野南 南区合同庁舎 相模原市南区相模大野5-31-1

緑 大沢 大沢まちづくりセンター 相模原市緑区大島1776-5

緑 城山 城山まちづくりセンター 相模原市緑区久保沢1-3-1

緑 津久井 津久井まちづくりセンター 相模原市緑区中野633

緑 相模湖 相模湖まちづくりセンター 相模原市緑区与瀬896

緑 藤野 藤野まちづくりセンター 相模原市緑区小渕2000

中央 大野北 大野北まちづくりセンター 相模原市中央区鹿沼台1-10-20

中央 田名 田名まちづくりセンター 相模原市中央区田名4834

中央 上溝 上溝まちづくりセンター 相模原市中央区上溝7-7-17

南 大野中 大野中まちづくりセンター 相模原市南区古淵3-21-1

南 麻溝 麻溝まちづくりセンター 相模原市南区下溝594-6

南 新磯 新磯まちづくりセンター 相模原市南区磯部916-3

南 相模台 相模台まちづくりセンター 相模原市南区相模台1-13-5

南 相武台 相武台まちづくりセンター 相模原市南区新磯野4-1-3

南 東林 東林まちづくりセンター 相模原市南区相南1-10-10

緑 橋本 相原連絡所 相模原市緑区相原4-14-12

緑 橋本 橋本駅連絡所 相模原市緑区橋本6-2-1（シティ・プラザはしもと内　5階）

緑 津久井 青根出張所 相模原市緑区青根1372-1

緑 津久井 青野原出張所 相模原市緑区青野原1250-1

緑 津久井 鳥屋出張所 相模原市緑区鳥屋1064

緑 津久井 串川出張所 相模原市緑区青山1012

緑 津久井 津久井中央連絡所 相模原市緑区三ケ木414

緑 藤野 牧野連絡所 相模原市緑区牧野4232-1

緑 藤野 佐野川連絡所 相模原市緑区佐野川2903

中央 小山 相模原駅連絡所
相模原市中央区相模原1-1-3　相模原駅ビルセレオ４階
（シティプラザさがみはら）

中央 光が丘 光が丘連絡所 相模原市中央区並木4-7-9

南 大野中 大沼連絡所 相模原市南区東大沼3-17-15

南 大野中 大野台連絡所 相模原市南区大野台5-16-38

南 大野南 上鶴間連絡所 相模原市南区上鶴間本町7-7-1

南 大野南 相模大野駅連絡所
相模原市南区相模大野3-2-1
（bono相模大野ノースモール4階 ）

緑 橋本 北消費生活センター
相模原市緑区橋本6-2-1
（シティ・プラザはしもと内　6階）

緑 橋本 総合就職支援センター
相模原市緑区橋本6-2-1
（シティ・プラザはしもと内　6階）

緑 橋本 橋本パスポートセンター
相模原市緑区橋本6-2-1
（シティ・プラザはしもと内　5階）

中央 小山 消費生活総合センター
相模原市中央区相模原1-1-3　相模原駅ビルセレオ４階
（シティプラザさがみはら）

中央 中央 衛生研究所 相模原市中央区富士見1-3-41

中央 中央 環境情報センター 相模原市中央区富士見1-3-41

中央 大野北 さがみはら国際交流ラウンジ
相模原市中央区鹿沼台1-9-15
プロミティふちのべビル内

南 大野南 南消費生活センター 相模原市南区相模大野5-31-1

南 大野南 相模大野パスポートセンター
相模原市南区相模大野3-2-1
（bono相模大野ノースモール4階 ）

庁舎等
（まちづくりセンター
等）

庁舎等
（まちづくりセンター
等）

１．行政系施設

庁舎等（本庁舎等）

所在地区 地区
施設分類

その他行政系施設

施設名

■施設一覧（分類別）



大分類 小分類
所在地区 地区

施設分類
施設名

緑 橋本 杜のホールはしもと 相模原市緑区橋本3-28-1（ミウィ橋本7・8階）

緑 橋本 男女共同参画推進センター（ソレイユさがみ）
相模原市緑区橋本6-2-1
（シティ・プラザはしもと内　6階）

緑 橋本
勤労者総合福祉センター
（サン・エールさがみはら）

相模原市緑区西橋本5-4-20

緑 城山 城山文化ホール（もみじホール城山） 相模原市緑区久保沢2-26-2

緑 津久井 津久井合唱館 相模原市緑区青根851

中央 中央 市民会館 相模原市中央区中央3-13-15

中央 中央 産業会館 相模原市中央区中央3-12-1

南 大野南
市民・大学交流センター
（ユニコムプラザさがみはら）

相模原市南区相模大野3-3-2
（bono相模大野サウスモール3階 ）

南 大野南 文化会館（相模女子大学グリーンホール） 相模原市南区相模大野4-4-1

南 大野南 南市民ホール 相模原市南区相模大野5-31-1

南 相模台
小田急相模原駅文化交流プラザ
（おださがプラザ）

相模原市南区南台3-20-1（ラクアル・オダサガ4階）

緑 城山 葉山島センター 相模原市緑区葉山島359

緑 城山 城北センター 相模原市緑区広田3888-1

緑 津久井 石神集落センター 相模原市緑区青山650-1

緑 相模湖 底沢集会所 相模原市緑区小原177

緑 相模湖 奥畑集会所 相模原市緑区若柳140

緑 相模湖 増原営農センター 相模原市緑区寸沢嵐2636

緑 相模湖 若柳営農センター 相模原市緑区若柳693-3

緑 相模湖 山口集会所 相模原市緑区寸沢嵐3214-5

緑 相模湖 赤馬老人憩いの家 相模原市緑区千木良363-2

緑 相模湖 阿津集落センター 相模原市緑区若柳1124

緑 相模湖 小原集会所 相模原市緑区小原701-1

緑 相模湖 千木良中央集会所 相模原市緑区千木良817-2

緑 相模湖 千木良西部集会所 相模原市緑区千木良1245-11

緑 相模湖 横橋集会所 相模原市緑区与瀬2292

緑 相模湖 与瀬上町集会所 相模原市緑区与瀬695-7

緑 相模湖 桂北地区集会所 相模原市緑区与瀬2121-1

緑 相模湖 寸沢嵐地区集会所 相模原市緑区寸沢嵐919-1

緑 藤野 日連集会施設 相模原市緑区日連813-1

緑 藤野 竹の子の里活性化センター 相模原市緑区佐野川1156-3

緑 藤野 新和田多目的集会施設 相模原市緑区牧野5187-1

緑 藤野 川上多目的集会施設 相模原市緑区牧野14649-1

緑 藤野 綱子多目的集会施設 相模原市緑区牧野9982

緑 藤野 舟久保多目的集会施設 相模原市緑区牧野9274

緑 藤野 大川原多目的集会施設 相模原市緑区牧野10674

緑 藤野 上岩集会施設 相模原市緑区佐野川3389-1

緑 藤野 芝田集会施設 相模原市緑区名倉557-1

緑 藤野 大久和生活改善センター 相模原市緑区牧野4236-5

緑 藤野 小舟集会施設 相模原市緑区牧野13889-3

緑 津久井 鳥屋地域センター 相模原市緑区鳥屋1064

緑 津久井 西青山地域センター 相模原市緑区青山3184-1

緑 津久井 串川地域センター 相模原市緑区青山1012

緑 津久井 小網地域センター 相模原市緑区太井252-1

緑 津久井 三井地域センター 相模原市緑区三井394-1

緑 津久井 串川ひがし地域センター 相模原市緑区根小屋1619-1

緑 津久井 青根地域センター 相模原市緑区青根1926

緑 津久井 津久井中央地域センター 相模原市緑区三ケ木414

緑 藤野 藤野農村環境改善センター 相模原市緑区牧野4232

２．市民文化系施設

文化施設

集会施設



大分類 小分類
所在地区 地区

施設分類
施設名

緑 橋本 相原公民館 相模原市緑区相原4-14-12

緑 橋本 橋本公民館 相模原市緑区橋本6-2-1（シティ・プラザはしもと内　6階）

緑 大沢 大沢公民館 相模原市緑区大島1776-5

緑 城山 城山公民館
相模原市緑区久保沢1-3-1
（R元年度、相模原市緑区久保沢2-26-1に移転）

緑 津久井 津久井生涯学習センター 相模原市緑区三ケ木414

緑 津久井 青根公民館 相模原市緑区青根1372-1

緑 津久井 津久井中央公民館 相模原市緑区中野633-1

緑 相模湖 千木良公民館 相模原市緑区千木良991-1

緑 相模湖 相模湖公民館 相模原市緑区与瀬1134-3

緑 藤野 牧野公民館 相模原市緑区牧野4232

緑 藤野 佐野川公民館 相模原市緑区佐野川2903

緑 藤野 沢井公民館 相模原市緑区澤井936

緑 藤野 藤野中央公民館 相模原市緑区小渕1992

中央 小山 小山公民館 相模原市中央区向陽町8-1

中央 清新 清新公民館 相模原市中央区清新3-16-1

中央 横山 横山公民館 相模原市中央区横山台1-20-10

中央 中央 中央公民館 相模原市中央区富士見2-13-1

中央 星が丘 星が丘公民館 相模原市中央区星が丘3-1-38

中央 光が丘 陽光台公民館 相模原市中央区陽光台5-6-1

中央 光が丘 光が丘公民館 相模原市中央区並木4-7-9

中央 大野北 大野北公民館 相模原市中央区鹿沼台1-10-20

中央 田名 田名公民館 相模原市中央区田名4834

中央 上溝 上溝公民館 相模原市中央区上溝7-7-17

南 大野中 大沼公民館 相模原市南区東大沼3-17-15

南 大野中 大野中公民館 相模原市南区古淵3-21-1

南 大野中 大野台公民館 相模原市南区大野台5-16-38

南 大野南 大野南公民館 相模原市南区相模大野5-31-1

南 大野南 上鶴間公民館 相模原市南区上鶴間本町7-7-1

南 麻溝 麻溝公民館 相模原市南区下溝594-6

南 新磯 新磯公民館 相模原市南区磯部916-3

南 相模台 相模台公民館 相模原市南区相模台1-13-5

南 相武台 相武台公民館 相模原市南区新磯野4-1-3

南 東林 東林公民館 相模原市南区相南1-10-10

緑 橋本 橋本図書館 相模原市緑区橋本3-28-1（ミウィ橋本6階）

中央 大野北 図書館 相模原市中央区鹿沼台2-13-1

中央 大野北 視聴覚ライブラリー 相模原市中央区鹿沼台2-13-1

南 大野南 相模大野図書館 相模原市南区相模大野4-4-1

南 相武台 図書館相武台分館 相模原市南区新磯野4-8-7

緑 橋本 アートラボはしもと 相模原市緑区大山町1-43

緑 大沢 古民家園 相模原市緑区大島3853-8

緑 城山 公文書館 相模原市緑区久保沢1-3-1

緑 津久井 尾崎咢堂記念館 相模原市緑区又野691

緑 相模湖 相模湖記念館 相模原市緑区与瀬259-1

緑 相模湖 小原の郷 相模原市緑区小原711-2

緑 相模湖 小原宿本陣 相模原市緑区小原698-1

緑 藤野 吉野宿ふじや 相模原市緑区吉野214

中央 小山 相模原市民ギャラリー
相模原市中央区相模原1-1-3　相模原駅ビルセレオ４階
（シティプラザさがみはら）

中央 中央 博物館 相模原市中央区高根3-1-15

中央 田名
相模川ふれあい科学館
（アクアリウムさがみはら）

相模原市中央区水郷田名1-5-1

中央 田名 史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館 相模原市中央区田名塩田3-23-11

南 新磯 旧中村家住宅 相模原市南区磯部1734-1

図書館

博物館等

公民館等

３．生涯学習施設



大分類 小分類
所在地区 地区

施設分類
施設名

緑 大沢 北総合体育館 相模原市緑区下九沢2368-1

緑 藤野 沢井体育館 相模原市緑区澤井936

緑 藤野 牧郷体育館 相模原市緑区牧野7029

中央 中央 けやき体育館 相模原市中央区富士見6-6-23

中央 中央 市体育館 相模原市中央区富士見1-2-15

南 麻溝 総合体育館 相模原市南区麻溝台2284-1

緑 大沢
北市民健康文化センター
（ＬＣＡ国際小学校北の丘センター）

相模原市緑区下九沢2071-1

緑 城山 小倉プール 相模原市緑区小倉1

緑 相模湖 小原プール 相模原市緑区小原697-3

中央 中央
淵野辺公園アイススケート場・水泳プール
(銀河アリーナ)

相模原市中央区弥栄3-1-6（淵野辺公園内）

中央 上溝 総合水泳場（グリーンプールさがみはら） 相模原市中央区横山5-11-1

南 大野中 古淵鵜野森公園屋外水泳プール 相模原市南区鵜野森1-25-1

南 麻溝 市民健康文化センター 相模原市南区麻溝台1872番地１

緑 大沢 相模川自然の村清流の里 相模原市緑区大島3497-1

緑 城山 城山自然の家 相模原市緑区川尻4571-2

緑 津久井 鳥居原ふれあいの館 相模原市緑区鳥屋1674

緑 津久井 緑の休暇村センター 相模原市緑区青根807-2

緑 津久井 青根緑の休暇村いやしの湯 相模原市緑区青根844

緑 相模湖 相模湖観光案内所 相模原市緑区与瀬1104-2

緑 藤野 藤野観光案内所 相模原市緑区小渕1702-3

緑 藤野 藤野やまなみ温泉 相模原市緑区牧野4225-1

緑 藤野 和田の里体験センター 相模原市緑区佐野川491-1

南 新磯 相模の大凧センター 相模原市南区新戸2268-1

緑 津久井 津久井保健センター 相模原市緑区中野613-2

中央 中央
相模原市総合保健医療センター
（ウェルネスさがみはら）

相模原市中央区富士見6-1-1

南 大野南 南保健福祉センター 相模原市南区相模大野6-22-1

緑 大沢 老人福祉センター渓松園 相模原市緑区大島3339

緑 津久井 津久井地域福祉センター 相模原市緑区太井150-1

緑 津久井 津久井老人福祉センター 相模原市緑区中野633-1

緑 相模湖 さがみ湖リフレッシュセンター 相模原市緑区若柳1207-4

南 大野中 老人福祉センター若竹園 相模原市南区若松2-1-38

南 大野南 南大野老人いこいの家 相模原市南区相模大野8-9-5

南 新磯 新磯ふれあいセンター 相模原市南区新戸2268-1

南 東林 東林ふれあいセンター 相模原市南区東林間1-22-17

中央 清新 清新デイサービスセンター 相模原市中央区清新5-3-1

中央 星が丘 星が丘デイサービスセンター 相模原市中央区星が丘4-9-14

南 大野中 古淵デイサービスセンター 相模原市南区古淵4-24-1

児童相談所 中央 大野北 児童相談所 相模原市中央区淵野辺2-7-2

緑 大沢 上九沢身体障害者デイサービスセンター 相模原市緑区上九沢4

緑 城山 城山障害者デイサービスセンターつくしの家 相模原市緑区久保沢2-25-25

緑 津久井 津久井障害者地域活動支援センター 相模原市緑区中野1004-3

緑 相模湖 緑第一障害者地域活動支援センター 相模原市緑区与瀬1010-1

中央 中央 障害者支援センター松が丘園 相模原市中央区松が丘1-23-1

中央 中央 視覚障害者情報センター 相模原市中央区富士見6-1-1

中央 光が丘 陽光園 相模原市中央区陽光台3-19-2

南 相模台 南障害者地域活動支援センター 相模原市南区南台4-12-54

中央 中央 あじさい会館 相模原市中央区富士見6-1-20

南 大野南 南区地域福祉交流ラウンジ
相模原市南区相模大野3-2-2
（bono相模大野ノースモール2階 ）

デイサービスセンター

体育館

プール等

観光施設・保養施設

４．スポーツ・レクリエーション
     系施設

障害福祉施設

その他社会福祉施設

５．保健・福祉施設

保健施設

老人福祉センター等



大分類 小分類
所在地区 地区

施設分類
施設名

緑 橋本 相原保育園 相模原市緑区相原4-21-6

緑 大沢 大沢保育園 相模原市緑区上九沢383-3

緑 城山 城山西部保育園 相模原市緑区谷ケ原1-18-1

緑 城山 城山中央保育園 相模原市緑区久保沢1-5-47

緑 城山 城山幼稚園 相模原市緑区町屋1-18-52

緑 津久井 青野原保育園 相模原市緑区青野原1975-2

緑 津久井 串川保育園 相模原市緑区青山975

緑 津久井 津久井中央保育園 相模原市緑区三ケ木932

緑 津久井 串川東部保育園 相模原市緑区根小屋1579-1

緑 津久井 中野保育園 相模原市緑区太井152-1

緑 津久井 鳥屋児童保育園 相模原市緑区鳥屋1365

緑 相模湖 内郷保育園 相模原市緑区寸沢嵐823

緑 相模湖 千木良保育園 相模原市緑区千木良983-1

緑 相模湖 相模湖こども園 相模原市緑区与瀬886-7

緑 藤野 日連保育園 相模原市緑区日連1063-1

緑 藤野 ふじの幼稚園 相模原市緑区吉野1030-12

中央 清新 相模原保育園 相模原市中央区相模原8-7-5

中央 光が丘 陽光台保育園 相模原市中央区陽光台3-19-1

中央 大野北 上矢部保育園 相模原市中央区矢部新町3-1

中央 田名 田名保育園 相模原市中央区田名6229-2

中央 上溝 南上溝保育園 相模原市中央区上溝1961-1

南 大野中 大沼保育園 相模原市南区東大沼3-18-20

南 大野南 谷口保育園 相模原市南区上鶴間本町4-47-10

南 麻溝 麻溝保育園 相模原市南区当麻1357-1

南 新磯 新磯保育園 相模原市南区磯部1176-13

南 相模台 麻溝台保育園 相模原市南区麻溝台6-25-35

南 相武台 相武台保育園 相模原市南区新磯野2-39-11

南 東林 東林保育園 相模原市南区相南1-13-17

その他子育て
支援施設

中央 大野北 青少年学習センター 相模原市中央区矢部新町3-15

緑 橋本 二本松児童クラブ 相模原市緑区二本松2-1-1

緑 橋本 宮上児童クラブ 相模原市緑区東橋本3-15-6

緑 橋本 相原児童クラブ 相模原市緑区相原4-13-14

緑 橋本 旭児童クラブ 相模原市緑区橋本6-31-7

緑 橋本 当麻田児童クラブ 相模原市緑区相原1-14-1

緑 橋本 橋本児童クラブ 相模原市緑区橋本2-1-37

緑 大沢 九沢児童クラブ 相模原市緑区大島1859-3

緑 大沢 作の口児童クラブ 相模原市緑区下九沢459-1

緑 大沢 大島児童クラブ 相模原市緑区大島1121-14

緑 大沢 大沢児童クラブ 相模原市緑区大島1581

緑 城山 広田児童クラブ 相模原市緑区広田9-5

緑 城山 広陵児童クラブ 相模原市緑区若葉台4-3-1

緑 城山 川尻児童クラブ 相模原市緑区久保沢2-22-1

緑 津久井 中野児童クラブ 相模原市緑区中野600

緑 津久井 根小屋児童クラブ 相模原市緑区根小屋1580

緑 津久井 津久井中央児童クラブ 相模原市緑区三ケ木39－7

緑 津久井 串川児童クラブ 相模原市緑区長竹1424-1

緑 相模湖 内郷児童クラブ 相模原市緑区寸沢嵐833

緑 相模湖 千木良児童クラブ 相模原市緑区千木良1035

緑 相模湖 桂北児童クラブ 相模原市緑区与瀬877

緑 藤野 藤野児童クラブ 相模原市緑区日連549-1

緑 藤野 藤野南児童クラブ 相模原市緑区牧野4327

中央 小山 向陽児童クラブ 相模原市中央区向陽町8-33

中央 清新 清新児童クラブ 相模原市中央区清新3-16-7

中央 清新 小山児童クラブ 相模原市中央区小山4-3-2

中央 横山 横山児童クラブ 相模原市中央区横山台2-35-2

中央 中央 中央児童クラブ 相模原市中央区富士見1-3-22

中央 中央 富士見児童クラブ 相模原市中央区富士見2-4-2

保育所・幼稚園等

６．子育て支援施設

児童クラブ



大分類 小分類
所在地区 地区

施設分類
施設名

中央 中央 弥栄児童クラブ 相模原市中央区弥栄3-1-10

中央 星が丘 星が丘児童クラブ 相模原市中央区星が丘3-1-2

中央 光が丘 並木児童クラブ 相模原市中央区並木2-16-16

中央 光が丘 青葉児童クラブ 相模原市中央区並木4-8-4

中央 光が丘 光が丘児童クラブ 相模原市中央区光が丘2-19-1

中央 光が丘 陽光台児童クラブ 相模原市中央区陽光台2-19-21

中央 大野北 共和児童クラブ 相模原市中央区高根1-16-13

中央 大野北 大野北児童クラブ 相模原市中央区淵野辺2-34-2

中央 大野北 淵野辺東児童クラブ 相模原市中央区東淵野辺4-26-12

中央 大野北 淵野辺児童クラブ 相模原市中央区淵野辺4-6-22

中央 田名 田名北児童クラブ 相模原市中央区田名1932-1

中央 田名 田名児童クラブ 相模原市中央区田名4987-6

中央 田名 新宿児童クラブ 相模原市中央区田名7019

中央 上溝 上溝児童クラブ 相模原市中央区上溝7-6-1

中央 上溝 上溝南児童クラブ 相模原市中央区上溝742-2

南 大野中 大野台児童クラブ 相模原市南区大野台8-1-26

南 大野中 若松児童クラブ 相模原市南区若松2-24-28

南 大野中 鹿島台児童クラブ 相模原市南区鵜野森3-40-1

南 大野中 大野児童クラブ 相模原市南区古淵3-21-2

南 大野中 大沼児童クラブ 相模原市南区東大沼3-20-15

南 大野中 大野台中央児童クラブ 相模原市南区大野台2-26-8

南 大野南 谷口台児童クラブ 相模原市南区文京2-12-1

南 大野南 鶴の台児童クラブ 相模原市南区旭町14-21

南 大野南 鶴の台児童クラブ分室 相模原市南区旭町24-5

南 大野南 南大野児童クラブ 相模原市南区上鶴間1-5-1

南 大野南 鶴園中和田児童クラブ 相模原市南区上鶴間本町7-8-2

南 大野南 谷口児童クラブ 相模原市南区上鶴間本町5-13-1

南 麻溝 麻溝児童クラブ 相模原市南区下溝670-5

南 麻溝 夢の丘児童クラブ 相模原市南区当麻490-2

南 新磯 新磯児童クラブ 相模原市南区新戸2268-1

南 相模台 相模台児童クラブ 相模原市南区桜台17-1

南 相模台 双葉児童クラブ 相模原市南区双葉1-2-15

南 相模台 桜台児童クラブ 相模原市南区相模台7-7-1

南 相模台 若草児童クラブ 相模原市南区新磯野2329

南 相武台 相武台児童クラブ 相模原市南区相武台団地2-5-1

南 相武台 緑台児童クラブ 相模原市南区新磯野3-10-23

南 相武台 もえぎ台児童クラブ 相模原市南区新磯野4-1-2

南 東林 東林児童クラブ 相模原市南区相南2-3-1

南 東林 くぬぎ台児童クラブ 相模原市南区上鶴間5-7-1

南 東林 上鶴間児童クラブ 相模原市南区上鶴間8-10-12

６．子育て支援施設 児童クラブ



大分類 小分類
所在地区 地区

施設分類
施設名

緑 橋本 二本松こどもセンター 相模原市緑区二本松2-1-1

緑 橋本 橋本こどもセンター 相模原市緑区橋本2-1-37

緑 大沢 大島こどもセンター 相模原市緑区大島1121-14

緑 城山 城山こどもセンター 相模原市緑区久保沢2-22-1

中央 小山 向陽こどもセンター 相模原市中央区向陽町8-23

中央 清新 清新こどもセンター 相模原市中央区清新3-16-7

中央 横山 横山こどもセンター 相模原市中央区横山台2-35-2

中央 中央 富士見こどもセンター 相模原市中央区富士見2-4-2

中央 星が丘 星が丘こどもセンター 相模原市中央区星が丘3-1-2

中央 光が丘 陽光台こどもセンター 相模原市中央区陽光台2-19-21

中央 光が丘 並木こどもセンター 相模原市中央区並木2-16-16

中央 大野北 大野北こどもセンター 相模原市中央区淵野辺2-34-2

中央 田名 田名こどもセンター 相模原市中央区田名4987-6

中央 上溝 上溝南こどもセンター 相模原市中央区上溝742-2

南 大野中 大沼こどもセンター 相模原市南区東大沼3-20-15

南 大野中 鹿島台こどもセンター 相模原市南区鵜野森3-40-1

南 大野中 大野台こどもセンター 相模原市南区大野台8-1-26

南 大野南 鶴園中和田こどもセンター 相模原市南区上鶴間本町7-8-2

南 大野南 大野南こどもセンター 相模原市南区旭町14-21

南 麻溝 麻溝こどもセンター 相模原市南区下溝670-5

南 新磯 新磯こどもセンター 相模原市南区新戸2268-1

南 相模台 相模台こどもセンター 相模原市南区桜台17-1

南 相武台 相武台こどもセンター 相模原市南区新磯野4-1-2

南 東林 上鶴間こどもセンター 相模原市南区上鶴間8-10-12

緑 橋本 相原児童館 相模原市緑区相原4-23-11

緑 橋本 宮上児童館 相模原市緑区東橋本3-15-9

緑 大沢 作の口児童館 相模原市緑区下九沢498-1

中央 小山 こばと児童館 相模原市中央区すすきの町41-10

中央 横山 下九沢児童館 相模原市中央区下九沢964-3

中央 中央 弥栄児童館 相模原市中央区弥栄1-7-18

中央 光が丘 光が丘児童館 相模原市中央区光が丘3-7-2

中央 光が丘 青葉児童館 相模原市中央区並木3-18-16

中央 大野北 あさひ児童館 相模原市中央区鹿沼台1-10-4

中央 大野北 嶽之内児童館 相模原市中央区東淵野辺4-26-13

中央 大野北 幸町児童館 相模原市中央区淵野辺4-3-10

中央 上溝 四ツ谷児童館 相模原市中央区上溝2-1-9

南 大野中 しんふち児童館 相模原市南区古淵5-28-1

南 大野中 古淵児童館 相模原市南区古淵1-34-26

南 大野中 大野台第１児童館 相模原市南区大野台4-1-2

南 大野中 大野台第２児童館 相模原市南区大野台4-14-13

南 大野南 谷口児童館 相模原市南区上鶴間本町4-46-17

南 大野南 南新町児童館 相模原市南区相模大野9-1-4

南 相模台 御園児童館 相模原市南区御園5-10-8

南 相武台 相武台第２児童館 相模原市南区相武台団地2-3-7

南 相武台 相武台第３児童館 相模原市南区相武台3-23-6

南 東林 東林間児童館 相模原市南区東林間4-32-1

南 東林 相南児童館 相模原市南区相南1-15-28

緑 津久井 根小屋小学校放課後子ども教室 相模原市緑区根小屋1580

中央 中央 中央小学校放課後子ども教室 相模原市中央区富士見1-3-22

中央 光が丘 青葉小学校放課後子ども教室 相模原市中央区並木4-8-4

南 大野南 谷口台小学校放課後子ども教室 相模原市南区文京2-12-1

６．子育て支援施設
こどもセンター、
児童館等



大分類 小分類
所在地区 地区

施設分類
施設名

緑 津久井 串川診療所（閉院中） 相模原市緑区長竹1425-1

緑 津久井 市立青野原診療所 相模原市緑区青野原2015-2

緑 津久井 国民健康保険青根診療所 相模原市緑区青根1837-1

緑 相模湖 市立千木良診療所 相模原市緑区千木良852-8

緑 相模湖 国民健康保険内郷診療所 相模原市緑区若柳1207

緑 藤野 市立藤野診療所 相模原市緑区小渕1656-1

緑 藤野 国民健康保険日連診療所 相模原市緑区日連1037-1

緑 橋本 相模原北メディカルセンター急病診療所 相模原市緑区西橋本5-3-21

緑 橋本 相模原北メディカル調剤薬局 相模原市緑区西橋本5-3-21

緑 津久井 相模原西メディカルセンター急病診療所 相模原市緑区中野1681-1

中央 中央 相模原中央メディカルセンター急病診療所 相模原市中央区富士見6-1-1

中央 中央 相模原口腔保健センター 相模原市中央区富士見6-1-1

中央 中央 相模原中央メディカル調剤薬局 相模原市中央区富士見6-1-1

中央 中央 精神保健福祉センター診療所 相模原市中央区富士見6-6-23（けやき会館１階）

南 大野南 相模原南メディカルセンター急病診療所 相模原市南区相模大野4-4-1

南 大野南 相模原南メディカル調剤薬局 相模原市南区相模大野4-4-1

緑 橋本 二本松団地 相模原市緑区二本松4-16

緑 大沢 上九沢団地 相模原市緑区上九沢4

緑 大沢 大島団地 相模原市緑区大島11

緑 城山 中原団地 相模原市緑区向原1-6-1

緑 津久井 小網第１団地 相模原市緑区太井78

緑 津久井 青根第２団地 相模原市緑区青根1110

緑 相模湖 内郷住宅 相模原市緑区若柳1237-1

緑 藤野 沢井住宅 相模原市緑区澤井1374-2

緑 藤野 佐野川住宅 相模原市緑区佐野川2480

中央 小山 すすきの住宅 相模原市中央区すすきの町19-1

中央 清新 清新住宅 相模原市中央区清新5-3-1

中央 中央 富士見団地 相模原市中央区富士見5-6

中央 中央 東団地 相模原市中央区相生2-7、8、9

中央 中央 東第２団地 相模原市中央区相生4-15-1

中央 星が丘 横山住宅 相模原市中央区横山6-5-1

中央 星が丘 星が丘住宅 相模原市中央区星が丘4-9-14

中央 光が丘 並木団地 相模原市中央区並木3-1-19

中央 大野北 淵野辺団地 相模原市中央区淵野辺2-32-1

中央 大野北 淵野辺本町住宅 相模原市中央区淵野辺本町4-1-13

中央 田名 田名塩田団地 相模原市中央区田名塩田3-3

中央 上溝 石橋団地 相模原市中央区上溝3876

中央 上溝 田中第２住宅 相模原市中央区上溝7-36-18

南 大野中 古淵住宅 相模原市南区古淵4-24-1

南 大野中 大野台住宅 相模原市南区大野台6-19-1

南 大野南 文京団地 相模原市南区文京2-15・16

南 相模台 南台団地 相模原市南区南台4-12

緑 橋本 あじさい住宅東橋本 相模原市緑区東橋本4-9-9

緑 橋本 あじさい住宅二本松 相模原市緑区二本松2-4-5

緑 大沢 あじさい住宅大島 相模原市緑区大島945-1

中央 中央 あじさい住宅富士見 相模原市中央区富士見5-5-10

中央 光が丘 あじさい住宅陽光台 相模原市中央区陽光台5-3-35

中央 上溝 あじさい住宅上溝 相模原市中央区上溝6-25-43

中央 上溝 あじさい住宅上溝東 相模原市中央区上溝3166-5

南 大野中 あじさい住宅古淵 相模原市南区古淵4-11-10

南 大野南 あじさい住宅上鶴間 相模原市南区上鶴間本町7-4-15

南 麻溝 あじさい住宅下溝 相模原市南区下溝2103-28

南 相模台 あじさい住宅相模台 相模原市南区相模台5-8-5

南 相武台 あじさい住宅相武台 相模原市南区相武台2-11-10

南 東林 あじさい住宅コンフォールさがみ南 相模原市南区相南1-24-5

７．医療施設

診療所

８．市営住宅

メディカルセンター等

市営住宅

あじさい住宅



大分類 小分類
所在地区 地区

施設分類
施設名

緑 橋本 宮上小学校 相模原市緑区橋本4-11-1

緑 橋本 橋本小学校 相模原市緑区橋本1-12-20

緑 橋本 相原小学校 相模原市緑区相原4-13-14

緑 橋本 当麻田小学校 相模原市緑区相原1-14-1

緑 橋本 旭小学校 相模原市緑区橋本6-15-27

緑 橋本 二本松小学校 相模原市緑区二本松2-9-1

緑 大沢 大島小学校 相模原市緑区大島1121-19

緑 大沢 九沢小学校 相模原市緑区大島1859-3

緑 大沢 作の口小学校 相模原市緑区下九沢459-1

緑 大沢 大沢小学校 相模原市緑区大島1566

緑 城山 川尻小学校 相模原市緑区久保沢2-22-2

緑 城山 湘南小学校 相模原市緑区小倉1573

緑 城山 広陵小学校 相模原市緑区若葉台4-3-1

緑 城山 広田小学校 相模原市緑区広田9-5

緑 津久井 根小屋小学校 相模原市緑区根小屋1580

緑 津久井 中野小学校 相模原市緑区中野600

緑 津久井 串川小学校 相模原市緑区長竹1424

緑 津久井 青野原小学校 相模原市緑区青野原1250-1

緑 津久井 鳥屋小学校 相模原市緑区鳥屋1321-3

緑 津久井 津久井中央小学校 相模原市緑区三ケ木39－7

緑 相模湖 内郷小学校 相模原市緑区寸沢嵐833

緑 相模湖 千木良小学校 相模原市緑区千木良1035

緑 相模湖 桂北小学校 相模原市緑区与瀬877

緑 藤野 藤野北小学校 相模原市緑区佐野川1901

緑 藤野 藤野小学校 相模原市緑区日連549

緑 藤野 藤野南小学校 相模原市緑区牧野4327

中央 小山 向陽小学校 相模原市中央区向陽町8-33

中央 清新 清新小学校 相模原市中央区清新3-16-6

中央 清新 小山小学校 相模原市中央区小山4-3-2

中央 横山 横山小学校 相模原市中央区横山台2-35-1

中央 中央 中央小学校 相模原市中央区富士見1-3-22

中央 中央 弥栄小学校 相模原市中央区弥栄3-1-10

中央 中央 富士見小学校 相模原市中央区富士見2-4-1

中央 星が丘 星が丘小学校 相模原市中央区星が丘3-1-6

中央 光が丘 青葉小学校 相模原市中央区並木4-8-4

中央 光が丘 並木小学校 相模原市中央区並木2-16-1

中央 光が丘 光が丘小学校 相模原市中央区光が丘2-19-1

中央 光が丘 陽光台小学校 相模原市中央区陽光台1-15-1

中央 大野北 淵野辺東小学校 相模原市中央区東淵野辺3-17-1

中央 大野北 共和小学校 相模原市中央区高根1-16-13

中央 大野北 淵野辺小学校 相模原市中央区淵野辺4-6-22

中央 大野北 大野北小学校 相模原市中央区淵野辺2-34-1

中央 田名 新宿小学校 相模原市中央区田名7019

中央 田名 田名小学校 相模原市中央区田名5091-1

中央 田名 田名北小学校 相模原市中央区田名1932-1

中央 上溝 上溝小学校 相模原市中央区上溝7-6-1

中央 上溝 上溝南小学校 相模原市中央区上溝782-1

南 大野中 大沼小学校 相模原市南区東大沼3-20-1

南 大野中 若松小学校 相模原市南区若松2-22-1

南 大野中 大野小学校 相模原市南区古淵3-21-2

南 大野中 大野台小学校 相模原市南区大野台8-1-15

南 大野中 大野台中央小学校 相模原市南区大野台2-26-8

南 大野南 鹿島台小学校 相模原市南区上鶴間本町1-9-1

南 大野南 谷口小学校 相模原市南区上鶴間本町5-13-1

南 大野南 南大野小学校 相模原市南区上鶴間1-5-1

南 大野南 鶴の台小学校 相模原市南区旭町24-5

９．学校教育施設 小学校



大分類 小分類
所在地区 地区

施設分類
施設名

南 大野南 鶴園小学校 相模原市南区上鶴間本町7-8-1

南 大野南 谷口台小学校 相模原市南区文京2-12-1

南 麻溝 夢の丘小学校 相模原市南区当麻490-2

南 麻溝 麻溝小学校 相模原市南区下溝713

南 新磯 新磯小学校 相模原市南区磯部1028-5

南 相模台 相模台小学校 相模原市南区南台6-5-1

南 相模台 桜台小学校 相模原市南区相模台7-7-1

南 相模台 若草小学校 相模原市南区新磯野2329

南 相模台 双葉小学校 相模原市南区双葉1-2-15

南 相武台 相武台小学校 相模原市南区相武台団地2-5-1

南 相武台 緑台小学校 相模原市南区新磯野3-10-23

南 相武台 もえぎ台小学校 相模原市南区新磯野2-41-16

南 東林 東林小学校 相模原市南区相南2-3-1

南 東林 上鶴間小学校 相模原市南区上鶴間4-7-1

南 東林 くぬぎ台小学校 相模原市南区上鶴間5-7-1

緑 橋本 旭中学校 相模原市緑区橋本1-12-15

緑 橋本 相原中学校 相模原市緑区橋本8-12-1

緑 大沢 大沢中学校 相模原市緑区大島1800

緑 大沢 内出中学校 相模原市緑区下九沢2845

緑 城山 中沢中学校 相模原市緑区城山2-7-1

緑 城山 相模丘中学校 相模原市緑区久保沢2-22-4

緑 津久井 串川中学校 相模原市緑区長竹1469

緑 津久井 鳥屋中学校 相模原市緑区鳥屋1339

緑 津久井 青野原中学校 相模原市緑区青野原1239

緑 津久井 中野中学校 相模原市緑区中野960

緑 相模湖 北相中学校 相模原市緑区与瀬1019-5

緑 相模湖 内郷中学校 相模原市緑区寸沢嵐2742-4

緑 藤野 藤野中学校 相模原市緑区小渕2082

中央 清新 清新中学校 相模原市中央区清新8-5-1

中央 清新 小山中学校 相模原市中央区小山4-3-1

中央 中央 中央中学校 相模原市中央区富士見1-3-17

中央 中央 弥栄中学校 相模原市中央区弥栄3-1-7

中央 中央 由野台中学校 相模原市中央区由野台3-1-3

中央 光が丘 緑が丘中学校 相模原市中央区緑が丘1-28-1

中央 大野北 共和中学校 相模原市中央区共和1-3-10

中央 大野北 大野北中学校 相模原市中央区淵野辺2-8-40

中央 田名 田名中学校 相模原市中央区田名5250-1

中央 上溝 上溝中学校 相模原市中央区横山5-19-54

中央 上溝 上溝南中学校 相模原市中央区上溝2322-2

南 大野中 大野台中学校 相模原市南区大野台8-2-1

南 大野中 鵜野森中学校 相模原市南区鵜野森1-11-1

南 大野南 谷口中学校 相模原市南区上鶴間本町4-13-43

南 大野南 新町中学校 相模原市南区相模大野9-14-1

南 大野南 大野南中学校 相模原市南区文京1-10-1

南 新磯 相陽中学校 相模原市南区磯部1540

南 相模台 相模台中学校 相模原市南区桜台20-1

南 相模台 若草中学校 相模原市南区新磯野2046

南 相模台 麻溝台中学校 相模原市南区麻溝台4-12-1

南 相武台 相武台中学校 相模原市南区新磯野5-1-10

南 東林 東林中学校 相模原市南区上鶴間8-21-1

南 東林 上鶴間中学校 相模原市南区上鶴間4-14-1

緑 城山 城山学校給食センター 相模原市緑区川尻1673-1

緑 津久井 津久井学校給食センター 相模原市緑区根小屋1457

中央 上溝 上溝学校給食センター 相模原市中央区上溝1880-8

緑 城山 青少年相談センター相談指導教室はるばやし 相模原市緑区久保沢2-4-20

中央 中央 青少年相談センター 相模原市中央区中央3-13-13

中央 中央 総合学習センター 相模原市中央区中央3-12-10

緑 大沢
相模川自然の村野外体験教室
（ビレッジ若あゆ）

相模原市緑区大島3497-1

緑 藤野
ふるさと自然体験教室
（ふじの体験の森やませみ）

相模原市緑区澤井936-1

９．学校教育施設

中学校

その他学校教育施設

小学校



大分類 小分類
所在地区 地区

施設分類
施設名

緑 大沢 北清掃工場 相模原市緑区下九沢2074-2

緑 津久井 津久井クリーンセンター 相模原市緑区青山3385-2

南 麻溝 南清掃工場 相模原市南区麻溝台1524

南 麻溝 一般廃棄物最終処分場（含浸出水処理施設） 相模原市南区麻溝台3412

緑 橋本 橋本台環境事業所 相模原市緑区橋本台2-14-23

緑 大沢 橋本台リサイクルスクエア 相模原市緑区下九沢2084-3

緑 大沢 北部粗大ごみ受入施設 相模原市緑区下九沢2083-1

南 麻溝 南部粗大ごみ受入施設 相模原市南区麻溝台1524-1

南 麻溝 麻溝台環境事業所 相模原市南区麻溝台1524-1

南 麻溝 麻溝台リサイクルスクエア 相模原市南区麻溝台1524-1

南 相模台 相模台収集事務所 相模原市南区麻溝台3-5-20

緑 橋本 北消防署 相模原市緑区橋本4-16-6

緑 橋本 相原分署 相模原市緑区相原4-14-9

緑 大沢 大沢分署 相模原市緑区大島1745-1

緑 城山 城山分署 相模原市緑区川尻1699-1

緑 津久井 鳥屋出張所（消防） 相模原市緑区鳥屋789-7

緑 津久井 青根分署 相模原市緑区青根1372-1

緑 津久井 救急隊派出所 相模原市緑区太井157-1

緑 相模湖 津久井消防署 相模原市緑区寸沢嵐574-2

緑 藤野 藤野分署 相模原市緑区吉野433-1

中央 中央 消防指令センター 相模原市中央区中央2-2-15

中央 中央 消防局(相模原消防署) 相模原市中央区中央2-2-15

中央 光が丘 緑が丘分署 相模原市中央区緑が丘1-32-25

中央 大野北 淵野辺分署 相模原市中央区淵野辺本町3-1-8

中央 田名 田名分署 相模原市中央区田名4841-3

中央 上溝 上溝分署 相模原市中央区上溝2163-9

南 大野中 大沼分署 相模原市南区古淵3-15-8

南 大野南 南消防署 相模原市南区相模大野5-34-1

南 大野南 上鶴間分署 相模原市南区相模大野7-40-4

南 新磯 新磯分署 相模原市南区磯部1229-1

南 相模台 麻溝台分署 相模原市南区麻溝台8-38-20

南 相武台 相武台分署 相模原市南区新磯野2-51-1

南 東林 東林分署 相模原市南区東林間7-35-25

緑 橋本 橋本駅南口第１自転車駐車場 相模原市緑区橋本2-1-83

緑 橋本 橋本駅北口第１自転車駐車場 相模原市緑区橋本6-1-8

緑 橋本 橋本駅南口第２自転車駐車場 相模原市緑区橋本2-4-17

緑 橋本 橋本駅北口第２自転車駐車場 相模原市緑区橋本3-28-1

中央 小山 相模原駅南口自転車駐車場 相模原市中央区相模原1-1-20

中央 小山 相模原駅北口自転車駐車場 相模原市中央区小山3430

中央 大野北 淵野辺駅南口第２自転車駐車場 相模原市中央区鹿沼台1-13-20

中央 大野北 淵野辺駅南口第１自転車駐車場 相模原市中央区鹿沼台1-12-22

中央 大野北 矢部駅北口自転車駐車場 相模原市中央区矢部新町3-40

南 大野南 谷口南口自転車駐車場 相模原市南区相模大野7-704

南 大野南 相模大野駅北口自転車駐車場 相模原市南区相模大野4-3-1

南 大野南 谷口北口自転車駐車場 相模原市南区相模大野3-327

南 大野南 相模大野駅西側自転車駐車場 相模原市南区相模大野3-2-2

南 相武台 相武台前駅北口自転車駐車場 相模原市南区相武台2-20-17

緑 橋本 橋本駅北口第１自動車駐車場 相模原市緑区橋本6-2-4

緑 橋本 橋本駅北口第２自動車駐車場 相模原市緑区橋本3-28-1

緑 相模湖 相模湖ふれあいパーク 相模原市緑区与瀬1183-2

中央 小山 相模原駅自動車駐車場 相模原市中央区相模原1-1-20

南 大野南 相模大野立体駐車場 相模原市南区相模大野4-4-2

南 大野南 相模大野駅西側自動車駐車場 相模原市南区相模大野3-2-2

南 相模台 小田急相模原駅自動車駐車場 相模原市南区南台3-20-1（ラクアル・オダサガ内）

市営斎場 南 大野中 ／ 相模原市南区古淵5-26-1

１２．その他

自転車駐車場

自動車駐車場

１０．資源循環系施設

廃棄物処理施設

その他資源循環系施
設

１１．消防施設 消防署所


