
 今号の主な内容 L I N E U P

市と４大学が「アートラボはしもと」に
関する基本協定を締結

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

子育てを支援します 2
平成２４年度 施策と予算のあらまし 

市民桜まつり 12

　４月１日、緑区大山町に開設する「アートラボ
はしもと」の事業を連携して進めるため、市は３
月９日、市内および周辺にキャンパスを有する女
子美術大学、桜美林大学、多摩美術大学、東京造
形大学の４大学と協定を締結しました。同所は、
アートによる先進的・実験的な事業を実施し、ア
ートによるまちづくりを推進するための拠点とな
る施設です。オープニングイベントなど詳しくは、
本紙４月１５日号でお知らせします。 

お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２
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「潤水都市 さがみはら」は、政令指定都市・ 
相模原の、未来へ向かう合言葉です。 

じゅん すい と し 

市の人口・世帯

人 口  718,953人　（537減）　
男  361,380人/女  357,573人

世 帯  306,721世帯　（251減）
3月1日現在（　）は前月との増減
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“さがみの潤水”が
誕生します。

相模原生まれの天然水

　豊かな水資源を有する「 潤 
じゅん

 水  都  市  さがみはら」。市は、産学官協働で潤水都
すい と し

市ブランドの飲料水「相模原の水」の商品化を進めてきました。そしてこの春、
ペットボトル飲料水「さがみの 潤 

じゅん

 水 」が完成。相模原商工会議所を販売者として
すい

各所で発売を開始します。
写真：相模川源流（緑区青野原）

お問い合わせ　相模原商工会議所　1０４２－７５３－８１３５　http://www.ssp２１.or.jp/

硬度３４㎎/ �
ｐＨ７．３

　飲みやすく、料理に
使ったり、お茶を入れ
たりするのにも適して
いるといわれる軟

水です。

飲みやすい軟水

「潤水都市 さがみは
ら」のイメージがそのまま
伝わるように、と考えられた
商品名。３候補（ほかは「さが
みの森の贈りもの」、「みず
のわ」）の中から市民の皆
さんの投票により決定
しました。　　

皆さんの投票で
名前を決定

　相模女子大学メディア情報学科から、デザ
インやマーケティングなど総合的な協力を得
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　
　学生の原案から作成されたラベルデザイ
ンのモチーフは、市の花「アジサイ」。
花びらがジグソーパズルの形になっ
ていて、人と人とのつながりや
絆を表現しています。

　

地元大学との
コラボ商品

　売り上げのうち
１本につき５円が、水
源の環境保全等に還
元されます。　　

売り上げの一部を
環境保全などに還元
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希望小売価格 １２０円〈５００ml〉（ナチュラルウォーター※）
４月中旬から発売予定
【販売】 
　市内の小売店等で販売します。取り扱い店舗について詳し
くは、相模原商工会議所のホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。

【発売記念特設販売コーナー】 
　期間限定で、伊勢丹相模原店本館地階＝食料品／フーズマ 
ーケットに「さがみの潤水」コーナーをオープンします。 
日　時　４月１１日（水）～１７日（火）午前１０時～午後７時

※厚生労働省が定めるミネラルウォーター類の品質表示ガイドライ
ンによる、特定の水源から採水された地下水で、沈殿、ろ過、加
熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないもの
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ル
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す

　緑区青野原にある
相模川の源流の一つが
採水地。津久井の森が
育んだ天然水です。

　　

水源は丹沢山系
相模川の源流
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夜間納税相談窓口のご利用を夜間納税相談窓口のご利用を
　日中に、市税（国民健康保険税を除く）の納付や納税ができない人のた
めに、窓口を開設します。電話相談もできます。
日　時　４月１２日（木）・１９日（木）午後５時３０分～７時

電話番号会　場
０４２－７６９－８３００納税課※（市役所第２別館２階）
０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（シティ・プラザはしもと内５階）
０４２－７４９－２１６３南市税事務所（市南区合同庁舎３階）

※午後６時以降に来庁する場合は、市役所本館裏玄関の守衛室に申し出て
ください。

審議会等の委員を募集審議会等の委員を募集
男女共同参画審議会委員☆
　男女共同参画に関する調査や施策の実施状況を審議します。
※審議会開催時は保育があります。
任　期　６月～平成２６年５月（会議は年３回程度）
担　当　男女共同参画課　1０４２－７６９－８２０５　6０４２－７５３－９４１３
　　　　Ｅメール danjo@city.sagamihara.kanagawa.jp
消費生活審議会委員
　消費生活に関する調査や施策の実施状況を審議します。
任　期　７月～平成２６年６月（会議は年３回程度）
担　当　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９　6０４２－７５７－２９４１
　　　　Ｅメール shouhiseikatsu@city.sagamihara.kanagawa.jp
自殺対策協議会委員
　自殺総合対策に関する重要な事項について、調査・審議します。
任　期　委嘱の日～平成２６年３月（会議は年２回程度）
担　当　精神保健福祉課　1０４２－７６９－９８１３　6０４２－７５９－４３９５
　　　　Ｅメール seishinhoken@city.sagamihara.kanagawa.jp

対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会などの委員、職
員、議員を除く）＝各３人（選考）

申し込み　各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張
所・公民館（青根・沢井公民館を除く）、ソレイユさがみ（☆
のみ）にある応募用紙（市ホームページの 市政情報 → 審議
会・情報公開・個人情報 からダウンロード可）を直接か郵送、
ファクス、Ｅメールで４月２日～２３日（必着）に各担当課（〒
２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）へ

城山城山・・藤野地区藤野地区　事業所税の課税が始まります事業所税の課税が始まります
事業所税とは
　人口３０万人以上の都市等で、一定規模（事業所等床面積が１，０００㎡か従業
者数が１００人）を超える事業を行っている法人・個人が納める税金です。
　これらの事業所等は、道路・公園・上下水道などの都市施設の主な受益
者という立場から、都市環境の整備に要する経費の一部として負担してい
ただくものです。
城山・藤野地区では
　合併年度とこれに続く５年度の課税免除期間が終了しましたので、個人
は平成２４年分の事業、法人は２４年４月以降に終了する事業年度分から申告
納税いただくことになります。
※事業所税の申告について詳しくは、決算期ごとに郵送する申告書に同封
する「お知らせ」をご覧になるか、お問い合わせください。　　

お問い合わせ　市民税課　1０４２－７６９－８２９７

４４月１日月１日　条例を施行条例を施行
相模原市債権の管理に関する条例
　市では、納期限を経過しても納付されない債権について、滞納者に納付を促す
さまざまな措置を講じていますが、収入未済額は年々増加しています。本条例で
は、負担の公平性の確保と債権管理の適正化を図るため、強制執行等の徴収手続
きや回収不能となった債権の取り扱いなど事務処理の基準を規定しています。
※詳しくは、市ホームページの 市政情報 → 債権管理 をご覧になるか、お問い
合わせください。

お問い合わせ　財務課　1０４２－７６９－８２１６

①相模原市市民協働推進条例
　皆で担う地域社会の実現をめざし、協働について、市民や市の役割を明らかに
するとともに、市民と市の協働、市民と市民の協働を推進するために、必要な事
項を定めました。
②相模原市特定非営利活動促進法施行条例
　特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の改正に伴い、本市のみに事務所を置く特
定非営利活動法人の認証、認定等に関する事務を実施するために、ＮＰＯ法に基
づく手続き等を定めました。
※詳しくは、市ホームページの 市政情報 → 市政への参加・連携 → ① 市民協働 
② 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

相模原市路上喫煙の防止に相模原市路上喫煙の防止に 
関する条例を制定関する条例を制定 

　この条例は、道路、駅前広場、公園、バス停留所その他の公共の
用に供する場所で、市民等の身体や財産の安全・安心の確保を図り、
生活環境の向上が目的です。市内全域で市民だけでなく、通勤、通
学、買い物などで市内を訪れる人も、路上喫煙をしないよう努める
ものと規定しています。
　また、路上喫煙を禁止する必要があると認める地区を「路上喫煙
禁止地区」に指定し、そのうち特に規制する必要があると認める地
区を「路上喫煙重点禁止地区」に指定する予定です。路上喫煙重点
禁止地区内で、路上喫煙中止の命令に違反した場合は、２，０００円の過
料を徴収します。路上喫煙禁止地区・路上喫煙重点禁止地区は、今
後、関係機関、関係団体の意見を聴いて指定します。

条例の施行は１０月から
　条例は１０月１日から施行します。ただし、過料については、６か
月の周知期間を設け、平成２５年４月１日から施行します。
※詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 暮らしの安全 → 
防犯、交通安全などに関する情報 をご覧になるか、お問い合わせ
ください。

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

路上喫煙は
やめましょう

４月からの児童手当制度の概要
支給額区　分

１万５，０００円【変更なし】３歳未満
年齢 １万円（第３子以降１万５，０００円）【変更なし】３歳～小学生

１万円【変更なし】中学生
子ども１人につき５，０００円所得制限限度額以上※

※所得制限は６月分（１０月支給分）から適用になります。
支給月　６月（４月、５月分）・１０月（６月～９月分）・平成２５年２月（１０

月～２５年１月分）
※６月の支給は、２月・３月分の子ども手当と４月・５月分の児童手当を
合わせた金額です。

※所得制限など詳しくは、今後本紙や市ホームページでお知らせします。
※６月に現況届の提出が必要です。６月中旬に必要書類を郵送します。
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　４月から、子ども手当は児童手当に変わります。
　３月末時点で子ども手当を受給していた人は、引き続き児童手当が支給
されますので、申請の必要はありません。

子育てを支援します子育てを支援します

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－８２３２

４月１日以降に転入・出生した人へ　児童手当の対象になる人は、窓
口で申請してください。原則、申請した月の翌月からの支給に
なりますので、早めに手続きをしてください。

申請窓口　各こども家庭相談課・保健福祉課・区役所区民課・まちづ
くりセンター・出張所

開所時間　月～土曜日の午前８時～午後６時
※祝日・年末年始等を除く　　※延長保育は実施しません
保育料　認可保育所の保育料と同額
申し込み　直接、４月２日から中央区矢部新町・宮下本町は中央こども家

庭相談課（1０４２－７６９－９２６７）、緑区西橋本は緑こども家庭相談課
（1０４２－７７５－８８１３）へ。５月から利用を希望する場合は、４月１３
日までに申し込んでください。

※見学などの希望は保育課（1０４２－７６９－９８１２）へ

新たに３か所で開始新たに３か所で開始　家庭的保育事業のご利用を家庭的保育事業のご利用を
　市では、保育所に入所できなかった子どもを保育する事業を行っていま
す。保育士資格があるなど一定の要件を満たした人のうち、市が認定する
家庭的保育者が、自宅などで家庭的保育補助員とともに保育を行います。
　これまでの南区相南と相模台に加えて、平成２４年度から新たに中央区矢
部新町と宮下本町、緑区西橋本の３か所で家庭的保育を行います。
対　象　市内在住で保育所に入所申し込みをして入所できなかった、生後

８週～２４年度中に３歳になる子ども＝各施設３人以内（選考）

４月か４月かららスタートスタート
子育て短期支援子育て短期支援（（ショートステイショートステイ））事業事業

　保護者の病気などで、家庭で子どもを養育することが一時的に困難な場
合に、乳児院や母子生活支援施設で宿泊を伴う一時預りを行います。
対　象　市内在住の小学生以下（医療機関等で医療が必要な場合を除く）

の子どもで、保護者が次のいずれかに該当し、保護者以外に子ども
を養育する人がいない場合

○出産、看護などの場合　　○疾病、負傷、育児疲れなどの場合
○冠婚葬祭、出張などの場合（私的な旅行を除く）
利用期間　１回の利用につき原則７日以内
利用一部負担金（１日当たり）

２歳以上１歳以下世帯区分
なしなし被保護世帯、支援給付受給世帯

１，０００円２，０００円当該年度分（４月～６月に利用する場合は前年
度分）が市民税非課税の世帯

２，７５０円５，３５０円上記以外の世帯
※一部負担金のほかに、食事代や送迎代などの実費相当額の負担あり
申し込み　直接、４月２日から利用希望日の３か月～７日前までに各こど

も家庭相談課へ。利用相談も随時受け付けています。

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－９８１１
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

ちょっとおしえてコール相模原
午前８時～午後９時　年中無休
※おかけ間違いにご注意ください。

日　時　４月２１日（土）午後７時３０分～９時
会　場　南市民ホール
講　師　山内正剛さん（放射線医学総合研究所上席研究員）
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝３８０人（申込順）
申し込み　電話（１人１回４人まで）で４月１５日までにコールセンター

（1０４２－７７０－７７７７）へ

　普段は自分の職に就きながら、災害時には消防職員とともに消火や救助
活動を行う消防団。本市の消防団は、相模原、城山、津久井、相模湖、藤
野の５団体制でしたが、大災害発生時に消防団と常備消防の連携した一体
性のある活動、各区における防災力の向上、自治会連合会の区域との整合
性を図るため、組織を再編しました。
　５つあった消防団を１つに
まとめ、中央区の相模原消防
署の管轄区域を「中央方面隊」、
南区の南消防署の管轄区域を
「南方面隊」、緑区の北消防
署の管轄区域を「北方面隊」、
緑区の津久井消防署の管轄区
域を「津久井方面隊、相模湖
方面隊、藤野方面隊」とし、
１団６方面隊体制で市民の安
全・安心を守ります。

相模湖 相模湖 

藤野 藤野 

津久井 津久井 

城山 城山 橋本 橋本 
小山 小山 

清新 清新 
中央 中央 光が丘 光が丘 

上溝 上溝 
星が丘 星が丘 

横山 横山 

田名 田名 大野中 大野中 

麻溝 麻溝 

新磯 新磯 相武台 相武台 

南方面隊 

北方面隊 

津久井方面隊 

藤野方面隊 

相模湖方面隊 

東林 東林 
相模台 相模台 

大野南 大野南 

大野北 大野北 大沢 大沢 

中央方面隊 

暮暮ららししとと放放射射線線
放放射射線線のの健健康康影影響響にに
関関すするる講講演演会会

お問い合わせ　消防総務課　1０４２－７５１－９１１６

市市消消防防団団のの組組織織をを再再編編
～安全・安心なまちづくりの ～安全・安心なまちづくりの

一層の推進と充実のために～　　　　　　　　一層の推進と充実のために～

　次の区域では、くみ取り便所を３年以内に水洗便所に改造し、浄化槽式
便所は速やかに浄化槽を廃止して、直接公共下水道に流してください。接
続工事は、市指定下水道工事店（市ホームページの 市政情報 → 下水道 
→ 公共下水道 → 下水道接続について に掲載）で行ってください。
※工事費に対する低金利融資のあっせん制度もあります。

電話番号お問い合わせ対象区域（下記の各一部）
０４２－７７５－８８１８緑土木事務所上九沢、大島

緑区
０４２－７８３－８１５１城山土木班城山３丁目・４丁目、中沢
０４２－７８０－１４１５津久井土木班長竹、根小屋
０４２－６８４－３２５２相模湖土木班若柳、寸沢嵐
０４２－６８７－５５１２藤野土木班小渕、日連
０４２－７６９－８２６８下水道管理課田名、上溝、松が丘１丁目中央区

０４２－７４９－２２１５南土木事務所

当麻、下溝、磯部、大野台８丁目、鵜野森
１丁目、西大沼２丁目・５丁目、若松１
丁目・２丁目・３丁目、相模大野１丁目、
御園４丁目、麻溝台４丁目、北里２丁目

南区

　「市民税の寄附金税額控除の対象となるＮＰＯ法人を指定する制度」に
ついて、皆さんのご意見をお寄せください。
同制度の概要の閲覧と配布場所　さがみはら市民活動サポートセンター、

各公民館（青根・沢井公民館を除く）・図書館、４月２日から市民
協働推進課、各行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張所

※市ホームページの 市へのご意見・ご提案 → パブリックコメント でもご
覧になれます。

意見の提出　直接か郵送、ファクス、Ｅメールで５月１日（必着）までに
市民協働推進課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９
－９２２５　6０４２－７５４－７９９０　Eメール partnership@city.sagami 
hara.kanagawa.jp）へ

ごご意意見見ををおお寄寄せせくくだだささいいパブリックコメントパブリックコメント

　冠婚葬祭や医療、出産、家屋の増改築などの資金を融資する同制度の貸
付期間を、５年以内から１０年以内に拡大しました。
対　象　次のいずれかに該当する人
○市内在住か在勤で１年以上同一事業所に勤務している
○市内在住で３年以上同一事業を行っている個人請負労働者など
貸付額　１０万円～３００万円
※融資には所定の審査があります。
利　率　年利２．２％（別途保証料あり）
※資金使途によって利率が変わります。
貸付期間　１０年以内（貸付額が５０万円以下は３年以内）
申し込み　電話で中央労働金庫相模原支店（1０４２－７７２－０４５１）へ
お問い合わせ　制度について　産業・雇用政策課　1０４２－７６９－８２３８

勤勤労労者者生生活活資資金金融融資資制制度度４月から４月から
貸付期間を拡大貸付期間を拡大

　４月から補助申請窓口が建築指導課に変わります。アスベストの相談窓
口は、これまでどおり環境保全課です。
対　象　一戸建て住宅、共同住宅（主に居住用の部分）のアスベスト含有調

査と除去工事を行う所有者（共
同住宅の場合は管理組合など）

期　間　平成２５年３月２９日まで
補助率　費用の２分の１（限度額あり）
※事前に申請が必要です。
※中小企業者にはアスベスト除去対策の資金融資制度があります。詳しく
は産業・雇用政策課（1０４２－７６９－８２３７）へ

お問い合わせ　建築指導課　1０４２－７６９－８２５２

住住宅宅のの吹吹きき付付けけアアススベベスストトのの調調査査・・除除去去にに補補助助

補助限度額
共同住宅の
共用部分

一戸建て住宅、共
同住宅の住居部分

　３０万円１０万円含有調査
３００万円３０万円除去工事

　同事業（平成２５年３月オープン予定）の愛称に４，００６通の
応募がありました。その中からイタリア語のbuono       ！（「す

ボ ー ノ

ばらしい」、「おいしい」）と大野（ono）を組み合わせた
「bono（ボーノ）相模大野」に決定しました。たくさんの
応募ありがとうございました。
お問い合わせ　相模大野駅西側地区市街地再開発組合　1０４２－７４０－９２０３

「bono（ボーノ）相模大野」に決定
～相模大野駅西側地区市街地再開発事業～

「bono（ボーノ）相模大野」に決定
～相模大野駅西側地区市街地再開発事業～

１団１団６６方面隊体制へ方面隊体制へ

　市では、地域経済の活性化や市民の居住環境の向上
を図るため、市内の施工業者を利用して個人住宅のリ
フォームを行う場合に、その経費の一部を助成します。

抽選で
一律５万円住宅リフォーム助成事業住住宅宅リリフフォォーームム助助成成事事業業

 申し込み（平成２４年度分） 助成件数　各１００件（全６期、抽選）　　助成金額　一律５万円

対象になる工事
　住宅本体に係る機能維持・向上、居住環境の向上のための修
繕、模様替え、増改築、減築等
※外構工事やエアコン・ガスコンロの購入・設置等は助成対象外

次に該当する住宅
○市内に所有し、自ら居住している
※マンション等の集合住宅は個人専有部分
※店舗等との併用住宅は個人住宅部分
※建築基準法に適合している

次の全てに該当する人
○市内在住で、本市に住民登録
か外国人登録をしている
○市税等の滞納がない

市市内内施施工工業業者者（（見見積積書書、、領領収収書書をを市市内内のの住住所所でで発発行行ででききるる者者））をを利利用用すするる１１００万万円円（（消消費費税税をを除除くく））以以上上のの工工事事
※助成金交付決定後に着手し、平成２５年３月３１日までに工事が完了するもの（同一の住宅に１回のみの助成） 対　象 

申し込み　建築指導課、住宅課、緑・南区役所行政資料コーナー、各まちづくりセン
ター・出張所にある申請書と必要書類を各受付期間に各会場へ

必要書類
○助成金交付申請書（市ホームページの 暮らしの情報 → 住まい・まちなみ からダ
ウンロード可。申請書は必ず本人が記入してください。）
○住宅リフォーム見積書の写し（助成対象リフォームとその他の工事を分けたもので、
施工業者の名称・所在地・電話番号の記載、押印があるもの）
○現況のカラー写真（住宅の外観と助成対象リフォームの部分、撮影日入りのもの）
○他の助成制度の申請書か、決定通知書の写し（他の助成制度を受ける場合）
○建築確認済証の写し（建築確認申請が必要な工事の場合）

※対象になる工事など詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 住まい・まちなみ をご覧になるか、お問い合わせください。
お問い合わせ　工事内容について　建築指導課　1０４２－７６９－８２５２　　制度について　住宅課　1０４２－７６９－８２５６

会　場　日・月・木・金曜日＝市役所会議室棟
　　　　火曜日＝市南区合同庁舎会議室２
　　　　水曜日＝津久井総合事務所第１会議室
時　間　午前９時３０分～午後４時

受付期間 ※曜日によって会場が異なります。

９月３０日（日）～１０月５日（金）４期４月２２日（日）～２７日（金）１期

１１月１１日（日）～１６日（金）５期６月３日（日）～８日（金）２期

平成２５年１月２０日（日）～２５日（金）６期７月２９日（日）～８月３日（金）３期

公公共共下下水水道道にに接接続続をを利用できる区域が拡大利用できる区域が拡大
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対　象　自ら居住する住宅に次の対象設備を設置する人か、対象設備が設置された住宅を購入す
る人。住宅用太陽光発電システムを市内の共同住宅に設置する場合は、当該共同住宅の所
有者か管理組合

犬犬をを飼飼いい始始めめたたらら 登登録録とと毎毎年年１１回回のの狂狂犬犬病病予予防防注注射射をを
～～生生後後９９１１日日以以上上のの飼飼いい犬犬ににはは、、生生涯涯１１回回のの登登録録とと毎毎年年１１回回のの予予防防注注射射がが義義務務付付けけらられれてていいまますす～～

●Ｑ どうしてアライグマを捕獲するのか
●Ａ アライグマはペットとして輸入された外
来生物で、人や農林業などに被害を及ぼす
ため、法律で特定外来生物に指定され、飼
うことや運ぶこと、野外に放つことなどは
禁止されています。これからの季節は繁殖
期に入るため、積極的な捕獲は生活や農作
物への被害の縮小に効果的です。

再生可能エネルギー等利用設備の設置費用を助成　先着順

補助金額設備内容
【個人住宅】太陽電池出力１ｋＷ当たり３万円（県の補
助１ｋＷ当たり１万５，０００円を含む。上限１０万４，０００円）住宅用太陽光発電システム

　太陽光のエネルギーを電気に変換して、住宅
内で利用するシステムで１０ｋＷ未満のもの

【共同住宅（グループホーム等を含む）】
（建物の共用部分への電力供給のみ）
  太陽電池出力１ｋＷ当たり１万５，０００円
ソーラーシステム＝４万円
太陽熱温水器＝２万円

住宅用太陽熱利用システム
　太陽熱を住宅の給湯や暖房に利用するシステム

本体価格の２分の１（上限１万５，０００円）
小規模雨水利用設備
　住宅の雨どいから雨水をためて、庭への散水
などに利用する設備

　市では、環境に関するさまざまな助成を行っています。

申し込み　環境政策課にある申請書（市ホームページの　暮らしの情報　→　環境　→　補助制度　からダウンロード可）と必要書類を同課（1０４２－７６９－８２４０）へ

　市では、昭和５６年５月３１日以前に建築した在来工法の木造住
宅や分譲マンションの耐震化に向け、次の支援を行っています。

木造住宅の窓口簡易耐震診断・分譲マンショ
ンの巡回相談（無料）
　設計・構造図などをもとに診断します。
申し込み　電話で建築指導課へ

木造住宅の耐震巡回相談
日　時　４月１８日（水）午後１時３０分～４時３０分
会　場　大野南公民館
※希望者は直接会場へ。確認通知書と図面があ　
れば持参してください。

※木造住宅には耐震改修と合わせて行う、防火構造改修に対する補助や現場立ち会い費用の補助もあり
ます。

申し込み　直接、４月１１日～１２月２８日（耐震改修計画書作成は平成２５年１月３１日まで）に建築指導課へ
※補助予定金額に達した時点で締め切ります。
※耐震改修工事を行った場合、所得税の控除や固定資産税の減額があります。
※利用の条件など詳しくは、事前にお問い合わせいただくか、市ホームページの　暮らしの情報　→　住ま
い・まちなみ　をご覧ください。

補助金額
内　容

分譲マンション木造住宅
費用の２分の１以内（上限１住戸につき３万円）費用の５分の４以内（上限８万円）耐震診断
費用の３分の２以内（上限１住戸につき５万円）費用の２分の１以内（上限３万円）耐震改修計画書作成
詳しくはお問い合わせください。費用の２分の１以内（上限８０万円）耐震改修工事

最大２０万円を改修工事補助に加算高齢者世帯等割増

●Ｑ ハクビシンやタヌキも捕獲するのか
●Ａ これらは、鳥獣保護法により保護されて
いるため、原則、捕獲することはできませ
んが、被害を受けている人が県や市の許可
を受ければ捕獲できます。また、ハクビシ
ンが家の天井裏に住み着いているなどの生
活被害を受けているときは、市で捕獲する
場合もありますので、相談してください。

会場でのお願い
○犬を押さえられる人が付
き添ってください。

○フンを処理する用具を持
参し、フンは必ず持ち帰
ってください。

会場に行けないとき
○６月３０日までに動物病院
で注射を受け、注射済証
明書を持って生活衛生課
か同課津久井班、緑・南
保健センター、城山・相
模湖・藤野保健福祉課へ

お問い合わせ　生活衛生課　1０４２－７６９－８３４７　同課津久井班　1０４２－７８０－１４１３

犬犬のの散散歩歩ははママナナーーをを守守っってて！！
○○必ずリード必ずリード（引き綱）（引き綱）につないで散歩する。につないで散歩する。
○狂○狂犬病まん延防止のため犬病まん延防止のため、鑑札・、鑑札・注射済票を、犬注射済票を、犬
に装着する。に装着する。

○自宅でフン○自宅でフン・・尿をさせてから散歩に行く習慣をつ尿をさせてから散歩に行く習慣をつ
けるける。。

○○フンを回収する用具を持ちフンを回収する用具を持ち、、フンは自宅へ持ち帰るフンは自宅へ持ち帰る。。
○排尿する場所には気を配り、ペットボトルなどの○排尿する場所には気を配り、ペットボトルなどの
水で流す。水で流す。

国や市をかたる悪質業者に注意！
国や市では、建物の耐震診断や耐震改修につい
て、電話や個別訪問による勧誘はしていません。
不審に思ったときは、お問い合わせください。

　市では、生活や農業に被害を発生させ、深刻な問題となっているアライグマの生息地域の拡大を防止する
ため、捕獲を行っています。アライグマの被害を受けた場合や目撃した場合は、連絡してください。

アライグマや
ハクビシン（生活被害）について

水みどり環境課　1０４２－７６９－８２４２

　防護柵などの設
置費用の一部助成
を行っていますの
で、相談してくだ
さい。

ハハククビビシシンン等等にによよるる
農農作作物物被被害害でで
おお困困りりのの人人へへ

ああななたたのの家家はは大大丈丈夫夫？？

木木造造住住宅宅・・ママンンシショョンンのの地地震震対対策策をを支支援援

繁繁殖殖期期はは活活動動がが活活発発にに！！ アアラライイググママをを見見かかけけたたらら連連絡絡をを

○成獣は５５㎝前後で尾まで含めると
約８０㎝

○５本～１０本のしま模様の尾
○人の手のような５本指の足
○雑食性で繁殖力が強い
○木登りや泳ぎがうまい

お問い合わせ　建築指導課　1０４２－７６９－８２５２

耐震診断等費用補助 対　象　木造住宅の窓口簡易耐震診断・分譲マンションの巡回相談を受けた人

　平成２４年度の狂犬病予防定期集合注射を、４月１１日（水）～２６日
（木）に市内各所で実施します。予防注射と一緒に生後９１日以上の
犬の新規登録の手続きも行っています。
費　用　新規登録と注射＝６，５００円、注射のみ＝３，５００円
　　　　（いずれも注射済票交付手数料の５５０円を含む）
※日程や会場など詳しくは、市ホームページの　暮らしの情報　→
健康・衛生・医療　をご覧になるか、お問い合わせください。
※犬を登録している人には、３月上旬に、はがきでお知らせしてい
ます。
※希望者は直接会場へ（登録済みの犬の飼い主は、市から郵送され
たはがきを持参してください）
※犬の体調が悪いときは、予防注射を受けられない場合があります。

狂犬病とは…
　ウイルス性の感染症で傷口より侵入し、人を含む
全ての哺乳類に感染します。発症するとほぼ１００％が
死に至り、世界では毎年約５万５千人が感染し死亡
しています。年１回、飼い犬に予防注射を受けさせ
ることで、犬への狂犬病の感染を予防し、国内にお
ける狂犬病の発生を防ぐことができます。

次世代クリーンエネルギー自動車購入費用を補助
対　象　電気自動車を購入する次のいずれかに該当す

る人か法人
　　　①市内に１年以上在住する人か、市内に１年以

上本店か主たる事務所がある法人
　　　②①に対して電気自動車のリースを行う事業者
補助金額　１台１５万円　　補助台数　９０台（先着順）
低公害自動車の市営駐車場の利用料金を割り引き
割引金額　１回の利用が１５０円の場合は１５０円、３００円以

上の場合は３００円
対象自動車　市内在住か在勤の人、市内の事業者が所

有か使用する電気自動車、ハイブリッド自動車、
天然ガス自動車

低公害車の普及促進

お問い合わせ

ア
ラ
イ
グ
マ

の
特
徴

防護柵などの設置費用の一部助成について
相模湖経済観光課　1０４２－６８４－３２４０相模湖地区城山経済観光課　　1０４２－７８３－８０６５城山地区
藤野経済観光課　　1０４２－６８７－２１１９藤野地区津久井経済観光課　1０４２－７８０－１４１６津久井地区

その他の地区　農政課　1０４２－７６９－８２３９

地地球球ににややささししいいエエココラライイフフをを応応援援ししまますす
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市立博物館へ行こう
金環日食直前ガイド 金環日食直前ガイド

　５月２１日（月）午前７時３１分ごろから５分間見るこ
とができる金環日食の仕組みや、適切な観察方法をお
話しします。
日　時　５月２０日（日）午後２時～４時
講　師　阪本成一さん（ＪＡＸＡ宇宙科学研究所教授）
定　員　１７０人（抽選）
申し込み　往復はがきかＥメール（１組１通限り５人

まで）に、全員の氏名（代表者に○）・年齢・
電話番号（Ｅメールの場合はＥメールアドレス）、
「金環日食直前ガイド」と書いて、４月２０日（必
着）までに同館（Ｅメール star@city.sagami 
hara.kanagawa.jp）へ

市立博物館へ行こう市立博物館へ行こう

　　 ２０１２年天文教室〈全７回〉

金環日食金環日食・・金星の太陽面通過金星の太陽面通過
　日食が起こる時期や、江戸時代の暦と天文学、２つ
の天文ショーの観察方法などを学びます。
日にち　５月１２日（土）・１９日（土）・２０日（日）・２６日

（土）、６月２日（土）・６日（水）・９日（土）
時　間　午後２時～４時
対　象　市内在住か在勤の１５歳以上の人＝３０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚１人まで）に、住所、氏

名、年齢、電話番号、「天文教室」と書いて、
４月２０日（必着）までに同館へ

 プラネタリウムプラネタリウム
新企画 星空模様
　解説員が日替わりで、時季の旬の情報な
どを交え、星空を案内・解説します。
日にち　４月５日（木）から
時　間　午後３時５０分

新番組 いま太陽がおもしろい
　活動期に入った太陽と５月２１日に起こる
金環日食などについて解説します。
日にち　６月６日（水）まで
時　間　午後２時４０分

◇　　　◇
定　員　２１０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
費　用　５００円（４歳～中学生２００円、６５歳

以上の人２５０円）

 春季企画展

 相模原市の遺跡相模原市の遺跡２０１２２０１２
テーマ　「田名塩田遺跡群とその時代」、「さが

みはら発掘最新情報」
期　間　５月６日（日）まで
学芸員による展示解説　※希望者は直接会場へ
日　時　４月１５日（日）午後２時～２時４０分

旧石器ハテナ館の催し旧石器ハテナ館の催し
近年の相模原市内の
旧石器時代調査速報展

　近年発掘された小倉原西遺跡、橋本遺跡第１９
次調査、古淵Ｂ遺跡第２地点、田名丸山遺跡な
どを紹介し、出土品を展示します。
期　間　５月６日（日）まで
時　間　午前９時～午後６時
※希望者は直接会場へ

体験教室　勾玉作り
　古代アクセサリーの製作体験や 勾  玉 に込めら

まが たま

れた意味などを学びます。
日にち　４月１５日（日）
時　間　午後２時～４時
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）
費　用　３００円（材料費）
申し込み　電話で同館へ

勝坂を学ぼう！勝坂を学ぼう！
生活を変えた縄文土器

～勝坂式土器をつくった人々～
　磯部勝坂が発祥の縄文時代中期を代表する土器のひ
とつ「勝坂式土器」を中心にお話しします。
日　時　４月８日（日）午前１０時～正午
会　場　史跡勝坂遺跡公園管理棟
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で４月２日から文化財保護課（1０４２－

７６９－８３７１）へ

ひとり親家庭を支援しますひとり親家庭を支援します

対　象　母子・父子家庭か、父母に代わって子どもを養育し
ている人（児童扶養手当は公的年金との併給制限あり）

対象期間　子どもが１８歳になる年度の３月３１日まで（一定以
上の障害がある子どもは２０歳の誕生日の前日まで）

申し込み　各こども家庭相談課・保健福祉課へ
※所得制限や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－８２３２

手当を支給
支給額（月額）区　分

１世帯３，０００円
（市民税所得割課税があるときは支給停止）福祉手当

４万１，４３０円～９，７８０円
○児童２人目＝５，０００円加算
○３人目以降＝１人につき３，０００円加算
（申請者本人と同居親族に所得制限あり）

児童扶養手当
※平成２４年４月分
から改定

母子家庭の生活相談など
　こども家庭相談員が福祉資金
の貸し付けなどの相談を受けま
す。
相談窓口
中央こども家庭相談課
　　1０４２－７６９－９２２１
南こども家庭相談課
　　1０４２－７０１－７７００
緑こども家庭相談課
　　1０４２－７７５－８８１５
津久井保健福祉課（火曜日のみ）
　　1０４２－７８０－１４１２

看護師などをめざす人へ

修学資金を貸し付け修学資金を貸し付け
対　象　看護師等養成施設に在学し、卒業後市内の医

療機関などで看護師等の仕事に就く人（選考）
期　間　貸付決定月～卒業月
月　額　○保健師、助産師、看護師の養成課程に在学

している人＝２万円
　　　　○准看護師の養成課程に在学している人＝１

万５，０００円
※卒業後引き続き３年間、市内の医療機関などで勤務
した場合は、返済を全額免除します。

申し込み　通学先が市内の人は通学先へ。市外の人は、
電話で４月２日～１３日に地域医療課（1０４２－
７６９－９２３０）へ

家族介護慰労金の支給家族介護慰労金の支給
対　象　市内在住の要介護４・５に認定された６５歳以

上の高齢者を１年以上介護保険サービスを利用
しないで自宅で介護してきた人

※支給決定された基準日から１年間は申請できません。
支給額　市民税非課税世帯＝１０万円／年
　　　　その他の世帯＝６万円／年
基準日　４月１日　　支給月　８月
申請受付期間　４月２日～２７日
お問い合わせ・申し込み

お問い合わせ　旧石器ハテナ館　1０４２－７７７－６３７１

1０４２－７７５－８８１２緑班　
介護予防
推進課　 1０４２－７６９－８３４９中央班

1０４２－７０１－７７０４南班　
1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課　
1０４２－７８０－１４０８津久井保健福祉課
1０４２－６８４－３２１５相模湖保健福祉課
1０４２－６８７－２１５９藤野保健福祉課　

お近くの地域包括支援センター

介護予防地域活動介護予防地域活動
支援事業補助金支援事業補助金

　次の全てに該当する、おおむね６５歳以上の人を
対象とした介護予防教室を運営する団体に補助金
を交付します。
○自治会、老人会、ボランティア団体など市民団
体が実施する

○１年間を通じて１０回以上開催する
○１回の開催時間が６０分～９０分で、実技や講義を
実施する

○市が養成している介護予防サポーター（ 悠  遊 シ
ゆう ゆう

ニアスタッフ）を２人以上配置している
○市の要綱が定める要件を満たしている
補助金額　年間７万円を１５団体（選考）
※申請方法など詳しくは、お問い合わせください。

さがみはら・ふれあいさがみはら・ふれあい
ハートポイント事業でハートポイント事業で
ボランティア活動をボランティア活動を

　市内の受け入れ協力機関（高齢者福祉施設
など）で行うボランティア活動をポイントに
換え、蓄積したポイントに応じて報償金とし
て還元します。同説明会に参加し、登録して
ください。

対　象　市内在住の６５歳以上の人
※希望者は直接会場へ
※ボランティア受け入れ協力機関も募集中

会　場時　間日にち
ウェルネスさがみはら午後２時

　～３時
４月２３日（月）

南保健福祉センター５月３０日（水）

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

 星空観望会（４月星空観望会（４月））
　プラネタリウムで星空解説後、４０㎝大型
望遠鏡で観望します。
日にち　４月６日（金）・２１日（土）
時　間　午後７時～８時３０分
定　員　各１２０人（先着順）
※中学生以下は保護者同伴
※希望者は当日午後６時３０分～７時に直接会場へ

お問い合わせ　市立博物館　〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５
1０４２－７５０－８０３０　４月の休館日　月曜日（３０日を除く）

　地質学講座〈全４回〉

　２億年前の海底を歩く２億年前の海底を歩く
　多摩川 御岳渓谷の地質

　多摩川上流の鳩ノ巣渓谷と御岳渓谷で、約２億
年前の海底で形成された岩石を観察し、関東山地
の成り立ちについて学びます。
日にち　５月１３日・２０日、６月３日・１０日の日曜日
時　間　午後２時～４時
会　場　市立博物館、東京都青梅市・西多摩郡奥

多摩町
対　象　１５歳以上の人＝３０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚５人まで）に、全員

の氏名（代表者に○）・年齢、代表者の住
所・電話番号、「地質学講座」と書いて、
４月１４日（必着）までに同館へ
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　平成24年度は、「地方分権
改革の推進」、「災害に強い
まちづくり」、「将来を見据
えたまちづくり」の３点を重

要な視点として、市政運営に取り組む
こととし、あらゆる事務事業を精査し
ながら、前期実施計画の着実な推進に
重点を置いた予算編成を行いました。 

　一般会計の予算規模は2，483億円、対前年度比1．1％
増となっています。 
　特に、防災の分野では、防災備蓄や資機材の充実、
広域的な連携による支援体制の構築など、すでに着手
している緊急課題の対応を加速するとともに、地震に
限らずあらゆる事態を想定しながら、市民の生命と財
産を守るため、さまざまな防災対策を進めていきます。 

　平成24年度は、「地方分権
改革の推進」、「災害に強い
まちづくり」、「将来を見据
えたまちづくり」の３点を重

要な視点として、市政運営に取り組む
こととし、あらゆる事務事業を精査し
ながら、前期実施計画の着実な推進に
重点を置いた予算編成を行いました。 

　一般会計の予算規模は2，483億円、対前年度比1．1％
増となっています。 
　特に、防災の分野では、防災備蓄や資機材の充実、
広域的な連携による支援体制の構築など、すでに着手
している緊急課題の対応を加速するとともに、地震に
限らずあらゆる事態を想定しながら、市民の生命と財
産を守るため、さまざまな防災対策を進めていきます。 

輝きあふれる夢に向かって 
～平成２４年度  施策と予算のあらまし～ ～平成２４年度  施策と予算のあらまし～ 

 

夢と希望があふれる次世代をはぐくむ環境づくり

お問い合わせ
施策について　企画政策課　1０４２－７６９－８２０３
財政について　財　務　課　1０４２－７６９－８２１６

地球温暖化対策　　　　　　　　　　１億８，４３５万円

１億８，４３５万円

○メガソーラー（大規模太陽光発電設備）の
導入に向けた取り組み

 ● 地域協議会の設立や条例の制定など市民・
事業者等との協働による取り組み

 ● 再生可能エネルギー等利用設備の普及促進
 ● 次世代クリーンエネルギー自動車の普及促進

安全で安心して暮らせるまちづくり

防災対策　　　　　　　　　　　　　２１億２，８８１万円

１，５９０万円

○帰宅困難者対策、地域の孤立対策、洪水対策
などの対応に基づく地域防災計画の見直し

○国・県による地震被害想定の見直し結果に
基づく防災アセスメント調査の実施

○地域防災力の向上を目的とした（仮称）防
災条例の制定に向けた取り組み

○相模総合補給 廠 一部返還予定地を中心とし
しょう

たまちづくりにおける防災支援拠点整備の
検討

４，８６８万円
 ● 市域の放射線量の監視、放射能濃度の検査、
測定器の貸し出し

１６億８，０５３万円

○ブロック塀等撤去奨励事業
 ● 旧耐震基準の建築物の耐震化促進
 ● 電線類の地中化事業の推進
 ● 雨水管整備、河川改修、雨水貯留施設等の
整備

３億８，３７０万円

○相原分署の整備（基本設計）
○防災消防訓練場の整備
 ● 藤野分署の整備（建設工事）　
 ● 高度救急救命が実施可能な救命士の養成
（救急高度化推進事業）

暮らしにおける安全の確保　　　　　２１億５，６２２万円
２億８，７２２万円 ● 省エネ・高照度の防犯灯の設置補助
２，５８１万円 ● 見守りパトロールなどの地域防犯力の強化
３７９万円 ● 暴力団排除条例に基づく取り組み

１，１３８万円
 ● 交通安全教室の実施、自転車マナーアップ
キャンペーンの実施、歩行者と自転車の通
行環境の改善

９６４万円
 ● 自殺対策協議会の設置、自殺総合対策に係
る行動計画の策定

２２４万円○配偶者暴力相談支援センター機能の整備

１４億４，２７６万円
○認知症疾患医療センターの設置
 ● 特別養護老人ホームの整備促進
 ● 介護人材の確保・育成

２億７，４６８万円○発達障害者支援センター機能の整備
 ● 重症心身障害児者施設の整備

１，８３６万円
 ● 保健医療計画の改定
 ● 健康増進事業

１，６６１万円○がんピアサポート事業の推進
 ● （仮称）北地区メディカルセンターの開設準備

６，３７３万円

○路上喫煙の防止に関する条例に基づく取り
組み

 ● 住宅リフォーム助成
 ● 分譲マンション管理組合へのアドバイザー
派遣

 ● 公契約条例に基づく取り組み

交通ネットワークの充実　　　　　  １０７億２，９１４万円
１，０００万円 ● リニア中央新幹線の建設促進
１，０６０万円 ● 小田急多摩線延伸の実現化に向けた調査検討

１，３５８万円
 ● リニア中央新幹線の開通等を展望したまち
づくりの将来像についての計画策定

６５億４，０００万円 ● さがみ縦貫道路の整備促進

２６億６，０４３万円
 ● 津久井広域道路、県道５２号（相模原町田）
の整備

１４億９，４５３万円
 ● 都市計画道路相原宮下線、相原大沢線、橋
本大通り線、橋本駅北口線、相模大野線な
どの整備

にぎわいと活力に満ちた都市づくり

子育てを支える環境づくり　　　　　１７億２，５８６万円

１６億４，５１９万円
 ● 認可保育園の整備促進
 ● 認定保育室への補助、家庭的保育事業の実
施

５，０７８万円
 ● 放課後子ども教室事業の実施、児童クラブ
施設整備

２，９８９万円○子育て短期支援事業
 ● こんにちは赤ちゃん事業

基地対策　　　　　　　　　　　　　　　２，０６３万円

２，０６３万円
 ● 米軍基地の早期返還、米軍機による騒音な
どの課題解決に向けた取り組み

「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進　３７億９，４８６万円
（平成２３年度３月補正予算含む）

１億７，４７５万円
 ● 「相模川自然の村野外体験教室」や「ふる
さと自然体験教室」の特色を生かした体験
活動・学習の実施

１億５，１３０万円 ● 特別支援教育推進事業、少人数指導体制の充実

７億４，５３９万円
 ● （仮称）上溝学校給食センター新築工事
 ● 若草小学校屋内運動場の改修

２４億６，１５４万円
（平成２３年度３月
補正で予算措置）

 ● 相武台小学校給食室の整備
 ● 麻溝・相原・相武台・大島・中野小学校、
大野台中学校の大規模改修

 ● 学校トイレの改善

１，２５６万円
 ● さがみ風っ子教師塾の運営
 ● 教員採用試験の市単独実施

２億４，９３２万円
 ● 青少年教育カウンセラー、スクールソーシ
ャルワーカーの配置

にぎわいのある市街地づくり　　　　８６億５，５２５万円

４，０８６万円
 ● 商店街が実施するにぎわいづくり事業等へ
の支援

１，０００万円
 ● 相模総合補給廠一部返還予定地等のまちづ
くり

７０億２，４７９万円
○アンテナショップの設置支援
 ● 相模大野駅西側地区市街地再開発事業の促
進、自動車駐車場の整備

１５億７，９６０万円
 ● 小田急相模原駅北口Ｂ地区市街地再開発事
業の促進

市民協働と市民自治に根ざしたまちづくり  ７億２，２３３万円

１億３，５０３万円
 ● 区民会議の運営
 ● まちづくり会議の運営支援

５億８，２４０万円
 ● 市民協働推進条例に基づく取り組み
 ● 市民・大学交流センターの整備

３１１万円
 ● ＮＰＯ設立等の認証事務や、設立の相談か
ら活動促進までの一体的な支援

 ● 高齢者の地域活動促進

１７９万円○（仮称）自治基本条例の制定に向けたシン
ポジウムの開催

産業を中心とした新たな拠点づくり　５億８，０６４万円

５億８，０６４万円

 ● 当麻宿地区土地区画整理事業等の促進
 ● 川尻大島界土地区画整理事業の促進
 ● 麻溝台・新磯野地区整備事業の推進
 ● 金原・串川地区の基本構想実現化に向けた
調査検討

地域経済の活性化　　　　　　　　 １４８億８，４７１万円

１億５３２万円
 ● ものづくり人材確保・育成事業、ハローワ
ークと連携した就労支援

１４７億７，９３９万円

 ● トライアル発注認定制度の実施
 ● 新技術実用化コンソーシアム形成支援事業
 ● 企業立地奨励措置、中小企業融資制度、産
業を担う人材の育成

環境の保全　　　　　　　　　　　　　　８，３１０万円

２００万円
 ● （仮称）環境影響評価条例の制定に向けた
調査　

１００万円
 ● 小松・城北地域における里地里山の保全活
動団体への支援

８，０１０万円 ● 相模川ふれあい科学館の再整備

ごみの減量化・資源化の取り組み　　１７億６，３２７万円

１６億４，０２７万円
○一般廃棄物処理基本計画の改定
 ● ごみの減量化・資源化のさらなる普及に向
けた啓発（ごみ ＤＥ ７１

で

    大作戦）
な い

１億２，３００万円○津久井クリーンセンターし尿処理施設の建
て替え整備

心豊かに生活できる地域づくり　　　２億７，４０９万円
６，１０１万円 ● アートラボはしもと、城山文化ホールの運営
１，２１８万円 ● 市民平和のつどいの開催
４，３００万円 ● 国際交流ラウンジ事業、国際交流事業

１億５，７９０万円
○ホームタウンチーム支援の仕組みの構築
 ● 相模原麻溝公園（仮称）第２競技場の整備
 ● 横山公園陸上競技場の再活用

シティセールスの取り組み　　　　　　　３，２８９万円

３，２８９万円
 ● 「宇宙」と「桜」をキーワードとしたブラ
ンドイメージづくりの先行事業

身近な暮らしの中から
自然と地球を考える社会づくり

法人市民税・固定資産税を中心に
市税収入が微減
　市の財源の中で根幹をなす市税収
入は、年少扶養控除の廃止などの税
制改正により個人市民税が増収にな
る見込みですが、法人市民税や固定
資産税の減収などにより、前年度に
比べ２３億円減（２．１％減）の１，０６５億
円になっています。（図１参照）

市債を計画的に発行

　将来にわたって返済しなければな
らない借入金である市債残高は、将
来の世代に過重な負担を残さないよ
う計画的な発行に努めています。
　平成２４年度は、一般会計でのさが
み縦貫道路の整備、相模大野駅西側
地区市街地再開発事業と防災対策の
拡充経費などで１９２億円、実質的な地
方交付税の臨時財政対策債で１３０億
円の市債を発行する見込みです。ま
た、特別会計では８１億円（一般会計
の借換債５億円を含む）の市債を発
行する見込みです。（図２参照）

人件費の状況
　人件費については、職員
数の抑制や、職員の年齢が
若年化したことなどで、前
年度に比べ約１１億円減にな
りました。また、職員定数
は４，５９０人で横ばいになっ
ています。（図３参照）

福祉・医療などの義務的経費の増大
　市の予算の使い道で任意に削減することのできない義務的経費のうち、扶助費（主に民生
費）は、生活保護のほか、児童・高齢者・障害者の福祉や医療の給付などの経費が増加して
いて、前年度に比べ１３５億円増になりました。
　また、道路や公園、公共施設整備などの投資
的経費は、（仮称）緑区合同庁舎の整備や相模
大野駅西側地区市街地再開発事業などにより、
前年度に比べ約４０億円増になっています。（図
４・５参照）

将来に備えた貯蓄

　市の貯金である財政調整基金の残
高は、平成２３年度末現在で１１４億円に
なる見込みです。また、２４年度には、
基金から６９億円（前年度に比べ１３億
円増）取り崩す予定です。
　２４年度末の残高は２３年度の剰余金
など３４億円を加えた、７９億円になる
見込みです。（図６参照）
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市民１人当たりの市税額　約１４万８，０００円 
（対前年度　約３，０００円減） 
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　（対前年度　約１万２，０００円増） 
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市民が主役の郷土づくり
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※市民１人当たりについては、各年１月１日現在から算出しています。
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予算規模の推移 
 ＊ ２３年度の当初
予算（骨格予算）
は２，３３８億円で、
肉付けの補正予
算、子ども手当
を含めた実質的
な当初予算相当
額は２，４５６億円に
なります。 

一般会計
歳入・歳出予算額

２，４８３億円
（対前年度比１．１％増）

※前年度の実質的な当初予算相
当額 *との比較になります。
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守守りり伝伝ええるる地地域域のの歴歴史史
～～新新たたなな市市指指定定文文化化財財～～

　４月１日に市の指定文化財として新たに４件を指定し、市指定文化財が
５０件になりました。今後、皆さんに親しまれるよう紹介パンフレットなど
を作成していきます。今回の指定文化財は旧石器ハテナ館や市立博物館で
公開しています。

市指定有形文化財（考古資料）
田名塩田遺跡群出土黒曜石原石　９点
公開場所　旧石器ハテナ館
　旧石器時代の石器製作と産地からの石材
搬入を考える上で重要な資料です。

勝坂遺跡出土縄文時代草創期遺物　一括
公開場所　市立博物館
　縄文時代草創期の無文土器とともに、旧
石器時代の石器文化の様相を残した石器群
が一緒に発見された重要な資料です。

当麻東原古墳及び東原遺跡出土品　５１３点
公開場所　市立博物館
　当時の有力者であった古墳の被葬者とそ
の古墳との関連が考えられる集落の様相を
示す重要な資料です。

矢掛・久保遺跡出土品　７点
公開場所　市立博物館
　地方役人の存在や仏教信仰に関する遺物の発見例であり、奈良時代から
平安時代における市域の集落を考察する上で重要な資料です。

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

当麻東原古墳出土品

田名塩田遺跡群出土黒曜石原石

春春季季ポポニニーー教教室室〈〈全全５５回回〉〉
　ポニー乗馬や、餌あげなどを体験します。
日にち　５月１３日～６月１０日の毎週日曜日
時　間　午前９時４０分～正午
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場
対　象　市内在住の小・中学生（保護者同伴）
定　員　２０人（抽選）
※過去に参加経験がある人は応募できません。
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりが

な）、学年、性別、保護者名、電話番号、「春季ポニー教室」と書
いて、４月２３日（必着）までに同広場（〒２５２－０３２８　南区麻溝台
２３１７－１　1０４２－７７８－３９００）へ

発見しよう！まちの中の小さな自然
　自然観察指導員と散策し、植物や生き物について学びます。
日にち　４月１８日（水）※荒天中止
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
会　場　環境情報センター周辺
※希望者は飲み物と帽子、ルーペなど観察に必要な道具（貸し出し可）を
持って、直接同センターへ

お問い合わせ　環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８

環環境境情情報報セセンンタターーのの催催しし
エコギャラリー写真展
大船渡・南フランスの子どもたち・若きアーティストそして相模原
　被災地の１年間の歩みとさまざまな支援の様子、南フランスの子どもた
ちからのメッセージを展示します。
期　間　５月１３日（日）まで　　時　間　午前９時～午後５時

再整備工事に伴う一時休館のお知らせ
　施設や展示物の老朽化による改修工事のため、次の期間一時休館します。
ご迷惑をおかけしますが、生まれ変わる相模川ふれあい科学館を楽しみに
していてください。
期　間　９月１日（土）～平成２６年３月中旬まで

お問い合わせ　水みどり環境課　1０４２－７６９－８２４２

相相模模川川ふふれれああいい科科学学館館のの催催しし
マンスリー水槽

　今年度のテーマは『飼育係は、この生きも
のが好き！！』。毎月、同館の飼育係が、お
気に入りの生き物を紹介していきます。
期　間　４月３０日（休）まで
展示生物　ポリプテルスエンドリケリー

相模川ふれあい科学館　1０４２－７６２－２１１０
開館時間　午前９時３０分～午後４時３０分
※４月２８日（土）～３０日（休）は午後５時まで
４月の休館日　月曜日（２日・３０日を除く）
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）

ポリプテルスエンドリケリー

２０１２法政クラブスポーツ教室
定　員

（申込順）対　象時　間日にち教室名

各２０人
未就学児

午前９時３０分
　～１０時３０分

４月７日～平成
２５年２月２３日の
原則毎週土曜日
（８月を除く）

サッカー
〈全４３回〉

小学校
１～３年生

３０人小学校
４～６年生

午前１０時５０分～
午後０時３０分

各２０人
小・中学生午前９時３０分

　～１０時５０分
５月１２日～６月
３０日、１０月２７日
～１２月１５日の毎
週土曜日

バドミントン
〈全１６回〉 高校生以上

の人
午前１１時～
午後０時２０分

各１５人

５０ｍ泳げる
小・中学生午前９時３０分

　～１０時３０分

４月１４日～２５年
１月１９日の月１
回土曜日（８月、
９月を除く）

スイミング 
〈全８回〉 ５０ｍ泳げる高

校生以上の人

７０人小学校４年生
～中学生午後１時３０分

　～３時３０分

４月８日～２５年
２月２４日の月２
回日曜日

陸上競技・
ランニング
〈全２２回〉 ３０人高校生以上

の人

４０人小学校４年生
～中学生

午後５時
　～７時３０分

４月７日～２５年
３月２３日の月２
回土曜日

バスケット
ボール

〈全２４回〉

会　場　法政大学多摩キャンパス内
※費用や申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　法政クラブ　1０４２－７８３－２７２０

北総合体育館の教室
定　員
（抽選）対　象日　時教室名

各４０人
１５歳以上の人
（中学生を除く）

５月９日～６月２７日の毎週水曜日
午前９時３０分～１１時３０分

バウンドテニス
〈全８回〉

５月９日～６月２０日の毎週水曜日
午後１時３０分～３時

健康ストレッチ
〈全７回〉

６０人５月１０日～６月２８日の毎週木曜日
午前９時３０分～１１時３０分

卓球
〈全８回〉

４０人２０歳以上の人
５月１１日～７月６日の毎週金曜日
（６月１５日を除く）
午前１０時～１１時３０分

健康美容ダンス
〈全８回〉

費　用　１人１回２００円（６５歳以上の人１００円）
申し込み　往復はがき（１教室１人１枚）に住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、教室名を書いて、４月１５日（必着）までに同館（〒２５２
－０１３４　緑区下九沢２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１）へ

講演会　子どもたちに読書の楽しみを伝えるためには

時　間　午後２時３０分～４時３０分
講　師　大井むつみさん（日本子どもの本研究会会員）
定　員　１５０人（先着順）

お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

４月２２２２日（日）日（日）４月２２日（日）

会　場　市立図書館
（中央区鹿沼台）

※希望者は直接会場へ

図図書書館館はは宝宝島島！！

～～キキッッズズ★★フフェェススタタ220011２２～～

子ども読書の日子ども読書の日
記念事業記念事業

時　間内　容
午後１時～１時３０分紙芝居

午後１時４５分～２時１５分ペープサート（紙人形劇）

午後２時３０分～３時絵本とおはなし

午後３時３０分～４時布絵本おはなし会

午後４時１５分～４時４５分影絵

※本の展示コーナー、工作コーナーもあり

ボランティア団体等によるおはなし会４月４月２１２１日（土）日（土）
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みんなの スポ・レク情報 
～スポーツ・レクリエーションを楽しもう～

市体育協会からのお知らせ 市体育協会　〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内
1０４２－７５１－５５５２　6０４２－７５１－５５４５　HP http://www.jade.dti.ne.jp/̃    taikyo/

市民選手権大会

時　間　①午前８時、②～⑧午前９時
対　象　市内在住か在勤・在学の人
申し込み　①～⑥市体育協会にある申込用紙を

５月①２日②８日、４月③１５日④２０日⑤
２１日⑥２２日までに、⑦はがきに住所、氏
名、年齢、電話番号、種目を書いて、一
般は４月２６日、高校生は５月１１日（必着）
までに、⑧電話で４月１２日までに同協会へ

※種目等詳しくは同協会へお問い合わせください。

市ダンススポーツ競技大会
日　時　５月１９日（土）午前１０時～午後６時
会　場　総合体育館
費　用　１組２，０００円から（中学生以下５００円）
申し込み　市体育協会にある申込書を４月２６日

（必着）までに市ダンススポーツ連盟へ

ラグビースクール（コース①中央区・南区②緑区）
日にち　４月～平成２５年３月の原則毎週日曜日
時　間　午前９時～正午
会　場　①三菱重工相模原グラウンドほか
　　　　②内郷グラウンドほか

対　象　３歳～中学生　　費　用　１万２，０００円
※希望者は直接会場へ
※詳しくは市ラグビーフットボール協会ホーム
ページをご覧ください。

○A 初・中級テニス教室〈全５回〉
日にち　５月１３日～６月１０日の毎週日曜日
　　　　〈予備日６月１７日（日）〉

会　場　淵野辺公園
対　象　①中学生以上の人②小学校１～４年生

③小学校５・６年生
定　員　①各１２０人②各６０人③各３０人（抽選）

○Ｂ 硬式シニアテニス教室〈全５回〉
日にち　５月１６日～６月１３日の毎週水曜日
　　　　〈予備日６月２０日（水）・２７日（水）〉
時　間　午後０時３０分～４時２０分
会　場　鹿沼公園テニスコート
コース　初級、中級
対　象　５５歳以上の男性か５０歳以上の女性
定　員　５０人（抽選）　　費　用　６，０００円

◇　　　◇
申し込み　市テニス協会ホームページからか、

往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、
年齢（学生は学年）、性別、電話番号、
希望コース、テニス歴、○Ａ は希望時間、
○Ｂ は予備日の参加の可否を書いて、４月
○Ａ １５日○Ｂ ２７日（必着）までに市体育協会へ

ねんりんピック２０１２　ゲートボール予選会
日にち　５月１０日（木）〈予備日５月１１日（金）〉
時　間　午前８時３０分～午後２時
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
対　象　市内在住で昭和２８年４月１日以前に生

まれた人で編成された６人のチーム
※男女混成で女子２人、７０歳以上の人１人が常
時出場

申し込み　電話で４月３０日までに体育協会へ

初心者ゲートボール教室〈全２回〉
日にち　５月１９日（土）・２０日（日）
時　間　午前９時３０分～正午
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
対　象　市内在住か在勤の人＝３０人（先着順）
※希望者は直接会場へ　※用具の貸し出しあり

ねんりんピック代表選考会（ラージボール卓球）
日にち　４月２８日（土）
時　間　午前９時～午後３時
会　場　総合体育館
対　象　市内在住で、昭和２８年４月１日以前に

生まれた人
費　用　７００円
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、「卓球」と書いて、４月２１日
（必着）までに市体育協会へ

※詳しくは市卓球協会ホームページをご覧くだ
さい。

スポーツチャンバラ　春休み講習会
日　時　①４月６日（金）午後７時～８時３０分

②４月７日（土）午前１０時～１１時４５分
会　場　①総合体育館　②北総合体育館
対　象　４歳以上の人
※希望者は直接会場へ

相模原麻溝公園競技場の教室
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち教室名

各
５，０００円各１５人

１８歳以上
の人

午前１０時３０分 
～正午

４月１６日～６月１８日
の毎週月曜日ソフトエアロ

＆ストレッチ
〈全１０回〉 午後２時　　 

　～３時３０分

４月２０日～６月２９日
の毎週金曜日（５月
４日を除く）

各３００円各４０人

午前９時４５分 
　～１０時４５分

４月１７日（火）
　　２４日（火）

いきいき
ウオーキング

午前１１時～　 
午後０時１５分はつらつジョギング

６０歳以上
の人

午後２時　　 
　～３時３０分

元気なシニア
健康体操

各
５，０００円各２０人１８歳以上

の人

午前９時３０分 
　～１０時３０分

４月２５日～７月１８日
の毎週水曜日（５月
９日、６月６日、７
月４日を除く）

運動不足解消
プログラム〈全１０回〉

午前１１時３０分～
午後０時３０分

シェイプアップ
〈全１０回〉

午前１０時 
　～１１時

４月２６日～７月５日
の毎週木曜日（５月
３日を除く）

骨盤すっきりエク
ササイズ〈全１０回〉

各
９，９００円

各２０人

年長～小学校１年生＝
午後３時４０分～４時４０分、
小学校２～４年生＝
午後４時４５分～５時４５分

４月１３日～６月２２日
の毎週金曜日（５月
４日、６月１日を除
く）

４月１６日～６月１８日
の毎週月曜日（５月
２８日を除く）

短期跳び箱・鉄棒
集中〈全９回〉

各２０組
２・３歳
児とその
保護者

午前１０時１５分
　～１１時１５分

未就園児親子体操
〈全９回〉

※内容など詳しくは、お問い合わせください。
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、

電話番号、教室名を書いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－
０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）へ

県障害者スポーツ大会
日にち　６月１０日（日）
会　場　県立体育センター（藤沢市）
種　目　卓球（身体・知的障害者）
　　　　サウンドテーブルテニス（身体障害者）
対　象　平成２４年４月１日現在、１３歳以上の障害者（ 膀  胱 か直

ぼう こう

腸機能障害以外の内部障害者を除く）
申し込み　直接か電話、ファクス、Ｅメールで４月２日～５月

２日に障害福祉課（1０４２－７６９－８３５５　6０４２－７５９－
４３９５　Ｅメール shougai-fukushi@city.sagamihara. 
kanagawa.jp）へ

障害者スポーツ講座
会　場日にち講座名

けやき体育館

☆５月９日、７月１１日、９月
１２日、１０月１０日の水曜日①スポーツ

〈全７回〉 ★１１月１４日、１２月１２日、平成
２５年１月１６日の水曜日
５月１９日～６月２日の
毎週土曜日②卓球〈全３回〉

さがみはら
グリーンプール

５月１６日～６月６日の
毎週水曜日③水泳〈全４回〉

☆はソフトバレーボール、★は体操を行います。
時　間　①午前１０時～正午②③午後６時３０分～８時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の①精神障害者②③身体障害児・

者
定　員　①３０人②③各２０人、ボランティア多数（申込順）
申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、講

座名を書いて、５月①２日②１２日③４月３０日までに、け
やき体育館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

会　場日にち種　目
相模原麻溝
公園競技場

５月２６日（土）
　　２７日（日）

①陸上競技
（一般・中学生）

総合体育館５月２７日（日）②剣道（高校生・
中学生）

相模原麻溝公園
スポーツ広場

５月１９日（土）
　　２０日（日）③ゲートボール

総合体育館５月６日（日）
④柔道（一般・
高校生・中学生・
小学生）

６月３日（日）⑤空手道

総合体育館ほか５月６日（日）
～６月１０日（日）

⑥バスケットボ
ール（一般）

総合体育館
５月１３日（日）一　般⑦卓球 ５月２６日（土）高校生
４月２８日（土）⑧卓球（中学生）

費　用時　間コース
各８，５００円

（中学生・高校生、６０歳
以上の人は７，５００円）

Ａ・Ｃ（１５０分）①一般

各３，０００円
Ａ・Ｂ（６０分）②キッズ

Ｃ・Ｄ（６０分）③ジュニア

Ａ＝午前１０時４０分、Ｂ＝午後０時１０分
Ｃ＝午後１時５０分、Ｄ＝午後３時２０分
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは広聴広報課（1０４２－７６９－８２００）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

イベント 

募　　集 

宿泊利用①相模川清流の里宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村②たてしな自然の村

　６月まで平日に空きあり
申 随時受け付け
７月分の抽選申し込み　さがみは
らネットワークシステムか商業観
光課、各まちづくりセンター・出
張所・公民館にある申込書を４月
１０日までに各施設へ。抽選後の空
き室の申し込みは４月２１日から電
話で①7０１２０－９８８－５４７②1０２６７
－５５－６７７６へ
７月の休館日　①１７日（火）・１８日
（水）、②３日（火）・１７日（火）
②日～金曜日は特別料金で宿泊で
き、地域の特産品をプレゼント

小学校新１年生に小学校新１年生に

防犯ブザーを貸与防犯ブザーを貸与

対 市内在住で、国立や私立、市外
の小学校に入学する児童
※市立小学校や市内の県立特別支
援学校（小学部）に入学する児童
には、学校を通して貸与します。
申 ４月５日～２７日に直接、学務課、
緑・南区役所区民課、各まちづく
りセンター（城山・津久井・相模
湖・藤野地区は各生涯学習課教育
班）・出張所へ
問 学務課

相模原水道営業所の移転相模原水道営業所の移転

移転日　４月２３日（月）
移転先　中央区光が丘２－１８－５６
問 同所（1０４２－７５５－１１３２）

平成平成２４２４年度年度

食品衛生監視指導計画を策定食品衛生監視指導計画を策定

　スーパーや飲食店等に対する立
ち入り検査や食品の抜き取り検査
などの実施計画。
　同計画は生活衛生課、各行政資
料コーナー ･消費生活センター ･
公民館で配布するほか、市ホーム
ページの 暮らしの情報 → 健康・
衛生・医療 → 食品衛生 でご覧に
なれます。
問 生活衛生課

①相模川ビレッジ若あゆ①相模川ビレッジ若あゆ

②ふじの体験の森やませみ②ふじの体験の森やませみ

７月分の利用申し込み７月分の利用申し込み

対 １８歳以下で構成され、２０歳以上
の引率者がいるおおむね２０人以上
の青少年団体

※○印は２泊３日、１泊２日のど
ちらも利用可
※△印は、日帰り利用のみ可
申 申込期間に直接、各施設へ
※利用者登録カードを持っている
人は、市ホームページやさがみは
らネットワークシステムからも申
し込めます。
※８月の利用申し込みについては
本紙５月１日号でお知らせします。
問 ①1０４２－７６０－５４４５、②1０４２－
６８６－６０２５

マンション管理 無料相談会マンション管理　無料相談会

日時４月１５日（日）午後１時～５時
会 市民会館
対 市内のマンション管理組合役員
と居住者＝１０組（申込順）
申 電話で県マンション管理士会相
模原市支部（1０４６－２５６－２６８３）へ

国民年金保険料国民年金保険料

学生納付特例の申請を学生納付特例の申請を

　所得が少なく保険料の納付が困
難な学生は、申請により納付が猶
予されます。申請が遅れると、障
害基礎年金等の受給資格が得られ
ない場合もありますので、早めに
申請してください。
申 直接、４月２日から年金手帳、
学生証（平成２４年度有効のもの、
写し可）か在学証明書、印鑑（本
人が申請する場合は不要）を持っ
て、国民年金課（1０４２－７６９－８２２８）
か、緑・南区役所区民課、各まち
づくりセンター・出張所へ

あじさいボランティアあじさいボランティア

　相模原麻溝公園、市役所前通り
のアジサイの手入れ。原則、土曜
日の午前で月２・３回活動
定 １０人程度（申込順）
申 電話で市みどりの協会（1０４２－
７７７－２８６０）へ

あじさい青年学級生〈全あじさい青年学級生〈全１０１０回〉回〉

　学習やレクリエーション活動
日 毎月（８月と３月を除く）第２
日曜日
時 原則午前９時～午後３時
会 あじさい会館、けやき体育館ほか
対 市内在住の１５歳以上の知的障害者
費 ３，５００円
※活動費（実費）が別途必要
申 電話で４月２日から同学級（手
をつなぐ育成会内　1０４２－７５９－
４３１０）へ

市歯科医師会の非常勤職員市歯科医師会の非常勤職員

　障害者歯科診療所（火・木曜日）
の窓口事務と一般補助事務
勤務　５月から毎週火・木曜日を
含む月１６日程度（土・日曜日、祝
日を除く）で、午前８時３０分（火・
木曜日は午前１０時４５分）～午後５
時１５分のうち５時間３０分
賃金　時給８９０円
対 パソコン操作のできる人＝１人
申 直接か郵送で、履歴書（写真貼
付）を４月２日～１０日に同会事務
局（〒２５２－０２３６　中央区富士見６
－１－１　1０４２－７５６－１５０１）へ

自衛官自衛官

※受付期間、試験日時など詳しく
は、お問い合わせください。
問 自衛隊相模原地域事務所（1０４２
－７５５－０６９４）

エイジレス・ライフ実践者とエイジレス・ライフ実践者と

社会参加活動事例社会参加活動事例

　生き生きと暮らしている６５歳以
上の個人やグループを募集し、内
閣府に推薦します。
　詳しくは、高齢者福祉課、各行
政資料コーナー（城山・津久井・
相模湖・藤野地区を除く）・まち
づくりセンターなどにある募集案
内か、市ホームページの　暮らしの
情報　→　福祉　→　高齢者の社会参
加支援　をご覧ください。
申 募集案内に付いている申込書と
必要書類を４月２日～１３日に高齢
者福祉課（1０４２－７６９－９２３１）へ

橋本七夕まつりの竹飾り橋本七夕まつりの竹飾り

　８月３日（金）～５日（日）開催予
定の橋本七夕まつりで飾る竹飾り
※対象団体など詳しくは、橋本七
夕まつり公式サイト（市観光協会
ホームページからリンク）をご覧
になるか、お問い合わせください。
申 電話で、４月２日～２７日に同実
行委員会事務局（大道舎内　1０４２
－７５０－０４２３）へ

土曜コンサート「クラシック」土曜コンサート「クラシック」

日 ４月２１日（土）
時 午後５時３０分
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定 ２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 同所（1０４２－７７５－５６６５）

お知らせ 
対　象 種　目

１８～５４歳で語学、整
備などの国家免許資
格がある人

技
能予備

自衛官補
１８～３３歳の人一

般

２０～２５歳の人
※２２歳未満の人は大
卒（見込み含む）

一般・技術
幹部候補生

歯　科　２０～２９歳 
薬剤科　２０～２７歳

歯科・薬剤科
幹部候補生

施設のお休み

市民健康文化センター
日 ４月９日（月）
問 同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日 ４月１０日（火）
問 同所（1０４２－７７３－５５７０）
相模湖ふるさとの森キャンプ場
日 ４月１日（日）から当分の間
問 相模湖経済観光課（1０４２－
６８４－３２４０）
市民会館　改修工事のため
日 平成２５年５月１日（水）～２５
年１２月３１日（火）
問 同館（1０４２－７５２－４７１０）

△７月１日（日）① 
②

宿
泊
利
用
日
（
日
帰
り
利
用
も
可
）

　　　７日（土）～８日（日）

　　　１０日（火）～１１日（水）②

　　○１４日（土）～１６日（祝）
①
　　　２１日（土）～２２日（日）

　　○２５日（水）～２７日（金）②

　　○２７日（金）～２９日（日）①

　　　２８日（土）～２９日（日）
②
　　　３０日（月）～３１日（火）

宿泊利用（抽選）
４月１０日まで

宿泊利用空き室（申込順）
４月２１日から

日帰り利用（申込順）
４月１日から

申
込
期
間
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日時＝日時　　日＝日にち　　時＝時間　　会＝会場　　講＝講師　　　対＝対象　　費＝費用（記載のない場合は無料）　　定＝定員（指定のないものは選考）
申＝申し込み（期限で指定のないものは、必着）　　問＝お問い合わせ　　1＝電話　　5＝ファクス　　Ｅ＝Ｅメール　　HP＝ホームページ

凡　例
　

広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは広聴広報課（1０４２－７６９－８２００）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

リサイクルスクエア ４月の催しリサイクルスクエア　４月の催し

リサイクル家具の展示・提供
会 橋本台・新磯野リサイクルスク
エア
対 市内在住の中学生以上の人（１
人１点限り）
申 直接、４月２０日までに各会場へ
※抽選発表は４月２１日（土）午後１時
問 資源循環推進課

葉山島葉山島「みんなでお米づくり体験」「みんなでお米づくり体験」

〈全５回〉〈全５回〉

　田植え～稲刈り、餅つき交流会
日６月３日、７月１日・２９日、９
月３０日、１０月１４日の日曜日午前
※天候による日程変更あり
※稲刈り後、１組当たり玄米１０kg、
もち米３kgを渡す予定です。
会 緑区葉山島
対 代表者が２０歳以上の５人以下の
グループ＝３０組（抽選）
費１組１万２，０００円
申 往復はがきに代表者の住所・氏
名・年齢・性別・電話番号、全員
の氏名・年齢・性別、「お米づくり体
験」と書いて、４月２８日までに城山
商工会（〒２５２－０１０５　緑区久保沢
２－５－１　1０４２－７８２－３３３８）へ

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

植物写真の撮り方～デジタルカメ
ラ編～
日 ４月１０日（火）
時 午後１時３０分～３時３０分
対 １８歳以上の人＝２５人（申込順）
園芸教室「失敗しない夏野菜の作
り方」
日 ４月１５日（日）
時 午後１時３０分～３時３０分
対 小学生以上の人＝４０人（申込順）

◇　　　◇
申 電話で同公園へ
サカタのタネグリーンハウスの催し
公園こてんこてん
　同公園のオリジナルキャラクタ
ー作品などを展示
日 ４月３日（火）～１５日（日）
時 午前９時３０分～午後４時
マンスリーコンサート「コーラス
アンサンブル」
日 ４月１５日（日）
時 午後１時３０分～３時３０分

◇　　　◇
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

ソレイユさがみの催しソレイユさがみの催し

①女性のための個別キャリアカウ
ンセリング
日 ４月２７日（金）
時 午前９時、１０時３０分
定 各１人（申込順）
②女性のための心とからだの健康
相談
日 ４月２８日（土）
時 午後１時３０分、２時３０分
定 各１人（申込順）
③市民グループの企画を募集
　男女共同参画社会の実現をめざ
す活動（セミナーなど）で、市民
が自由に参加できる企画
助成内容　１グループにつき講師
謝礼金３万円まで
※要件など詳しくは、お問い合わ
せください。

◇　　　◇
申 ①②直接か電話、ファクスに氏
名、電話番号、催し名を書いて、
③ソレイユさがみ、各公民館にあ
る申込書を同所（緑区橋本６－２
－１　シティ・プラザはしもと内
1０４２－７７５－１７７５　6０４２－７７５－
１７７６）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）

ＮＰＯ基礎講座ＮＰＯ基礎講座

　①活動や法人の基本②法人設立
の事務手続き

時 ①午後１時３０分～３時
　②午後３時１０分～４時４０分
定 各２０人（申込順）
費 ①各５００円
申 電話か、ファクス、Ｅメールに
氏名、電話番号、希望日時（①②
両方も可）、「ＮＰＯ基礎講座」
と書いて、さがみはら市民活動サ
ポートセンター（16０４２－７５５－
５７９０　Ｅ sagami.saposen@iris. 
ocn.ne.jp）へ

はじめてのビーズアクセサリーはじめてのビーズアクセサリー

日 ４月２１日（土）
時 午前１０時～午後１時
会 さがみはらグリーンプール
対 小学生以上の人
定 ２０人（申込順）
※小学校１～３年生は保護者同伴
費 １，０００円
申 直接か電話で同プール（1０４２－
７５８－３１５１）へ

市みどりの協会の催し市みどりの協会の催し

「みどりのカーテン」栽培講習会
　効果とゴーヤの栽培方法

時 午前１０時～正午
定 各７５人（申込順）
費 各３００円（ネット、ゴーヤの種代）
森づくりボランティア養成講座
　境川支流で自然観察
日 ４月２４日（火）
集合　午前９時２０分にＪＲ橋本駅
改札口
定 ２０人（申込順）
費 ８３０円（バス代、保険料等）
みどりの講習会「藤田智の春から
始めるプランターで野菜作り」
　農薬を使わないトマト等野菜の
栽培方法など
日 ４月２５日（水）
時 午前１０時～正午
会 サン・エールさがみはら
定 ６０人（申込順 )
費 ５００円

◇　　　◇
申 電話で同協会（1０４２－７７７－
２８６０）へ

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼シルバー社交ダンスの集い　４月
６日（金）午前９時３０分～１１時３０分、
大野北公民館。対象は６０歳以上の初
心者、費用５００円　�問 村上（1０４２－
７５３－６６１２）
▼初めてのハーモニカ無料体験教室
〈全２回〉　４月１３日・２０日の金曜
日午前１０時～１１時、桂北公民館。定
員１５人（申込順）　�申 電話で塚本（1 

０４２－６８５－１５２０）へ
▼家庭倫理講演会　テーマは「感動
が心の扉を開く」　４月１４日（土）
午前１０時～１１時４０分、けやき会館。
費用１，０００円。定員４００人（先着順）。
保育あり（要予約）　�問 佐藤（1０４２
－７５６－６４３２）
▼点訳講習会〈全１０回〉　５月８日
～７月１０日の毎週火曜日午前１０時～
正午、津久井中央公民館。対象は初
心者。定員２０人（申込順）。費用１，５００
円　�申 電話で４月２４日までに津久井
点灯むしの会の山中（1０９０－９２０７－
４９９６）へ
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼楽器や歌　月１回日曜日午前１０時、
 杜 のホールはしもと練習室　�問 加藤
もり

（1０４２－７５７－３３６１）
▼和太鼓　毎週日曜日午後５時、谷
口台小学校ほか　�問 永嶋（1０９０－
５５７７－６８８８）
▼居合道、杖道　毎週火曜日午後６
時、総合体育館　�問 小林（1０８０－
５０４２－４８９５）
▼日本舞踊　毎週月曜日午後１時３０
分、サン・エールさがみはら　�問 山
本（1０９０－５５２８－５７１２）
▼詩吟　毎月第１・第３・第４金曜
日午前１０時、相模台公民館。初心者
歓迎　�問 根本（1０４６－２５４－４４２１）
▼ペン字　毎月第１・第３土曜日午
後１時、市民会館　�問  狐  塚 （1０９０－

こ づか

６５２４－２５２１）
▼社交ダンス　毎週木曜日午後２時、
新磯公民館ほか。初心者歓迎　�問 松
井（1０９０－７４２６－２４１４）

催 し

（敬称略）読者のひろば
催 し

応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募ははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前まままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで
　掲載を希望する場合は住所、氏名（ふりが
な）、電話番号、掲載希望号、「読者のひろ
ば」と書いて、原稿を郵送かファクスで広聴
広報課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－
１５　6０４２－７５３－７８３１）へ。市ホームページ
の 電子申請 からも申し込めます。
　催しは過去６か月以内、仲間は過去１年以
内に掲載された団体は応募できません。掲載
は抽選（仲間は希望号と次号の２回）。不掲
載の連絡、原稿の返却はしません。

仲 間仲 間

講演・講座 

会　場日にち

橋本公民館４月１４日（土）

大野南公民館４月２８日（土）

けやき会館５月１２日（土）

会　場日にち

環境情報センター４月１８日（水）

サン・エールさが
みはら（緑区西橋
本５－４－２０）

　　２９日（祝）

標識や信号が
ない交差点で
は安全確認を
しましょう

春の全国交通安全運動
４月６日～１５日

安全は安全は
心と時間の心と時間の
ゆゆとりからとりから
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広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは広聴広報課（1０４２－７６９－８２００）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

ちょっとおしえてコール相模原
午前８時～午後９時　年中無休
※おかけ間違いにご注意ください。

至上溝 

税務署前 税務署前 千
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目

千
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目 
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高校入口 

市民会館前 市民会館前 

市役所前 市役所前 

市役所 市役所 

市民会館 市民会館 
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所
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所 

商
工
会
議
所 

ウェルネス 
さがみはら 
ウェルネス 
さがみはら 

ウェルネス 
さがみはら前 
ウェルネス 
さがみはら前 

中央小学校北 中央小学校北 

警察署 

郵便局 

体
育
館 

学院前 学院前 

臨時高校入口 臨時高校入口 

歩
行
者
天
国 

国道16号 国道16号 

西門臨時停留所 
（相模総合補給廠行） 
西門臨時停留所 
（相模総合補給廠行） 

相模原駅南口臨時停留所 

西門臨時停留所 
（相模原駅南口臨時停留所行） 

裁判所前臨時停留所 
（淵野辺公園隣臨時駐車場行） 清新小学校

臨時駐車場 まつり
事務局
まつり
事務局

至町田 ＪＲ横浜線 

相模原警察署前 相模原警察署前 

県合同 
庁舎 
県合同 
庁舎 

至八王子 

至橋本 

無料巡回バス 無料巡回バス 

無料 
巡回バス 
無料 
巡回バス 

各方面のバスが
臨時停車します

職業安定所前 職業安定所前 

無料 
巡回バス 
無料 
巡回バス 

指定方向外進入禁止 
車両通行止 
無料巡回バス停留所 
バス停留所 

乗降不可 
臨時駐輪場 
臨時駐車場 
車両通行制限区域 
歩行者天国区域 

P

相模原駅

今回から中央小学校の校庭が臨時駐輪場になります。

●臨時駐車場開放時間●

※横山小学校・星が丘小学校は、臨時駐車場ではありませんので
ご注意ください。
※相模総合補給廠は車両検査がありますので、入場までに渋滞が
予想されます。また、情勢により、まつり当日に利用できない
場合があります。 
※ペットを臨時駐車場・無料巡回バスへ持ち込む場合は、必ずか
ごに入れてください。 

無料巡回バスを2コース実施!!
◆無料巡回バス実施時間◆

淵野辺公園隣
臨時駐車場

裁判所前
臨時停留所

相模原駅南口
臨時停留所

西門臨時停留所

相模総合補給廠臨時駐車場

７日（土）午前１１時～午後６時１５分
８日（日）午前８時～午後６時１５分

相模総合補給廠

淵野辺公園隣

清新小学校

７日（土）午前１１時～午後６時３０分 
８日（日）午前８時～午後６時３０分

７日（土）午前８時～午後７時３０分 
８日（日）午前７時３０分～午後７時３０分

７日（土） 
８日（日）

（出入り口は向陽小方面第４ゲートから） 

７日（土）午後１時～５時３０分
８日（日）午前１０時～午後５時３０分

交通規制

2

21

淵野辺公園隣
臨時駐車場
淵野辺公園隣
臨時駐車場
市立 
博物館 

由野台中 
宇宙科学 
研究所 

無
料
巡
回
バ
ス
停
留
所

淵
野
辺
公
園

テニスコート

国民年金
健康保養
センター
跡地

2

1 午前８時～午後７時３０分

4月7日●・8日● 4月7日●・8日● 土 日 

う かい  

○会場周辺には駐車場がありません。電車・バス・無料巡回バス
　を利用してください。 
○両日とも、バスの迂回運行を実施します。

交通規制図 

　催しの会場や時間など詳しくは、当日配布する
パンフレットをご覧ください。 
※市ホームページの イベント・講座募集 からもご
覧になれます。スマートフォンなど携帯端末か
ら冊子に近い感覚で閲覧できる電子ブック版も
あります。 

市民桜まつり 市民桜まつり 第39回 
７０万人のふるさとづくり

相模総合補給 廠 臨時駐車場
しょう

注意 車車両両出出入入りり口口はは向向陽陽小小学学校校方方面面第第４４ゲゲーートトかからら

おおさわ桜まつりおおさわ桜まつり
　ドーム型のエア遊具やグラウンドゴルフ、輪投げなど、子どもが楽しめる催
しが盛りだくさんです。
日　時　４月７日（土）正午～午後５時、４月８日（日）午前１０時～午後２時
会　場　上大島キャンプ場
交　通　橋本駅南口から市コミュニティバスで
　　　「相模川自然の村」下車徒歩約５分
桜のライトアップ開催中
期　間　４月８日（日）まで　時　間　午後６時～８時
お問い合わせ　おおさわ桜まつり実行委員会事務局
（大沢まちづくりセンター内）　1０４２－７６１－２６１０

相模川芝ざくらまつり相模川芝ざくらまつり
　相模川の堤防にピンクのじゅうたんを敷き詰
めたかのように、芝ざくらが花を咲かせます。
芝ざくらの苗などの販売もあります。
期　間　４月８日（日）～２２日（日）
会　場　相模川新磯河川敷（新戸～下磯部約１．４㎞）
※河川敷の臨時駐車場の利用には、安全管理協力金として５００円が必要です。

お問い合せ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

お問い合わせ　町田さくらまつり実行委員会事務局
　　　　　　　（町田市産業観光課内）　1０４２－７２４－２１２８

尾尾根緑道さくらまつり根緑道さくらまつり
時　間
７日（土）午前１０時～午後４時
８日（日）午前１０時
　　　　　　　～午後３時３０分
会　場　尾根緑道 

（町田市下小山田町）

芹ヶ谷公園さくらまつり芹ヶ谷公園さくらまつり
時　間　午前１０時～午後４時
会　場　芹ヶ谷公園 

（町田市原町田）

　今年も町田市内の各所でさくらまつりを開催します。ぜひ、お出
かけください。

町田市 
20122012 町田町田さくらまつりさくらまつり

恩田川さくらまつり恩田川さくらまつり
時　間　午前１０時～午後４時
会　場　総合体育館恩田川沿い

（町田市南成瀬）

４月７日（土）・８日（日）

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７



○ウ○南○橋○城○津○湖○藤

［発 行］相模原市　 〒２５２-５２７７　相模原市中央区中央 ２丁目１１番１５号　　ホームページ　http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/　［編 集］総務局渉外部広聴広報課　1042-769-8200

別冊　保健・介護予防事業案内 （平成24年） 

主な実施会場
中央区富士見

６－１－１ウェルネスさがみはら○ウ
緑区橋本

６－２－１シティ・プラザはしもと○橋
南区相模大野

６－２２－１南保健福祉センター○南
緑区久保沢

２－２６－１城山保健福祉センター○城
緑区中野６１３－２津久井保健センター○津
緑区与瀬８９６相模湖総合事務所○湖
緑区小渕２０００藤野総合事務所○藤

申し込み・お問い合わせ（４月２日から）

1０４２－７７５－８８１６緑保健センター○8 1０４２－７６９－９２４９介護予防推進課（介護予防班）○1 
1０４２－７６９－８２３３中央保健センター○9 1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課（緑班）○2 
1０４２－７０１－７７０８南保健センター○１０ 1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課（中央班）○3 
1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課○１１ 1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課（南班）○4 
1０４２－７８０－１４１４津久井保健福祉課○１２ 1０４２－７６９－８２６０疾病対策課○5 
1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課○１３ 1０４２－７６９－８３２２健康企画課（成人）○6 
1０４２－６８７－５５１５藤野保健福祉課○１４ 1０４２－７６９－８３４５健康企画課（母子）○7 

○ウ○南○橋○城○津○湖○藤

●子どもとお父さん、お母さんのための教室●
　※母子健康手帳と筆記用具を持参してください。

申込内容・時間・対象など会場日にち教室名

　離乳食の講習、簡単な実習と試食
時間　○南 ○ウ ＝午後１時～２時１５分、２時

４５分～４時、サン・エールさがみ
はら＝午後２時～３時１５分

対象　平成２３年１１月生まれの初めての子
の保護者とその家族

定員　各２０人（申込順。調整あり）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２

－７７０－７７７７）へ

○南５月２１日（月）

赤ちゃん
セミナー

○ウ５月２５日（金）

サン・エール
さがみはら
（緑区西橋本）

５月３０日（水）

○8 

　子どもの食事の情報交換と簡単な
調理実習
時間　午前９時３０分～正午
対象　１歳６か月～３歳未満の子ど

もの保護者＝１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○橋５月２９日（火）
６月１２日（火）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉

　妊娠、出産、育児に関する知識・技術の
習得と仲間づくり
時間　午後１時３０分～４時
対象　妊娠２０週以降の初めて出産する人と

その家族
申し込み　電話で○藤 ＝○１４ 、○橋 ＝コールセン

ター（1０４２－７７０－７７７７）へ

○藤
５月１４日（月）
　　２１日（月）
　　２８日（月）ハロー

マザークラス
〈全３回〉

○橋
５月１５日（火）
　　２２日（火）
　　２９日（火）

○7 

　「子育てに向いていない」「子ど
もがかわいく思えない」などと感じ
ているお母さん同士が語り合い、気
持ちを楽にする場
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　乳幼児の母親
※保育あり（要予約）

○ウ４月１１日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

●特定相談・精神科セカンドオピニオン外来●
内容・対象など時　間日にち相談名

　専門医が意見提供します。
対象　精神科治療中で、自身の治療方針につい

て、主治医以外からの意見を求める人
※医療過誤や訴訟に関する内容などは受けら
れない場合があります。
定員　３人（申込順。調整あり）　費用　２，０００円

午後２時
　～４時

４月１６日
（月）

精神科
セカンド
オピニオン
外来

　専門医などが、お酒の量を減らしたい、家
族の飲み方が心配等の相談に応じます。
対象　アルコールに関する問題を持つ人とそ

の家族
定員　２人（申込順。調整あり）

午前１０時
　～正午

４月１７日
（火）

みんなの
アルコール
相談

　専門医などが助言・指導します。
対象　思春期相談　１３～１７歳のメンタルな問

題を抱える人とその家族等
　　　ひきこもり相談　１８歳以上でひきこも

りの状態にある人とその家族等
定員　各２人（申込順。調整あり）

午後２時
　～４時

４月１９日
（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

会　場　けやき会館
申し込み　電話で４月２日から精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

●健康診査・検診・検査●
　がん検診（胃・子宮・乳・肺・大腸）・お口の健康診査・肝炎ウイルス検
診を、市内協力医療機関や公共施設などで実施しています。
※費用や日程など詳しくは、本紙５月１日号でお知らせします。
※肝炎ウイルス感染の心配がある人（家族に肝炎ウイルス感染者がいるなど）
には、肝炎ウイルス検査を無料で実施しています（原則１回）。
申し込み・お問い合わせ　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

（相談員）

　健康や育児の相談
※希望者は直接会場へ（電話
相談も可）
※○城○津○湖○藤は来庁相談のみ
お問い合わせ　○8 ○9 ○１０ 

○橋
○ウ
○南午前８時３０分

　～午後５時
（祝日を除く）

月～金曜日

健康相談
電話相談
（保健師）

○津月・木曜日

○湖火曜日

○藤水曜日

○城金曜日

　心の病についての相談
（アルコール相談も含む）
定員　各２・３人（申込順）
申し込み　 ○南 ＝南障害福祉相談課 

1０４２－７０１－７７１５ 
○ウ ＝中央障害福祉相談課 

1０４２－７６９－９８０６ 
 ○橋 ＝緑障害福祉相談課 

1０４２－７７５－８８１１

○南
午後１時
　～２時

４月１０日（火）

精神
保健相談
（精神科医）

４月２６日（木）

○ウ
４月１１日（水）

４月２４日（火）

○橋午前１１時
　～正午４月１７日（火）

○１２ 
　生活習慣病予防のための各
種測定や個別相談
定員　各５人（申込順）

○津
午後１時３０分
　　１時４５分
　　２時
　　２時３０分

４月２５日（水）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士）

○5 
　エイズ、性器クラミジア、
梅毒の検査・相談（無料・匿
名）
定員　各１２人（申込順）

○ウ午前９時
　～１１時

４月３日～
 ２４日の
毎週火曜日エイズ等の

検査・相談
○橋午後２時

　～４時４月７日（土）

　ひきこもり問題を抱える家族の
グループ相談会
対象　市内在住か在勤の人
申し込み　電話で精神保健福祉セ

ンター（1０４２－７６９－９８１８）へ

○ウ午後２時
　～４時４月１８日（水）ひきこもり

相談会

※希望者は直接市薬剤師会会議室へ
お問い合わせ
　市薬剤師会　1０４２－７５６－１５０２

○ウ午後１時３０分
　～３時　　４月１９日（木）くすりの

相談
　歯科治療や口の悩みについての相談
相談・お問い合わせ 
健康企画課（1０４２－７６９－８３４４）

※健診等で歯科医師が不在の場合もあ
ります。

午前９時～１１時
午後１時～４時

月～金曜日
（祝日を除く）

電話歯科相談
（歯科医）

内容・時間・対象会　場日にち教室名

　保健師、保育士等による
健康・育児相談、身体測定、
親子遊びの紹介など
※△印は、栄養士による栄養
相談もあり
※□印は、歯科衛生士による
歯科相談もあり
時間　午前１０時～１１時１５分
対象　乳幼児とその保護者
※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　○8 ○9 ○１０ 

二本松○こ 、向陽○こ 、
陽光台○こ 、△田名○こ 、４月１７日（火）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

横山○こ 、大野台○こ 、
相武台○こ ４月１８日（水）

城山○こ 、大野北○こ 、
鹿島台○こ 、上鶴間○こ ４月１９日（木）

大島○こ ４月２０日（金）

△富士見○こ 、
△鶴園中和田○こ ４月２４日（火）

並木○こ ４月２５日（水）

□○湖 、麻溝○こ ４月２６日（木）
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

ちょっとおしえてコール相模原
午前８時～午後９時　年中無休
※おかけ間違いにご注意ください。

２０・３０歳代の国民健康保険加入者へ

健康診査を受けましょう
診査内容　血圧測定や肝臓・腎臓の機能を調べる血液・尿検査など
募集・受診期間　平成２５年３月３１日まで　　受診場所　市内協力医療機関
対　象　昭和４８年４月１日～平成５年４月１日に生まれた市の国民健康保

険加入者で、国民健康保険税に未納のない世帯の人
費　用　１，０００円
申し込み　電話で４月２日から国民健康保険課（1０４２－７６９－８２３５）へ
※市ホームページの 電子申請 からも申し込めます。

４０～７４歳の国民健康保険加入者へ

特定健康診査（メタボ健診）を受けましょう
　健診を受けて生活習慣病を予防しましょう。
受診期間　平成２５年３月３１日まで　　受診場所　市内協力医療機関
健診内容　身体計測、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、

尿検査、腎機能検査等
費　用　１，０００円（７０歳以上の人は無料。非課税世帯は申請により免除あり）
※４月１日現在、国民健康保険に加入している人には、受診券を郵送します。

お問い合わせ　国民健康保険課　1０４２－７６９－８２３５

子育て広場たんと　離乳食セミナー
　栄養士による離乳食中期～完了期のお話と、試食（保護者のみ）を行います。
日にち　４月１４日（土）
時　間　午前１１時３０分～午後１時、午後２時～３時３０分
会　場　伊勢丹相模原店（南区相模大野）
定　員　各１５組（申込順）　　費　用　各３００円
申し込み　電話で４月２日からこども青少年課（1０４２－７６９－９８１１）へ

愛 の 献 血 急病などで困ったときは （電話番号をよく確かめて）
相模原救急医療情報センター　1０４２－７５６－９０００
　平日　午後５時～翌朝９時　　土曜日　午後１時～翌朝９時
　日曜日・祝日・年末年始　午前９時～翌朝９時
※診療可能な医療機関を案内。医療相談・歯科案内は行いません。

医　科

休日急患歯科診療所　1０４２－７５６－１５０１
　日曜日・祝日・年末年始の昼間
　　午前８時４５分～１１時３０分、午後１時１５分～４時３０分

歯　科

休日当番柔道整復施療所案内　7０１２０－１９４１９９
　日曜日・祝日・年末年始の昼間　午前９時～午後５時

接　骨

精神科救急医療情報窓口　1０４５－２６１－７０７０
　平日　午後５時～翌朝８時３０分
　土曜日・日曜日・祝日・年末年始　午前８時３０分～翌朝８時３０分
　（いずれも翌平日朝は８時まで受け付け）
※夜間、休日に急激な精神疾患の発症や病状悪化の際に、必要に応じて精神科
医療機関を紹介します。（神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市共同運営）

精神科

リンパの流れとヨガ体操〈全１０回〉
　ヨガ体操とリンパの流れを取り入れて体を活性化させます。
日にち　４月２０日～６月２９日の毎週金曜日（５月４日を除く）
時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　新磯ふれあいセンター
対　象　市内在住の５０歳以上の人＝４０人（申込順）
費　用　３，０００円
申し込み　電話で同センター（1０４６－２５５－１３１１）へ

高齢者筋力向上トレーニング
緑区橋本Aコース〈全２４回〉

　機器を使った筋力トレーニングやストレッチなどを行います。
日にち　６月４日～８月２７日の毎週月・金曜日（７月１６日を除く）
時　間　午前１０時～正午
会　場　未定（緑区橋本周辺を予定）
対　象　市内在住の６５歳以上で足腰の衰えを感じている人＝若干名（選考）
費　用　４，０００円
申し込み　電話で４月２日～４日に介護予防推進課（1０４２－７６９－９２４９）へ

アルコール・薬物家族教室
　アルコール・薬物問題を理解し、その対応について学びます。
日　時　４月２５日（水）午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在勤のアルコール・薬物問題がある人の家族
定　員　１０組（申込順）
申し込み　電話で４月２日から精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

麻しん・風しんの予防接種を受けましょう
　麻しん（はしか）・風しん予防接種を各期１回無料で受けられます。

対象（原則、保護者同伴）
１歳～２歳未満１期
小学校へ就学する前年度〈幼稚園や保育園の年長に相当する年齢〉
（平成１８年４月２日～１９年４月１日生まれ）

２期

中学校１年生に相当する年齢（１１年４月２日～１２年４月１日生まれ）３期
高校３年生に相当する年齢（６年４月２日～７年４月１日生まれ）４期

会　場　協力医療機関（要予約）
持ち物　母子健康手帳、予診票（協力医療機関にもあり）
接種期間　１期＝１歳の誕生日～２歳の誕生日の前日
　　　　　２～４期＝２５年３月３１日まで
※予診票は、１期対象者には１歳になる月の前月末ごろ、２～４期対象者
には４月下旬ごろに送付します。２～４期対象者で、通知が届く前に接
種を希望する場合は、医療機関にある予診票を使用してください。

※予防接種を受けるときは受診番号が必要です。他の予防接種と共通の番
号ですが、不明な場合はお問い合わせください。

お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８３４６

補装具更生相談（肢体不自由・聴覚障害）
　医師、身体障害者福祉司、ケースワーカー、補装具業者等による補装具
の購入・修理等の相談、判定、申請を受け付けます。

会　場日にち内　容

あじさい会館

４月２日（月）

肢体不自由

２５日（水）
５月７日（月）
２３日（水）

南保健福祉センター
４月１９日（木）
５月１７日（木）
４月１８日（水）

聴覚障害
城山保健福祉センター５月１６日（水）

時　間　午後１時～２時
対　象　１８歳以上で身体障害者手帳（肢体不自由、聴覚障害）を持ち、補

装具購入等の判定が必要な人
申し込み　電話で４月２日から住んでいる地区の担当課へ

申し込み・お問い合わせ

1０４２－７８３－８１３６城山保健福祉課1０４２－７７５－８８１０緑障害福祉相談課
1０４２－７８０－１４１２津久井保健福祉課1０４２－７６９－９２６６中央障害福祉相談課
1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課1０４２－７０１－７７２２南障害福祉相談課
1０４２－６８７－５５１１藤野保健福祉課

●もっと健康になるための教室●

申込内容・対象など会場時　間日にち教室名

○9 

　骨粗しょう症予防の話と
骨密度測定。お口の元気チ
ェックコーナーも同時開催
対象　２０～７０歳（昭和１７年

４月２日～平成５年
４月１日生まれ）の人

定員　各２５人（申込順）
費用　各７００円

○ウ

午前９時４５分
　　１０時１５分
　　１０時４５分
午後１時３０分
　　２時　　

５月１０日（木）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー

　体力測定と健診結果をも
とに運動プログラムを作成
対象　２０歳以上で肥満か、

コレステロール値等
が高く、運動が必要
な人（６か月以内に
受診した健診結果が
必要）

費用　１，０００円

午後１時１５分
　～４時１５分

運動
プログラム
作成コース

※受講後、運動習慣定着コース（１０日間）に続けて参加できます。

　会場・申込先は表面の「主な実施会場」「申し込み・お問い合わせ」を
ご覧ください。

対　象　１６～６９歳の健康な人（６５～６９歳の人は、６０～６４歳の間に献血
経験が必要）

所要時間　４０分程度
※２００ml献血を行わない場合があります。
※本人確認を行っています。

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

会　場時　間日にち

市役所前午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分４月３日（火）

市民桜まつり会場（ウェル
ネスさがみはら前）

午後１時３０分～４時　　７日（土）

午前１０時３０分～午後４時　　８日（日）

市役所前午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分　　１２日（木）
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