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受付時間　午前９時～午後５時　 

受付場所　市体育館会議室（市役所前） 

※月～金曜日（祝日を除く）は、住宅、就労、

学校、医療機関など、避難中の生活に関わ

ることについての相談にも応じます。 

避難所　市体育館柔道場、 

相模川ビレッジ若あゆ 

定　員　２００人（先着順）� 

お問い合わせ

住宅課　1０４２－７６９－８２５６

市立博物館の催し 12

犬の狂犬病予防注射と登録 5

みんなのスポ・レク情報 8 9

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

被災地からの避難者の 
一時避難所を開設しています

「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。 
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東北関東大震災 

万市民の想いを被災地へ 

　東北関東大震災で被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げますとともに、犠牲
になられた方々、そしてご遺族の皆さまに哀悼の意を表します。
　市では今回の地震に迅速かつ的確に対応するため「相模原市東北関東大震災災害対策本
部」を設置し、銀河連邦を通して友好を深めてきた大船渡市への緊急支援をはじめ、被災
地への消防部隊・保健師の派遣や緊急支援物資の搬入、市民の皆さまや企業からの義援金
や応援金・物資など被災地支援に全市をあげて取り組んでいます。また、市内においても、
燃料や食料品等の生活関連物資の確保や、家庭で医療機器等を使用している方への支援、
さらに、被災した原子力発電所からの放射性物質放出に関する情報収集など、市民の皆さ
まが安全・安心に生活できるよう努めています。
　市民の皆さまには、ひばり放送（防災行政用同報無線）や市ホームページなどの市から
のお知らせ、新聞、テレビ、ラジオ等を活用し、情報収集に努めていただくとともに、一
層の節電へのご協力のほか、食料品や水など生活必需品等の買い急ぎや買いだめを控える
など、冷静に行動していただくようお願いします。
　市では、引き続き市民の皆さまへの情報提供とともに、災害対策に全力で取り組んでい
きますので、ご理解、ご協力をお願いします。

被災地への応援物資にご協力を
第２次受付日時　４月２日（土）・３日（日）午前８時３０分～午後５時
受付場所　市体育館（市役所前）、各公民館（青根・千木良・沢井・

牧野・佐野川を除く）
募集する物資　新品・未開封の次の１０品目を無償でご提供ください。

○食料品（レトルト食品、缶詰など日持ちするもの）
○離乳食　○粉ミルク　○紙おむつ（大人用・子ども用）
○下着　○靴下　○生理用品　○ウエットティッシュ
○ティッシュペーパー　○トイレットペーパー

※応援物資の搬入方法など詳しくは、市ホームページの 東北関東大震災に係る義援金・応援物資
の募集 をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　市応援物資専用電話　1０４２－７６９－９２６２（４月３日まで）

宮城県仙台市で、行方不明者の捜索・救助活動にあたる本市緊急消防援助隊

市民の皆さまから提供された応援物資

被災地からアマチュア無線を利用して
不足物資などの支援要請を受ける本市職員

相模原市東北関東大震災災害対策本部を設置

本市から緊急消防援助隊として
救助部隊、消防部隊、後方支援部隊を派遣

被災地・大船渡市へ物資を搬入

福島原子力発電所に関する放射能の情報について
　国などが発表する最新の情報を確認し、冷静な対応をお願いします。
　健康や、食品、水道水への放射能の影響について、神奈川県が測定結果を公表しています。検
査結果は市ホームページの  福島県原子力発電所に関する放射能の情報について（県ホームペー
ジにリンク）をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ
月～金曜日　午後５時～８時

土・日曜日、祝日　午前８時３０分～午後５時
月～金曜日

午前８時３０分～午後５時

1０４２－７６９－９２３７
医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３健康への影響について
生活衛生課　1０４２－７６９－９２３４食品について
生活衛生課　1０４２－７６９－８３４７水道水について

義援金については２㌻をご覧ください。
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　市議会議員、市長、県議会議員、県知事の４つの選挙を同時に行います。
選挙区ごとに選挙を行います
　市議会・県議会議員選挙は、区を選挙区として議
員定数が定められ、区ごとの候補者に投票します。
期日前投票所も区ごとになります
　他区の期日前投票所では投票できません。また、
期日前投票所によって、投票できる時間が異なりま
すので注意してください。詳しくは、郵送した投票
所入場整理券に同封の「お知らせ」をご覧ください。
　４月２日から４つの選挙を同時に期日前投票できます。
投票の順番
　投票は、市議、市長、県議、知事の順に投票します。
※東京電力による計画停電の状況によっては、投票所内が暗かったり、エ
レベーターが利用できなくなったりするほか、受け付けに時間がかかる
場合などがありますのでご了承ください。

　　　　　　　投 票 日　４月１０日（日）
　　　　　　　投票時間　午前７時～午後８時

お問い合わせ
市選挙管理委員会事務局　1０４２－７６９－８２９０

相模原球場の愛称が
サーティーフォー相模原球場に

４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００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））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙

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。
津久井・相模湖地区では
　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２３年分の事業、法人は２３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、各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

津久井・相模湖地区で
事業所税の課税が始まります

　ネーミングライツ（施設命名権）のスポンサーを募集し、相模原球場の
愛称が決定しました。
使用期間　４月から５年間
契約者　　株式会社サーティーフォー（緑区橋本１－１４－３）
※施設の予約や利用方法、使用料は変更ありません。

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－８２８８

４月か
ら

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

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

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

４万１，５５０円～９，８１０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２３年４月分
から改定

ひとり親家庭を支援します

　平成２３年４月からの子ども手当は、制度内容などが決まり次第、本紙や
市ホームページ等でお知らせします。
※本市で子ども手当を申請済みの人は、改めて申請する必要はありません
が、子どもが生まれたとき、公務員ではなくなったときなどは申請が必
要です。

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－８２３２

４月からの子ども手当

特定健康診査（メタボ健診）
を受けましょう

国民健康保険に加入の４０～７４歳の人へ

被災地への義援金・応援金にご協力を
 東北関東大震災の義援金 
　次の場所に設置する募金箱か、地域福祉課で受け付けます。義援金は日
本赤十字社と連携して被災地の復興にあてます。
募金箱の設置場所　市役所本館１階ロビー、南・緑区役所区民課、各まち

づくりセンター・公民館（まちづくりセンター併設を除く）、あじ
さい会館、南・城山保健福祉センター、さがみはら市民活動サポー
トセンター（けやき会館３階）、市立博物館

お問い合わせ　地域福祉課　1０４２－７６９－９２２２

 頑張れ大船渡　大船渡市民を応援しよう 
　銀河連邦の一員である大船渡市が甚大な被害を受けました。被災された
方々を応援するため、応援金を受け付けています。

振込み先　振込者の氏名（法
人の場合は法人名）を
書いて、次の口座に振
り込んでください。　

※振り込みには、別途、口座振込手数料が必要になる場合があります。
※金融機関から発行される振込証などは必ず保管してください。預り証が
必要な場合は、お問い合わせください。

※募金状況は、随時、市ホームページでお知らせします。

お問い合わせ　渉外課　1０４２－７６９－８２０７

東北関東大震災の影響や計画停電の実施による

催しの中止・施設の閉館等のお知らせ
中止する主な催し

　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２４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、腎機能検査など
健診費用　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）
※平成２３年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

金融機関　横浜銀行相模原駅前支店　
口座番号　普通預金　６０２８６５７
口 座 名　オオフナト共和国応援金　

※水の苑地（城山側）は中止、花の苑地（津久井側）は実施します。

　多くの催しやイベントが中止や延期などとなっています。このほかの催
し・イベントなどの実施については、各主催者へお問い合わせください。

施設の閉館や休館
　利用者の安全確保や節電、被災者の受け入れのため、閉館（部分的に閉
館・休館もあり）や利用時間を変更する場合があります。詳しくは、各施設
へお問い合わせいただくか、市ホームページの 閉館する施設等について
をご覧ください。

電話番号担当課催し名
０４２－７６９－８２３６商業観光課市民若葉まつり

０４２－７６１－００５６田名まちづくりセンター泳げ鯉のぼり相模川

０４６－２５１－００１４新磯まちづくりセンター相模の大凧まつり
相模川芝ざくらまつり

０４２－７８３－８０６５城山経済観光課津久井湖さくらまつり※

０４２－６８４－３２４０相模湖経済観光課相模湖やまなみ祭

０４２－７６１－２６１０大沢まちづくりセンターおおさわ桜まつり
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　市では、昭和５６年５月３１日以前に建築した木造住宅や分譲マンションの
耐震化に向け、次のさまざまな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　
耐震診断費用補助

※木造住宅には耐震改修と併せて行う、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１２日～１２月２８日に建築指導課へ
※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。

日にち　月～金曜日（祝日、１２月
２９日～１月３日を除く）

時　間　午前８時～午後５時３０分
※午後５時３０分以降、土・日曜日、
祝日の入場方法は今までどおり
です。

お問い合わせ
管財課　1０４２－７６９－８３０５

　日中に、市税（国民健康保険税を除く）の納付相談や納税ができない人
のために、窓口を開設します。電話での相談もできます。
　計画停電時は窓口を開設できない場合があります。ご了承ください。
日　時　４月１９日（火）・２６日（火）午後５時３０分～７時

※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。

シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルママママママママママママママママママママママママママママママママママーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーークククククククククククククククククククククククククククククククククク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカララララララララララララララララララララララララララララララララララーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中　市では、環境に関するさまざまな助成を行っています。

　４月から新たに、共同住宅に設置する住宅用太陽光発電システムへの補
助を実施します。
再生可能エネルギー等利用設備の設置費用の助成
対　象　①③④＝自ら居住する住宅に、次の対象設備を設置する人

②＝市内に所有する賃貸共同住宅に設置する人か市内の区分所有
住宅の共用部分に設置する管理組合

 　表 1   ①の受付期間

低公害自動車の普及促進
　低公害自動車（電気自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車）の
市営駐車場の利用料金を割り引きます。
割引金額　３００円（利用額が１５０円の場合は１５０円）
対　　象　市内在住か在勤の人、市内の事業者
※電気自動車の購入奨励金については、制度の見直しを行っています。決
まり次第、本紙や市ホームページでお知らせします。

投票箱設置場所　緑区役所・中央区役所の各地域政策課、緑区・中央区内
の各まちづくりセンター・公民館など

※候補作品など詳しくは、投票箱設置場所などに掲示してあるポスターか、
緑区・中央区のホームページをご覧ください。

※中央区のシンボルマーク・カラーは、中央区ホームページ・市携帯電話
用ホームページからも投票できます。

お問い合わせ　緑区役所地域政策課　　1０４２－７７５－８８０１
　　　　　　　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

　藤野地区の小学校跡地２か所を有効活用するため、教育や文化、福祉関
係の事業者から、事業計画、地域貢献等の提案を募集し、利用者を決定し
ます。
応募資格　法人格を有する団体であること　など
応募期間　５月２３日～２７日
プレゼンテーションと審査　６月上旬（予定）
※応募資格や貸付条件など詳しくは、企画政策課にある公募要項（市ホーム
ページの 市政情報 → 市政運営 → 小学校跡地活用 からダウンロード
可）をご覧ください。

現地見学会
日　　時　４月２２日（金）午後２時～５時
集合場所　藤野総合事務所
申し込み　公募要項に付いている申込書を４月２０日までに企画政策課へ

お問い合わせ　企画政策課　1０４２－７６９－８２０３

　４月から「粗大ごみ」を直接施設へ持ち込む場合の受け入れ時間を次の
とおり拡大します。　
受け入れ日　　月～土曜日（１２月３１日～１月３日を除く）
受け入れ時間

受入施設・お問い合わせ
南部粗大ごみ受入施設　　1０４２－７６７－５３０５
北部粗大ごみ受入施設　　1０４２－７７５－５３３３
津久井クリーンセンター　1０４２－７８４－２７１１

４月８日まで

補助予定件数抽選日受付期間

各１５０件

４月１８日４月１４日まで　

７月１９日７月１日～１４日

１０月１９日１０月３日～１７日

あなたの家は大丈夫？
木造住宅・マンションの地震対策を支援

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

お問い合わせ　建築指導課　1０４２－７６９－８２５２

木造住宅の耐震巡回相談
日にち　４月１３日（水）
時　間　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。

夜間納税相談窓口のご利用を

市役所 
本館 

第２駐車場 

Ｐ Ｐ 
第
１
別
館 

入口 入口 

↑
国
道
１６
号

上
溝
↓ 

受付方法補助金額設備内容

３期に分けて
抽選

（ 表１ の
とおり）

①【個人住宅】
　太陽電池出力１ｋＷ当たり３
万５，０００円（県の補助１kW当た
り１万５，０００円を含む。上限１２万
２，０００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、住宅内で利用する設
備（共同住宅は建物の共有部分
への電力供給のみ）

先着順

②【共同住宅】
　太陽電池出力１ｋＷ当たり２
万円（上限２０万円）

太陽熱温水器＝２万円
ソーラーシステム＝４万円

③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
利用する設備

本体価格の２分の１（上限３万
円）

④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

相談・お問い合わせ会　場
1０４２－７６９－８３００納税課※　（市役所第２別館２階）

1０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（シティ・プラザはしもと内５階）

1０４２－７４９－２１６３南市税事務所（市南区合同庁舎３階）

地球にやさしいエコライフを応援

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ません。不
審に思ったときは、お問い合わ
せください。

市役所正面駐車場
（第１駐車場）入場方法を変更

粗大ごみの受け入れ時間を拡大

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

緑 区
中央区

４月６日
（水）から

４月から変更前
午前９時～午後４時　午前９時～正午、午後１時～４時

吉野小学校・小渕小学校跡地の
利用者を募集
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７０歳以上の人へ
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　助成券（２，０００円）を１か月当たり１枚交付します。指定の施術所で 
１回につき１枚使用できます。
助成期間　申請した月～平成２４年３月
対　象　市内在住で在宅の７０歳以上の人（平成２３年度中に７０歳になる人を

含む。７０～７９歳の人は所得制限あり）
申し込み　直接、各申し込み先へ

家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰慰労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金ををををををををををををををををををををををををををををををををを支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給家族介護慰労金を支給
支給額　市民税非課税世帯＝１０万円／年

その他世帯　　　＝６万円／年

対　象　１年以上市内在住の要介護４・５に認定された
６５歳以上の人を、介護保険サービス（年間７日間までのショートス
テイを除く）を利用しないで１年以上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。

申し込み・お問い合わせ

支給月申請受付期間基準日
８月４月２８日まで４月１日

1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課緑班

1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課中央班

1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課南班

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

【はり・きゅう・マッサージ施術料の助成のみ】
各まちづくりセンター（城山・津久井・相模湖・藤野を除く）・出張所

高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者やややややややややや障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者のののののののののの皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆ささささささささささんんんんんんんんんんがががががががががが高齢者や障害者の皆さんが  いきいきと暮らせるために

介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動介護予防地域活動
支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金支援事業補助金

　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
○理学療法士、栄養士などが指導する活動が
６回以上ある
○１回の開催時間が６０分～９０分で、実技やレ
クチャーを実施する
○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。

お問い合わせ
介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

里親制度を学んでみませんか

里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座里親講座
　制度の説明や、施設で
暮らす子どもたちのこと、
里親になった人の体験談
などをお話します。
日　時　５月２１日（土）午後１時３０分～４時
会　場　総合学習センター
申し込み　電話か、ファクスに住所、氏名、「里

親講座」と書いて、５月１３日までに児童
相談所（6０４２－７３０－３９００）へ

個別相談に応じます 里親巡回相談

時　間　午後２時～４時３０分
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　児童相談所　1０４２－７３０－３５００

会　場日にち
児童相談所４月２２日（金）

南保健福祉センター６月２１日（火）
橋本公民館８月４日（木）

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、看護師の養成過程に

在学している人＝２万円
　　　　准看護師の養成過程に在学している人

＝１万５，０００円
※卒業後引き続き３年間、市内の医療施設等で
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
１５日までに地域医療
課（1０４２－７６９－ 
９２３０）へ

看護師などをめざす人へ

修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金ををををををををををををををををををををををををををををををををを貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸ししししししししししししししししししししししししししししししししし付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ修学資金を貸し付け

はり・きゅう・マッサージ施術料、家族介護慰労金など

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成平成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年２４年３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末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月末まで経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置ををををををををををををををををををををををををををををををををを延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延延長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長経過措置を延長
　平成１８年度分から実施されている税制改正に伴い、高齢者福祉サービス
を受けられなくなったり、利用者負担額が増えたりするなどの影響が生じ
ないように行っている経過措置を延長します。
　経過措置の延長により、２３年度分の市民税は税制改正前の内容で算定し、
サービス給付の可否や利用者負担額を決めます。
経過措置の対象になるサービス
○はり・きゅう・マッサージ施術料助成　○家事援助　○緊急一時入所　
○認知症高齢者・障害者等 徘  徊 検索　○ねたきり高齢者等移送サービス　

はい かい

○家族介護慰労金の支給　○電話の貸与　○紙おむつ等の支給

４月６日（水）

緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動緑第一障害者地域活動
支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーがががががががががががががががががががががががががががががががががオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーープププププププププププププププププププププププププププププププププンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン支援センターがオープン

　障害者の悩みや不安の相談を受け、福祉サービスの紹
介や、地域住民との交流、就労支援などを通して社会復
帰を支援します。

住　所　緑区与瀬１０１０－１
電話番号　０４２－６８４－３５８１（４月６日から）
開館時間　午前９時３０分～午後６時
休館日　日曜日、１２月２９日～１月３日　
利用対象者　市内在住の障害者とその家族・介護者
こちらもご利用ください
市内の障害者地域活動支援センター
地域活動支援センターカミング　1０４２－７５９－５１１７
住　所　中央区淵野辺４－１５－６（ヴィーナス２階）
南障害者地域活動支援センター　1０４２－７０１－３９１７
住　所　南区南台４－１２－５４（市営南台団地４号棟１階）

◇　　　◇
利用対象者　市内在住の精神障害者保健福祉手帳か自立支援医療受給証（精神通院

医療）がある人とその家族・介護者
※開館日時など詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ　障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５

国道２０号 

至八王子 

相模湖 
総合事務所 

至八王子 

至藤野 

国道４１２号 

相模湖 
総合事務所 

相模湖 

桂北 
小学校 

北相 
中学校 

緑第一障害者 
地域活動支援 
センター 

緑第一障害者 
地域活動支援 
センター 

相模湖駅 

　在宅重度障害者などの社会参加を促進するため、タクシー料金
か自動車給油料金の一部を助成します。
福祉タクシー利用券 利用券（５００円）

を１か月当たり６枚交付
自動車燃料給油券　給油券（１，０００円）

を１か月当たり２枚（対象者本
人の自動車を運転する場合。同
居する家族の運転か、同居する
家族所有の自動車を運転する場
合は１枚）交付

助成期間　申請した月～平成２４年３月
対　象　○身体障害者手帳１級・２級の人

○療育手帳Ａ１・Ａ２の人
○知能指数３５以下と判定された人
○精神障害者保健福祉手帳１級・２級の人
○小児慢性特定疾患にり患している人
○特定疾患にり患している人
※施設に入所している人を除く

※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　障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５

福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタクククククククククククククククククククククククククククククククククシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福祉タクシー利用券・
自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券ををををををををををををををををををををををををををををををををを交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付自動車燃料給油券を交付
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　　　　　　　狂犬病予防定期集合注射の会場

飼い主の義務です

犬の狂犬病予防
注射と登録

緑区（橋本・大沢地区）・中央区・南区
午後２時１５分～３時午後０時３０分～１時１５分午前１０時～１０時４５分日にち
清新４丁目公園横山ふれあい広場（中央区横山台）古山児童遊園（南区下溝）１２日（火）

御嶽神社（緑区下九沢）橋本神明大神宮小山ふれあい広場（中央区宮下）１３日（水）

田尻第２公園（中央区上溝）上溝まちづくりセンターくぼういん公園（南区当麻）１４日（木）

相原ふれあい広場古清水自治会館（緑区大島）田名まちづくりセンター第２駐車場１５日（金）

県高相合同庁舎（午後１時３０分～３時）相模原市北部粗大ごみ受入施設（午前９時３０分～１１時）１７日（日）

市立図書館（中央区鹿沼台）富士見公園麻溝台自治会館１８日（月）

大野台ふれあい広場谷口第２子供広場（南区上鶴間本町）淵野辺本町公園１９日（火）

上磯部子どもの広場（南区磯部）新磯野公園西大沼中央公園２０日（水）

相南ふれあい広場相模台公園星が丘３丁目三角公園２１日（木）

陽光台ふれあい広場古淵南公園深堀公園（南区上鶴間）２２日（金）

県高相合同庁舎（午後１時３０分～３時）麻溝公園第３駐車場（午前９時３０分～１１時）２３日（土）

相模原市北部粗大ごみ受入施設（午後１時３０分～３時）淵野辺公園（午前９時３０分～１１時）２４日（日）

相模川ふれあい科学館駐車場大島ふれあい広場上矢部子ども会館２５日（月）

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

城山地区
会　場日　時

中沢自治会館９時３０分～１０時１０分午
前

　

日
（
金
）

２２
都畑スポーツ広場（城山）１０時３０分～１１時１０分
城北センター（広田）１時２０分～１時５０分午

後 町屋自治会館２時１０分～３時２０分
葉山島センター９時３０分～９時５０分

午
前

　

日
（
月
）

２５ 小倉青少年広場１０時１０分～１０時４０分
谷ヶ原自治会館１１時～１１時２０分
向原自治会館１時２０分～２時午

後 原宿堀公園２時２０分～３時３０分
小松自治会館（広田）９時３０分～１０時午

前

　

日
（
火
）

２６
若葉台カタクリ公園１０時２０分～１１時３０分

久保沢自治会館１時３０分～２時３０分午
後

藤野地区
会　場日　時

上岩集会施設（佐野川）１０時～１０時３０分
午
前７

日
（
木
）

御霊集会所（佐野川）１０時４０分～１０時５０分

佐野川製茶工場前１１時～１１時２０分

藤野台集会所（小渕）１時２０分～１時４０分
午
後 栗原毅さん宅（小渕）１時５０分～２時１０分

中村博文さん宅（小渕）２時３０分～２時４０分

和田の里体験センター
（佐野川）１０時～１０時１０分

午
前

８
日
（
金
）

鎌沢公民館前（佐野川）１０時２０分～１０時３０分

上河原バス停（佐野川）１０時４０分～１１時

落合集会所（澤井）１１時１０分～１１時３０分

藤野総合事務所１時１０分～１時５０分

午
後

日野集会所（澤井）２時～２時１０分

旧吉野小学校２時２０分～３時

日連自治会館３時１０分～３時３０分

上野久保中央広場１０時～１０時２０分
午
前

　

日
（
月
）（
牧
野
）

１１ 新和田生活改善センター１０時３０分～１０時４０分

篠原生活改善センター１１時～１１時２０分

牧野公民館１時２０分～１時４０分

午
後

京王住宅ごみ集積所１時５０分～２時１０分

小舟バス停２時２０分～２時３０分

山崎幸子さん宅横２時４０分～２時５０分

伏馬田生活改善センター３時～３時１０分

芝田集会施設（名倉）１０時～１０時１０分

午
前

　

日
（
火
）

１２

大刀園芸ランド（名倉）１０時２０分～１０時５０分

名倉消防器具置場１１時～１１時２０分

向原集会所（名倉）１１時３０分～１１時４０分

日連集会施設（杉東）１時２０分～１時５０分

午
後

森久保宇志巳さん宅前
（日連）２時～２時３０分

堂地消防器具置場（牧野）２時４０分～２時５０分

臼井昌紀さん宅前（牧野）３時～３時１０分

津久井地区
会　場日　時

青根出張所９時４５分～１０時

午
前

　

日
（
水
）

１３

荒丸会館（青根）１０時１０分～１０時２０分

長野会館前駐車場
（青野原）１０時４０分～１１時

青野原グラウンド
駐車場１１時１０分～１１時３０分

前戸児童遊園地
（青野原）１時３０分～１時４０分

午
後

鮑子自治会館（青山）１時５０分～２時

青山自治会館２時１０分～２時２０分

串川地域センター駐車場２時４０分～３時３０分

長竹自治会館３時４０分～４時

三井地域センター９時２０分～１０時午
前

　

日
（
木
）

１４
小網地域センター駐車場１０時２０分～１１時２０分

長成寺駐車場（三ヶ木）１時３０分～２時３０分午
後 尾崎咢堂記念館２時４０分～３時５０分

津久井中央公民館
駐車場９時１５分～１０時１５分

午
前　

日
（
金
）

１５

大沢第２自治会館（中野）１０時３０分～１１時

津久井生涯学習センター
広場１１時１５分～１１時３０分

韮尾根自治会館（長竹）１時３０分～１時５０分

午
後

石ヶ沢自治会館（長竹）２時～２時２０分

稲生自治会館（長竹）２時３０分～２時５０分

中野集会所（根小屋）３時～３時２０分

小林商店脇（鳥屋）９時４０分～１０時

午
前　

日
（
月
）

１８

鳥屋地域センター
駐車場１０時１０分～１０時５０分

渡戸自治会館（鳥屋）１１時～１１時２０分

功雲寺（根小屋）１時３０分～２時１０分

午
後

串川ひがし地域センター
駐車場２時３０分～３時

土沢自治会館（根小屋）３時２０分～３時５０分

相模湖地区
会　場日　時

赤馬児童遊園地（千木良）９時３０分～９時５０分

午
前

　

日
（
火
）

１９
千木良中央集会所１０時～１０時１０分
千木良公民館駐車場１０時２０分～１０時５０分
底沢集会所（小原）１１時１０分～１１時２０分
横橋集会所（与瀬）１時３０分～１時５０分

午
後 上町ゲートボール場（与瀬）２時～２時１０分

桂北地区集会所（与瀬）２時２０分～２時３０分
沼本クラブ（寸沢嵐）９時３０分～９時４０分

午
前

　

日
（
水
）

２０
寸沢嵐児童遊園１０時～１０時２０分
若柳コミュニティー広場１０時３０分～１０時５０分
奥畑クラブ（若柳）１１時１０分～１１時３０分
小原集会所１時３０分～１時５０分

午
後 小原平野広場２時～２時１０分

与瀬グラウンド２時３０分～３時１０分
道志営農センター（寸沢嵐）９時３０分～９時５０分

午
前

　

日
（
木
）

２１ 増原営農センター（寸沢嵐）１０時～１０時３０分
関口クラブ（寸沢嵐）１０時４０分～１１時
さがみ湖リフレッシュセンター１時３０分～１時５０分

午
後 山口集会所（寸沢嵐）２時～２時２０分

ねん坂クラブ（寸沢嵐）２時３０分～２時５０分

　「狂犬病」は、犬から人などへ感染し、発症するとほぼ１００％が死に至る
病気で、世界では、毎年５万人以上が感染しています。
　狂犬病予防法では、犬の飼い主に飼い犬への年１回の狂犬病予防注射を
義務付けています。
　国内に狂犬病が侵入した際に、流行を防ぎ、犬の命や地域の人たちの安
全を守るためにも、年１回、飼い犬に予防注射を受けさせましょう。
　下の表のとおり狂犬病予防定期集合注射を実施します。
　同会場では犬の登録もできます。

４月実施

狂犬病予防定期集合注射
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）
※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。
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
　動物病院で注射を受けて、動物病院が発行した注射済証明書を持って、各
窓口へ
期限　６月３０日

犬の登録をしてください
新規登録
　飼い始めてから３０日以内（子犬は生後９１日～１２０日）に、３，０００円（手数
料）を持って、各窓口へ
死亡、変更届（市内の住所変更のみ）　直接か電話で、各窓口へ

生活衛生課、同課津久井班、緑・南保健センター、
城山・相模湖・藤野保健福祉課窓　口
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主　要　施　策（◎は新規事業）

市民とともに創る自立分権都市

学びあい 人と地域をはぐくむ教育・文化都市

歳出 

２，３３８ 
億円 

歳入 

２，３３８ 
億円 

※平成１８年度は津久井町・
相模湖町との合併、平成
１９年度は城山町・藤野町
との合併により増加。（他
表も同様） 

平成 （年度） １４ 

２，４００ （億円） 
２，３００ 
２，２００ 
２，１００ 
２，０００ 
１，９００ 
１，８００ 
１，７００ 
１，６００ 
１，５００ 

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

２，３３８ ２，３４０ 

２，０７４ ２，０３２ 
１，９７０ 

１，８０６ 

１，６４７ １，６３２ １，６２０ １，６４２ 

市税 
１,０８８億円 
（４６．５%） 

市税 
１,０８８億円 
（４６．５%） 

国・県からの 
補助金など 

４０９億円（１７．５%） 

その他（使用料など） 
３４４億円（１４．７%） 

市債 
３１０億円 
（１３．３%） 

職員の給料など 
４５８億円 
（１９．６％） 

投資的 
経費 
１２．６％ 

施設の管理や 
事務事業の 
経費など 

３４５億円（１４．８％） 

市民団体への 
補助金など 

１４３億円（６．１％） 

借入金の返済 
２１１億円（９．０％） 

義務的 
経費 
５０．０％ 

投資的 
経費 
１２．６％ 

その他 
３７．４％ 

公共施設の建設費など 
２９３億円（１２．６％） 

公共施設の維持補修費 
３９億円（１．６％） 

特別会計への繰出金など 
３４９億円（１４．９％） 

交付金 
．０%） 

譲与税・交付金 
１８７億円（８．０%） 

福祉
給
５
（

福祉・医療の 
給付金など 
５００億円 
（２１．４％） 

 

予算規模の推移 

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

法人市民税・固定資産税を中心に
市税収入が微増
　市の財源の中で根幹をなす市税収
入は、個人市民税が減収となる見込
みですが、法人市民税や固定資産税
の増収などにより、前年度に比べ１２
億円増（１．１％増）の１，０８８億円とな
っています。（図１参照） 

市債を有効に活用
　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が、
国直轄事業負担金や臨時財政対策債
の増額などにより、平成２３年度末に
３，４５４億円となる見込みです。
　また、２３年度における市債の返済
のための公債費は、公債管理特別会
計で経理し、一般会計分２２２億円、特
別会計分１０３億円の合わせて３２５億円
（借換分１０億円を含む）となる見込
みで、歳出予算に占める割合は減少
傾向にあります。（図２参照）

人件費を抑制
　人件費については、給料
や手当などの抑制を図り、
対前年度比約１４億円（３．０ 
％）減となりました。また、
職員定数については４，５９０
人で横ばいとなっています。
（図３参照）

福祉・医療などの義務的経費
　市の予算の使いみち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）については、生活保護のほか、児童・老人・障害者の福祉や医療の給付などの経費が
増加しているものの、子ども手当の経費を補正予算対応としているため、当初予算ベースで
は前年度と比較して減少しています。また、公
債費が増額となっているものの、職員の人件費
について引き続き抑制に努め、その結果、義務
的経費全体では減少に転じています。
　また、道路や公園、施設整備などの投資的経
費は、大規模事業の完了により減少に転じてい
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２２年度末現在で１０１億円
（対前年度３３億円減）となる見込み
です。また、２３年度には、厳しい財
政状況の中、基金から５６億円を取り
崩しますが、２２年度の決算剰余金な
どを積み立てることにより、２３年度
末の残高は７５億円となる見込みです。
（図６参照）
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～平成２３年度 施策と予算のあらまし～

８，５４３万円

○区政によるまちづくりの推進
 ● 区の魅力づくりのための、シンボルマーク・
カラーの制定などの取り組み

 ● 市民の幅広い参加と協働による地域の活性
化をめざし、市民が自主的に取り組む事業
に対して地域活性化事業交付金を交付

２，２８８万円

○協働事業提案制度事業
 ● 市民・行政双方からの提案に基づき、協働
して地域課題や社会的課題の解決を図る
「協働事業提案制度」の運用

６億９，４３５万円

○（仮称）緑区合同庁舎の整備
 ● 緑区の拠点として、区役所、保健福祉セン
ターとメディカルセンターなどの複合施設
となる合同庁舎の整備

４，４１０万円○まちづくりセンターの整備
 ● 青野原出張所の木造建築での整備

誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市

１０億８，４０９万円
○保育所待機児童解消に向けた取り組み
 ● 民間保育所の整備（８施設）と家庭的保育
事業の実施

２，４００万円

◎病児・病後児保育事業の推進
 ● 病気の回復期に至らないか、病気回復期に
ある児童を専用の施設で一時的に預かる病
児・病後児保育事業の推進

１，４５８万円
○児童クラブの整備
 ● 待機児童緊急対策として、小学校の諸施設
の活用等による児童クラブの整備など

６，２６５万円

○児童養護施設等の支援
 ● 民間の児童養護施設の運営に要する経費な
どへの補助（◎小規模住居型児童養育事業
への補助）

１８億９，７００万円
○特別養護老人ホーム等の整備促進
 ● 特別養護老人ホーム等の建設費を助成（７
施設）

８４９万円
○発達障害者の支援
◎発達障害者の就労支援、日中活動支援プロ
グラム研究事業の実施

１億９，６２０万円
○障害福祉施設等施設の整備促進
 ● 知的障害児施設（１施設）と共同生活介護
事業所（１施設）の建設費を助成

６４６万円

◎重症心身障害児・者訪問看護の実施
 ● 在宅重症心身障害児・者の医療的管理の充
実とその家族の負担軽減を図るための訪問
看護支援等の実施

１，６７１万円
○成人歯科健康診査の実施
 ● 成人歯科健康診査の市内協力医療機関での
実施（◎６６～６９歳を対象年齢として拡大）

１，４３６万円

◎精神科初期救急医療体制等の充実
 ● 日曜日等にかかりつけ医が休みのときに受
診できるよう、県・政令指定都市協調体制
を補完する本市独自の精神科初期救急医療
体制の整備

６，４７１万円
◎疾患別救急医療体制の推進
 ● 脳神経系救急医療を実施し、疾患別救急医
療を充実

７億９，９４９万円
○個別予防接種の充実
◎子宮 頸 がん予防ワクチン等の無料接種を実

けい

施

２億４，４４４万円○防犯灯設置の助成
 ● 防犯灯の設置等に対する補助の実施

７，５４９万円

○防災対策の推進
 ● 災害時用の食料、活動用資機材等の備蓄や
自主防災組織への支援、防災リーダーの育
成の取り組みなど

１，４５７万円

○救急高度化の推進
 ● 高度救急医療に対応できる職員の育成や新
型インフルエンザ対応の感染防止資器材等
の充実など

１億９，００５万円
○地球温暖化対策の推進
 ● 地球環境保全対策費補助金を活用した街路
灯等の高効率化など

１５億８，９６２万円○ごみの減量化・資源化への取り組み
 ● 集団資源回収、資源分別回収などの実施

１，６９６万円
◎旧南清掃工場跡地の整備
 ● 旧南清掃工場の解体工事実施のための事前
調査等と跡地利用配置・動線計画の作成

７，８３８万円
○水源の森林づくりの取り組み
 ● 水源かん養など森林の持つ公益的機能を高
めていくための取り組みの実施

４，７７７万円
○雇用対策に向けた取り組み
 ● 雇用を促進するため、無料職業紹介事業な
どの実施

６億８，７８１万円○緊急雇用の創出
 ● 緊急雇用創出事業の実施

２７億１，１７４万円
○産業集積促進方策の推進
 ● 工場等の立地に対する奨励措置等の積極的
な推進

４，２５１万円
○新事業創出の促進
 ● 市内中小企業者の販路開拓を支援する、ト
ライアル発注認定制度の実施など

１５０億２，５３３万円
○中小企業への支援
 ● 景気の低迷に伴う中小企業の資金需要に対
処するための融資等の実施など

７４３万円
○商店街の振興
 ● 商店街と地域が連携した地域課題の解決、
商店街の振興につなげる事業への支援

５，６４７万円
○観光施設の整備
 ● 相模川の観光環境の向上を図るため、公衆
トイレや駐車場等の整備

やすらぎと潤いがあふれる
環境共生都市

２１億５，６６６万円
○相模大野駅西側地区市街地再開発事業の促進
 ● 再開発事業に対する補助、関連道路や歩行
者専用デッキ等の整備

１億８，１８７万円

○インターチェンジ周辺地区の整備促進
 ● さがみ縦貫道路インターチェンジ周辺の麻
溝台・新磯野地区、当麻地区、川尻大島界地
区の土地区画整理事業等の設計など

７億７，６８０万円
○小田急相模原駅北口市街地再開発事業の促進
 ● 再開発事業に対する補助と関連する道路の
整備など

９９億６，４３７万円

○広域的な道路ネットワークの整備
 ● さがみ縦貫道路の建設促進のほか、津久井
広域道路、県道５２号（相模原町田）などの
広域幹線道路の整備

１４億１９万円○都市計画道路の整備
 ● 都市計画道路相原宮下線などの整備

２，８６７万円

○総合交通計画関連事業への取り組み
 ● 総合都市交通計画の策定と交通需要マネジ
メント（ＴＤＭ）の推進を目的とした交通
社会実験の実施

３億７，０６０万円○市営住宅の整備
 ● 市営内郷住宅の整備

１，１６３万円
○基地対策事業
 ● 基地返還や航空機騒音の解消に向けた取り
組みなど

活力にあふれ多様な交流が
生まれる広域交流拠点都市

７億２，５５３万円○中学校完全給食の推進
 ● 中学校における完全給食の全校実施

２億４，８５１万円
○青少年・教育相談事業の実施
 ● 青少年教育カウンセラーによる相談の実施
（◎スクールソーシャルワーカーの配置）

１億１，５９２万円◎（仮称）上溝学校給食センターの整備
 ● 同センターの実施設計、準備工事の実施

２億５，７０４万円
○学校教育環境の整備
 ● 学校トイレの改善（ 小学校６校、中学校４
校）

９，６００万円
○スポーツ振興に向けた取り組み
 ● 相模原麻溝公園競技場の管理運営（バック
スタンドと園路の供用開始）

６億３，６４７万円○城山文化ホールの整備
 ● 多目的ホール、ギャラリーなどの整備

４０６万円
○男女共同参画の推進
 ● 第２次さがみはら男女共同参画プラン２１の
策定に向けた取り組みなど

一般会計
歳入・歳出予算額

２，３３８億円
（対前年度比０．１％減）

９００ 
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平成１４ 
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市民１人当たりの市税額　約１５万１，０００円 
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平成２３年度当初予算は、市民の皆さんが安全で安
心して生活できるよう、福祉や医療など「市民の暮
らしの向上」、「本市の将来の発展につながる取り
組み」、「防災・防犯対策の推進」に重点を置いた
予算編成を行いました。
特に、子育て支援や福祉・医療の分野では、待機

児童の解消に向けた民間保育所の整備や、家庭的な
環境の中で保育を行う「家庭的保育事業」を実施し
ます。このほか、暮らしの向上に向けて、特別養護
老人ホーム等の整備を促進するとともに、障害者の
自立支援と社会参加を促進するため、知的障害児施
設の建設費の助成、重症心身障害児・者の訪問看護
支援を行います。また、脳神経疾患の救急医療体制
を整備するなど、地域医療体制の充実を図っていき
ます。
さらに、災害に備えた資機材等の備蓄や防犯灯設

置の助成など、防災・防犯対策を進めていきます。
今年度の当初予算は、４月に市議会議員選挙と市

長選挙が実施されることから、経常的な事務や政策
的な経費のうち、継続的な事業を中心に、社会経済
情勢の変化や市内経済への影響、さらに市民生活に
直接かかわる喫緊の課題に対応するため、必要な経
費からなる骨格予算として編成を行いました。
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総合体育館

対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）＝各４０人（抽選）
※③は保育あり（費用３，５００円、申込時に要予約）
申し込み　往復はがき（１教室１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番

号、③で保育を希望する人は子どもの年齢・性別、教室名を書
いて、４月１５日（必着）までに同館（〒２５２－０３２８　南区麻溝台
２２８４－１　1０４２－７４８－１７８１）へ

費　用日　時教室名

１回３００円
（６５歳以上の人
１５０円）

５月１２日～６月３０日の毎週木曜日
午前９時３０分～１１時３０分

①バウンドテニス
〈全８回〉

５月１２日～６月３０日の毎週木曜日
午後１時３０分～３時３０分②ヨーガ〈全８回〉

３，０００円
５月９日～６月２７日（６月６日を除く）
の毎週月曜日
午後１時３０分～３時

③カラダ引き締め
エクササイズ
〈全７回〉

初歩からの太極拳教室〈全８回〉
日にち　５月１１日～６月２９日の毎週水曜日
時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　サーティーフォー相模原球場会議室
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人（高校生を除く）
定　員　３０人（抽選）
費　用　３，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、

年齢、性別、電話番号、「太極拳教室」と
書いて、４月１１日（必着）までに同球場
（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1 

０４２－７５３－６９３０）へ

北総合体育館
定　員
（抽選）対　象日　時教室名

６０人
１５歳以上の
人（中学生
を除く）

５月１２日～６月３０日の毎週木曜日
午前９時３０分～１１時３０分

卓球
〈全８回〉

各４０人２０歳以上
の人

５月１３日～７月８日（６月１７日を
除く）の毎週金曜日
午前１０時～１１時３０分

健康美容ダンス
〈全８回〉

５月１８日～６月２９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〉

相模原麻溝公園競技場
シェイプアップヨガ〈全８回〉
日にち　４月２１日～６月１６日（５月５日を除く）の毎週木曜日

初心者向け　お手軽ヨガ〈全８回〉
日にち　４月２２日～６月１７日（４月２９日を除く）の毎週金曜日

時　間　午前１１時～正午
対　象　１８歳以上の人＝各２０人（申込順）　　費　用　各５，０００円
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、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

～スポーツ教室など参加者募集中～

費　用　１回２００円（６５歳以上の人は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、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

楽しく 運動！楽しく 運動！

市民選手権大会

時　間　①午前８時、②～⑤午前９時
対　象　市内在住か在勤・在学の人
申し込み　①～④市体育協会にある申込用紙を

①②５月６日③④４月１５日までに、⑤は
がきに住所、氏名、年齢、電話番号、種
目、種別を書いて、一般は４月２８日、高
校生は５月２０日（必着）までに同協会へ

※種別等詳しくは同協会へお問い合わせください。

初級・中級水泳教室〈全１０回〉
日にち　５月１１日～７月１３日の毎週水曜日
時　間　午後７時～９時
会　場　さがみはらグリーンプール
対　象　市内在住の１８歳以上の人＝６０人（抽選）
費　用　６，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりが

な）、年齢、電話番号、教室名を書いて、
４月１５日（必着）までに市体育協会へ

市体育協会からのお知らせ

会　場日にち種　目
相模原麻溝
公園競技場

５月２８日（土）
　　２９日（日）

①陸上競技
　（一般・中学生）

総合体育館
５月２９日（日）②剣道（一般・高校

生・中学生）

５月１日（日）③柔道（一般・高校生・
中学生・小学生）

相模原麻溝公園
スポーツ広場

５月２１日（土）
　　２２日（日）④ゲートボール

北総合体育館５月１５日（日）一　般
⑤卓球 総合体育館６月４日（土）高校生

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２４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
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、電話番

号、希望コース、「ラグビースクール」
と書いて、市体育協会へ

※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。

ねんりんピック２０１１　ゲートボール予選会
日　時　５月１２日（木）午前８時３０分〈予備日

５月１３日（金）〉
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
対　象　市内在住で昭和２７年４月１日以前に生

まれた人
費　用　１チーム３，０００円
申し込み　電話で４月２５日までに市ゲートボー

ル協会の山村さん（1０４２－７５８－０４１０）へ

ソフトバレーボール大会 
日　時　５月２１日（土）午前９時
会　場　総合体育館
種　目　フリー、レディース、シルバー
費　用　各２，０００円
申し込み　市体育協会にある申込書と費用を４

月１５日までに、市バレーボール協会へ

初・中級テニス教室〈全５回〉
日にち　５月８日～６月５日の毎週日曜日
　　　　〈予備日６月１２日（日）・１９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１５０人②各６０人③各３０人（抽選）
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、年齢、性別、電
話番号、希望時間・種別、テニス歴を書い
て、４月１５日（必着）までに市体育協会へ

市ダンススポーツ競技大会
日　時　５月２８日（土）午前１０時
会　場　総合体育館
費　用　３，５００円（１５歳以下の人１，０００円）
申し込み　市体育協会にある申込書を４月２８日

（必着）までに市ダンススポーツ連盟へ

市体育協会　1０４２－７５１－５５５２　〒２５２－０２３６　 中央区富士見６－６－２３　 けやき会館内　HP http://www.jade.dti.ne.jp/̃ taikyo/

費　用時　間種　別

各８，５００円
（中学・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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旧石器ハテナ館
中央区田名塩田３－２３－１１
1０４２－７７７－６３７１
開館時間　４月～１０月＝午前９時～午後６時

１１月～３月＝午前９時～午後５時
休館日　１２月２９日～１月３日
交　通　原当麻駅からバスで「塩田下」

下車すぐ

① 森づくりボランティア講座
春の境川源流で生き物を見つけよう
日にち　４月２８日（木）
時　間　午前９時２０分～午後３時１５分
会　場　境川源流
費　用　５７０円（バス代、保険代）

作ろう・あそぼう草玩具
日にち　５月２１日（土）
時　間　午後２時～４時
会　場　市立博物館

２万年前の
生活を体験！

　日本で１番古いといわれる、約２万年前の建物の跡が発見
された、国指定史跡の田名向原遺跡。この建物に人が暮らし
ていた時代、「旧石器時代」をメインテーマにした旧石器ハ
テナ館（史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館）は平成２１年４
月にオープンし、今年３年目に入ります。

４６

４８

５０８

１２９

夢の丘 
小学校 

至橋本 
至番田 

原当麻駅 

至町田 

至下溝 
至厚木 

塩田下 
バス停 
塩田下 
バス停 

当麻山 
無量光寺 

昭和橋 

上溝南 
高校 

夢の丘 
小学校 

至上田名 

相模川 

新昭和橋 

遺跡公園

旧石器ハテナ館

３つの時代が学べる旧石器ハテナ館・遺跡公園
　旧石器時代を中心に縄文時代や古墳時代を学べる施設です。

大昔の暮らしを体験しよう
　古代人になりきって、石器や弓矢、 勾  玉 

まが たま

などを作る体験教室を行っています。開
催日などは、本紙や市ホームページでお
知らせします。

体験教室　 勾玉作り
日にち　４月１７日（日） 
時　間　午後２時～４時
対　象　小学生以上の人
定　員　３０人（申込順）
費　用　３００円（材料費）
申し込み　電話で同館へ

定　員　①各２０人②各７５人（申込順）
申し込み　電話で市みどりの協会（1０４２

－７７７－２８６０）へ

足から健康〈全２回〉
　１００歳まで自分の足で歩くことをめざし、健康づ
くりを行います。
日にち　４月１８日・２５日の月曜日
時　間　午後６時３０分～８時３０分
会　場　サン・エールさがみはら
定　員　２０人（抽選）
費　用　１，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、「足

から健康」と書いて、４月１１日（必着）まで
に同所（〒２５２－０１３１　緑区西橋本５－４－
２０　1０４２－７７５－５６６５）へ

費　用集　合日にちコース

各５００円

午前９時２０分ま
でに京王相模原
線多摩センター
駅前

４月５日（火）
サクラ・
さくら・桜
〈１５㎞〉

午前８時５０分ま
でに古淵西公園
（古淵駅から徒
歩３分）

４月１６日（土）
相模川の
芝ざくら
〈１３㎞〉

※希望者は昼食・飲料水を持って直接集合場所へ

お問い合わせ
市ウオーキング協会　1０９０－４１３４－５８０８

みんなで歩こう！〈小雨決行〉

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７日・２１日・２８日の
土曜日

①卓球
〈全３回〉

さがみはら
グリーンプール

５月１８日・２５日、６月１
日・８日の水曜日

②水泳
〈全４回〉

時　間　午後６時３０分～８時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の身体障害児・者
定　員　①２０人②３０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、①５月３日②４月
１５日までにけやき体育館（1０４２－７５３－９０３０ 
6０４２－７６９－１２００）へ

県障害者スポーツ大会

会　場日にち種　目

県立体育センター
スポーツアリーナ
（藤沢市）

６月５日（日）

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２３年４月１日現在、１３歳以上の障害者
申し込み　直接か電話、ファクス、Ｅメールで５月

２日までに障害福祉課（1０４２－７６９－８３５５ 
6０４２－７５９－４３９５　Ｅメール shougai-fuku 
shi@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

入入入入入入入入入入入場場場場場場場場場場場無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料

旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館

②「みどりのカーテン」 栽培講習会
　受講者にはゴーヤ種子とネットをプレゼン
トします。
日にち　４月２０日（水）・２３日（土）
時　間　午後１時３０分～３時３０分
会　場　環境情報センター
対　象　市内在住の人

約２万年前（旧石器時代）の
生活の様子を人形を使って紹介

復元された竪穴住居（縄文時代） 復元された谷原１２号墳（古墳時代）

　展示の内容で疑問

に思ったことやもっ

と知りたいことがあ

ったら、学習指導員

に気軽に聞いてね。

　同競技場は「参加と感動のスポーツの森」をコンセプ
トに、日本陸上競技連盟の第２種公認陸上競技場として、
また、サッカー・ラグビーなどの公式試合が開催できる
本格的な競技場として段階的に整備を進めています。こ
のたび、バックスタンドが完成し、１万５，３００人の観客を
収容できるようになりました。
【バックスタンドの概要】
　ベンチ席＝３，４９２席（うち、車椅子用２０席）
　雨天走行路（８０ｍ×４レーン）ほか

お問い合わせ　利用申込について　相模原麻溝公園競技場　1０４２－７７７－６０８８
　　　　　　　施設について　　　公園課　　　　　　　　1０４２－７６９－８２４３

相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場ババババババババババババババババババババババッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッククククククククククククククククククククククススススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドがががががががががががががががががががががが完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成

発見しよう！

 まちの中の小さな自然
　環境情報センター周辺を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１３日（水）
時　間　午前９時３０分～１１時３０分〈荒天中止〉
会　場　環境情報センター
※参加希望者は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

はじめての
ビーズアクセサリー講座
日にち　４月２３日（土）
時　間　午前１０時～正午
会　場　さがみはらグリーンプール
対　象　小学生以上の人
※小学校１～３年生は保護者同伴
定　員　２０人（申込順）
費　用　１，０００円
申し込み　直接か電話で同プール（1 

０４２－７５８－３１５１）へ

完成したバックスタンド
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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。

市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

４月からまちづくり区域を 

一部変更します

　新磯地区まちづくり区域の一部
を次のとおり相武台地区まちづく
り区域に変更します。
変更箇所　新磯野２丁目４１番～５１
番、新磯野５丁目１番、２４番～４３番
問市民協働推進課

都市計画説明会

　相模原都市計画市場（第２号大
芳青果食品市場）の変更について
日４月１６日（土）
時午後３時３０分～５時
会上鶴間公民館
対市内在住か利害関係のある人
※希望者は直接会場へ
問都市計画課

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

　所有する同一区内の土地・家屋
に限る
日５月３１日（火）まで
会資産税課、緑市税事務所、同津
久井税務班、南市税事務所、城山・
相模湖・藤野まちづくりセンター
対固定資産税納税者、同納税者の
同居の親族・代理人・相続人・納
税管理人
※本人であることが確認できるも
の（運転免許証やパスポート、代
理人は委任状、相続人は戸籍謄本
など）を持参してください。
問資産税課

スポーツ大会出場奨励金

対アマチュアスポーツ大会の全国
大会等に出場する市内在住の個人
や団体（年度内１人１回）
※大会開催の１４日前までに申請が
必要。申請方法など詳しくは、お
問い合わせください。
問スポーツ課

マンション管理士・一級建築士等

による無料相談会

日時４月１０日（日）午後１時～５時
会市民会館
対市内の分譲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

小児慢性特定疾患医療給付の

継続申請

対７月以降も継続を希望する人
※３月に個別通知を発送しました。
届かない人は健康企画課（1０４２－
７６９－８３４５）へ

テレビ広報「潤水都市　さがみはら」

４月は「子育て広場　たんと」を紹介

放送局　Ｊ：ＣＯＭ（アナログ２
ｃｈ、デジタル１１ｃｈ）
放送日時　毎週金曜日午後１時２５
分～１時３０分、毎週土・日曜日午
後８時５５分～９時
※４月から金曜日の放送時間が変
更になりました。
※市ホームページの 相模原チャ
ンネル からもご覧になれます。
問広聴広報課

さがみはら・ふれあい

ハートポイント事業登録説明会

　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
て還元する事業について説明

時午後２時３０分～３時３０分
対市内在住の６５歳以上の人
※希望者は直接会場へ
問介護予防推進課

国民年金保険料

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、年金手帳、学生証（平成
２３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

平成２３年度食品衛生

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・公民館などで配布す
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

農林漁業者の皆さんへ

「６次産業化」に取り組みませんか

　農林水産省では、農林漁業者が
生産した農産物等を、自ら新たに
加工・流通・販売する取り組み（６
次産業化）に必要となる機械や施
設等の整備を支援します。
※支援の内容など詳しくは、お問
い合わせください。
問農政課

小学校新１年生に

防犯ブザーを貸与

対市内在住で、国立、私立や市外
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～２８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・藤野地区は生涯学習課各教育
班）・出張所へ
問学務課（1０４２－７６９－８２８２）

相模川ビレッジ若あゆ・

ふじの体験の森やませみ

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
の市民団体

申申込期間に直接、各所へ
※利用者登録カードを持っている
人は、市ホームページやＳネット
からも申し込みできます。
※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。
問相模川ビレッジ若あゆ（1０４２－
７６０－５４４５）、ふじの体験の森やま
せみ（1０４２－６８６－６０２５）

宿泊利用①相模川清流の里

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　Ｓネット
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①1０１２０－９８８－５４７
②1０２６７－５５－６７７６へ
①７月の休館日　１９日（火）・２０
日（水）
②月～木曜日は特別料金で宿泊で
き、地域の特産品をプレゼント

①相模ダム②城山ダム

リサイクルチップを無料配布

　流木や落ち葉などを細かく砕い
たもので、庭作りや園芸などに利
用できます。
①４月１８日（月）～２２日（金）
②４月１８日（月）～２４日（日）
は機械で積み込みを手伝います。
※配布場所など詳しくは、お問い
合わせください。
問①相模ダム管理所（1０４２－６８４
－３５２１）、②相模川水系ダム管理
事務所（1０４２－７８２－２２９１）

公共下水道に接続を！

利用できる区域が拡大

　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。
対象区域　緑区下九沢・西橋本１
丁目・久保沢２丁目・城山３丁目・
太井・根小屋・千木良、中央区水
郷田名４丁目・東淵野辺２丁目・
宮下本町１丁目・陽光台７丁目・
上溝１丁目、南区麻溝台３・５丁
目・双葉１丁目・若松２・３丁目
の各一部
問緑土木事務所（1０４２－７７５－
８８１８）・城山土木班（1０４２－７８３－
８１５１）・津久井土木班（1０４２－７８０
－１４１５）・相模湖土木班（1０４２－
６８４－３２５２）、下水道管理課（1０４２
－７６９－８２６８）、南土木事務所（1 

０４２－７４９－２２１５）

水田・畑作農家の皆さんへ

４月から農業者戸別所得補償制度

の申請受付を開始

　販売価格が生産費を恒常的に下
回っている作物を対象に、その差
額を国が交付する制度
米の所得補償交付金
対米の生産数量目標に従って生産
する農業者
水田活用の所得補償交付金
対水田で麦・大豆などを生産する
農業者
畑作物の所得補償交付金
対畑で麦・大豆・そば・なたねを
生産する農業者
※制度の内容や申請方法など、詳
しくはお問い合わせください。
問農政課

非常勤社会福祉職（ケースワ－カー）

　発達障害を含む障害者の相談支
援など
勤務　４月から月～金曜日のうち
週２・３日、１日６時間
対社会福祉主事任用資格と障害者
支援の経験がある人＝１人
申電話で４月８日までに陽光園療
育相談室（1０４２－７５６－８４１０）へ

あじさい大学の非常勤看護師

　同大学学生の健康管理など
勤務　５月～平成２４年２月の月～
金曜日（祝日を除く）で、月１・
２日程度の指定する日、午後０時
４５分～４時１５分
勤務場所　けやき体育館かソレイ
ユさがみ、おださがプラザ
賃金　時給１，２７０円
対看護師か准看護師の免許がある
人＝若干名
申電話で４月８日までに高齢者福
祉課（1０４２－７６９－９２３１）へ

お知らせ 

募　　集 

施設のお休み

津久井郷土資料室
日４月８日（金）～１１日（月）
問市立博物館（1０４２－７５０－
８０３０）
さがみはら北の丘センター
日４月１２日（火）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）

会　場  日にち
ウェルネスさがみはら４月２５日（月）
南保健福祉センター５月２６日（木）

橋本公民館６月２８日（火）

□７月２日（土）～３日（日）
　　　９日（土）～１０日（日）
　□○１６日（土）～１８日（祝）
　　□２３日（土）～２４日（日）
　　△２６日（火）～２７日（水）
　　△２８日（木）～２９日（金）
　　　３０日（土）～３１日（日）
※○印は、２泊３日、１泊
２日のどちらも利用可
※□印は、相模川ビレッジ
若あゆのみ
※△印は、ふじの体験の森
やませみのみ

宿
泊
利
用
日（
日
帰
り
利
用
も
可
）

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
４月１日から

申
込
期
間

全ての座席のシー
トベルトとチャイ
ルドシートの正し
い着用の徹底

４月５日～１１日

新入学児童・
園児を交通事故
　　　 から守ろう
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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。

（敬称略）読者のひろば小学校の理科支援員

　観察・実験等の支援、理科室等
の準備など
募集校　向陽・相原・淵野辺・鶴
の台・鹿島台・くぬぎ台・陽光台・
田名北・弥栄・九沢・広陵・根小
屋・青根・桂北・藤野小学校
勤務　５月２日～１２月２２日で午前
９時～午後３時のうち３時間３０分
（勤務日は応相談）
賃金　時給８７０円
申学校教育課と各募集校にある申
込書（市ホームぺージの 作品・ス
タッフ募集 からダウンロード可）
を４月８日までに、希望の小学校へ
問コールセンター（1０４２－７７０－
７７７７）

あじさい青年学級生〈全１０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、けやき体育館な
ど
対市内在住の１５歳以上の知的障害者
費３，５００円
申電話で同学級（市手をつなぐ育
成会内　1０４２－７５９－４３１０）へ

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）

地域活力推進員（非常勤特別職）

　地区自治会連合会等の事務など
勤務　６月から、原則、月～土曜
日で指定する５日、午前９時～午
後１０時のうち指定する７時間（休
日勤務あり）
勤務場所　南区内のまちづくりセ
ンター
報酬　月額２４万円

対パソコンで表計算やチラシ作成
ができ、普通自動車運転免許があ
る人＝１人
申市民協働推進課、各区役所地域
政策課・まちづくりセンターなど
にある募集案内に付いている申込
書と、作文を４月１５日（消印有効）
までに市民協働推進課（1０４２－
７６９－８２２６）へ

エイジレス・ライフ実践者と

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１８日までに高齢
者福祉課（1０４２－７６９－９２３１）へ

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（木）午後１時
おもちゃの病院
日時４月３日（日）午前１０時～正午
※受け付けは１１時３０分まで
会橋本台リサイクルスクエア
費無料（１人２点まで。部品代は
有料）
※希望者は直接会場へ
問資源循環推進課

親子ラグビー教室

日①４月１６日（土）・②１７日（日）
時午前９時～正午
会①相模原麻溝公園スポーツ広場
　②与瀬グラウンド
対市内在住か在勤の親子
費１組５００円
※希望者は直接会場へ
問市体育協会（1０４２－７５１－５５５２）

ソレイユさがみの催し

□１ 児童労働に関する講演「あそぶ・
わらう・まなぶ」当たり前のこと
を、全ての子どもたちに！
日４月２１日（木）
時午後６時３０分～８時１０分
定３０人（申込順）
□２ 女性のための個別キャリアカウ
ンセリング
日４月２２日（金）
時①午前９時②１０時３０分
　③午後１時④２時３０分
定各１人（申込順）
※①②の保育は定員２人
□３ 南区出前講座「介護を楽にする
おしゃべりサロン ｣
日４月２８日（木）
時午後１時３０分～３時３０分
定６人（申込順）
□４ 女性のための心とからだの健康
相談
日４月３０日（土）
時午後１時３０分、２時３０分
定各１人（申込順）
□５ ウーマンジョブアゲインセミナ
ー「わたし流発見！仕事と育児の
両立のコツ」〈全３回〉
　働く計画づくりなど
日５月１０日・１７日・３１日の火曜日
時午前９時３０分～正午
対女性
定１５人（申込順）
※１歳以上の保育あり
□６ 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。

◇　　　◇
会□３ 介護サポート情報館たんとぽ
けっと（南区相模大野８－２－１２）、
□１ □２ □４ □５ ソレイユさがみ
申□１ ～□５ 直接か電話、ファクスに
氏名、電話番号、催し名を書いて、
同所（緑区橋本６－２－１シティ・
プラザはしもと内６階　1０４２－
７７５－１７７５　6０４２－７７５－１７７６）へ
□６ ソレイユさがみ、各公民館にあ
る申込書を同所へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）

イベント 

　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。
▼パソコン教室〈全５回〉　４月３
日、５月８日、６月１２日、７月１０日、
９月１１日の日曜日、午前１０時～午後
０時３０分か午後１時３０分～４時、ソ
レイユさがみ。定員各２０人（申込順）。
費用各５，０００円　�申 電話で橋本にぎ
わい座の加藤（1０４２－７７４－５１０１）へ
▼ミュージカルを体験しよう！CAT
ワークショップ２０１１　４月２４日（日）、
５月２２日（日）午後２時～４時、総
合学習センター。費用各５００円　�申 電
話かEメールで井上（1０９０－２６５４－
４６６６　Eメール cat@office.nifty.jp）
へ
▼剣道スポーツ教室　紙風船割りな
どで剣道体験。４月１６日（土）午前
１０時～正午、大沼小学校体育館。対
象は年長以上の人　�問 大沼若松剣道
会の佐藤（1０４２－７０１－８３８５）
▼点訳講習会〈全１０回〉　５月１０日
～７月１２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２５日までに点灯むしの
会の本郷（1０４２－７８４－３４５９）へ
　　　　　　会費などは個別にお問い　
　　　　　　合わせください。
▼英会話　月３・４回水曜日午前１０
時、ソレイユさがみ。対象は初心者。
見学可　�問 中島（1０８０－３７０１－４０４９）
▼フラダンス　月３回金曜日、午後
１時、 杜 のホールはしもと練習室ほ

もり

か。初心者歓迎　�問 桜井（1０４２－７７０
－３６１０）
▼水彩　月２回木曜日午前９時、城
山公民館実習室　�問 大村（1０４２－
７８２－４５８３）
▼詩吟　月３回金曜日午前１０時、相
模台公民館ほか。初心者歓迎、見学
可　�問 根本（1０４６－２５４－４４２１）
▼太極拳　毎週水曜日午後８時、大
野台公民館　�問 田中（1０４２－７５６－
８１４５）
▼健康体操　毎週火曜日午前１０時、
総合体育館。初心者歓迎　�問 越畑
（1０４２－７９３－４３０３）

催 し

仲 間

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歳の人一般予備自衛官補
１８～２６歳の人一般曹候補生
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　２０～２７歳

歯科・薬剤幹部
候補生

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３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３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。
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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広告主へ。

　親子２人乗り引き馬や展示動物コーナー、ゲームコーナ
ーなど動物とのふれあいを楽しみませんか。
日　時　４月２４日（日）午前９時３０分～午後５時
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場

お問い合わせ　同広場　1０４２－７７８－３９００

市立博物館の催し

市立博物館　〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５　1０４２－７５０－８０３０
開館時間　午前９時３０分～午後５時　　４月の休館日　月曜日

定　員　各２１０人（先着順）　※希望者は直接会場へ
観覧料　５００円（４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円）

相模川ふれあい科学館の催し
マンスリー水槽
 　４月３０日（土）まで
　今年度のテーマは『めざ
せ！おさかな博士！』。間
違い探しをしながら「おさ
かな博士」をめざします。
展示生物
　ハタタテダイなど ハタタテダイ

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２９日（祝）・３０日（土）は午後５時まで〉
４月の休館日　１１日・１８日・２５日の月曜日
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）

かわいい動物たちに会いに行こう！

ふれあい動物広場フェスティバル
かわいい動物たちに会いに行こう！

ふれあい動物広場フェスティバル

　昨年７月に一般開放した市立博物館横の散策路に続き、キャンプ淵野辺留保地の一
部（樹林地）を一般開放しました。
樹林地には、散策路を設け、散歩
などが楽しめます。
　木々が芽吹き始めるこれからの
季節、穏やかな春の空気を感じに
行きませんか。

お問い合わせ　土地利用調整課　1０４２－７６９－８２０９

博物館 

共和４丁目 

国道１６号 

歩道橋 

淵野辺 

淵
野
辺
公
園 

昨年開放区域 

今回開放区域 

至八王子 至横浜 

ＪＡＸＡ 
宇宙科学研究所 
ＪＡＸＡ 
宇宙科学研究所 

キャンプ淵野辺留保地　新しい散策路を開放

第５代観光親善大使が決定

プラネタリウム・全天周映画
午後３時３０分午後２時３０分午後１時３０分午前１１時上映時間

全天周映画
銀河鉄道の夜プラネタリウム

スペースミュ
ージアムへよ
うこそ
～ハッブル宇
宙望遠鏡の見
た宇宙～

全天周映画
「HAYABUSA」
帰還バージョンDC版

プラネタリウム
おしえて！さがぽん
お月さまってなぁに？

特別
上映

４月３日（日）
　　　　まで

全天周映画
「HAYABUSA」
帰還バージョンDC版

－－月～金
曜日４月５日（火）

　　

～

５月２７日（金） 全天周映画
銀河鉄道の夜

全天周映画
「HAYABUSA」
帰還バージョンDC版

プラネタリウム
おしえて！さがぽん
お月さまってなぁに？

土・日曜
日、祝日

　市をＰＲする５代目
の観光親善大使が、市
内在住の 出  来  田 美咲さ

いず き た

ん（右）、市岡沙織さ
ん（左）、市内の大学
に在学の百瀬由璃絵さ
ん（中央）に決定しま
した。また、名誉観光
親善大使は昨年に引き
続き、片山右京さん（レーシングドライバー）が務めます。
　任期は４月から１年間で、市内外のイベントやキャンペ
ーンなどで市の観光や、魅力をＰＲします。

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－８２３６

第５代観光親善大使が決定第５代観光親善大使が決定

プラネタリウム　　　　
スペースミュージアムへようこそ
～ハッブル宇宙望遠鏡の見た宇宙～

　ハッブル宇宙望遠鏡が観測した天体を紹介します。

新番組

　石老山 礫 岩と小仏層群にスポットを当てながら、丹沢山
れき

地の成り立ちを解説します。

会　場　市立博物館、石老山・陣馬山周辺
対　象　１５歳以上の人＝３０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１組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１５日（必着）までに同館へ

時　間日にち
午後２時～４時
（５月２９日は午後１時３０分～３時３０分）

５月８日・１５日・２９日、
６月５日の日曜日

丹沢衝突 －石老山と陣馬山周辺の地質－〈全４回〉地質学講座

日　時　４月１７日（日）午前１０時～午後４時３０分

定　員　２００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

考古の日「さがみはら遺跡リレートーク」

講　師演　題
加藤　修さん（市史考古部会長）古墳時代から古代の相模原
小林謙一さん（中央大学准教授）山間部の縄文ムラの発掘から

佐々木由香さん（パレオ・ラボ）勝坂遺跡の低湿地部における
縄文時代中期の植生と植物利用

春季企画展
関連事業

ほか



●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。
※１４歳以上で、肝炎ウイルス感染の心配がある人は、肝炎ウイルス検査を無料で
実施しています。
申し込み・お問い合わせ　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

●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２２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１６日（月）

赤ちゃん
セミナー ○ウ５月２３日（月）

サン・エール
さがみはら５月２７日（金）

○8 

　子どもの生活習慣病予防の話し
合いと簡単な調理実習
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
定員　１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○橋５月２５日（水）
６月７日（火）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉

○１４ 

　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
申込期限　４月３０日

○藤
５月１６日（月）
　　２３日（月）
　　３０日（月）

ハロー
マザークラス
〈全３回〉

○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１３日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

［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23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

1０４２－７７５－８８１６緑保健センター○8 1０４２－７６９－９２４９介護予防推進課（総合調整班）○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 

●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

○１０ 

　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１６年４

月２日～平成４年４月
１日生まれ）の人

定員　各３０人（申込順）
費用　各７００円

○南

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

４月２６日（火）

骨密度測定
de

骨元気アップ
セミナー

○9 

　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

○ウ午後１時１５分
　～４時１５分５月１１日（水）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。

●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
　○津＝津久井保健福祉課
　　　1０４２－７８０－１４１２
　○橋 ＝緑障害福祉相談課
　　　1０４２－７７５－８８１１

○南

午後１時
　～２時

４月１２日（火）

精神
保健相談
（精神科医）

４月２８日（木）

○ウ
４月１３日（水）

４月２６日（火）

○津４月１５日（金）

○橋４月１８日（月）

○１２ 
　生活習慣病予防のための体
脂肪率の測定や個別相談
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（月）生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士） ○１０ ○南

午前９時
　　９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分

５月９日（月）

※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２１日（木）くすりの相談

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 

星が丘○こ ４月１５日（金）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

二本松○こ 、陽光台○こ 、
向陽○こ 、△田名○こ ４月１９日（火）

横山○こ 、相武台○こ ４月２０日（水）

城山○こ 、大野北○こ 、
上鶴間○こ ４月２１日（木）

大島○こ ４月２２日（金）

富士見○こ 、
△鶴園中和田○こ ４月２６日（火）

並木○こ ４月２７日（水）

△□ �  、麻溝○こ ○湖 ４月２８日（木）

●高齢者のための事業案内●
申込内　容会場時　間日にち事業名

○3 
　専門医による認知症につ
いての相談
定員　各３人程度（申込順）

○ウ午後１時
　～３時

４月１１日（月）

高齢者
認知症相談 ○2 ○橋４月２０日（水）

○4 ○南午前１０時
　～正午４月２６日（火）
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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。

●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１９日（火）

みんなの
アルコール
相談

　専門医などが助言・指導
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２１日（木）
思春期・
ひきこもり
特定相談

　専門医が意見提供
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　２人（申込順。調整あり）　　
費用　２，０００円

４月１８日（月）

精神科
セカンド
オピニオン
外来

会　場　けやき会館
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

愛 の 献 血
愛の献血にご協力を
お願いしますっち！

献血キャラクター
けんけつちゃん

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５日（火）
　　８日（金）
　　１２日（火）

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

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

お口の健康教室 ～健康な心と身体はお口から～

　歯科医師による「歯と口を元気にする話」と、歯科衛生士と一緒に口の
手入れの仕方を学びます。
日　時　４月２１日（木）午後１時～３時
会　場　市歯科医師会研修室（ウェルネスさがみはら６階）
対　象　市内在住の６０歳以上の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で市歯科医師会（1０４２－７５６－１５０１）へ　

こころの電話相談
　心の病気の治療・社会復帰・生活上の問題など、精神保健に関する相談
ができます。

精神保健福祉センター　1０４２－７６９－９８１９
相 談 日　月～土曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く）
相談時間　午後５時～１０時

アルコール・薬物家族教室
　アルコール・薬物問題の理解や対応について学びます。
日　時　４月２７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・薬物問題のある人の家族
定　員　１０組（申込順）
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

ひきこもり相談会
　ひきこもり問題を抱える家族などのグループ相談会です。
日　時　４月２０日（水）午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在勤の人
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

健やかな妊娠と出産のために
妊婦健康診査を受けましょう
　市では１４回分の「妊婦健康診査費用補助券」を母子健康手帳と一緒に渡
しています。妊娠が分かったらできるだけ早く妊娠の届け出をし、定期的
に妊婦健康診査を受けましょう。
妊娠の届け出場所　各区役所区民課・まちづくりセンター（津久井・相模

湖・藤野を除く）・出張所・保健センター・保健福祉課

標準検査項目を追加しました
　妊婦健診の標準検査項目にＨＴＬＶ－１、性器クラミジアの検査を追加
しました。

標準検査項目の追加に伴い公費助成額を増額しました
　３月までに母子健康手帳の交付を受けた人で、出産予定日が４月１日以
降の人には、追加分の補助券（２，０００円）を交付します。
補助券（追加分）の交付　

４月からの妊婦健康診査費用補助券
　１万円券（１枚）、６，０００円券（１枚）、４，０００円券（１２枚）　
※妊婦の身体状況、当日の検査等によっては自己負担が発生することがあ
ります。

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３４５

交付時期・方法母子健康手帳の交付月
３月下旬に郵送２月末まで
５月に郵送３月

ＨＴＬＶ－１
　成人Ｔ細胞白血病（ＡＴＬ）などの病気を引き起こすウイルスです。
予防策をとることで赤ちゃんへの感染の可能性を低くします。

性器クラミジア
　赤ちゃんが産道を通るときに感染する細菌です。出産前に治療する
ことで、赤ちゃんへの感染を未然に防止します。

特定不妊治療費（１年目）の助成回数を
年２回から３回に拡充

　平成２３年４月以降に治療が終了し、１年目の申請をした人から、助成回
数を拡充します。通算での助成年数・回数は、今までどおり５年間・１０回
までです。
対　象　体外受精・顕微授精を受け、治療を終了した夫婦（所得制限あり）
※治療終了とは、受精卵を体内に戻したときか妊娠の有無が確認できたと
き、医師の判断でやむを得ず治療を中断したときです。

※年度の判定は治療終了日が基準です。
※所得制限や申請期限など詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 
健康・衛生・医療 → 医療 をご覧になるか、お問い合わせください。

申し込み　健康企画課、各保健センター・保健福祉課にある申請書と必要
書類を、治療終了日の翌日から６０日以内に各担当課へ

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３４５

ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン
の無料接種を再開

　接種後に死亡事例があり、一時的に接種を見合わせていましたが、接種
と死亡との因果関係が認められないことから、厚生労働省が再開を判断し
たものです。接種を希望する人は、協力医療機関にお問い合わせください。
※協力医療機関は、各まちづくりセンター・出張所・連絡所などにあるチラ
シか、市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て → 子どもに関する医
療・健康 → 子どもの予防接種 をご覧になるか、コールセンター（1０４２
－７７０－７７７７）にお問い合わせください。

お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８３４６

４月から
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