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 今号の主な内容�L I N E U P

　移行を記念する式典のほか、青山学院大学
ロイヤルサウンズジャズオーケストラや相模
原音楽家連盟のバロックアンサンブル・オル
タンシアによるコンサート、市紹介映像の上
映などを行います。�
日　時　４月１４日（水）午後２時～４時�
会　場　グリーンホール相模大野　大ホール�
※希望者は直接会場へ。席に限りがあるので、
入場できないことがあります。�

　広報さがみはらでは、毎月１５日号の最終ペ
ージに区版を設け、お住まいの区の情報をお
届けします。�

政令指定都市移行記念式典を開催�

お問い合わせ　広域行政課　1０４２－７６９－８２４８�

広報さがみはらに区版を設けます�
�

お知らせ�

2 さがみはらのあゆみ�2

3 「人や企業に選ばれる都市づくり」を進めます�3

4 区役所がオープンしました�4

5 シティセールスコピーが決定�5

6 子ども手当を支給します�6

7 災害から身を守るために�7

8 施策と予算のあらまし�8 9

10 必ず犬の登録と狂犬病予防注射を�10

11 スポーツで毎日を楽しく健康的に�11

12 市民桜まつり　交通規制　など�16
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「市民主権」を第一に「選ばれる都市づくり」をめざして
相模原市長　加山俊夫

　本日、相模原市は、政令指定都市移行という、新たな門出のときを迎えました。
全国で１９番目、戦後に誕生した市としては初めての政令指定都市となります。
　移行の実現に当たり、力強いご支援をいただきました多くの市民の皆さまに、
心からお礼を申し上げますとともに、これまで、本市を築き上げてこられた
先人に対しましても、改めて敬意を表したいと思います。

　厳しい社会�済情勢の中、本市が自立した都市として持�的に発展していくためには、市民の
皆さまが主役となってまちづくりを進める「市民主権」を第一に、先進的な施策を着実に展開し、
多くの人や企業から「選ばれる都市づくり」を進めていくことが必要です。
　そのため、事務権限の移譲や区制の効果を十分に 活 かし、市民の皆さまが心豊かに安心して

い

過ごせる「暮らし先進都市」の実現や、首都圏南西部における広域的な地域の拠点となる「内陸
ハブ・シティ」としてのまちづくりを、より主体的に展開してまいります。特に近年、問題が深刻
化している児童虐待や精神保健の分野につきましては、市が設置する「児童相談所」や「精神
保健福祉センター」などで専門的な対応を行うとともに、より身近な区ごとで相談業務などを
行ってまいります。
　また、先進都市との交流を通じた都市ネットワークの拡大や、国への発言力の強化、知名度の
向上など、移行による効果を広域的な課題への対応や先進的な取り�みなどにつなげ、政令指定
都市として、その役割と責任を十分に果たしてまいります。
　市民の皆さまにおかれましては、引き�き、政令指定都市・相模原のさらなる発展に向け、
一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

魅力あふれる
相模原の創造に向けて

相模原市議会議長
岸浪孝志

　本日ここに、首都圏南西部における活力
ある広域交流拠点都市として、「政令指定
都市・相模原」が誕生いたしました。
　これもひとえに、市民の皆さまのご理解
とご支援の 賜  物 と深く感謝申し上げます。

たま もの

　今後は、区制施行の目的を最大限に活かし、
従来にもましてきめ�やかなまちづくりを
推進するとともに都市機能の集積や産業の
活性化などにより�合力の高い、人や企業に
選ばれる魅力あふれる相模原の創造に向け
さらなる取り�みが求められます。
　市議会といたしましても、これまで以上に
政策立案機能や審査機能など議会活動の充実
を図り、新たな一歩を踏み出す本市のさら
なる発展に向けてなお一層の努力を積み重ね
てまいる所存であります。
　今後とも皆さまの温かいご支援とご協力を
賜りますようよろしくお願いいたします。

輝く政令指定都市　相模原市へ
豊かな市民生活と都市の発展を

相模原市政令指定都市
推進市民協議会会長

河本洋次

　政令指定都市相模原市が誕生したことを、
心からお祝い申し上げます。
　市民協議会ではこれまで、限りない発展の
可能性と潜在能力を有する相模原市が政令指定
都市へ移行するよう、市民�ぐるみで啓発活動
等の取り�みを進めてまいりました。
　政令指定都市は、多くの権限や財源により、
主体的、自立的なまちづくりが行われると
ともに、市のイメージアップやさらなる産業、
文化の振興などが図られます。一方、区制導入
により、�区、中央区、南区では地域の特性
を活かしながら、地域に根ざした市民主体の
まちづくりが行われるとともに、行政サービス
の充実などにもつながるものと、期待している
ところであります。
　都市機能と豊かな自然環境の中、これまでに
もまして豊かな市民生活をはぐくみながら、
新相模原市のますますの発展をご祈念申し上げ
まして、ごあいさつとさせていただきます。
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　昭和２９年の市制施行から５５年、人口急増や基地問題など、多くの課題に取り組みながら、本市は着実な発展を続けてきました。

　また、１市４町の合併により、都市としての機能と水源地の豊かな自然環境を併せ持った、人口７０万を超える大都市となり、今日の政令指

定都市移行へと歩みを進めてきました。

相模原市制施行　人口８万３７４人　①２９年１１月

昭　
　

和

工場誘致条例制定（昭和３６年３月廃止）　②３０年７月

首都圏整備法による市街地開発区域第１号に指定３３年８月

人口１０万人突破３５年６月

市民会館完成　③４０年１１月

市役所本庁舎完成４４年８月

人口３０万人突破４６年８月

第１回市民桜まつり開催。１９万人が来場　④４９年４月

キャンプ淵野辺が日本政府に全面返還　⑤　　１１月

相模総合補給 廠 一部返還（２万４，４２０㎡）
しょう

５３年７月

南清掃工場稼動　⑥５５年１２月

米軍医療センターが日本政府に全面返還５６年４月

中国・ 無 
む

 錫 市と友好都市提携
しゃく

６０年１０月

人口５０万人突破６２年８月

ＪＲ横浜線古淵駅開業　⑦６３年３月

京王相模原線が全線開通　⑧２年３月

平　
　

成

カナダ・スカボロー市（現トロント市）と友好都市提携３年５月

相模原麻溝公園・県立相模原公園で全国都市緑化かな
がわフェア（グリーンウェーブ・相模原’９２）開催　⑨

４年１０月

第５３回国民体育大会（かながわ・ゆめ国体）開幕
夏季大会のメーン会場はさがみはらグリーンプール　⑩

１０年９月

相模原市保健所を開設（保健所政令市へ移行）、市総合保
健医療センター（ウェルネスさがみはら）オープン　⑪

１２年４月

人口６０万人突破　　５月

政令指定都市に次ぐ事務権限を持つ「中核市」に移行　⑫１５年４月

市制施行５０周年　⑬１６年１１月

相模原市・津久井町・相模湖町合併
旧津久井町の友好都市カナダ・トレイル市との交流を継続

１８年３月

相模原市・城山町・藤野町合併　⑭１９年３月

相模原市政令指定都市推進市民協議会設立　　８月

相模原市政令指定都市ビジョン策定２０年３月

県と事務移譲等に関する基本協定を締結　　１１月

市議会で「政令指定都市の実現に関する意見書」を議決　　１２月

県議会で「相模原市の政令指定都市の指定に関する意
見書」を議決

２１年３月

政令指定都市への移行について閣議決定・政令公布　⑮　　１０月

区の名称、区域が決定　　１２月

県知事と市長が事務引継書に調印２２年３月

政令指定都市に移行　　４月

さがみはらのあゆみさがみはらのあゆみ

　　政政令令指指定定都都市市・・相相模模原原誕誕生生 イイベベンントト

①市役所玄関前で市制施行を祝う ②大山工業団地。大規模工場が
次々と建設された　　　　

③市民会館

⑬市制施行５０周年　記念式典 ⑭相模原市・城山町・藤野町
　　合併記念式典　　　　　　　

⑮１０月２３日、政令指定都市移行が
閣議決定　　　　　　　　　

④第１回市民桜まつり ⑤キャンプ淵野辺返還式

⑦古淵駅開業 ⑧京王線橋本駅開業 ⑨グリーンウェーブ・相模原’９２の
会場となった県立相模原公園 

⑩かながわ・ゆめ国体 ⑪ウェルネスさがみはらオープン ⑫中核市移行

祝

⑥
建
設
中
の
南
清
掃
工
場

相模原フェスティバル２０１０

風と大地の饗宴
　子ども 凧 揚げ大

たこ

会、全国凧揚げ大会
を開催します。会場
では、市の観光物産
品の販売やステージ
イベント、写真コン
テストを行います。
日にち　４月２４日（土）・２５日（日）
時　間　午前１０時～午後４時
会　場　新戸スポーツ広場
　　　　（相模川新磯地区河川敷）
※相武台下駅前から無料シャトルバスあり。河
川敷駐車場の利用は、安全管理協力金として
５００円が必要です。

お問い合わせ
コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

ＮＨＫ「ＢＳ日本のうた」
公開収録

　天童よしみさん、美川憲一さんなど、一流ゲス

ト歌手の熱唱で楽しむステージショーです。

日　時　５月２７日（木）午後６時４０分～８時３０分

会　場　グリーンホール相模大野　大ホール

定　員　１，６００人程度（抽選）

申し込み　往復はがきの「往信用裏面」に郵便番

号、住所、氏名、電話番号、「返信用表面」に

郵便番号、住所、氏名を書いて、４月２３日（必

着）までにグリーンホール相模大野「ＢＳ日本

のうた」観覧係（〒２５２－０３０３　南区相模大野

４－４－１　1０４２－７４９－２２００）へ

※当選の場合、２人まで入場できる整理券を送ります。

※応募に伴う個人情報は、抽選結果の送付のほか、

受信料のお願いに使用する場合があります。

高等学校硬式野球
記念試合

東海大学付属相模高校
対　花咲徳栄高校（埼玉県）

　今年の選抜高等学校野球
大会出場校が対戦します。
日にち　４月１０日（土）
試合開始時間　午後１時
会　場　相模原球場
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ

相模原球場
1０４２－７５３－６９３０

スポーツ課
1０４２－７６９－９２４５前日まで

コールセンター
1０４２－７７０－７７７７
（午前８時から）

当日の
開催有無
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活力と魅力に満ちた活力と魅力に満ちた
「人や企業に「人や企業に
選ばれる選ばれる都市づくり都市づくり」」
を進めますを進めます

　政令指定都市・相模原の誕生、誠におめでと

うございます。

　相模原市は、にぎわいと活気にあふれる都市

部と、豊かな森林や湖など自然環境に恵まれた

水源地域の二つの個性、さらに戦後生まれの市

としては初の政令指定都市という若さがあり、

他の政令指定都市にはない特徴と限りない可能

性を持っています。

　また、リニア中央新幹�の駅誘致や小田急多

摩�の延伸など、首都圏南西部の広域交流拠点都市として発展するため

の大きなポテンシャルを備えています。

　市民の皆様には、相模原市が全国に誇れるような活力と魅力に満ちた

都市になるよう、これまで以上に行政、議会と一体となって、相模原市

の進める「選ばれる都市づくり」に取り�まれることを期待しています。

　�びに、政令指定都市・相模原のさらなるご発展を祈念して、お祝い

のごあいさつといたします。

　政令指定都市は、県からの事務移譲や区制の施行により、

広域的な都市整備や、さらに高度で専門的な行政サービスを、

より主体的に行うことができます。

　こうした、大都市の特例を活用することで、先進的な施策を

着実に展開し、都市としての総合力を高めることにより、ぜひ、

相模原市に住んでみたい、訪れてみたい、企業活動の拠点にし

たい、と思われる「選ばれる都市づくり」を進めていきます。

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら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しししししししししししし先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」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ををををををををををををめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざ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ししししししししししししててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
　市民の皆さんの幸せな暮らしのためには、
心豊かに安心して過ごせることが大切です。
このため、本市の恵まれた自然環境や７０万
市民の活力を生かし、文化・教育、健康・
福祉、防災・防犯、環境など暮らしに密着
した分野の取り組みを重視し、豊かなライ
フスタイルを共に 創 り、発信できる「暮ら

つく

し先進都市」をめざします。　

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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シシシシシシシシシシテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」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をををををををををををめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざ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しししししししししししてててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて「内陸ハブ・シティ」をめざして
　首都圏南西部における本市の広域拠点性をさらに高めるため、リニア中央新幹線の駅誘致、小田急多摩線の延伸、さがみ縦貫道路（圏央道）
の整備など、広域交通ネットワークのさらなる強化や活力ある中心市街地づくり、新たな産業拠点の形成などを進め、「内陸ハブ・シティ※」
をめざします。
※車輪の回転軸のように、広域的な地域の拠点と
　なる都市のこと。

［各区の人口は、平成22年2月1日現在の概数］�

相模原�

緑区役所�

南区役所�
市役所市役所�
中央区役所中央区役所�
市役所�
中央区役所�

さがみ縦貫道路（圏央道）�
　首都圏の一番外側に位置する環状
道路である首都圏中央連絡自動車道
の一部として整備が進んでいます。�
都市間の連携強化、産業の発展への
効果が期待されます。�

小田急多摩線の延伸�
　首都圏南西部の交通ネットワーク
の充実や利便性の高い公共交通網の
形成を図るため、小田急多摩線の延
伸の取り組みを進めています。�

リニア中央新幹線�
の駅誘致�
　ＪＲ東海が平成３７年
度に首都圏～中京圏で
の営業運転をめざして
いるリニア中央新幹線
の駅の誘致を進めてい
ます。県の「北のゲー
ト」として、広域交流
拠点都市の形成に大き
く寄与することが期待
されます。�

提供：国土交通省横浜国道事務所提供：国土交通省横浜国道事務所�提供：国土交通省横浜国道事務所�

市児童相談所の設置
　児童虐待などの子どもとその家庭に関する相談のうち、専門的な相談や
一時保護、施設入所措置などを必要とするケースへの対応を行います。

市障害者更生相談所の設置
　身体・知的障害者に関する専門的な相談や療育手帳の判定などを行います。

市精神保健福祉センターの設置
　精神保健と精神障害者に関する専門的な相談・支援などを行います。

区ごとに、こども家庭相談課を設置
　児童と家庭に関する相談や申請の受け付けなどの窓口を区ごとに設置し、
市民の身近なところで相談・支援などを行います。

　政令指定都市は、県から保健・福祉や都市計画・土木、教育などの
分野で、幅広い権限と専門性の高い事務が移譲されます。
　例えば、保健・福祉の分野では、市児童相談所などの設置により、
支援を必要とする人への迅速な対応や、専門的な相談などを市が直接
実施できるようになるほか、区ごとに設置する窓口において、身近な
相談や支援が可能になります。
　子どもから高齢者まで市民一人ひとりが、心豊かに、いきいきと安
心して暮らすことができる社会づくりを進めていきます。

お問い合わせ 広域行政課 1０４２－７６９－８２４８

神奈川県知事

松沢成文

県県知知事事かかららののメメッッセセーージジ

　新設する主な組織　
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郵便番号
町名・字名

郵便番号
町名・字名

郵便番号
町名・字名区

新旧新旧新旧
２５２－０１０２２２０－０１０２原宿１～５丁目２５２－０１１６２２０－０１１６城山１～４丁目２５２－０１４１２２９－１１０１相原

緑　

区

２５２－０１０３２２０－０１０３原宿南１～３丁目２５２－０１８８２２９－０２１１寸沢嵐（新戸）２５２－０１４１２２９－１１０１相原１～６丁目
２５２－０１４４２２９－１１０４東橋本１～４丁目２５２－０１７６２２９－０１０６寸沢嵐（その他）２５２－０１６２２２０－０４１２青根
２５２－０１８５２２９－０２０５日連２５２－０１２４２２９－１１２４田名の一部 ※２２５２－０１６１２２０－０４１１青野原
２５２－０１０６２２０－０１０６広田２５２－０１１３２２０－０１１３谷ヶ原１・２丁目２５２－０１５６２２０－０２０６青山
２５２－０１８６２２９－０２０６牧野２５２－０１７４２２９－０１０４千木良２５２－０１５２２２０－０２０２太井
２５２－０１５８２２０－０２０８又野２５２－０１５５２２０－０２０５鳥屋２５２－０１３５２２９－１１３５大島
２５２－０１０１２２０－０１０１町屋１～４丁目２５２－０１１７２２０－０１１７中沢２５２－０１４６２２９－１１０６大山町
２５２－０１５１２２０－０２０１三井２５２－０１５４２２０－０２０４長竹２５２－０１１５２２０－０１１５小倉
２５２－０１５９２２０－０２０９三ケ木２５２－０１５７２２０－０２０７中野２５２－０１７３２２９－０１０３小原
２５２－０１０４２２０－０１０４向原１～３丁目２５２－０１８７２２９－０２０７名倉２５２－０１８４２２９－０２０４小渕
２５２－０１４２２２９－１１０２元橋本町２５２－０１３１２２９－１１３１西橋本１～５丁目２５２－０１３６２２９－１１３６上九沢
２５２－０１８３２２９－０２０３吉野２５２－０１３７２２９－１１３７二本松１～４丁目２５２－０１１１２２０－０１１１川尻
２５２－０１７１２２９－０１０１与瀬２５２－０１５３２２０－０２０３根小屋２５２－０１０５２２０－０１０５久保沢１～３丁目
２５２－０１７２２２９－０１０２与瀬本町２５２－０１４３２２９－１１０３橋本１～８丁目２５２－０１８１２２９－０２０１佐野川
２５２－０１１２２２０－０１１２若葉台１～７丁目２５２－０１３２２２９－１１３２橋本台１～４丁目２５２－０１８２２２９－０２０２澤井
２５２－０１７５２２９－０１０５若柳２５２－０１１４２２０－０１１４葉山島２５２－０１３４２２９－１１３４下九沢の一部 ※１
２５２－０２３８２２９－００３８星が丘１～４丁目２５２－０２４６２２９－１１２６水郷田名１～４丁目２５２－０２３５２２９－００３５相生１～４丁目

中
央
区

２５２－０２２３２２９－００２３松が丘１・２丁目２５２－０２１３２２９－１１１３すすきの町２５２－０２２４２２９－００２４青葉１～３丁目
２５２－０２２５２２９－００２５緑が丘１・２丁目２５２－０２１６２２９－１１１６清新１～８丁目２５２－０２５１２２９－００１１大野台３丁目の一部※３
２５２－０２５３２２９－１１３３南橋本１～４丁目２５２－０２２１２２９－００２１高根１～３丁目２５２－０２０５２２９－１１０５小山
２５２－０２１２２２９－１１１２宮下１～３丁目２５２－０２４４２２９－１１２４田名の一部 ※５２５２－０２０５２２９－１１０５小山１～４丁目
２５２－０２１１２２９－１１１１宮下本町１～３丁目２５２－０２４５２２９－１１２５田名塩田１～４丁目２５２－０２３３２２９－００３３鹿沼台１・２丁目
２５２－０２２９２２９－００２９弥栄１～３丁目２５２－０２３９２２９－００３９中央１～６丁目２５２－０２４３２２９－１１２３上溝
２５２－０２３２２２９－００３２矢部１～４丁目２５２－０２３７２２９－００３７千代田１～７丁目２５２－０２４３２２９－１１２３上溝１～７丁目
２５２－０２０７２２９－０００７矢部新町２５２－０２２８２２９－００２８並木１～４丁目２５２－０２０１２２９－０００１上矢部
２５２－０２０８－矢部新田２５２－０２０３２２９－０００３東淵野辺１～５丁目２５２－０２０１２２９－０００１上矢部１～５丁目
２５２－０２２６２２９－００２６陽光台１～７丁目２５２－０２２７２２９－００２７光が丘１～３丁目２５２－０２３４２２９－００３４共和１～４丁目
２５２－０２４２２２９－１１２２横山１～６丁目２５２－０２１５２２９－１１１５氷川町２５２－０２１４２２９－１１１４向陽町
２５２－０２４１２２９－１１２１横山台１・２丁目２５２－０２３６２２９－００３６富士見１～６丁目２５２－０２１７２２９－１１１７小町通１・２丁目
２５２－０２２２２２９－００２２由野台１～３丁目２５２－０２０６２２９－０００６淵野辺１～５丁目２５２－０２３１２２９－００３１相模原１～８丁目

２５２－０２０２２２９－０００２淵野辺本町１～５丁目２５２－０２５４２２９－１１３４下九沢の一部 ※４
２５２－０３２３２２８－０８２３相武台団地１・２丁目２５２－０３１８２２８－０８１８上鶴間本町１～９丁目２５２－０３０４２２８－０８０４旭町

南　

区

２５２－０３３６２２９－００１６当麻２５２－０３２９２２８－０８２９北里１・２丁目２５２－０３２８２２８－０８２８麻溝台
２５２－０３３２２２９－００１２西大沼１～５丁目２５２－０３４４２２９－０００４古淵１～６丁目２５２－０３２８２２８－０８２８麻溝台１～８丁目
２５２－０３３３２２９－００１３東大沼１～４丁目２５２－０３０６２２８－０８０６栄町２５２－０３２５２２８－０８２５新磯野
２５２－０３１１２２８－０８１１東林間１～８丁目２５２－０３０３２２８－０８０３相模大野１～９丁目２５２－０３２５２２８－０８２５新磯野１～５丁目
２５２－０３１６２２８－０８１６双葉１・２丁目２５２－０３２１２２８－０８２１相模台１～７丁目２５２－０３２７２２８－０８２７磯部
２５２－０３０７２２８－０８０７文京１・２丁目２５２－０３２２２２８－０８２２相模台団地２５２－０３０１２２８－０８０１鵜野森１～３丁目
２５２－０３１３２２８－０８１３松が枝町２５２－０３１５２２８－０８１５桜台２５２－０３３１２２９－００１１大野台１・２丁目
２５２－０３１７２２８－０８１７御園１～５丁目２５２－０３３５２２９－００１５下溝２５２－０３３１２２９－００１１大野台３丁目の一部※６
２５２－０３１４２２８－０８１４南台１～６丁目２５２－０３２６２２８－０８２６新戸２５２－０３３１２２９－００１１大野台４～８丁目
２５２－０３０５２２８－０８０５豊町２５２－０３１２２２８－０８１２相南１～４丁目２５２－０３０２２２８－０８０２上鶴間
２５２－０３３４２２９－００１４若松１～６丁目２５２－０３２４２２８－０８２４相武台１～３丁目２５２－０３０２２２８－０８０２上鶴間１～８丁目

区役所がオープンしました　区役所がオープンしました

区の区域一覧・郵便番号　区の区域一覧・郵便番号

　住所の表示に区名が入ります住所の表示に区名が入ります

※１　下九沢のうち、緑区は、１４３番２～１７３番１２、２４４番２～７２２番７、１１７１
番～１１７７番、１２３０番１～３３２３番３です。

※２　田名のうち、緑区は、２１７９番１～２２１３番２４、２２１５番１～２２１７番１０、２２２６番１、
２２２６番５、２２４７番１～２２７４番７、２３２７番８、２３２７番１２、２３２９番、２３３１番～２４２９
番３、２４３０番３～２４５７番２、２５２０番１～２６２２番２、２６３０番１～２６３７番５です。

（※１、※２の地番は、平成２１年７月３１日現在のものです。）

※３　大野台３丁目のうち、中央区は、住居表示の１番～１２番です。
※４　下九沢のうち、中央区は、緑区の下九沢（※１）以外の区域です。
※５　田名のうち、中央区は、緑区の田名（※２）以外の区域です。
※６　大野台３丁目のうち、南区は中央区の大野台３丁目（※３）以外の

区域です。

お問い合わせ　区政支援課　1０４２－７６９－９８１４

　「相模原市」「区名」「町名・字名」「番地」などの
順に表示します。

主な業務組織名

区の政策の立案、区民会議、地縁団体の認可、交通安全、防犯地域政策課

市民相談、区の広報、防災、行政資料コーナー（中央区を除く）総務課

戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、外国人登録、国民健康保険、
国民年金など各種届け出・申請の受け付け区民課

　区の個性や特徴を 活 かしたまちづくりや、市民の皆さんに身近な行政サービ
い

スの提供を行います。

○「町名・字名」「番地」などは今までどおりです。
○地域自治区がなくなったことに伴い、その名称（城山町、津久井町、相模湖
町、藤野町）は使用しなくなりました。

　※「例　津久井総合事務所の場合」を参照
○郵便番号が変わりました。　○電話番号は今までどおりです。

ポ
イ
ン
ト

南区役所中央区役所緑区役所

南区相模大野５－３１－１
市南区合同庁舎内

中央区中央２－１１－１５
市役所本庁舎内

緑区橋本６－２－１
シティ・プラザはしもと内

相原高校�
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津久井総合事務所の場合

３月まで　相模原市津久井町中野６３３番地

４月から　相模原市緑区中野６３３番地

市役所の場合

３月まで　相模原市中央２丁目１１番１５号

４月から　相模原市中央区中央
２丁目１１番１５号

新磯まちづくりセンターの場合

３月まで　相模原市磯部９１６番地３

４月から　相模原市南区磯部９１６番地３

例

（各区５０音順）
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「新・相模原市総合計画」がスタート
　城山・津久井・相模湖・藤野町との合併や政令指定都市移行を踏まえた
新しいまちづくりを進めるため、４月から、「新・相模原市総合計画」が
スタートします。
※同計画は、各行政資料コーナーと市ホームページで閲覧できます。また
各行政資料コーナーで１冊９５０円で販売しています。

お問い合わせ　企画政策課　1０４２－７６９－８２０３

シティセールスコピーが決定！　シティセールスコピーが決定！

「「 潤  水  都  市 さがみはら さがみはら」」
じゅん すい と し

　市のイメージを全国へ発信していく、シティセールスコピーの入賞作品
が２，２６５点の応募の中から、次の作品に決定しました。
○最優秀賞　「潤水都市 相模原」　角田保幸さん（磯部在住）
○優秀賞　「緑花都市 さがみはら」、「風の滴 相模原」、「憩いの大地

相模原」、「木もれびの街－相模原」ほか同音の作品２点
※最優秀作品が市民の皆さんにより親しまれるよう、相模原はひらがなで、
使用していきます。

お問い合わせ　経営監理課　1０４２－７６９－９２４０

          戸別所得補償モデル対策
　稲作農家の経営安定と、食料自給率の向上を図るための国の助成制度が
始まります。
自給率向上事業
　水田を有効活用し、麦・大豆・米粉用米・飼料用米などを生産・販売す
る場合、主食用米と同等の所得を確保できるよう助成
米のモデル事業
　米の生産数量目標の配分を受け、それに従って作付けする主食用米の作
付け面積に応じて、１０㌃あたり１万５，０００円を交付
※申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせ
ください。

お問い合わせ　農政課　1０４２－７６９－９２３３

水水田田農農家家のの
皆皆ささんんへへ

 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集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集 地域活性化事業交付金対象事業
　地域住民の皆さんが地域の課題解決に向けて、地区ごとに自主的に取り
組む事業に対し、交付します。
対象事業　本市のまちづくりを進めてきた２２地区を単位に実施され、地区

の活性化につながる事業
提案者の要件　５人以上の団体　　　交付金額　１地区３００万円以内
事業の実施期間　平成２３年３月３１日まで
申し込み　各区役所地域政策課・まちづくりセンターにある申請書（各区

ホームページからダウンロード可）と必要書類を５月３１日（必着）
までに各区役所地域政策課・まちづくりセンターへ

※対象地区や交付条件など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－８２２６

市市ととのの協協働働ににチチャャレレンンジジ
　地域課題や社会的課題の解決に向けて、市民と行政が協働して取り組む
事業提案を募集します。
募集区分
○市民提案型協働事業　市民の皆さんが自ら企画・立案した事業プラン
○行政提案型協働事業　市民参加による津久井城跡の調査と活用プラン
提案者の要件　自らが主体的に事業に取り組む５人以上の団体で、組織の
　　　定款・会則等を定めていること　など
申し込み　市民協働推進課、市民活動サポートセンター、各まちづくりセ

ンター・公民館などにある提案書（市ホームページからダウロード
可）を４月３０日（必着）までに市民協働推進課へ

※詳しくは募集要領をご覧になるか、お問い合わせください。

説明会　　※希望者は直接会場へ

日　時　４月１０日（土）午後１時３０分～３時３０分
会　場　けやき会館　　定　員　８０人（先着順）

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書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夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり
　出生届や婚姻届などの戸籍届書は、平日や休日窓口のほか、夜間・早朝
も次の窓口で預かります。
時　間　午後５時～翌午前８時３０分※原則、預かり日が受理日になります。
窓　口 城山・津久井・相模湖・藤野総合事務所の守衛室

（シティ・プラザはしもと内の緑区役所では行いません）緑　区

市役所本館守衛室中央区
南区合同庁舎総合案内（入り口が閉まっている場合は、
正面玄関右側のインターホンを押してください）南　区

事前のお問い合わせ　緑区役所区民課　　1０４２－７７５－８８０４
　　　　　　　　　　中央区役所区民課　1０４２－７６９－８３３７
　　　　　　　　　　南区役所区民課　　1０４２－７４９－２１３２

町町田田市市ととのの広広域域証証明明発発行行ササーービビススをを開開始始
　本市と町田市の市民が、どちらの市の窓口に行っても住民票や戸籍など
の証明書が受け取れます。
対　象　本市か町田市に住所がある人
サービスの概要

請求できる人取得できる証明書

本人か同一住民票の人（除票者は除く）住民票の写し（除票等は除く）

本人か同一住民票の人
印鑑登録証明書
※印鑑登録証か「さがみはらカード」
を持参

本市か町田市に住民登録か外国人登録が
ある次のいずれかの人
○本人か同一戸籍の人
○戸籍の記載により現在、配偶者である
ことが確認できる外国人

本市か町田市に本籍がある人の
戸籍全部・個人事項証明書
（改製原戸籍、除籍謄抄本は除く）

各区役所区民課相模原市
取り扱い窓口 町田市役所市民課、町田駅前連絡所

堺市民センター町田市

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前８時３０分～午後５時時　間
住民票・印鑑証明＝１通３００円、戸籍証明書＝１通４５０円手数料

※代理人・第三者からの請求、公用の請求はできません。
※請求の際は、次のいずれかの本人確認書類が必要です。
　○運転免許証や住民基本台帳カードなど顔写真付きのもの　１点 
　○健康保険証や年金手帳、年金証書などの顔写真のないもの　２点 

お問い合わせ　中央区役所区民課　1０４２－７６９－８２２７

ＮＰＯ法人の認証申請などは市へＮＰＯ法人の認証申請などは市へ
　４月から特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の設立認証などの事務手続
きは、市で行います。
○市が行う主な事務の内容
　設立認証や定款変更認証の申請書の受理・認証、事業報告書の受理、役
員・定款変更届出書の受理　など
○政令指定都市移行に伴う定款の住所変更の手続き
　区名の追加などが必要になる場合は、今後開催する総会で定款の変更を
議決し、速やかに、定款変更届出書を各窓口へ提出してください。
　登記については、法務局が修正しますので手続きの必要はありません。
※ＮＰＯ法人の設立に必要な申請書類、役員の変更等届け出など詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

ＮＰＯ法人の事務手続きの窓口
事務手続きの窓口従たる事務所の所在地主たる事務所の所在地

市民協働推進課
従たる事務所なし

市内 市内

神奈川県
相模原市以外の県内の市町村
市内相模原市以外の県内の市町村

内閣府県外の市町村市内

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

電話番号日にち

０４２－７７５－１７７０毎日北消費生活センター
０４２－７７６－２５１１

月～金曜日
相模原消費生活センター

０４２－７４９－２１７５南消費生活センター

時　間　午前９時～正午、午後１時～４時

消費生活条例を施行
　消費生活の安全と向上をめざし、同条例では、市・事業者の責務と消費
者の役割等や不適正な取引行為を定めました。
　事業者が、同条例に定められた「不適正な取引行為」を行っている疑い
がある場合には、市が調査、指導、勧告することができ、事業者が勧告に
従わない場合には、事業者名などを公表します。
※同条例は市ホームページで閲覧できます。

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

消費生活に関する疑問やトラブル、多重債務に関する相談は
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中学生以下の子どもを対象に中学生以下の子どもを対象に

子ども手当を支給します子ども手当を支給します
お問い合わせ
こども青少年課
1０４２－７６９－８２３２

　現在の児童手当に代わり、子ども手当が創設されました。

　新たに申請が必要な人には、４月末に申請書を郵送します。現在、児童

手当を受給していて、新中学２・３年生の子どもがいない人は、申請の必

要がありません。詳しくは右の図をご覧ください。

対　象　市内に住民登録か外国人登録があり、中学生以下の子ども（１５歳

に達する日以後の最初の３月３１日まで）を養育している人。父と母

がともに養育している場合は収入が多い人

支給額　子ども１人＝月額１万３，０００円

あなたは申請が必要？〈対象は、中学生以下の子どもを養育する人〉�

３月３１日現在、児童
手当を受給していま
したか。�

新中学２・３
年生の子ども
はいますか。�

　児童手当から
受給資格を引き
継ぎます。�

　４月末ごろに申請書を郵送します。
郵送で申請してください。�

※申請書が届かない場合は、こども青少年課
にお問い合わせください。また、申請書が
市に届いているかを確認したい人は、切手
を貼った返信用封筒を同封してください
（申請が多数あるため、電話などでの確認
はできません）。�

※常勤の公務員は直接、勤務先へ申請してく
ださい（独立行政法人・国立大学法人の職
員や公益法人等派遣法により派遣されてい
る人は除く）。�

　出生・転入で、子ども手当
の対象になる人は、窓口で申
請してください。�
　申請した翌月分から支給し
ます。�
申請窓口　各区役所区民課・

まちづくりセンター・
出張所・こども家庭相
談課・保健福祉課�

　２２年４月１日以降に�
　出生・転入した人は　�

①申請の必要なし�

②申請が必要�

は�

はい�

はい�

いいえ�

いいえ�

審議会などの委員を募集審議会などの委員を募集
①母子保健事業推進協議会委員
　母子保健事業の円滑な推進について協議
任　期　４月～平成２４年３月（会議は年２回程度）
定　員　２人（選考）
担　当　健康企画課　1０４２－７６９－８３４５　6０４２－７５０－３０６６
　　　　Ｅメール boshihoken@city.sagamihara.kanagawa.jp

②森林ビジョン策定委員会委員
　同ビジョンに盛り込む項目・内容の検討
任　期　５月～２３年３月３１日（会議は年４回程度）
定　員　３人（選考）
担　当　津久井経済観光課　1０４２－７８０－１４１６　6０４２－７８４－７４７４
　　　　Ｅメール tsukui-keizai@city.sagamihara.kanagawa.jp

③男女共同参画審議会委員
　男女共同参画についての調査や、基本計画に基づく施策の実施状況の審議
任　期　６月～２４年５月〈会議は年４回程度（保育あり）〉
定　員　３人（選考）
担　当　男女共同参画課　1０４２－７６９－８２０５　6０４２－７５３－９４１３
　　　　Ｅメール danjo@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）

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・藤野中央・沢井公民館を除く）にある応募用紙
（市ホームページからダウンロード可）を直接か郵送、ファクス、
Ｅメールで①４月１５日②１６日③２１日（必着）までに各担当課（①
③〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５、②〒２５２－５１７２　緑区中
野６３３）へ　

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）の納税相談や納税ができない人
のために、夜間納税相談窓口を開設します。また、電話での相談も受け付
けます。
日　時　４月１３日（火）・１９日（月）午後５時３０分～７時

国民健康保険加入の４０～７４歳の人へ

特定健康診査（メタボ健診）を　特定健康診査（メタボ健診）を
受けましょう受けましょう　

　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２３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・血中脂質・血糖・尿・ 腎 機能検査

じん

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）
※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

特定不妊治療費助成の　　特定不妊治療費助成の
申請期限が変わります申請期限が変わります　　

　１回の治療につき１５万円まで、１年度あたり２回を限度に通算５年間助成し
ています。４月から申請期限が年度内から治療終了後６０日以内に変わります。
対　象　体外受精・顕微授精を受けた夫婦（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。

※治療終了後６０日以内とは、治療終了日の翌日から６０日目にあたる日までです。
※所得制限など詳しくは、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 → 健康・衛生・医療 → 医療 をご覧ください。

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、治療終了後６０日以内に各担当課へ

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３４５

募集　中中小小企企業業研研究究開開発発補補助助金金ののテテーーママ
　新製品・新技術等の開発を支援します。
対　象　市内で新製品・新技術等の研究開発をしている中小企業者
補助金額　研究開発費の２分の１以内（年間２００万円上限）
申し込み　産業・雇用政策課にある申請書類（市ホームページからダウンロ

ード可）を４月５日～２０日に同課へ
説明会
日　時　４月５日（月）午前１０時～１１時
会　場　市役所会議室棟　第１会議室
申し込み　電話かＥメールで産業・雇用政策課（1０４２－７６９－９２５３　Ｅメー

ル in-pro１０@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ　
※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。

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）

経過措置　右の図の②の人が、９月３０日（必着）までに申請した場合は、

最大で４月分までさかのぼって支給します。１０月以降に申請した場

合は、申請した翌月分から支給します。

寄付制度　子ども手当を市に寄付できる制度を設ける予定です。詳細が決

まり次第、本紙や市ホームページでお知らせします。

※２２年２月・３月分の児童手当は、６月に支給します。

支給月対象月支給月対象月

２３年２月１０月～平成２３年１月分６月４月・５月分

２３年６月２３年２月・３月分１０月６月～９月分

“子育て応援キャラクター”
はなたん
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住住宅宅用用火火災災警警報報器器のの
設設置置促促進進ロローーララーー作作戦戦実実施施中中

　平成２３年５月３１日までに、すべての住宅で住宅用火災警報器を設置し
てもらうため、消防職員が市内の一戸建て住宅を訪問しています。
　尊い命と財産を守るため、早めに住宅用火災警報器を設置しましょう。

　消防職員が訪問販売することや罰金を請求することはありません。
また、消防署が特定の業者に販売を依頼することもありません。

お問い合わせ　予防課　1０４２－７５１－９１３３

あなたの家は大丈夫？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木造住宅・マンションの地震対策を支援
　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、次のよう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（要予約）。　

※広域避難場所や避難所など詳しくは、危機管理室、各まちづくりセンター・
出張所などにある防災ガイドブックか、市ホームページの 暮らしの情報
→ 暮らしの安全 → 防災 をご覧ください。

次の箇所を新た
に「広域避難場
所」に指定

県立城山高校・中沢中学校川尻小学校・相模丘中学校
串川小学校・串川中学校津久井湖ゴルフ倶楽部
青野原グラウンド鳥屋小学校・鳥屋中学校
北相中学校青根中学校
藤野中学校内郷小学校・内郷グラウンド

名倉グラウンド

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

耐震化費用補助
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
（上限一住戸につき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
（上限一住戸につき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（平成２２年度
の時限措置）〉

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

※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等の減額があります。
※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。

　国や市をかたる悪質業者に

　　　　　　　注意しましょう

　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。

木造住宅の耐震巡回相談

日にち　４月１４日（水）
時　間　午後１時～４時
会　場　大野南公民館
※希望者は直接会場へ。建物の図面
があれば当日持参してください。

お問い合わせ　建築指導課　1０４２－７６９－８２５２

看看護護師師ななどどををめめざざすす人人へへ　修学資金を貸し付け修学資金を貸し付け
期　間　貸付決定月～卒業月
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）
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１４日まで

に地域医療課（1０４２－７６９－９２３０）へ

補助金額設備内容
太陽電池出力1kWあたり５万
円（県の補助１kWあたり２万
円を含む上限１６万円）

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

太陽熱温水器＝２万円
ソーラーシステム＝４万円

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設備

本体価格の２分の１
（上限３万円）

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
※０.５ｍ３未満の雨水貯留槽で、市が定める条
件に適合するもの

住宅用太陽光発電システム補助金の１期申請受付

日　時　４月７日（水）午前８時３０分から
会　場　衛生試験所
※補助予定金額に達した時点で終了します。

※事前に申請が必要です。申請方法など詳しくは、市ホームページの
暮らしの情報 → 環境 → 補助制度 をご覧になるか、お問い合わせく
ださい。

お問い合わせ　環境政策課　1０４２－７６９－８２４０

災害から身を守るために災害から身を守るために
避避難難場場所所をを事事前前ににチチェェッッククししてておおききままししょょうう

　災害による家屋の倒壊や火災の延焼など、避難しなければならない状態の
ときにパニックに陥らないため、日ごろから、地域の一時避難場所の位置や
どのような準備と行動が必要かを確認しておきましょう。

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
　市では、環境に関するさまざまな助成制度を行っています。　

自然エネルギー等利用設備の設置費用の助成
対　象　自ら居住する住宅に、次の対象設備を設置する人　

かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな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ががががががががががががわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看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護護護護護護護護護護護護フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススステテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ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ルルルルルルルルルルル222222222222222222222222222222222222222222222000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000
　１日まちの保健室として、健康相談や体脂肪・
血管年齢測定などを行います。
日にち　５月８日（土）
時　間　午前１１時～午後４時３０分
会　場　クイーンズスクエア横浜（横浜市西区）

お問い合わせ
県看護協会　1０４５－２６３－２９０１

住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅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吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹吹きききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききき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けけけけけけけけけけけアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベスススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススストトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト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 住宅の吹き付けアスベストの　　　
調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去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金金金金金金金金金金金　　　　　　　　調査・除去補助金 

対　象　自ら居住する住宅のアスベスト含有調査と除去工事を行う人
　　　　（共同住宅の場合は管

理組合など）
期　間　平成２４年３月３１日まで
補助率　調査・工事費の２分の１
※事前に申請が必要です。
※中小企業者向けにアスベスト
除去対策の資金融資制度もあります。詳しくは産業・雇用政策課（1 

０４２－７６９－８２３７）へ

お問い合わせ　環境保全課　　1０４２－７６９－８２４１
　　　　　　　津久井環境課　1０４２－７８０－１４０４

限度額

共同住宅の
共用部分１世帯

 ３０万円１０万円含有調査

３００万円３０万円除去工事

対　象奨励・割引金額内　容
市内に１年以上在住する
人か市内で１年以上操業
している事業者

１台２万１，６００円電気自動車の購入奨励金

市内在住か在勤の人、市
内の事業者

一律３００円
（利用料金が３００円
以上のときのみ）

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
の割り引き

低公害自動車の普及促進

災災害害がが
発発生生

家が被災した
場合

避難所
被災した市民を
受け入れる場所
で、小・中学校
や公民館など

火災の発生や
自宅の倒壊な
どの場合

一時避難場所
近くの空き地や
公園などで自治
会が指定

火災が延焼拡大
して、一時避難場
所では安全が確
保できない場合

広域避難場所
小・中学校、高
校、大学などの
広い場所
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●政令指定都市移行関連事業
●新規事業　○継続事業

一般会計歳入・歳出予算額  ２，３４３４０億円�一般会計歳入・歳出予算額  ２，３４０億円�
施策と予算のあらまし�施策と予算のあらまし�平成�

２２年度�

子育て環境の充実
○保育所の待機児童緊急対策の推進（民間保育所の整備
など）　　　　　　　　　　　　　　 ８億２，１８５万円
●児童相談所の設置など専門的な相談・要保護児童支援
の推進　　　　　　　　　　　　　　　　１５億２万円
○放課後の子どもたちの安全な居場所づくりの推進（放
課後子ども教室のモデル事業など）　　　 ５，２０８万円
「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進
○さがみ風っ子教師塾の運営　
　　　　　　　　　 ４３６万円
●「さがみはら教育」の発展と
充実に寄与する優秀な人材の
確保・養成　　　 １，４７５万円
○「相模川自然の村野外体験教
室」や、「ふるさと自然体験教
室」を活用した体験活動・学習の推進 １億８，２５１万円
○校舎の大規模改造など学校の教育環境の整備　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 １６億９，２２２万円
○市立中学校の完全給食の実施（１５校） ３億６，５７０万円

地球温暖化対策
○地球温暖化対策に取り組む市民・事業者・団体
への支援　　　　　　　　　　 １億１，９３１万円

●低公害自動車の普及促進に向けた取り組み（市
営自動車駐車場における低公害車への優遇措置
の拡充、電気自動車の購入への奨励制度の創設）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 １，０２８万円
○自転車の利用促進（市営自転車駐車場の利便性
と防犯機能の向上、レンタサイクルの拡充）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６，１４０万円
ごみの減量化・資源化の取り組み
○家庭ごみの減量化・資源化の推進（新たな資源
分別回収事業の推進、ごみ減量化・資源化の普
及啓発など）　　　　　　　　 １６億７，６５２万円

○事業系ごみの搬入の検査体制の強化など　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４，３３３万円
自然環境の保全・再生
●計画的な森林整備や津久井産木材の利活用に向
けた「（仮称）森林ビジョン」の策定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８７１万円
○森林の水源かん養機能の向上に向けた間伐など
 １億８７万円
○津久井地域の公共下水道（汚水）の整備、高度
処理型浄化槽の整備など　　　 ２１億６，１６２万円

○「ホタル舞う水辺環境の保全等の促進に関する
条例」に基づく、市民による取り組みの支援など 

 １５１万円

拠点性を高めるまちづくり
○橋本６丁目２４番地区優良建築物等整備事業、橋本駅
北口地区と大山町地区との連携の確保　 ４，３７２万円
○相模総合補給 廠 の一部返還・共同使用区域の活用に

しょう

向けた方策の策定　　　　　　　　　　 １，０００万円
○相模大野駅西側地区市街地再開発事業の促進
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５０億３，３６８万円
○小田急相模原駅北口Ｂ地区市街地再開発事業の促進
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ９億２，７８０万円
○リニア中央新幹線の開通を展望し、相模原・橋本エ
リアにおける拠点性の向上をめざしたまちづくりの
方向性の検討　　　　　　　　　　　　 １，０００万円
新たな拠点づくりと産業の振興
○新たな拠点づくりの促進（当麻地区と川尻大島界地
区の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、金原地区等の新たな産業系土地利
用に向けた検討）　　　　　　　　 ２億６，０６５万円
●産業集積促進方策「新・STEP５０」の推進　１７億４，１２２万円
●優れた新技術を有する市内企業の販路拡大の支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　１００万円
広域的な交通網の形成
○「総合都市交通計画」の策定に向けた取り組み、交
通需要マネジメント（ＴＤＭ）による渋滞緩和策の
検討　　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２１３万円
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平成２２年度の一般会計の

対前年度伸び率は、１２．８％増政令指定都市への移行
　●区政によるまちづくりの推進　　　　　　　　　　　　　　９，６００万円

区の魅力づくりの推進や、市民協働による地域活性化のための交付金の新設など
　●区役所・まちづくりセンターの設置　　　　　　　　　３億４，８５０万円
　○（仮称）緑区合同庁舎の整備に向けた取り組み　　　　１２億６，２９１万円
　●政令指定都市移行の記念事業、ＰＲ事業の開催　　　　　　７，３０３万円

移行記念式典の実施や、観光イベントの実施など
基地問題に対する取り組み
　○基地返還に向けた取り組みなど　　　　　　　　　　　　　１，５７６万円

１　次代を 拓 く子どもの
ひら

　　健やかな育ちを支える

○リニア中央新幹線の市内への駅誘致や建設促進に向
けた取り組み　　　　　　　　　　　　　 ２１４万円

○小田急多摩線延伸に向けた実現化検討調査の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２，２１０万円
●広域的な道路ネットワークの整備〈さがみ縦貫道路
の整備促進、津久井広域道路や県道５２号（相模原町
田）など、広域幹線道路の整備〉　１０７億５，９４９万円

○都市計画道路の整備（大山氷川線、相原宮下線など）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３３億７，１３０万円
暮らしを支える都市機能の充実
○日常生活を支える交通手段の確保（バス交通計画の
策定、内郷地区における乗合タクシーの実証運行、
新しい交通システムの導入に向けた検討）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２，１４４万円
○相模原麻溝公園競技場バックスタンドの整備、銀河
アリーナのアイススケート通年化や横山公園陸上競
技場の再整備の検討　　　　　　　 １０億６，７０９万円

○市営住宅の整備（並木団地・内郷住宅）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 １５億１，４６０万円
○多様な文化活動や学習活動の場としての、城山地区
への文化施設の整備　　　　　　　 １億４，９６０万円

○峰山霊園の整備（芝生墓所、合葬式墓所など）、公
募の実施 ２億２，８４０万円

４　都市のにぎわいと活力を底上げする

３　身近な暮らしの中から持続
　　可能な社会づくりを始める
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注）１８年度は津久井町・相模湖町との合併、１９年度は城山
町・藤野町との合併により増加�

市民協働のまちづくり
●区民主体のまちづくりの推進（区民会議の運営、
まちづくり会議の運営支援）　　 １億３，６６９万円

○「（仮称）市民協働推進条例」の制定に向けた取
り組みや協働事業提案制度の推進　　 ２，２７４万円

●ＮＰＯ設立等の認証事務や各種届け出の受理、指
導監督など ４２万円

○大学、ＮＰＯ、企業などさまざまな主体による多
様な活動の交流拠点「（仮称）市民・大学交流セ
ンター」の整備に向けた取り組み　　 １，３４４万円

地域の特色を生かしたまちづくり
○観光振興計画の地域別計
画の策定に向けた取り組
み ４０万円

○商店街と地域の連携によ
る地域課題の解決、商店
街の振興につながる事業
の支援 ２９０万円

○農業の振興と地産地消の推進に向けた、大型農産
物直売所の開設の促進　　　　　　　　　５０万円

○景観条例の施行に伴う、自然やまちなみなど相模
原らしい魅力ある景観の形成　　　　　 ５６４万円

５　地域の個性と市民の活力が
　　光るまちづくりを進める

　市の財政は、市税の大幅な減収と、福祉や医療など削減が困難な経費の増加
により、引き続き厳しい運営状況です。本年度の予算は、福祉や医療などを優
先に市民の暮らしの向上、政令指定都市にふさわしいサービスの充実、市を発
展させる取り組みの推進などに重点を置いて編成しています。
　本年度は、「新・相模原市総合計画」に掲げた都市像である「人・自然・産
業が共生する　活力あるさがみはら」をめざし、『未来への扉を開く　ともに
はじめる新しいまちづくり』をテーマとして、限られた財源を最大限有効に活
用し、施策に取り組んでいきます。

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

※２０・２１年度は決算見込み額

医療・福祉の充実
●津久井・相模湖・藤野地区の市立診療所の運営
 １，９５２万円
●精神科救急医療体制の整備　　　 　１億４８０万円
○新型インフルエンザ発生などへの対応に向けた備
蓄医薬品と医療資機材の充実 １，４７５万円

●介護支援ボランティア制度の導入　　　 ３０５万円
●ひとり暮らし高齢者の見守り体制の充実など、新た
な地域ケア体制の構築に向けた取り組み ７３１万円

○介護にかかわる人材の定着・確保対策　 ５００万円
○特別養護老人ホームの整備促進　 １５億３，０００万円
●精神保健福祉センターの設置・運営　 ２，２７０万円
●自立支援医療給付（精神通院医療）の認定・支給
　　　　　　　　　　　　　　　　 ８億１，２３８万円
●障害者更生相談所の設置・運営　　　 １，０９６万円
●発達障害者への一貫した支援体制や発達障害者支
援センターの整備に向けた取り組み　　　６６万円

●障害児放課後対策事業の実施、民間児童デイサー
ビス事業の支援　　　　　　　　　　 ２，５００万円

●南障害者地域活動支援センターの開設　 ２，２８２万円
○成年後見制度の利用促進　　　　　　 ３，０００万円

○生活困窮者の自立に向けた就労支援など
　　　　　　　　　　　　　　　　 ５億３，１９１万円
緊急経済対策の推進
○中小企業の資金需要に対処するための融資の実施
など　　　　　　　　　　　　　 ７４億３，２７０万円

○中途採用者等の就職面接会や無料職業紹介事業の
実施など　　　　　　　　　　　 ５億３，０５９万円

安全・安心の確保
●危機管理対策の充実（専管組織の設置、「（仮称）
事件・事故等対応計画」の策定に向けた取り組み
など） ９０１万円

○災害に強いまちづくりの推進（耐震診断・耐震改
修工事等の費用助成、河川改修や雨水幹線の整備
など）　　　　　　　　　　　　 ２２億６，３３８万円

○防犯灯の設置等に対する補助制度の充実、青色回
転灯装備車両の増車　　　　　　 ２億３，７７５万円

●特別高度救助隊の創設に向けた特殊災害対応自動
車などの導入　　　　　　　　　 １億６，１４５万円

○救急業務の高度化に向けた職員の養成　 ８５４万円
○消費生活センターの機能の充実、「（仮称）消費生
活基本計画」の策定に向けた取り組み　 ８２７万円

２　「安心」と「やさしさ」があふれる地域をつくる

※グラフは２０年度までが決算額、２１・２２年度が当初
予算額

※１８年度は津久井町・相模湖町との合併、１９年度は
城山町・藤野町との合併により増加

政令指定都市移行にかかる予算
　一般会計予算額２，３４０億円のうち、政令指
定都市移行による増額は、歳入・歳出それ
ぞれ１６３億円、その内訳は、表のとおりです。
　昨年６月に開催した市民説明会の「政令
指定都市に係る移行後２０年間の財政収支見
通し」（２１年７月５日広報さがみはら号外
に掲載）と当初予算を比べると、歳入では、
景気低迷の影響により県税交付金等が減額
となる一方、財政調整基金からの繰り入れ
に替えて、新たな制度活用などにより市債
を増額しています。
　歳出では、保健福祉分野の扶助費の伸びにより移譲事務経費が増額となる一方で、国直
轄事業負担金など道路関連の経費は、事業の進捗状況等を踏まえ減額となり、予算総額で
は、財政収支見通しをやや下回る規模となりました。

予算額歳　入

３９億円県税
交付金等

１２億円宝くじ販売
収益金

６億円
使用料、分
担金、負担
金など

２３億円国・県
支出金

８３億円市　債
１６３億円計

●持続的な都市経営の推進（都市経営ビジョン・
アクションプランの推進、事業仕分けや外郭団
体の見直しの実施）　　　　　　　　 ５８２万円

○簡素で効率的な行政組織づくり（職員数の適正
管理、政令指定都市にふさわしい人材の育成）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４，１３１万円
○相模原の魅力を市内外に効果的に発信するシテ
ィセールスの推進　　　　　　　　　 ９０８万円

●窓口等の市民サービスの向上（第２・第４土曜
日に行っている開庁窓口サービスの各区役所で
の実施、町田市の所定窓口における証明書等発
行サービス）　　　　　　　　　　　 ７７７万円

重要な政策課題

個人・法人市民税を中心に
市税収入が大幅に減少

　市の財源の中で根幹をなす市税収入は、
個人・法人市民税の大幅な減収見込みな
どにより、前年度に比べ５７億円減（５．０％
減）の１，０７６億円となっています。 ９００�
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市民１人あたりの市税額　約１５万１，０００円�
　　　　　　　　　　（対前年度　９，０００円減）�

職員定数は５０人削減
　人件費については、共済費や退職手当
の増などがあったものの、給料や手当な
どの抑制を図り、対前年度比０．１％の減と
なりました。また、職員定数については
５０人の削減を図っています。

（年度）�

※人件費は当初予算額�
人件費　　　定数�

４，８００�

４，６００�

４，４００�

４，２００�

４，０００�

４５０�

４００�

２２�
３５０� ３，８００�

４７２�

１３�１４�１５�１６�１７�１８�１９�２０�

３９８�３９０�３９４�３８３�３８１�

４３２�

４６８�

２１�

４６９�４７２�
（億円）� （人）

平成�
４，５９０５９０�４，１５１１５１�４，１１５１１５�４，０６００６０�３，９９５９９５�３，９４５９４５�４，４７０４７０�４，７４０７４０�４，７１５７１５�４，６４０６４０�４，５９０�４，１５１�４，１１５�４，０６０�３，９９５�３，９４５�４，４７０�４，７４０�４，７１５�４，６４０�

人
件
費
と
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数
の
推
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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、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に使われる扶助費（主に民生費）については、
引き続き増加していますが、市債の返済金である
公債費や職員の人件費などは抑制に努めています。
　また、道路や公園、施設整備などの投資的経費は、
政令指定都市移行に伴い、増加に転じています。

使
い
道
の
推
移�

その他�
公債費�
（市債の返済）�
教育費�
（学校・公民�
　館など）�
土木費�
（道路・公園�
　など）�
衛生費�
（ごみ・保健�
　衛生など）�
民生費�
（福祉・市民�
　生活など）�

０�

５００�

１０００�

１５００�

２０００�

（年度）�

（億円）�

平成２� １２�７� １７� ２２�

２５００�

２９０２９０�
３３５３３５�

１６２１６２�
１３２１３２�

４７１４７１�

１５０１５０�
８８８８�
２６１２６１�

１６２�
１３２�

４７１�

１５０�
８８�
２６１�

３０４３０４�

１２１１２１�

４５０４５０�

２４６２４６�
１３７１３７�

３３７３３７�

３０４�

１２１�

４５０�

２４６�
１３７�

３３７�３５６３５６�

２２１２２１�

１９３１９３�

３３５３３５�

１４０１４０�

３９３３９３�

３５６�３５４３５４�

１８８１８８�
１７３１７３�
２２７２２７�
１６０１６０�

５３９５３９�

３５４�

４９１４９１�

２０４２０４�
１８４１８４�

４００４００�

１８６１８６�

８７５８７５�

４９１�

２０４�
１８４�

４００�

１８６�

８７５�

１８８�
１７３�
２２７�
１６０�

５３９�

２２１�

１９３�

３３５�

１４０�

３９３�

１，２６４�

１，５９５�１，６３８�１，６４１�

２，３４０�

８００�
６００�
４００�
２００�
０�

１，０００�
１，２００�
１，４００�

（年度）�

１，２２８�

３４１�

２２�

（億円）�
義務的経費�
（人件費、福祉・医療などの�
　扶助費、公債費）�

その他（物件費、施設の維持補修費など）�

投資的経費�
（道路や公園、施設整備など）�

７８０�

７８９�８１０�８４５�８３２�
９２０�９９４�

１，０２９�１，０７３�

３３３�２７５�２２８�２２３�２００�２５５�
２９４�２７５�２６３�

１３�１４�１５�１６�１７�１８�１９�２０�２１�平成�
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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、２２
年度末現在で８２億円（対前年度５２億円減）と
なる見込みです。
　これは、経済情勢の悪化に対応するために
基金を活用することによるものです。
　なお、減債基金に市場公募地方債の償還財
源として積み立てている残高は、２２年度末で
１０億円となる見込みです。

０�
２０�
４０�
６０�
８０�
１００�
１２０�
１４０�
１６０�

（年度）�平成１３�１４�１５�１６�１７�１８�１９�２０�２１�２２�

３１�３０�

６４�

１０５�

１４３�
１２８� １３４�１３９�

８２�８７�

財
政
調
整
基
金
残
高
の
推
移�

（億円）�

※２１・２２年度は決算見込み額�

※１６年度決算額は、いずれも減税補てん債借換債（１４８億）を除く

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、２２
年度末に３，２７２億円となる見込みです。
　また、２２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２０９億円、特別会計分１１１
億円の合わせて３２０億円（借換分９億円を
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。

１，３４８３４８�１，３３１３３１�１，２８７２８７�１，２２８２２８�１，２３３２３３�１，２２５２２５�１，１９７１９７�
０�

５００�

２，５００�
２，０００�
１，５００�
１，０００�

３，０００�
３，５００�
（億円）�

１，１８８１８８�１，１７８１７８�１，１６４１６４�１，１４８１４８�１，２０４２０４�１，２６２２６２�１，２５９２５９�１，１８８�１，１７８�１，１６４�１，１４８�１，２０４�１，２６１�１，２５５�

２，８５１�２，８７１�２，９１０�２，８９０�３，０４２�
３，１５５�３，１３６�

３１５３１５� ３６２３６２�４５９４５９� ５１４５１４� ６０５６０５� ６６９６６９� ６８４６８４�３１５� ３６２�４５９� ５１４� ６０５� ６６９� ６８４�６９０６９０�

１，２２８２２８�

１，１７７１７７�

１，２２３２２３�

１，２８４２８４�

７２６７２６�７６５７６５�

１，２１２２１２�

１，２１１２１１�

６９０�

１，３４８�１，３３１�１，２８７�１，２２８�１，２３３�１，２２５�１，１９７�

１，２２８�

３，０９５�

１，１７７�

（年度）�
１３�１４�１５�１６�１７�１８�１９�２０�

１，２２３�

３，２７２�

１，２８４�

７２６�７６５�

１，２１２�

３，１４９�

１，２１１�

２１�２２�

市民１人あたりの市債残高　約４６万円�
　　　　（対前年度　１万９，０００円増）�

平成�

市
債
残
高
の
推
移�

特別会計残高�一般会計その他債残高�一般会計建設債残高�

※一般会計その他債は、減税補てん債と臨時財政対策債など
※一般会計市債残高は市場公募地方債発行に伴う満期一括償還に
係る積み立てを反映した額

重　点　施　策

財財政政状状況況のの推推移移

予算額歳　出

２６億円移譲事務経費
（保健福祉の主な経費）

１４億円物件費※
５３億円国県道関係経費

６５億円国直轄事業
負担金

２億円移行準備経費

３億円
津久井赤十字病
院建設費借入償
還金補助

１６３億円計
※国県道関係と保健福祉の主な経費以外の移譲事務経費を含む

▲さがみ風っ子教師塾

▲

相
武
台
団
地
商
店
会
の

宅
配
サ
ー
ビ
ス

『変える（Change）』
『創る（Create）』

つく

『挑戦する（Challenge）』
"３つのC" を推進します
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飼い主の義務です飼い主の義務です

必ず犬の登録と狂犬病予防注射を必ず犬の登録と狂犬病予防注射を
お問い合わせ
生活衛生課

1０４２－７６９－８３４７

　生後９１日以上の犬は登録が必要です。また、狂犬病予防注射を年
１回受けてください。　
　定期集合注射の日程は表のとおりです。
費　用　新規登録と注射＝６，５００円、注射のみ＝３，５００円
※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

※犬が死亡したとき、飼い主や住所が変わったときも届け出
が必要です。
　

　城山・津久井・相模湖・藤野地区の日程は、３月１５日
号の各地域自治区広報紙か、市ホームページの 暮らし
の情報 → 健康・衛生・医療 → 生活衛生・ペット →
ペットと衛生 をご覧ください。

世世界界自自閉閉症症啓啓発発デデーー講講演演会会

お問い合わせ　障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５

定期集合注射日程表

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古山児童遊園（下溝）４月１３日（火）

御嶽神社（下九沢）橋本神明大神宮小山ふれあい広場　　１４日（水）

田尻第２公園（上溝）上溝まちづくりセンターくぼういん公園（当麻）　　１５日（木）

相原ふれあい広場古清水自治会館（大島）田名まちづくりセンター第２駐車場　　１６日（金）

県高相合同庁舎（午後１時３０分～３時）北部粗大ごみ受入施設（午前９時３０分～１１時）　　１８日（日）

市立図書館（鹿沼台）富士見公園麻溝台自治会館　　１９日（月）

大野台ふれあい広場谷口第２子供広場淵野辺本町公園　　２０日（火）

上磯部子どもの広場新磯野公園西大沼中央公園　　２１日（水）

相南ふれあい広場相模台公園星が丘児童遊園　　２２日（木）

陽光台ふれあい広場古淵南公園深堀公園（上鶴間）　　２３日（金）

県高相合同庁舎（午後１時３０分～３時）相模原麻溝公園第３駐車場（午前９時３０分～１１時）　　２４日（土）

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）　　２５日（日）

相模川ふれあい科学館駐車場相模川自然の村公園第２駐車場上矢部子ども会館　　２６日（月）

４月から発達障害の相談は、陽光園療育相談室
（1０４２－７５６－８４１０）で行います

犬猫の不妊・去勢手術費用の一部助成犬猫の不妊・去勢手術費用の一部助成
助成額　犬＝メス４，０００円、オス３，０００円　猫＝メス４，０００円、オス２，８００円
対　象　生後３か月以上の犬（登録済みで狂犬病予防注射を受けているこ

と）や猫を飼っている市内在住の人（営利目的を除く）
申し込み　手術前に、生活衛生課か指定動物病院にある申込書を、同課

（1０４２－７６９－８３４７）か同課津久井班（1０４２－７８０－１４１３）へ
※補助金交付決定前の手術は助成できません。
※補助予定金額に達した時点で締め切ります。

講演会
　テーマ　いま、発達障害が増えているのか

　講　師　 湯  汲  英  史 さん（発達協会王子
ゆ くみ えい し

クリニック心理・言語担当）
　時　間　午後１時３０分～３時３０分

コンサート
　内　容　エレキバンドとパ

ーカッションの演奏

　時　間　午前１０時３０分　
～正午

障害福祉サービス・障害児施設支援を利用している市民税非課税世帯の人へ障害福祉サービス・障害児施設支援を利用している市民税非課税世帯の人へ

利用者負担月額が変わります利用者負担月額が変わります
　４月から障害福祉サービスと障害児施設支援の利用者負担月額が、市民
税非課税世帯の場合、無料になりました。
※食費などの実費負担や療養介護医療費・障害児施設医療費の負担上限月
額は、これまでと変わりません。
※施設やグループホーム、ケアホームに入所・入居する人も対象になります。

お問い合わせ
障害福祉サービスについて　障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５
障害児施設支援について　　児童相談所　1０４２－７３０－３５００

４４月月２２日日～～８８日日はは
発発達達障障害害啓啓発発週週間間

　自閉症などの発達障害について理解を深めます。
日にち　４月５日（月）　　会　場　南市民ホール
定　員　４００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

家家族族介介護護慰慰労労金金のの支支給給
支給額　市民税非課税世帯＝１０万円／年、その他世帯＝６万円／年
基準日、申請受付期間など

支給月申請受付期間基準日

８月４月３０日まで４月１日

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。

ははりり・・ききゅゅうう・・ママッッササーージジ施施術術料料助助成成ななどどのの
経経過過措措置置をを延延長長

　平成１８年度から実施された税制改正（老年者控除の廃止など）に伴い、高
齢者向け福祉サービスを受けられなくなるなどの影響がないように行ってい
る経過措置を、平成２３年５月末（家事援助サービスは６月末）まで延長します。
　経過措置実施期間中は、税制改正前の内容で市民税を算定し、サービス給
付の可否や利用者負担額を決めます。

経過措置の対象となるサービス
○はり・きゅう・マッサージ施術料助成
○ 徘  徊 高齢者等検索　　○家事援助　　○緊急一時入所

はい かい

○ねたきり高齢者等移送利用料助成　　○家族介護慰労金の支給
○電話の貸与　　○紙おむつ等の支給

1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課緑班

1０４２－７８０－１４０８津久井保健福祉課1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課中央班

1０４２－６８４－３２１５相模湖保健福祉課1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課南班

1０４２－６８７－２１５９藤野保健福祉課　お近くの地域包括支援センター　

申し込み・お問い合わせ
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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。

●北総合体育館スポーツ教室

対　象　１８歳以上の人　　費　用　各２，０００円
申し込み　直接か電話で同プールへ　

スタートターン教室〈全８回〉
　４泳法の競技的な練習を行います。
日にち　４月１４日～５月７日の毎週水・金曜日
時　間　午後７時３０分～８時３０分
対　象　クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライを２５ｍ泳げる

１５歳以上の人＝３０人（申込順）
費　用　２，０００円
申し込み　直接か電話で同プールへ

定員
（抽選）対　象日　時教室名

４０人２０歳以上の人５月７日～６月２５日の毎週金曜日
午前１０時～１１時３０分

健康美容ダンス
〈全８回〉

６０人１５歳以上の人
（中学生を除く）

５月１３日～７月１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１９日～６月３０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〉

●総合体育館のスポーツ教室
定員

（抽選）対　象日　時教室名

４０人２０歳以上の人
５月１０日～６月２８日の毎週月曜日
（６月７日を除く）
午前１０時～１１時３０分

インナーストレッチ
〈全７回〉

５０人

１５歳以上の人
（中学生を除く）

５月１３日～７月１日の毎週木曜日
午前９時３０分～１１時３０分

バウンドテニス
〈全８回〉

４０人５月１４日～７月２日の毎週金曜日
午後１時３０分～３時３０分

ヨーガ体操
〈全８回〉

３０人５月１４日～７月２日の毎週金曜日
午後７時～９時

弓道
〈全８回〉

費　用　１人１回３００円（６５歳以上１５０円）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢か学年、性別、電話番号、教室名を書いて、

４月１５日（必着）までに同体育館（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２２８４－１）へ

お問い合わせ　総合体育館　1０４２－７４８－１７８１

費　用　１人１回２００円（６５歳以上１００円）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢か学年、性別、電話番号、教室名を書いて、

４月１５日（必着）までに同体育館（〒２５２－０１３４　緑区下九沢２３６８－１）へ

お問い合わせ　北総合体育館　1０４２－７６３－７７１１

●さがみはらグリーンプールの催し
水中運動教室〈全４回〉
　水の中で歩いたり、体を軽快に動かします。

定員
（申込順）時　間日にち

各３０人
午後８時～９時４月６日（火）～９日（金）

午後３時～４時４月８日～２９日の毎週木曜日

さがみはらグリーンプール　1０４２－７５８－３１５１

スススススススススススススススススススススススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ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ツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ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毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎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楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽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くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的ににににににににににににににににににににににににににににににににに

ススポポーーツツ大大会会出出場場奨奨励励金金
　全国大会等のアマチュアスポーツ大会に出場する個人・団体
に、出場奨励金を贈呈します（年度内１人１回が限度）。
※大会の１４日前までに申し込みが必要です。申込方法など詳し
くは、お問い合わせください。

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

星星空空観観望望会会（（５５月月））
　プラネタリウムで星空解説後、４０㎝大型望遠鏡で恒星や惑星などを
観察します。
日にち　５月７日～２８日の毎週金曜日
時　間　午後７時～８時３０分

定　員　各６０人（抽選）　※中学生以下は保護者同伴
申し込み　往復はがきかＥメール（１組１枚５人ま

で）に、参加者全員の氏名・年齢、代表者の
住所・氏名・年齢・電話番号、参加希望日
（第２希望まで）、「星空観望会」と書いて、
４月１５日（必着）までに同館（Ｅメール star@ 
city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

地質学講座

丹丹沢沢衝衝突突 －－石石老老山山とと陣陣馬馬山山周周辺辺のの地地質質－－〈〈全全４４回回〉〉
　石老山 礫 岩と小仏層群にスポットを当てながら、丹沢山地の成り立

れき

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（中学生は除く）
定　員　２０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

市 立 博 物 館 の 催 し市 立 博 物 館 の 催 し

時　間日にち
午後２時～４時
６月６日は午後１時３０分
～３時３０分

５月９日・１６日
６月６日・１３日
の日曜日

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、３０日（金）

図書館活用講座 郷土を知る 郷土を知る～さがみはら今昔～さがみはら今昔～～
　相模大野周辺の軍都遺跡についての講演会や、郷土資料を紹介します。
日　時　４月２２日（木）午後１時３０分～３時３０分
会　場　相模大野図書館　　定　員　５０人（申込順）
申し込み　同館にある申込用紙か電話で同館（1０４２－７４９－２２４４）へ

ははじじめめててののビビーーズズアアククセセササリリーー講講座座
　花をモチーフに、ストラップやネックレスなどを作ります。
日　時　４月２４日（土）午前１０時～正午
会　場　さがみはらグリーンプール会議室
対　象　市内在住の小学生以上の人　※小学校３年生以下は保護者同伴
定　員　２０人（先着順）　　費　用　１，０００円
申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

作作ろろうう 自自分分だだけけのの宝宝物物

市民朝市
　市民朝市で買
い物をすると、
出店者から割引
などのサービス
があります。
※サービス内容
は当日発表します。

会　場日にち
市農業協同組合本店
向かい側駐車場４月１１日（日）

市南区合同庁舎駐車場　　１８日（日）

時　間　午前７時～８時

お問い合わせ
市民朝市運営協議会（農政課内）

1０４２－７６９－８２３９

さがみはら自慢
　開店２０周年の
伊勢丹相模原店
と共催し、お店
大賞受賞店など
が、相模原の名
産品を販売しま
す。地元の酒蔵による政令指定都市移
行記念酒も販売します。
日にち　４月１４日（水）～１９日（月）
時　間　午前１０時～午後７時
　　　　（１９日は６時まで）
会　場　伊勢丹相模原店本館２階
　　　　ギャラリースクエア

お問い合わせ
商業観光課　1０４２－７６９－９２５５

祝祝 政令指定都市相模原誕生政令指定都市相模原誕生
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

読読者者のの

ひひろろばば
（敬称略）

平成２２年度版平成２２年度版

「ごみと資源の日程・出し方」を配布「ごみと資源の日程・出し方」を配布

　自治会を通じて各家庭に配布し
ます。資源循環推進課、津久井ク
リーンセンター、各まちづくりセ
ンター・出張所などでも配布して
います。
問資源循環推進課

相模川ビレッジ若あゆ相模川ビレッジ若あゆ

ふじの体験の森やませみふじの体験の森やませみ

７７月分の利用申し込み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

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）

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、年金手帳、学生証（平成
２２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）、各区役
所区民課・まちづくりセンター・
出張所へ

公共下水道に接続を！公共下水道に接続を！

利用できる区域が拡大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
の下水道工事店（市ホームページ
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　緑区大島・橋本７丁目・
久保沢２丁目・川尻・城山２・３
丁目・谷ヶ原１・２丁目・日連、
中央区田名・上溝・松が丘２丁目、
南区鵜野森１丁目・麻溝台２・３・
５・６丁目・大野台４・７丁目・北
里２丁目・下溝・新戸・当麻・御
園４丁目・双葉１丁目・若松１丁
目の各一部
問緑土木事務所（1０４２－７７５－
８８１７）・城山土木班（1０４２－７８３
－８１５１）・藤野土木班（1０４２－
６８７－５５０４）、下水道管理課、南土
木事務所（1０４２－７４９－２２１５）

７０歳以上の人へ、はり・きゅう・７０歳以上の人へ、はり・きゅう・

マッサージ施術料を助成マッサージ施術料を助成

　助成券は１枚２，０００円。交付は申
請月から１か月１枚。指定の施術
所で１回につき１枚使用できます。
対市内在住で７０歳以上の人（７０～
７９歳の人は所得制限あり）
申直接、介護予防推進課緑・中央・
南班、各保健福祉課・地域包括支
援センター・まちづくりセンター・
出張所へ
問介護予防推進課

原爆被爆者に対する、原爆被爆者に対する、

はり・きゅう・マッサージ療養費はり・きゅう・マッサージ療養費

の助成制度内容を変更の助成制度内容を変更

　４月からマッサージ券の交付は
廃止し、月額５，０００円を限度に補助
する制度になりました。
申直接、介護予防推進課緑・中央・
南班、津久井保健福祉課へ
問疾病対策課

小規模修繕業者名簿登載の申請小規模修繕業者名簿登載の申請

　同名簿は小規模修繕（土木、建
築、電気、管などの簡易な修繕）
の発注のときに、見積もり依頼の
参考にします。
資格　１年以上その業務を営み、
国・地方税を完納していることなど
申市ホームページの 産業・ビジ
ネス → 競争入札参加資格認定申
請等 にある申請書を契約課（1 

０４２－７６９－８２１７）へ

「広報さがみはら」「広報さがみはら」

「さがみはら市議会だより」「さがみはら市議会だより」

録音版・点字版のご利用を録音版・点字版のご利用を

　視覚に障害のある人などを対象
に送付
申電話かＥメールで広聴広報課
（1０４２－７６９－８２００　Ｅkoho@ 
city.sagamihara.kanagawa.jp）
か政策調査課（1０４２－７６９－９８０３
Ｅseisakuchousa@city.saga 
mihara.kanagawa.jp）へ

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１１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理事
と居住者＝１０組（申込順）
申電話で県マンション管理士会相
模原支部（1０４６－２５６－２６８３）へ

キンカ堂の商品券を還付キンカ堂の商品券を還付

　同社が破産したため、使用でき
なくなった同社発行の商品券は、
６月８日までに手続きをすると、
還付を受けることができます。
※ポイント、スタンプ、お買い物
券、お買い物引換券、レシートの
割引券は対象外
問関東財務局東京財務事務所理財
第４課（1０３－５８４２－７０１５）、関
東財務局金融監督第５課（1０４８－
６００－１１５２）

小学校新小学校新１１年生に年生に

防犯ブザーを貸与防犯ブザーを貸与

　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。
　市内在住で、国立、私立や市外
の小学校へ入学する児童で貸与を
希望する場合は、直接、４月５日
～３０日に、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
区は各総合事務所生涯学習課教育
班）・出張所へ
問学務課

リサイクルスクエアリサイクルスクエア　４４月の催し月の催し

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（水）午後１時
おもちゃの病院
日時４月４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）
問資源循環推進課

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　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①（7０１２０－９８８－５４７）
②（1０２６７－５５－６７７６）へ
①７月の休館日　１２日（月）・１３日
（火）
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

中央保健センターの非常勤保健師中央保健センターの非常勤保健師

　乳幼児・成人への保健指導業務
勤務　月～金曜日（祝日を除く）
で勤務日時は応相談
賃金　時給１，７６０円

お知らせ�

　　　　　　　　　　　▼１日句会体験講座　４月３　
　　　　　　　　　　　日（土）午後１時～５時、大
野北公民館　�申 電話で 土  生 （1０４２－７５７－４６１６）へ

は ぶ

▼日本風景写真協会神奈川支部作品展彩時記　４月６
日（火）まで、午前１０時～午後６時（１日は午後１時
から、６日は午後４時まで）、相模原市民ギャラリー　
�問 永瀬（1０４２－７４８－５３４３）
▼心をつなぐ絵手紙展　４月１０日（土）・１１日（日）午前
１０時～午後５時、けやき会館　�問 絵手紙りんの会（1 

０４２－７４８－２７５８）
▼剣道スポーツ教室　風船割りなどをしながら剣道を
体験　４月１７日（土）午前１０時～正午、大沼小学校体育
館。対象は５歳以上の人　�問 田中（1０４２－７４５－００３０）
▼木管アンサンブルクレッシェンド定期演奏会　４月
１７日（土）午後２時～４時、グリーンホール相模大野
多目的ホール　�問 高木（1０９０－３１３２－１５３８）

▼ボーイスカウト相模原第７団活動体験　ロープ結び
など　４月１７日（土）〈荒天時１８日（日）〉午前９時４０分
～午後０時３０分、横山公園。対象は６歳～小学生　�問 
田所（1０４２－７７２－０８３０）
▼イヌと触れ合う五つの輪　犬との触れ合いや、補助
犬についての話　４月～６月の毎月第４日曜日午後２
時～３時３０分、麻布大学百十周年記念会館。定員各２０
人（申込順）　�申 電話で同大学介在動物学研究室（1 

０４２－７５４－７１１１）へ
▼ふれあいボート教室　毎週土曜日午前９時～正午、
宮ヶ瀬湖カヌー場。費用５００円（中学・高校生３００円）、
初回無料　�申 電話で宮ヶ瀬湖ボートクラブ（1０４６－
２８８－２１５１）へ
　　　　　　会費などは個別にお問い合わせください。
　　　　　　▼ソフトバレーボール　毎週土曜日午後
８時、中央小学校体育館。見学可　�問 奥山（1０４２－
７０４－２６３３）
▼クラシックバレエ　毎週月曜日、３歳～小学生＝午

催 し

仲 間

費用の記載がない
場合は無料です。

施設のお休み

市民健康文化センター
日４月１２日（月）
問同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日４月１３日（火）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）

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。

募　　集�

７月３日（土）～４日（日）
　　１０日（土）～１１日（日）
○□１７日（土）～１９日（祝）
○△２１日（水）～２３日（金）
　　２４日（土）～２５日（日）
○△２６日（月）～２８日（水）
　△２９日（木）～３０日（金）
　　３１日（土）～
　　　　　８月１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

後４時、中学生以上の初心者＝午後７時、橋本公民館
ほか。体験あり　�問 大野（1０４２－７７９－４５３９）
▼合気道　毎週日曜日、４歳～小学生＝午後１時３０分、
中学生以上＝午後２時３０分、市体育館（市役所前）　
�問 深江（1０４２－７７７－０２２６）
▼ラウンドダンス　毎週水曜日午前１０時、上鶴間公民
館ほか。初心者歓迎　�問 高梨（1０４２－７４２－６６０３）
▼マンドリン　月３・４回金曜日午後１時、東林公民
館ほか。初心者歓迎、見学可　�問 橋戸（1０４２－７４６－
３７５４）
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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

対保健師の資格がある人＝若干名
申電話で同センター（1０４２－７６９
－８２３３）へ

埋蔵文化財調査員埋蔵文化財調査員

勤務　５月か１０月～平成２３年３月
（更新あり）で月～金曜日の午前
９時～午後５時
報酬　月額２０万５，４００円
対普通自動車運転免許があり、次
のいずれかに該当する人＝２人
○大学の考古学専門課程を修了し、
学芸員の資格があるか３年以上の
発掘経験がある○５年以上の発掘
経験と主任調査員の経験がある
申履歴書と実務経験を書いた用紙、
作文（「これまでに経験した発掘
調査」をテーマに６００～８００字）を
直接か郵送で４月７日までに文化
財保護課（〒２５２－５２７７　中央区
中央２－１１－１５　1０４２－７６９－
８３７１）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（1 

０４２－７５５－０６９４）

麻溝地域包括支援センターの麻溝地域包括支援センターの

職員職員

勤務　午前９時～午後５時
対介護福祉士、社会福祉士、介護
支援専門員かそれに準じる資格と
普通自動車運転免許があり、パソ
コン操作のできる人＝１人
申電話で同センターの西川さん
（1０４２－７７７－６８５８）へ

観光土産品開発支援事業対象者観光土産品開発支援事業対象者

　市のイメージアップにつながる、
新商品の開発をめざす事業者へ補
助金を交付

支援内容　対象経費の５０％（上限
５０万円）を補助など
支援件数　年間２件程度
※資格や申請方法など、詳しくは
お問い合わせください。
申商品の企画を７月３０日までに商
業観光課（1０４２－７６９－８２３６）へ

田名向原遺跡周辺マップ完成記念田名向原遺跡周辺マップ完成記念

文化財探訪文化財探訪

　東原古墳、無量光寺、同遺跡な
どをボランティアガイドが案内
日４月１７日（土）
集合　午前９時３０分に原当麻駅
※希望者は動きやすい服装で直接
集合場所へ
問旧石器ハテナ館（1０４２－７７７－
６３７１）

ソレイユさがみの催しソレイユさがみの催し

講演・トーク＆トーク「男女共同
参画と女性の政治参画」
日４月２２日（木）
時午後６時３０分～８時３０分
定３０人（申込順）
女性のための個別キャリアカウン
セリング
日４月２３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の保育は各１人
女性のための心とからだの健康相
談
日４月２４日（土）
時午後１時３０分・２時３０分
定各１人（申込順）

◇　　　◇
申直接か電話、ファクスに氏名、
電話番号、催し名を書いて、ソレ
イユさがみ（1０４２－７７５－１７７５ 
6０４２－７７５－１７７６）へ

葉山島「湘南花まつり」葉山島「湘南花まつり」

　芝桜と菜の花の観賞、菜の花摘
み取り（無料）など
日４月１１日（日）〈荒天時は中止〉
時午前１０時～午後３時
会緑区葉山島地域（バス停「中平」
付近）
※希望者は直接会場へ
問城山商工会（1０４２－７８２－３３３８）

視聴覚ライブラリーの催し視聴覚ライブラリーの催し

月例子ども映画会
　「ジャックと豆の木」「ムーミ
ン 消えないおばけ」ほか
日４月１０日（土）
時午後２時～３時３０分
「あゝ野麦峠」アンコール上映会
日４月２５日（日）・２７日（火）
時午前１０時～午後０時４０分、午後
２時～４時４０分

◇　　　◇
会市立図書館（鹿沼台）
定各１８０人（先着順）
※幼児は保護者同伴
※希望者は直接会場へ
問視聴覚ライブラリー（1０４２－
７５３－２４０１）

相模川ふれあい科学館の催し相模川ふれあい科学館の催し

祝 政令指定都市・相模原誕生
無料開放デー
日４月５日（月）まで
※３日（土）・４日（日）は模擬店あ
り
ふれあい科学館の桜まつり
　お花見にちなみサクラダイなど
を展示
日４月１１日（日）まで
マンスリー水槽
　「チューリップ」にちなみ赤・
白・黄色の魚を展示
日４月３０日（金）まで

◇　　　◇
時午前９時３０分～午後４時３０分
４月の休館日　１２日・１９日・２６日
の月曜日
入館料　大人３００円、小・中学生
１００円、６５歳以上の人１５０円
問同館（1０４２－７６２－２１１０）

市民吹奏楽団グリーンコンサート市民吹奏楽団グリーンコンサート

　喜歌劇「軽騎兵」より序曲（Ｆ．
スッペ）ほか
日時５月９日（日）午後２時
会市民会館
※座席指定の引換券が必要です。
入手方法は同団ホームページ
（http://www.geocities.jp/cbs
gm_web）をご覧ください。
問同団事務局（1０９０－２１５９－４９６３）

土曜コンサート「ポップス」土曜コンサート「ポップス」

日時４月１７日（土）午後５時３０分
会サン・エールさがみはら

定２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同所（1０４２－７７５－５６６５）

旧石器ハテナ館体験教室旧石器ハテナ館体験教室

勾 勾 玉玉作り   作り
まが たま

日時４月１８日（日）午後２時～４時
対小学生以上の人＝３０人（申込順）
費３００円
申電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）
へ

七宝焼き体験教室七宝焼き体験教室

　キキョウのブローチを作ります。
日時４月２０日（火）午後１時～４時
会県立相模原公園
定３５人（申込順）　　費５００円
申電話で同公園管理事務所（1０４２
－７７８－１６５３）へ

「みどりのカーテン」栽培講習会「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
日４月２１日（水）・２５日（日）
時午後１時３０分～３時３０分
会環境情報センター
対市内在住の人＝各７５人（申込順）
申電話で４月２日から、みどりの
協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

凧づくり教室凧づくり教室

　簡単に作れる 凧 の作成と凧揚げ
たこ

日時４月１８日（日）午後１時～３時
会相模の大凧センター
定２０人（申込順）
※未就学児は保護者同伴
費８００円（材料費）
申直接か電話で同センター（1０４６
－２５５－１３１１）へ

イベント�

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　２０～２５歳

歯科・薬剤幹部
候補生

春の全国
交通安全運動

４月６日～１５日

自転車の
交通ルールの遵守、
マナーの向上

すべての座席ですべての座席で
シートベルトや シートベルトや
チャイルドシートチャイルドシート 

の着用をの着用を

講演・講座�
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みんな元気！　さがみはらみんな元気！　さがみはら�

笑顔で　楽しく　健康づくり笑顔で　楽しく　健康づくり�

みんな元気！　さがみはら�

笑顔で　楽しく　健康づくり�

ウェルネス通信�
保健・介護予防事業案内保健・介護予防事業案内�保健・介護予防事業案内�

緑区与瀬８９６相模湖総合事務所○湖緑区久保沢
２－２６－１城山保健福祉センター○城緑区橋本

６－２－１シティ・プラザはしもと○橋主な実施会場
緑区小渕２０００藤野総合事務所○藤緑区中野

６１３－２津久井保健センター○津南区相模大野
６－２２－１南保健福祉センター○南中央区富士見

６－１－１ウェルネスさがみはら○ウ

申し込み・お問い合わせ
1０４２－７７５－８８１６緑保健センター○9 1０４２－７６９－９２４９介護予防推進課（総合調整班）○1 
1０４２－７６９－８２９５中央保健センター（成人）○１０ 1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課（緑班）○2 
1０４２－７６９－８２３３中央保健センター（母子）○１１ 1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課（中央班）○3 
1０４２－７０１－７７０８南保健センター○１２ 1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課（南班）○4 
1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課○１３ 1０４２－７６９－８３４６疾病対策課○5 
1０４２－７８０－１４１４津久井保健福祉課○１４ 1０４２－７６９－８３４４健康企画課（総務）○6 
1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課○１５ 1０４２－７６９－８３２２健康企画課（成人）○7 
1０４２－６８７－５５１５藤野保健福祉課○１６ 1０４２－７６９－８３４５健康企画課（母子）○8 

●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 

　生活習慣改善と運動の必要
性についての講義と実技ほか
対象　２０歳以上で運動の実技

に支障のない人
定員　３０人（申込順）

○ウ午後２時
　～４時５月１０日（月）ダンベル体操

○１２ 

　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１５年４月２

日～平成３年４月１日生ま
れ）の人＝各３０人（申込順）

※午前１０時４５分は子ども連れ
の人が対象

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２７日（火）

骨密度測定
de

骨元気アップ
セミナー

○１０ 

　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　各１，０００円

○ウ

午後１時１５分
　～４時１５分５月６日（木）

運動
プログラム
作成コース 午前９時

　～正午５月１６日（日）

※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。

●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

●愛の献血●
対象・所要時間会　場時　間日にち

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献血をしない場合があります。
※本人確認をしています。
お問い合わせ
　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

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４月３日（土）

午前１０時３０分～正午

午後１時３０分～４時
４月４日（日）

●相談●
申込内容・定員など会場時　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）
相談・お問い合わせ　○9 ○１０ ○１１ ○１２ 

○ウ
○南
○橋

午前８時３０分
　～午後５時

月～金曜日
（祝日を除く）

健康相談
育児相談
（保健師）

○１２ 
　食事の相談
持ち物　健康手帳（持っている

人）か、母子健康手帳
○南午後１時　

～３時３０分４月２１日（水）栄養相談
（栄養士）

　ひきこもり問題を抱える家族な
どのグループ相談会
申し込み　精神保健福祉センター
　　　　　1０４２－７６９－９８１８

○ウ午後２時
　～４時４月２１日（水）ひきこもり

相談

○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６日（火）
エイズ等の
検査・相談

４月１３日（火）

○橋午後２時
　～４時４月１０日（土）

　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
　○ウ ＝中央障害福祉相談課
　　　1０４２－７６９－９８０６
　○南 ＝南障害福祉相談課
　　　1０４２－７０１－７７１５
　○橋 ＝緑障害福祉相談課
　　　1０４２－７７５－８８１１
　○津 ＝津久井保健福祉課
　　　1０４２－７８０－１４１２

○ウ

午後１時
　～２時

４月７日（水）

精神
保健相談
（精神科医）

４月１６日（金）

○南
４月１３日（火）

４月２２日（木）

○橋４月１９日（月）

○津４月３０日（金）

●高齢者のための事業案内●
申込内容・定員会場時　間日にち事業名

○3 　専門医が本人・家族からの
相談を受けます。
定員　各３人（申込順）

○ウ午後１時
　～３時

４月１２日（月）高齢者
認知症相談 ○4 ○南４月１５日（木）

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

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　○9 ○１１ ○１２ 

大島○こ ４月１６日（金）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

陽光台○こ 、二本松○こ 、
△田名○こ 、向陽○こ 、
△大野南○こ 

４月２０日（火）

横山○こ 、相武台○こ ４月２１日（水）
麻溝○こ ４月２２日（木）
富士見○こ 、鶴園中和田○こ ４月２７日（火）
並木○こ ４月２８日（水）

●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

○１２ 
　赤ちゃんの発育にあった離乳食の講習
時間　午後１時～２時１５分
　　　午後２時４５分～４時
対象　平成２１年１１月生まれの初めて

の子の保護者とその家族＝各
２０人（申込順。調整あり）

○南５月１７日（月）
赤ちゃん
セミナー

○１１ ○ウ５月２４日（月）

○9 

　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＝１５人（申込順）
費用　１００円（材料費）
※保育は相談に応じます。

○橋５月１９日（水）
６月２日（水）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉

○8 

　「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　乳幼児を持つお母さん
※保育あり（要予約）

○ウ４月１４日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

コールセンター
1０４２－７７０－
７７７７

　妊娠、出産、育児の知識・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
※４月３０日までに申し込んでください。

○橋
５月７日（金）
　　１４日（金）
　　２１日（金）ハロー

マザークラス
〈全３回〉 ○１６ ○藤

５月１０日（月）
　　１７日（月）
　　２４日（月）

麻しん・風しん予防接種のお知らせ
　無料で麻しん（はしか）・風しん予防接種を１回受けられます。
　対象者には、予診票など必要書類を４月中旬に送付します。

会　場　協力医療機関
※必要書類が届かない場合や、必要書類が届く前に接種を希望する人は、
電話でコールセンターへ

※１期対象の１歳児には、１歳になる月の前月末に予診票などを郵送します。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

接種期間対象（原則、保護者同伴）

２３年３月３１日まで
平成１６年４月２日～１７年４月１日生まれ２期
平成９年４月２日～１０年４月１日生まれ３期
平成４年４月２日～５年４月１日生まれ４期
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みんなの�

　スポ・レク情報�
ウェルネス通信（保

健・介護予防事業案

内）は、４月１５日号

から「広報さがみは

ら」別冊として発行

します。

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。

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

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/

県障害者スポーツ大会

対　象　平成２２年４月１日現在、１３歳以上の障害者
（内部障害を除く）

申し込み　直接か電話、ファクス、Ｅメールで、５
月６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

市体育協会からのお知らせ

市民選手権大会

対　象　市内在住か在勤・在学の人
申し込み　①～④は市体育協会にある申込用紙を、

⑤ははがきに住所、氏名、年齢、電話番号、
種別を書いて、各申込期限までに同協会へ

※種別など詳しくはお問い合わせください。

初・中級テニス教室〈全５回〉
日にち　５月９日～６月６日の毎週日曜日
　　　　〈予備日６月１３日（日）・２０日（日）〉

会　場　淵野辺公園テニスコート
対　象　①中学生以上の人＝各１２０人（抽選）
　　　　②小学校５・６年生＝各４５人（抽選）
　　　　③小学校１～４年生＝各１２０人（抽選）
申し込み　市テニス協会ホームページか、往復はが

き（１枚に１人）に、住所、氏名、性別、年
齢、電話番号、希望時間、テニス歴を書いて
４月１５日（必着）までに、市体育協会へ

民踊新譜講習会
日　時　４月１７日（土）午後３時～４時３０分
会　場　市民会館第１会議室
費　用　５００円
※希望者は直接会場へ

スポーツチャンバラ講習会

※希望者は直接会場へ

費　用時　間種　別

各８，５００円
（中学・高校生・
６０歳以上の人は
各７，５００円）

Ａ・Ｃ（１５０分）①一般

各３，０００円
Ａ・Ｂ・Ｄ（６０分）②ジュニア

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（６０分）③キッズ

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

元気高齢者向け 筋力向上トレーニング教室〈全１２回〉
電話番号会　場時　間日にち

０４２－７７２－０５４１
（午前１０時～午後６時）

※木曜日を除く

コナミスポーツクラブ橋本
（緑区西橋本５－１－１）

午前１０時１５分
　～１１時４５分

５月１２日～７月２８日の
毎週水曜日 ０４２－７４８－６６１１

（午前１０時～午後６時）
※金曜日を除く

コナミスポーツクラブ相模大野
（南区南台３－１－２７）

午後１時　　
　～２時３０分

対　象　市内在住の６５歳以上で運動に支障がない人＝各１０人（抽選）
費　用　各６，０００円
申し込み　電話で４月１５日までに各施設へ
※この事業は民間スポーツジムが開催し、市が支援しています。

会　場日にち催し名

県立体育センター
（藤沢市）６月６日（日）卓球・サウンドテー

ブルテニス

くすりの相談
日　時　４月１５日（木）午後１時３０分～３時
会　場　市薬剤師会会議室
　　　　（ウェルネスさがみはら６階）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市薬剤師会　1０４２－７５６－１５０２

測って気づく健康相談

　健康相談と、体脂肪率、内臓脂肪レベル、
血管老化度などの測定
日　時　５月７日（金）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　ウェルネスさがみはら
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
中央保健センター　1０４２－７６９－８２９５

アルコール家族教室
　症状の理解や対応について学びます。
日にち　４月２８日、５月２６日、６月２３日の水

曜日
時　間　午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　アルコール依存症の人とその家族な

ど＝各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

高齢者よい歯のコンクール
日にち　６月１３日（日）
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住の７０歳以上で平成２２年４月

１日現在、２０本以上歯がある人
※希望者は市歯科医師会会員診療所に連絡し、
４月５日～５月７日に審査を受けてください。

お問い合わせ　市歯科医師会　1０４２－７５６－１５０１

こころの電話相談
　心の病の治療・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

相談日時　月～金曜日 午後５時～１０時
申込期限
（必着）会　場日　時種　目

４月１６日

総合体育館５月２日（日）
午前９時

①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１１日（火）・
１２日（水）
午前９時

②ゲートボール

４月３０日相模原麻溝
公園競技場

５月２２日（土）・
２３日（日）
午前８時

③陸上競技
（一般・高校
生・中学生）

５月７日総合体育館５月３０日（日）
午前９時３０分

④剣道（一般・
高校生・中学生）

一般
４月２８日
高校生
５月２０日

北総合
体育館

一般＝５月１６日
（日）午前９時、
高校生＝６月５
日（土）午前９時

⑤卓球（一般・
高校生）

発熱相談センターを廃止
　発熱相談センターは、３月末で廃止しまし
た。新型インフルエンザに関する相談は、疾
病対策課へ。最新情報は市ホームページをご
覧ください。

お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８３４６

会　場日　時

総合体育館４月２日（金）午後７時～８時３０分

北総合体育館４月３日（土）午前１０時～１１時４５分

骨髄バンク休日ドナー登録会
　問診、採血など簡単な手続きがあります。
日にち　４月４日（日）
時　間　午前１０時３０分～正午
　　　　午後１時３０分～４時
会　場　桜まつり会場（ウェルネスさがみはら前）
ドナー登録できる人
○骨髄提供の内容を十分に理解している
○１８～５４歳で健康である
○体重が男性４５㎏以上、女性４０㎏以上

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

今日から始めよう・禁煙講座
〈全２回〉

日にち　４月２１日（水）・２８日（水）
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）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番

号、「禁煙講座」と書いて、４月１５日
（必着）までにサン・エールさがみは
ら（〒２５２－０１３１　緑区西橋本５－４－
２０　1０４２－７７５－５６６５）へ

肝炎インターフェロン治療等
医療費助成制度が拡充されます
変更点
○月々の自己負担限度額が、現在の１万円・
３万円・５万円の区分から、１万円・２万
円へ引き下げられます。
○Ｂ型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療が、
助成の対象に追加されます。
○インターフェロン治療は、一定の条件を満
たすと、２回目の助成制度利用ができるよ
うになります。
申請窓口　疾病対策課、緑・南保健センター

お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８３４６
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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

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。

○○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。
○○２２日日間間とともも、、ババススのの迂迂回回運運行行がが実実

う かい

施施さされれまますす。。
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臨時駐車場
開放時間　
３日（土）

午前８時～午後７時３０分
相模総合補給廠は

午前１１時～午後６時３０分

４日（日）
午前８時～午後７時３０分
○淵野辺公園隣・横山小
学校は午前７時３０分
から
○相模総合補給廠は午後
６時３０分まで
※相模原総合補給廠への
入場は、両日とも午後
４時３０分まで

●Ｐ 

臨時駐車場�P

歩行者天国区域�
車両通行制限区域�

臨時駐輪場�

指定方向外進入禁止�
車両進入禁止�

車両通行止�
バス停留所�
乗降不可�

町田市�

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
ように、芝ざくらが花を咲かせます。
期　間　４月４日（日）～１８日（日）
会　場　相模川新磯河川敷（新戸～下磯部１.４㎞）
※河川敷駐車場の利用は、芝ざくら植栽管理協力金として５００円が必要です。
※芝ざくらの苗などを販売します。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

祝祝政政令令指指定定都都市市・・相相模模原原誕誕生生

幻想的な桜のライトアップにも注目

おおおおささわわ桜桜ままつつりり

桜のライトアップ　日にち　４月４日（日）まで
　　　　　　　　　時　間　午後６時～８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
分か、「上大島」行きバ
スで終点下車徒歩約１５分

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

お問い合わせ　
コールセンター
1０４２－７７０－７７７７

内　容日　時

文化芸能の発表や作品展示４月３日（土）
正午～午後８時

文化芸能の発表や作品展示、働く自動
車（白バイ・消防車など）の体験コー
ナーなど

　　４日（日）
午前９時～午後２時

無料巡回バス実施時間
３日（土）
午前１１時～午後６時３０分
４日（日）
午前８時～午後６時３０分

※相模総合補給廠行きは両日と
も６時１５分まで

　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（市ホームページの　イベント・
講座募集　からダウンロード可）をご覧ください。

　　　　尾根緑道さくらまつり尾根緑道さくらまつり
　町田の桜の名所「尾根緑道」がステージや模擬店でにぎわいます。

日　時　４月３日（土）午前１０時～午後５時 

　　　　　４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）

 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 

市市民民桜桜ままつつりり市市民民桜桜ままつつりり

市市役役所所ささくくらら通通りり

桜桜並並木木ラライイトトアアッッププ
期　間　４月６日（火）まで
区　間　国道１６号相模原警察署前交

差点～税務署入口交差点付近

３日 （土）午後１時～５時３０分
４日（日）午前 １０時～午後５時３０分

交通規制
交交通通規規制制・・駐駐車車場場案案内内

４４月月３３日日（土）（土）・・４４日日（日）（日）


