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相模総合補給廠⼀部返還地に南北道路が開通

JR 相模原駅北⼝に広がる在⽇⽶陸軍相模総合補給廠の一部返還地のうち、
市⺠の皆さまが利⽤できる最初の施設として、4 月 22 ⽇（⼟）に南北道路
が開通しました。
南北道路は、駅北⼝から町⽥市⽅⾯へ伸びる延⻑約 880m の道路で、開
通により、駅利⽤者のアクセス向上につながるだけでなく、この秋に開通
を予定している東⻄道路と合わせ、道路の利便性の向上が⾒込まれます。
一部返還地における新市街地形成は、相模原駅周辺地区全体の起爆剤と
しての役割が期待されており、優先的に整備を⾏ってまいりますので、今
後の市の動向にご注目ください。

◀開通式当日は、約 80 名の
ご来賓の皆さま方をお迎えし、
開通を祝いました。
イ ン ス タ グ ラ ム
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中央区Instagramキャンペーン
中央区では、スマートフォン向け写真・動画共有アプリ、
Instagram を活⽤して、中央区の魅⼒を様々な⾓度からお届け
しています。
5 月には、本市ホームタウンチームの SC 相模原との初の共同
企画「がんばれ SC 相模原キャンペーン」を開催。当選者には、
選手のサイン入りグッズをプレゼントしました。
現在、７月開始の「夏」がテーマの新キャンペーンを準備中です。
この機会にぜひフォローをお願いいたします♪
5/14~30 実施 「がんばれ SC 相模原キャンペーン」概要
① 中央区 Instagram をフォロー
② SC 相模原に関する写真に、
指定のハッシュタグ「#がんばれ
SC 相模原」をつけて投稿
抽選で選手のサイン入りグッズ
プレゼント！！
※SC 相模原の情報は、P4 にも掲載しています

フォローは
こちらから
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みらい協働プロジェクト 始動!

中央区の諸課題の改善や解決に向け、区⺠と区役所が協働で取り組
む「中央区みらい協働プロジェクト」がスタートしました。
6 月 1 日（木）には、様々な分野で活躍されている 25 名の委員にお
集まりいただき、第 1 回⽬となる実⾏委員会を開催しました。
皆さまに取り組んでいただくテーマは、社会全体の課題である人口
減少や少子高齢化（※）が進展する中、いかに区の活気を生み出すか
を念頭に「区への愛着を⾼める」、「（地域活動の）担い⼿を増やす」
としています。
今後、必要に応じ新たなメンバーも加えながら、活発な議論を交わ
し、年度内の具体的事業実施を⽬指します。
区役所では、取り組みを通じて得られた成果が区⺠にフィードバッ
クされ、様々な地域活動が活性化することを期待しています。
（※）相模原市でも「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」を策定。
諸施策を進めています。

区の将来像を描いたイラストを掲出中です

そ

ら

〜⼈とまち、宇宙をつなぐ中央区〜

中央区では、区の特色を生かした区⺠と
⾏政との協働によるまちづくりの指針と
して「中央区区ビジョン」を策定していま
す。
区ビジョンの内容を具現化したイラス
トと、区のシンボルや⾒どころを区内各所
でご紹介しています。

■相模原駅ペデストリアンデッキ

ペデストリアンデッキ上の屋根の梁や
柱、地上のバスロータリーの支柱（全高
15m）に、ラッピングを施しています。
ご自身の知っているスポットがどこに
描かれているか探してみてください。

▲JR 相模原駅のペデストリアンデ
ッキ。全高 15m のラッピングは迫
力あり。

▲窓口サービスコーナー
壁の全面にイラストをラッピング。

■窓口サービスコーナー
区役所入口左手のカウンターと壁面にイラストをラッピングしています。
この窓口サービスコーナーでは、手続きに関するご案内をしておりますの
で、ご不明な点がある際はお気軽にお声掛けください。案内担当が区ビジョ
ンイラストとともに、区⺠の皆さまを明るくお迎えします。

■ポスター

区内公共施設を中心にイラスト、シンボルマーク、中央区の歌をご紹介し

ています。お店や学校など、ポスターをご活用いただける方は、ぜひ中央区
役所地域振興課までご連絡ください。
◀掲出中のポスター
区内の見どころ情報も掲載！
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区役所機能強化のお知らせ

○交通安全

平成 29 年４⽉１⽇より、区⺠の皆さまの生活に関する
右記業務について、区役所で担当することとなりました。
これは、区役所機能の強化の⼀環として⾏うもので、区
⺠の皆さまに身近な区役所が日常生活に密着した業務を
提供することを狙いとしています。

交通要望、相談
交通安全パトロール、交通安全教室
周知・啓発活動（キャンペーン等）の実施

等

○防犯

防犯パトロール
ひばり放送、安全・安心メールの発信
周知・啓発活動（キャンペーン等）の実施

等

○路上喫煙防⽌

路上喫煙者の状況調査
周知・啓発活動（キャンペーン等）の実施

等

〇空家等対策

空家等に関する通報、相談
空家の状況把握 等

〇落書き防⽌

消去用具の貸出し、消去活動の実施
周知・啓発活動（キャンペーン等）の実施

ご活用ください

等

地域活性化事業交付⾦

地域活性化事業交付⾦は、地域の課題解決に向け、区⺠の皆さ
まが自主的に取り組む事業に対して交付されます。防災・防犯や、
環境、福祉、文化に関する事業など、地域の活性化に資すると認
められる事業が対象となります。
今年度の交付申請をご検討中の皆さまは、中央区役所地域振興
課または最寄りのまちづくりセンターまでご相談ください。

■平成 28 年度

地域活性化事業交付⾦事業報告会

平成 29 年 5 月 28 日（日）に、「平成 28 年度 地域活性化
事業交付⾦事業報告会」を開催し、全 53 事業のうち区内各地区 ▲平成 28 年度中に実施された事業が報告さ
れました。
のまちづくり会議から推薦を受けた 9 事業の報告がされました。
各まちづくり会議の委員をはじめ、100 名を超える皆
さまにご参加いただき、活発な意⾒交換が⾏われました。

▲質疑応答では、活発な意 ▲会場後方では、事業の制
作物等の展示コーナーも。
見交換が行われました。

また、会場では事業の様子や制作物の展示コーナーを
ご用意し、お互いのアイデアを共有しながら、今後の取
り組みの参考としていただきました。

イベント情報（6 月・7 月）

○道保川公園 夜間特別開放
6/3（土）〜18（日）
道保川の⽔源と横⼭丘陵の⾃然を⾝近に感じることができます。
公園の沢にはホタルが⾒られます。
○清新ふるさとまつり
7/22（土）、23（日）
お化け屋敷や模擬店のほか、盆踊り大会や花火も予定しています。
○上溝夏祭り
宵宮：7/22（土）、本宮：7/23（日）
上溝地区に江⼾末期から伝わる歴史と伝統のある祭り。
御輿と⼭⾞が練り歩く様は圧巻です。
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▲上溝夏祭り
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SC 相模原「大好き！中央区 DAY」が今年も開催されました！
本市ホームタウンチーム SC 相模原の区⺠謝恩企
画「大好き！中央区 DAY」が開催（5/14）されま
した。今年は初の取り組みとなる区⺠の皆さまの無
料招待や、サッカー教室等が⾏われました。
試合前には、中央区の応援グループ「さくら咲く
ボーイズ 39」と合唱グループ「東小コーラス K 」、
「きさらぎ」による中央区の歌とダンスのパフォー
マンスや、ゴスペルグループ「GALAX‑SING」によ
るゴスペルアレンジの中央区の歌が披露されまし
た！
試合は惜しくも引き分けでしたが、当日は 3,898
人が声援を送りました。
区 内 在 住 の３選 手 ︒左 から 岡 根 選
手︑工藤選手︑辻尾選手︒
◀

■

▲（左下）さくら咲くボーイズ 39 と合唱グループの皆
さん。中央区の「Ｃ」ポーズ！
区⻑表敬訪問 （右下）ゴスペルグループ GALAX‑SING の皆さん。

試合に先⽴ち、チームの皆さまが区役所を訪れ（5/8）、区⻑に試合
への意気込みを報告しました。
区⻑からは、中央区の新春恒例イベント「上溝だるま市」にちなん
で、特別にチームカラーの緑にカラーリングした必勝だるまを贈呈し、
チームの皆さまを激励しました。
「大好き！中央区 DAY」当日は、惜しくも引き分けとなりましたが、
５月 28 日（日）のホームゲームでは、今シーズン無敗の栃木ＳＣを破
り⽩星。勝利を記念して、だるまの⽬⼊れをしていただきました。

だ る まの右 目 を 入 れ て
いただきました︒
◀

目入れを終えただるまは、市役所本館１階ロビーに展示しておりま
すので、ご来庁の際にはぜひご覧ください。

今後の区⺠デー
◆ 緑区
6 月 18 日（日）
◆ 南区 11 月 19 日（日）

対 藤枝 MYFC
対 FC 東京 U‑23

※いずれも、試合会場は
相模原ギオンスタジアム

聞いてみよう、歌ってみよう「中央区の歌」

「あかるい町に花あふれ〜♪」
中央区の歌は、歌詞フレーズから楽曲まで広く募集し、区⺠の皆さまとともに
制作しました。作詞・作曲ともに区内在住の方の作品です。
区内各まちづくりセンター、公⺠館で「中央区の歌」の CD を貸出しておりま
すので、サークル活動や地域の会合の際に、ぜひご活用ください。
中央区ニュースレター
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