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7つ の地区ごとに

南
区

7 地区
プロフィール

特徴を生かした

古淵駅

若い皆さんにもまちづくりに
関心をもってほしい！

大野中
まちづくりセンター

若者と地域、学校や行政のそれぞれが必要とする心得やマ
ナーが詰まった冊子です。若者のみならず、まちづくりに興

大野中

味がある方は是非ご覧ください。 まちづくりのトリセツ

まちづくりを進めています

麻溝
まちづくりセンター

129

相模
大野駅

大野南
まちづくりセンター

原当麻駅

麻溝

大野南

相模台

●南区のまちづくりについて

相模台
まちづくりセンター

まちづくりの方向性や地域
の課題を検討する南区区民
会議や、各地区の課題解決に
取り組むまちづくり会議で
の議論を踏まえ、地域の特性
や特徴を生かしたまちづく
りを進めています。

Minami-ward
Guide Map

湧

～愛着と誇

468

東林
まちづくりセンター

は大型店を中心に商業地域が形成
されています。毎年秋、
駅周辺では
「相模原よさこいRANBU!」が行わ
れ、
リズミカルな音楽と華麗な踊りに
7万人を超す観客が酔いしれます。

相武台
まちづくりセンター

新磯
まちづくり
センター

7 つ のが風躍 動・す響
指して～
るまちを目

りを持って

境川を隔てて東京都町田市と接す
る緑の豊かな地区です。
ＪR横浜線
古淵駅に近接する国道16号沿いに

東林

新磯
相武台下駅

き あう 南 区

き お こ る

小田急
相模原駅

相武台

大野中地区

東林間駅

下溝駅

、区 民

麻溝 地区

相模 台地 区

市立相模原麻溝公園や相模川
周辺などは、緑豊かで史跡や
景勝地も多く、自然を満喫で
き る 地 区 で す。近 年、
「相 模 原
愛川インターチェンジ」の開
通によって、都市基盤整備の
進展が期待されています。

自治会を中心に、防犯・防災活 動や
交通安 全運動、美化運 動、夏祭りな
どの地 域活動 が活発 に行わ れてい
ます。また、毎年秋に開催される「お
ださがロードフェスタ」では、小田急
相模原 駅周辺 を会場に仮装 パレー
ドや各種ステージなどが催され、多

大野南地区
相模原市の南の玄関口として
発展し、区内で最も人口が多
く、区役所やパスポートセン
ターが設置されている南区の
中心的な地区です。
「相模大野
アートクラフト市」など、市民
の手によるイベントも盛んに
行われています。

くの来場者で賑わいます。

第9回 南区 私のイチ押し写真

住宅地として、また商業地と
して発展してきた地区です。
毎年夏に開催される「東林間
サマーわぁ！ニバル」には、毎
年10万 人 以 上 の 来 場 者 を 迎
え、東林間駅前は阿波踊りの
踊り手と、観客で埋め尽くさ
れます。

小田急線相武台前駅北口には
商店街が広がり、
大規模な集合
住宅が多い地区です。
自治会加
入率も高く、コミュニティ豊
かなまちづくりが進められて
います。

「勝坂 式土
水田 地帯 や相 模川、
る「勝 坂 遺
れ
ら
知
で
名
の
器」
跡」など、自然 と文 化を 満喫 で
きる 地区 です。毎年 春に 開催
され る「相 模の 大凧 まつ り」に
は県 内外 から 多く の観 光客 が

詳しくは区の
ホームページを
ご覧ください

東林地区

相武 台地 区

新磯 地区

訪れています。

● 大賞『花の谷』撮影者：境

みのるさん
撮影地：麻溝地区
● イチ押し人気投票賞 1点 ● 地区優秀賞 7点

2021年4月発行 ／ 2022年4月広告変更

1

子どもはもちろん、大人も満足で

南区の公園 & 名所

きる公園や、憩いの場所を紹介し
ます。休日は家族そろってお出か

子育て

3

1

C-2

D-1

生活困窮者自立支援相談窓口

自治会について

失業等で生活にお困りの方、
生活が不安定な方か
ら相談を受けて生活状況や課題に合った支援を
行います。☎042-701-7717

●見つけてみよう！万葉集

●子育て広場

生活保護

自治会は、地域に住む方々が日常生活において、
その地域の課題を協働・連携し自ら解決して、
より住みやすいまちづくりを推進するため、次
のような活動を行っています。

木もれびの森内にある相模原中央緑地では万葉
集に出てくる12種類の植物の歌を歌碑で紹介し
ています。歌碑を探しながら森を探索すると、楽
しさ倍増です。

研修を重ねたスタッフが運営する「子育て広場
たんと」をはじめ、こどもセンターや保育所で
も子育て広場を開設しています。

高齢、病気、離婚や失業など様々な事情で生活に困窮した場合
に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な
最低限度の生活を保障するとともに、自立を支援する制度です。

●ふれあい親子サロン

◎南生活支援課 ☎042-701-7720

D-2

かつて木もれびの森周辺は
「相模野」
と呼ばれ、
原野の広がる入
会地
（共同の草刈場）
でした。
江戸時代の新田開発により一部が
農地として開墾されましたが、
水の便が悪く土地が痩せていた
ため、
農作物があまり育たず、
クヌギ、
コナラなどの植林が行わ
れるようになりました。
伐採した木は薪や炭などの燃料、
落ち
葉は肥料にと、
人々の生活に密接に関わってきました。
こうし
てできた雑木林の名残りが木もれびの森です。

こどもセンターで月1回（8月を除く）、保健師や
保育士などのスタッフが、親子遊びや身体計測
などを行っています。

●探してみよう！動物や植物

障害のある方の相談

エナガ
は

タヌキ

ニリンソウ

オドリコソウ

け

2 八景の棚

3 相模原麻溝公園

B-3

眼下には相模川の清流、正面には雄
大な丹沢山系が一望でき、180度の
パ ノ ラ マ を 楽 し め ま す。1935年、
「県下名勝史跡45佳選」
に選定された
絶景スポットで、
近年では夜景スポッ
トとしても有名です。

子育ての手助けを受けたい方と行いたい方に会
員となっていただき、お互いを結びつけて、子ど
もの預かりや送迎といった地域の方からの手助
け（有償）を受けられるようにする制度です。

B-2

県立相模原公園とともに市民に親しま
れている相模原市を代表する公園で
す。晴 れ た 日 に は、丹 沢、多 摩 丘 陵、横
浜、湘南の大パノラマが広がるグリー
ンタワー相模原があり、ふれあい動物
広場ではポニー乗馬を体験できるほ
か、ウサギやヤギ、モルモットなどとふ
れあえ、ファミリーで楽しめます。

4 三段の滝

遊びを通して、
児童の健康を増進し、
豊かな情緒を育むため
に設置した、
子どもたちが誰でも遊べる施設です。
v ※乳幼児
には必ず保護者の付き添いをお願いします。

遊戯室、
幼児室、
図書室、
児童クラブ室、
集会室な
どがあります。

●児童館

高齢者や介護家族などが抱える医療・福祉・介護
に関する悩みや不安などについて、
身近な地域で
相談を受け付ける窓口です。
介護保険や在宅サー
ビスの申請代行や高齢者虐待に関する相談、
介護
予防に関する教室を開催しています。
相談は無料
です。

9
月 東林間サマーわぁ！ニバル

（麻溝地区）

（東林地区）

2
月 相模大野で福は内

相模原よさこいRANBU!

広報さがみはらがいつでも手軽に読める便利な
アプリ、
「マイ広報さがみはら」をぜひご利用く
ださい。

3
月 相模原クロスカントリー大会
（麻溝地区）

●平

●日曜日、
祝日等：午前9時～翌午前9時

相模原口腔保健センター

☎042-756-1501（要事前連絡）
ゴールデンウィーク及び年末年始の昼間の急な歯の痛みに
対応します。
なお、
日曜日の午前中に対応できる場合もござ
いますので、
事前にお問い合わせください。
●受付時間
午前8時45分～午前11時30分
午後1時15分～午後4時30分
●住所 中央区富士見6-1-1
（ウェルネスさがみはらB館2階）
●交通 JR相模原駅からバスで「市役所前」下車すぐ

さまざまな市民活動においてボランティアの皆
さんが安心して活動できるよう、万一の事故に
備えて設けられた補償制度です。詳しくは市民
協働推進課までお問い合わせください。
◎市民協働推進課 ☎042-769-8226

ボランティアセンター

休日当番柔道整復施療所案内

ボランティア活動をしたいという方とボランティア
の支援を必要とする方のご相談をお受けしています。

☎0120-19 - 4199
●日曜日、祝日等：午前9時～午後5時

◎南ボランティアセンター ☎042-765-7085

（相武台地区）

相模原市菊花競技会
相模大野アートクラフト春の市

（麻溝地区）

11 相模大野アートクラフト秋の市
月 （大野南地区）

5 相模の大凧まつり
月 （新磯地区）

新磯ざる菊花見会
（新磯地区）

クレマチスフェア
（麻溝地区）

勝坂遺跡縄文まつり
（新磯地区）

6 アジサイフェア
月 （麻溝地区）

12 相武台
月

ウィンターイルミネーション

7 相模川鮎友釣り大会
月 （麻溝地区）

（相武台地区）
（11月末～1月末）

8
月 相模川帆かけ舟実演会

（新磯地区）

相武台下駅前イルミネーション
（新磯地区）

キャンプ座間日米親善盆踊り大会
（相武台地区）

自宅で生活が可能な場合は帰宅

優先①安全な親戚・知人宅や
自治会館等
優先②風水害時避難場所
洪水や土砂災害等が発生する
おそれがある場合に危険から
逃れるための場所
優先③屋内安全確保
家の中の安全な場所にとど
まること。

一時避難場所…地震に伴う火災等の災害が近隣に発生した
場合、
一時的に避難し、
災害の推移を見守るための空き地、
小公園、
学校などの場所。
（各自治会が指定）
大規模な火災が発生したとき

広域避難場所…地震発生時において、
同時多発の火災
が発生し延焼拡大した場合、
住民が火煙やふく射熱におか
されることなく生命、
身体の安全を確保できる場所。

自宅での生活ができない場合

①市税の証明、
原動機付自転
車などの登録・廃車手続き
②市税の納付・納税相談

南市税事務所
①☎042-749-2161
（証明班）
②☎042-749-2163
（収納整理班）

市民税の課税など
固定資産税・都市計画税
の課税など

市民税課

☎042-769-8221

●ローリングストックについて知っておきましょう

資産税課

☎042-769-8223

日頃から自宅で利用しているものを少し多め

国税
（所得税・法人税など）
相模原税務署 ☎042-756-8211
について
国民健康保険について
①国民健康保険に関する
お問い合わせ
（納税相談以外）
②納税相談

国保年金課
①☎042-707-8111
（相模原市国民健康保険コールセンター）
②☎042-769-8234
（国保年金課 収納班）
南区役所区民課※ ☎上記参照
各まちづくりセンター※ ☎上記参照

国民年金について

国保年金課※
☎042-769-8228
相模原年金事務所 ☎042-745-8101
南区役所区民課※ ☎上記参照
各まちづくりセンター※ ☎上記参照

避難所…地震や土砂災害等で家が倒壊、
焼失した被災者等に救援措置を行うための施設で小・中学校等を指定
※親せき・知人宅など、
避難所以外に避難できる場所があれば、
そちらへの避難も検討しましょう。

救護所…災害時に応急手当を中心とした医療救護活動を行う場所

備蓄

に備えることで、災害時にも自宅等で普段食

食べる

べ慣れている物を食べることができるため安
心できます。常に最小限備えるべき品目・量
を保ちながら、多めに備えているものを日常

毎月●日は
非常食を
食べる日！

の中で消費し、補充していくため、特別な準備
は必要ありません。これを「ローリング（回転

買い足し

させながら）ストック（蓄える）
」
といいます。

詳しい避難方法や非常持出品については

相模原市 防災ガイドブック

南区で

しよう！
物
お買い

「地域の誰もが想うふるさとづくり」を目的に
始められたイベントで、
各チームが工夫を凝ら
した衣装を身にまとい、
オリジナルの曲に合わ
せ、
路上などの特設ステージでくりひろげるエ
ネルギッシュでダイナミックな踊りが特徴で
す。また、総勢1,000人を超える全参加チーム
での総踊りは迫力満点で、
観客も思わず引き込
まれてしまいます。

相模大野駅
エリア
相模原市の中心商業地として位置づ
けられた買い回り機能が高い商業地
です。駅ビルである相模大野ステー
ションスクエアやボーノ相模大野と
いった大型複合施設があります。ま
た、相模大野コリドー通り、女子大通
り、銀座通り、南新町通りを中心とし
た商店街があり、
まち全体が活気づい
ています。

東林間駅
エリア

9月

10月

都心へのアクセスも良く、住宅地
として、また、商業地として発展
してきました。駅周辺には東林間
商店街があり、個性豊かな店舗や
地域に根ざした「東林間サマー
わぁ！ニバル」などの様々なイベ
ントで賑わっています。

小田急相模原駅
エリア

「地域一体となって盛り上がれる新た
なお祭りを」と地元の有志たちが実行
委員会を立ち上げた『おださがロード
フェスタ』を2014年から行っていま
す。近年では会場であるラクアルオダ
サガ、ペアナードオダサガの周辺道路
を歩行者天国にしてパレードを行う
など、
街全体が賑わっています。

駅周辺の再開発によって、ラクア
ル・オダサガとペアナードオダサ
ガの2つの新たな商業施設ができ
ました。
さらにその先には約1,000
メートルの商店が切れ間なく連な
るサウザンロード相模台商店街が
あり、
多くの人で賑わいます。

相武台前駅
エリア
駅周辺は座間市と隣接していま
す。このエリアは「虹をかける街
相 武 台」と し て2つ の 市 が 共 存
してお買い物が楽しめるように
取り組んでいます。

古淵駅 エリア

※例年は8月に実施します。

10月
クレマチスフェア
相模原麻溝公園で230種類、約8,000株の色
鮮やかなクレマチスが咲き誇る日本有数の
規模です。クレマチスフェアではクレマチ
ス販売やボランティアコーナーなど、様々
なイベントが催され、市の内外から、たくさ
んの人が訪れます。

9月

5月

（大野南地区）

クリスマス・ゴスペル・ライブ
（大野南地区）

南区には、様々な商店街があり、多くの商店街が地域の方と一緒に
地元を盛り上げています。相模原市ではそんな熱意ある商店街を応
援しています。
是非、近所の商店街でお買い物を楽しんでください。
さがみっくす

『mangez/モ ン ジ ェ』は フ ラ ン ス 語 で
「食べる」の意味。
「フード＆ミュージッ
クフェスタ」と題した食と音楽のイベン
トです。会場ではプロのミュージシャン
によるステージライブが行われ、屋台で
は相模大野の飲食店が“本物の味”を合
言葉に腕を振るった美味しい料理の
数々を提供し、開放的な雰囲気の中で楽
しめます。

相模大野コリドー通り
イルミネーション

身近な買い物の場となる
商店街と広域集客力のあ
る大型店や国道16号ロー
ドサイドショップの融和
した、市内でも有数の商業
地です。

元気な商店街

相模大野もんじぇ祭り

（相武台地区）

（大野南地区）

☎042-741-2420
☎042-776-6511
☎042-749-6623
☎042-702-5514

相模原よさこいRANBU！

相武台芸術祭

相模原薪能

マイ・
タイムライン

風水害

各種証明書発行のみ

1992年に地域の振興と交流を目的として始められた
イベントで、阿波踊り
（いきいきしたちびっこ連の踊
り、
可憐な女踊り、
激しい男踊り等）
が実施されるほか、
商店街による模擬店なども行われます。
地元阿波踊り
6連に加え、本場徳島や東京の高円寺など友好連の参
加もあります。また、飛び入り大歓迎の｢にわか連｣な
ど、踊り手のみならず、
イベントに訪れる方々も一緒
に楽しむことができます。

（大野南地区）

地震
家火
屋災
がが
倒延
壊焼
す拡
る大
なす
どる
自お
宅そ
でれ
生が
活無
がい
で場
き合
なで
い、
場
合

大沼連絡所
大野台連絡所
上鶴間連絡所
相模大野駅連絡所

東林間サマーわぁ！ニバル

さがみおおのハロウィンフェスティバル

（大野南地区）

東林まちづくりセンター
☎042-744-5161

おださがロードフェスタ

（東林地区）

在日米陸軍キャンプ座間桜まつり

相武台まちづくりセンター
☎046-251-5373

（大野南地区）

（麻溝地区）

災マップ等で確認し、
「いつ、どこに、どのように」避難をするのか、予め決

※一部お取り扱いできない業務があります。

5月

造形
「さがみ風っ子展」

おださがさくら祭り

相模台まちづくりセンター
☎042-744-1609

●土曜日：午後1時～翌午前9時

江戸時代から続く伝統行事で、5月4、5
日の2日間、新磯地区の相模川河川敷で
大凧揚げが行われます。最大で一辺の長
さが約14.5ｍになる8間凧は、毎年揚げ
られる中で日本一を誇ります。

（新磯地区）

おくことが重要になります。自宅周辺などに危険がないか、さがみはら防
めておくマイ・タイムラインを作成してみましょう。

新磯まちづくりセンター
☎046-251-0014

日：午後5時～翌午前9時

相模の大凧まつり

10 おださがロードフェスタ
月 （相模台地区）

新磯桜まつり

地震や風水害、それぞれの災害ごとで避難行動や避難する場所は変わって

さがみはら
防災マップ

麻溝まちづくりセンター
☎042-778-1006

休日や夜間に急病になったときは、メモの用意をして相模
原救急医療情報センターへ電話をしてください。診療可能
な医療機関をご案内します。

9月

相模大野もんじぇ祭り

●避難所や緊急避難場所についてはチェック済みですか？
きます。予め、どんな災害にどのように行動し、避難をするのか確認をして

●証明書発行・手続き

戸籍について
住民登録、
印鑑登録、
各種証明書について

（大野中地区）

（大野南地区）

4
月

●児童登下校時の見守りや防犯パトロール、防犯啓発活動
などの防犯活動

☎042-756-9000

市民活動サポート補償制度

遊戯室、図書室、集会室などがあります。

地域包括支援センター（愛称：高齢者支援センター）

1
月 さがみはら元旦マラソン

●スマートフォンアプリ「マイ広報さがみはら」

相模原救急医療情報センター

「たすけ」を必要とする市民活動団体（ニーズ情
報）と「たすけ」たい市民（人材情報）をつなげる
マッチングシステムです。登録された情報をも
とに「たすかるバンク」でマッチングし、条件が
あった人と団体を紹介しています。
◎さがみはら市民活動サポートセンター
☎042-755-5790

●こどもセンター

お 祭り・イベント

族を守るために
「減災」
に取り組みましょう。

●活動を支えるための地域コミュニティの形成を目的とし
た、
お祭りや文化・レクリエーション活動

救急・健康

さがみはら市民活動人材ネット
「たすかるバンク」

高齢者

の
南区

備えや防災訓練に参加するなど、災害から自分や家

大野中まちづくりセンター
☎042-742-2226

市民による自主的・非営利の社会貢献活動を支
援する拠点として、市民活動に関する相談の受付
や情報発信、会議室の提供などを行っています。

児童厚生施設

1933年に造られた鳩川隧道分水路は、
段丘上からの放流の勢いを緩衝す
るための段差が三段あることから
「三段の滝」
と呼ばれ、
1988年に新たに鳩
川分水路ができると、
その上流に
「新三段の滝」
が完成しました。
この付近は
散策路や展望広場を設けて
「相模川散策路」
の一部として整備されています。
また相模川河畔の景勝地であり、
ここから相模川を望む眺めは必見です。

害を減らすこと）は可能です。日頃から備蓄などの

南区役所区民課
（毎月第2・4土曜日は午前８時30分
から正午まで開庁します）
☎042-749-2131

☎042-755-5790

B-3

被害をなくすことも非常に困難ですが、
「減災」
（被

窓口開庁時間：午前8時30分～午後5時（ただし土・日、祝日等を除く）

さがみはら市民活動サポートセンター

子ども

防災

日頃から防災訓練に
参加しましょう

地震や台風などの自然災害は避けることは難しく、

市民活動・地域活動

ファミリー・サポート・センター

もしもの時に備えてしっかり準備しよう
●「減災」に取り組みましょう

●ごみ・資源集積場所の管理や定期的な地域清掃、公園等
の花壇作りなどの美化活動

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳の交付やそれに伴うサービス、各種相談を
受ける総合的な窓口になります。
◎南高齢・障害者相談課 ☎042-701-7722
（身体・
知的福祉班）☎042-701-7715
（精神保健福祉班）

妊娠中や子育て中の方が、安心して出産や育児
ができるように、お子さんの成長に合わせたタ
イムリーな情報を、3歳になるまでLINEで提供
します。

コールセンターでは市の手続き、施設やイベントのご案内な
ど身の回りの「？」にお答えします。

●災害時などのいざというときに自ら地域を守りお互いに
助け合う自主防災活動

障害者

さがみはら子育てきずなLINE

●相模原市コールセンター

自治会

乳幼児とその保護者や妊娠中の方とその
家族が仲間と交流したり、気軽に相談が
できる場を提供しています。

4
C-1

福祉

親子が集える交流の場

2

けはいかがですか。

木もれびの森

学んだり 相談したり 参加したり… 南区で イキイキと暮らそう

※例年は8月に実施します。

さがみおおの
ハロウィンフェスティバル
ハロウィンをテーマに仮装やフェイスペイ
ントをした子どもたちが、友達や家族と一
緒に、相模大野のマップを見ながらチェッ
クポイントを廻り、お菓子や風船をもらう
ポイントラリー形式のイベントです。

sagamix

さがみはら市民朝市

さがみはらアンテナショップ

市内で採れた新鮮な野菜や卵の他、パン・豆腐・こん
にゃくをはじめ、和菓子などさまざまな種類の商品が
並ぶ朝市です。相模原市民朝市運営協議会主催のも
と、南 区 で は 毎 月 第1・
3日曜日に南区合同庁舎
正面駐車場で開催され
ています。

相模大野駅北口から徒歩3分、ボーノ相模大野内にあ
ります。採れたての野菜・卵、素材にこだわったパン、
市内の伝統ある酒蔵のお酒、お土産に最適なお菓子
など、相模原市が誇るこだわり商品を取り揃えたアン
テ ナ シ ョ ッ プ で す。
日常やお土産に 、地
元さがみはらがあふ
れる商品のご提案を
目指しています。

4月～9月：午前7時～8時
10月～3月：午前8時～9時

南区

文化 ・歴 史 探訪

相模原麻溝公園＆県立相模原公園

南区おすすめスポット！

相模原麻溝公園では、
高さ55ｍのグリーン
タワー相模原があり晴れた日には、丹沢、
多摩丘陵、横浜、湘南の大パノラマが広が
ります。
また、
5月頃から咲き始めるクレマ
チス（約230種8,000株）と梅雨の季節の
定番アジサイ（約200種7,400株）が有名
で、それぞれが咲く季節にはフェアが催さ
れ、大勢の来場者で賑わいます。また、隣接
している県立相模原公園は、花や緑の情

全国的に貴重な遺跡や歴史的な
建造物が残る、
南区の文化・歴史を紹介します。
南区に来たら是非
来たくなるおすすめスポット
を一挙紹介！！

史跡勝坂遺跡公園
「勝 坂 遺 跡」は 縄 文 時 代 中
期（約5千年前）の大集落跡
で、我が国の歴史上で重要
であることから、国指定史
跡となっています。縄文集
落の雰囲気を再現した竪
穴住居は一見の価値あり
です。 B-3

◆◆◆

南 区 プ ロ フ ィ ー ル

B-2

報発信拠点として活躍しています。花々
が噴水を縁取るかのように咲く「虹の花
壇」や、118品 種 約26,000株 の ハ ナ シ ョ
ウブが咲き競う「水無月園」などがあり、四
季を通じて花が絶えることはありません。
この公園のシンボルが、
「サカタのタネグ
リーンハウス」です。大きな温室で熱帯植
物が観賞できるほか、映像ホール、ギャラ
リーなど、多彩な施設が揃っています。

檜原村

南区は、大規模な商業地が形成されるとともに、公園や

八王子市

緑地など憩いの場が充実した地域で、
面積は38.1平方キ
上野原市

ロメートル、
市域の11.6％の面積を占めています。

町田市

相模原市

相模大野駅周辺では、
土地区画整理事業や米軍施設の跡
道志村

地利用が行われたことにより、
商業・業務施設や高層住

中央区

緑区

南区

愛川町

宅、文教施設などの多様な機能が集積し、本市の中心市

大和市

清川村
厚木市

街地の一つとして発展してきました。

座間市

山北町

また、
区中央部の木もれびの森や県立相模原公園、相模

古淵駅
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原麻溝公園などの緑、相模川沿いの田園地帯など、
豊か

相模女子大学
グリーンホール

相模の大凧センター
（れんげの里あらいそ内）
迫力満点の相模の大凧や世界の
凧の展示のほか、
凧に関する資料
展示や大凧の製作過程ビデオの
上映があります。 B-4

北里大学アクアリウムラボ
～北里大学海洋生命科学部ミニ水族館～

D-2

相模女子大学グリーンホール
（相模原市文化会
館）は、舞台芸術の発表および鑑賞の場として
1990年にオープンしました。
大ホールではコン
サートはもちろんのこと、バレエ、ミュージカ
ル、演劇、舞踊など様々なイベントを開催して
います。また、多目的ホールではコンサートの
ほか、
絵画などの展示会場等としても利用でき
ます。 ☎042-749-2200

ユニコムプラザさがみはら

D-2

旧中村家住宅
全国的にも珍しい幕末期
に建てられたとされる和
洋折衷住宅です。10年の歳
月をかけ完成したと伝え
られています。二階外壁の
なまこ壁・縦長のガラス窓
は珍しく、
必見です。

相模原ギオンスタジアム

B-4

当麻山無量光寺
時宗の開祖、一遍上人のゆか
りの古刹です。現存している
「山 門（高 麗 門）」は 市 指 定 有
形文化財になっています。ま
た、自 然 美 あ ふ れ る 境 内 は
「かながわ景勝50選」に選ば
れました。 A-2

B-2

相模原市立市民・大学交流
センター、
通称
「ユニコムプ
ラ ザ さ が み はら」で す。市
民と大学が連携して、福祉、
健康、環境等、様々な分野
に関する地域の課題解決
や活性化に取り組んでい
ます。ミーティングルーム
等の貸出も行っています。
☎042-701-4370

B-2

相模原ギオンスタジアムは、日本陸上競技連盟第 2 種公認の全天候型舗装
400m トラック、サッカー・ラグビー等の公式試合が行える常緑の天然芝
フィールド、夜間照明設備を兼ね備えています。東京2020 オリンピック競
技大会のブラジル代表女子サッカーチームの事前キャンプでも使用を予定し
ています。
☎042-777-6088

相模原ギオンアリーナ

ノジマ相模原ライズ
（アメリカンフットボール）
前身チーム（オンワードオークス）の解散
から、当時の所属選手が中心となり2009
年3月に新たに結成したクラブチームで
す。
「ライズ」という名前には「陽はまた昇
る」というメッセージが込められていま
す。アメフトの日本最高峰Xリーグで日本
一を目指し戦っています。

女子美術大学
アートミュージアム

な自然もあります。
大野中

B-2

創立100周年を記念し、2001年に相模
原キャンパスに設立した美術館です。
女子美術大学出身の作家や、教員、女子
美染織コレクションを中心に、15,000
点にのぼる作品を収蔵し、年6～7回の
企画展を開催しています。
☎042-778-6801

相模原市立市民健康文化センター

B-2

B-2

「健 康 増 進」
、
「創 造 活 動」
、
「ふれあい」の3つのコンセ
プトをもとに、子どもから
お年寄りまで幅広い世代
が 運 動、文 化、レ ク リ エ ー
ション活動など多彩な目
的に利用できる施設です。
☎042-747-3776

市民のみなさまに親しみをもって気軽
にスポーツを楽しみ、
健康で明るい生活
を送っていただくために作られた施設
です。
1981年11月にオープンし、
2009
年10月にリニューアルしました。東京
2020オリンピック競技大会のブラジル
代表女子バレーボールチームの事前
キャンプでも使用を予定しています。
☎042-748-1781

みんなの元気！

北里大学相模原キャンパス内に
あるミニ水族館です。将来水族館
や博物館の職員を目指している
有志の学生が企画・運営してい
ます。
開 館 時 間 月 曜 ～ 金 曜 午 前10時
～午後4時
（入館無料）
※学生スタッフによるガイドを
希望する場合には、海洋生命科学
部事務室（☎042-778-7919）に
お問い合わせ下さい。

交通について
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原当麻駅

区域周辺部をJR横浜線、
JR相模線、
小田急小田原線と江

大野南

麻溝

ノ島線が通り、
各駅を中心にバス路線が整備されていま

下溝駅

小田急
相模原駅

す。
近年では圏央道相模原愛川インターチェンジが設置
されるなど、
さらに利便性が高まっています。

（ラグビー）

1971年 に 創 部 し、2007年 に ラ グ ビ ー
トップリーグへ昇格したのを機に現在の
チーム愛称としました。
ダイナボアーズと
はダイナミック（DYNAMIC）とイノシシ
（BOAR）の 造 語 で
す。現在は日本ラグ
ビー最高峰のリー
グで頂点を目指し、
心技体に磨きをか
け、前へ前へと走り
続けています。

新磯

相武台下
駅

人口・世帯

282,375人 ／134,535世帯 （ 2021年10月1日現在 ）
南区の頭文字である「み」の文字をモチーフに、都会的洗練と自然の穏やかさ、若々し
い活発さと大人の落ち着き、伝統と未来といった、複数の要素が互いに影響しながら、
街やコミュニティが豊かに発展していく様子を表しました。区のカラーは、南区が持
つ様々な調和をイメージし、クリーンな印象で誰もが共感しやすい「南区ブルー（緑味
のあるブルー）
」
としました。

（サッカー）

ノジマステラ
神奈川相模原

元サッカー日本代表選手の望月重良氏が
2008年に設立。
2014年にはJ3リーグへ
の参入を果たし、わずか6年で本市初のJ
リーグクラブとなりました。ホームゲー
ムに多くの観客を集めるなど、市民に愛
されるクラブで
す。2020年に念
願のJ2リ－グ昇
格 を 決 め、勝 利
に向かって戦っ
ています。

神奈川県からなでしこリーグ1部参入を
目標に、2012年に発足。1部昇格を果た
しました。2021年からは女子プロサッ
カーリーグ「WEリーグ」に参入します。
チーム名のステラ
はイタリア語で
「星」という意味で、
女子サッカーの普
及・発 展 に 貢 献 し、
神奈川の星
（ステラ）
を目指します。

●ホームタウンチームは上記4チームの他に、自転車ロードレースチーム「Team UKYO SAGAMIHARA」
があります。

東林

シンボルマーク

相模原ギオンスタジアムで活躍するホームタウンチームに注目！
SC相模原

東林間
駅

相武台
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札幌市南区

日本全国の南区

三菱重工相模原
ダイナボアーズ

相模
大野駅

相模台

（女子サッカー）

新潟市南区

現 在、日 本 に20あ る 政 令 指 定 都 市 の う ち、
13の都市に「南区」があり、区名の中で最も
多いのが
「南区」
になります。

広島市南区
京都市南区
福岡市南区

さいたま市南区

堺市南区
熊本市南区

横浜市南区

● 政令指定都市の区名トップ5 ●

相模原市南区

1位

南区

13 市

2位

西区

12市

3位

北区

4位

中央区

4位

東区

11市

岡山市南区

名古屋市南区

浜松市南区

南区ランキング
（TOP3）
● 人口 ●

● 面積 ●

1位

相模原市

約28万人

1位

札幌市

約 657㎢

9市

2位

福岡市

約26万人

2位

岡山市

約 127㎢

9市

3位

横浜市

約20万人

3位

熊本市

約 110㎢

