
※状況に応じて使用できない場合もあります。　

市役所・出張所 10 (2) 12 (3)

公民館・地域センター 37 (1) 37 (1)

消防署 21 (20) 41 (40)

文化施設 19 22

保健・福祉施設 26 27

運動施設 17 23

公園 13 13

レジャー・宿泊施設 12 12

小学校 70 (70) 70 (70)

中学校 35 (35) 35 (35)

義務教育学校 1 (1) 2 (2)

保育園・幼稚園 26 27

児童館 23 23

こどもセンター 23 23

児童クラブ 1 1

その他の公共施設 36 (2) 36 (2)

合　計 370 (131) 404 (153)

区別

緑　区 142 (49) 153 (59)

中央区 110 (37) 122 (42)

南　区 118 (45) 129 (52)

合計 370 (131) 404 (153)

市の関連施設にあるＡＥＤ一覧

分　類

区　名
施設数 台　数

　（うち２４時間使用可能） 　（うち２４時間使用可能）

令和４年１０月１日現在

施設数 台　数

（)うち２４時間使用可能 （)うち２４時間使用可能



施設数 10施設

台　数 12台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

１階メディカル
センター内

２階区民課待合スペース

2 青野原出張所 事務室 ０８：３０～１７：１５
（土日祝祭日・年末年始を除く）

緑区青野原1250-1

3 相模湖総合事務所 庁舎内 ０８：３０～１７：１５
（土日祝祭日を除く）

緑区与瀬896

4 城山総合事務所
第１別館１階事務室

カウンター
０８：００分～２１：４５ 緑区久保沢1-3-1

5 津久井総合事務所 １階ロビー
２４時間

（平日、夜間及び土日祝祭日は警
備員対応）

緑区中野633

6 藤野総合事務所 １階ロビー
０８：３０～１７：１５
（土日祝祭日を除く）

緑区小渕2000

１階　正面ロビー

２階　議会局ｶｳﾝﾀｰ

8
相模原市役所

第１別館
３階エレベーターホール

０８：３０～１７：１５
（土日祝祭日を除く）

中央区中央2-11-15

9 職員会館 １階守衛室正面
０８：００～２１：００
（日曜日、祝日を除く）

中央区中央2-10-8

10 南区合同庁舎 １階ロビー
０８：３０～２２：００

（年末年始を除く）
南区相模大野5-31-1

市役所・出張所

相模原市役所
本館

7
０８：３０～１７：１５
（土日祝祭日を除く）

中央区中央2-11-15

1 緑区合同庁舎 ２４時間
（警備員対応）

緑区西橋本5-3-21



施設数 37施設

台　数 37台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1 相原公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
緑区相原4-14-12

2 大沢公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
緑区大島1776-5

3 津久井中央公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
緑区中野633-1

4 相模湖公民館 事務室窓口
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
緑区与瀬1134-3

5 佐野川公民館 館内玄関
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
緑区佐野川2903

6 千木良公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
緑区千木良991-1

7 橋本公民館 事務室窓口
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
緑区橋本6-2-1

ｼﾃｨ・ﾌﾟﾗｻﾞはしもと

8 藤野中央公民館 事務室窓口
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
緑区小渕1992

9 沢井公民館 館内玄関下駄箱付近
０９：００～２２：０１

（休館日を除く）
緑区澤井936

10
串川地域センター

（串川出張所併設）
管理人室

平日（8:30分から17:15）
平日夜間及び土日祝祭日は

管理人等がいる時間帯
緑区青山1012

11
串川ひがし

地域センター
管理人室

０８：４５～１９：００

（～１７：１５：土日祝祭日）
休所日を除く

緑区根小屋1619-1

12
津久井中央

地域センター
(津久井中央連絡所併設)

受付カウンター
０８：３０～２１：３０

（休所日を除く）
緑区三ヶ木414

13 小網地域センター 1階事務室 施設利用者がいる時間帯 緑区太井252-1

14 鳥屋地域センター
（鳥屋出張所併設）

管理人室
０８：３０～１７：１５

平日夜間及び土日祝祭日は管理人
等がいる時間帯

緑区鳥屋1064

15 西青山地域センター 管理人室
０９：００～１７：００

（休所日を除く）
緑区青山3184-1

16 三井地域センター 閲覧室 施設利用者がいる時間帯 緑区三井394-1

17 青根地域センター プール側昇降口 ２４時間 緑区青根１９２６

18 城山公民館 １階ロビー
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
緑区久保沢2-26-1

19 大野北公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
中央区鹿沼台1-10-20

20 小山公民館 事務室窓口
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
中央区向陽町8-1

公民館・地域センター



№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

21 上溝公民館 事務室受付窓口
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
中央区上溝7-7-17

22 清新公民館 事務室窓口
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
中央区清新3-16-1

23 田名公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
中央区田名4834

24 中央公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
中央区富士見2-13-1

25 光が丘公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
中央区並木4-7-9

26 星が丘公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
中央区星が丘3-1-38

27 陽光台公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
中央区陽光台5-6-1

28 横山公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
中央区横山台1-20-10

29 麻溝公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
南区下溝594-6

30 新磯公民館 事務室窓口下
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
南区磯部916-3

31 大野台公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
南区大野台5-16-38

32 大野中公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
南区古淵3-21-1

33 上鶴間公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
南区上鶴間本町7-7-1

34 相模台公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
南区相模台1-13-5

35 相武台公民館 事務室窓口
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
南区新磯野4-1-3

36 大沼公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
南区東大沼3-17-15

37 東林公民館 事務室内
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
南区相南1-10-10



施設数 21施設

台　数 41台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

9 消防指令センター
４階　救急課事務所

（貸出用）
０８：３０～１７：１５
（土日祝祭日は除く）

中央区中央2-2-15

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防署

1 北本署 緑区橋本4-16-6

2 大沢分署 緑区大島1745-1

3 相原分署 緑区相原4-14-9

4 城山分署 緑区川尻1699-1

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

5 津久井本署 緑区寸沢嵐574-2

6 藤野分署 緑区吉野433-1

10 相模原本署 中央区中央2-2-15２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

7 鳥屋出張所 緑区鳥屋789-7

8 青根出張所 緑区青根1371-1

11 田名分署 中央区田名4841-3

12 淵野辺分署

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

中央区淵野辺本町3-1-8

13 緑が丘分署 中央区緑が丘1-32-25

14 上溝分署 中央区上溝2163-9

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

15 南本署 南区相模大野5-34-1２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり



№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

消防車内

事務所内（貸出用）

16 麻溝台分署 南区麻溝台8-38-20２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

新磯分署 南区磯部1229-1

18 東林分署 南区東林間7-35-25

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

17

19 大沼分署 南区古淵3-15-8

20 相武台分署 南区新磯野2-51-1

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

２４時間
災害出場時貸出できない場合あり

21 上鶴間分署 南区相模大野7-40-4



施設数 19施設

台　数 22台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1 杜のホールはしもと ７階ホールロビー前 ０８：３０～２２：００
（ミウィ橋本全体の休館日除く）

緑区橋本3-28-1
ミウィ橋本　7.8階

2 吉野宿ふじや 1階受付事務室内
１０：００～１６：００

（休館日を除く）
緑区吉野214

3
相模原市立

尾崎咢堂記念館
1階受付事務室内

０９：００～１６：３０
（休館日を除く）

緑区又野691

4 もみじホール城山 1階事務室内
０８：３０～１９：００

（休館日を除く）
（施設利用時は最大22:00まで）

緑区久保沢2-26-2

5 小原宿本陣
建物内

（管理人事務室内）
０９：３０～１６：００

（休館日を除く）
緑区小原698-1

6 小原の郷 館内
０９：３０～１６：３０

（休館日を除く）
緑区小原711-2

7
相模原市立
橋本図書館

総合カウンター内
０９：３０～２０：００
（土日祝日は１８：００まで）

（休館日を除く）

緑区橋本3-28-1
ミウィ橋本６階

8 相模原市立博物館 1階エントランス受付内
０９：３０～１７：００

（休館日を除く）
中央区高根3-1-15

9
相模原市立

青少年学習センター
事務室内 ０８：３０～２２：００

（年末年始、休所日を除く）
中央区矢部新町3-15

10
史跡田名向原遺跡
旧石器時代学習館

（旧石器ハテナ館）

正面入口
（事務室正面脇）

０９：００～１７：００
（４月～１０月は１８：００まで）

中央区田名塩田3-23-11

受付前ロビー内

１階ホール棟ロビー内

12 相模原市立図書館 １階総合カウンター内
０９：３０～２０：００
土日祝：０９：３０～１８：００

（休館日を除く）
中央区鹿沼台2-13-1

13
相模川ふれあい科学館

　アクアリウム
さがみはら

事務所内
０８：３０～１７：３０

（休館日を除く）
中央区水郷田名1-5-1

14 けやき会館 事務所内
０８：３０～１７：００

（休館日を除く）
（施設利用時は最大22:00まで）

中央区富士見6-6-23

15 おださがプラザ ４階事務室横
０８：３０～１９：００

（休館日を除く）
（施設利用時は最大22:00まで）

南区南台3-20-1
ラクアル・オダサガ4階

１階管理事務室前ロビー

２階多目的ホールロビー内

２階大ホールロビー内

16

相模女子大学
グリーンホール

（グリーンホール
相模大野）

０８：３０～１９：００
（休館日を除く）

（施設利用時は最大22:00まで）

南区相模大野4-4-1

文化施設

11 市民会館
０８：３０～２２：００

（休館日を除く）
中央区中央3-13-15



№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

17
市民ロビー
相模大野

事務所内
０９：００～１９：００

（休館日を除く）
南区相模大野4-5-1-201

18
相模原市立図書館

相武台分館
窓口カウンター内

０９：００～１７：００
（休館日を除く）

南区新磯野4-8-7

19 相模大野図書館
３階一般書フロア
（カウンター内）

０９：３０～２０：００
土日祝：０９：３０～１８：００

（休館日を除く）
南区相模大野4-4-1



施設数 26施設

台　数 27台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1
老人福祉センター

渓松園
事務所内

０９：００～１６：００
（休館日を除く）

緑区大島3339

2
上九沢身体障害者
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

事務所内 ０８：３０から１７：００※
（日祝日等、年末年始を除く）

緑区上九沢４

3
さがみ湖

リフレッシュセンター
事務所カウンター

０９：００～２２：００
（休館日を除く）

緑区若柳1207-4

4
城山障害者

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
つくしの家

作業室内
８:３０～１７:１５

(土・日曜日、祝日等、年
末年始を除く)

緑区久保沢2-25-25

5
相模原市立

青野原診療所
事務室 ０８：３０～１７：００

（休診日及び年末年始を除く）
緑区青野原2015-2

6
国民健康保険
青根診療所

受付窓口 ０８：３０～１７：００
（土日祝祭日を除く）

緑区青根1837-1

7
国民健康保険
内郷診療所

処置室 ０８：３０～１７：００
（水土日祝祭日を除く）

緑区若柳1207

8
相模原市立

千木良診療所
診察室 ０８：３０～１７：００

（休診日を除く）
緑区千木良852-8

9
国民健康保険
日連診療所

診察室 ０８：３０～１７：００
（土日祝祭日を除く）

緑区日連1037-1

10
相模原市立
藤野診療所

処置室 ０８：３０～１７：００
（休診日を除く）

緑区小渕1656-1

11
津久井保健
センター

１階ホール
０８：３０～１７：１５

（土日祝日を除く）
緑区中野613-2

12
清新デイサービス

センター
事務所内

０８：３０～１７：００
（休館日を除く）

中央区清新5-3-1

13
星が丘デイサービス

センター
事務所内

０８：３０～１７：００
（休館日を除く）

中央区星が丘4-9-14

Ａ館１階
（中央障害福祉相談課前）

Ａ館７階
エレベーターホール

15 あじさい会館 ロビー ０９：００～２２：００
（年末年始、閉館日を除く）

中央区富士見6-1-20

16
衛生研究所・

環境情報センター
１階エントランス

ホール
０９：００～１７：００

（休所日を除く）
中央区富士見1-3-41

17 けやき体育館 事務所横 ０８：３０～２２：００
（※年末年始、施設点検日を除く）

中央区富士見6-6-23

18 陽光園 正面玄関
０８：３０～１７：００
（土日祝祭日を除く）

中央区陽光台3-19-2

19
障害者支援セン
ター松が丘園

受付
０８：３０～２０：００

（年末年始を除く）
中央区松が丘1-23-1

20 児童相談所 2階事務室内 ０８：３０～１７：１５
（土日祝日、年末年始を除く）

中央区淵野辺2-7-2

保健・福祉施設

14
ウェルネス
さがみはら

中央区富士見6-1-1０８：３０～１７：１５
（土日祭日、年末年始を除く）



№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

21
新磯ふれあい

センター
正面玄関横の柱

０９：００～１８：００
（休館日を除く）

南区新戸2268-1

22
古淵デイサービス

センター
事務所前

０８：１５～１７：１５
（休館日を除く）

南区古淵4－24－1

23
東林ふれあい

センター
事務所内

０９：００～１８：００
（休館日を除く）

南区東林間1-22-17

24
南保健福祉
センター

１階　中央監視室
０８：３０～２２：００

（休館日を除く）
南区相模大野6-22-1

25
南障害者地域

活動支援センター
事務所内

１３：００～２０：００
（火・水・金・祝日は除く。ただ
し、祝日の場合は翌日、開館）

１０：００～１７：００
（土・日・祝日）

南区南台4-12-54市営南台
団地4号棟1階

26
老人福祉センター

若竹園
健康相談室内

０９：００～１６：００
（休館日を除く）

南区若松2-1-38



施設数 17施設

台　数 23台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1
小倉テニス

コート
管理事務所内

０８：３０～２１：３０
（休場日を除く）

緑区小倉1

センター内受付窓口

浴室前

3 北総合体育館 管理事務所内
０８：３０～２２：００

（休館日を除く）
緑区下九沢2368-1

4 名倉グラウンド 管理事務所窓口横
０８：３０～２１：３０

（休場日を除く）
緑区名倉1000

5
ふじの

マレットゴルフ場
管理事務所内

９月～４月０８：３０～１７：００

５月～８月０８：３０～１８：３０

　（休場日を除く）
緑区吉野1010-1

１Ｆ管理事務所内

２Ｆ救護室内

7
ｻｰﾃｨｰﾌｫｰ
相模原球場

管理事務所
受付カウンター

０８：００～２１：３０ 中央区弥栄3-1-6

事務室 ０８：３０～２１：３０

プール監視室

トレーニング室

9 市体育館 管理事務所内 ０８：３０～２２：００ 中央区富士見1-2-15

10
相模原麻溝公園

ｽﾎﾟｰﾂ広場
倉庫内

０６：００～１７：００
（利用者がいる場合）

南区麻溝台3254

センター内受付窓口

浴室前

12
相模原ｷﾞｵﾝｱﾘｰﾅ
（総合体育館）

正面玄関脇 ０８：３０～２２：００ 南区麻溝台2284-1

13
大野台南

テニスコート
管理事務所内 ０８：００～１７：００

（５月～８月は１９：００まで）
南区大野台3-45-152

14
相模原

ギオンスタジアム
管理事務所内

（２台）

０８：３０～１９:００
（毎週水曜日・金曜日
08：30～21：00）

南区下溝4169

15
相模原

ギオンフィールド
管理事務所内 ０８:３０～１９:００ 南区下溝4169

16
古淵鵜野森公園
屋外水泳プール

管理事務所内 ０９：３０～１６：００
（６月～９月は　１８：３０まで）

南区鵜野森1-25-1

17
相模原ギオン

スポーツスクエア
倉庫内

０６：００～１７：００
（利用者がいる場合）

南区下溝4169

8
さがみはら

グリーンプール
中央区横山5-11-1

０９：００～２１：３０

11 市民健康文化センター
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
南区麻溝台1872－1

運動施設

2

ＬＣＡ国際小学校
北の丘センター

（北市民健康文化セン
ター）

０９：００～２２：００
（休館日を除く）

緑区下九沢2071－1

6
銀河アリーナ

（淵野辺公園）
０８：００～２２：００ 中央区弥栄3-1-6



施設数 13施設

台　数 13台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1 相模湖林間公園 管理事務所内 ０８：００～２２：００
（１２／２９～１／３を除く）

緑区若柳1432-2

2 相模原北公園 管理事務所内
０８：３０～１７：００

（休所日を除く）
緑区下九沢2368-1

3 津久井又野公園 管理事務所内 ０８：００～２２：００
（１２／２９～１／３を除く）

緑区又野829

4 小山公園 管理事務所内 ０６：００～２２：００ 中央区小山4-1

5
相模原レクリエー

ションパーク
管理事務所内

０８:３０～１７:００
（5月～8月は19：00まで）

中央区小山2679

6 鹿沼公園 管理事務所内
０８：００～１７：００

５月～８月　～１９：００
（休園日を除く）

中央区鹿沼台2-15-1

7 横山公園 クラブハウス内
０７：３０～２２：００

（休園日を除く）
中央区横山5-11-50

8 道保川公園 管理事務所内

3・10月　08:00～17:00
4～6月・8月　07:00～18:00

7月　07:00～19：00
9月　08:00～18:00

11月～2月　08:00～16:00

中央区上溝1359

9 相模原麻溝公園 管理事務所内
０８：３０～１７：００

（休所日を除く）
南区麻溝台2317-1

10
相模原麻溝公園

動物広場
管理事務所内

4月～9月　9:30～17：00
10月～3月　～16：00
（休場日を除く）

南区麻溝台2317-1

11 相模台公園 管理事務所内
０８：００～１７：００
（５月～８月は１９：００まで）

（休所日を除く）
南区桜台21

12 峰山霊園 管理事務所内
０８：３０～１７：００

（年中無休）
南区磯部4573-2

13 相模大野中央公園 管理事務所内
０８：３０～１７：００

（休所日除く）
南区相模大野4-2-2

公園



施設数 12施設

台　数 12台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1
青根緑の休暇村

いやしの湯
受付窓口内

１０：００～２１：００
（定休日を除く）

緑区青根844

2 上大島キャンプ場 管理事務所内
０８：００～２０：００

（営業時間の管理事務所開設時
に限る）

緑区大島3657先

3
相模川自然の村

（相模川清流の里）
フロント

8月を除く毎月2日間
（不定期）以外の日

緑区大島3497-1

4
相模川自然の村
野外体験教室

（相模川ビレッジ若あゆ）

管理棟１階
エントランスホール内

８：３０～１７：１５
（宿泊団体等がある日は夜

間も使用可能）
緑区大島3497-1

5 鳥居原ふれあいの館 管理室
０９：００～１７：００

（定休日を除く）
緑区鳥屋1674

6 藤野やまなみ温泉 受付窓口内

１０：００～２１：００
(定休日(水曜日、元旦)を

除く。）
※中規模改修工事に伴い、
令和５年３月末まで休館

緑区牧野4225-1

7 ふるさと自然体験教室
（ふじの体験の森やませみ）

正面カウンター
０８：３０～１７：１５

（休所日を除く）
緑区澤井936-1

8
和田の里

体験センター
正面玄関

不定期
（ｾﾝﾀｰ利用者がいる時のみ）

緑区佐野川491

9 篠原の里センター 正面玄関
不定期

（ｾﾝﾀｰ利用者がいる時のみ）
緑区牧野2881

10 藤野観光案内所 案内所内
０８：３０～１７：００

（１２／２９～１／３を除く） 緑区小渕1702-3

11 相模湖観光案内所 案内所内
０８：３０～１７：００

（１２／２９～１／３を除く） 緑区与瀬1104-2

12
望地弁天

キャンプ場
管理事務所内

０９：００～２１：００
（営業時間の管理事務所開設時

に限る）
中央区田名5835先

レジャー・宿泊施設



施設数 70施設

台　数 70台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1 藤野北小学校

昇降口

※校舎改修工事中は、
仮校舎の職員室

２４時間
緑区佐野川1901

※佐野川2903（仮校舎）

2 藤野小学校 職員玄関 ２４時間 緑区日連549

3 藤野南小学校 職員玄関 ２４時間 緑区牧野4327

4 内郷小学校 2階昇降口 ２４時間 緑区寸沢嵐833

5 桂北小学校 体育館玄関 ２４時間 緑区与瀬877

6 千木良小学校 職員玄関 ２４時間 緑区千木良1035

7 鳥屋小学校 保健室前 ２４時間 緑区鳥屋1321-3

8 根小屋小学校 職員玄関 ２４時間 緑区根小屋1580

9 湘南小学校 2階職員玄関 ２４時間 緑区小倉1573

10 串川小学校 職員玄関 ２４時間 緑区長竹1424

11 津久井中央小学校 職員玄関 ２４時間 緑区三ヶ木39-7

12 中野小学校 昇降口 ２４時間 緑区中野600

13 広田小学校 体育館側面 ２４時間 緑区広田9-5

14 川尻小学校 職員玄関 ２４時間 緑区久保沢2-22-2

15 二本松小学校 保健室前 ２４時間 緑区二本松2-9-1

16 大島小学校 職員玄関 ２４時間 緑区大島1121-19

17 大沢小学校 職員玄関 ２４時間 緑区大島1566

18 九沢小学校 職員玄関 ２４時間 緑区大島1859-3

19 広陵小学校 職員玄関 ２４時間 緑区若葉台4-3-1

20 作の口小学校 職員玄関 ２４時間 緑区下九沢459-1

21 当麻田小学校 職員玄関 ２４時間 緑区相原1-14-1

小学校



№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

22 相原小学校 体育館横 ２４時間 緑区相原4-13-14

23 橋本小学校 職員玄関 ２４時間 緑区橋本1-12-20

24 宮上小学校
昇降口脇階段
2階入口付近 ２４時間 緑区橋本4-11-1

25 旭小学校 職員玄関 ２４時間 緑区橋本6-15-27

26 小山小学校 開放玄関 ２４時間 中央区小山4-3-2

27 向陽小学校 職員玄関 ２４時間 中央区向陽町8-33

28 清新小学校 体育館玄関 ２４時間 中央区清新3-16-6

29 中央小学校 体育館玄関 ２４時間 中央区富士見1-3-22

30 富士見小学校 昇降口 ２４時間 中央区富士見2-4-1

31 横山小学校 職員室外 ２４時間 中央区横山台2-35-1

32 星が丘小学校 体育館側面 ２４時間 中央区星が丘3-1-6

33 青葉小学校 保健室外 ２４時間 中央区並木4-8-4

34 並木小学校
Ｂ棟体育館への
通路校舎壁面 ２４時間 中央区並木2-16-1

35 光が丘小学校 体育館側面扉の向い ２４時間 中央区光が丘2-19-1

36 陽光台小学校 職員玄関 ２４時間 中央区陽光台1-15-1

37 共和小学校 職員玄関 ２４時間 中央区高根1-16-13

38 弥栄小学校 職員玄関 ２４時間 中央区弥栄3-1-10

39 上溝小学校 職員玄関 ２４時間 中央区上溝7-6-1

40 上溝南小学校 職員玄関 ２４時間 中央区上溝782-1

41 田名北小学校 職員玄関 ２４時間 中央区田名1932-1

42 田名小学校 職員玄関 ２４時間 中央区田名5091-1

43 新宿小学校 職員玄関 ２４時間 中央区田名7019

44 大野北小学校 職員玄関 ２４時間 中央区淵野辺2-34-1

45 淵野辺小学校 昇降口 ２４時間 中央区淵野辺4-6-22

46 淵野辺東小学校 職員玄関 ２４時間 中央区東淵野辺3-17-1

47 大沼小学校 職員玄関 ２４時間 南区東大沼3-20-1



№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

48 大野小学校 職員玄関 ２４時間 南区古淵3-21-2

49 大野台中央小学校 職員玄関 ２４時間 南区大野台2-26-8

50 大野台小学校
体育館への

通路校舎壁面 ２４時間 南区大野台8-1-15

51 若松小学校 職員玄関 ２４時間 南区若松2-22-1

52 鶴の台小学校 職員玄関 ２４時間 南区旭町24-5

53 谷口台小学校 職員玄関 ２４時間 南区文京2-12-1

54 鹿島台小学校 PTA会議室前 ２４時間 南区上鶴間本町1-9-1

55 谷口小学校 職員玄関 ２４時間 南区上鶴間本町5-13-1

56 鶴園小学校 職員玄関 ２４時間 南区上鶴間本町7-8-1

57 南大野小学校 職員玄関 ２４時間 南区上鶴間1-5-1

58 上鶴間小学校 職員玄関 ２４時間 南区上鶴間4-7-1

59 くぬぎ台小学校 職員玄関 ２４時間 南区上鶴間5-7-1

60 東林小学校 体育館入口向い ２４時間 南区相南2-3-1

61 相模台小学校 職員玄関 ２４時間 南区南台6-5-1

62 桜台小学校 事務室外 ２４時間 南区相模台7-7-1

63 双葉小学校 職員玄関 ２４時間 南区双葉1-2-15

64 麻溝小学校 職員玄関 ２４時間 南区下溝713

65 もえぎ台小学校 職員玄関 ２４時間 南区新磯野2-41-16

66 緑台小学校 職員玄関外 ２４時間 南区新磯野3-10-23

67 若草小学校 職員玄関 ２４時間 南区新磯野2329

68 新磯小学校 職員玄関 ２４時間 南区磯部1028-5

69 夢の丘小学校 開放玄関 ２４時間 南区当麻490-2

70 相武台小学校 職員玄関 ２４時間 南区相武台団地2-5-1



施設数 35施設

台　数 35台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1 藤野中学校 Ａ棟壁面（昇降口正面） ２４時間 緑区小渕2082

2 北相中学校 職員玄関 ２４時間 緑区与瀬1019-5

3 内郷中学校 職員玄関 ２４時間 緑区寸沢嵐2742-4

4 鳥屋中学校

　　　　体育館玄関

※体育館改修工事中（Ｒ5.2完
了見込み）は職員室

      ２４時間

※体育館改修工事中（Ｒ5.2完
了見込み）は8：30～17：15
（土日祝日を除く）

緑区鳥屋1339

5 串川中学校 体育館玄関 ２４時間 緑区長竹1469

6 中野中学校 職員玄関 ２４時間 緑区中野960

7 中沢中学校 職員玄関 ２４時間 緑区城山2-7-1

8 相模丘中学校 体育館玄関 ２４時間 緑区久保沢2-22-4

9 相原中学校 職員玄関 ２４時間 緑区橋本8-12-1

10 旭中学校 職員玄関 ２４時間 緑区橋本1-12-15

11 大沢中学校 職員玄関 ２４時間 緑区大島1800

12 内出中学校 職員玄関 ２４時間 緑区下九沢2845

13 緑が丘中学校 体育館玄関 ２４時間 中央区緑が丘1-28-1

14 小山中学校 体育館通路 ２４時間 中央区小山4-3-1

15 清新中学校 体育館玄関 ２４時間 中央区清新8-5-1

16 中央中学校 職員玄関 ２４時間 中央区富士見1-3-17

17 上溝中学校 支援教室外壁 ２４時間 中央区横山5-19-54

18 由野台中学校 職員玄関グランド側外 ２４時間 中央区由野台3-1-3

19 弥栄中学校
事務室横、

校庭への通路壁面
２４時間 中央区弥栄3-1-7

20 共和中学校 職員玄関 ２４時間 中央区共和1-3-10

中学校



№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

21 大野北中学校 Ｃ棟第1技術室外壁 ２４時間 中央区淵野辺2-8-40

22 上溝南中学校 職員玄関 ２４時間 中央区上溝2322-2

23 田名中学校 職員玄関 ２４時間 中央区田名5250-1

24 大野台中学校 保健室外壁 ２４時間 南区大野台8-2-1

25 鵜野森中学校 職員玄関 ２４時間 南区鵜野森1-11-1

26 大野南中学校 職員玄関 ２４時間 南区文京1-10-1

27 新町中学校 職員玄関 ２４時間 南区相模大野9-14-1

28 谷口中学校 職員玄関 ２４時間 南区上鶴間本町4-13-43

29 上鶴間中学校 体育館玄関 ２４時間 南区上鶴間4-14-1

30 東林中学校 職員玄関 ２４時間 南区上鶴間8-21-1

31 麻溝台中学校 体育館玄関 ２４時間 南区麻溝台4-12-1

32 相模台中学校 体育館玄関 ２４時間 南区桜台20-1

33 相武台中学校 支援青空１教室横外壁 ２４時間 南区新磯野5-1-10

34 若草中学校 職員玄関 ２４時間 南区新磯野2046

35 相陽中学校 職員玄関 ２４時間 南区磯部1540

施設数 1施設

台　数 2台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

職員玄関 ２４時間

職員玄関 ２４時間

義務教育学校

1 青和学園 緑区青野原1250-1



施設数 26施設

台　数 27台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1 相原保育園 事務室 当該職員の在園時 緑区相原4-21-6

2 青野原保育園 事務室 当該職員の在園時 緑区青野原1975-2

3 内郷保育園 事務室 当該職員の在園時 緑区寸沢嵐823

4 大沢保育園 事務室 当該職員の在園時 緑区上九沢383-3

5 串川保育園 事務室 当該職員の在園時 緑区青山975

6 串川東部保育園 事務室 当該職員の在園時 緑区根小屋1579-1

7 城山幼稚園 事務室 当該職員の在園時 緑区町屋1-18-52

8 城山中央保育園 事務室 当該職員の在園時 緑区久保沢1-5-47

9 城山西部保育園 事務室 当該職員の在園時 緑区谷ケ原1-18-1

10 津久井中央保育園 事務室 当該職員の在園時 緑区三ケ木932

11 中野保育園 事務室 当該職員の在園時 緑区太井152-1

12 日連保育園 事務室 当該職員の在園時 緑区日連1063-1

13 ふじの幼稚園 事務室 当該職員の在園時 緑区吉野1030-12

14 相模湖こども園 事務室 当該職員の在園時 緑区与瀬886-7

15 上矢部保育園 事務室 当該職員の在園時 中央区矢部新町3-1

16 相模原保育園 事務室 当該職員の在園時 中央区相模原8-7-5

事務室

コミュニティルーム

18 南上溝保育園 事務室 当該職員の在園時 中央区上溝1961-1

19 陽光台保育園 事務室 当該職員の在園時 中央区陽光台3-19-1

20 麻溝台保育園 事務室 当該職員の在園時 南区麻溝台6-25-35

保育園・幼稚園

田名保育園 当該職員の在園時 中央区田名6229-217



№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

21 麻溝保育園 事務室 当該職員の在園時 南区当麻1357-1

22 新磯保育園 事務室 当該職員の在園時 南区磯部1176-13

23 大沼保育園 事務室 当該職員の在園時 南区東大沼3-18-20

24 相武台保育園 事務室 当該職員の在園時 南区新磯野2-39-11

25 東林保育園 事務室 当該職員の在園時 南区相南1-13-17

26 谷口保育園 事務室 当該職員の在園時 南区上鶴間本町4-47-10



施設数 23施設

台　数 23台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1 相原児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

緑区相原4-23-11

2 作の口児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

緑区下九沢498-1

3 宮上児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

緑区東橋本3-15-9

4 青葉児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

中央区並木3-18-16

5 あさひ児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

中央区鹿沼台1-10-4

6 こばと児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

中央区すすきの町41-10

7 下九沢児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

中央区下九沢964-3

8 嶽之内児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

中央区東淵野辺4-26-13

9 光が丘児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

中央区光が丘3-7-2

10 幸町児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

中央区淵野辺4-3-10

11 弥栄児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

中央区弥栄1-7-18

12 四ツ谷児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

中央区上溝2-1-9

13 大野台第1児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

南区大野台4-1-2

14 大野台第2児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

南区大野台4-14-13

15 古淵児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

南区古淵1-34-26

16 しんふち児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

南区古淵5-28-1

17 相南児童館 事務室 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

南区相南1-15-28

18 相武台第2児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

南区相武台団地2-3-7

19 相武台第3児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

南区相武台3-23-6

20 東林間児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

南区東林間4-32-1

児童館



№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

21 御園児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

南区御園5-10-8

22 谷口児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

南区上鶴間本町4-46-17

23 南新町児童館 事務所内 １３：００～１７：００
（土日祝祭日は０９：００から）

南区相模大野9-1-4



施設数 23施設

台　数 23台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1 大島こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

緑区大島1121-14

2 城山こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

緑区久保沢2-22-1

3 二本松こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

緑区二本松2-1-1

4 橋本こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

緑区橋本1-12-26

5 上溝南こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

中央区上溝742-2

6 大野北こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

中央区淵野辺2-34-2

7 向陽こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

中央区向陽町8-23

8 清新こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

中央区清新3-16-7

9 田名こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

中央区田名4987-6

10 並木こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

中央区並木2-16-16

11 富士見こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

中央区富士見2-4-2

12 星が丘こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

中央区星が丘3-1-2

13 陽光台こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

中央区陽光台2-19-21

14 横山こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

中央区横山台2-35-2

15 麻溝こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

南区下溝670-5

16 大野台こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

南区大野台8-1-26

17 大野南こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

南区旭町14-21

18 大沼こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

南区東大沼3-20-15

19 鹿島台こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

南区鵜野森3-40-1

20 上鶴間こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

南区上鶴間8-10-12

21 相模台こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

南区桜台17-1

22 相武台こどもセンター 事務所内
０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

南区新磯野4-1-2

23
鶴園中和田

こどもセンター
事務所内

０９：００～１８：００
（土曜日は０８：００から、
日祝祭日は１７：００まで）

南区上鶴間本町7-8-2

こどもセンター



施設数 1施設

台　数 1台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1 旭児童クラブ 事務所内
１４：３０～１８：００

（土曜日は０８：００から） 緑区橋本6-31-7

児童クラブ



施設数 36施設

台　数 36台

※状況に応じて使用できない場合もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　＊区ごとに列記

№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

1
藤野農村環境改善

センター
事務室窓口

平日　８：３０～１７：１５
（夜間利用がある場合は22：

00まで）
土日祝祭日　施設利用がある
場合のみ9：00～22：00の利用
時間帯
※ただし、１２月２９日から
１月３日は除く。

緑区牧野4232

2
津久井

クリーンセンター
受付棟 ０８：３０～１７：００

（日曜日、年末年始を除く）
緑区青山3385-1

3 北清掃工場
管理棟１階事務室の

受付窓口
０８：３０～１７：００
（日曜日、年末年始を除く）

緑区下九沢2074-2

4
橋本台リサイクルス

クエア
受付窓口 ０９：００～１７：００

（12/29～31、1/1～1/3除く）
緑区下九沢2084-3

5
相模原市立勤労者
総合福祉センター

事務室
０９：００～２２：００

（休所日を除く）
緑区西橋本5-4-20

6
シルバー人材セン
ター津久井連絡所

１階事務所
０８：３０～１７：１５
（土日祝祭日を除く）

緑区中野218-1

7
橋本駅北口第１自

動車駐車場
事務所内 ０９：００～２１：００ 緑区橋本6-2-4

8
橋本駅北口第２自

動車駐車場
事務所内 ０９：００～２１：００ 緑区橋本3-28-1

9
橋本駅北口第1自転

車駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 緑区橋本6-1-8

10
橋本駅北口第2自転

車駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 緑区橋本3-28-1

11
橋本駅南口第1自転

車駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 緑区橋本2-1-83

12
橋本駅南口第2自転

車駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 緑区橋本2-4-17

13
男女共同参画推進センター
（ソレイユさがみはら） 事務室

０８：３０～２２：００
（休館日を除く）

緑区橋本6-2-1
ｼﾃｨ・ﾌﾟﾗｻﾞはしもと内

14
相模原駅北口自転

車駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 中央区小山3430

15
相模原駅

自動車駐車場
事務所内 ０９：００～２１：００ 中央区相模原1-1-20

16
相模原駅南口自転

車駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 中央区相模原1-1-20

17
相模原市立
産業会館

１階事務室の受付窓口
０８：３０～２２：００

（年末年始を除く）
中央区中央3-12-1

18 総合学習センター 1階事務室内
０９：００～２２：００

（休所日を除く）
中央区中央3-12-10

19
高齢者能力
活用施設

２階事務所
０８：３０～１７：１５
（土日祝祭日を除く）

中央区富士見4-3-1

20
矢部駅北口自転車

駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 中央区矢部新町3-40

21
淵野辺駅南口第1自

転車駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 中央区鹿沼台1-12-22

22
淵野辺駅南口第2自

転車駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 中央区鹿沼台1-13-20

その他の公共施設



№ 名　称 設置場所 使用可能時間 住　所

23 相模原市営斎場 １階事務所前 ２４時間（開場日夜間及び休
場日は警備員が対応）

南区古淵5-26-1

24 市民・大学交流センター
（ﾕﾆｺﾑﾌﾟﾗｻﾞさがみはら）

センター入口
０９：００～２２：００

（休館日を除く）
南区相模大野3-3-2bono

相模大野ｻｳｽﾓｰﾙ3階

25
相模大野駅西側自

動車駐車場
事務所内 ０９：００～２１：００ 南区相模大野3-2-2

26
相模大野

立体駐車場
事務所内 ０９：００～２１：００ 南区相模大野4-4-2

27
相模大野駅北口自

転車駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 南区相模大野4-3-1

28
谷口北口自転車駐

車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 南区相模大野3-327

29
谷口南口自転車駐

車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 南区相模大野7-704

30
相模大野駅西側自

転車駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 南区相模大野3-2-2

31 深堀ポンプ場 ２階事務所内
２４時間

（施設管理会社常駐）
南区上鶴間3-21-1

32 南清掃工場 １階の受付窓口内
０８：３０～１７：００

（日曜除く）
南区麻溝台1524-1

33
麻溝台リサイクル

スクエア
受付窓口 ０９：００～１７：００

（12/29～31、1/1～1/3除く）
南区麻溝台1524-1

34
小田急相模原駅
自動車駐車場

事務所内 ０９：００～２１：００ 南区南台3-20-1

35
相模原

看護専門学校
庁舎内（玄関ホール） 当該学校教職員の在校時 南区新磯野4-1-1

36
相武台前駅北口自

転車駐車場
管理事務所前 ０６：３０～１８：３０ 南区相武台2-20-17


