
市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに…

生活などでお困りの時は
新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル
☎042‒851‒3193
〈午前8時30分〜午後5時（土・日曜日、祝日等を除く）〉

? 息苦しさ、強いだるさ、高熱
などの強い症状がある時は

帰国者・接触者相談センター
☎042‒769‒9237（24時間対応）
電話での相談が難しい場合は、FAX042−750−3066へ
※高齢者や基礎疾患がある方、発熱や咳

せき

などの風邪の症
状がある場合はご相談ください。

※妊娠中の方も早めにご相談ください。

特別定額給付金については
市特別定額給付金専用ナビダイヤル
☎0570‒032‒118
〈午前8時30分〜午後5時（土・日曜日、祝日等を除く）〉

友だちから勧められた
ことをきっかけに大使
に挑戦しています。相
模原のラーメンを食べ
尽くすことが夢です！
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大学入学を機に相模原
市民になりました。初
の男性大使です！温か
く応援してくださると
うれしいです。

生まれも育ちも相模原
市です。まだまだ知ら
ない相模原の魅力を見
つけて、広くお伝えし
ていきます！

さがみはらアンテナショップの

sサ
ガ ミ ッ ク ス
agamix には、市内全域の特産品

がそろっています

ゆくゆくは
ゆくゆくは一日店長も！

一日店長も！

あなた
に届け 第14代相模原市観光親善大使

藤野芸術の家
体験工房、多目的ホール、宿泊施設を兼ね備えた、
アートを体験できる施設です。
所在地　緑区牧野4819　☎042－689－3030

相模湖や周辺の観光情報については、
相模湖観光協会（☎ 042－684－2633）へ

※各施設の営業時間など詳しくは、お問い合わせください。

1：おうちで作れるミニ凧
た こ

作りを体験。作り方をYouTubeで紹介中　2：本格的なミニ凧です！高く高く上がれ！　3・4：エフエムさがみの特別番組に出演しました！緊張しましたが、みんなで楽しくお話しさせていただきました。　5：友好都市トロント市民とリモート会議をしました！
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Sagamitaisi

さがみはらショップ sagamix
所在地　南区相模大野3-2-1

ボーノ相模大野
ショッピングセンター2F
☎042－705－8455

　今回は、相模原の魅力を広く市の内外に伝えてくれ
る「第14代観光親善大使」の活動を紹介します。ステ
イホーム期間中、SNS（人と交流できるサービス）を活
用しながら情報を発信していましたが、これからは現
地からもさまざな魅力をお届けしていきます。
問観光・シティプロモーション課 ☎042－769－8236

藤野芸術の家の体験工房には、道具や材
料がそろっているので、世界にひとつだ
けの作品が気軽に作れますよ

私も私も

芸術家に
芸術家に

なれそう…

なれそう…

おお〜おお〜

72万

インスタグラムのフォロワー数、720，000人（市の人口）を目指しています！「いいね！」やコメントをお待ちしています。

感
染
防
止
対
策
も

し
て
い
ま
す

相模湖の
スワン丸をパチリ。お花の柄がカワイイ

知れば知るほど、知れば知るほど、
魅魅力力ががいいっっぱぱいい！！
知れば知るほど、知れば知るほど、
魅魅力力ががいいっっぱぱいい！！

あっちも… こっちも目移りします！

相模原で
醸造されたお酒▶

▲相模原産の卵で
　作ったスイーツ

大大好好ききななささががみみははらら

相模原市コールセンター
午前８時～午後９時　年中無休

☎042－770－7777

今号の主な内容

発行◦相模原市　〒252－5277　相模原市中央区中央2丁目11番15号　
編集◦広聴広報課 ☎042－769－8200
ホームページ◦https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/　
携帯端末用◦https://mobile.city.sagamihara.kanagawa.jp/
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共にささえあい 生きる社会を目指して福　祉

県は共生社会の実現に向けて取り組んでいます。
問 県共生社会推進課
☎045－210－4961　FAX 045－210－8854

感染防止の主な取り組み
〇換気装置の常時稼働や窓開け
をして車内を換気
〇運転士は検温・うがい・手洗
い・手指消毒を実施、マスク着
用の義務付け(回送時などを除く)
〇バスの手すり・つり革など車
内を消毒

市の主な取り組み
●�本市の障害などに関する理解啓発のため
のキャッチフレーズ「共にささえあい�生
きる社会」を活用した、共生社会の理念
の啓発
●�障害者差別の解消に関する啓発・研修の
実施

●�本市の障害者に関係する施策全般の方向
性をまとめた計画「共にささえあい生き
る社会さがみはら障害者プラン」の推進
●�「第2次相模原市教育振興計画」に基づ
く『交流及び共同学習』などの推進

相模原市長

キャッチ
フレーズなど
詳しくはこちら

問 高齢・障害者福祉課 ☎042－707－7055　FAX 042－759－4395

新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金
医療体制の確保などに活用します

コロナ 路線バスも予防対策に取り組んでいますコロナ

　いただいた寄附金は医療機関の支援などに役立てます。 　市内を運行する路線バスでは、乗客の皆さんが安心して公共交通機関を利用
できるよう、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に取り組んでいます。

５分以内で空気の入れ替えが可能

※感染症対策支援寄附金は、ふるさと納税として税
額控除の対象となります。
※お礼の品の送付はありません。
※市内の人でも申し込み可能です。
申出書に記載いただいた個人情報は、今回の寄附に
関する業務以外には使用しません。
申 �市ホームページにある申出書を、郵送かファクス、
Eメールで財政課（☎042－769－8216）へ

医療従事者を応援するための補助金を創設しました
　新型コロナウイルス感染症の患者などに、直接接する業務に携
わった医療従事者に対して、臨時の危険手当支給制度を創設した医
療機関に補助金を交付します。

問 医療政策課 ☎042－769－9230

この
寄附金を
活用して

   温かいご支援ありがとうございます   

問 交通政策課 ☎042－769－8249

現在までにいただいた寄附金は
（７月１日現在） 131,782,418 円

引き続きご協力を
お願いします

車内から見た▶︎
換気装置の例　申出書の

ダウンロードはこちら

　社会に深い悲しみと衝撃をもたらした津久井やまゆり園事件から、間もなく４年がたとうとしております。�
本年３月には、事件の刑事裁判の判決が確定しましたが、ご遺族の悲しみが癒えることはありません。
　改めまして、犠牲になられた方々に追悼の意を表するとともに、心身に傷を負われた皆さまに心からお見舞
い申し上げます。
　現在、令和３年度の新たな津久井やまゆり園の開所に向けて、県による施設の再整備が進んでおり、利用者
の皆さまが新しい生活を滞りなくスタートできるよう、関係機関が一丸となり、準備を進めております。本市
といたしましても、共生社会の実現を目指し、障がい福祉施策を一体的にまとめた「共にささえあい生きる社
会さがみはら障害者プラン」に基づき、さまざまな施策に取り組んでいるところでございます。
　今後も、引き続き、津久井やまゆり園利用者の皆さま、ご家族の皆さまに寄り添った支援に努めるとともに、
この事件を決して風化させることなく、�障がいの有無に関わらず、誰もが安全で安心して暮らせる「共にささ
えあい�生きる社会」の実現に向け、市民の皆さまと共に諸施策を力強く推進してまいります。

テレビ神奈川（tvk・地デジ3ch）で
市政・防災情報が確認できます

お知らせ

　市からのお知らせや、災害が発生したときに避難情報などをお知らせするひ
ばり放送は、テレビでも確認できます。市政情報が知りたいとき、ひばり放送
が聞こえなかったときなどにご利用ください。

テレビでの確認方法
①tvk（3ch）を表示
②リモコンのdボタンを押す
③リモコンの緑ボタンを押す
④相模原市のページの「行政情
報」から、見たい項目を選択
・トピックス
・掲示板
・イベント
・防災ひばり放送

問 広聴広報課 ☎042－769－8200　FAX 042－753－7831

リモコンによって
ボタンの位置が
異なります

バス利用者の皆さんへのお願い
〇マスクの着用を含む、せきエチケットにご協力ください。
〇車内での会話・飲食はなるべく控えましょう。

次に該当する
小規模事業者
(個人事業主、
フリーランス
を含む）

問 新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル ☎042－851－3193

小規模事業者臨時給付金
申請期間を延長しました

コロナ

　新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが大きく減少した小規模
事業者への給付金の申請期間を1カ月延長しました。

給付金額
１事業者当たり10万円

申 �7月31日（消印有効）までに、必要書類を郵送で産業支援課小規
模事業者臨時給付金担当へ

※その他の要件や必要書類など、詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。

令和2年5月15日までに創業している

国の「持続化給付金」の対象ではない（2年6月1日時点）

売り上げが30％以上50％未満減少した
（2年3〜5月のうちいずれかの月と昨年の同月を比較）
※元年6月以降に創業し、前年の同月と比較できない場
合も要件を満たせば対象になります。

提供�神奈川中央交通
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コールセンターから
ちょっとおしらせ

市が主催するイベントや説明会などが中止か延期となる場合は、市ホームペー
ジで随時お知らせしていますので、ご確認ください。

市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」
@oshirase.sagamihara

生活に困った…そんなときに相談できる 市の支援窓口のご利用をくらし

通院・入院にかかる医療費の自己負担分を助成支　援

■生活困窮者への自立支援相談窓口
　新型コロナウイルスなどの影響で、これまでと同じ働き方ができなくなった
り、失業してしまったりした人の自立に向けた相談や支援をします。

そのほかの支援内容
●就労支援（ハローワーク、市総合就職支援センターでの職業紹介など）
●一時生活支援（緊急に衣食住の確保が必要な人に一時的な宿泊場所などを提供）
●そのほかの生活、家計などについての相談・支援

窓口設置場所 電話番号 7 月受付日時

緑 区
シティ・プラザはしもと
6 階（市総合就職支援セ
ンター内）

☎ 042 － 774 － 1131 無休
午前 9 時～正午、
午後 1 時～ 5 時
★は 26 日休止

中央区 あじさい会館 5 階 ★ ☎ 042 － 769 － 8206
南 区 南保健福祉センター 1 階 ☎ 042 － 701 － 7717

※城山・津久井・相模湖・藤野地区でも月に1回相談場所を設置しています。
詳しくは、緑区窓口へお問い合わせください。

　保険診療にかかる医療費の助成を受けるには医療証の申請が必要です。医療証を持っていない人は申請してください。なお、所得制限や申請方法など、詳しくは
お問い合わせください。

医療費助成
制度の種類 対　象 所得制限

重度障害者 次のいずれかに
該当する人

○身体障害者手帳が 1 級か 2 級
○ IQ（知能指数）が 35 以下
○身体障害者手帳が 3 級で IQ が 50 以下
○精神障害者保健福祉手帳が 1 級か 2 級

なし

ひとり親家庭等
次のいずれかに該当する子
ども（原則本人が高校卒業
まで）とその養育者

○母子・父子家庭
○父か母に重度の障害がある
○父母がいない家庭　など

あり

小 児
小学校６年生まで あり

（１歳以上）
中学生★ あり

助成内容
通院・入院・調剤の全額を助成（★を除く）
★の通院・調剤は制度改正により、平成30年
10月1日診療分以降が対象。入院・調剤は全
額を助成。通院は１回当たり500円を超える額
を助成（養育者の市民税が非課税の場合は全額
を助成）

助成対象外
〇他の公費負担医療制度を受けられる医療費
〇健康保険から高額療養費・附加給付金など
として支給される金額
〇保険診療以外の医療費や入院時食事代など

問 子育て支援センター
緑 区 ☎ 042 － 775 － 8815

中央区 ☎ 042 － 769 － 9221
南 区 ☎ 042 － 701 － 7700

■ひとり親家庭などへの生活資金の貸し付け
　事業所の休業などにより、一時的に収入が減り、日常生活に困っているひと
り親家庭などの人へ生活資金を貸し付けています。
貸付金額　月額10万5,000円（上限）
※利用条件など詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、住んでいる区の
こども家庭相談員（各子育て支援センター内）にお問い合わせください。

■生活福祉資金特例貸し付け
総合支援資金（生活支援費）・緊急小口資金
　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などで困っている人へ、
生活資金を貸し付けています。
※相談窓口など詳しくは、市社会福祉
協議会ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

問 市社会福祉協議会
緑 区 ☎ 042 － 775 － 8601

中央区 ☎ 042 － 756 － 5034
南 区 ☎ 042 － 765 － 7065

■生活保護の相談窓口
　高齢や病気、離婚、失業など、さまざまな事情で生活に困窮した場合に、困
窮の程度に応じて必要な保護をし、自立に向けた支援をします。
主な支援内容
● 最低限度の生活費と世帯全ての収入を比較し、不足している部分について生

活保護費を支給
● 経済的な自立支援（就労や増収の妨げとなっている課題を克服するための支

援）
● 日常生活の自立支援（身体や心の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・

生活管理をするための支援）
● 社会的な自立支援（社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員とし

て充実した生活を送るための支援）
新型コロナウイルス感染症の影響による生活保護申請について
　相談・申請は電話や郵送でも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
※一時的に収入が減少して生活保護制度を利用する場合で、早期に就労再開が
見込まれる場合には、通勤用自動車の保有を認めるなど、柔軟な対応を行って
います。
問 各区生活支援課窓口

緑 区 緑生活支援課 ☎ 042 － 775 － 8809
中央区 中央生活支援課 ☎ 042 － 707 － 7056
南 区 南生活支援課 ☎ 042 － 701 － 7720

住居確保給付金
　就職に向けて活動をすることなどを条件に、一定の期間、家賃に相当する額（上
限あり）を市から家主に支給します。

対  離職・廃業から2年以内か、休業などによって収入が減少し、離職などと同
じ状況にある人

申  市ホームページにある申請書を、原則郵送で、住んでいる区の自立支援相談
窓口へ

フリーランスや自営業、アルバイトで
自活している大学生でも利用可能！

住居確保給付金の支給を受けて、
安定した生活を送れます。

収入が減って
家賃が払えない…

上記のほか新型コロナウイルス感染症の影響で困ったときは
　経済や子育ての支援など、状況に応じて市の支援策などを紹介するほか、新型コロナウイルス感染症に関するさまざまな問い合わせに対応します。

新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル ☎042－851－3193 午前８時30分～午後5時（土・日曜日、祝日等を除く）

問 重度障害者医療費助成について　高齢・障害者支援課 ☎042－769－8355　
　   ひとり親家庭等・小児医療費助成について　子育て給付課 ☎042－704－8908

市ホームページ

市ホームページ
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令和元年中の収入状況が確認できない人へ
令和2年度 市民税･県民税申告書を発送します

税　金

発送予定日　8月4日
対 �令和2年1月1日現在、市に住民登録をしている人で、7月22日時点で、
前年（平成31年1月1日～令和元年12月31日）中の収入の有無（収入が
ない場合は被扶養者であるかどうか）が、市で確認できない18歳以上の人

次に該当する人も申告が必要です
〇�収入が全くなかったか、収入が遺族年金、障害年金、雇用保険のみ
〇�他の市区町村ですでに課税されている
〇�2年1月1日現在、海外に住んでいた
今回申告書が送付された人で、次に該当する場合はお問い合わせください
○すでに確定申告か、市民税・県民税申告をしている
○市内在住の親族の扶養に入っている

Q�申告をしないままでいるとどうなるの？
 A�市の各種行政サービス（市民税・県民税の申告の内容を基に運用しているもの）
が提供できません
例えば…
○国民健康保険税、介護保険料、保育料などの金額が正しく算定できない
○市民税・県民税の課税（非課税）証明書や納税証明書を発行できない　など

問 市民税課 ☎042－769－8221

6月定例会議 
～6議案を可決～

議　会

　5月26日～6月19日に開かれた定例会議では、相
模原市市長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部
を改正する条例、個人の市民税の控除対象となる寄附
金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の
一部を改正する条例、令和2年度一般会計補正予算な
どの6議案が審議され、全て可決されました。
　主な審議の内容や結果については、8月1日発行の「さ
がみはら市議会だより」をご覧ください。

問 総務法制課 ☎042－769－9260

申告書の提出はお早めに　書き方や必要な書類は同封の記載例などをご覧ください。

・源泉徴収票など収入金額の分かるもの
・控除証明書など控除金額の分かるもの

・�マイナンバー確認書類
・身元確認書類 市ホームページ

からも作成可

添付するもの

窓口で申請する
ときに必要なもの

郵送の場合は
コピーを添付

令和元年東日本台風 各種支援制度
申請期限をご確認ください

支　援

　市では、昨年の東日本台風によ
る土砂災害で、被害に遭った人を
支援しています。

支援制度の例

内�容 申請期限 問い合わせ

住
ま
い

宅地内に堆積した
土砂混じりがれき
の撤去

8�月 31日

建築・住まい
政策課
☎ 042－
769－ 9817

賃貸型応急住宅の
提供
住宅の応急修理

生
　活

被災者生活再建支援
金の支給 11月 11日

生活福祉課
☎ 042－
851－ 3170

風水害り災者住宅改良資金利子補
給
災害義援金

※その他の支援、対象などについて詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

あなたも対象かも！
住まいや生活を再建するために対象と
なる制度があるか確認し、次の台風シー
ズンに備えましょう。

生活全般の困りご
との相談は各ささ
えあいセンターへ
※詳しくは、市社
会福祉協議会ホー
ムページをご覧く
ださい。

市ホームページ

長寿をお祝いしますお知らせ

敬老金の贈呈　

　指定された口座へ敬老金を振り込みます。7月中に市から郵送
する口座振込依頼書を返送してください。
対 �今年度88歳・100歳の誕生日を迎える人

敬老訪問　

　敬老訪問は中止し、お祝いの品などを郵送します。
対 �今年度100歳の誕生日を迎える人

祝賀メッセージ　

　9月中旬に市からお祝いのメッセージなど
を郵送します。
対 �今年度77歳の誕生日を迎える人と101歳
以上の人

問 高齢・障害者福祉課 ☎042－769－8354

　市民の皆さんの長寿を祝い、市からお祝いの品や
メッセージなどを送ります。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、今年は訪問
を控え、郵送などでお祝いします。

　「さがみはら39（サンキュー）キャッシュバックキャンペーン」の申請受け付け
や書類整理などをする職員を募集します。
職種�事務補助員
（会計年度任用短時間勤務職員）
任期�9�月1�日～10�月30�日
勤務�月～金曜日（祝日等を除く）の週５日で、
午前8時30分～午後9時45分のうち原則1日
6時間（シフトにより変動）
賃金�時給1,065円
定 15人（選考）
申 �8月7日�㈮�までに、市ホームページに掲載の
申込書を直接、窓口へ〈受付時に面接あり〉

　新型コロナウイルス感染
症の影響で、採用内定が取
り消された人や職を失った
人、アルバイト先の休業や
家計収入の減少などで経済
状況が悪化した大学生など
も歓迎

市で働きませんか
会計年度任用短時間勤務職員を募集

募　集

申込書のダウン
ロードはこちら

キャンペーン
についてはこちら

目指そう！ 看護師
相模原看護専門学校に入学しませんか

募　集

　相模原看護専門学校は、地域医療に貢献できる人材の育成を目指しています。
市内の実習先や就職先が豊富な学校で、これまで多くの卒業生が、看護師とし
て市内の医療機関を中心に活躍しています。
令和３年４月入学生 入学試験予定
区　分 出願期間 試験日 科　目

公募推薦・
社会人

10月１日�㈭
～ 16日�㈮

１次 10月 31日�㈯
２次（社会人のみ）
11月 1日�㈰

国語（現代文）、面接

一般 11月 24日�㈫
～ 12月 11日�㈮

3年１月５日�㈫・
６日�㈬

国語（現代文）、英語（英
語Ⅰ・Ⅱ）、選択科目（生
物基礎、数学Ⅰから 1科
目）、面接

定 80人（選考）
※受験資格や各種修学資金の貸し付
けなど詳しくは、同校ホームページ
をご覧ください。

問 相模原看護専門学校 ☎046－259－1155

同校イメージ
キャラクター

産業支援課（☎042－769－8244）
けやき会館3階セミナールーム2窓口

手続きは
お早めに
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コールセンターから
ちょっとおしらせ

蛍光管は資源の日に回収します。購入時の包装材に入れてひもで結ぶか、透明
か半透明の袋に入れ、割れないように出してください。

市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」
@oshirase.sagamihara

環境情報センター
公式YouTubeチャンネルを開設しました

お知らせ

　「親子で挑戦！リサイクル工作動画」シリーズをはじめ、生物や環境のことが
分かるたくさんの環境学習コンテンツを用意しています。

問 環境情報センター ☎042－769－9248

公式YouTube
チャンネルはこちらから

「親子で挑戦！リサイクル工作動画」
　

ペットボトルや紙パックなどで
おもちゃや小物を作ってみよう

「カブトムシとともだちになろう」

カブトムシの一生や飼い方を
見てみよう

チャンネル登録もしてね！

食生活改善推進員養成講座〈全8回〉（入会には、講座の受講が必須）
時 �9月18日�㈮�〜令和3年2月19日�㈮�
　午前10時〜正午（内容により前後します）
コース 曜　日 会　場 定員（選考）
A 月 1回の金曜日 ウェルネスさがみはら 16人
B 月 1回の水曜日か金曜日 南保健福祉センター 8人

対 �市内在住で講座修了後に同会に入会し、食生活改善推進員としてボランティ
ア活動ができる人

費 800円(材料費・資料代含む)
申 �8月17日（必着）までに、直接か電話、はがき、Eメールに住所、氏名(ふりがな)、
年齢、電話番号、希望コース、応募理由を書いて、健康増進課（〒252－5277
　中央区中央2－11－15　☎042－769－8274　 kenkouzoushin@city.
sagamihara.kanagawa.jp）へ

※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。

問 建築・住まい政策課 ☎042－769－8252

住宅・マンションなどの安全対策・管理を支援支　援

　市では、昭和56年5月31日以前に建てられた戸建て住宅や分譲マンションの耐震化を支援し
ています。

内　容
補助金額（費用は税抜き）

①戸建て住宅※１
（木造・非木造、プレハブ） ②分譲マンション

耐震診断 上限 12万円★ 費用の６分の５以内
（１住戸につき上限５万円）

耐震改修計画書作成 費用の３分の２以内
（上限 12万円）★

費用の３分の２以内
（１住戸につき上限５万円）

耐震改修工事※２ 費用の２分の１以内
（上限 80万円） 詳しくはお問い合わせください

簡易な耐震対策
耐震シェルター 費用の２分の１以内（上限 30万円）

防災ベッド 費用の２分の１以内（上限 20万円）
対 �①居住する戸建て住宅を所有する人か、その１親等の親族
　②マンション管理組合など
申 �12月28日（★は令和３年１月29日）までに、直接、建築・
　 住まい政策課へ
※★以外は申請前に相談が必要です。
※予算額に達した時点で締め切ります（申込順）。
※利用条件など詳しくはお問い合わせください。

ご利用ください 各種相談
分譲マンションの耐震巡回相談
　昭和56年5月31日以前に建築された分譲
マンションについて、専門技術者がマンショ
ンの集会場などに出向いて相談に応じます。
※申し込み方法や要件など、詳しくはお問い
合わせください。
木造住宅の窓口簡易耐震診断
　職員が窓口で図面などを基に無料の簡易耐
震診断をします（要予約）。
対 �２階以下の戸建て木造住宅の建築確認通知
書や図面などを持参できる人

申 �電話で建築・住まい政策課へ

分譲マンションアドバイザー派遣
　マンションの管理組合の設立、管理規約の見
直し、大規模修繕、改修や建て替えなどについ
て、専門家が現地に出向いてアドバイスします。
対 �市内の分譲マンション管理組合など
費 �１時間当たり1万円（１回３時間上限）のう
ち、利用回数に応じて市が助成

※派遣回数は通算６回まで
※派遣の必要性など事前に確認します。詳し
くはお問い合わせください。
申 �直接か電話で建築・住まい政策課へ
※予算額に達した時点で締め切ります（申込順）。

　安全性を高めるために、道路等に面し
た危険なブロック塀などを撤去する費用
の一部を補助します。
対 �ブロック塀などの所有者か管理者

内　容 補助金額

一般地区 費用の２分の１以内
（上限 10万円）

重点地区・通学路 費用の４分の３以内
（上限 15万円）

申 �令和3年1月29日（必着）までに、建築・住まい政策課に
ある申込書と必要書類（市ホームページにも掲載）を直接
か郵送で、同課へ

※新設費用は補助の対象になりません。
※予算額に達した時点で締め切ります（申込順）。
※利用条件など詳しくはお問い合わせください。

事業着手前に申請が必要

耐 震 診 断 な ど の 費 用 を 補 助 危 険 ブ ロ ッ ク 塀 な ど の 撤 去 費 用 を 補 助

高齢者世帯等割増 最大 25万円を
耐震改修工事補助に加算

現場立ち会い費用
（耐震改修工事関係）

費用の２分の１以内
（上限６万円）

※１耐震改修と併せて行う、防火構造改
修に対する補助もあります。
※２耐震改修工事を行った場合、所得税
の控除や固定資産税の減額があります。

国や市をかたる悪質業者に注意を！
不審に思ったときは、お問い合わせください。！

一緒に食を通した活動をしませんか
食生活改善推進団体わかな会 会員募集！

募　集

　わかな会は「おいしく、楽しく、健康に　私たちの健康は私たちの手で」をス
ローガンに、市民の皆さんの健康な食生活を支えるボランティア団体です。

こんな活動をしています
●地域の公民館などでの食育をテーマにした親子料
理教室や、生活習慣病予防のための教室の開催
●市民まつりでの幅広い年代への健康づくりの普及

日にち 開始時間 会　場 対戦相手
8月2日�㈰ 午後５時 相模原ギオンスタジアム 鹿児島ユナイテッドFC

問 SC相模原 ☎042－810－7777

日にち 開始時間 会　場 対戦相手

8月1日�㈯ 午後５時 相模原ギオンスタジアム マイナビベガルタ仙台
レディース

問 ノジマステラ神奈川相模原 ☎042－298－3881
※その他日程や詳細については各ホームページをご覧ください。
※状況により、リモートマッチ（無観客試合）になる場合があります。

ホームタウンチームを 応 援 しよう！

SC相模原（サッカー・J3リーグ）

ノジマステラ神奈川相模原（女子サッカー・ なでしこリーグ1部）

学校施設の工事を実施お知らせ

　児童・生徒が安全で快適な学校生活を過ごすための工事を進めています。施
設の利用に当たりご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

問 学校施設課 ☎042－769－8281

校舎改修　清新小、旭中
トイレ改修　大野北小、淵野辺小、�
　大野小、東林小、清新中、上溝中
校舎床改修　大野小、上鶴間中

主
に
７・８
月

に
実
施

体育館改修　桜台小

トイレ改修　横山小、 
　桜台小、相武台小

９
月
以
降
に

実
施
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記入する必要事項
①希望する催し名
②住所
③氏名（ふりがな）
④年齢　� ⑤電話番号

はがき・ファクス・Eメール
などで申し込むとき

● 電話番号の記載がない記事の問い合わせは　市役所 ☎042－754－1111㈹

分譲マンション無料相談
時 8月3日 ㈪ 午後1時30分～4時30分
会中央区役所市民相談室
対市内の分譲マンションか、分譲型団地
に住む人＝3組（申込順）
申 7月29日までに、電話で建築・住まい
政策課（☎042－769－8252）へ

建築士による自宅の無料耐震相談会
時 8月13日 ㈭ 午後1時30分～4時30分
会市役所会議室棟
定 6組（申込順）
申 8月7日までに、電話で建築・住まい
政策課（☎042－769－8252）へ
※確認通知書と図面があれば持参してく
ださい。

新聞未購読世帯へ
「広報さがみはら」を配布

　毎月2回の発行日（1日・15日）に、戸
別に継続して配布
対市内在住で新聞未購読の人
※「広報さがみはら」のほか、「市議会だ
より」「選挙に関するお知らせ」「健康さ
がみはら」も配布されます。
申電話でコールセンター（☎042－770
－7777）へ
毎号の締め切り 原則、発行日9日前（土・
日曜日、祝日等を除く）
※締切日以降の申し込みは、次々号から
の配布開始となります。

サマージャンボ宝くじ
サマージャンボミニ宝くじ�販売中

～市内で購入を～
　便利なインターネット販売もご利用い
ただけます。詳しくは、「宝くじ 公式サ
イト」で検索してください。
販売期間 8月14日 ㈮ まで
問財政課

ルールを守って楽しい花火
○注意書や使用方法をよく読んで遊ぶ
○時間と場所はほかの迷惑にならないよ
うにする
○事前にバケツと水を用意する
○必ず燃えるもののない広い場所で遊ぶ
○終わったら花火のごみは必ず持ち帰る
問危険物保安課

FM�HOT�839
「相模原インフォメーション」で

市からのお知らせを紹介
　FM HOT 839（エフエムさがみ）で市
からのお知らせを毎日3件ずつ紹介。運
転や家事の合間に、作業をしながら市の
大事なお知らせを聞くことができます。
曜　日 放送時間

月～金曜日
①午前7時54分～59分
②午前9時54分～59分
③午後5時54分～59分

土曜日
①午前8時54分～59分
②午前11時54分～59分
③午後4時54分～59分

日曜日
①午前8時54分～59分
②午前11時54分～59分
③午後4時24分～29分

※②③は再放送
問広聴広報課

募　集
男女共同参画審議会委員

　男女共同参画の推進に関する施策など
について調査・審議
任期 10月1日～令和4年5月31日（会議
は年1・2回程度）
対市内在住の18歳以上（本市の他の審議
会などの委員・職員・議員を除く）
定 1人（選考）
申込書配布場所 人権・男女共同参画課、
ソレイユさがみ、各行政資料コーナー・
まちづくりセンター（橋本・城山・本庁
地域・大野南を除く）・出張所・公民館・
図書館、市立公文書館
※市ホームページにも掲載
申 8月14日（必着）までに、申込書を直
接か郵送、ファクス、Eメールで同課へ

道志川写真コンテスト
テーマ 道志川（市内）の清流、動植物な
ど四季を通じたさまざまな自然の景観
規格 2L判かキャビネサイズ
※組み写真や、デジタルでの加工は不可
応募点数 1人5点まで
申9月12日～27日（必着）に、直接か郵送
で、6面上の必要事項、題名（ふりがな）を
書いたものを1点ごとに裏面に貼ったもの
と、地図に撮影場所を明記したものを同
封して、道志川写真コンテスト実行委員
会事務局（津久井中央連絡所内　〒252－
0159　緑区三ケ木414　☎042－784－
2400）へ

安全・安心まちづくり
①標語②ポスター

テーマ 「交通安全」「防犯」
規格 ①はがき(同規格の用紙可)かEメール
②四つ切り（542mm×382mm）の画用紙
応募点数 1人各1点まで
※②は後日返却
対市内在住か在学の小・中学生
申 8月31日（必着）までに、直接か郵送（①はE
メールも可）で、作品（②は裏面貼付）に住所、
氏名（ふりがな）、学校名、学年・組、電話番
号を書いて、交通・地域安全課（〒252－5277　
中央区中央2－11－15　 koutsuuchiiki@
city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

ファミリー・サポート・センター会員
　子どもの送迎や預かりなど、子育ての
手助けを受けたい人（利用会員）と手助
けをしたい人（援助会員）を募集
対市内在住か在勤・在学で、次に該当する人
①利用会員
小学生（障害がある子どもは18歳）までの
子どもがいて、入会説明会に参加できる
※妊娠中の人も相談可
②援助会員
20歳以上で、援助会員講習会に参加で
きる
入会説明会（1時間程度）
日にち 時　間 会　場

8月7日 ㈮ 午後1時30分～ 緑区
合同庁舎9月30日 ㈬

午前10時30分～
8月22日 ㈯ 南区

合同庁舎9月11日 ㈮ 午後1時30分～

8月26日 ㈬
午前10時30分～ あじさい

会館9月19日 ㈯

援助会員講習会〈全3回〉
日にち 時　間

10月5日 ㈪ 午前9時30分～午後3時

10月7日 ㈬ 午前9時30分～午後3時30分

10月9日 ㈮ 午前9時30分～午後4時

会南区合同庁舎
共 通

申電話かEメールに6面上の必要事項、
希望の会員種別、①は希望日を書い
て、ファミリー・サポート・センター（☎
042－730－3885　 famisapo@
sagamiharashishakyo.or.jp）へ

明るい選挙啓発ポスター
テーマ 「明るい選挙に関すること」「投
票参加を呼びかけること」など
規格 四つ切り（ 542mm×382 mm）か
八つ切り（ 382mm×271mm）の画用
紙。描画材料は自由
応募点数 1人1点まで　
対市内在住か在学の小学生～高校生
申 9月11日（必着）までに、作品の裏面
右下に氏名（ふりがな）、市区名、学校名、
学年を書いて、市内在学の人は、直接在
学する学校へ。その他の人は、直接か郵
送で、各区の選挙管理委員会へ

応募先 所在地
緑区選挙管理
委員会事務局

〒252－5177
緑区西橋本5－3－21

中央区選挙管理
委員会事務局

〒252－5277
中央区中央2－11－15

南区選挙管理
委員会事務局

〒252－0377
南区相模大野5－31－1

問市選挙管理委員会事務局

講演・講座
元気高齢者向け

筋力向上トレーニング教室〈全12回〉
　専属トレーナーが、体操や機器を使っ
た筋力トレーニングなどを指導

会　場 電話番号など
① 相模原ドルフィン

クラブ（緑区橋本）
☎042－771－7333
午前10時～午後5時

② メガロス相模大野
（南区相模大野）

☎042－745－4600
午前11時～午後6時
（火曜日を除く）

時 ①9月1日～11月24日の毎週火曜日
（ 9月29日は除く）午前11時～午後0時
30分②9月10日～11月26日の毎週木曜
日午後3時30分～5時
対運動に支障がない、市内在住の65歳以上
定各10人（抽選）
費①6,000円②6,600円
申 8月①14日②7日までに、電話で各会
場へ

お知らせ

納期限は 7月31日 ㈮ 

●国民健康保険税 第2期
●固定資産税・都市計画税 第2期

※コンビニエンスストア、LINE Payでも納付できます
納税は便利な口座振替で
申金融機関の窓口へ

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業や給与などの収入が減少したなどの場合は、申請により減免となる場合があります。
対象となる人と減免の割合

対象となる人 割��合
新型コロナウイルス感染症が原因で、
◦主たる生計維持者 が死亡した
◦主たる生計維持者が重篤な傷病を負った

全額

新型コロナウイルス感染症の影響で
主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、
右記の「一部減免になる要件」の全てに該当する

一部

一部減免になる要件
「主たる生計維持者」の
❶事業・給与収入などのうち、いずれかの収入が令和元年に比べ

て3/10以上減少する見込み
❷令和元年の所得 の合計が1,000万円以下
❸❶に当てはまる所得以外の令和元年の所得が、合計で400万円

以下
※詳しくは、後期高齢者医療保険料額決定通知書に同封の「保険料の減免に
ついて」をご覧になるか、お問い合わせください。

問国保年金課 ☎042－769－8231

後期高齢者医療保険料が減免になる場合があります

主たる生計維持者
生計を支えている人のことで、
主に世帯主をいいます。

所得
収入の額から次のものを引いた額をいいます。
◦必要経費（収入を得るための費用）　◦給与所得控除　◦公的年金控除 　など

6

読者
（敬称略）

仲 間 会費などは個別にお問い
合わせください。

●英会話　月3回木曜日午後1時30分、城
山公民館。見学歓迎　問古

こ

明
め い

地
じ

（☎090－
7232－4950）

イベントなどの開催状況は随時ご確認を 新型コロナウイルスの影響に配慮し、市が主催するイベントや説明会など、中止や延期となる場合があります。
各種イベントなどの開催状況は、市ホームページで随時お知らせしています。
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広報紙の内容が
スマホで読めますマイ広報さがみはら市の手続きやイベントなど、市によく寄せられる

質問とその回答を検索できます
相模原市よくある質問解決アプリ
「おしえて！ナナちゃん」

相模原ギオンスタジアム
〒252－0335 南区下溝4169　☎042－777－6088

教室名 日にち 時　間 対　象 定　員
（抽選） 費　用

①U－7サッカー
〈全5回〉

毎週火曜日
9月1日

～10月6日
（9月22日を除く）

午後4時30分
～5時30分

年長～
小学校1年生 各15人 ①②各

4,000円②U－10サッカー
〈全5回〉

小学校
2～4年生

③簡単楽々
フィットネス

〈全11回〉

毎週金曜日
9月4日

～11月20日
（10月9日を除く）

午前10時
～11時30分

18歳以上
（高校生を

除く）
20人 8,800円

④身体すっきり、
ストレッチヨガ
教室〈全4回〉

毎週月曜日
9月7日

～10月5日
（9月21日を除く）

午前10時
～11時

18歳以上
（高校生を

除く）
25人 3,000円

申  7月25日（必着）までに、返信用はがきを持って直接か、往復はがき（ 1人1枚）、
Eメ ー ル に6面 上 の 必 要 事 項、 ① ② は 学 年 を 書 い て、 同 所（ asamizo―
stadium@dream.jp）へ

〒252－0236 中央区富士見6－6－23　けやき会館内
☎042－751－5552　 FAX042－751－5545

夏休みジュニアボウリング教室〈全3回〉
時  8月18日 ㈫ ・19日 ㈬ ・20日 ㈭ 

時　間 会　場
午前10時～正午 相模原パークレーンズ（中央区相模原）
午後4時～6時 相模ファーストレーン（中央区相模原） 

対  市内在住か在学の小・中学生＝各20人（申込順）
費  各1,500円
申  8月10日までに、直接か電話、ファクスに6面上の必要事項と性別、学校名、学年

を書いて、相模原パークレーンズ（☎042－755－1110　 FAX 042－755－1100）、
相模ファーストレーン（☎042－755－1088　 FAX 042－754－1503）、町田ボウ
リングセンター（☎042－742－3692　 FAX 042－749－8377）のいずれかへ

スポーツチャンバラ夏の体験会
日にち 時　間

①8月1日 ㈯ 午前9時30分～11時②8月8日 ㈯  
③8月7日 ㈮ 午後7時～8時30分

会  ①北総合体育館②市体育館（市役所前）③相模原ギオンアリーナ（総合体育館）
※希望者は直接会場へ

防災情報やイベント情報、市からのお知らせなど欲しい情報をお届けします！ぜひ、友だち登録をしてご利用ください。
市LINE公式アカウントを登録しよう

　新型コロナウイルスに関する最新情報や相
談窓口の情報などを確認できます。

　市のスポーツ施設や公民館など
公共施設の予約や抽選申し込みが
できます。

　ごみと資源の出し方や収
集曜日などが調べられます。

新型コロナウイルス関連情報4施設予約2 ごみの分別5

1 2 3

4 5 6

iOS版 Android版

　市が提供している便利なアプリを
ダウンロードできます。

通報アプリでお知らせください

市のアプリ3

　道路の破損状況だけでなく、まち
なかの「あぶない」場所を通報できる
範囲が拡大しました。
通報できる範囲 市の管理する道路・
公園・下水・河川・放置自転車など

「パッ！撮るん。」が
リニューアル

ダウンロードはこちら

広報紙情報 ごみ分別 市民通報
システム

よくある質問
解決

母子健康手帳 野外環境彫刻の
紹介（緑区藤野）

　市からのお知らせなどを配信します。
受け取りたい情報を選んでください。

受け取ることのできる情報

受信設定6

•市からのニュースや啓発情報など

•市の防災無線（ひばり放送）の内容
•防災に関する重要なお知らせ
•河川水位情報

•契約トラブル・悪質商法情報（消費生活情報）
•市内の犯罪・不審者情報（安全・安心情報）
※配信地域を選択できます

•市で開催される大規模イベントのお知らせ

質問に名前や住所などの個人情
報は入力しないでください。

※質問内容によっては、AIが回答できない場合があります。

パソコンやスマートフォンのブラウ
ザでも利用できます。ご利用はこちら AIスタッフ

出典：三菱総合研究所および日本ビジネスシステムズ

　AI（人工知能）が、行政手続きなどの身近な疑
問にお答えする案内サービスです。

聞きたいこと
を文章で入力すると

 キャラクターの
「しつぎおとうふ」君が

お答えします。

 さらに関連する
ホームページが

あれば
ご案内します。

AIスタッフ総合案内サービス1

問 広聴広報課 ☎042－769－8200

友だち登録は
こちら

LINE公式アカウント名
相模原市
LINE ID：
@sagamihara_city

銀河アリーナ
〒252－0229 中央区弥栄3－1－6　☎042－776－5311

教室名 日にち 時　間 対　象 定　員
（申込順） 費　用

①フラダンス教室
〈全4回〉

毎週水曜日
9月2日～30日

（9月23日を除く）
午後2時

～3時15分 18歳以上
（高校生を

除く）
各

20人

3,200円

②体幹コントロール
ヨガ〈全10回〉

毎週金曜日
9月4日～11月6日

午前10時
～11時15分 8,000円

申  9月①1日②3日までに、直接か電話でサーティーフォー相模原球場（☎042－
753－6930）へ

サーティーフォー相模原球場
〒252－0229 中央区弥栄3－1－6　☎042－753－6930

教室名 日にち 時　間 対　象 定員
（申込順） 費　用

①シェイプアップ
ヨガ〈全15回〉

毎週水曜日
9月9日～12月23日
（9月23日を除く）

午前10時
～11時15分

18歳以上
（高校生を

除く）
30人 1万2,000円

申  9月8日までに、直接か電話で同所へ

7
イベントなどの開催状況は随時ご確認を　新型コロナウイルスの影響に
配慮し、市が主催するイベントや説明会など、中止や延期となる場合があります。
各種イベントなどの開催状況は、市ホームページで随時お知らせしています。



市の手続きやイベントなど、市によく寄せられる
質問とその回答を検索できます

広報紙の内容が
スマホで読めます

相模原市よくある質問解決アプリ
「おしえて！ナナちゃん」 マイ広報さがみはら

問 緑区役所地域振興課 ☎042－775－8801　中央区役所地域振興課 ☎042－769－9801　南区役所地域振興課 ☎042－749－2135

問 観光・シティプロモーション課 ☎042－707－7045

緑区
南区

中央区

▲緑区のイメージキャラク
ター「ミウル」が、緑区の
魅力をアピールします。

▲中央区のシンボルである
桜。区内で咲き誇る桜の
名所を集めました。

▲「南区私のイチ押し写真」
応募作品から魅力を発信
する写真を集めました。

記念切手記念切手をを
発売中 発売中 

　緑区、中央区、南区の観光名所や風景
を写真やイラストで表現し、3区の魅力
が詰まったデザインとなっています。

区制区制施行10周年施行10周年

緑区1,000シート
中央区1,000シート
南区1,500シート

１シート84円切手10枚

1,330円（税込）

販売部数

市内の各郵便局（簡易郵便局を除く）販 売 所

シート構成

販売価格

オンラインで顔を見て　　　　

話せる時代ですが、　　　　　

ペンをとって大切な人に　　　

手紙を書いてみませんか？　　

　「はやぶさ2」の帰還の成功を願って、絵画コンテストを実施します。
はやぶさ2絵画コンテスト作品募集中
帰還を祈願

　現在、地球に戻るための軌道を進んでいます。10月以降、地球への軌道
に精密に誘導し、11月〜12月ごろに、小惑星リュウグウのサンプルが入っ
たカプセルが帰還します。

応募には、同サイトの会員
登録（無料）が必要です。

詳しくはコチラ▶︎

「はやぶさ2」はいま 地球への帰還まで、
あと少しだよ！

消防署のコロナウイルス対応
　緊急事態宣言解除後も、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、救急隊はさまざまな取り組みを行っています。

問 救急課 ☎042－751－9142

全ての救急出場で、感
染防止衣・手袋・ゴー
グルまたはフェイス
シールド、ウイルスの
侵入を防ぐ高性能マス
クなどを着用！

救急隊員や救急車内の
物品が感染源とならな
いように、ビニール製
シートを取り付け！

傷病者を医療機関
などに搬送した後
は、救急車内の消
毒作業を徹底！

日勤救急隊が活躍中！南区
　高齢化などで増加傾向にある救急出場
に対応するため、4月から、南消防署本署
で運用を開始。活動時間は午前8時30分～ 
午後5時15分なので、育児中の職員など
でも勤務しやすく、24時間運用の救急隊
と２隊体制で活躍しています。

区の人口・世帯　令和 2 年 6 月 1 日現在　（　）は前月との増減

74,470世帯（11 減）

169,993人（109 減）
男 85,440 人 ／ 女 84, 553 人

緑区

124,289世帯（124 増）

272,590人（207 増）
男 136,821 人 ／ 女 135,769 人

中央区

131,887世帯（58増）

280,754人（42 増）
男 139,208 人 ／ 女 141,546 人

南区

人 口

世帯数

● お知らせ：7 月 15 日号、8 月 15 日号は、緑区版・中央区版・南区版の掲載をお休みします

★テーマ
「はやぶさ２」が解き明かす過去、切り拓

ひら

く未来

申 7月26日までに絵をデジタルカメラなどで撮
影し、さがみはらファンサイト「Sagamihara 
FAN FUN FAN」から応募してください。

※賞品は選択できません

「はやツー君」
ぬいぐるみ

「宇宙服さがみん」
ぬいぐるみ

入賞者４人に賞状と副賞を差し上げます！
★副賞一例

先着２００人に記念品プレゼント！

©JAXA
リュウグウを出発
令和元年11月13日

正確に地球に
帰還するための
精密誘導
10月から

カプセルが
地球に帰還
11月～12月

地球

「はやぶさ２」の軌道

小惑星リュウグウの軌道地球の軌道

リュウグウ

イラスト 池下章裕

救命講習会を再開しました 詳しくは市ホームページへ▶︎
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