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可憐にうつむくかたくりの花、

野に山に艶やかにけむる桜、

香りに生命力が溢れる山ゆり、

そして色彩が七変化する紫陽花へ……。

さがみ野の春は、日々深まる緑の額縁を

花々がリレーで彩り、

人々の心をやさしくほぐし、陽をともす。

春 Spring

生命のコントラストがくっきりと際立つ夏。

豊かな水をたたえる相模川の

きらめく川面を跳ねる若鮎。

清らかな水辺で命を謳歌するホタル、

秘密の木で蜜に群がるカブトムシ。

傍らの子どもたちの笑顔に、

しあわせな明日の予感がする。

Summer夏
相模川水系の清流沿いや湖畔など

大自然の懐を、里山を、

錦に染める紅葉はさがみはらの大地の祝祭。

昼夜の寒暖の差が鮮やかな色合いと美しさを生み、

決して色あせない思い出の１ページを飾ってくれる。

Fall秋

冷気がほおをなで、気持ちが凛と引き締まる冬到来。

英気を蓄え、かたい芽が目覚めのときを待ちわびる木々、

雪化粧し清楚に佇む木もれびの森など、

自然が織りなす無二のアート。

この季節だけの特別な表情は見逃せない宝物です。

Winter冬

ごあいさつ
　本市では、「やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市」の実現に向け、豊かな自然と、
都市の機能とが共生したまちづくりを進めております。
　公園や緑地は、子どもから高齢者まで、誰もが心安らぐ憩いの場であるとともに、
災害時には、市民の皆様の避難場所となるなど、重要な役割を担っております。
　このたび、市制施行60周年を契機といたしまして、本市が保全・整備に取り組んで
いる都市公園と緑地を市民の皆様にご紹介し、多くの方々にご利用いただけるよう、
パンフレットを作成いたしました。
　このパンフレットは、相模原市印刷広告協同組合と本市が、市民サービスの向上と
地域経済の活性化に資する目的で締結した協定に基づき、作成したものでございます。
発行にあたりまして、相模原市印刷広告協同組合に多大なるご尽力をいただきました
ことに、深く感謝を申し上げます。
　最後に、市民の皆様が、安心して快適な生活を送ることができるよう、引き続き、
魅力あふれる公園づくりやみどり豊かな都市空間の創造に向けた取り組みを進めてま
いります。

平成27年3月
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相模原麻溝公園
Sagamihara-Asamizo Park

　この公園は、隣接した県立相模原公園とともに、一大レクリエーションゾーンとなっています。
平成 4年に第 9回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」が開かれ、
第 12回緑の都市賞　内閣総理大臣賞を受賞しました。また、毎年、緑化イベントを行っています。
　園内には、大花壇、水の広場、芝生広場、ふれあい動物広場、グリーンタワー相模原、
フィールドアスレチック、スポーツ広場、相模原ギオンスタジアム（競技場）などがあります。

総合
公園
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・クレマチス（５月）230種8,000株（５月にはクレマチスフェア開催）
・アジサイ（６月）200種7,400株（６月中旬にはアジサイフェア開催）
・グリーンタワー相模原（丹沢、多摩丘陵、横浜、湘南の大パノラマが一望できます）
・ふれあい動物広場（「展示コーナー」、「ふれあいコーナー」、「ポニー乗馬場」）
・センター広場、水の広場、子どもの広場、芝生広場、樹林広場、
　フィールドアスレチック
・相模原ギオンスタジアム（競技場）、相模原ギオンフィールド（第２競技場）、
　スポーツ広場、ジョギングコース、多目的運動場（整備予定）

●供用開始日　昭和 60年 11月 17日
●面積　22.0 ha

見
どころ

●所在地　相模原市南区麻溝台 2317番地１
●問合せ　042-777-3451（競技場 042-777-6088）
●アクセス
　小田急線相模大野駅（北口）から、「女子美術大学」行きバス、
　「総合体育館前」下車、徒歩 2分　ほか
　　　 駐車場あり

相模原麻溝公園

県立相模原公園

センター広場

スポーツ広場

水の広場

みどりの広場

子どもの広場

芝生広場

グリーンタワー
相模原（展望塔）ふれあい動物広場

フィールド
アスレチック

動物広場
管理事務所

公園管理
事務所

花の谷

大花壇

駐車場

駐車場

駐車場

女子美術大学
駐車場駐車場

駐車場
（整備中）

相模原
ギオンスタジアム
（競技場）

相模原
ギオンフィールド
（第２競技場）

多目的運動場
（整備予定）

ジョギングコース
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●供用開始日　平成３年９月８日　　
●面　積　10.5 ha
●所在地　相模原市緑区下九沢 2368番地１
●問合せ　042-779-5885

・梅園（100種 100本、12月下旬～ 3月）
・アジサイ園
　（200種 10,000 株、6月～ 7月、 ６月中旬には
　 アジサイフェア開催）
・花木園（バラやラベンダーなどの四季折々の花）
・郷土の森、水辺の広場、ピクニック広場、
　ロックガーデン、芸術のプロムナード、菖蒲田
・北総合体育館、スポーツ広場

見
どころ

●アクセス
　JR・京王線橋本駅（南口）から、「相模川自然の村」行きコミュニティバス、
　「北公園・北総合体育館前」下車すぐ　ほか
　　　 駐車場あり

北総合体育館

郷土の森
野草園

スポーツ広場

菖蒲田
芸術のプロムナード

ハーブ園

梅園
管理事務所

水辺の広場

ロックガーデン

ピクニック広場

アジサイ園
花木園

駐輪場

駐輪場

駐輪場

駐
輪
場

相模原北公園
Sagamihara-Kita Park

　既存の横山丘陵の保全を基本に公園全体に
植物園のような雰囲気を持たせると共に、
スポーツ・レクリエーションの場として利用できる
総合公園として、設置しました。
　園内には北総合体育館、スポーツ広場、
アジサイ園、梅園、郷土の森などがあります。

総合
公園
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・近くには石老山や正覚寺があり、散策コースとしても
　楽しめます
・野球場、テニス場、ゲートボール場
・わんぱく広場（複合遊具、ブランコ等）、多目的広場

見
どころ

●供用開始日　平成９年 10月１日　　
●面　積　９.７ ha
●所在地　相模原市緑区若柳 1432番地２
●問合せ　042-685-1330
●アクセス
　JR相模湖駅から、「三ヶ木（阿津経由）」行きバス、
　「相模湖林間公園入口」下車、　徒歩５分　 　　 駐車場あり

駐車場

野球場

わんぱく広場

多目的
広　場

ゲート
ボール場

テニス場

管理棟

相模湖林間公園
Sagamiko-Rinkan Park

総合
公園

　相模湖の東に位置しており､山林を利用し､
周囲はクヌギ、コナラ群集に囲まれている
公園です。開けた景観と豊かな緑に囲まれた
中で、子どもから高齢者まで施設をのびのび
と利用できる環境となっています。
　園内には、野球場、テニス場、ゲートボール場、
わんぱく広場などがあります。

　津久井湖に隣接しており、自然の景観を活かしながら公園
内に様々な樹木を配置し四季折々の彩りを見せ､利用者の目
を楽しませている公園です。
　市民の余暇活動の場として､また、地域のふれあいの場と
して、誰でも気軽に利用できるよう、中央広場、こども広場
を設置してあります。園内には、広場の他に、多目的グラウ
ンド、テニス場などがあります。

・多目的グラウンド、テニス場
・多目的広場、
　こども広場（丸太渡り、滑り台等）
　中央広場（人工水路）

見
どころ

●供用開始日　昭和 61年４月 26日
●面　積　４.４ ha
●所在地　相模原市緑区又野 829番地
●問合せ　042-784-4756
●アクセス
　JR・京王線橋本駅（北口）から、「三ヶ木
　（中野・久保沢経由）」行きバス、「奈良井」下車、
　徒歩 14分　　　  駐車場あり

駐車場

多目的グラウンドテニス場

多目的広場

中央広場

こども広場

管理事務所

津久井又野公園
Tsukui-Matano Park

総合
公園
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淵野辺公園
Fuchinobe Park

　米軍から返還されたキャンプ淵野辺跡地の
一部に設置した公園です。
　園内には、ひばり球場、テニス場、サーティー
フォー相模原球場、銀河アリーナ、ジョギング
コースなどがあり、スポーツを楽しめる公園と
なっています。

運動
公園

●供用開始日　昭和 62年３月 29日　　●面積　15.7 ha

・高校野球地区予選大会その他各種競技の
　大会を観戦することができます。
・子ども達の作品を集めた「さがみ風っ子展」
　などの展示
・テニス場 、ひばり球場、サーティーフォー相模原
　球場、銀河アリーナ（屋内アイススケート場、
　夏期は水泳プール）、ジョギングコース
・中央広場、芝生広場、樹林広場、桜

見
どころ

●所在地　相模原市中央区弥栄３丁目１番６号
●問合せ　042-776-5311
●アクセス
　JR淵野辺駅（南口）から、「青葉循環」バス、
　「淵野辺公園」下車すぐ　ほか
　　　 駐車場あり

正面ゲート南ゲート

駐車場

サーティーフォー
相模原球場

銀河アリーナ

レストラン

ひばり球場

管理事務所

芝生広場
中央広場

樹林広場

テニス場

つどいの森

駐車場ジョギングコース

西ゲート

東ゲート

横山公園
Yokoyama Park

運動
公園

・桜（ソメイヨシノ等）が植栽されており、花見が楽しめます。
・展望広場（築山）、芝生広場
・野球場、テニス場、（仮称）多目的フィールド（整備中）、
　さがみはらグリーンプール、  ジョギングコース、クラブハウス

見
どころ

●供用開始日　昭和 45年４月１日　　
●面　積　13.5 ha
●所在地　相模原市中央区横山５丁目 11番
●問合せ　042-758-0886（プール 042-758-3151）
●アクセス　JR上溝駅から徒歩 7分　ほか
　　　　　　　　 駐車場あり

駐車場

駐車場
駐車場

駐車場

野球場

テニス場

クラブハウス

樹林広場

芝生広場

さがみはら
グリーンプール

（仮称）多目的フィールド
（整備中）

　緑豊かな横山丘陵の上段に位置し、スポーツ・レク
リエーションなどに広く利用されている公園です。
　園内には、テニス場、野球場、さがみはらグリーン
プールなどがあります。
　隣接する横山丘陵の緑地には、地域の伝承「てるて
姫」ゆかりの地もあり、また、四季折々の花が植えら
れており、最盛期には花見を楽しむこともできます。

展望広場（築山）

出入口

出入口

出入口

出入口
出入口

出入口

駐車場
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鹿沼公園
Kanuma Park

　JR淵野辺駅南口の近隣に位置し、多くの市民に
利用されている公園です。この付近は、昔は葦が生
い茂っていた沼地で「かぬま」といいました。巨人
「でいらぼっち」の足跡が沼になったという言い伝
えがあります。
　園内には、野球場、テニス場、児童交通公園、
白鳥池などがあります。
　また、蒸気機関車D52が保存されております。

地区
公園

・白鳥池（コブハクチョウ、アヒル）
・児童交通公園
　（自転車、ゴーカート、ミニカート、豆自動車）
・蒸気機関車D52
・軟式野球場、テニス場
・桜（ソメイヨシノ等）が植栽されており、花見が
　楽しめます。

●供用開始日　昭和 45年 4月 1日　　
●面　積　４.９ ha
●所在地　相模原市中央区鹿沼台２丁目 15番
●問合せ　042-755-9781
●アクセス　JR淵野辺駅から徒歩 3分　ほか
　　　　　　　   駐車場あり

見
どころ

駐車場

管理事務所

管理事務所
（交通公園）

蒸気機関車

水生植物池

橋

池

正門

テニス場 交通公園

あずまや
運動広場

軟式野球場

西門 中門 東門

古淵鵜野森公園
Kobuchi-Unomori Park

　大野中地域の境川沿いに位置し、境川
斜面緑地の良好な自然環境を有する公園
です。園内には、屋外水泳プール（夏期）
や多目的グラウンドなどがあります。

地区
公園

●供用開始日　平成 18年４月１日　　
●面　積　４.８ ha
●所在地　相模原市南区鵜野森１丁目 25番
●問合せ　042-747-4641
●アクセス　JR古淵駅から徒歩 10分　ほか
　　　　　　　   駐車場あり

・屋外水泳プール（夏期のみ）
・多目的グラウンド

見
どころ多目的グラウンド

いこいの森

斜面緑地

むつみの森

屋外水泳
プール

管理事務所

駐車場

駐輪場

暫定広場
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小山公園
Oyama Park

　JR・京王線橋本駅の近隣に位置する公園であり、市内外
からストリートスポーツ愛好家が集まる公園です。
　園内には、スポーツ広場、ニュースポーツ広場などがあり
ます。ニュースポーツ広場は全国でも数少ない、スケートボー
ド、インラインスケート、BMX（バイシクル・モトクロス）
などの競技の練習コースを備えた施設であり、その他に、３
on３バスケットボールエリアやストリートダンスエリアも
あります。

近隣
公園

・スポーツ広場
・ニュースポーツ広場
　（スケートボードエリア、３ on ３バスケットボー
　  ルエリア、ストリートダンスエリア）
・芝生広場

●供用開始日　平成 17年３月 31日　　
●面　積　３.０ ha
●所在地　相模原市中央区小山４丁目１番
●問合せ　042-700-0801
●アクセス　JR・京王線橋本駅から徒歩 15分
　　　　　　　   駐車場あり

見
どころ

駐車場

芝生広場ニュースポーツ
広場

スポーツ広場

管理事務所

相模大野中央公園
Sagamiono-Chuo Park

　相模原市の南の玄関口である小田
急線相模大野駅の近隣に位置し、米
軍から返還された医療センター跡地
の一部に設置した公園です。買物や、
通勤、通学などで中心市街地に集う
人々や地域住民の憩いの場とするこ
とを目的とし、「花と水と緑」がテー
マの文化の薫り高い公園です。
　園内には、花壇、噴水、チビッコ
広場などがあります。

近隣
公園

・花壇…四季を通じて季節の花が咲き乱れています。植え替え時には
　　　　その都度デザインを変えて季節感を出しています。
・水の広場…相模湾をイメージした池と噴水
・芝生広場…イベント等も開催可能な芝生の広場
・チビッコ広場…大小複数の遊具と砂場

●供用開始日　平成２年１月８日　　●面積　２.７  ha 
●所在地　相模原市南区相模大野４丁目２番
●問合せ　042-742-8648
●アクセス　小田急線相模大野駅から徒歩４分
　　　　　　　　駐車場は、近隣の「相模大野立体自動車駐車場」（有料）
　　　　　　　　をご利用ください

見
どころ

芝生広場
チビッコ
広場

集いの広場

パークハウス

水の広場

あずまや
砂場

風の広場

四季の道

語らいの広場

池
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下溝古山公園 Shimomizo-Koyama Park
近隣
公園

●供用開始日　昭和 58年６月４日
●面　積　２.２ ha
●所在地　相模原市南区下溝 2350番地 3
●問合せ　042-769-8243

深堀中央公園 Fukabori-chuo Park

●供用開始日　昭和 59年３月 31日
●面　積　１.９ ha
●所在地　相模原市南区上鶴間３丁目 21番
●問合せ　042-769-8243

橋本公園 Hashimoto Park

●供用開始日　平成 16年３月 31日
●面　積　１.１ ha
●所在地　相模原市緑区西橋本５丁目３番
●問合せ　042-769-8243

近隣
公園

近隣
公園

相模台公園
Sagamidai Park

近隣
公園

●供用開始日　昭和 45年４月１日
●面　積　１.３ ha
●所在地　相模原市南区桜台 21番地
●問合せ　042-748-4060

●供用開始日　昭和 52年 4月 1日
●面　積　１.０ ha
●所在地　相模原市南区当麻 652番地
●問合せ　042-769-8243

当麻山公園
Taimasan Park

近隣
公園

緑が丘２丁目公園
Midorigaoka-2-chome Park

●供用開始日　昭和 58年３月 31日
●面　積　０.9 ha
●所在地　相模原市中央区緑が丘２丁目 31番
●問合せ　042-769-8243

近隣
公園

近隣
公園

しおだ
テクノパイル公園
Shioda-Technopile Park

●供用開始日　平成 20年３月 31日
●面　積　０.９ ha
●所在地　相模原市中央区田名塩田１丁目４番
●問合せ　042-769-8243

近隣
公園 Uchide Park

●供用開始日　昭和 61年５月１日
●面　積　０.8 ha
●所在地　相模原市緑区下九沢 2833番地１
●問合せ　042-769-8243

内出公園

近隣
公園

林間公園
Rinkan Park

●供用開始日　昭和 45年４月１日
●面　積　０.７ ha
●所在地　相模原市南区東林間１丁目 22番
●問合せ　042-769-8243

近隣
公園

原宿公園
Harajuku Park

●供用開始日　平成 19年３月 11日
●面　積　１.９ ha
●所在地　相模原市緑区原宿南１丁目 17番
●問合せ　042-780-1404
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・ホタル…毎年、６月になると公園の沢に
　　　　　ホタルが見られます。
・自然散策路、野鳥観察ゾーン（さえずりの沢）
　山野草観察ゾーン（こもれびの沢）
　森林生態観察ゾーン（双子沢）、水生動植物観察ゾーン（流れ、池）

見
どころ

●アクセス　
　JR上溝駅から、「相模大野駅北口」行きバス、
　「七曲り下」下車、徒歩 5分　ほか
　　　駐車場あり
●利用時間　
　開園 午前７～８時　閉園 午後４～７時
　（季節により異なります）

駐車場

さえずりの沢

こもれびの沢

せせらぎの沢

水鳥の池
林間広場

四阿

木道

入口

管理事務所

双子沢

デッキ

七曲り

●供用開始日　昭和 59年３月 31日　　●面積　７.７ ha
●所在地　相模原市中央区上溝 1359番地　　●問合せ　042-776-6484

道保川公園
Dohogawa Park

　この公園は、道保川の水源と横山丘陵の自然を、水と緑が一体と
なった自然との触れ合いの場として活用・保全するために、風致公
園として設置しました。また、身近に野鳥や植物の観察を体験しな
がら、自然への認識を深める場としても利用できます。
　園内には、自然散策路、各種動植物ゾーンなどがあります。

風致
公園

ホタル 2524



Sagamigawa Nature Village Park

　お花見やキャンプでにぎわう「相模川自然の
村」の一角にある公園であり、相模川の豊かな
自然をからだいっぱい感じることができます。 
　古民家園は、神奈川県指定重要文化財であり、
江戸時代中期に建立された旧青柳寺庫裡を復原
したものです。

風致
公園

・古民家園…神奈川県指定重要文化財である旧青柳寺庫裡を
　移設、復原し、江戸時代の茅葺き屋根の建物の姿を今に伝えてい
　ます。主に、毎月第４日曜日に各種イベントを開催しています。
・パノラマ花壇…相模川を一望できる斜面を利用して、サルスベリ
　を一万株植えました。 
・銀河連邦友好の花壇、展望台、四季の小川、さくらの広場

●供用開始日　平成８年３月 29日　　●面積　４.７ ha
●所在地　相模原市緑区大島 3853番地８
●問合せ　042-769-8243
●アクセス　JR・京王線橋本駅（南口）から、
　　　　　　「相模川自然の村」行きコミュニティバス、
　　　　　　終点「相模川自然の村」下車、徒歩 5分
　　　　　　　   駐車場あり

見
どころ

相模川自然の村公園

駐車場

駐
車
場

パノラマ花壇

展望台

入口

相模川

上大島キャンプ場

入口

入口

入口

老人福祉センター
渓松園

銀河連邦友好の花壇

水辺のステージ日だまりの池

芝生広場

古民家園

湿地

四季の小川

さくらの広場

メイン
エントランス

すいせんのこみち

Kassaka Historical Park

　峰山霊園、米軍座間キャンプに隣接しており、
斜面緑地が残り良好な自然環境に恵まれている
公園です。園内には、多目的広場などがあります。

歴史
公園

●供用開始日　平成９年３月 31日　　
●面　積　６.７ ha
●所在地　相模原市南区磯部4863番地
●問合せ　042-769-8243

・グラウンド
・多目的広場
・斜面緑地

見
どころ

勝坂歴史公園

グラウンド

多目的広場

斜面緑地

駐車場

●アクセス　小田急線相武台前駅から、「北里大学病院・北里大学」行きバス、
　「若草小学校前」下車、徒歩 20分　ほか  　　　 駐車場あり
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Historic Site Kassaka Remains Park

　縄文時代中期（約5000年前）の集落跡として国指定史跡となり、平成22年に歴史公園として
開園しました。勝坂遺跡周辺は起伏に富んだ自然地形、段丘崖の緑豊かな斜面樹林、こんこんと
湧き出る湧水など、縄文人が長く暮らし続けた豊かな自然環境が今なお残されています。
　園内には縄文集落の雰囲気を再現し、竪穴住居２棟を復元しているほか、敷石住居のレプリカ
も屋外展示しています。また、管理棟では、勝坂遺跡出土品やパネルの展示を行っています。

歴史
公園

●所在地　相模原市南区磯部 1780番地
●問合せ　042-769-8371（文化財保護課）
●アクセス　JR下溝駅から、「相武台前駅」行きバス、「上磯部入口」下車、徒歩 5分
　　　　　　　   駐車場あり

●供用開始日　平成 22年３月 31日　　
●面　積　２.０ ha

史跡勝坂遺跡公園

縄文生活林

土器野焼き場
敷石住居展示

竪穴住居（笹葺）

くさはら広場
管理棟 埋没谷

照葉樹林

廃絶住居（窪地）

竪穴住居（土葺）

・竪穴住居（笹葺）、竪穴住居（土葺）
　敷石住居（レプリカ）、廃絶住居（窪地）
・縄文生活林
・埋没谷
・土器野焼き場
・管理棟（出土品一部展示、フリースペース）
・主に毎月第２日曜日に、各種イベントと
　ボランティアガイドによる案内解説を
　行っています。

見
どころ

駐車場 散策路
※下段部は今後整備予定

　国内最古といわれる建物跡が発
見された遺跡として国指定史跡と
なり、平成19年に歴史公園として
開園しました。公園内の野外展示
では旧石器時代（約2万年前）の
住居状遺構、縄文時代の竪穴住居、
古墳時代の小円墳、地層展示パネ
ルが復元・公開されています。
　県道をはさんだ向かい側にある
史跡田名向原遺跡旧石器時代学習
館（愛称：「旧石器ハテナ館」）では、
遺跡から出土した石ヤリなど石器
の見学や火おこしなど各種体験学
習を行うことができます。

歴史
公園

・史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館（旧石器ハテナ館）
・旧石器時代の住居状遺構（復元）、縄文時代の竪穴住居（復元）
・古墳時代の谷原12号墳（復元）、谷原13号墳（保存）、
　谷原14号墳（保存）
・地層・黒曜石展示パネル
・主に毎月第３日曜日の定例体験学習の他、毎月第１～４日曜日
　にはボランティアガイドによる案内解説を行っています。

見
どころ

史跡田名向原遺跡公園

●供用開始日　平成 19年３月 31日
●面　積　０.８ ha
●所在地　相模原市中央区田名塩田３丁目 23番 11号
●問合せ　042-777-6371（旧石器ハテナ館）
●アクセス　
　JR原当麻駅から、「田名バスターミナル」行きバス、
　「田名向原遺跡」下車すぐ　　　　駐車場あり

Historic Site Tana-Mukaihara Remains Park

墓園 峰山霊園
Mineyama Cemetery

●供用開始日　平成６年７月１日　　●面積　15.0 ha
●所在地　相模原市南区磯部 4573番地２
●問合せ　042-777-0487
●アクセス　小田急線相武台前駅から、「北里大学病院・北里大学」
　　　　　　行きバス、「若草小学校前」下車、徒歩20分  ほか

※墓地使用開始日　平成２年 10月１日

多目的広場展望広場
入口広場

谷原14号墳
(位置表示)

谷原12号墳
(復元)

谷原13号墳
(位置表示)

旧石器時代の
住居状遺構（復元）

駐輪場

出入口

県道48号（主要地方道　鍛冶谷相模線）

縄文時代の
竪穴住居（復元）

旧石器ハテナ館駐車場

駐輪場

鉄塔
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相模川 中央区

南　区

緑　区

橋本

相模原

矢部

淵野辺

古淵
上溝

番田

原当麻

下溝

相武台下

相模大野

東林間

小田急
相模原

南橋本

相武台前

野球場

眺望の場

姥沢幻想の碑

至JR相模原駅

至市役所

至橋本

至田名

上溝中学校

横山小学校

横山公園

JR上溝駅

て
る
て
通
り

姥沢地区

日金沢上
地区

日金沢下
地区

57503

横山丘陵緑地

相模緑道緑地

千代田緑道

八瀬川緑道

横浜水道道緑道

（旧 畑地かんがい用水西幹線）

（旧 畑地かんがい用水東幹線）

みどりのみち

さがみの仲よし小道

古
淵
駅

こもれびの橋

相模緑
道緑地

慰霊塔

至
横
浜

大沼小学校

研究施設

相模原南警察署

大型店舗

ショッピング
モール

大野台中央小学校

大野台中学校

交番

大沼

木もれびの森入口

ゴルフ場

西大沼4丁目

相模原中央緑地

ゴルフ場

木もれびの森入口

大野台中学校

北里大学病院

大型店舗

ショッピング
モール

緑地・緑道マップ

57

503

横山公園

上溝中学校上溝中学校

横山小学校

30 31



緑道
Greenway

相模緑道緑地
Sagami Ryokudou Ryokuchi

●供用開始日　平成 14年 11月 1日
●延長　約 10.5 km　幅員　平均７m
●所在地　中央区松が丘 1 丁目～南区上鶴間 8 丁目、
　　　　　南区大野台 4丁目～南区上鶴間本町 1丁目

さがみの仲よし小道
Sagamino Nakayoshi Komichi

●供用開始日　平成６年７月１日
●延長　約５km　幅員　平均９m
●所在地　相模原市南区大野台 3丁目～南区相模台 3丁目

千代田緑道
Chiyoda Greenway

●供用開始日　平成６年３月 31日
●延長　約 1.4 km　幅員　平均８m
●所在地　相模原市中央区千代田５丁目～光が丘２丁目
　　　　　千代田４丁目～並木２丁目

八瀬川緑道
Yasegawa Greenway

●供用開始日　平成 15年３月 31日
●延長　約 1.2 km　幅員　平均８m
●所在地　相模原市中央区田名塩田２～４丁目

みどりのみち
Midorinomichi

●供用開始日　平成６年３月 31日
●延長　約 0.7 km　幅員　平均 10.5 m
●所在地　相模原市中央区緑が丘１丁目～２丁目

横浜水道道緑道
Yokohama Suidoumichi Greenway

●供用開始日　昭和 57年 8月
●延長　約 12.2 km　幅員　平均 12 m
●所在地　相模原市南区上鶴間４丁目～中央区田名地内
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Sagamihara-Chuo Green Space
緑地

●供用開始日　平成元年３月 31日　　
●面　積　６.５ ha
●所在地　相模原市中央区大野台８丁目５番
●問合せ　042-769-8242（水みどり環境課）
●アクセス　小田急線相模大野駅（北口）から
　　　　　　「相模原駅南口（ホール・大野台経由）」行きバス、
　　　　　　「大野台入口」下車、徒歩 18分　ほか

●供用開始日　平成５年３月 31日　　
●面　積　３.５ ha
●所在地　相模原市中央区上溝１丁目 14番
●問合せ　042-769-8242（水みどり環境課）
●アクセス　JR横浜線相模原駅（南口）から、「水郷田名」　
　　　　　　行きバス、「日金沢下」下車、徒歩３分　ほか

相模原中央緑地
Yokoyama-Kyuryo Green Space

緑地 横山丘陵緑地
　コナラ、クヌギなどの雑木林が連なる平地林は首都圏には珍しく、近郊緑地特別
保全地区に指定されています。この平地林（木もれびの森）は、相模野の面影を残し、
「かながわの美林50選」に選ばれています。
　緑地内には、四季折々の自然の表情を満喫できる散策路や芝生広場があります。
平坦地なのでお年寄りから子どもまで森林浴が楽しめます。

　下九沢の作の口地区の国道129号線から道保川公園に至る斜面樹林で相模原の骨格
となる緑地となっており、近郊緑地特別保全地区に指定されています。このうち姥沢地
区と日金沢上地区を自然とふれあう緑地として設置し、市民の皆さんにご利用いただい
ております。
　また緑地内には上溝・下溝地区に伝わる「てるて姫伝説」に思いをはせながら散策が
楽しめる「てるて姫の里ロマン探訪の小路」が整備されています。
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公　園

鹿沼公園

横山公園

相模台公園

相模原麻溝公園

下溝古山公園

淵野辺公園

施設名

さがみはら
グリーンプール

（仮称）多目的フィールド 整　　　　　　　備　　　　　　　中

相模原ギオン
スタジアム

サーティーフォー
相模原球場

銀河アリーナ

相模原ギオン
フィールド

施設の種類
軟式野球場

野球場

テニス場

プール

軟式野球場

競技場

スポーツ広場

野球場

体育室

ひばり球場

テニス場

アイススケート場
（冬季のみ）

プール（夏季のみ）

トレーニング室

競技場

スポーツ広場

テニス場

トレーニング室

テニス場

利用時間
8：30～ 16：30
（５月～８月は18：30まで）
8：30～ 16：30
（５月～８月は18：30まで）

8：30～ 21：30

8：30～ 21：30

9：00～ 21：30
（7/20 ～ 8/31 は 22:00
まで毎週金曜日のサブ
プールは 22:30 まで）

8：30～ 16：30
（5月～8月は18：30まで）

8：30～ 19：00
（7/21～8/31は7:30から）

6：00～ 21：30

8：30～ 21：30

午前   9：00～ 12：00
午後 13：00～ 17：00
夜間 18：00～ 21：00
※利用日等詳細は
　お問合せください。

８：30～ 21：30

８：30～ 21：30

10月 20日～５月６日のみ
９：00～ 20：15
( 火・木：
 9：00～ 18：00）

６月 10日～９月 16日のみ
９：00～ 21：30

９：00～ 21：30

【陸上】
8：30～ 19：00
（7/21～8/31は7:30から）

【サッカー・ラグビー等】
8：30～ 16：30
（7/21～8/31は7:30から）

6：00～ 17：00

8：30～ 16：30
（5月～8月は18：30まで）

9：00～ 21：30
（7/20 ～ 8/31 は 22:00
まで毎週金曜日は 22:30
まで）

使用料・利用料金
2,000円（２時間）

3,300 円（2時間）
夜間照明30分につき
全 点 灯：　4,600 円
1/2 点灯：　3,300 円
1/3 点灯：　2,000 円
1,000 円（2時間）
夜間照明 30 分につき

200円

２時間につき
大人　　　　　400円
中学生以下　　200円

2,000円（２時間）

【陸上】
個人１回
大人　　　　　200円
中学生以下　　100円
団体　　　　1,000円
（20人ごと）

夜間照明 30分につき
Ａ照明（野球やソフト
ボール向け）900 円
Ｂ照明（サッカー向け）

800円
Ｃ照明（ソフトボール
練習向け）　　400 円
6,900 円（２時間）
夜間照明 30分につき
全 点 灯：　6,900 円
1/2 点灯：　3,450 円
1/3 点灯：　2,300 円
個人利用 1回につき
高校生以上　　100円
中学生以下　 　50 円
団体利用
午前　　　　　850円 
午後　　　　1,150円
夜間　　　　　850円
2,000 円（２時間）
夜間照明 30 分につき
全 点 灯：    1,000 円
2/3 点灯：    　800円
1,000 円（２時間）
夜間照明 30分につき

200円
１回につき
大人　　　　　800円
19歳未満　　 600円
中学生以下　　400円
貸靴 1回
大人　　　　　410円
中学生以下　　210円
１回につき
大人　　　　　400円
中学生以下　　200円
１回につき
大人　　　　　200円
中学生以下　　100円

【陸上】
個人１回
大人　　　　　200円
中学生以下　　100円
団体　　　　1,000円
（20人ごと）

無　料

【サッカー・ラグビー等】
1時間あたり  2,000 円

【サッカー・ラグビー等】
1時間あたり  1,750 円

1,000円（２時間）

１回につき
大人　　　　　200円
中学生以下　　100円

1,000円（２時間）

休場日
12月下旬～ 3月中旬

12月下旬～ 3月中旬
４、７、11、３月の
第２月曜日

（祝日の時はその翌日）

な　し

第２、第４月曜日
（祝日及び 7/20 ～
8/31 を除く）、
年末年始

12月下旬～ 2月末日

【陸上】
なし（大会等が開催さ
れる場合は利用できま
せん。スケジュールは
お問合せください。）

年末年始

第３月曜日及び
12月下旬～ 3月中旬

第３月曜日及び
（祝日の時はその翌日）

年末年始
（12/29 ～ 1/3）

12月下旬～３月中旬

第 3月曜日
（祝日の時はその翌日）

利用期間中の休場日なし
（大会等が開催される
場合は利用できない
ことがあります。スケ
ジュールはお問合せく
ださい。）

第 3月曜日
（祝日の時はその翌日）

【陸上】
なし（大会等が開催さ
れる場合は利用できま
せん。スケジュールは
お問合せください。）

【サッカー・ラグビー等】
な　し

な　し

【サッカー・ラグビー等】
なし（芝生養生等のため
利用できる日が限られて
います。詳細はお問合せ
ください。）

年末年始

年末年始

利用申込み方法

さがみはら
ネットワークシステム

さがみはら
ネットワークシステム

直接利用

さがみはら
ネットワークシステム

【陸上】
直接利用（大会等で専
用利用される場合は、
直接お問い合わせくだ
さい。）

さがみはら
ネットワークシステム

さがみはら
ネットワークシステム
（大会等で専用利用さ
れる場合は、直接お問
い合わせください。）

個人利用：直接利用
団体利用：さがみはら
ネットワークシステム

さがみはら
ネットワークシステム

さがみはら
ネットワークシステム

直接利用

【陸上】
直接利用（大会等で専
用利用される場合は、
直接お問い合わせくだ
さい。）

さがみはら
ネットワークシステム

【サッカー・ラグビー等】
管理事務所に事前申込み

【サッカー・ラグビー等】
管理事務所に事前申込み

問い合わせ先

042-755-9781

042-758-0886

042-758-3151

042-748-4060

042-777-6088
　( 相模原
ギオンスタジアム )　

042-769-8288
（スポーツ課）

042-753-6930
（サーティーフォー

相模原球場）　

042-776-5311
（銀河アリーナ）

   

スポーツ施設一覧 平成 27年１月１日現在
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公　園

深堀中央公園

相模原北公園

小山公園

津久井又野公園

相模湖林間公園

古淵鵜野森公園

緑が丘2丁目公園

内出公園

【スポーツ施設（テニス場を除く）の個人使用料の優遇】について…
65歳以上の方　　個人使用料が半額になります。ただし、相模原ギオンスタジアム及び相模原ギオンフィールドは無料で利用できます。

利用時に年齢確認ができる物（運転免許証など）を持って施設窓口へお申し付けください。
障がいのある方とその介護者　　個人使用料が無料になります。利用時に障害者手帳を持って施設窓口へお申し付けください。

施設名

北総合体育館

施設の種類

スポーツ広場

トレーニング室

体育館

屋外水泳プール

スポーツ広場

スポーツ広場

多目的グラウンド

野球場

テニス場

ゲートボール場

テニス場

スポーツ広場

ニュースポーツ
広場

スポーツ広場

利用時間

6：00～ 21：30

9：00～ 22：00

午前   9：00～ 12：00
午後 13：00～ 17：00
夜間 18：00～ 22：00

10：00～ 18：00
（7/1 ～ 9/10 のみ）

6：00～ 17：00

6：00～ 17：00

6：00～ 21：30

8：30～ 16：30
（5月～8月は18：30まで）

8：30～ 21：30

8：30～ 16：30
（5月～8月は18：30まで）

8：30～ 21：30

6：00～ 21：30

9：00～ 22：00

6：00～ 21：30

使用料・利用料金
夜間照明30分につき
Ａ照明（野球やソフト
ボール向け） 　900円
Ｂ照明（サッカー向け）

 800 円
Ｃ照明（ソフトボール
練習向け）　　 400 円
個人利用
午前・午後・夜間の
区分ごとに
大人　　　　　200円
小・中学生　　100円
団体利用：直接お問合
せください。

２時間につき
大人　　　　　200円
中学生以下　　100円

無　料

無　料

1コマ（2時間）：
半面につき　2,100円
全面につき　4,200円
夜間照明 30分につき

1,300 円

4,000 円（2時間）

1,000 円（2時間）
夜間照明 30分につき

200円

２時間につき 200円

1,000 円（2時間）
夜間照明 30分につき

200円

夜間照明 30 分につき
Ａ照明（野球やソフト
ボール向け）900 円
Ｂ照明（サッカー向け）

800円
Ｃ照明（ソフトボール
練習向け）　　400 円

日中無料
夜間照明：1回200円

夜間照明 30 分につき
Ａ照明（野球やソフト
ボール向け）　 900 円
Ｂ照明（サッカー向け）

 800 円
Ｃ照明（ソフトボール
練習向け）　　400 円

1回につき
大人　　　　　200円
小・中学生　　100円

休場日

年末年始

第 2月曜日
年末年始

屋外施設のため、雨
天等で利用できない
日があります。

年末年始

年末年始

年末年始

12月中旬～ 2月末日

年末年始

な　し

な　し

第 2月曜日
年末年始

利用申込み方法

さがみはら
ネットワークシステム

さがみはら
ネットワークシステム

さがみはら
ネットワークシステム

直接利用

直接利用

直接利用

さがみはら
ネットワークシステム
さがみはら
ネットワークシステム

さがみはら
ネットワークシステム

さがみはら
ネットワークシステム

問い合わせ先

042-769-8288
（スポーツ課）

042-763-7711
（北総合体育館）

042-700-0801

042-784-4756

042-685-1330

042-747-4641
開場期間のみ

042-769-8288
（スポーツ課）
042-769-8288
（スポーツ課）
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さがみの潤水

製造者：株式会社　東洋アクアテック（TEL.042-758-5580）
販売者：相模原商工会議所　〒252-0239 相模原市中央区中央3-12-3

内容量／ 500ml  希望小売価格　120円
品　名／ナチュラルウォーター（湧水）

お問い
合わせ

相模原商工会議所　共済検定課
TEL.042-753-8134  MAIL:zyunsui@sagamihara-cci.or.jp

http://www.sagamihara-cci.or.jp

津久井の森が育んだ
ナチュラルウォーター

さ
が
み
の

潤
水

相
模
原
生
ま
れ
の
天
然
水

水源は丹沢山系相模川の源流

神奈川県相模原市中央区中央3-7-5

24

人と人をつなぐまちづくりのお手伝い
＊市街地再開発・土地区画整理の補償、事業推進支援
＊マンション・ビル建替、リニューアルに伴うテナント移転支援など
＊権利者確認、合意形成、同意取得などの住民対応

総合補償コンサルタント　株式会社 新都 <本社>〒170-0013　東京都豊島区東池袋 4-24-3　ジブラルタ生命池袋ビル 8F
　　　　 TEL　03-3982-9386　　FAX　03-3982-9393
<支社>埼玉支店　神奈川支店　福島支店　宮城支店　川越営業所　川口営業所http://www.shinto21.co.jp/
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自治会は、地域にお住まいの皆さまによる自主的な共助組織で、
皆さまの身近な課題の解決に向けて、取り組んでいます。

あなたも自治会に加入し、地域の活動に参加してみませんか？

自治会に加入しましょう

自治会への加入は、お住まいの地域の自治会役員(班・組長等)へお申し込みください。
お問合せ先　相模原市自治会連合会事務局
　　　　　 TEL 042-753-3419 (月～金　午前10時～午後4時)
　　　　　　  E-mail  info@sagamihara-jichiren.jp

子ども達の安全・安心のため自治会では
防犯パトロールを実施しています。

むこう三軒両隣の まちづくりを めざし！むこう三軒両隣の まちづくりを めざし！
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相模原ギオンフィールド
（相模原麻溝公園第２競技場）

相模原ギオンスタジアム
（相模原麻溝公園競技場）

大会のほか、教室・講座を多数行っております。

詳しくは下記のホームページまたは、

直接ご来場ください。

住所：相模原市南区下溝４１６９　　TEL：０４２－７７７－６０８８
HP：http://www.asamizo-stadium.jpn.org/　　指定管理者：相模原市体育協会グループ
構成団体：(公財 ) 相模原市体育協会　日本体育施設㈱　㈱ＮＴＴファシリティーズ　㈱ギオン

㈱ 　 田 　 口 　 園 　 芸

小 　 山 　 緑 　 化 　 ㈲

㈲ 　 座 　 間 　 造 　 園

㈲　井　 上　 創　 庭　 舎

㈱ 植 義

㈱ 植 藤

㈱ 　 植 　 光 　 造 　 園

㈲ 　 河 　 本 　 造 　 園

㈱ 井 上 農 園

髙 　 橋 　 造 　 園 　 ㈱

㈱ 　 志 　 村 　 緑 　 地

㈱ 　 相 　 模 　 植 　 木

京 　 和 　 造 　 園 　 ㈱

㈱ 原 中 園

㈱ 大 萩 造 園

㈱ 境 造 園

㈱ 座 間 緑 園 土 木

江 成 園 芸 ㈱

㈲ 司 緑 化 建 設

㈲ 小 山 造 園

㈱相模グリーンセンター

㈲ 八 木 園 芸

㈱ 植 雅 庭 園

㈲ 植 勇 造 園

㈱ 大 津 造 園

㈱共栄グリーンサービス

㈱ 野 蕗 造 園

溝 呂 木 園 芸 ㈲

㈲ A . F . A 樹 芸 2 1

〒252-0241 相模原市中央区横山台2-13-16

〒252-0216 相模原市中央区清新4-10-9

〒252-0335 相 模 原 市 南 区 下 溝2539

〒252-0141 相模原市緑区相原6-19-16

〒252-0132 相模原市緑区橋本台2-3-20

〒252-0326 相 模 原 市 南 区 新 戸2107

〒252-0243 相模原市中央区上溝1620-9

〒252-0203 相模原市中央区東淵野辺2-2-2

〒252-0335 相 模 原 市 南 区 下 溝1803

〒252-0243 相模原市中央区上溝2-4-23

〒252-0244 相模原市中央区田名5663

〒252-0243 相模原市中央区上溝37-4

〒252-0314 相模原市南区南台6-15-16

〒252-0318 相模原市南区上鶴間本町7-25-37

〒252-0236 相模原市中央区富士見6-15-19

〒252-0334 相 模 原 市 南 区 若 松2-1-8

〒252-0335 相模原市南区下溝412-13

〒252-0244 相模原市中央区田名5686

〒252-0134 相模原市緑区下九沢2413-3

〒252-0243 相模原市中央区上溝1163

〒252-0243 相模原市中央区上溝2-5-2

〒252-0243 相模原市中央区上溝4-12-8

〒252-0302 相模原市南区上鶴間4-8-8

〒252-0243 相模原市中央区上溝3902-15

〒252-0205 相模原市中央区小山1-4-8

〒252-0237 相模原市中央区千代田5-4-17

〒252-0202 相模原市中央区淵野辺本町2-18-15

〒252-0327 相 模 原 市 南 区 磯 部1427

〒252-0231 相模原市中央区相模原1-10-13ロビンハイム203

TEL 042-754-2311

TEL 042-772-2846

TEL 042-778-0582

TEL 042-771-6604

TEL 042-771-3544

TEL 046-251-0638

TEL 042-755-1592

TEL 042-752-7376

TEL 042-778-1308

TEL 042-762-0701

TEL 042-761-6636

TEL 042-778-1021

TEL 042-747-5850

TEL 042-746-1889

TEL 042-754-8067

TEL 042-746-1729

TEL 042-778-0702

TEL 042-761-0057

TEL 042-761-1018

TEL 042-778-1517

TEL 042-762-5509

TEL 042-762-1752

TEL 042-748-5040

TEL 042-761-1499

TEL 042-771-1914

TEL 042-757-5346

TEL 042-752-7756

TEL 046-255-7812  

TEL 042-776-1820

相模原造園協同組合
〒252-0216 相模原市中央区清新4-10-9
TEL 042-773-8977　FAX042-773-5051
http://www.sagamihara-zouen.jp/

緑
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
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相模原の
みどりと都市公園

相 模 原 市発行日／平成 27年３月　発行／相模原市印刷広告協同組合　監修／相模原市公園課　
　　　　　　　　　　　   デザイン・印刷／相模原市印刷広告協同組合

この冊子は広告掲載協賛者のご協力により発行されました。


