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スタートしますスタートします

本市の新たなまちづくりの指針となる「第五次座間市総
合計画ーざま未来プランー」が令和5年度からスタートし
ます。
ざま未来プランの策定に当たりましては、市民をはじめ

多くの皆様がご参画くださり、貴重なご意見、ご提言をい
ただきましたことに心より感謝申し上げます。
ざま未来プランは、第四次座間市総合計画の期間終了を

受けて、その成果や課題を踏まえた上で、今後予測される
社会情勢の変化、皆様からのご意見、ご提言などを十分勘
案しながら、長期的視点に立って策定しました。

人口減少社会を迎える中で、市民一人一人がお互いを尊
重し、心豊かに生き生きと笑顔で暮らせるまち、誰もが過
ごしやすく、暮らしやすいまち、将来に渡って成長するま
ちであることを目指すため、目指すまちの姿を「ひと・まち
が輝き　未来へつなぐ」としました。
この目指すまちの姿の実現に向け、多様な主体と共に創

る「共創」のまちづくり、目標を意識したまちづくり、新た
な社会情勢と地域課題に対応した持続可能なまちづくりの
三つを基本姿勢として、まい進していく所存ですので、一
層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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希望者へ「広報ざま」の戸別配布を実施中
※新聞を購読されている方には、新聞に折り込まれます。
※PDF版・音声版を市ホームページで公開しています。 届かない場合　㈱神奈川新聞総合サービス　 ®0120（111）429（無料）

新規の
お申し込み

市LINE公式アカウントから申請または電話で担当へ
申込専用電話　☎046（252）8684（市政戦略課）

座間市データ（令和5年2月1日現在）
人　口　132,057人	 前月（1月）比	23人減
世帯数　61,494世帯	 前月（1月）比	17世帯増



さまざまな問題を抱えて生活に困っている方の課題解決と自立を支援し
ています。
相談支援員は、課題解決のために何が必要か一緒に考え、具体的なプラ

ンを作成し、自立に向けた支援を行います（秘密厳守）。
相談は、本人だけでなく、家族や関係者からも受け付けています。一人

で悩まず、気軽にご相談ください。
日時随時
場所市役所1階生活援護課
就労準備支援事業「はたらっく・ざま」
働くことに問題を抱えている方の相談に応じ、就労までの支援を行って

います。また、利用者を対象にしたセミナーや食堂を開催しています。
開館時間 9：00～17：00
所在地相武台1-35-6三裕ビル2階
問合☎046（204）7624　 FAX 046（204）7625
ひきこもりサポート事業「みんなの居場所 ここから」
引きこもりなど、社会的な孤立状態にある方の居場所として、フリース

ペースやサロン、相談窓口などを用意しています。
開館時間 �10：00～16：00（土曜・日曜日、祝・休日を除く）
所在地相武台1-35-6三裕ビル2階
問合☎046（244）6434
担当 生活援護課　☎046（252）8566　 FAX 046（252）7043

健康・福祉 ざまホットライン　 ざまホットライン　 Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE

狂犬病予防集合注射
市と獣医師会では、狂犬病予防集合注射を下表の通り実施します。集合

注射での接種を希望する場合は、3月下旬に発送する案内はがきの問診票
に必要事項を明記し、持参してください。なお、死亡・譲渡・転居など、登
録内容に変更があった場合には、担当へお問い合わせください。
押さえられない犬、投薬中の犬、体調不良の犬は接種できないので、か

かりつけ医などで接種してください（動物病院によって、注射料や手続き
の内容が異なる場合があります）。

日時 場所 所在地

4月17日㈪

10：00～11：00
13：00～14：00

座間市民球場（駐車場） 相模が丘6-36-24

4月18日㈫
立野台公園（公園内広場） 立野台3-21
東原コミュニティセンター前公園（東原
第3公園） 東原4-21

4月19日㈬ 芹沢公園（北駐車場） 栗原2663-1

4月20日㈭
新田宿・四ツ谷コミュニティセンター 四ツ谷1026
市公民館・西出張所東側公園（入谷1-1多
目的広場） 入谷西2-53

4月21日㈮ 市役所第3駐車場 緑ケ丘1-2

費用 1頭▼狂犬病予防接種など＝3,650円▼新規登録手数料＝3,000円
※�会場には犬を押さえられる方が同伴し、ふんの始末ができる物を用意し
てください。

※�開始時間直後は大変混み合い、待ち時間も長くなりますので、できるだ
け時間をずらした来場をお願いします。

4～6月は狂犬病予防注射月間

自閉症児・者作品展2023
市内の障がい者団体「座間地区自閉症児・者親の会（座間やまびこ）」で

は、自閉症児・者に表現の場を提供するとともに、広く市民に自閉症につい
て理解と支援の輪を広げるため、4月2日の世界自閉症啓発デーおよび4月
2日～8日の発達障害啓発週間に先立って、次の通り作品展を開催します。
日時 �3月27日㈪～31日㈮9：00～17：00（初日は13：00から、最終日は

14：00まで）
場所市役所1階アトリウム
内容 �市内在住の自閉症児・者の絵画や習字、手芸作品などを展示
問合 �座間地区自閉症児・者親の会（座間やまびこ）外川　☎046（254）

4971
担当 障がい福祉課　☎046（252）7978　 FAX 046（252）7043

担当 健康づくり課　☎046（252）7225　 FAX 046（255）3550
ぴよぴよ・チェリー教室
日時 3月24日㈮10：00～11：00　
場所市民健康センター　 内容子育
ての悩みや出来事などを保健師、
助産師と語り合う　 対象 2,500
グラム未満で生まれた乳児、双
子以上の多胎児（いずれも1歳
まで）とその家族　 持物 母子健
康手帳、バスタオル、おもちゃ、
おむつ、ミルクなど　 申込 3月�
23日㈭までに電話で担当へ
個別健康相談
日時随時　 場所市民健康センター　
内容 健康全般について栄養士・保

みんなの健康 ＊�救急診療の案内は
　7面に掲載しています

健師へ相談　 持物健康手帳（持っ
ていない方は当日発行）　 申込 電
話で担当へ

座間市24時間健康電話相談

Ⓡ0120（867）860
FAX 03（3562）8435

フ ァ ミ リ ー・ケ ア・ネ ッ ト ワ
ーク（https：//fami lycare .
sociohealth.co.jp/）から「WEB
健康相談」を利用できます。6桁
の番号には「867860」と入力し
てください。
担当 医療課　☎046（252）7295
　　　　　 FAX 046（252）7043

犬・猫の飼育についてのお願い
犬の散歩の仕方やふん尿の放置、野良猫への無責任な餌付けなど、さま

ざまな苦情や問題が増えています。
近隣に生活する方の中には、動物が苦手な方やふん尿などの被害に迷惑

している方もいます。
飼育マナーやルールを守り、周囲の方に迷惑が掛からないよう、人と動

物が共生できる環境づくりに配慮しましょう。
守ってほしいペットマナー
⃝自宅で排泄を済ませてから散歩する
⃝首輪と引き綱を必ず付けて散歩する
⃝犬は鑑札と注射済票を必ず付け、狂犬病予防注射を毎年受ける
⃝犬は放し飼いにしない
⃝ペットは愛情を持って最後まで飼育する
担当 健康づくり課　☎046（252）8236　 FAX 046（255）3550

就労準備講座「コミュニケーションって喋らなくて
も良いの？」
自立訓練事業所の「エンラボカレッジ」を講師に招き、人付き合いが苦

手な方に向けた、コミュニケーションのこつを学ぶセミナーを開催します。
日時 3月20日㈪14：00～15：30
場所はたらっく・ざま（相武台1-35-6三裕ビル2階）
定員 10人（先着順）
参加当日直接会場へ
担当 生活援護課　☎046（252）8566　 FAX 046（252）7043

飼い主は法律により、毎年1回飼い犬
に狂犬病予防注射を受けさせ、市に登録
することが、義務付けられています。
飼い犬の死亡や譲渡、飼い主の転居な

ど、登録内容に変更が生じた場合には手
続きが必要になります。詳しくは、担当
へお問い合わせください。
担当 健康づくり課　☎046（252）8236　 FAX 046（255）3550

生活でお困りの方へ「自立サポート相談」　
断らない相談支援
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担当介護保険課　☎046（252）8077　 FAX 046（252）8238

市の地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、住み慣れた地域において、利用者の能力や希

望に応じた介護や機能訓練などを行う介護保険のサービスで、要介護認定
などを受けた方が利用できます。各事業所は下表の通り（2月1日現在）。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

介護職員・看護師の定期的な訪問と、通報などによる随時対応が受けられ
ます。
小規模多機能型居宅介護事業所

通い、宿泊、訪問を一つの事業所が組み合わせて提供します。希望に応
じて臨機応変に対応し、在宅生活を支援する施設です。
看護小規模多機能型居宅介護事業所

通い、宿泊、訪問に加えて看護師による訪問看護を行い、医療ニーズの
高い方の在宅生活を支援する施設です。
認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）

認知症と診断された方が介護サービスを受けながら少人数で共同生活す
る施設です。
地域密着型通所介護事業所

食事・入浴などの介護や機能訓練、レクリエーションを行う少人数制の通
いの施設です。

事業所名 所在地 連絡先
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

そよ風定期巡回　ざま 相模が丘５-２９-５８
サンシャインビル１Ｆ ☎04２（767）3５２3

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ゆずりは　座間 入谷東3-８-33 ☎046（２44）3760

小規模多機能型居宅介護事業所
ふれんどりぃの郷 栗原中央4-２3-２１ ☎046（２１0）3８１１
ふれんどりぃの家 座間２-２９6２-１6 ☎046（２９８）１１77
看護小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護まさみ 相武台１-８-２3 ☎046（２５１）3１１１
認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
グループホーム小松原 小松原１-２８-１4 ☎046（２９８）3360
グループホームあいち 相武台１-１１-５ ☎046（２９８）70２１
グループホーム　イー・ケア座間                                                  栗原中央3-１0-１ ☎046（２５7）１２２6
花物語ざま 南栗原4-30-40 ☎046（２５２）37８7
愛の家グループホーム西栗原 西栗原２-１５-５８ ☎046（２５２）3５00
愛の家グループホーム座間 座間２-２８８4 ☎046（２５２）3300
はなまるホーム座間 入谷東4-１0-２ ☎046（２66）0１９５
地域密着型通所介護事業所

くつろぎ処　榮みん∞ 相模が丘２-１-２6-５0５
パルセ相模台 ☎046（２04）4637

レコードブック座間相模 相模が丘3-５7-１ ☎046（２44）５36５
デイサービス　オレンジクラブ 相模が丘4-１９-4５ ☎046（２９８）５0１0

ひばりデイサービス小田急相模原 相模が丘4-63-7
ガーデンテラス小田急相模原3Ｆ ☎046（２５９）7２6１

ケアハーモニーデイサービス 相模が丘５-１0-3四国屋ビル１Ｆ ☎04２（70５）９２１7
デイサービスセンター　手をつな号 相模が丘５-4１-５7 ☎04２（70５）２34５
わ～くすケア座間 小松原１-２２-１２ ☎046（２５7）0600

座間デイサービス小松原 小松原１-２6-１3
メイプルV１0２号室 ☎046（２９８）５２6１

サロンディウェルハイムひばりが丘 ひばりが丘５-１4-２7 ☎046（２９８）５0２２
茜デイサービス 栗原中央１-3１-２4 ☎046（２５９）6603
リビングケア唯の郷　栗原中央 栗原中央１-34-５0 ☎046（２40）70１９
デイサービス　りぼん　座間 南栗原4-２９-９ ☎046（２44）0８4８

おけいこサロン　寿 南栗原6-１7-８
グランデアロー１Ｆ ☎046（２00）９7８0

リビングケア唯の家　座間緑ヶ丘 緑ケ丘4-１１-１２ ☎046（２44）43５２
デイサービス　カナンの家 立野台１-８-37 ☎046（２５５）76５7

ゆめの木座間 座間１-30５９-１
ゆうペットシニア２Ｆ ☎046（２１１）８673

ひばりデイサービス座間 座間１-34１２-１
ガーデンテラス座間 ☎046（２40）0５９２

茶話本舗デイサービス座間 入谷東3-２4-7 ☎046（２40）８7８１
くつろぎ処　夢みん♡ 入谷西3-１0-２８ ☎046（２５7）6９９4

子育て・教育 ざまホットライン　ざまホットライン　Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE

子育て支援センター「ざまりんのおうち」が出張して遊び広場を開催し
ます。予約不要で利用できるので気軽に遊びに来てください。
日時 3月17日㈮から毎週金曜日10：00～12：30
場所 相武台コミュニティセンター2階保育室
内容 子育て支援センターの職員などと自由に遊ぶ広場
対象 未就学児とその保護者
ご利用ください　子育て支援センター
　身近に利用できる育児の拠点として、市内3カ所に子育て支援センター
があります。子育ての不安などに関する相談受け付け（電話、ファクス可）、
子育てに関する情報提供と援助、子育て中の方の交流の場の提供、子育て
サークルなどの活動協力・支援などを行っています。
　利用には予約が必要ですが、当日予約もできますので気軽にご利用くだ
さい。
⃝ざまりんのおうち「ゆめ」（東原2-8-1）☎ FAX 046（254）2634
⃝ ざまりんのおうち「ひまわり」（相模が丘1-25-1リビオタワー小田急相

模原コモンズざま2階）☎042（740）2788　 FAX 042（740）2789
⃝ ざまりんのおうち「かがやき」（入谷東3-59-4ホシノタニ団地4号棟）☎

046（255）7070　 FAX 046（255）7080
利用時間 月曜～金曜日10：00～12：30、13：30～16：00
※相談は随時（9：00～16：00）受け付けています。
担当子ども政策課　☎046（252）8025　 FAX 046（255）5080

ざまりん広場　相武台

安全・環境 ざまホットライン　ざまホットライン　Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE

　家庭から排出された燃や
すごみの量です。1人につ
き1日おにぎり1個分の減
量を目指しましょう。
　年間2,400トンの削減目標まで、あと1,958トンです。
　目標達成までまだまだです。分別にご協力をお願いします。
担当資源対策課　☎046（252）7985　 FAX 046（252）7616

令和 排出量 前年同月比

５年 １,307.１８ −3.85
パーセント4年 １,3５９.５１

2月の実績燃やす燃やす の量の量ごみ
　本紙に掲載する赤ちゃんの写真を募集します（申込順）。
対象 市内在住で申込時に1歳未満の赤ちゃん
申込  写真の裏面へ保護者の氏名・住所・電話番号、赤ちゃ

んの氏名（ふりがな）・生年月日を明記し、〒252-
8566座間市役所市政戦略課宛てに郵送または直接担当へ

※応募写真は返却しません。
担当市政戦略課　☎046（252）8321　 FAX 046（255）5090

こんにちは赤ちゃん 写真募集
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りょう

真
ま

ちゃん

R4.9.7生まれ
明王

佐
さ

藤
と う

　咲
え み

莉
り

ちゃん

子育て世代包括支援センター　ネウボラざまりん
ネウボラざまりん（市役所2階）では、母子保健コーディネーターや子

育てパートナーが、妊娠や出産、育児に関する情報提供や相談対応などを、
総合窓口として行っています。また、授乳室やキッズスペースの他、個別
相談室を設けており、子どもと一緒でも安心して相談できる設備を整えて
います。
母子健康手帳などの発行

妊娠・出産・子育て支援プランの作成と、次の書類を発行します。30分程
度掛かりますので、時間に余裕を持ってお越しください。
発 行 す る も の  母子健康手帳、妊婦健康診査費用補助券、妊婦歯科健康診査

受診券、産婦健康診査費用補助券、乳房ケア費用補助券
持物  本人確認ができるもの（運転免許証、健康保険証、マイナンバー（個

人番号）カードなど）
問合 ネウボラざまりん　☎046（252）7776
担当子ども政策課　☎046（252）8025　 FAX 046（255）5080
　　健康づくり課　☎046（252）7225　 FAX 046（255）3550

3広 報 

座間市役所　〒252-8566　神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号（郵便物は、郵便番号と「座間市役所＋課名」を記入することで届きます）　
●開庁時間　月曜〜金曜日（祝・休日と年末年始を除く）8：30〜17：15（第2・第4土曜日の午前中は一部業務を実施）
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令和4年11月10日撮影

令和4年12月18日撮影

池田　正義
東原

歩道橋からの眺め

安藤　史郎
小池調整池

冠雪

担当市政戦略課　☎ 046（252）8321　 FAX 046（255）5090

カルチャー ざまホットライン　ざまホットライン　Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE

連 載 トピックストピックス自治会自治会

テント設営の様子

自治会への加入などは、自治会総連合会事務局☎ FAX 046（252）
8751へお問い合わせください。
担当市民協働課　☎046（252）7966　 FAX 046（255）3550

当地区自連は防災活動の一環として避
難所開設訓練を相武台東小学校と相模野
小学校の2カ所で実施しています。昨年
11月20日は相武台東小学校で行い、自
治会員の他、先生方にも参加いただき、
テント設営と簡易トイレの組立を行いま
した。テント設営は初めての方が多く、最
初は見聞きしながらで結構時間が掛かっていましたが、流れが読めて
くると手際よく設営出来ました。今後も大勢の方が訓練に参加する体
制を整えたいと思います。� 相武台地区自治会連合会会長　阿部輝密

地域でただいま活躍中！安全・安心な地域づくり !地域でただいま活躍中！安全・安心な地域づくり !

地区自連での防災訓練

相武台地区
自治会
連合会

くらし・地域 ざまホットライン　ざまホットライン　Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE

座間市民活動サポートセンター
登録更新・新規登録団体募集
座間市民活動サポートセンターでは、非

営利で市民活動を行う団体を支援していま
す。受け付け期間内に登録すると、令和�
5年度のサークル・団体情報誌「ざまっとガ
イド」に団体情報を掲載できます。なお、
現在登録中の団体も更新の手続きが必要で
す。
受付期間 �4月28日㈮15：00まで（新規登録

は随時受け付け）
登録方法 �登録申請書（同センター（ざまコ

ミュニティプラザ1階）、市公民
館、北・東地区文化センター、各コ

家事に積極的に取り組む男性（カジ男）を養成するため、簡単に作れる

男女共同参画講座

カジ男
だ ん

養成講座（簡単レシピ編）

担当広聴人権課　☎046（252）8087　 FAX 046（252）0220

タンドリーチキン、ラタトゥ
イユ、かぼちゃのポタージュ

コミュニティバス（ザマフレンド号）
リアルタイム運行情報
市ホームページおよび市LINE公式

アカウントからザマフレンド号の現在
地が地図上で確認できるようになりま
した。
ザマフレンド号について詳しくは、

市ホームページをご覧ください。
担当都市計画課　☎046（252）8289　 FAX 046（255）3550

市ホームページ 市LINE公式
アカウント

市マスコットキャラクター「ざまりん」
ざまりんは、全国に座間市の魅力をお届けするために日々活動していま

す。
⃝誕生日　11月3日
⃝住所　市内のひまわり畑
⃝特徴　�頭はひまわりの花びら、体はひまわりの種の

ひまわりの妖精
⃝趣味　日光浴、お絵かき
⃝特技　ダンス、一輪車
ざまりんからのコメント
ぽっこりお腹には、夢と希望の種がいっぱい詰まっているから、お腹に

タッチするといいことあるかも。
お腹はぽっこりでも、意外と動けるのが自慢だよ。応援よろしくねー。

ざまりんブログ
日頃の活動の様子をブログで発信しています。ぜひご覧くだ

ざまりん
ブログ

さい。
U R L �https://www.city.zama.kanagawa.jp/zamarin/

blog/index.html

⃝ざまりん公式ツイッター
⃝ざまりん公式インスタグラム
⃝ざまりんホームページ
⃝市公式チャンネル（YouTube）

ざまりんの

最新情報がい
っぱい

ざまりん公式
ツイッター

ざまりん公式
インスタグラム

ざまりん
ホームページ

市公式
チャンネル

CHE
CK!

担当市政戦略課　☎ 046（252）7961　 FAX 046（255）5090

令
和
5
年
　
ふ
る
さ
と
祭
り

東
京
2
0
2
3
の
様
子

市公式
チャンネル

レシピを市ホームページ、市公
式チャンネル（YouTube）で紹
介しています。今回は、市の男
性職員がタンドリーチキン、ラ
タトゥイユ、かぼちゃのポター
ジュの3品を作りました。ぜひ、
ご覧いただき、挑戦してみてく
ださい。（レシピ協力　食生活
改善推進団体ひまわり会）

ミュニティセンターで配布）に必要事項を記入し、直接問い合わ
せ先へ

更新方法 送付した更新申請書の内容を確認し、直接問い合わせ先へ
問合 �座間市民活動サポートセンター　☎046（255）0201　 FAX 046
（255）3243　 ss-zama@feel.ocn.ne.jp

担当市民協働課　☎046（252）7966　 FAX 046（255）3550

4 広 報 

日時日時　 場所場所・会場　 内容内容　 講師講師　 対象対象（記載なしの場合はどなたでも）　 定員定員　 費用費用（記載なしの場合は無料）　 持物持ち物　
受付受付時間　 入場入場　 備考備考　 申込申込方法　 参加参加方法　 問合問い合わせ先　 担当担当　 FAXファクス　 HP ホームページ　 電子メール
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座間市民芸術祭工芸・生活美術展、
絵手紙展作品募集
展示場所 ハーモニーホール座間ギャラリー
展示期間 5月12日㈮～14日㈰9：30～16：00
応募資格 市内で文化活動をしている方、市内在住・在勤・在学者
応募作品 未発表のもの
応募方法 �3月15日㈬～4月12日㈬に市LINE公式アカウントから申請、必要

事項を記入した出品応募票を郵送または直接担当へ
郵送先〒252-8566座間市役所生涯学習課
※�出品応募票は市役所5階生涯学習課、市公民館、北・東地区文化センター、
各コミュニティセンター（相模が丘コミュニティセンターを除く）で配
布（市ホームページからダウンロード可）。

部門 募集内容 搬入・搬出日時

工芸
生活美術

木工、彫塑、陶芸、押し絵、切り
絵、トールペイント、絵皿、刺し
ゅうなどの分野で、大きさは、立
体は高さ60cm×幅60cm×奥行き
60cmまで、平面は縦70㎝×横70㎝
まで（1人3点まで）

搬入：5月11日㈭10：00
搬出：5月14日㈰16：00
※�飾り付け、片付けは出品者で
行ってください。

絵手紙
はがきまたは同程度の紙に水彩、
油彩、アクリルなどで描いた作品�
（1人1点まで）

担当 生涯学習課　☎046（252）8476　 FAX 046（252）4311

日時 3月25日㈯・26日㈰、4月1日㈯・2日㈰10：00～16：00
場所東原桜並木（相鉄線さがみ野駅北側）

日米親善キャンプ座間桜祭り
日時 3月25日㈯13：00～18：30（荒天中止）
場所キャンプ座間
　　※駐車場、駐輪場はありません。
内容模擬店、家族向けゲーム広場、DJ・ライブパフォーマンス
持込不可 �刃物類、アルコール飲料、ガラス瓶類、キックボード、スケート

ボード、ペットなど
※�入門時に「写真付き身分証明書」の提示が必要です。詳しくは、在日米
陸軍基地管理本部・家族福利厚生事業局公式フェイスブック（https：//
www.facebook.com/armymwrjapan/）をご覧ください。

担当 渉外課　☎046（252）8035　 FAX 046（255）3550

プラっとざま
　小田急相模原駅前のリビオタワー小田急相模原コモンズ
ざま3階に「プラっとざま」（市民交流プラザ）を開設して

市内では、地域団体が主体となり、さくら祭りを企画・運営しています。

さがみ野さくら祭りさがみ野さくら祭り

かにが沢さくら祭りかにが沢さくら祭り

相模が丘さくら祭り相模が丘さくら祭り
日時 4月1日㈯・2日㈰11：00～18：00
場所相模が丘仲よし小道

担当 商工観光課　☎046（252）7604　 FAX 046（255）3550

日時 4月2日㈰9：00～16：00
場所かにが沢公園

※�パレードは2日㈰13：00～
14：00に開催。

くくらら祭祭ささ りり

います。
　同プラザでは多目的ラウンジや打合せ室が有料で利用で
きる他、コミュニティカフェも併設しています。気軽にご
利用ください。

カフェハロゲン　コーヒーの試飲会
日時 3月22日㈬10：30～12：00
内容カフェハロゲンのバリスタによる、豆の違いを
学ぶコーヒーの試飲会
対象高校生以上の方
定員 10人（申込順）
費用 1,000円（試飲・お土産代）
申込電話で問い合わせ先へ
問合 c

カ フ ェ

afé�h
ハ ロ ゲ ン

alogen（同プラザ内）☎042（705）3135
�coffee talk～コーヒーを飲みながら英会話を楽しむ会～
日時 3月28日㈫10：30～11：30
内容 JIMさんとコーヒーを飲みながら
英会話を楽しむ
対象日常会話程度の英会話ができる方
定員 8人（申込順）
費用 500円※別途、最低1品注文。
申込 3月15日㈬13：00以降に電話で
問い合わせ先へ
問合 c

カ フ ェ

afé�h
ハ ロ ゲ ン

alogen（同プラザ内）☎042（705）3135
子ども広場「うんどうあそび」
日時 4月26日㈬13：00～14：00
内容親子で運動遊びを楽しむ
対象未就園児とその保護者
定員 15組（申込順）
申込 3月15日㈬13：00以降に電話または直接同プラザへ
担当 プラっとざま　☎042（705）3610　 FAX 042（705）3630

プラっとざま
ホームページ

イベント

5広 報 

●�市民文化会館はハーモニーホール座間、市民体育館はスカイアリーナ座間、市民交流プラザはプラっとざま、総合福祉センターはサニープレイス座間、
　ふれあい会館はコミュニティプラザと表記します。申し込みは、特に記載がなければ発行日以降にお願いします。
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サニープレイス座間の大規模改修に伴う
代替利用施設
サニープレイス座間は、9月からの大規模改修工事に伴う全面休館に先

立ち、4月1日㈯から会議室、講習室、研修室および多目的室の施設利用
（貸館利用）ができなくなります。工事期間中は下記施設をご利用くださ
い。
※申込方法、利用方法（諸条件）および使用料などは、各施設で異なります。

施設名 施設概要 連絡先
立野台コミュニティセンター

ホール、和室、実習室、学習
室、プレイルーム（保育室・児
童室）

☎046（255）0815
新田宿・四ツ谷コミュニティセンター ☎046（257）4871
小松原コミュニティセンター ☎046（257）9640
東原コミュニティセンター ☎046（255）9770
相模が丘コミュニティセンター ☎046（258）3000
相武台コミュニティセンター ☎046（258）3001
ひばりが丘コミュニティセンター ☎046（257）7698
栗原コミュニティセンター ☎046（257）7210
プラっとざま 多目的ラウンジ、打合せ室 ☎042（705）3610
市民健康センター 多目的ホール、相談室 ☎046（251）6822

スカイアリーナ座間 大体育室、ミーティングルー
ム ☎046（255）0077

青少年センター 和室、美術工芸室、会議室、
音楽室、ホール ☎046（253）8411

市公民館 講座室、会議室、実習室、和
室、集会室 ☎046（255）3131

北地区文化センター 講座室、会議室、実習室、和
室、ホール ☎042（747）3361

東地区文化センター ホール、集会室、学習室、実
習室、和室 ☎046（253）0781

ハーモニーホール座間
（令和6年8月～7年12月休館予定）

ホール、リハーサル室、練習
室、会議室、和室 ☎046（255）1100

担当市政戦略課　☎046（252）7961　 FAX 046（255）5090

相模が丘コミュニティセンターの再開
大規模改修に伴い閉所している相模が丘コミュニティセンターは4月か

ら利用を再開する予定です。事前の団体予約は3月下旬から、個人予約は
4月から再開し、相模が丘児童ホームは3月中旬、北出張所は3月下旬から
再開する予定です。
詳しい日程が決まり次第市ホームページ、市LINE公式アカウントなどで

お知らせします。
担当相模が丘コミュニティセンターについて　市民協働課
　　☎046（252）7966　 FAX 046（255）3550
　　北出張所について　戸籍住民課
　　☎046（252）8083　 FAX 046（255）3550
　　相模が丘児童ホームについて　子ども育成課
　　☎046（252）7969　 FAX 046（255）5080

一部銀行窓口での公金納付を終了
三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友信託銀行での公

金納付書を用いた窓口での納付取り扱いは3月31日㈮で終了します。お持
ちの納付通知書などに指定の納付場所として同銀行が掲載されている場合
でも、期日以降に納付する場合は手数料が発生しますのでご注意ください。
なお、口座振替による納付、インターネットバンキング、現金自動預払

機（ATM）を利用するペイジーによる納付は引き続き利用できます（水道
料金・下水道使用料はペイジー利用不可）。
担当市税・手数料について　財政課
　　☎046（252）8404　 FAX 046（255）3550
　　水道料金・下水道使用料について　経営総務課
　　☎046（252）7513　 FAX 046（257）4155

お知らせ ざまホットライン　 ざまホットライン　 Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE

固定資産税の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　固定資産税の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、固定資産税の納税者が
自己の所有している土地または家屋の価格と、市内の他の土地または家屋
の価格とを比較できる制度です。
日時 4月3日㈪～5月31日㈬8：30～17：15（土曜・日曜日、祝日を除く）
場所市役所2階固定資産税課
対象 �固定資産税の納税者と同居の親族、代理人（納税者から委任を受けて

いる方）
手数料 無料
持物 �氏名・住所が確認できるもの（マイナンバーカード、運転免許証、パス

ポート、健康保険証など）、固定資産税納税通知書、課税明細書、委任
状（代理人のみ）

※�土地だけを所有している場合は、家屋の縦覧はできません。また、家屋
だけを所有している場合は、土地の縦覧はできません。

担当固定資産税課　☎046（252）8043　 FAX 046（255）3550

住宅改修に伴う固定資産税の減額措置
　住宅の耐震改修、バリアフリー改修、熱損失防止（省エネ）改修などの
各工事を行うと、その家屋の固定資産税が減額される場合があります。要
件や提出書類など、詳しくは市ホームページをご覧になるか担当へお問い
合わせください。
担当固定資産税課　☎046（252）8047　 FAX 046（255）3550

ご利用ください　公民館図書室
　市公民館（入谷西2-53-34）、北地区文化センター（相模が丘5-30-4）、
東地区文化センター（東原3-1-1）では公民館図書室を設置しています。同
図書室では小説、絵本、雑誌などを蔵書しており、閲覧・貸し出しができ
ます。また、図書館や他の公民館図書室の蔵書を取り寄せることもできま
す。お近くの公民館図書室をご利用ください。
開室時間 9：00～17：00　
休室日月曜日、祝・休日、12月29日～1月3日、蔵書点検日
担当市公民館　☎046（255）3131　 FAX 046（252）2776
　　北地区文化センター　☎042（747）3361　 FAX 042（747）8542
　　東地区文化センター　☎046（253）0781　 FAX 046（253）0789

令和5年度上水道水質検査計画を策定
　上下水道局では、安全でおいしい水道水を提供するため、令和5年度上
水道水質検査計画を策定しました。また、過去の水質検査結果は市ホーム
ページまたは水道施設課窓口で確認できます。詳しくは市ホームページを
ご覧になるか、担当へお問い合わせください。
担当水道施設課　☎046（252）7509　 FAX 046（252）8320

ご利用ください　移動図書館
図書館まで来館するのが難しい方などの学習機会を確保するため、移動

図書館が市内の小学校の他、集合住宅など5カ所を巡回し、図書の貸し出
しなどを行っています。巡回スケジュールは本紙毎月1日号に掲載してい
る他、図書館ホームページ（https://www.library.zama.kanagawa.jp/）
から閲覧できます。
担当図書館　☎046（255）1211　 FAX 046（252）5704

市ホームページ　手続きコンシェルジュ
　「転居」「結婚」などの「ライフイベント」ごとに、い
くつかの質問に「〇」「×」「△」で答えると、市役所で
行う必要な手続きや持ち物、対応窓口などを確認でき、
手続きの準備を整えることができます。市ホームペー
ジ「座間市手続きコンシェルジュ（https://www.city.

手続き
コンシェルジュ

zama.kanagawa.jp/concierge/index.html）」から利用できます。
利用項目 転入、転居、転出、結婚、離婚、出産、おくやみ
担当市政戦略課　☎046（252）8321　 FAX 046（255）5090

東地区文化センター利用者代表者会議
日時 4月8日㈯13：30から、9日㈰9：30から（内容は同じ）
内容同センター利用案内・事業予定の説明
対象新たに同センターの定期利用を希望する団体の代表者
参加 �3月30日㈭までに電話、ファクスまたは直接同センターへ
※�すでに同センターを利用している団体は市ホームページまたは同センタ
ー内の掲示をご覧ください。

担当東地区文化センター　☎046（253）0781　 FAX 046（253）0789
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場所中原小学校
内容ダンス、創作舞踊
対象幼稚園年長～中学3年生
費用月額3,000円
問合 y.j.gymnastics@gmail.com
（和賀）
イジュマービッグバンド
日時毎月第1・3・5金曜日19：00～21：00
場所市公民館
内容ビッグバンドの演奏
費用月額2,500円
問合☎090（4964）9043（清水）
ZAMAビッグバンドジャズオーケ
ストラ
日時毎月第1・3・5日曜日17：00～20：30
場所市公民館
内容ビッグバンドジャズの演奏
対象楽器経験者
費用月額2,500円
問合☎090（4964）9043（清水）
ニューエポック
日時毎週土曜日18：00～20：00
場所立野台小学校
内容バドミントン
対象バドミントン経験者
費用月額1,000円
問合☎080（5097）9276（笹森）
座間吟詠会ひばり教場
日時毎月第1・3水曜日15：00～17：00
場所 ひばりが丘コミュニティセンター
内容詩吟研修
費用月額1,000円
問合☎046（253）0995（増田）
座間ふるさとガイドの会
日時毎月第3日曜日10：00～12：00
場所ふれあい会館、市域文化財ガイ
ドコース
内容市内の文化財・歴史を学ぶ、市内
文化財巡りなどのガイド
費用年額2,000円

問合☎090（3905）2971（田口）
さがみ野ウクレレ
日時原則毎月2回火曜日9：30～12：00
場所東原コミュニティセンター他
内容ウクレレの練習
費用入会金1,000円、月額2,000円
問合☎090（1459）1288（内藤）
座間市パークゴルフ協会
日時随時（月2回）9：30～12：00
場所 開成水辺スポーツ公園・パーク
ゴルフ場他
内容パークゴルフ（神奈川県大会に
出場するアスリートの育成）
対象 パークゴルフ経験1年以上の高
齢者
定員 10人
費用月額100円
問合☎090（2304）1186（野島）
座間ジュニアソフトテニスクラブ
日時毎週水曜・木曜日19：00～21：00、
土曜・日曜日、祝日（半日または1日）
場所ひまわり公園テニスコート他
内容ソフトテニス
対象小学生（保育園・幼稚園児も可）
費用 年会費6,000円、コート代月額
2,000円
問合同クラブホームページ（https：
//zamaj r s tc .w i x s i te . com/
zamajrstc/）お問い合わせフォームへ
座間アマチュア無線クラブ
日時①月例会議＝毎月第4土曜日19：00
～21：00②無線交信など＝不定期
場所①青少年センター②相模川河川
敷他
内容市の防災訓練、大凧まつりに参
加、無線コンテスト、移動運用・バー
ベキュー、技術講習会、無線免許取
得・開局の手伝いなど
費用入会金1,000円、月額150円
問合☎046（255）3629（阿部）

に2回程度火曜または水曜日。詳しく
は問い合わせ先へご確認ください）
場所厚木保健福祉事務所
内容病気や障がい、発達の遅れなど
がある3歳未満児の歯科相談
◆エイズ・梅毒の無料検査・相談
日時▼検査＝月2回程度（木曜日）▼
相談＝随時
場所厚木保健福祉事務所
内容エイズ・梅毒を匿名で検査・相談
・・・・・ 共通事項 ・・・・・

参加電話で問い合わせ先へ（要予約）
問合厚木保健福祉事務所☎046（224）
1111
座間市少女マーチングバンド第２3回
定期演奏会
日時 3月21日㈫13：30から
場所ハーモニーホール座間
内容マーチングバンドの演奏・演技
参加当日直接会場へ
問合☎090（4247）7154（中川）
たのしもう　むかしあそび
日時 3月24日㈮14：00～16：00
場所立野台コミュニティセンター
内容地域の大人と子どもたちが交流
し、昔遊びを伝承する
対象 3歳～小学生（未就学児は保護者
同伴）
入場自由
問合同センター☎046（255）0815
民舞踊体験教室
日時 3月28日㈫、4月4日㈫・11日㈫�
13：45～14：45
場所相武台コミュニティセンター
内容馴染みのある民謡を踊る
定員各5人（申込順）
申込電話で問い合わせ先へ
問合相武台秀麗会☎090（2174）5224
ガールスカウト神奈川県第５７団おた
のしみ集会
日時 3月19日㈰10：00～12：00
場所北地区文化センター
内容クラフト、ゲーム、入団説明会
対象幼稚園年長以上の市内在住女性
とその保護者
参加当日直接会場へ
問合☎046（254）2820（木村）

サークル会員募集

Y.J.GYＭNASTICS
日時毎週水曜日17：00～18：45

案内
消防車・救急車出動件数

消防車（件） 救急車（件）
令和 ２月 1月〜２月（累計） ２月 1月〜２月（累計）
5年 89 194 551 1,235
4年 74 167 509 1,105
増減 +15 +27 +42 +130
　火災・災害情報の問い合わせは、テ
レホンサービスへ☎046（251）1399

不用品活用バンク

　一般家庭の生活用品で不要となっ
た品物のうち、日常生活用品として
再利用できるものについて、情報を
収集して紹介しています。市の紹介
により当事者間で話し合い、無料で
取り引きをするものです。
◆譲ります
ホットウォーマーセット（湯たんぽ
付き）、乳母車、歩行器、バウンサー
担当広聴人権課
☎046（252）8146　 FAX 046（252）0220

みんなの広場

　みんなの広場・サークル会員募集
に掲載を希望する場合は、市役所3
階市政戦略課で配布する掲載依頼用
紙（市ホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を明記し、提出し
てください。なお、必ず掲載できる
ものではありません。
各種相談
◆精神保健・認知症相談
日時 ①4月26日㈬13：30～16：30②随
時（月2回程度）
場所①座間市役所②厚木保健福祉事
務所
内容心の病気、アルコール・薬物など
の依存症、認知症の相談
◆専門的栄養相談
日時 9：30～16：00（個別に日程を調
整しますので、問い合わせ先へご確
認ください）
場所厚木保健福祉事務所
内容難病や合併症を有する方とその
家族のための食事相談
◆療育歯科相談
日時 9：00～12：00、13：30～16：00（月

担当 医療課
☎046（252）7295　 FAX 046（252）7043救急診療 休日（日曜日、祝・休日）

夜間、深夜
●聴覚障がいのある方は、専用ファクス FAX 119へ。
●救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
●�基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかり
つけの病院などで必ず診察を受けてください。

●電話をかける場合は、お間違えのないようご注意ください。内科・外科　　　　　☎046（252）9090
診療場所 休日急患センター（市民健康センター1階）

受付時間

休日 9：00～11：45、14：00～16：45
夜間

（内科）
月曜～金曜日19：00～21：45
土曜・日曜日、祝・休日18：00～21：45

夜間
（外科）

消防テレホンサービス
☎046（２５1）0119でご確認ください。
診療時間　18：00～22：00

深夜診療 消防テレホンサービス☎046（２５1）0119でご確
認ください。 受付 22：00～翌日8：00

小児科（外科系を除く）　  ☎046（255）9933
診療場所 休日急患センター（市民健康センター1階）

受付時間
休日 9：00～11：45、14：00～16：45

夜間 月曜～金曜日19：00～21：45
土曜・日曜日、祝・休日18：00～21：45

深夜診療
小児救急情報センター☎046（２５５）9933でご
確認ください。 受付 22：00～翌日7：00
※重症の場合は8：00

歯　科　　　　　　 ☎046（252）8217
診療場所 休日急患センター（市民健康センター1階）
受付時間 休日のみ 9：00～11：45、14：00～16：30

耳鼻咽喉科・婦人科・眼科
消防テレホンサービス
☎046（２５1）0119でご確認ください。

診療時間
休
日
の
み

9：00～12：00、14：00～17：00
※�当番医療機関により異なる場合があり
ます。受付・診療時間は必ず当番医療機
関へお問い合わせください。

募 集
会計年度任用職員

　来年度の会計年度任用職員を募集します。詳し
くは各担当へお問い合わせください。また、応募
書類は原則返却しません。※地方公務員法第16条
の欠格条項に該当する方は採用不可。

パパートタイム会計年度任用職員　フフルタイム会計年度任用職員
資格応募資格　 人数募集人数　 内容業務内容　 任用期間 任用期間・曜日・日時※特に記載がな
い場合は4月1日から1年間。　 勤務場所 勤務場所　 給与給与など※地域手当（相当分）込み。　
選考選考方法　 応募応募方法（履歴書は市販のものに写真を貼付）

パ 事務補助
資格 パソコン操作（エクセル・ワードなど）
ができる方　 人数 1人　 内容シティプロモー
ションに関わる業務全般（着ぐるみの着用
あり）　 任用期間 月曜～金曜日のうち週4日

9：45～15：00※土曜・日曜日、祝・休日勤務あ
り。　 勤務場所 市役所4階他　 給与時給1,071
円　 選考面接（3月29日㈬）　 応募履歴書を3月
27日㈪までに本人が担当へ
担当 市政戦略課
☎046（252）7961　 FAX 046（255）5090
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Zama  Informationお役立ち情報満お役立ち情報満載載

●お問い合わせやお申し込みは開館日時をご確認の上、ご連絡ください。市役所は原則、祝・休日や年末年始を除く月曜〜金曜日の8：30〜17：15にお願
いします。●ファクスでお申し込みの場合は、「件名」、「連絡先」など必要事項を明記してください。●イベントなどは中止・変更する場合があります。

No.1167　2023（令和5）年3月15日

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

4日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

3



特集 スタートします　ざま未来プラン

座間市が目指す座間市が目指す
まちの姿まちの姿

まちづくりの基本姿勢まちづくりの基本姿勢

まちづくりの方向性まちづくりの方向性

計画実現のための新しい組織へ改編します計画実現のための新しい組織へ改編します
市の新たなまちづくりの指針となる「ざま未来プラン」のスタートに合わせ、4月から新しい組織へ改編します。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
※組織改編後の各所属の連絡先などは、4月1日号へ掲載予定です。

担当企画政策課　☎046（252）8287　 FAX 046（255）3550

概の 要ざ ま 未 来 プ ラ ン

ひと・
まちが輝き　未来へつなぐひと・
まちが輝き　未来へつなぐ

分野別政策・施策 輝く未来戦略
まちづくりを進める七つの大きな目標

目標を意識した
まちづくり

多様な主体と共に創る
「共創」のまちづくり

新たな社会情勢と地域課題に
対応した持続可能なまちづくり

目指すまちの姿の実現のために、次の三つを
まちづくりの基本姿勢として取り組んでいきます。

優先的に進める三つのこと

共に学び、健やかに育つまちづくり
●子ども・子育て ●保育・幼稚園 ●小・中学校

市民生活を取り巻く環境の変化に伴い、市民ニーズが多様化、複雑化し
ている社会において、まちづくりの原動力がひとであるという視点に立
ち、一人一人が活躍することで高まる市民力によって、まちに新たな価
値が生まれる取組を推進します。

これまで資源循環で取り組んできたサーキュラーエコノミーの推進を拡
大して、まちづくり全体に経済・環境・社会の循環という視点を取り入れ、
市民が良好な環境で暮らしやすい持続可能な住宅都市に向けた取組を推
進します。

未来を担う子どもたちの健やかな成長を地域全体で支えるため、子ども
たちを取り巻く環境が変化する中においても柔軟に対応しながら、子ど
もの視点に立ち、子どもの最善の利益を第一に考える取組を推進します。

ひとがつながり、市民力が高まり、
一人一人が活躍するコミュニティを目指します。

暮らしに喜びがあふれ、
快適に住み続けられるまちを目指します。

子どもたちの夢が叶えられる、
希望にあふれる社会を目指します。

●シティプロモーション ●市民協働 ●産業振興

●交通安全 ●防犯 ●環境保全 ●防災・減災 ●脱炭素 ●資源循環 ●消防

●健康医療 ●スポーツ  ●生涯学習 ●文化芸術

●地域福祉 ●高齢者・障がい者支援 ●介護保険 ●自立支援

●都市計画 ●市街地整備 ●緑・公園 ●道路 ●上下水道

●行政 ●情報 ●基地 ●デジタル ●多様性 ●財政 ●資産経営

地域の魅力を高め、にぎわいのあるまちづくり

安全・安心で環境にやさしいまちづくり

健康に暮らせるまちづくり

共に認め合い、支え合うまちづくり

緑あふれる快適なまちづくり

持続可能な行財政運営

“まち”
が輝く

“未来へ
つなぐ”

“ひと”
が輝く
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自治会は、人と人との強い絆で結ばれ、安心で安全な街づくりに貢献しています。
� 担当市民協働課　☎046（252）7966　 FAX 046（255）3550
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	0315ざま5面_校了
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