
令和4年6月現在

コード 自治会名 会員数 自治会費（※） 自治会館（集会所）名 自治会館（集会所）住所

0101 長安寺 15 月額500円

0102 新田宿第１ 139 年額2000円

0103 新田宿第２ 137 年額2000円

0104 新田宿第３ 350 年額2000円

0105 四ツ谷東 75 年額1600円

0106 四ツ谷西 21 年額1600円

0107 四ツ谷南 59 年額1600円

0108 四ツ谷北 117 年額1600円

0109 四ツ谷中 113 年額1600円

0201 座間自衛隊宿舎 224

0202 上宿東部 84 年額2000円

0203 上宿北部 86 年額2000円

0204 上宿西部六反 102 年額2000円

0205 中宿東部 82 月額250円

0206 中宿中部 72 月額250円

0207 中宿西部 96 月額250円

0208 下宿第１ 25 年額3600円

0209 下宿第２ 53 年額3600円

0210 下宿第３ 49 年額3600円

0211 下宿第４ 52 年額3600円

0212 鳩川ハイツ 61 月額1200円 県営座間鳩川ハイツ集会所 座間2-2426

0213 河原宿 306 年額2400円 河原宿公民館 座間2-2739

0214 河内 73 月額400円 河内公民館 座間2-819-3

0215 中河原 31 年額4000円 中河原公民館 座間1-2119

0301 鈴鹿 93 年額2400円

0302 長宿西 109 年額2400円

0303 長宿東 60 年額2400円

0304 長宿北 75 年額2400円

0305 座間入谷ハイツ 300 月額200円 座間入谷ハイツくつがた集会所 入谷西5-21-1

0306 コスモ相武台サニーサイド 77 月額400円 コスモ相武台 サニーサイド集会室 入谷西1-1-1

0307 ライオンズマンション座間 76 月額200円 ライオンズマンション 座間集会室 入谷西1-7-12

0308 相武台西パーク・ホームズ 67 月額300円

0309 明王 250 月額200円 明王公民館 明王4-10

0310 上谷戸 56 年額3000円 上谷戸公民館 明王20-2

0311 中谷戸 23 月額200円 中谷戸公民館 入谷西3-2-22

0312 静ヶ丘 40 年額3000円

0313 武蔵住宅 31 月額250円

0314 星の谷第１ 99 年額3000円

0315 星の谷第２ 31 年額2400円

0316 星の谷西 53 年額3000円

0317 大門 62 月額300円 大門自治会集会所 入谷西3-36-8

0318 皆原北 78 月額150円

0319 皆原東 138 月額150円

0320 皆原南 146 月額150円

0321 皆原南第２ 265 年額1850円

0322 ミオカステーロ座間 100 月額150円

0323 桜田住宅 238 月額300円 桜田ホール 入谷西5-18-9

星の谷公民館 入谷西3-13-21

皆原公民館 入谷西4-3-8

中宿公民館 座間1-3100-1

下宿公民館 座間1-1948

鈴鹿長宿自治会館 入谷西2-49-7

上宿公民館 座間1-3189

令和４年度　自治会基本情報　

新田宿公民館 新田宿478-1

四ツ谷公民館 四ツ谷479



令和4年6月現在

コード 自治会名 会員数 自治会費（※） 自治会館（集会所）名 自治会館（集会所）住所

0401 旭台 23 月額300円 旭台自治会集会所 入谷東3-58

0402 中天台西 110 月額100円

0403 中天台北 35 年額600円

0404 新中天台北 20 年額2000円

0405 アメニティ座間 67 月額200円

0406 信販座間 128 月額300円 信販座間集会所 入谷東3-11-5

0407 中峰 49 月額200円

0408 西中峰台 9 年額1000円

0409 天台東 65 年額3000円

0410 天台西 54 年額2400円

0411 ライオンズヒルズ座間 59 自治会に確認 ライオンズヒルズ座間 入谷東4-2-26

0412 天台下 36 月額250円

0413 入谷ニュータウン 59 月額300円 つどいの丘集会所 入谷東2-16-34

0414 新羽根沢 143 月額500円 新羽根沢集会所 入谷東4-31-12

0415 東建ニューハイツ座間 32 月額300円

0416 東建座間ハイツ 1,046 月額200円 東建座間ハイツ集会室 入谷東2-8

0417 東建入谷 39 月額100円

0501 立野台東 84 年額3000円

0502 立野台西 117 月額250円

0504 立野台北 105 年額3000円

0503 立野台南 271 自治会に確認

0505 立野台上 66 月額400円 立野台上自治会館 立野台3-31-10

0506 立野台中 48 月額200円

0507 立野台下 63 月額200円 立野台下自治会館 立野台3-15-22

0508 市営立野台 134 月額200円 市営立野台自治会館 立野台1-10-１８

0509 立野台西ノ原 35 年額1800円

0601 第一住宅相武台団地 166 自治会に確認
第一住宅相武台団地
自治会集会所

緑ケ丘2-21-5

0602 緑ケ丘南 199 月額300円

0603 緑ケ丘中央 154 月額300円

0604 緑ケ丘六丁目 232 月額300円 緑ケ丘六丁目自治会館 緑ケ丘6-22-15

0605 小田急相武台南 112 月額200円 小田急相武台南集会所 緑ケ丘5-12-1

0606 さつき 169 月額150円 さつき自治会集会所 緑ケ丘3-17-1

0607 わかば 22 月額200円

0608 新緑ケ丘 130 月額200円 緑ケ丘自治会館 緑ケ丘1-15-13

0701 相武台 1,012 年額1800円 相武台自治会館 相武台1-37-23

0702 小池 436 年額2000円 小池公民館 栗原1181-5･6

0703 相和会 110 年額1800円

0704 北武台 140 月額200円

0705 相武台中央 110 自治会に確認

0706 相武台中原 57 月額200円

0707 相武台１２ 190 月額200円

0708 エコハイム相武台 59 月額200円 エコハイム集会所 相武台2-20-1

0709 ソフィア相武台 193 月額300円

0710 広野台第２ 364 月額300円

0711 広野台第３ 125 月額350円

0712 リビオシティ 190 月額300円 リビオホーム集会所 広野台1-1-30

緑ケ丘集会所 緑ケ丘4-25-35

広野台集会所 広野台1-11-9

わらび集会所 立野台2-10-31



令和4年6月現在

コード 自治会名 会員数 自治会費（※） 自治会館（集会所）名 自治会館（集会所）住所

0801 相模が丘第１ 1,490 月額100円 相模が丘第１自治会館 相模が丘1-20-23

0802 相模が丘２丁目 454 月額100円

0803 相模が丘３丁目 483 月額100円

0804 相模が丘５丁目 835 年額1200円

0805 相模が丘第４ 1,517 月額100円 相模が丘第４集会所 相模が丘4-43-6

0806 カーサ相模台 180 月額200円 カーサふれあい会館 相模が丘4-6

0807 エステスクエア小田急相模原 158 月額100円
エステスクエア小田急相模原
集会室

相模が丘6-34

0901 小松原 780 月額250円 小松原自治会館 小松原1-３1-１５

0902 ゾンネンハイム・ヴィラ 129 月額300円 ゾンネンハイム集会室 小松原1-37-1

1001 ひばりが丘１丁目 378 月額300円 ひばりが丘１丁目自治会館 ひばりが丘1-41-7

1002 ひばりが丘２丁目 365 月額250円 ひばりが丘２丁目自治会館 ひばりが丘2-20-3

1003 ひばりが丘３丁目 47 年額3000円

1004 ひばりが丘５丁目 280 月額350円 ひばりが丘５丁目自治会館 ひばりが丘5-57-2

1005 東原団地 83 月額250円 東原共同住宅集会所 ひばりが丘5-58-17

1006 ひばりが丘第１ 196 月額300円 ひばりが丘第１自治会館 ひばりが丘3-56-2

1007 ひばりが丘第２ 456 月額200円 ひばりが丘第２自治会館 ひばりが丘3-16-1

1008 ひばりが丘睦 53 月額300円 ひばりが丘睦自治会館 ひばりが丘3-6-4

1009 さがみ野サンハイツ 104 月額300円 さがみ野サンハイツ集会所 ひばりが丘4-8-1

1010 さがみ野弐番館 62 月額300円 さがみ野ガーデニア弐番館 ひばりが丘4-23

1011 エステ・スクエアさがみ野 45 月額300円 エステ・スクエアさがみ野 ひばりが丘3-57-1

1012 モラーダさがみ野 48 月額250円

1101 芹沢北 53 月額300円 芹沢北自治会館 東原1-3-1

1102 芹沢東第１ 58 月額250円

1103 芹沢東第２ 162 月額300円

1104 クリオさがみ野伍番館 38 自治会に確認

1105 東原中央 40 年額2400円 さくら自治会館 東原4-12-33

1106 あずま住宅 60 月額250円 あずま集会所 東原4-23-3

1107 ハイムさがみの 136
自治会費名目
での徴収なし

ハイムさがみの集会所 東原5-3-34

1108 アトレさがみ野 121 月額300円

1109 さがみ野さくら 65 年額2000円 さがみ野さくら管理組合集会室 東原5-1-1

1110 東原ドミトリー 120 自治会に確認

1111 東原３丁目北第５ 104 月額200円

1112 東原３丁目北第６ 47 年額3000円

1113 東原３丁目北第７ 58 年額2500円

1114 東原３丁目南 65 月額250円

1115 さがみ野中２ 116 月額300円

1116 さがみ野第１ 86 月額250円

1117 さがみ野第２ 110 月額300円

1118 さがみ野第３ 49 年額4900円

1119 市営栗原住宅 21 月額750円

1201 上栗原 329 月額225円 上栗原公民館 栗原中央2-20-1

1202 グリーンタウン 354 月額250円 グリーンタウン集会所 栗原中央1-21-43

1203 中栗原第１ 154 月額250円

1204 中栗原第２ 200 月額250円

1205 ハイム座間中谷 53 月額1000円 ハイム座間中谷集会所 栗原中央5-1-1

1206 中栗原第３ 317 月額250円 中栗原第３自治会館 西栗原2-8-4

1207 西原第１ 77 月額200円

1208 西原第２ 32 月額200円

さがみ野中央自治会館 さがみ野2-9-1

中栗原連合自治会館 栗原中央4-18-7

さがみ野自治会館 東原3-21-11



令和4年6月現在

コード 自治会名 会員数 自治会費（※） 自治会館（集会所）名 自治会館（集会所）住所

1209 ハイム座間西原 46 月額1600円 ハイム座間西原集会所 西栗原1-4-4

1210 レックスガーデンヴィラ 47 会費無し

1211 芹沢第１ 94 月額150円

1212 芹沢第２ 48 年額3000円

1213 いづみ 82 自治会に確認 いづみ自治会館 栗原中央5-8-26

1301 文祖坂 31 年額3000円

1302 南栗原北第２ 150 月額300円

1303 南栗原北第４ 50 月額200円

1304 ファミネスさがみ野 56 年額1800円 ファミネスさがみ野集会室 南栗原3-2-3

1305 コスモさがみ野 65 年額3000円 コスモさがみ野集会室 南栗原2-2-45

1306 南栗原中第１ 93 月額300円 下栗原中第１自治会館 南栗原３-10-3

1307 南栗原中第３ 28 月額300円

1308 クレアールさがみ野 45 月額200円

1309 南栗原大下第１ 190 月額300円 大下公民館 南栗原4-22-15

1310 クリオさがみ野八番館 79 自治会に確認 クリオさがみ野八番館 南栗原4-2-42

1311 南栗原西 108 原則半期2400円

1312 ふたば 134 月額300円 ふたば自治会館 南栗原6-12-18

1313 中原 146 月額300円

1314 大下西の原 60 月額500円

1315 大下南台 31 月額500円

1316 Ｄスクエアさがみ野 90 月額100円 Ｄスクエア集会所 南栗原2-1-55

1317 Ｄフィールさがみ野 35 自治会に確認 Ｄフィールさがみ野自治会館 南栗原2-1-31

※自治会費の金額 ： 一般会員についてのものを自治会の総会資料・規約等から抜粋。

下栗原北自治会館 南栗原3-２-1１

すみれ会館 南栗原5-18-30

芹沢公民館 栗原2890-1


