
 

横浜市駒岡地区センター 

施設利用のご案内 

 

 

 
 

〒230-0071 横浜市鶴見区駒岡 4-28-5 （横浜市駒岡地域ケアプラザとの複合施設） 

             Ｔel：045-571-0035 ／ Ｆａｘ：045-571-0036 

ホームページ： http://www.chikusenyokohama.jp/komaoka/      

富士山の望める地区センター      

設置目的 

地区センターは、「地域住民が自らの生活環境向上のために自主的に活動し、スポーツ、レクレーション、 

サークル活動を通じて相互の交流を深めることのできる場」として横浜市が設置した施設です。 

 

開館時間  平 日      

日曜・祝祭日  

9：00～21：00 

9：00～17：00 

利用時間 一般 開館時間内 

 中学生 18 時まで （保護者の同伴、責任の明確な団体利用時は開館時間内） 

 小学生 17 時まで （保護者の同伴、責任の明確な団体利用時は開館時間内） 

 

休館日 施設点検日休館日： 毎月 第３月曜日 

（第３月曜日が祝日の場合は翌日に振替） 

 年末年始休館日  ： 12 月 28 日～1 月 4 日 

 

 

  

 

横浜市駒岡地区センター指定管理者 

 

 



施設案内  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●個人利用スペース 

事前予約の必要が無く、無料でご利用いただけるスペースです。占有利用はできません。 

譲り合ってご利用ください。入館時に受付にある「入館者記入表」にご記入をお願いいたします。 

室名 定員 利用目的・設置備品 

ロビー 20 席 
歓談などにご利用いただけます。 

飲食は、飲食スペースをご利用ください。 

図書コーナー 10 席 

図書の閲覧、検索、貸出を行っております。貸出中の本の予約ができます。 

図書の貸し出しには図書カードが必要です。図書カード１枚で４冊２週間までです。 

「図書カード」を作る際は、住所、氏名の確認のできる身分証明書が必要です。 

図書コーナーへ増設をして欲しい本のリクエストができます。 

図書コーナー以外で閲覧をする場合は「館内貸出申込表」にて手続きが必要です。 

娯楽コーナー 18 
囲碁、将棋、オセロ、トランプがご利用いただけます。 

道具類は受付にて貸出を行っております。 

グループ室 12 席 個人の学習にご利用いただけます。 

プレイルーム  20 
未就学児対象の遊び場です。遊具、玩具があります。 

必ず保護者同伴でご利用ください。 

体育室 

個人利用時間帯 
300 

個人利用時間帯（体育室利用区分参照）に卓球、バドミントン、バスケットボールなど

を３０分交代制でご利用いただけます。ご利用の際は受付にて申し込みをしてからご利

用ください。バスケットボールは貸出を行っております。 

 

 

敷地面積  3,530.55 ㎡ 

延べ床面積 1,764.79 ㎡ 

平成 14 年 3 月 18 日開館 

 

１ 階 

２ 階 



●団体利用（占有利用）部屋 

団体登録が必要です。事前申し込みをすることで、部屋の占有利用ができます。 

部屋の占有利用には、利用料金がかかります。 

中学生以下は保護者にお申込みいただき、占有利用中は保護者の同伴が必要です。 

全室共通利用区分（１コマ枠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

占有利用が可能な部屋＊利用料金は、１部屋１コマ２時間の料金です。 

室名 定員 利用料金 利用目的・【設置備品】 

中会議室 48 660 円 
会議、会合、体操、ダンスなど。 

【机、椅子、マイク、マイクスタンド、ＭＤ、ビデオ、ＤＶＤ、プロジェクター、 

スクリーン】 

小会議室 18 320 円 
会議、会合、体操、ダンスなど。 

【机、椅子】 

料理室 24 620 円 
調理や会議、会合など。 

【調理器具一式、調理台４台、各種食器、オーブンなど】 

音楽室 18 460 円 
合唱、合奏の練習やカラオケ、会議、会合など。 

【ピアノ、キーボード、カラオケセット、譜面台、メトロノーム、ＣＤ、テープ 

ビデオ、ＤＶＤ、ＭＤ、マイク、マイクスタンド】 

和  室 30 560 円 
10 畳の和室２部屋と水屋があり、茶道や着付の他に会議や会合など。 

【茶道具一式、煎茶道具一式、姿見】 

工芸室 24 540 円 
絵画、彫刻、手芸、七宝焼、華道の他、会議や会合など。 

【七宝焼釜、アイロン、版画用具、イーゼル、大工道具一式、華道具、 

保育マット、パネルシアター、ミシン、姿見】 

体育室 
団体利用
時間帯 

1/3面 

300 

420 円 団体利用時間帯（体育室利用区分参照）に、スポーツや体操、会合など。 

【卓球（台９台、ネット、ラケット）、バレー（ボール、ソフトバレーボール、ネッ

ト、ポール）、バドミントン（ネット、ラケット、ポール）、得点板、ホワイトボー

ド、エクササイズマット、マイク、カセット、ＣＤ、机】 

2/3面 840 円 

全面 1,260 円 

体育室利用区分 

時間          曜日 月 火 水 木 金 土 日 

午前 
9：00～11：00 

団体 団体 団体 団体 団体 個人 団体 
11：00～13：00 

午後 
13：00～15：00 

個人 個人 個人 個人 個人 個人 個人 
15：00～17：00 

夜間 
17：00～19：00 

団体 団体 団体 個人 団体 個人  
19：00～21：00 

 

 

 

利用区分 利用時間帯 

午前 
① 9：00 ～ 11：00 

② 11：00 ～ 13：00  

午後 
③ 13：00 ～ 15：00 

④ 15：00 ～ 17：00 

夜間 
⑤ 17：00 ～ 19：00 

⑥ 19：00 ～ 21：00 

当日のご利用方法 

・ご利用の際は、「施設利用承認書」を受付にご提示ください。 

・「団体・グループ利用報告書」へ当日利用人数の詳細をご記

入いただき提出をお願いいたします。 

・利用後は原状復帰と清掃をし、職員の点検を受けてください。 

・ゴミはお持ち帰りください。 

 

 

 



●団体利用申し込みについて 

暦の１ヶ月に 5 回までご利用いただけます。連続しての利用は２コマ（４時間）までです。ただし、利用日の１週間前からは

利用の回数制限、連続利用の制限はなくなります。当日に限り、１時間単位で予約ができます。１時間単位での予約の

利用料金は、半額になります。予約申し込みの際に、利用料金が必要です。 

●来館して予約       

利用希望日の 2 ケ月前の 9：00～9：30 に希望受付をし、重複がなかったらご予約、重複があれば相談又は抽選になりま

す。9：30 以降は空いているところを先着順でお申し込みいただけます。（申込受付開始日が休館日の場合は次の開館日） 

●電話予約（仮予約）  

利用希望日の 2 ケ月前の翌日 9：00 から申し込みができますが、仮予約から 7 日以内にご来館いただき、正式に予約手

続きが必要です。７日を過ぎると仮予約は取り消され、同じ時間を再び仮予約することはできません。利用日７日前からの

仮予約はキャンセルをしてもキャンセル料（利用料金全額）が発生します。 

●キャンセルされた場合の返金について 

利用予定日７日前までにキャンセルのお申し出があり、かつその後利用予定日の翌月１５日までに「利用承認書および領
収書」を受付にご提出していただければ利用料金全額を返金いたします。承認書および領収書を紛失した場合や期日ま
でに提出できない場合はご返金できません。 

駒岡地区センターの利用にあたってのお願い 

(1) 次のような場合は、ご利用いただけない場合があります。 

・地区センターの設置目的に反する利用 

・多額の入場料や会費を徴収する利用 

・株式会社など、営利団体の利用（企業活動の一環としての研修、会議、説明会、採用面接など含む） 

・飲酒および飲酒後の利用 

・指定暴力団などその他団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為や反社会的な行動をとることを助長する

おそれのある利用 

・申請内容において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」にいう差別的言

動（いわゆるヘイトスピーチ）が行われる恐れがあると判断される利用 

・多くの人数が集まることにより交通渋滞やその他建物内外の混乱が発生する恐れがあると認められる利用 

・1 か月の利用回数制限を越えて利用するため、または応当日で重複した際に部屋を取りやすくするために実質同じ団体が内

容を変えて重複登録する行為 

・地区センターのルールを守らない、設備や備品の破損の恐れがあるなど、他の利用者に迷惑をかける利用 

(2) 飲食は決められた場所でお願いします。団体利用の際に飲食の予定がある場合は、事前に申し出てください。 

ゴミはお持ち帰りください。 

(3) 喫煙は、全館禁煙です。館外での喫煙の際には、喫煙区域でお願いいたします。 

(4) 館内における紛失や事故（盗難、怪我など）について、当地区センターは一切の責任を負いかねます。 

忘れ物・落し物の保管期間は 3 ヶ月です。 

(5) 未就学児は原則として保護者同伴でご利用ください。 

(6) 館内の備品や施設を故障、破損をさせた場合は、弁償をしていただく場合があります。 

(7) 駐車場の利用は、予約制です。団体利用時にご一緒にお申込みください。原則各サークル２台まで。 

お申込み先着順です。終了時間 10 分前を目安に次の利用者のために駐車場をお空けください。 

周辺への路上駐車は厳禁です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通案内 

最寄バス停「駒岡（駒岡十字路）」下車 徒歩３分 

◆鶴見駅東口１番のりばから 

横浜市営バス 13 系統 「綱島駅」または「一の瀬」行き 

◆鶴見駅西口１０番のりばから  

川崎鶴見臨港バス 鶴 04 系統「新川崎」行き 

◆綱島駅東口６番のりばから 

臨港バス     川５１「川崎駅西口」または 

横浜市営バス １３系統「鶴見駅」行き 

◆川崎駅西口６０番のりばから 

  臨港バス  川５１「綱島駅」行き 

2019.6.10 

 

 


