平成 31 年 3 月

横浜武道館

2020 年度・2021 年度 優先利用申込における注意事項

横浜武道館優先利用申込における諸条件等を次のとおりご案内します。
内容をご確認のうえ、利用希望書の作成・ご提出をお願いいたします。
１．利用申込が可能な期間
（2020 年度）2020 年 9 月 7 日(月)〜2021 年 3 月 31 日(水)
（2021 年度）2021 年 4 月 1 日(木)〜2022 年 3 月 31 日(木)
2020 年 4 月 1 日〜9 月 6 日分については、現横浜文化体育館への申込となりますので
ご注意ください。
２．施設利用時間
原則 8 時 30 分から 22 時 30 分まで
３．対象室場及び利用時間区分
室場
アリーナ
武道場
多目的室

利用時間区分
9 時－12 時／12 時－17 時／17 時－22 時／ 1 日
9 時－12 時／12 時－15 時／15 時－18 時
18 時－20 時／20 時－22 時／ 1 日
9 時－11 時／11 時－13 時／13 時－15 時／15 時－17 時
17 時－19 時／19 時－21 時／21 時－22 時／ 1 日

４．施設利用料金
別添「横浜武道館利用料金表」をご参照ください。
５．利用希望書作成について
以下の点にご留意いただきご提出ください。
１）事業規模に合わせた室場及び時間帯をご提出ください。
２）時間外のご利用を希望される場合は「備考」欄にご記入願います。
３）希望書 1 枚につき 1 事業とし、複数の事業を申し込む場合は事業毎にお申込みください。
４）利用希望日が他団体様と重複する可能性がありますので、必ず第二、第三希望日までの記載をお
願いいたします。
６．提出方法及び提出先
１）提出方法
E-mail・FAX・郵送・当協会事務局持参 のいずれかの方法でご提出ください。
２）提出先
公益財団法人 横浜市体育協会 経営企画課 宛
FAX : 045-640-0021
E-mail アドレス：yokohama-budokan@yspc.or.jp
所在地：〒231-0015 横浜市中区尾上町 6-81 ニッセイ横浜尾上町ビル 2 階

７．提出期限
平成 31 年 4 月 10 日（水）までにご提出ください。※必着
以降の申込締切については、下表のとおり定めていますのでご参照ください。
８．利用決定について
平成 31 年４月下旬に開催予定である「優先利用調整会議」で確定した内容を受けて、各団体様に
当施設から「利用決定通知」を送付いたします。
その後の利用申請手続き手順については、改めてご案内いたします。
なお、利用調整につきましては、次のとおり事業内容による優先順位を定め、執り行う予定ですの
でご了承ください。
【事業内容優先順位(案)】
優先順位

1

2

事業規模(内容）

国際大会・全国大会・スポーツリー
グ・興行・街の活性化に寄与する事業

関東大会・県大会・市民大会・
学校利用・各種大会

申込締切
2020年度分

決定時期

2019年4月10日(水）

2019年4月末

2021年度分

2019年9月30日(月）

2019年10月末

2020年度分

2019年4月10日(水）

2019年4月末

2021年度分

2020年3月31日(火）

2020年4月末

及び

なお、今回は年度途中における施設開設のため、お申込期間等のスケジュールが変則となっており
ます。2022 年度以降の優先利用申込のスケジュールは、改めてご案内さしあげます。
ご不明な点等がございましたら、担当までお気軽にお問合せください。
９．一般利用申込について
優先利用対象事業から外れるサークル活動の練習や打ち合わせ等でのご利用については、
平成 31 年 5 月 7 日（火）以降、随時受付いたします。利用希望書のご提出をお願いします。
10．問い合わせ先(※希望書提出先と同じです)
公益財団法人 横浜市体育協会 経営企画部 経営企画課
担当者 大山（おおやま）
・青井（あおい）
所在地：横浜市中区尾上町 6-81 ニッセイ横浜尾上町ビル 2 階
TEL : 045-640-0016
FAX : 045-640-0021
E-mail アドレス：yokohama-budokan@yspc.or.jp

◆横浜武道館 利用申込にあたって 質問と回答

2019年3月14日現在

No.

分類

回答

1

料金

2

料金 畳を敷くのに料金はかかりますか。

ご自身で畳を敷く（撤去する）のであれば設置・撤去料金はかかりません。
なお、武道場は畳の利用料金がかかりませんが、アリーナは畳の利用料金がかかります。

3

料金 武道場は照明代が別途必要となりますか。

武道場は空調代と照明代が含まれた金額となっています。

4

料金 アリーナは照明代が別途必要となりますか。

通常の照明点灯（750LX）は利用料金はかかりません。
照度を上げる場合は料金がかかります。

5

料金 アリーナの可動席を折りたたむには料金がかかりますか。

椅子を出していない状態が通常となります。可動席を利用する際に料金が発生します。

6

利用 施設の収容人数の上限は何人ですか。

3,000人となっています。

7

利用 利用区分時間の途中までの利用はできますか。

時間区分の途中で利用を中止することは構いませんが、
ご利用料金は全額ご負担いただきます。

8

利用 個人利用とはどのような利用を想定していますか。

武道場や多目的スペースを、
個人で稽古や練習などでご利用いただくことを想定しています。

9

利用 展示ブースでの販売などはできますか。

販売申請書をご提出ください。

10

利用 畳を利用した後に消毒清掃などは必要ですか。

細かいルールは、今後決定します。

11

利用 ボクシングリングが使用できるエリアはどこになりますか。

アリーナでご利用いただけます。

12

利用 アリーナをダンスで利用する場合、ダンスパネルを敷く必要はありますか。

アリーナを利用する際はヒールカバーを付けてご利用ください。
ダンスパネルは敷くことは不要です。

13

利用 アリーナの可動席は土足での利用ができますか。

土足でのご利用を想定しています。

14

利用 アリーナは土足で利用できますか。

フロアシートをご用意しているため、そちらを敷いてからご利用ください。

質問

「準備期間」はいつを指しますか。
1日借用し、準備とリハーサルを当日行う場合はどうなりますか。

前日準備であれば、前日は半額料金となります。
イベント当日は当日料金を頂戴します。

15

利用 武道場は控室として利用できますか。

アリーナ横には多くの控室を用意しております。武道場を控室として利用することもできますが、まず
はアリーナ横の選手控室等をご利用ください。

16

利用 武道場の利用状況はどのように確認できますか。

今後、HPなどのインターネット環境で提供する予定としております。

17

利用 武道場の利用単位が3時間単位で、最後が2時間なのは何故ですか。

最終区分は、2時間単位とすることで、
多くの方にご利用いただきたいと考えて設定しています。

18

利用 武道場（4面）は、通常、畳と木床の配分はどのようになっていますか。

畳敷きが2面、木床が2面となっています。

19

利用 武道場で4面を畳利用する場合は、自分で畳を敷くのですか。

畳を敷く作業は基本的にご利用者の方にお願いしています。

20

利用 武道場はジャズ体操での利用はできますか。

武道場の床は柔らかい木のため、裸足もしくは靴下（足袋）での利用をお願いしております。
なお、音響設備はございますが、隣同士の利用に配慮が必要となります。

21

利用 武道場は1面ずつ借りることはできますか。

間仕切りは2面単位になっていますが、多くの方にご利用いただくため、
1面ずつの貸出を予定しています。

22

利用

23

備品 館内に車イスはありますか。

ご用意いたします。

24

備品 センタービジョンのメーカー、仕様を確認したいのですが。

4面LEDとなる予定で現在メーカーを調整中です。以下の仕様を検討しております。
・天吊4面体（Ｈ1.92×Ｗ3.52：2面、Ｈ1.92×Ｗ5.76：2面）
・6.67mm 3in1ピクセルピッチ

25

備品 ビジョンは一般の人でも使えますか。

特別な表示演出等の操作をするので無ければ、
パソコンの操作ができれば一般の方々でも利用できる仕様となっています。

26

備品 フロアシートは120枚で全面敷き詰められますか。

敷き詰めることができます。

27

備品 ポータブルステージはありますか。

仮設ステージが2種類ございます。
・ヴァリアスステージ W2400×D1200×H600・800(２段切替可能タイプ）を4台、
・ユニステージ W1800×D600×H800を66台ご用意しています。

28

備品 スタッキングチェアは何脚ありますか。

タイプ別にご用意があります。一番多いもので約800脚ご用意しております。
詳細は利用料金表をご確認ください。

29

備品 可動席を全て引き出した場合、どのくらいの長さになりますか。

概ね7.3m程度となります。

多目的アリーナが望ましいですが、武道場については武道団体への利用の配慮 武道場の床は柔らかい木のため、裸足や靴下（足袋）の利用をお願いしております。ヨガや子ども
は考えられていますか。
の教室等の利用も考えていますが、優先利用としては武道を優先することを考えています。

無駄なエリアも出てしまいますが、4段や3段も可能ではあります。
ただし、その際は、3階からではなくアリーナ面からのアクセスだけのご利用となります。

30

備品 可動席の引き出しを途中で止められますか。

31

備品

32

備品 卓球フェンスは何枚ありますか。金額設定は1枚単価ですか。

700枚ご用意しています。
料金は40枚あたりの金額となります。

33

備品 卓球の得点板やネットなどは、一式に含まれますか。

含まれます。利用料金表をご確認ください。

34

備品 ラージボール卓球ができる準備はありますか。

60台分のラージボール用キャップをご用意しております。

35

備品 バレーボールコート一面とは何ですか。大会用具一式とは何ですか。

コートは、タラフレックスコート1面となります。
大会用具一式は公式試合用の物品となります。利用料金表をご確認ください。

36

備品

37

備品 空手マットは、面数分用意がありますか。

アリーナ面の10面分はご用意があります。武道場は、畳のご利用をお願いします。

38

備品 剣道の試合用具一式の内訳は何ですか。

利用料金表をご確認ください。

39

備品 畳の量はどのくらいありますか。

アリーナ用に728畳（8面）、武道場用に386畳（4面）分ご用意があります。

40

備品

41

備品 現文体にあるボクシングのリングは、新しい文体でも使うことができますか。

継続して利用することができます。利用料金表をご確認ください。

42

備品 持込体育器具とは何を指しますか。

附帯設備料金表に記載のない備品を指します。

43

設備 座席数の内訳はどのようになっていますか。

施設概要に記載のとおりとなっています。
2階は移動観覧席1,312席 スタッキング席562席
3階は固定席580席（内車椅子席14席、 介助席10席）、 移動席520席
4階はVIP席16席となっています。

44

設備 2階アリーナ面への搬入経路はどうなっていますか。

施設下側にある大型EVを利用ください。

鉄棒やその他体操種目器具の下にもマットを敷きますが、
追加マットが必要になりますか。

アーチェリーのインドア大会は開催できますか。
ターゲットマット等は自分で用意するのでしょうか。

現在、横浜文化体育館でレスリングのマットを使用しています。
レスリングマットは継続利用できますか。

利用料金表をご確認ください。

可能です。施設でご用意している備品は、附帯設備料金表にあるもののみとなります。
その他はご自身でご用意ください。

継続して利用することができます。利用料金表をご確認ください。

45

設備 中継車はどのあたりに駐車する形になりますか。

北側の荷捌きあたりに、中継車両の留め置きを想定しています。

46

設備 トイレはドーピング検査の対応ができますか。

1階の救護室の横のトイレで検査室機能を設定しています。

47

設備 車イス用のエレベーター、トイレはありますか。

エレベーターは2箇所ございます。多目的トイレは、各階にご用意しております。

48

設備

イベント電源盤、引き込み盤はありますか。
興行の利用に耐えられますか。

アリーナ内にイベント盤(単相100V/200V 40KW×4面、三相200V 50KW×4面)
のご用意がございます。

49

設備

電気容量はどのくらいありますか。
美容コンテストで、ドライヤー（1.5キロ）＊100台くらい利用するのですが。

アリーナ内にイベント盤(単相100V/200V 40KW×4面、三相200V 50KW×4面)
のご用意がございます。

50

吊バトンの耐荷重はどの程度か。
設備
構成はどのようになっているか。

51

設備 音響設備はどうなっていますか。

52

設備 スピーカーは全体に効くものになっていますか。

アリーナ、武道場、多目的室はその室場内のみで放送が可能です。
全館放送は事務室にて可能です。

53

コート 合気道で8面設置した場合、アリーナの客席数はどのくらいになりますか。

1,780席程度となります。

54

コート 合気道で8面設置した場合、コートエリアの面積はどのくらいか。

畳の面積は、約1,350m2となります。

55

コート

コンサートで使用する場合の想定はありますか。
レイアウト図はありますか。

ステージは、長手もしくは下側に設置するパターンを想定し、照明や吊物を配置できるようにしてい
ます。現在パース図を作成中となっています。

56

申込

一般利用は前年度の5月～申し込みができるようですが、
利用の決定はいつになりますか。

1ヶ月単位で、決定し連絡をしていきたいと考えています。

申込必要書類を送付する際に、図面資料が欲しいのですが。
担当者の連絡先を教えていただけますか。

図面はお送りしたものをご確認ください。
なお、図面は計画中のものですので、今後変更となる場合がございます。
横浜市体育協会 経営企画部経営企画課宛に連絡ください。
電話：045－640－0016
E-mail:yokohama-budokan@yspc.or.jp

57

申込

58

申込 2年以上先の申し込みはできますか。

長手（美術用*1、照明用*1）、短手（美術用*1、照明用*1）、
センタートラス（4本）となっています。
耐荷重は現在調整中となっています。
ミキサーワゴンにつなげる形でご利用いただきます。
ワゴンでは「CD」と「SDｶｰﾄﾞ」「USB」の再生、ライン入力(AUX入力(イヤホンジャック))が可能で
す。
なお、全館放送に関してはライン入力に対応しておりません。

別途ご相談ください。

59

支払 2年分の利用を申請した場合は、2年分の請求書が届くのですか。

ご認識のとおりとなります。

60

支払 2年前の請求書発行だと、予算がなく支払いができないのですが。

別途ご相談ください。

61

支払 請求書発行のタイミングはいつになりますか。

利用が決定した日から1ヶ月以内に本申請をしていただきます。
その後、施設より請求書を発行いたします。

62

現文
現文体の利用はいつまでとなりますか。
体

2020年9月6日までを予定しております。

