
利用申込みの流れ

横浜市民の方(在学・在勤を含む）

・抽選：利用日の３か月前応当日(休館日等の例外あり)
(※応当日とは、ここでは3か月前の同じ日という意味です)

・随時予約：抽選日の翌営業日から受付開始

横浜市外の方

・抽選：申込みできません。
・随時予約：抽選日の翌々営業日から受付開始

多目的スペースのご案内

講演会

会議 セミナー

ダンス

戸塚区総合庁舎

利用者登録

ＳＴＥＰ ①

利用申込みには事前に利用者登録が

必要です。利用者登録は窓口にて受付
しています。
※本人確認書類（免許証等）をご持参願います。
※市外在住かつ市内在学在勤の方は、併せて
その旨確認できる資料もご持参願います。
※事業者登録の場合は、所在地確認のできる
書類が必要となります。(社員証、名刺等)

※非営利法人についてはお問い合わせください。

抽選

ＳＴＥＰ ③

利用希望日の３か月前応当日に公開
の抽選会を行います。抽選申込みは
するが抽選会に不参加の利用者分は、

多目的スペース職員が代理でくじを引
きます。(参加して、ご自分でくじを引く
こともできます) くじにより選択順位を
決め、順番に予約を承ります。
当選者のみに結果の連絡をします。

【随時予約について 】
市内利用者・市外利用者の受付開始日が異なります。
市内利用者の受付開始日は電話でのみ受付します。
翌日以降は窓口でも電話でも、お申込みできます。予約日
の翌日から７日以内に申請支払手続きがなかった場合は、
自動的にキャンセルになります。※キャンセル等による空き
の再抽選を行う場合があります。ご希望日時・部屋の随時
予約可否はお問い合わせください。

申請

ＳＴＥＰ ④

当選した場合、抽選日の翌日から７日以
内にご来館の上、受付にて利用申込書
を記入し、施設利用料を現金にてお支払
いください。※内容によっては利用を
許可できない場合があります。
※期限までに上記手続きがなかった
場合は自動的にキャンセルになります。

横浜市民の方は３か月先のご利用の
抽選申込みができます。(但し、利用
者登録をした日の翌日より)
※申込方法・受付時間は申込用紙をご参照
ください。

抽選申込

ＳＴＥＰ ②

「利用許可書」をご持参の上、受付へ
お越しください。附帯設備利用料は
ご利用当日のお支払いとなります。

利用当日
ＳＴＥＰ ⑤

受付時間：9：00～21：00

随時予約・問い合わせ専用TEL：045-866-2500

住所：〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16番地17
戸塚区総合庁舎3階

休館日：第2火曜日(8月,2月はその翌日も), 12/29～1/3

HP：https://totsukatamokuteki.hall-info.jp
Mail：tamokuteki@totsuka.hall-info.jp

戸 塚 区 総 合 庁 舎 ３ 階

多目的
（中）

多目的
（小）

多目的
（大）Ｂ

多目的
（大）Ａ

多目的スペース（大）

面積：約200㎡ 定員：200人

机：60台 椅子：200脚

多目的スペース（中）

面積：約72㎡ 定員：60人

机：20台 椅子：60脚

多目的スペース（小）

面積：約35㎡ 定員：30人

机：10台 椅子：30脚

※２分割(Ａ又はＢ)でのご利用も可能です。Photo: Hiroshi Togo 

Photo: Hiroshi Togo 

ⒸＫＹＯＲＩＴＺ

抽選申込専用TEL/FAX ： 045-866-0150

※お電話は内容により、下記の専用番号へおかけください。

※16歳以上

※点検のため、臨時休館、
受付時間変更の場合あり



、

※料金のお支払いは全て現金となります。

施設利用料金

利用施設 利用者

午前 午後1 午後2 夜間1 夜間2 全日

9：15～
12：15

12：45～
14：45

15：00～
17：00

17：30～
19：30

19：45～
21：45

9：15～
21：45

多目的スペース 大

市内在住・
在勤・在学
の方

平日 3,560 2,410 2,410 2,410 2,410 12,570

土日・祝日 4,190 2,820 2,820 2,820 2,820 14,660

多目的スペース 大
（分割時）

平日 1,780 1,200 1,200 1,200 1,200 6,280

土日・祝日 2,090 1,410 1,410 1,410 1,410 7,330

多目的スペース 中
平日 1,360 940 940 940 940 4,710

土日・祝日 1,570 1,040 1,040 1,040 1,040 5,230

多目的スペース 小
平日 680 470 470 470 470 2,350

土日・祝日 780 520 520 520 520 2,610

附帯設備利用料金

利用施設 区分 種別 単位 単価=円（１室１回） 備考

多目的スペース
大

音響映像設備

ワイヤレスマイク （２本まで） 1本 1,040 ｽﾀﾝﾄﾞ込み ※1

有線マイク （４本まで） 1本 100 ｽﾀﾝﾄﾞ･ｹｰﾌﾞﾙ込み※1

音響プレイヤー（MD・CD） 1式 1,040

映像プレイヤー（DVD・ブルーレイ） 1式 520 ※ｱﾅﾛｸﾞAV接続用ケーブル
（赤・白・黄）の用意なし

ミキサー＋スピーカー 1式 1,570

スクリーン（１５０インチ） 1式 1,040 ｗ3048㎜×H2286㎜

プロジェクター 1台 1,570

マイクスタンド・マイクケーブル 1式 100

多目的スペース
中

音響映像設備

ワイヤレスマイク (２本まで） 1本 1,040 ｽﾀﾝﾄﾞ込み ※1

有線マイク （２本まで） 1本 100 ｽﾀﾝﾄﾞ･ｹｰﾌﾞﾙ込み※1

音響映像プレイヤー
（MD・CD・DVD・ブルーレイ）

1式 1,040

ミキサー＋スピーカー 1式 1,570

スクリーン（１００インチ） 1式 520 w2154㎜×H1346㎜

プロジェクター 1台 1,040

マイクスタンド・マイクケーブル 1式 100

※既納の利用料金は原則返還いたしません。
ただし指定の期日までに返還手続きを行った
場合には、既納の料金の一部を返還いたします。
詳細はお問い合わせください。

※割増は加算方式です。（例）市外割増×入場料割増×事業者割増→6倍

【以下の場合は施設利用料が割増になります】

（例）企業→会社、一般社団・財団、医療法人・学校法人・社会福祉法人等

個人事業主→個人商店、個人医院、芸術家、著述業、スクール（ダンス、語学etc）等

・市外の方・・・２倍

・入場料割増・・・１．５倍

・企業等事業者（個人事業主含む）・・・２倍

多目的スペース
小

音響映像設備
CDラジカセ 1台 1,040 ﾏｲｸ付,ﾏｲｸのみ使用¥100

プロジェクター 1台 1,040

共通 その他 電源使用料 1000w以上 210 ※持込機器の合計が、部屋ごとに
1000w以上の場合

※マイクもお借りになる場合は
マイク料金に含まれ別途徴収はなし

※マイクもお借りになる場合は
マイク料金に含まれ別途徴収はなし

※延長料金はお問い合わせください。
※延長は利用当日来館時に空きがある場合のみ可。
※延長利用は前のコマと同条件となります（全面/半面、割増等）。

多目的スペース
イメージキャラクター
タタメちゃん

※PC等との接続ｹｰﾌﾞﾙは、

15ﾋﾟﾝとHDMIｹｰﾌﾞﾙ の用意あり

※附帯設備には数に限りがございます。
※１日内の連続利用は１回とみなします。

(単位=円)

利用コマ

利用日

(2023.2.1)

(会費・受講料・参加費・資料代・材料代
弁当代・託児費用等徴収も対象です)

※実費であっても対象です。

※1 マイクスタンドは数に
限りがあります。

※PC等との接続ｹｰﾌﾞﾙは、

15ﾋﾟﾝとHDMIｹｰﾌﾞﾙ の用意あり

※PC等との接続ｹｰﾌﾞﾙは、

15ﾋﾟﾝとHDMIｹｰﾌﾞﾙ の用意あり


