
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

横浜市市民利用施設予約システムによる 

新規予約再開について 
～10 月５日から順次再開～ 

 

 

市民利用施設では、８月２日の緊急事態宣言発令以降、新規予約を停止（抽選申込を

含む）していましたが、９月 30 日をもって緊急事態宣言が解除されることに伴い、 

市民利用施設予約システム対象施設においては 10 月５日から新規予約を再開します。 

  なお、新規予約による利用は 10 月 15 日からです。 

 

１ スケジュール  

予約システム対象施設では、10 月５日（火）から 10 月 14 日（木）の期間に、施設毎 

に順次新規予約を再開します。（予約再開日等は裏面を参照してください。） 

（1）新規予約再開日 令和３年 10 月５日（火）午前 10 時から  

※予約システムによる先着順での予約受付 

（2）新規利用開始日 令和３年 10 月 15 日（金） 

※施設への直接予約も 15 日（金）当日利用分から開始します。 

 

２ 対象施設（73 施設） 

 (1) 公園施設 34 施設（テニスコート、野球場、運動広場、体育館） 

 (2) スポーツ施設 19 施設（スポーツセンター、横浜国際プール等） 

 (3) 文化施設 20 施設（区民文化センター、関内ホール 等） 

 

３ その他 

  新規予約再開の詳細については、予約システムホームページをご確認ください。 

https://yoyaku.city.yokohama.lg.jp  
 

※予約システムでの予約にあたっては混雑が予想されるため、お時間に余裕をもってア

クセスしていただけますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

【裏面あり】 

 

 

令 和 ３ 年 ９ 月 2 9 日 
環 境 創 造 局 公 園 緑 地 管 理 課 
市 民 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 
文 化 観 光 局 文 化 振 興 課 
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●予約システムでの予約開始日・対象枠 

日時 対象月 対象施設 

10 月５日（火） 

午前 10 時から 

10 月分

（10/15～

10/31 利用

分） 

●公園施設 

鶴見区（潮田公園、入船公園）、港南区（日野中央公園）、 

保土ケ谷区（常盤公園）、磯子区（岡村公園、新杉田公園）、 

金沢区（野島公園、富岡西公園、長浜公園） 

●スポーツ施設 

神奈川区（神奈川スポーツセンター、平沼記念体育館※）、 

都筑区（都筑スポーツセンター、横浜国際プール） 

※平沼記念体育館は、2022 年２月分の体育室も含む 

10 月６日（水） 

午前 10 時から 

10 月分

（10/15～

10/31 利用

分） 

●公園施設 

旭区（こども自然公園、今川公園）、 

港北区（岸根公園、新横浜公園）、 

緑区（長坂谷公園第一及び第二、玄海田公園）、都筑区（都田公園） 

●スポーツ施設 

南区（南スポーツセンター）、旭区（旭スポーツセンター）、 

磯子区（磯子スポーツセンター、根岸テニスガーデン） 

泉区（泉スポーツセンター、泉中央テニスガーデン） 

10 月７日（木） 

午前 10 時から 

― ●文化施設 

鶴見区（鶴見区民文化センター）、 

神奈川区（神奈川区民文化センター）、 

中区（関内ホール、イギリス館、技能文化会館）、 

南区（吉野町市民プラザ、男女共同参画センター横浜南）、 

港南区（港南区民文化センター）、保土ケ谷区（岩間市民プラザ）、 

旭区（旭区民文化センター） 

10 月８日（金） 

午前 10 時から 

― ●文化施設 

磯子区（磯子区民文化センター）、金沢区（長浜ホール）、 

港北区（大倉山記念館）、緑区（緑区民文化センター）、 

青葉区（青葉区民文化センター、男女共同参画センター横浜北）、 

戸塚区（戸塚区民文化センター、男女共同参画センター横浜）、 

栄区（栄区民文化センター）、泉区（泉区民文化センター） 

10 月９日（土） 

午前 10 時から 

10 月分

（10/15～

10/31 利用

分） 

●公園施設 

中区（本牧市民公園、山手公園、日ノ出川公園、横浜スタジアム）、 

南区（清水ケ丘公園及び体育館）、栄区（金井公園）、 

泉区（中田中央公園）、瀬谷区（瀬谷本郷公園） 

●スポーツ施設 

鶴見区（鶴見スポーツセンター）、中区（中スポーツセンター） 

港北区（港北スポーツセンター）、瀬谷区（瀬谷スポーツセンター） 

10月 10日（日） 

午前 10 時から 

10 月分

（10/15～

10/31 利用

分） 

●公園施設 

神奈川区（三ツ沢公園、台町公園、神の木公園）、 

西区（岡野公園）、青葉区（谷本公園）、 

戸塚区（小雀公園、東俣野中央公園、俣野公園） 

●スポーツ施設 

西区（西スポーツセンター）、金沢区（金沢スポーツセンター）、

緑区（緑スポーツセンター、緑テニスガーデン）、 

戸塚区（戸塚スポーツセンター） 



 

 

 

日時 対象月 対象施設 

10月 11日（月） 

午前 10 時から 

11 月分

（11/1～

11/30 利用

分） 

●公園施設 

鶴見区（潮田公園、入船公園）、港南区（日野中央公園）、 

保土ケ谷区（常盤公園）、磯子区（岡村公園、新杉田公園）、 

金沢区（野島公園、富岡西公園、長浜公園） 

●スポーツ施設 

神奈川区（神奈川スポーツセンター、平沼記念体育館※）、 

都筑区（都筑スポーツセンター、横浜国際プール） 

※平沼記念体育館は、2022 年３月分の体育室も含む 

10月 12日（火） 

午前 10 時から 

11 月分

（11/1～

11/30 利用

分） 

●公園施設 

旭区（こども自然公園、今川公園）、 

港北区（岸根公園、新横浜公園）、 

緑区（長坂谷公園第一及び第二、玄海田公園）、都筑区（都田公園） 

●スポーツ施設 

南区（南スポーツセンター）、旭区（旭スポーツセンター）、 

磯子区（磯子スポーツセンター、根岸テニスガーデン） 

泉区（泉スポーツセンター、泉中央テニスガーデン） 

10月 13日（水） 

午前 10 時から 

11 月分

（11/1～

11/30 利用

分） 

●公園施設 

中区（本牧市民公園、山手公園、日ノ出川公園、横浜スタジアム）、 

南区（清水ケ丘公園及び体育館）、栄区（金井公園）、 

泉区（中田中央公園）、瀬谷区（瀬谷本郷公園） 

●スポーツ施設 

鶴見区（鶴見スポーツセンター）、中区（中スポーツセンター） 

港北区（港北スポーツセンター）、瀬谷区（瀬谷スポーツセンター） 

10月 14日（木）

午前 10 時から 

11 月分

（11/1～

11/30 利用

分） 

●公園施設 

神奈川区（三ツ沢公園、台町公園、神の木公園）、 

西区（岡野公園）、青葉区（谷本公園）、 

戸塚区（小雀公園、東俣野中央公園、俣野公園） 

●スポーツ施設 

西区（西スポーツセンター）、金沢区（金沢スポーツセンター）、

緑区（緑スポーツセンター、緑テニスガーデン）、 

戸塚区（戸塚スポーツセンター） 

 

※上記 73 施設以外の施設の利用予約については、各施設へお問い合わせください。 

 

 

お問合せ先 

〔公園施設に関すること〕 

環境創造局公園緑地管理課長    得能 千秋   Tel 045－671－3810 

〔スポーツ施設に関すること〕 

市民局スポーツ振興課担当課長   飯村  智   Tel 045－671－4445 

〔文化施設に関すること〕 

文化観光局文化振興課施設担当課長 楢崎 和雄   Tel 045－671－3860 

 


