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３ 学習の「場」 

 

３ 学習の「場」 
 

（１）教育委員会 
 

ア 生涯学習を推進するための施設（生涯学習文化財課） 
○横浜市社会教育コーナー  

［設置趣旨］社会教育指導者の研修や市民の教養向上のための講座を実施します。また、市民の生涯

学習・社会教育活動の場として施設を提供します。 

［設  置］昭和57年５月１日  

［所 在 地］〒235-0016 横浜市磯子区磯子三丁目６－１－１   

［開館時間］９時～21時（日曜日・祝日は17時まで） 

［休 館 日］年末年始、施設点検日 

［施設概要］延床面積：789.182㎡、スポーツ広場：800㎡ 

研修室Ａ・Ｂ・Ｃ、アートルーム、トレーニングルーム、交流スペース等 

［実施事業］自主事業：おはなし会ボランティア養成講座、横浜学校・地域コーディネーター連絡会、 

家庭教育学級ぱんぷきん等25事業 

［運営主体］特定非営利活動法人 横浜市民アクト 

［実  績］平成29年度 施設利用回数：3,112回 施設利用者数：33,057人 

［連 絡 先］７６１－４３２１ 

 

○横浜市歴史博物館 

［設置趣旨］古代から開港期までを中心とした横浜の歴史に関わる資料を収集、保管するとともに、 

      調査研究を進め、その成果を展示などにより公開することで、市民の学習活動及び学術、 

      文化の発展に寄与します。 

［設  置］平成７年１月開館 

［所 在 地］〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－18－１ 

［開館時間］９時～17時（ただし、入館は16時30分まで） 

※野外施設について：その他の公園施設、歳勝土遺跡部分については24時間オープン 

（休館日）月曜日（祝日を除く）、年末年始（12/28～１/４） 

［施設概要］敷地面積 7,278㎡ 

構  造  鉄骨鉄筋コンクリート造 地上６階地下１階 

延床面積  9,269㎡ 

１階 駐車場，エントランスホール，ミュージアムショップ 

２階  常設展示室、通史展示室、歴史劇場、スタディサロン、映像コーナー、 

企画展示室、体験学習室、図書館閲覧室、講堂、研修室 

野外施設「大塚・歳勝土遺跡公園」 

（所 在 地）〒224-0028 横浜市都筑区大棚西１番（代表地番） 

（面  積）約6.6ha 

（主な利用施設） 

（ア）遺跡復元・再現施設 

○大塚遺跡  復元竪穴住居７棟、復元高床倉庫 

         型どり復元遺構１ヶ所、環濠約250m 

○歳勝土遺跡 復元方形周溝墓５ヶ所、再現墓道約100m 

（イ）その他の博物館施設 工房（約300㎡） 

（ウ）その他の公園施設    解説板、地形模型(１ヶ所)、体験広場(約1,200㎡)、便所 

［運営主体］（公財）横浜市ふるさと歴史財団（指定管理者） 

［実  績］平成29年度 入館者数：138,745人 

［連 絡 先］９１２－７７７７ 

 

○横浜開港資料館 

［設置趣旨］開港期を中心とする横浜の歴史に関する資料を収集・保存・調査・研究し、その成果を

広く市民に公開することにより、市民の横浜の歴史に対する理解を深め、文化の向上に

寄与します。 

［設  置］昭和56年６月開館 

［所 在 地］〒231-0021 横浜市中区日本大通３（旧英国総領事館） 

［開館時間］９時30分～17時（ただし、入館は16時30分まで） 

24 



３ 学習の「場」 

 
※閲覧室利用は10時～16時30分（資料の出納・複写申込は午後4時まで） 

（休館日）月曜日（祝日を除く）、年末年始（12/28～１/３） 

※閲覧室は上記の休館日のほか、火曜日（祝日を除く）、月末整理日、資料整理週間等 

［施設概要］敷地面積 3,026㎡ 

構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上３階地下１階 

延床面積 2,900㎡ （旧館1,200㎡ 新館1,700㎡）、旧館は旧英国総領事館 

［運営主体］（公財）横浜市ふるさと歴史財団（指定管理者） 

［実  績］平成29年度 入館者数：67,350人 

［連 絡 先］２０１－２１００ 

 

○横浜都市発展記念館・横浜ユーラシア文化館 

［設置趣旨］横浜都市発展記念館は、開港期以降の横浜の都市形成の歴史、市民生活の変遷及び横浜

がはぐくんだ文化に関する資料を収集し、保管し、展示し、及び展示資料として市民の

利用に供するとともに、その学習、調査等のため必要な事業を行うことにより、ふるさ

と意識の醸成、国際平和等に資するとともに、市民の学習、学術及び文化の発展に寄与

します。 

横浜ユーラシア文化館は、ユーラシアの文化に関する資料を展示し、及び保管し、並び

にこれらの資料を中心としてユーラシア諸地域の文化交流に関する調査研究等を行い、

その成果を広く市民に公開することにより、国際文化都市横浜の発展に寄与します。 

［設  置］両館とも 平成15年３月15日開館 

［所 在 地］両館とも 〒231-0021 横浜市中区日本大通12（旧横浜市外電話局） 

［開館時間］両館とも ９時30分～17時（ただし、入館は16時30分まで） 

 （休館日）月曜日（祝日を除く）、年末年始（12/28～１/３） 

［施設概要］建  物 鉄筋コンクリート造 地上４階 地下１階 

延床面積 2,906.09㎡ (内 地下収蔵庫約200㎡ １階受付及び事務室約200㎡ 

２階ユーラシア常設展示室約300㎡ ３階企画展示室約200㎡ 

４階都市発展常設展示室約300㎡） 

［運営主体］（公財）横浜市ふるさと歴史財団（指定管理者） 

［実  績］横浜都市発展記念館  平成29年度 入館者数：50,857人(企画展含む) 

横浜ユーラシア文化館 平成29年度 入館者数：51,616人(企画展含む) 

［連 絡 先］６６３－２４２４ 

 

○横浜市三殿台考古館 

［設置趣旨］三殿台遺跡の出土品を中心に公開展示します。 

［設  置］昭和42年１月31日開館  

［所 在 地］〒235-0021 横浜市磯子区岡村４－11－22 国指定史跡三殿台遺跡内 

［開館時間］４～９月：９時～17時、10～３月：９時～16時 

 （休館日）毎週月曜日、年末年始 

［施設概要］考古館本館  122.0㎡(収蔵庫 66.0㎡  展示室56.0㎡) 

○住居跡保護棟  431.0㎡ 

○復元住居模型  ３基（19.6㎡、27.5㎡、22.1㎡) 

○縄文式模型（中期・加曽利式Ｅ式期）、弥生式模型（中期・宮ノ台式期） 

○古墳時代模型（後期・鬼高式期） 

○遺構の標示施設（住居跡、その他遺構の位置、模型、形を石柱で標示） 

［運営主体］（公財）横浜市ふるさと歴史財団（指定管理者） 

［実  績］平成29年度 入館者数：15,252人 

［連 絡 先］７６１－４５７１ 

 

○横浜市八聖殿郷土資料館 

［設置趣旨］庶民の生活用具であった民俗資料を中心に収集を行い、公開展示しています。 

併せて安達謙蔵氏より寄贈された八聖像を保有しています。 

［設  置］昭和48年３月29日開館 

［所 在 地］〒231-0822 横浜市中区本牧元町76－１本牧臨海公園内 

［開館時間］９時30分～16時 （休館日）第３水曜日、年末年始 

［施設概要］延床面積 876.2㎡ 

構  造  ＲＣ塔屋・地下室付銅板付葺２階建 
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３ 学習の「場」 

 
屋外展示棟 16.55㎡ 

資料展示室、図書閲覧室 

［運営主体］（公財）横浜市ふるさと歴史財団 

［実  績］平成29年度 入館者数：13,870人 

［連 絡 先］６２２－２６２４ 

 

イ 図書館施設 
○横浜市中央図書館（１館）、各地域図書館（17館） 

［設置趣旨］市民の生涯学習を支援・促進する場として、図書館資料の提供を行います。 

［設  置］大正10年から事業開始（中央図書館は平成６年２月から業務開始） 

［所 在 地］中央図書館：〒220-0032 横浜市西区老松町１  TEL ２６２－００５０ 

地域図書館：17館【P.120「横浜市立図書館一覧」参照】 

［開館時間］ 

 中央図書館 
地域図書館(山内

図書館を除く) 
山内図書館 

火～金曜日 
９時30分～20時30分  

※学習室は19時まで 
９時30分～19時 ９時30分～20時30分 

土・日・月、祝(休)日 ９時30分～17時 

年末年始 12月28日：９時30分～17時  １月４日：12時～17時 

休  館  日 施設点検日（月１回）、年末年始（12月29日～１月３日）、図書特別整理日 

 

［中央図書館施設概要］建物延面積：21,834.36㎡   鉄骨鉄筋コンクリート造地上５階地下３階 

［事業概要］①館内事業 

○図書館資料の収集、閲覧 

○図書館資料の利用相談、レファレンス（調査相談） 

○講習会、展示会、おはなし会などの事業や読書普及活動 

②貸  出 

○個人貸出 全館あわせて１人６冊まで２週間貸出を行う 

○団体貸出 読書活動の振興を目的として横浜市内で活動する地域団体、社会教育団体 

等で、会員が30人以上の団体に、会員数により最高1000冊まで長期貸出を行う 

（中央、保土ケ谷、金沢、港北、山内、戸塚図書館で実施） 

○グループ貸出 横浜市内で読書に関する活動をしている、会員５人以上のグループに

30冊まで30日間貸出を行う 

○移動図書館 中央図書館から移動図書館車で、２週間の間隔で市内21か所を巡回、 

個人貸出を行う 

③視覚障害者支援事業  対面朗読、録音図書・点字図書の貸出等 

④配送貸出 来館困難な心身障害者を対象に実施（中央図書館） 

［連 絡 先］２６２－００５０ 

 

ウ 青少年を育成するための施設（指導企画課） 
○少年自然の家 

［設置趣旨］健全な青少年の育成を図ることを目的に設置しました。 

［運営主体］（公財）横浜市体育協会 

１ 赤城林間学園 

（設  置）宿 泊 棟：昭和54年４月開館 

（所 在 地）〒379-1203 群馬県利根郡昭和村糸井7135 

TEL ０２７８－２４－７０１１(学園)  

（開館期間）通年 

（休 館 日）年末年始（12/28～１/4）及び施設点検日 

      プログラム実施のため、年末年始に開館する場合あり 

（施設概要）宿泊室、研修室、食堂、運動場、 

キャンプファイヤー場、集会場、駐車場等 

（実  績）平成29年度利用者数：32,805人 
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３ 学習の「場」 

 
２ 南伊豆臨海学園 

（設  置）昭和55年11月開館 

（所 在 地）〒415-0532 静岡県賀茂郡南伊豆町子浦1437 

TEL ０５５８－６７－０２５５ 

（開館期間）通年 

（休 館 日）年末年始（12/28～1/4）及び施設点検日 

プログラム実施のため、年末年始に開館する場合あり 

（施設概要）宿泊室、研修室、会議場、キャンプファイヤー場等 

（実  績）平成29年度利用者数：17,007人 

［連 絡 先］６４０－００１７ （公財）横浜市体育協会 

 

エ 学校開放（学校支援・地域連携課） 
［設置趣旨］学校教育に支障のない範囲で、市立小・中学校等の学校施設を地域に開放することに 

より、市民の身近なレクリエーション活動、文化活動、スポーツ活動の場として提供し、 

生涯学習の振興を図ります。 

［設  置］○校庭・体育館  （昭和34年度） 

○図書室・特別教室（昭和55年度） 

○校庭夜間        （昭和58年度） 

［開放施設］【P.114～「学校開放等の実施状況一覧」参照】 

［開放時間］学校ごとに異なる。 

○校庭・体育館等 ：原則平日18時～21時 休日９時～21時 

○音楽室等特別教室：原則週３日（日曜日及びその他２日） 

○市民図書室   ：週１～２日（日曜日及びその他１日） 

［運営主体］各学校文化･スポーツクラブ 

［実  績］平成29年度 ○校庭・体育館等 （486校） 利用件数：184,204件 

○校庭夜間      （ 22校）  利用件数：  2,769件 

○音楽室等特別教室（ 83校）  利用件数：  2,458件 

○市民図書室     （ 85校）  利用者数：117,458人 

［電気料の徴収］ 

夜間に校庭、体育館及び格技場を利用する場合、実費相当の電気料を徴収しています。 

［予約管理システム］ 

利用者の利便性向上や、公平性、公開性を高めるため、平成19年度から４か年をかけて、

学校開放予約管理システムを導入しました。インターネット上での施設予約や実績管理、

電気料金の自動計算等が可能です。 

［連 絡 先］６７１－３２７８ 

 

（２）政策局 
 

 男女共同参画を推進するための拠点施設（男女共同参画推進課） 
○男女共同参画センター 

［設置趣旨］男女共同参画の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画

の推進に関する取組を支援するための施設として設置しています。 

［実施事業］情報事業、調査研究・事業開発事業、広報啓発事業、相談事業、講座事業、 

協働連携事業 

［運営主体］（公財）横浜市男女共同参画推進協会（指定管理者） 

 

・男女共同参画センター横浜 

［設  置］平成63年９月10日 

［所 在 地］〒244-0816 横浜市戸塚区上倉田町435-１ 

［開館時間］平日：９時～21時  日・祝日：９時～17時   (休館日)毎月第４木曜日、年末年始 

［施設概要］延床面積  5,999.78㎡ 

情報ライブラリ、子どもの部屋、交流ラウンジ、健康サロン、ホール、セミナールーム、

会議室、和室、音楽室、多目的スタジオ、生活工房、フィットネスルーム 

［利用実績］平成29年度 来館者数：333,130人 有料施設利用者数：139,671人 

［連 絡 先］８６２－５０５０ 
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３ 学習の「場」 

 
・男女共同参画センター横浜南 

［設  置］平成17年４月１日（同日付で廃止された横浜市婦人会館の建物を利用して開館） 

［所 在 地］〒232-0006 横浜市南区南太田1-７-20 

［開館時間］９時～21時  (休館日)毎月第３月曜日、年末年始 

［施設概要］延床面積  2,982.71㎡ 

子どもの部屋、交流ラウンジ、研修室、会議室、和室、音楽室、生活工房、 

トレーニング室 

［利用実績］平成29年度 来館者数：182,888人 有料施設利用者数：99,851人 

［連 絡 先］７１４－５９１１ 

 

・男女共同参画センター横浜北 

［設  置］平成17年10月29日 

［所 在 地］〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南１-17-３ 

［開館時間］平日:９時～21時  日・祝日:９時～17時  (休館日)毎月第４月曜日、年末年始 

［施設概要］延床面積  7,899㎡ （横浜市民ギャラリーあざみ野）との複合施設 

子どもの部屋、交流ラウンジ、レクチャールーム、セミナールーム、会議室、 

音楽室、生活工房、健康スタジオ 

［利用実績］平成29年度 来館者数：367,253人  有料施設利用者数：148,534人 

［連 絡 先］９１０－５７００ 

 

（３）市民局 
 

ア 地域の市民利用施設 
○地区センター（地域施設課／所管は各区地域振興課） 

［設置趣旨］地域住民の文化・スポーツ・学習等自主的活動や交流の拠点施設とします。 

［設  置］昭和48年７月から 

［設 置 数］80館 

［開館時間］平日・土曜日９時～21時、日曜日・祝日９時～17時 

（休館日）年末年始、点検日（原則月１回、施設ごとに異なります。） 

［施設概要］会議室、和室、プレイルーム、料理室、体育室等 

＊施設により若干異なります。 

［運営主体］指定管理者 

［利用実績］平成29年度：9,650,019人 

 

○コミュニティハウス（地域施設課・教育委員会事務局学校支援・地域連携課／所管は各区地域振興課） 

［設置趣旨］地域の自主活動や、福祉・ボランティア、学習、児童・青少年活動などの身近な拠点と

して、学校施設の活用や既存施設の転換などにより整備します。 

［設  置］平成２年度コミュニティ・スクール事業として開始。平成７年度からコミュニティハウ

ス事業に名称変更。 

［設 置 数］117館（学校施設活用型83館、その他34館） 

［開館時間］９時～21時 （学校施設活用型以外のコミュニティハウスは、日曜・祝日９時～17時） 

（休館日）年末年始ほか（施設ごとに異なります。） 

［施設概要］研修室、和室、ミーティングサロン、図書コーナー等 

＊施設により異なります。 

［運営主体］指定管理者（学校施設活用型は除く） 

［利用実績］平成29年度：2,686,412人（学校開放は除く） 

 

イ スポーツ施設（スポーツ振興課） 
○横浜市平沼記念体育館・スポーツセンター（スポーツセンターは各区地域振興課所管） 

［設置趣旨］地域住民が気軽に利用でき、地域スポーツの核となるよう設置しました。 

［開館時間］９時～21時（施設により時間延長あり）  （休館日）施設点検日及び年末年始 

［施設概要］施設規模、室場などは各施設により異なります。 

 （主な室場）体育室、トレーニング室、研修室、体力相談室 等 

 （特別室場）プール（西）、テニスコート（保土ケ谷、港北）、弓道場（戸塚、泉）等 

［運営主体］公益財団法人横浜市体育協会（平沼記念体育館及び港北、青葉を除く16館） 

          シンコースポーツ・東急ファシリティサービス共同事業体（港北） 
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          コナミスポーツクラブ・東急コミュニティー共同事業体（青葉） 

［実  績］平成29年度利用者数 横浜市平沼記念体育館  156,828人 

スポーツセンター   5,642,937人 

 

○横浜文化体育館 

［設置趣旨］地域・職域のスポーツ・レクリエーション活動、国際的な競技大会、その他各種集会、 

コンサート等に利用できるよう設置しました。 

［設  置］昭和37年５月 

［所 在 地］〒231-0032  横浜市中区不老町２丁目７番地 

［開館時間］９時～22時 （休館日）施設点検日及び年末年始(12/29～１/３)  

［施設概要］アリーナ、ステージ、観客席、会議室（平沼記念レストハウス） 

［運営主体］横浜市体育協会・ミズノ共同事業体 

［実  績］平成29年度  利用者数：443,231人 

［連 絡 先］６４１－５７４１ 

 

○横浜国際プール 

［設置趣旨］市民の日常の健康増進や体力づくりはもとより、国際大会をはじめ各種競技大会の開催、 

       選手や指導者の育成などを行う総合的な室内水泳競技場として設置しました。 

［設  置］平成10年７月 

［所 在 地］〒224-0021 横浜市都筑区北山田七丁目３－１ 

［開館時間］９時30分～22時30分（土・日・祝は７時30分～21時30分） 

（休館日）施設点検日及び年末年始(12/30～１/３)  

［施設概要］○メインプール 50ｍ×10コース（水深の調節が可能です。） 

○飛込プール  25ｍ×25ｍ 

※メインプール・飛込プールは冬季にスポーツフロアに転換 

（テニス５面、バスケットボール４面等） 

○サブプール  50ｍ×８コース 

（一部は水深の調節が可能。壁を移動して２つの25ｍプールへの分割可能） 

○観客席  メインプール：約4,000席  サブプール：約400席 

○その他  トレーニングルーム、サブアリーナ、多目的ホール、テニスコート等 

［運営主体］市体協・コナミスポーツクラブ・トーリツグループ 

［実  績］平成29年度  利用者数：864,366人 

［連 絡 先］５９２－０４５３ 

 

○温水屋内プール 

［施設概要］屋内プール25ｍ、児童プール等（旭は屋外プール有、金沢は浴場エリア有） 

［運営主体］公益財団法人横浜市体育協会 

      ※港南プールは28～29年度工事休館中については市直営 

［所在地・実績］ 

１ 旭プール（設置：昭和48年７月） 

〒241-0005 横浜市旭区白根二丁目33番１号    TEL ９５３－５０１０ 

（開館期間）通年(屋外プール夏期のみ営業) 

（休館日）施設点検日（定例：毎月最終火曜日※祝日の場合は翌日、臨時） 

及び年末年始（12月29日～１月３日） 

  平成29年度 利用者数：118,452人 

 

２  港南プール（設置：昭和49年７月） 

〒234-0054 横浜市港南区港南台六丁目22番38号   TEL ８３２－０８０１  

（開館期間) 通年 ※耐震対策などの工事により平成28年度～29年度休館 

（休館日）施設点検日（定例：毎月第４火曜日※祝日の場合は翌日、臨時） 

及び年末年始（12月29日～１月３日） 

平成29年度 利用者数：29年度は工事休館のため利用なし 

 

３  栄プール（設置：昭和51年10月） 

〒247-0024 横浜市栄区野七里二丁目21番１号     TEL ８９１－２１１０  

（開館期間) 通年 
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（休館日）施設点検日（定例：毎月第４火曜日※祝日の場合は翌日、臨時） 

及び年末年始（12月29日～１月３日） 

平成29年度 利用者数：93,804人 

 

４ 保土ケ谷プール（設置：昭和55年11月） 

〒240-0025 横浜市保土ケ谷区狩場町238番地３   TEL ７４２－２００３ 

（開館期間）通年 

（休館日）施設点検日（定例：毎月第４火曜日※祝日の場合は翌日、臨時） 

         及び年末年始（12月29日～１月３日） 

平成29年度 利用者数：94,469人 

 

５ 都筑プール（設置：昭和59年11月） 

〒224-0062 横浜市都筑区葛が谷二丁目２番    TEL ９４１－８３８５ 

（開館期間）通年 

（休館日）施設点検日（定例：毎月最終火曜日※祝日の場合は翌日、臨時） 

及び年末年始（12月29日～１月３日） 

平成29年度 利用者数：172,452人 

 

６ リネツ金沢（設置：平成15年６月） 

〒236-0003 横浜市金沢区幸浦二丁目７番１号     TEL ７８９－２１８１ 

（開館期間）通年 

（休館日）施設点検日（定例：毎月第４火曜日※祝日の場合は翌日、臨時） 

（７、８月は無休）及び年末年始（12月29日～１月３日） 

    平成29年度 利用者数：172,168人 

 

○屋外プール 

［施設概要］大プール、幼児プール等 

［運営主体］公益財団法人横浜市体育協会（横浜プールセンター） 

      ※28年度より本牧市民プールは閉鎖のため市直営 

［所在地・利用者数］ 

１ 横浜プールセンター（設置：昭和40年７月） 

〒235-0008 横浜市磯子区原町14番１号   TEL ７６１－１９４８ 

（開館期間）７月上旬～９月上旬 ※期間中は無休 

平成29年度 利用者数：109,266人 

 

２  本牧市民プール（設置：昭和44年７月） 

〒231-0822 横浜市中区本牧元町46番１号   TEL ６２１－５０１２ 

（開館期間）28年度６月末より施設閉鎖 

  

○鶴見川漕艇場 

［設置趣旨］横浜市唯一の漕艇場として、漕艇競技の普及・振興と市民の健康・体力づくりのため 

に設置しました。 

［所 在 地］〒230-0004 横浜市鶴見区元宮二丁目６番地   

［開場時間］４月15日～９月15日：９時30分～17時30分 ※受付は終了時間の２時間前まで 

９月16日～４月14日：９時30分～16時00分 

(休場日）施設点検日（第３月曜日祝日の場合は翌日）及び年末年始（12/28～１/４） 

［運営主体］公益財団法人横浜市体育協会 

［実  績］平成29年度 利用者数：26,981人 

［連 絡 先］５８２－８６８０ 

 

○横浜みなとみらいスポーツパーク（平成29年11月30日運営終了） 

［設置趣旨］フィールド系スポーツの拠点として、競技団体の大会や講習会を開催し、市民スポーツ 

の振興を図ることを目的として設置しました。（設置：平成18年7月） 

［所 在 地］〒220-0012 横浜市西区みなとみらい六丁目２番１号 

［開館時間］平日：９時00分～22時00分  土休日：８時00分～21時00分 

（休館日）年始（１/１～１/３）※施設点検日等で臨時休業の場合あり 

［施設概要］○人工芝グランド２面（メインフィールド110m×72m、サブフィールド83m×60m）  
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○ランニングステーション 

○サイクルステーション ○クラブハウス（更衣室、会議室）  

［運営主体］公益財団法人横浜市体育協会 

［実  績］平成29年度  来館者数：400,188人 

         ※当該施設土地の開発者公募の結果、事業者が決定したため平成29年11月30日をもって運営を終了 

 

○たきがしら会館 

［所 在 地］〒235-0012  横浜市磯子区滝頭三丁目１番68号 

［開館時間］９時00分～21時00分 

（休館日）施設点検日（毎月第４月曜日）及び年末年始（12月29日～１月３日） 

［施設概要］体育館、ホール、武道場、会議室等（昭和58年９月築、平成23年９月から市民利用施設） 

［運営主体］公益財団法人横浜市体育協会 

［実  績］平成29年度  利用者数：132,778人 

［連 絡 先］７５２－４０５０ 

 

（４）文化観光局 
 

文化施設（文化振興課） 
○横浜美術館 

［設置趣旨］美術の専門文化施設として設置しました｡ 

［設  置］平成元年11月 

［所 在 地］〒220-0012 西区みなとみらい３－４－１ 

［開館時間］10時～18時  

 （休館日）木曜日（祝日を除く。木曜日に祝日開館した場合、その翌日）、年末年始 

このほか臨時休館及び展示室休室については、逐次、横浜美術館ウェブサイトトップ 

ページでご案内しています。 

［施設概要］延床面積  26,829㎡ 

グランドギャラリー、展示室、美術情報センター、子どものアトリエ、市民のアトリエ、 

アートギャラリー、レクチャーホール 等 

［実施事業］展覧会（企画展、コレクション展）の開催ほか、アトリエ等の機能を使い美術振興事業

を実施 

［運営主体］ (公財）横浜市芸術文化振興財団 

［連 絡 先］２２１－０３００ 

 

○横浜みなとみらいホール 

［設置趣旨］音楽の専門施設として設置しました。 

［設  置］平成10年２月 

［所 在 地］〒220-0012 西区みなとみらい２－３－６  

［施設概要］延床面積  18,688㎡   大ホール（2,020席・他車椅子用スペース14席）、小ホール 

（440席）、リハーサル室 等 

［運営主体］（公財）横浜市芸術文化振興財団 

［連 絡 先］６８２－２０２０ 

 

○横浜能楽堂  

［設置趣旨］能、狂言その他の古典芸能の専門施設として設置しました｡ 

［設  置］平成８年６月 

［所 在 地］〒220-0044 西区紅葉ケ丘27－２ 掃部山公園内 

［施設概要］延床面積  5,695㎡   本舞台(客席486席・車椅子スペース５席含む)、第二舞台、研

修室 等 

［運営主体］（公財）横浜市芸術文化振興財団 

［連 絡 先］２６３－３０５５ 

 

○久良岐能舞台  

［設置趣旨］能、狂言その他の古典芸能の専門施設として設置しました｡ 

［設  置］昭和62年10月 
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［所 在 地］〒235-0021 磯子区岡村８-21-７ 久良岐公園内 

［施設概要］延床面積 341㎡  能舞台(52畳)、和室、茶室 

［運営主体］(株)シグマコミュニケーションズ 

［連 絡 先］７６１－３８５４ 

 

○横浜にぎわい座 

［設置趣旨］大衆芸能の専門施設として設置しました｡  

［設  置］平成14年４月  

［所 在 地］〒231-0064 中区野毛町３-110-１ 

［施設概要］専用面積  4,358㎡   芸能ホール(391席・車椅子対応可)、小ホール、練習室、制作 

室 等 

［運営主体］(公財)横浜市芸術文化振興財団 

［連 絡 先］２３１－２５２５ 

 

○横浜赤レンガ倉庫１号館 

［設置趣旨］歴史的建造物を活用した文化施設として設置しました｡  

［設  置］平成14年４月  

［所 在 地］〒231-0001 中区新港１-１-１ 

［施設概要］延床面積  5,575㎡   ホール(150～350席・可動席)、多目的スペース 等 

［運営主体］(公財)横浜市芸術文化振興財団 

［連 絡 先］２１１－１５１５ 

 

○横浜市民ギャラリー 

［設置趣旨］美術を中心とした市民の文化活動の場として設置しました｡（平成26年10月10日よりリニ

ューアルオープン） 

［設  置］昭和39年４月 

［所 在 地］〒220-0031 西区宮崎町26-1 

［施設概要］延床面積 3,428㎡ 展示室、アトリエ等 

［実施事業］貸館事業、企画展等 

［運営主体］(公財)横浜市芸術文化振興財団/西田装美株式会社共同事業体 

［連 絡 先］３１５－２８２８ 

 

○横浜市民ギャラリーあざみ野 

［設置趣旨］美術を中心とした市民の文化活動の場としてアートフォーラムあざみ野の中に設置しま

した｡ 

［設  置］平成17年10月 

［所 在 地］〒225-0012 青葉区あざみ野南１-17-３ アートフォーラムあざみ野内 

［施設概要］延床面積  1,975㎡  展示室（１、２）、アトリエ等 

［実施事業］貸館事業、企画展等 

［運営主体］(公財)横浜市芸術文化振興財団 

［連 絡 先］９１０－５６５６ 

 

○市民文化会館関内ホール 

［設置趣旨］横浜の芸術文化活動を振興する施設として設置しました。 

［設  置］昭和61年９月 

［所 在 地］〒231-0013 中区住吉町４-42-１ 

［施設概要］延床面積  8,967㎡  大ホール(1,102席・車椅子８台対応可)、小ホール(264席)、リハ 

ーサル室 等  

［運営主体］(株)ｔｖｋコミュニケーションズ・(株)テレビ神奈川・(株)横浜メディアアド・ 

(株)清光社・(公財)横浜市芸術文化振興財団 共同事業体 

［連 絡 先］６６２－１２２１ 

 

○吉野町市民プラザ 

［設置趣旨］身近な文化施設として設置しました。 

［設  置］平成元年７月 

［所 在 地］〒232-0014  南区吉野町５-26 

［施設概要］延床面積 2,760㎡  ホール（200席・車椅子席４席含む）、スタジオ（３室）、ギャラリ 
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ー（140㎡）、会議室 

［運営主体］(株)tvkコミュニケーションズ・(公財)横浜市芸術文化振興財団・(株)清光社・ 

      (株)横浜メディアアド共同事業体 

［連 絡 先］２４３－９２６１ 

 

○岩間市民プラザ 

［設置趣旨］身近な文化施設として設置しました。 

［設  置］平成３年７月 

［所 在 地］〒240-0004  保土ケ谷区岩間町１-７-15 

［施設概要］延床面積 3,298㎡  ホール（177席・車椅子席４席含む）、スタジオ（４室）、リハーサ

ル室、ギャラリー（85㎡）、レクチャールーム 

［運営主体］(株)tvkコミュニケーションズ・(公財)横浜市芸術文化振興財団・(株)清光社・ 

      (株)横浜メディアアド共同事業体 

［連 絡 先］３３７－００１１ 

 

○大倉山記念館 

［設置趣旨］身近な文化施設として設置しました。 

［設  置］昭和59年10月 

［所 在 地］〒222-0037 港北区大倉山2-10-1  

［施設概要］延床面積 1,877㎡  ホール（80席・可動席）、ギャラリー、集会室（10室） 

［運営主体］日比谷花壇・西田装美共同事業体 

［連 絡 先］５４４－１８８１ 

 

○長浜ホール 

［設置趣旨］身近な文化施設として設置しました。 

［設  置］平成９年５月 

［所 在 地］〒236-0011  金沢区長浜114-４ 長浜野口記念公園内 

［施設概要］延床面積 1,080㎡（うち旧細菌検査室96㎡） 

ホール（104席・可動席）、多目的ルーム、音楽練習室、会議室、旧細菌検査室（常設展） 

［運営主体］横浜メディアアド・相鉄・神奈川共立共同事業体 

［連 絡 先］７８２－７３７１ 

 

○陶芸センター 

［設置趣旨］市民が広く利用できる作陶専門施設として設置しました。 

［設  置］平成５年８月 

［所 在 地］〒231-0824  中区本牧三之谷59－３ 本牧市民公園内  

［施設概要］延床面積 396㎡    

［施設概要］成形室、各種教室、自由作陶教室、窯場、釉掛け場、登り窯（レプリカ）  

［運営主体］シンリュウ(株) 

［連 絡 先］６２３－８９０４ 

 

○大佛次郎記念館 

［設置趣旨］大佛次郎旧蔵資料を中心とした資料の保存・研究・公開及び大佛次郎の業績の普及活動

のために設置しました。 

［設  置］昭和53年５月 

［所 在 地］〒231-0862 中区山手町113  

［施設概要］延床面積  1,166㎡  展示室、ギャラリー、記念室、サロン、閲覧室、喫茶店 

［運営主体］(公財)横浜市芸術文化振興財団 

［連 絡 先］６２２－５００２ 

 

○区民文化センター 

［設置趣旨］地域に根差した個性ある文化の創造に寄与するための施設です。 

［設  置］設置年月日は各区民文化センターにより異なります。 

［所 在 地］鶴見区  ：サルビアホール    （鶴見中央1-31-2 シークレイン内） 

神奈川区：かなっくホール  （東神奈川1-10-1） 

港南区  ：ひまわりの郷   （上大岡西1-6-1:ゆめおおおか中央棟４階） 
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旭区    ：サンハート    （二俣川1-3：二俣川ライフ５階） 

磯子区  ：杉田劇場          （杉田1-1-1：らびすた新杉田４階） 

緑区    ：みどりアートパーク（長津田2-1-3） 

青葉区  ：フィリアホール  （青葉台2-1-1：青葉台東急スクエアSouth１本館５階） 

戸塚区  ：さくらプラザ   （戸塚町16-17 戸塚区総合庁舎内） 

栄区    ：リリス      （小菅ヶ谷1-2-1） 

泉区    ：テアトルフォンテ （和泉中央南5-4-13いずみ中央ライフ３階） 

［施設概要］ホール、ギャラリー、リハーサル室等 

＊施設規模は各区民文化センターにより異なります。 

［運営主体］各指定管理者 

［連 絡 先］各施設 

 

（５）こども青少年局 
  

青少年施設（青少年育成課） 
○横浜市野島青少年研修センター 

［設置趣旨］青少年及び青少年指導者、育成者の活動の場としての研修施設です｡ 

［設  置］昭和53年７月、平成５年７月移転建て直し 

［所 在 地］〒236-0025 金沢区野島町24－２(野島公園内) 

［開館時間］①宿泊：14時～翌11時 ②日帰り：９時～17時 （休館日）年末年始、施設点検日 

［施設概要］延床面積  3,967㎡  

宿泊室（８名定員×25室）、食堂、ちゅう房、浴室、研修室（３室）及び和室（２室） 

［運営主体］（公財）よこはまユース 

［利用実績］平成29年度 宿泊利用：21,438人 日帰利用：13,309人 

［連 絡 先］７８２－９１６９ 

 

○横浜市青少年育成センター 

［設置趣旨］青少年や青少年指導者・育成者の養成や活動支援を通して青少年育成活動の推進を図り

ます。 

［設  置］昭和61年９月 

［所 在 地］〒231-8454 中区住吉町４－42－１(関内ホール地下１・２階)  

［開館時間］月～土曜:９時～22時  日曜･祝日:９時～17時  （休館日）年末年始、施設点検日 

［施設概要］延床面積  1,307.47㎡（関内ホール共用部分含む） 

研修室、ミーティングルーム、和室、スタジオ、活動支援室 

［運営主体］（公財）よこはまユース 

［利用実績］平成29年度 利用者数：44,258人 

［連 絡 先］６６４－６２５１ 

 

○横浜こども科学館 

［設置趣旨］科学に関する資料や装置の展示・体験、プラネタリウムの投影等により、科学知識の普

及啓発と創造性豊かな青少年を育成することを目的とします。 

［設  置］昭和59年５月 

［所 在 地］〒235-0045 磯子区洋光台５－２－１  

［開館時間］９時30分～17時    

［休 館 日］第１月曜日（４月、５月は第2月曜日、月曜日が祝日または振替休日の場合は翌日火曜日) 

          第３月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、展示機器点検等のための臨時休館（年３回） 

     （平成30年４月１日から休館日は第１火曜と第３火曜に変更になります） 

［施設概要］地上５階、地下２階 

延床面積 6,484.26㎡  宇宙劇場、常設展示室など 

［実施事業］日曜日や春休み、夏休みには工作教室、天文教室やパソコン教室などを開催 

［運営主体］コングレ・NTTファシリティーズ共同事業体 

［利用実績］平成29年度 入館者:323,382人 宇宙劇場入場者:168,823人 

［連 絡 先］８３２－１１６６ 

 

○青少年野外活動センター 

［設置趣旨］青少年の心身の健全な成長を図ります。 
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［運営主体］（公財）横浜市体育協会 

［所 在 地・利用者数］ 

１ 三ツ沢公園青少年野外活動センター（設置：昭和57年３月） 

    〒221-0855 横浜市神奈川区三ツ沢西町３－１  TEL ３１４－７７２６ 

  （開館期間)通年   （休館日）年末年始（12/28～１/４）及び施設点検日 

平成29年度 利用者数：29,457人 

 

２  くろがね青少年野外活動センター（設置：昭和57年７月） 

  〒225-0025 横浜市青葉区鉄町1380             TEL ９７３－２７０１  

  （開館期間)通年   （休館日）年末年始（12/28～１/４）及び施設点検日 

  平成29年度 利用者数：22,416人 

 

３  こども自然公園青少年野外活動センター（設置：平成元年７月） 

  〒241-0834 横浜市旭区大池町65-１            TEL ８１１－８４４４ 

  （開館期間)通年   （休館日）年末年始（12/28～１/４）及び施設点検日 

  平成29年度 利用者数：34,305人 

［連 絡 先］６４０－００１７  （公財）横浜市体育協会 

 

○横浜青年館 

［設置趣旨］青少年の福祉の向上と心身の健全な育成を図るため、青少年グループ・サークル及び 

      団体等の社会教育活動の場、並びに青少年の相互交流の場として設置。 

［設  置］昭和62年５月 

［所 在 地］〒232-0041 南区睦町１－15－15 

［開館時間］９時～21時 (休館日)第１月曜日、年末年始  

［施設概要］延床面積 884.37㎡  音楽室、多目的室、絵画室、和室、集会室、演劇練習室 

［設置運営主体］（一社）横浜勤労青少年福祉協会 

［利用実績］平成29年度利用者数 40,287人 

［連 絡 先］７１１－９６１０ 
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