
 

 

 

   

 

 

 

 

大和市文化創造拠点 

やまと芸術文化ホール 

利用の手引き 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 10 月改訂



 

 

 

 

目次 

やまと芸術文化ホールとは・・・・・・・・・・２ 

 

利用区分について・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

施設利用の流れ・・・・・・・・・・・・・・・４ 

メインホール／サブホール／ギャラリー 

 

施設利用の流れ・・・・・・・・・・・・・・・８ 

マルチスペース 

 

ご利用の際の注意事項・・・・・・・・・・・１０ 

     

施設空き情報について・・・・・・・・・・・１０ 

 

抽選について・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 

メインホールについて・・・・・・・・・・・１２ 

 

サブホールについて・・・・・・・・・・・・１５ 

 

ギャラリーについて・・・・・・・・・・・・１８ 

 

マルチスペースについて・・・・・・・・・・２０ 

 

利用の変更・取消・・・・・・・・・・・・・２２ 

 

文化創造拠点からのお願い・・・・・・・・・２４ 

   

設備・サービス・・・・・・・・・・・・・・２４ 

 

駐車場・駐輪場・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 

フロアマップ・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

 

客席図・平面図・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 

附属備品利用料一覧・・・・・・・・・・・・３１



 

 

 

 

やまと芸術文化ホールとは 

〒242-0016 

神奈川県大和市大和南一丁目 8番 1号 

 

 

 

 

小田急江ノ島線・相鉄本線 

大和駅から徒歩 3 分 

 

TEL : 046-259-7591 

FAX :  046-263-5666 

URL :  https://yamato-bunka.jp/ 

e-mail：yamato-bunka@sps.sgn.ne.jp 

 

 

 

 

やまと芸術文化ホールは、メインホール、サブホール、ギャラリー、マルチスペースの 

4 つの施設を備えています。発表会や展示会など、用途にあわせた様々な利用が可能です。 

地域の皆様に「芸術・文化」のある暮らしを提供し、多くの方にご利用いただける施設です。 

 ■メインホール 

  上質で落ち着いた空間のメインホールは、クラシック、ポップスをはじめとした音楽公演や、 

各種式典、バレエ、舞踊等、様々な演目でご利用いただけます。 

 ■サブホール 

小規模な演奏会や講演会等、多目的にご利用いただけるホールです。可動椅子を収納することで、

平土間での使用が可能となり、ダンスやパーティの会場としてもご利用いただけます。 

 ■ギャラリー 

高い天井高と、吹き抜けに面した開放感のあるギャラリーです。大型の絵画や写真、書道作品 

以外にも、展示台や展示ケースを使用して立体作品や小物の展示も可能です。可動式パネルを 

備え、様々な展示空間を創ることができます。 

 ■マルチスペース 

小規模のピアノ発表会や合唱・楽器の練習などにご利用いただけます。ホールでの公演のリハー

サルや、マイクを利用しての講演会、プロジェクターとスクリーンを使った講習会等のご利用も

可能です。一面が鏡張りになっており、バレエやダンスの練習にも適しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※駐車場の数に限りがありますので、公共交通機関でのご来場をお願いいたします。 

 

受付時間 : ホール事務室 9：00 ～ 18：00（窓口・電話） 

休 館 日 : 年末年始（12 月 29日～1月 3 日） 

※施設の清掃や保守点検等のため臨時休館することがあります。 
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利用区分について 

利用者区分について 

利用時間区分 

 

 

 

 

 

 

 

市 

内 

団 

体 

等 

文化芸術関連の催しを実施するもので、次のいずれかに該当する団体、法人及び個人 

・市内在住、在勤若しくは在学している者 

・構成員の 2 分の 1以上が市内に在住、在勤若しくは在学している団体 

・市内に所在地を有する文化振興を目的とした法人 

確認書類 

在住者：運転免許証、保険証、住民基本台帳カード 等 

在勤者：社員証、在籍証明書 等 

在学者：学生証、在学証明書 等 

団 体：団体の実在性を証明する書類（団体名簿、年次報告書 等） 

法 人：法人の実在性を証明する書類（会社パンフレット、会社概要 等） 

市内 

団体等 

以外 

上記以外 

 

 

 

 

  

全  日 

午 前 午 後 夜 間 

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～22:00 

・利用時間には、搬出入・準備・片付け・原状回復の確認の時間も含まれます。 

・ご利用時間を超えての施設利用はできません。 

・利用時間区分を連続して利用する場合、区分間の時間は続けてご利用いただけます。 

 

※ギャラリーは、全日利用のみです。 
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メインホール・サブホール・ギャラリー 施 設 利 用 の 流 れ 

 

 

 

 

 ・施設の空き情報は、毎月初日に 13 ヶ月後までの状況を公開します。 

窓口、電話、インターネット（10 ページを参照）にて、ご確認いただけます。 

抽選申込（市内団体等のみ） 先着順申込（すべての方） 

受付期間 利用する月の 12ヶ月前の初日から

同月 16日まで 

受付期間 利用する月の 11ヶ月前の月の 

8 日から利用日の 30 日前まで 

申込方法 シリウス 1階 ホール事務室 

9:00 ～ 18:00（窓口・郵送） 

※電話での申込みはなし 

申込方法 シリウス 1階 ホール事務室  

9:00 ～ 18:00（窓口・電話） 

※8 日初日は電話のみ 

電話 046-259-7591 

必要書類 ・利用計画書 

・市内団体等であることを確認でき

る書類（3ページ参照） 

必要書類 ■窓口の場合： 

・利用計画書 

■電話の場合： 

以下の項目を電話で伺います。 

・利用施設 ・利用希望日時  

・催事内容 ・団体名 

・申請者名 ・連絡先 

・来館予定日 

※ご来館の際、「利用計画書」を 

ご提出いただきます。 

 

申請手続き・支払いを行ってく

ださい。 

 

※お支払いが済み「施設利用承認

書」が発行されるまで、ご予約は

確定いたしません。 

 

注意 同一の催事に複数で抽選申込みをし

た場合の申込みは無効です。 

抽選申込

状況確認 

・同一区分に複数の申込み希望があ

る場合、「利用計画書」提出月の 

２０日に「抽選」実施のメールを

送信いたします。 

・同一区分に複数の申込み希望がな

かった場合、抽選は行いません。

その旨、電話で連絡をいたしま

す。申請手続き・支払いを行って

ください。 

抽選 抽選実施日： 

利用する月の 11ヶ月前の初日 

（詳しくは１１ページをご参照ください。） 

※ご希望の区分が取れなかった場

合、翌日 9：00～先着順に電話に

てほかの空き日の申込みを受付け

ます。 

※受付開始日、抽選実施日が、休館日の場合、その翌営業日。 
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利用打合せ 

利用当日の手続き 

抽選申込 申請手続き・支払 先着順申込 申請手続き・支払 

利用日の 11ヶ月前の初日から 11 ヶ月前の 

7 日までの間にご来館の上、以下の手続きをお

願いいたします。 

申込み日より 7日以内にご来館の上、以下の

申請手続きをお願いいたします。 

「施設利用承認申請書」をご提出ください。 

※「施設利用承認申請書」の提出前でも、申込

日程が確定した時点でお支払いの義務が生じ

ます。 

「利用計画書」「施設利用承認申請書」をご提

出ください。 

※「施設利用承認申請書」提出後は、お支払い

の義務が発生いたします。 

施設利用料金を現金でお支払いください。 

お支払い後、「施設利用承認書」を発行し、ご予約が確定いたします。 

※期間内に申請がない場合は、利用の取消（p.22）とみなします。 

※「施設利用承認書」は大切に保管し、利用当日必ずお持ちください。 

※公益性のある文化芸術関連の催しは、利用料の減免が適用される場合があります。その場合は、 

「利用計画書」提出の前に、大和市が発行する「認定書」が必要です。 

詳細は、大和市役所文化振興課（046-260-5222）へお問合せください。 

 

 

 

 ・利用日の約 1 ヶ月前を目安に、やまと芸術文化ホール職員と舞台技術担当者が、事前に利用に

関する打合せを行います。打合せには、催事の責任者が必ずご出席ください（ギャラリー利用の

際は、やまと芸術文化ホール職員と打合せを行います）。 

 ・日程調整のために、やまと芸術文化ホール職員よりご連絡いたします。ご都合の良い日時をご調

整ください。 

 ・打合せには、予め以下の書類等をご用意ください。 

  ■該当催事のチラシ、パンフレット、プログラム等 ■進行表 ■舞台仕込み図 

  （ギャラリーは ■チラシ、パンフレット等 ■展示レイアウト図 ■備品利用予定） 

  

 

 

 ・ご利用区分の開始 5分前から「施設利用承認書」を確認いたします。1 階ホール事務室にお越

しください。 

・ご利用いただきました「附属設備利用料」「楽屋利用料」は、利用終了時間まで、ただし夜間利

用の場合は 20 時までに、現金でお支払いください。 

・ご利用終了の際に、原状回復の確認を職員が行います。ご利用が終了いたしましたら、 

内線電話にて１階ホール事務室（109・110）へご連絡ください。 
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ギャラリー(展示以外・会議・講習会・控室) 
施 設 利 用 の 流 れ 

 

 

 

  

 ・ギャラリーを展示目的以外で利用する場合、利用する月の 6ヶ月前から申込みが可能です。 

 ・施設の空き情報は、窓口、電話、インターネット（10 ページを参照）にて、ご確認いただけま

す。 

 

すべての方の申込 

受付期間 利用する月の 6ヶ月前の初日から 

利用日の 7日前まで 

申込方法 シリウス 1階 ホール事務室  

9:00 ～ 18:00（窓口・電話） 

※初日は電話のみ 

電話 046-259-7591 

必要書類 

■ 窓口の場合： 

・利用計画書 

■ 電話の場合： 

以下の項目を電話で伺います。 

・利用希望日時 ・催事内容 

・団体名 ・申請者名 

・連絡先 ・来館予定日 

※ご来館の際、「利用計画書」をご提出いただきます。申請手続き・支払いを行ってください。 

※お支払いが済み「施設利用承認書」が発行されるまで、ご予約は確定いたしません。 

※受付開始日が休館日の場合、その翌営業日。 

 

申請手続き・支払 

申込日より 7 日以内にご来館の上、以下の申請手続きをお願いいたします。 

「利用計画書」「施設利用承認申請書」をご提出ください。 

「施設利用承認申請書」提出後は、お支払いの義務が発生いたします。 

施設利用料金を現金でお支払いください。 

お支払い後、「施設利用承認書」を発行し、ご予約が確定いたします。 

※申込み日より 7 日以内に申請がない場合は、利用の取消（p.22）とみなします。 

※「施設利用承認書」は大切に保管し、利用当日必ずお持ちください。 

 

  



やまと芸術文化ホール 利用の手引き 

- 7 - 

利用打合せ 

利用当日の手続き 

 

 

 

 ・利用日の約 1 ヶ月前を目安に、やまと芸術文化ホール職員と事前に利用に関する打合せを行い

ます。打合せには、催事の責任者が必ずご出席ください 

 ・日程調整のために、やまと芸術文化ホール職員よりご連絡いたします。ご都合の良い日時をご調

整ください。 

 ・打合せには、予め以下の書類等をご用意ください。 

  ■該当催事のチラシ、パンフレット等 ■展示レイアウト図 ■備品利用予定 

  

 

 

 ・ご利用区分の開始 5分前から「施設利用承認書」を確認いたします。1 階ホール事務室にお越

しください。 

・ご利用いただきました「附属設備利用料」は、利用最終日の終了時刻まで、ただし夜間利用の場

合は２０時までに、現金でお支払いください。 

・ご利用終了の際に、原状回復の確認を職員が行います。ご利用が終了いたしましたら、 

内線電話にて１階ホール事務室（109・110）へご連絡ください。 
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マルチスペース 
施 設 利 用 の 流 れ 

 

 

 

 

 ・施設の空き情報は、毎月初日に 7 ヶ月後までの状況を公開します。 

窓口、電話、インターネット（10 ページを参照）にて、ご確認いただけます。 

 

市内団体等の申込 すべての方の申込 

受付期間 利用する月の 6ヶ月前の初日から

利用日の前日まで 

受付期間 利用する月の 5ヶ月前の初日から 

利用日の前日まで 

申込方法 シリウス 1階 ホール事務室  

9:00 ～ 18:00（窓口・電話） 

※初日は電話のみ 

電話 046-259-7591 

申込方法 シリウス 1階 ホール事務室  

9:00 ～ 18:00（窓口・電話） 

※初日は電話のみ 

電話 046-259-7591 

必要書類 

■ 窓口の場合： 

・利用計画書 

・市内団体等であることを確認できる書類（市内団体等の場合）（3 ページ参照） 

■ 電話の場合： 

以下の項目を電話で伺います。 

・利用希望日時 ・催事内容 

・団体名 ・申請者名 

・連絡先 ・来館予定日 

※ご来館の際、「利用計画書」をご提出いただきます。 

※お支払いが済み「施設利用承認書」が発行されるまで、ご予約は確定いたしません。 

※受付開始日が休館日の場合、その翌営業日。 

 

申請手続き・支払 

申込日より 7 日以内（申込み日が利用日の 7日前を切っている場合は、利用日の前日まで）にご

来館の上、以下の申請手続きをお願いいたします。 

「利用計画書」「施設利用承認申請書」をご提出ください。 

「施設利用承認申請書」提出後は、お支払いの義務が発生いたします。 

施設利用料金を現金でお支払いください。 

お支払い後、「施設利用承認書」を発行し、ご予約が確定いたします。 

※申込み日より 7 日以内（申込み日が利用日の 7日前を切っている場合は、利用日の前日まで） 

に申請がない場合は、利用の取消（p.22）とみなします。 

※「施設利用承認書」は大切に保管し、利用当日必ずお持ちください。 
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利用打合せ 

利用当日の手続き 

 

 

 

 ・利用日の約２週間前を目安に、やまと芸術文化ホールより電話連絡をいたします。その際に、 

利用に関する打合せを行います。 

 

  

 

 

 ・ご利用区分の開始 5分前から「施設利用承認書」の確認と、「附属設備利用料」の支払いを現金

にて受付けます。1階ホール事務室にお越しください。 

・ご利用終了の際に、原状回復の確認を職員が行います。ご利用が終了いたしましたら、内線電話

にて 1階ホール事務室（109・110）へご連絡ください。 
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ご利用の際の注意事項 

施設空き情報について 

 

 

 

 

 ■利用承認書の提示 

  ・施設をご利用になる前に、1階ホール事務室に「施設利用承認書」をご提示ください。 

 ■利用時間の厳守 

  ・利用時間には、準備、片づけ、原状回復の確認の時間も含まれています。時間内に退出できる

よう、ご計画ください。 

 ■入場定員の厳守 

  ・消防法の定めにより、定員以上でのご利用はできません。 

 ■利用のお断り 

・次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を承認しないものとします。 

① 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき 

② 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき 

③ 葬儀、告別式等に利用するとき 

④ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき 

⑤ 前各号に掲げるもののほか、利用者が暴力団・暴力団体・その他これに準ずる者等反社

会的勢力に該当することが判明したときなど芸術文化ホールの管理上支障があると認め

たとき 

⑥ 利用計画書の記載内容に偽りがあると認めたとき 

  ・利用及び利用の変更の承認を受けた後であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、利

用の承認等を取消、若しくは変更し、又は利用を中止させることができます。この場合におい

て、利用者に損害が生じてもその責任を負いません。 

① 偽りその他不正行為により利用の承認等を受けたとき 

② やまと芸術文化ホール条例または条例に基づく規則に違反したとき 

③ やまと芸術文化ホール条例第８条第３項に規定する条件に違反したとき 

④ やまと芸術文化ホール条例第９条の各号のいずれかに該当するに至ったとき 

⑤ やまと芸術文化ホール条例第 19条に違反したとき 

⑥ 災害その他避けることのできない理由により利用できなくなったとき 

⑦ 前各号に掲げるもののほか、利用者が暴力団・暴力団体・その他これに準ずる者等反社

会的勢力に該当することが判明したときなどその他やむを得ない理由により、指定管理

者が特に必要があると認めたとき 

 

 

 

 

  ■インターネット上で、施設の空き情報を確認することができます。 

   ・大和市 文化・福祉施設予約システム HP 

https://www2.pf489.com/yamatobunka/web/ 

https://www2.pf489.com/yamatobunka/web/
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抽選について 

抽選の流れ 

連続利用 

同時利用 

注意事項 

 

 

 

 

  毎月初日に、市内団体等の方（3 ページの利用者区分を参照）の申込みのうち、申込み希望日、

施設等が重複した場合のみ、抽選で申込者を決定します。 

実施日 対象施設 対象月 

毎月初日 
メインホール、 

サブホール、ギャラリー 
11 ヶ月後の月の 1ヶ月分 

※抽選実施日が休館日の場合、その翌営業日に実施。 

 

 

 

① 抽選対象者には申込月の 20 日に、整理番号を記載した抽選のご案内をメールで送信しま

す。  

② 抽選日には、ホール職員が抽選を実施いたします。来館の必要はありません。 

③ 抽選結果を、抽選日の 15 時ごろ当館ホームページ（https://www.yamato-

bunka.jp/hall/news/）へ発表します。当落について個別には通知いたしません。 

④ 抽選で落選した場合にかぎり、抽選日翌日の 9：00 から、電話にて先着順で同月内の空き

日への申込みを受付けます。 

⑤ 申込日程が確定した場合は、7日までにホール事務室にてお支払いをお願いいたします。 

 

 

 

   同一の催事で連続して利用できる日数は、以下の通りです。 

■メインホール、サブホール：連続 7 日間まで 

■ギャラリー：連続 14日間まで 

   

 

   ホールと同時にマルチスペースの利用をご希望の場合、マルチスペースの申込み開始前（利用

する月の 6ヶ月前の月の初日）であれば、予約したホールと同じ区分に限り、予約を受付け

ます。 

   

 

   ・抽選参加は、同一の催事につき、1つの利用者の申込みに限ります。 

   ・申込み日程確定後に、キャンセル・変更はできません。やむを得ない理由でキャンセル・ 

変更する場合は、いずれも利用の取消（p.22）とみなし、規定の還付分を除く利用料金を 

お支払いいただきます。 
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メインホールについて 

利用期間 

施設利用料金 

 

 

 

 

 

 

   同一の内容で申込む場合、１回の申込みで連続して予約できる期間は７日間までです。 

   同一の内容であることが明らかな場合は、申込みを複数回に分けても、連続して８日間以上の

予約はできません。 

 

 

 

■基本利用料                             （単位=円 税込） 

区分 
午前 

9:00～12:00 

午後 

13:00～17:00 

夜間 

18:00～22:00 
全日 

平日 22,900 38,600 52,800 114,300 

土日祝 32,000 54,900 71,100 158,000 

  ■区分の継続に係る利用料 

   各利用時間区分を継続して利用する時の利用料金は、利用に係る区分の合算額です。 

 

■加算利用料 

入場料その他これに類する料金（以下「入場料等」という）を徴収する場合は、次の料金を 

お支払いいただきます。 

入場料等 
3,000 円以上～5,000円未満 基本利用料金 × 150% 

5,000 円以上 基本利用料金 × 200% 

  ※この場合の加算対象となる施設利用料金には、楽屋料金は含まれません。 

  ※利用目的の主が営利（物品の販売、広告、宣伝等）である場合は利用できません。従たる目的

が営利の場合は、基本利用料金の 250%の料金をお支払いいただきます。この場合、同時に

入場料を設定しても、入場料加算を合わせて適用することはありません。 

 

  ■利用料金の割引（加算利用料が適用される場合は、加算利用料の額からの割引となります。） 

   ・1階席のみを利用するときの利用料金は、基本利用料金の 70%でご利用いただけます。 

   ・メインホールを、利用目的の主とする利用日以外に、同一施設を準備・リハーサル・片づけ

のために利用する場合は、基本利用料金（加算料金が適用される場合は、加算後の利用料

金）の 50%でご利用いただけます。ただし、同日に本番利用を含む場合は、準備・リハー

サル・片づけのために利用する区分も割引対象にはなりません。 

   ・メインホールの利用申込みは、原則として利用日の 30 日前までです。ただし、舞台面のみ

の利用で、利用日 29日前から前日までに申込みをした場合は、基本利用料金の 30%でご

利用いただけます。利用状況により、舞台備品・舞台形式に制約があります。 
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ピアノ調律について 

他施設への音漏れが生じる利用について 

  ■楽屋について 

メインホールには５つの楽屋があります。それぞれの楽屋の定員及び利用料金は以下のとおり

です。利用料金は、ご利用当日にお支払いください。楽屋廊下には、番号設定式の小型ロッカ

ーがあります。 

                                     （単位=円 税込） 

 
定員 

午前 

9:00～12:00 

午後 

13:00～17:00 

夜間 

18:00～22:00 
全日 

楽屋１ 7 名 500 700 800 2,000 

楽屋２ 4 名 500 700 800 2,000 

楽屋３ 14 名 800 1,000 1,100 2,900 

楽屋４ 15 名 800 1,000 1,100 2,900 

楽屋５ 45 名 2,100 2,700 2,900 7,700 

   ※楽屋内にピアノはありません。 

 

  ■附属設備について 

利用当日にお使いいただきました附属設備の利用料金を、1階ホール事務室にて、現金でお支

払いください。（夜間利用の場合は 20時まで） 

※リハーサル等で利用する場合も、附属設備を利用した場合には料金が発生します。 

※折りたたみテーブル 6台と折りたたみ椅子 70脚は、附属設備利用料金に含まれません。 

 

 

 

  ・メインホールに附属するフルコンサートピアノは、スタインウェイD-274です。 

   演奏会やコンクール等でご利用の場合、演奏中の事故を防止し、より良い状態でご利用いただ

くため、調律をされることをお勧めします。特に演奏会やコンクール等、正確なピッチを希望

する場合は、調律の手配をお願いします。調律が必要な場合は、当施設推奨調律師をご案内い

たします。調律代金は利用者が当施設推奨調律師へお支払いください。また、調律に掛かる時

間も利用時間内に含まれますので、ご注意ください（基本調律で、約 2 時間程度）。 

基本調律のピッチは 442Hzです。441Hz～443Hz範囲以外のピッチで調律する場合は、

利用時間内に 442Hz への戻し調律が必要になります。 

 

 

 

  ・大型ステージスピーカーを利用して行うロックコンサート等をご希望の場合は、他施設への音

漏れが生じる可能性があるため、ご相談ください。 
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メインホール施設概要 

利用上の注意  

 

  ・音響反射板を使用する場合は、設営・撤去に一定の時間がかかります（目安：それぞれ約 30

分）。 

音響反射板設営中は、舞台上及び客席での、その他の準備は原則としてできません。 

  ・オーケストラピットを使用する場合は、設置・撤去に一定の時間がかかります（目安：それぞ

れ約 1時間 30 分）。設置・撤去作業は原則として利用者が行います。詳しくは利用申請時に

必ずご相談ください。 

・利用終了の際は、利用者により原状回復していただきます。施設・設備その他を破損または 

紛失した場合は、すみやかにホール事務室へご連絡ください。状況により、修繕または弁償等

をしていただく場合があります。 

 

 

 

●特徴 

   高い音響性能を備えたメインホールは、上質で落ち着いた空間です。可動式音響反射板を備え

クラシック音楽やジャズの演奏会をはじめ、バレエやミュージカル、日本舞踊まで、さまざま

な演目に対応できる多目的なホールです。 

  ●客席数 

   最大座席数・・・・・・・・・・1,007 席〔1 階席 795席、バルコニー席 212席〕 

   車椅子スペース設置時・・・・・1,005 席（車椅子スペース 10席分含む） 

〔1 階席 783席、バルコニー席 212席〕 

   オーケストラピット使用時・・・ 891席（車椅子スペース 10席分含む） 

〔1 階席 679席、バルコニー席 212席〕 

   ※立見席、補助席の設置はできません。 

   ※親子室が 1階席最後方に 2部屋ございます。ただし、完全な防音ではございません。 

  ●舞台寸法 

   間口：18m 奥行：11m 高さ：12m （音響反射板設置時） 

  ●搬入口  

高さ 3.5m 以下までの車両による搬出入ができます。車高 3.5m 車重１０ｔを超える大型

車両の搬出入については、必ず事前に施設へお問合せください。 

 ●主催者用駐車場 

事前に施設へ申し出て、許可を受けた車両に限り、搬入口内の指定された場所へ 2 台まで 

駐車が可能です。大型車（4t 車以上）の場合は 1台に限ります。 

  ●その他 

   ・ホワイエに、メインホール来場者専用のエレベーターがあります。1 階席後方やバルコニー

席への移動にもご利用いただけます。 

   ・１階ホワイエに、メインホール来場者専用のコインロッカーがあります。無料でご利用いた

だけます。リターン式のコインロッカーですので、100 円硬貨をご用意ください。  

  



やまと芸術文化ホール 利用の手引き 

- 15 - 

サブホールについて 

利用期間 

施設利用料金 

 

 

 

 

 

 

   同一の内容で申込む場合、１回の申込みで連続して予約できる期間は７日間までです。 

   同一の内容であることが明らかな場合は、申込みを複数回に分けても、連続して８日間以上の

予約はできません。 

 

 

 

■基本利用料                             （単位=円 税込） 

区分 
午前 

9:00～12:00 

午後 

13:00～17:00 

夜間 

18:00～22:00 
全日 

平日 7,900 11,600 12,700 32,200 

土日祝 10,400 15,500 16,600 42,500 

 

■区分の継続に係る利用料 

   各利用時間区分を継続して利用する時の利用料金は、利用に係る区分の合算額です。 

 

■加算利用料 

入場料その他これに類する料金（以下「入場料等」という）を徴収する場合は、次の料金を 

お支払いいただきます。 

入場料等 
1,000 円以上～3,000円未満 基本利用料金 × 150% 

3,000 円以上 基本利用料金 × 200% 

  ※この場合の加算対象となる施設利用料金には、楽屋料金は含まれません。 

  ※利用目的の主が営利（物品の販売、広告、宣伝等）である場合は利用できません。従たる目的

が営利の場合は、基本利用料金の 250%の料金をお支払いいただきます。この場合、同時に

入場料を設定しても、入場料加算を合わせて適用することはありません。 

 

  ■利用料金の割引（加算利用料が適用される場合は、加算利用料の額からの割引となります。） 

   ・サブホールを、利用目的の主とする利用日以外に、同一施設を準備・リハーサル・片づけの

ために利用する場合は、基本利用料金（加算料金が適用される場合は、加算後利用料金）の

50%でご利用いただけます。ただし、同日に本番利用を含む場合は、準備・リハーサル・

片づけのために利用する区分も割引対象にはなりません。 

   ・サブホールの利用申込みは原則として利用日の 30 日前までです。ただし、舞台面のみの利

用で、利用日 29日前から前日までに申込みをした場合は、基本利用料金の 30%でご利用

いただけます。利用状況により、舞台備品・舞台形式に制約があります。 
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ピアノ調律について 

他施設への音漏れが生じる利用について 

 

  ■楽屋について 

サブホールには２つの楽屋があります。それぞれの楽屋の定員及び利用料金は以下のとおりで

す。利用料金は、ご利用当日にお支払いください。楽屋廊下には、番号設定式の小型ロッカー

があります。 

 

                                     （単位=円 税込） 

 
定員 

午前 

9:00～12:00 

午後 

13:00～17:00 

夜間 

18:00～22:00 
全日 

楽屋 6 12 名 500 700 800 2,000 

楽屋 7 15 名 900 1,200 1,300 3,400 

   ※楽屋内にピアノはありません。 

 

  ■附属設備について 

利用当日にお使いいただきました附属設備の利用料金を、1階ホール事務室にて、現金でお支

払いください。（夜間利用の場合は 20時まで） 

※リハーサル等で利用する場合も、附属設備を利用した場合には料金が発生します。 

※折りたたみテーブル 4台と折りたたみ椅子 124 脚は、附属設備利用料金に含まれません。 

 

 

 

  ・サブホールに附属するフルコンサートピアノは、ヤマハ CFXです。 

   演奏会やコンクール等でご利用の場合、演奏中の事故を防止し、より良い状態でご利用いただ

くため、調律をされることをお勧めします。特に演奏会やコンクール等、正確なピッチを希望

する場合は、調律の手配をお願いします。調律が必要な場合は、当施設推奨調律師をご案内い

たします。調律代金は利用者が当施設推奨調律師へお支払いください。また、調律に掛かる時

間も利用時間内に含まれますので、ご注意ください（基本調律で、約 2 時間程度）。 

基本調律のピッチは 442Hzです。441Hz～443Hz範囲以外のピッチで調律する場合は、

利用時間内に 442Hz への戻し調律が必要になります。 

 

 

 

  ・大型ステージスピーカーを利用して行うロックコンサート等の催しをご希望の場合は、他施設

への音漏れが生じる可能性があるため、ご相談ください。 

  ・和太鼓を使用する催しは、他施設への音漏れが生じるため、サブホールはご利用いただけませ

ん。 
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サブホール施設概要 

利用上の注意  

 

・利用終了の際は、利用者により原状回復していただきます。施設・設備その他を破損または 

紛失した場合は、すみやかにホール事務室へご連絡ください。状況により、修繕または弁償等

をしていただく場合があります。 

   ・平土間形式の場合は、飲食が可能です。その際は、利用者により床養生シートの設営を行って

いただきます。尚、床養生シートの設営、清掃・撤去の時間も利用時間に含みます（目安：設

営約 30分、清掃・撤去約 60 分）。 

 

 

 

●特徴 

   小規模の演奏会やダンス、演劇などに適したさまざまなニーズにお応えできるホールです。 

座席を収納し、平土間形式でもご利用いただけます。 

  ●平土間形式 

   面積：240㎡ 天井までの高さ：5.1m 

   収容人数：272人 

  ●コンサート形式 

   座席数・・・・・・・・・・252 席（最大 272 席） 

   ※立見席、補助席の設置はできません。 

  ●コンサート形式の舞台寸法 

   間口：12.6m 奥行：6.5m 高さ：5.1m 

  ●搬入口   

高さ 3.5m 以下までの車両による搬出入ができます。車高 3.5m 車重１０ｔを超える大型車

両の搬出入については、必ず事前に施設へお問合せください。 

 ●主催者用駐車場 

事前に施設へ申し出て、許可を受けた車両に限り、搬入口内の指定された場所へ 2 台まで 

駐車が可能です。大型車（4t 車以上）の場合は 1台に限ります。 
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ギャラリーについて 

利用期間 

施設利用料金 

 

 

 

 

 

 

   同一の内容で申込む場合、１回の申込みで連続して予約できる期間は 14 日間までです。 

   同一の内容であることが明らかな場合は、申込みを複数回に分けても、連続して 15日間以上

の予約はできません。 

 

 

 

■基本利用料          （単位=円 税込） 

 
全日 

9:00～22:00 

全面 19,000 

半面 9,500 

 

■加算利用料 

入場料、参加費、受講料等（以下、「入場料等」という）を徴収する場合は、次の料金をお支

払いいただきます。 

入場料等 
1,000 円未満 基本利用料金 × 150% 

1,000 円以上 基本利用料金 × 200% 

  ※この場合の加算対象となる施設利用料金には、楽屋料金は含まれません。 

  ※利用目的の主が営利（物品の販売、広告、宣伝等）である場合は利用できません。従たる目的

が営利の場合は、基本利用料金の 250%の料金をお支払いいただきます。この場合、同時に

入場料を設定しても、入場料加算を合わせて適用することはありません。 

 

  ■附属設備について 

期間中にお使いいただきました附属設備の利用料金を、利用最終日の終了時刻まで、ただし夜

間利用の場合は 20 時までに 1階ホール事務室にて、現金でお支払いください。 

※折りたたみテーブル 2台（半面での利用は 1 台）と折りたたみ椅子 60脚（半面での利用

は 30 脚）は、附属設備利用料金に含まれません。 
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利用上の注意 

ギャラリー施設概要 

 

 

  ・ギャラリーでは原則、飲食はできません。 

  ・作品の搬入・搬出作業及び会場内の展示・設営作業は、利用者により利用時間内に行います。 

   利用時間外の作品や備品の持込みはご遠慮ください。 

・壁面・パネルに、釘、セロハンテープ、ガムテープ、接着剤などはお使いいただけません。 

   展示には、虫ピン、弱粘着テープをお使いください。 

   （虫ピン、弱粘着テープは 1階ホール事務室でも販売しています。お申し付けください。） 

  ・ギャラリーは防音設備を備えておりません。BGM を流す際は、他の施設に影響のないよう 

ご配慮ください。音量については、調整をお願いする場合があります。 

  ・展示中は必ず常時 1 名以上の担当者を配置し、受付、監視、展示物及び貴重品の管理等は、

すべて利用者にて行ってください。 

  ・展示品の汚損、欠損、盗難については、当館では責任を負いかねます。展示品の管理について

は十分ご注意ください。 

  ・展示期間中でも日ごとにギャラリーの開錠・施錠を行います。その際にはホール事務室まで 

お知らせください。 

  ・利用終了の際は、利用者により原状回復していただきます。施設・設備その他を破損または紛

失した場合は、すみやかにホール事務室へご連絡ください。状況により、修繕または弁償等を

していただく場合があります。 

  ・展示目的以外のご利用については、他施設への音漏れが生じる可能性があるため、扉を閉めて

ご利用ください。 

   

 

 

●特徴 

   可動式パネルを備え、幅広い展示方法でご利用いただけます。大型絵画の展示も可能です。 

  ●面積：219.3㎡ 

天井高：4m 

   壁長：114.5m（可動式パネル含） 

   床材：フローリング 

  ●搬入口 

   高さ 3.5m 以下までの車両による搬出入ができます。車高 3.5m 車重１０ｔを超える大型車

両の搬出入については、必ず事前に施設へお問合せください。 

 ●主催者用駐車場 

事前に施設へ申し出て、許可を受けた車両に限り、搬出入日のみ搬入口内の指定された場所へ 

2 台まで駐車が可能です。 
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マルチスペースについて 

利用期間 

施設利用料金 

ピアノ調律について 

 

 

 

 

 

 

   同一の内容で申込む場合、１回の申込みで連続して予約できる期間は 7 日間までです。 

   同一の内容であることが明らかな場合は、申込みを複数回に分けても、連続して 8日間以上

の予約はできません。 

 

 

 

■基本利用料                             （単位=円 税込） 

 午前 

9:00～12:00 

午後 

13:00～17:00 

夜間 

18:00～22:00 
全日 

全面 3,800 5,400 6,400 15,600 

半面 1,900 2,700 3,200 7,800 

 

■区分の継続に係る利用料 

   各利用時間区分を継続して利用する時の利用料金は、利用に係る区分の合算額です。 

 

■加算利用料 

 ・利用目的の主が営利（物品の販売、広告、宣伝等）である場合は利用できません。従たる目的

が営利の場合は、基本利用料金の 250%の料金をお支払いいただきます。 

 

  ■附属設備について 

利用当日にお使いいただきました附属設備の利用料金を、利用開始前までに 1 階ホール事務

室にて、現金でお支払いください。 

※折りたたみテーブル 4台（半面での利用は 2 台）と折りたたみ椅子 100 脚（半面での利用

は 50 脚）は、附属設備利用料金に含まれません。 

 

 

・マルチスペースに附属するセミコンサートピアノは、ヤマハ S4B です。 

   演奏会やコンクール等でご利用の場合、演奏中の事故を防止し、より良い状態でご利用いただ

くため、調律をされることをお勧めします。特に演奏会やコンクール等、正確なピッチを希望

する場合は、調律の手配をお願いします。調律が必要な場合は、当施設推奨調律師をご案内い

たします。調律代金は利用者が当施設推奨調律師へお支払いください。また、調律に掛かる時

間も利用時間内に含まれますので、ご注意ください（基本調律で、約 2 時間程度）。 

基本調律のピッチは 442Hzです。441Hz～443Hz範囲以外のピッチで調律する場合は、

利用時間内に 442Hz への戻し調律が必要になります。 
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利用上の注意 

マルチスペース施設概要 

他施設への音漏れが生じる利用について 
 

 

  ・大型スピーカーを持ち込むコンサート等の催しや、和太鼓等を使う催しは、他施設への音漏れ

が生じるため、マルチスペースはご利用いただけません。 

 

 

 

  ・マルチスペースでは原則、飲食はできません。 

・マルチスペースの機材配線、配置は変更しないでください。 

・マルチスペース利用中、音響・照明等の専門スタッフは立会いません。音響・照明・映像等の

機器操作は利用者にてお願いいたします。 

・ピアノの上に、物は置かないでください。 

・当館には、マルチスペース利用者用の搬出入口がありません。大型楽器等をお持込みの際は、

事前にお知らせください。 

・利用終了の際は、利用者により原状回復していただきます。施設・設備その他を破損または紛

失した場合は、すみやかにホール事務室へご連絡ください。状況により、修繕または弁償等を

していただく場合があります。 

・主催者用駐車場はございません。荷物の搬出入の際は、一般来館者用の地下駐車場をご利用く

ださい。 

 

 

 

 

●特徴 

   小規模のピアノ発表会や合唱・楽器、また壁面の鏡を利用してダンスの練習などにご利用いた

だけます。ホールでの公演のリハーサルも可能です。 

  ●面積：145.3㎡ 天井高：2.8m 

   定員：100人 
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利用の変更・取消 

利用の取消に伴う払い戻しについて 

変更手続き 

 

 

 

 

 

 

変更・取消がある場合は、事前にご連絡の上、以下の期間内に当施設へご来館ください。原則と

して、利用料金はお返しできません。ただし、取消の場合は、所定期間内に手続きが完了した場

合、一部をお返しいたします。 

■メインホール／サブホール／ギャラリー 

利用する月の６ヶ月前月末まで：還付率８０％ 

利用する月の２ヶ月前月末まで：還付率５０％ 

利用日当日まで：還付率０％ 

■マルチスペース 

利用する月の４ヶ月前月末まで：還付率８０％ 

利用する月の２ヶ月前月末まで：還付率５０％ 

利用日当日まで：還付率０％ 

 

 

  

「施設利用承認書」をお持ちの上、ご来館ください。 

先着順申込で受付けた予約は、催し物内容が同一の場合のみ、１回に限り日にちを変更すること

ができます。抽選申込で利用の権利を獲得した後に、日程変更はできません。 

■変更後の利用料金が変更前の利用料金を上回る場合 

支払い済みの利用料金を充当することができます。 

■変更後の利用料金が変更前の利用料金を下回る場合 

 利用料金は、お返しできませんのでご注意ください。 

 

※１日に複数の区分をご予約いただいている場合、区分ごとに変更することはできません。 

例：４月１日 午前・午後 → 

○ ５月１日 「午前・午後」 に変更 

×  ５月１日 「午前」 + ５月２日 「午後」 に変更 

   施設を変更する場合は、利用取消のうえ、改めてお申込みください。 

 

※入場料や利用範囲の変更により、変更後の利用料金が変更前の利用料金を下回る場合、利用 

料金はお返しできません。 

例：メインホール 「全体利用」 → 「1 階席のみ利用」 への変更 
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取消手続き  

 

取消を希望する場合は、「施設利用承認書」をご用意のうえ、事前にホールへご連絡ください。 

還付適用期間内に取消手続きが完了した場合は、還付率に応じた金額をお返しします。 

施設利用料金の払い戻しは、現金または銀行口座振込みのいずれかの方法で行います。 

■還付金が 1 万円未満の場合 

   現金による払い戻しをいたしますので、手続きの際は「施設利用承認書」をお持ちのうえご来

館ください。 

■還付金が 1 万円以上の場合 

 銀行口座振込みによる払い戻しをいたします。 

   主催団体名、主催代表者、主催申請者いずれかの名義の口座にのみ振込みをいたしますので、 

①金融機関名 

②口座番号 をお知らせください。 

振込手数料は、ご利用者の方にご負担いただきます。また、入金までに約１ヶ月を要します。 

 

※還付適用期間を過ぎて取消をする場合も必ず「施設利用承認書」を施設へご返却ください。 

※利用料金は、災害その他の利用者の責めに帰すことができない理由により、利用することがで

きなくなった場合を除き、全額の還付はいたしかねますのでご注意ください。 
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文化創造拠点からのお願い 

非常時・緊急時 

、、 

貴重品管理 

館内での飲食 

設備・サービス 

その他 

、、 

 

 

 

 

 

 ・火災など非常事態が発生した場合は、文化創造拠点職員の指示に従ってください。 

 ・病人や負傷者が出た場合は、救命措置と同時に、文化創造拠点職員に連絡してください。 

  ※文化創造拠点では自動対外式除細動器（AED）を設置しています。 

 

 

・施設内での紛失、盗難については、文化創造拠点では責任を負いかねます。 

ご利用時の貴重品管理については、十分ご注意ください。 

 

 

【食事と飲み物可の施設】 

 ２階：市民交流ラウンジ 

 ６階：市民交流スペース 

 屋外テラス 

 ※条件によって他の施設においても飲食可。 
 

【飲み物のみ可の施設】 

 1 階：図書館、エントランス 

 2 階：図書館 

 3 階：図書館、ちびっこ広場 

４階・５階：図書館 

６階：会議室等 

 ※条件によって他の施設においても飲み物可。 

 

  

・館内は全館禁煙・火気厳禁です。 

・利用時に発生したゴミはお持ち帰りください。 

 

 

 

 

・お身体の不自由な方や乳幼児をお連れの方にも安心してご利用いただける「みんなのトイレ 

(多目的トイレ)」を各階に設置しています。 

・本や雑誌･新聞などの文字を拡大してモニター表示する「拡大読書器」を設置しております。 

（図書館） 

・カーテンで区切られた個室と調乳設備を完備した授乳室を設置しています。(1 階、3 階) 

・約 20台のベビーカーを設置できるスペースがあります。(大和こどもの国) 
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駐車場 

駐車場・駐輪場 

駐輪場 

 

 

 

 

利用時間：8 時 15分～22 時 30分 

12 月 31日、1月 1日はご利用いただけません。 

 

 

 

 ・普通車：58台（身障者用駐車場 3台含む）※高さ 2.1m まで 

30 分ごとに 200 円 / 1 日上限 1,000円 

 ・二輪自動車（125cc超）：15台 

              240 分ごとに 100 円 / 1日上限 300円 

駐車場等の利用料金の減免 

身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条に想定する身体障害者手帳、療育手帳制

度要綱（昭和 48年 9月 27 日厚生省発児第 156号構成事務次官通知）に規定する療育手帳又は

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45 条に規定する精神

障害者保険福祉手帳の交付を受けている方及びそれらの介護者が利用するとき。 

減免額：利用料金の全額 

 

 

 

 

 ・二輪自動車（125cc以下）：36 台 

240 分ごとに 100 円 / １日上限 300 円 

               ※最初の 180分は 無料 

・自転車：196 台 

360 分ごとに 100 円 / 1 日上限 200円 

      ※最初の 180 分は 無料 

駐輪場の利用料金の減免 

高校生以下の方が利用するとき。 

減免額：利用料金の全額 

 

備考：入出場可能時間内に駐車場等から自動車、自転車等を出場させていない為、1回の駐車時間が

2 日以上にわたるときの駐車場等の利用料金は、次に揚げる額を合計した額とする。 

（１）入出場可能時間内の駐車場等の利用料金を 1 日ごとに算定した額 

（２）入出場可能時間を超過するごとに、駐車場においては、 

普通車 1,000 円、二輪自動車（125cc 超）300円、 

駐輪場においては二輪自動車（125cc 以下）300 円、自転車 200円 
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１階フロアマップ 
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２階フロアマップ

 

3 階フロアマップ
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メインホール 客席図 
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サブホール 客席図 

客席数：最大 272席設置可 

  （標準設置時 252席設置） 
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ギャラリー 平面図 

マルチスペース 平面図 
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