
令和２年３月改訂

「施設予約システム利用の手順」

「福生市公共施設予約システム」の予約方法などの手順を記載した「利用の手順」となります。

システムの概要は　→　別紙「施設予約システム使用上の注意」を参照してください。

詳しい操作方法は　→　本システム内の「操作方法」のページを参照してください。

※　機能の追加及び更新等がありましたら、随時改訂していきます。

１　登録について（申請から利用開始まで）

（１）各対象施設窓口・管理棟及び市ホームページ（ページ下部よりダウンロード）にある「申請書類

（注１）」と「システム使用上の注意」を確認し、必要事項の記入、本人確認のできる書類（免許

証等）をお持ちの上、スポーツ推進課（中央体育館内）まで提出してください。

　（注１）個人用申請書は、「テニスコート利用者用」、団体用申請書は、「テニスコートを除い

　　た施設（範囲）の利用者用」となります。

・受付日時は、次の通りです。

【受付日】　

【受付時間】　午前８時３０分～午後５時１５分（正午から午後１時を除く）

本人確認のできる書類

【受付場所】　スポーツ推進課（中央体育館内）

（２）提出された申請書等と本人確認が済みましたら、システムへの登録を行います。

（３）登録が完了したら、登録証を発行し郵送します。（おおむね２週間程度）

※　システムへの登録有効期限は、年度末となり、年度ごとに更新手続きが必要です。

（４）登録証がお手元に届きましたら、「登録名」・「登録番号」をご確認ください。

（５）「福生市公共施設予約システム」のログイン画面よりパスワードの設定を行います。

　　（パスワードは利用者本人が設定する必要があります。）

（６）登録証に記載されている「登録番号」と、申請書に記入した「電話番号」・「生年月日」を入力し、

パスワードの設定（８～16桁）を行います。

※　入力する「登録番号」は８桁となります。必ず８桁を入力してください。

　休館日（月曜日）を除き随時。（月曜日が休日の場合は、翌火曜日が休館日）

　（職員による本人確認が必要なため、上記時間以外は受付ができません）

　　（運転免許証、健康保険証、学生証など）
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２　予約についての注意点

　システムでの予約は「仮予約」です。申請期限内に指定の施設での、入金を伴う申請が必要です。

　「申請期限」は10日間です。（申請がない場合、予約は自動で取消となります。※ペナルティ対象）

　「指定の施設」は次の通りです。

※　同じ施設であっても、テニスコートだけは各管理棟となります

　・予約は先着順となります。一回の予約につき10件（10コマ）まで予約ができます。

予約対象施設名 予約対象範囲 指定の施設

中央体育館

主競技場

中央体育館

柔道場

剣道場

卓球場

多目的室

会議室

和室

市営競技場

加美平野球場

南公園 グランド

多摩川中央公園 グランド

グランド

会議室

福東総合グランド

会議室

予約対象施設名 予約対象範囲 指定の施設

熊川地域体育館 会議室

市営競技場 テニスコート 市営競技場

球技場

グランド

福生野球場

武蔵野台テニスコート 武蔵野台テニスコート

南公園 テニスコート 南公園

福東総合グランド テニスコート 福東総合グランド

熊川地域体育館

福生地域体育館
第２体育室

福生地域体育館
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　・予約ができる１コマの最長時間は対象施設にて異なります。１コマの時間は次の通りです。

　・予約したい日から逆算し10日以内の場合、システムによる予約はできません。

※　システムを利用しての予約可能日等は、次の通りです。

※【参考】窓口（指定の施設）での予約可能日等

　（例）　５/21の予約をしたい場合

※　５月分は４/６から申込み（予約）開始となります。

　 　①　４/９に申込み（予約）をした場合

　　 ・10日後の４/19までに、２ページの表にある「指定の施設」にて入金を伴う申請を行ってください。

　 　②　10日前の５/11に申込み（予約）した場合

　　 ・10日後の５/21までではなく、前日の５/20までに「指定の施設」にて入金を伴う申請を

行ってください。（申請は前日までにする必要があります）

前日までのため

テニスコート以外 30分 空いている時間

テニスコート 30分 ２時間まで

対象施設（対象範囲）
予約できる１コマの

最短時間
予約できる１コマの

最長時間

５月１日 ５/11から５/31まで

５月６日 ５/16から６/30まで

予約日 予約可能日

予約日 予約可能日

４月１日 ４/11から４/30まで

４月６日 ４/16から５/31まで

４/６ ４/９ ４/19 ５/11 ５/20 ５/21

４月１日から ４月分と５月分

５月１日から ５月分と６月分

○ ○ ○ ○ ● ◎

①の申請期間 ②の申請期間

５/21における予約申込期間

システムでの予約については、

毎月の６日午前10時より、翌月
分の予約が可能となります。

窓口での予約が優先となります。
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３　予約の取消（キャンセル）についての注意点

　次に記載する「予約」はシステム上の予約「仮予約」についての取消となります。

　・施設（範囲）の中で、予約した時間を１コマと数えます。

　・１コマの取消を１回と数え、取消の累積数に応じてシステムの利用ができなくなるペナルティが

　　発生します。

　・ペナルティが発生するのは、

　　①　システムを利用して予約をした１コマを、自分で取消した場合。

　　②　システムを利用して予約をした１コマを、入金を伴う申請をしなかった場合。

　（予約をした日から10日後までに、申請をしないと予約は自動で「取消」されます。）

　　③　システム抽選にて確定処理を行った１コマにおいても、①と②の場合が適用されます。

　（確定処理をしたコマは翌月20日までに、申請をしないと予約は自動で「取消」されます。）

　・ペナルティの内容は次の通りです。

※　入金を伴う申請後は、ご自分で「取消」はできませんので、ご注意ください。

取消（キャンセル）の
累積回数

ペナルティ
（システム利用不可期間）

３回 １か月間

６回 ３か月間

９回 １年間
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４　テニスコートの抽選機能についての注意点

　・本システムは、テニスコートのみ、抽選機能を付加しています。

　・テニスコートの抽選機能（以下、「システム抽選」）を利用できるのは、福生市内に在住・在勤・在学の

　方で、本システムに登録された個人の方に限ります。（ただし、この中でも希望された方のみ）

　・毎月、翌々月分（２か月先）の抽選を２回行います。

　・システム抽選のスケジュールは、次の通りです。

　・一人、それぞれの抽選で第８希望まで申込みができます。

　　※　第８希望：８コマ分の申込ができ、１コマは最短30分から最長２時間までの時間となります。

　・毎月、１回目では最大４コマ、２回目では最大８コマ当選し、一人最大月８コマ当選します。

　・１回目と２回目の抽選ごとに、当選したコマを確定する必要があります。

　・２回の抽選が終了したあとの当選・確定結果は、毎月の27日に公開します。

※　この当選・確定結果を台帳に反映し、各テニスコート管理棟へ配布します。（配布は月末）

　・当選・確定したコマの申請期間は、翌月の１日から20日までに行ってください。

　（例）６月分のシステム抽選の流れ

　　１回目の申込期間（４/１から４/４までの４日間）

　 　①　たっけーさんが希望する日を選択し、抽選の申込みをします。

南公園Ａコート、６月の毎週日曜日・午前９時から午前11時までの２時間分で、

　　６/１分、６/８分、６/15分、６/22分、６/29分の５コマを抽選申込しました。

　　※　申込みは、一人最大第８希望（８コマ分：１コマ最長２時間）まで

２回抽選のスケジュール ２回抽選の設定日時

１回目

申込期間
毎月１日から４日までの

４日間

申込開始日時 毎月１日の午前９時から

申込締切日時 毎月５日の午前０時まで

システム抽選 毎月５日 抽選日 毎月５日

確定期間
毎月６日から９日までの

４日間

確定開始日時 毎月６日の午前９時から

確定締切日時 毎月10日の午前０時まで

２回目

申込期間
毎月10日から14日までの

５日間

申込開始日時 毎月10日の午前９時から

申込締切日時 毎月15日の午前０時まで

システム抽選 毎月15日 抽選日 毎月15日

確定期間
毎月16日から20日までの

５日間

確定開始日時 毎月16日の午前９時から

確定締切日時 毎月21日の午前０時まで
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　 　②　選択した５コマに、優先順位をつけます。

１位：６/１分、２位：６/８分、３位：６/15分、４位：６/22分、５位：６/29分とつけました。

　　※　この優先順位は、システム抽選前であれば変更可能です。

たっけーさんが抽選申込をすると、システム上の表示は、次の通りとなります。

　※　表示の（１）は、このコマに現在申込をしている人数となります。

　　１回目のシステム抽選（４/５に実施します）

　 　③　システムによる抽選が行われます（システムによる自動抽選）。

・この時点で、別の利用者ゆりーとさんが抽選申込をしていました。

・ゆりーとさんは、６/１分、６/８分、６/15分、６/22分の４コマ分

　（優先順位は１位：６/８分、２位：６/１分、３位：６/15分、４位：６/22分）

・たっけーさんとゆりーとさんの二人の抽選申込みがあることを確認。

・申し込みをしている二人に抽選順番をつけます。

　　ゆりーとさんが１番目、たっけーさんが２番目となりました。

・抽選番号順の優先順位からコマを埋めていきます。

コマを埋めていった結果は、次の通りです。（丸印が当選です）

　ゆりーとさん １位：６/８分 ２位：６/１分 ３位：６/15分 ４位：６/22分

　たっけーさん １位：６/１分 ２位：６/８分 ３位：６/15分 ４位：６/22分 ５位：６/29分

　　※　１回目の当選は、一人最大４コマ分までとなります。

抽選結果：南公園Ａコート

　ゆりーとさんが当選したのは、６/８分、６/15分、６/22分の３コマです。

　たっけーさんが当選したのは、６/１分、６/29分、の２コマです。

午前９時から
午前11時まで
（２時間分）

抽選（１） 抽選（１） 抽選（１） 抽選（１） 抽選（１）

日時 ６/１分 ６/８分 ６/15分 ６/22分 ６/29分

当選者 たっけーさん ゆりーとさん ゆりーとさん ゆりーとさん たっけーさん

日時 6/1分 6/8分 6/15分 6/22分 6/29分
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　　１回目の確定期間（４/６から４/９までの４日間）

　 　④　抽選結果の確定をします。

　・期間中に抽選申込みをされた方が、自分で抽選結果の確定を行います。

　ゆりーとさんは、６/８分、６/15分の２コマを確定しました。

（この様に、抽選結果は「確定」しないこともできます。）

　たっけーさんは、６/１分、６/29分の２コマを確定しました。

※　期間中に抽選結果の確定作業をしないと、当選したコマは「取消」となります。

※　「抽選申込み期間」から「抽選結果の確定期間」の間でのコマの「取消」ならびに確定をし

　ないコマについては、まだ予約ではないためペナルティの対象にはなりません。

　・確定をしたコマは、予約となり、翌月の１日から20日までに、確定した施設（各テニスコート）にて

　申請をしないと予約は自動で「取消」されます。

　　２回目の抽選

　抽選の内容については、上記①から④までの１回目の抽選内容と同じとなります。

　　２回目の申込期間（４/10から４/14までの５日間）

　　２回目のシステム抽選（４/15に実施します）

　　２回目の確定期間（４/16から４/20までの５日間）

　※　２回目の当選は、一人最大８コマ分までとなります。ただし、１回目の抽選で４コマ分を

　　確定した場合は、２回目の当選は最大４コマ分となります。

（抽選後の６月分空き状況の表示イメージ）

　・４月26日からの６月分の空き状況には、抽選結果を反映した表示となります。

抽選後の表示：南公園Ａコート

　※　ゆりーとさんが、６/22分のコマを確定しなかったので予約が入っていない、先着で予約が

　　できる「○」の表示となっています。

【本システムに関する問合せ】

午前９時から
午前11時まで
（２時間分）

× × × ○ ×

日時 ６/１分 ６/８分 ６/15分 ６/22分 ６/29分

スポーツ推進課（中央体育館内）電話 042-552-5511

当選確定 たっけーさん ゆりーとさん ゆりーとさん 確定せず たっけーさん
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