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１．施設予約システムについて（南部公民館）                

このシステムは、施設の利用をより便利にするためにつくられたものです。 

利用申請を南部公民館の受付窓口に限定せず、インターネット（ＰＣ、スマートフォン等）か

らも予約や空き情報の確認ができるようになります。 

インターネットを利用しない方は、従来どおり受付窓口で利用申請ができます。 

今回、このシステムの対象となる施設は、以下のとおりです。 

 

・南部公民館 

 

※ 上記施設のすべての部屋が施設予約システムの対象となります。 

 

２．施設予約システムを利用するには                    

施設予約システムを利用する場合は、利用者登録が必要です。インターネットを利用しない

方で、従来どおり受付窓口で抽選申込みや予約申込みをする方も利用者登録が必要となりま

す。 

 

【利用者登録の方法】 

・インターネットで利用者登録する場合 

① 施設予約トップ画面「システム利用ＩＤ申請」ボタンより手続きしてください。 

公民館は団体登録のみとなります。 

② 利用者ＩＤと下記のものを持って団体代表者が各施設窓口にお越しください。 

・団体代表者の住所・氏名が確認できる書類（運転免許証・健康保険証など） 

・団体名簿 

・団体の収支がわかるもの（会費等がある場合のみ） 

・団体規約（ある場合のみ） 

※ インターネットで利用者登録した場合でも、窓口での手続きをしないと抽選申込み・予約

ができません。 

※ 公民館では、営利活動や宗教的・政治的な活動はできませんので、ご利用内容をお聞きし

て、お断りすることがありますのでご了承ください。 

※ 体育施設等で利用者登録をした方で、南部公民館の利用を希望される場合は、すでに交付

されている「利用者登録証」をご持参のうえ、南部公民館窓口で利用者登録の手続きを行

ってください。要件を確認のうえ、南部公民館利用者として追加登録します。 
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３．施設を利用するまでのながれ                      

【抽選による利用申込み】・・・３ヶ月前の１日～１０日（詳細は３ページ） 

利用日の３ヶ月前の１日～１０日までに利用したい日の抽選申込みができます。抽選申込み

はインターネットでも窓口でも申し込めますが、申し込める件数は１ヶ月につき６件までで

す。 

（例 ９月分の抽選申し込み期間は、６月１日～１０日） 

【先着順の利用予定】・・・２ヶ月前の１日から（詳細は４ページ） 

・インターネット予約 ０：００～２３：５９ 

・窓口受付 南部公民館窓口受付 午前９時～午後８時まで 

 

４．インターネットによる抽選申込み・予約申込み方法            

あらかじめ利用者登録をしておけば、自宅などからＰＣやスマートフォン等のインターネッ

トを利用して、施設の抽選申込みや予約申込みができます。 

◆抽選申込みや予約申込みの受付時間：２４時間可能 

◆専用ホームページへの接続方法 

【パソコンの場合】検索エンジンにて「あいち共同利用型施設予約システム」と検索いただく

か、下記のＵＲＬから接続してください。 

https://www.e-shinsetsu.e-aichi.jp/web/ 

【スマートフォン等（Andoroid、iOS）の場合】検索エンジンにて「あいち共同利用型施設予約

システム」と検索いただくか、下記のＵＲＬから接続してください。 

https://www.e-shinsetsu.e-aichi.jp/sp/ 

【携帯電話の場合】下記のＵＲＬを携帯電話のインターネット接続機能に入力してください。

なお、接続方法については、お持ちの機種の取扱説明書をご覧ください。 

https://www.e-shinsetsu.e-aichi.jp/keitai/ 

 

※スマートフォン等及び携帯電話は「TLS1.2」以上の暗号化通信と「SHA_2 証明書」に対応し

ている機種をご利用ください。 

※いずれのＵＲＬも http のうしろに s がつきます。ご注意ください。 

 

５．窓口での抽選申込み・予約申込み方法                  

インターネットを利用しない方は、従来どおり南部公民館受付窓口で抽選申込みや予約申込

みができます。受付窓口の職員が申請内容をシステムに入力します・ 

 

 

https://www.e-shinsetsu.e-aichi.jp/web/
https://www.e-shinsetsu.e-aichi.jp/sp/
https://www.e-shinsetsu.e-aichi.jp/keitai/
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６．抽選の申込み                             

利用日の３ヶ月前の１日から１０日の間に、インターネットか南部公民館受付窓口で抽選の

申込みをしてください。抽選の結果、当選した方がご利用いただけます。 

ただし、抽選の申込みもあらかじめ利用者登録をしておく必要があります。 

【受付時間】◆インターネット・・・０：００～２３：５９ 

◆南部公民館窓口・・・午前９時～午後８時 

【申込み制限】 

利用制限内（６枠）で申込みができます。 

※利用制限枠について 

・１枠とは・・・１部屋を１日のうちで連続して使用する。 

（例１：午前と午後・・・連続しているので１枠、午前と夜間・・・連続していないので２枠） 

（例２：同日に会議室Ａと視聴覚室を利用したい・・・２部屋なので２枠） 

抽選申込み受付期間中に限り、抽選の申込みを取消すことができます。 

 

７．抽選結果の確認・意思表示                       

抽選結果は、利用日の３ヶ月前の１３日～２０日の間に確認し、当選分については、利用を確

定してください。 

【結果の確認及び利用の意思表示】 

◆インターネットを利用する方・・・施設予約システムにログインし、「当選確認」画面で確

認をしてください。（利用者登録の際にメールアドレスを記入された方へは、抽選結果をメー

ルにおいても配信します。）確認後、同画面より「当選確定」をしてください。 

◆インターネットを利用しない方・・・南部公民館へ電話か窓口で当選確認をしてください。

確認後、当選分の利用確定をお伝えください。 

 

８．調整期間内の申込み                          

３ヶ月前の２２日～３ヶ月前の月末まで、空き施設を利用制限内（６枠）で申込みができま

す。 

【申込み方法】 

南部公民館窓口でのみ、先着順にて受付します。受付時に利用許可書・納付書をお受け取りく

ださい。インターネットでの申込みはできません。 
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９．先着順申込み                             

２ヶ月前の１日～利用日の７日前まで、空き施設を先着順にて申込みできます。利用制限の

枠はありません。 

インターネット・・・０：００～２３：５９ 

南部公民館窓口・・・午前９時～午後８時 

 

１０．空き情報の確認                           

インターネットを利用し、施設の空き情報が確認できます。施設予約システムに利用者登録

をしなくても確認することができます。 

南部公民館窓口でも、従来どおり空き情報の確認ができます。 

 

１１．使用料の支払い                           

当選後、利用する意思表示をしたもの、また先着順にて申込みしたものについては、次の期間

内に利用者カードをご持参のうえ、南部公民館窓口にて利用許可書をお受け取りください。 

★抽選分・・・抽選の翌月１０日まで 

★先着分・・・申込みをした日から７日以内（ただし、利用日の１４日～７日前までの申込み

については、利用日の７日前まで） 

使用料につきましては、許可書をお渡しする際に、現金で窓口にお支払ください。 

 

１２．使用料について                           

【南部公民館】（単位：円） 

室名 仕様等 

午前 午後 夜間 全日 延長 

9：00～ 

12：00 

13：00～ 

17：00 

17：30～ 

21：00 

9：00～ 

21：00 

21 時を超

える 1 時間 

会議室Ａ 定員３０名 1,050 1,400 1,220 3,670 350 

会議室Ｂ 定員３０名 940 1,250 1,100 3,290 310 

作法室 定員２４名 1,050 1,400 1,220 3,670 350 

視聴覚室 
定員６０名 

（１００名） 
1,530 2,040 1,780 5,350 510 

大会議室 
定員１２０名 

（２００名） 
2,100 2,800 2,450 7,350 700 

※市外の方が利用する場合は、２倍の金額となります。 

※（ ）の人数は、長机を使用しない場合の定員です。 
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１３．利用の取消し                            

利用を取消す場合は、南部公民館窓口へ連絡してください。 

利用許可書が発行されている場合は、利用許可書をご持参のうえ、南部公民館窓口にて「公民

館利用変更・取消申請書」を提出してください。（印鑑及び振込先がわかるものが必要です。

詳しくは生涯学習課までお尋ねください。） 

納入された使用量は、次のいずれかに該当する場合は、全額還付します。 

・災害その他管理上の理由により、利用することができなくなった場合 

・利用者が、利用１０日前までに利用許可の取消しを申し出た場合 

 

１４．利用の変更                             

利用を変更する場合は、南部公民館窓口へ連絡してください。 

利用許可書が発行されている場合は、利用許可書をご持参のうえ、すみやかに南部公民館窓

口にて「公民館利用変更・取消申請書」を提出してください。 

 

１５．その他                               

不定期で、メンテナンスのために予約システムが全面停止することがあります。 

ご迷惑をおかけしますが、窓口・インターネットでの申込みなど一切お受けすることができ

ませんので、あらかじめご了承ください。 

【南部公民館】 

場  所 豊明市前後町善江１７３７番地（パルネス２号館４Ｆ） 

休 館 日 毎週月曜日（月曜が祝日の場合は翌火曜日） 

１月１日～３日及び１２月２９日～３１日 

問合せ先 豊明市立南部公民館 

電  話 ０５６２－９８－１２０７ 

火曜日～日曜日：午前９時～午後８時 
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申込方法早見表「抽選～調整～先着順」 

 日付 内容 

抽 
 

選 

① ３ヶ月前の１日～１０日 

【抽選申込期間】 

抽選の申込みができます。 

【受付時間】 

・インターネット・・・０：００～２３：５９ 

・南部公民館窓口・・・午前９時～午後８時 

② ３ヶ月前の１１日 

【抽選日】 

コンピュータの自動抽選により当選が決定します。 

③ ３ヶ月前の１３日～２０日 

【当選確認期間】 

インターネット又は南部公民館窓口へ電話か窓口で

当選を確認し、当選分の利用を確認してください。

（「当選確認」画面より当選確定をしてください。） 

※この期間に当選確定しない場合は、当選が無効に

なります。 

当選確定された施設の利用許可書を「翌月１０日」ま

でに、南部公民館でお受け取りください。（利用者登

録証をご持参ください。） 

調
整
期
間 

④ ３ヶ月前の２２日～ 

３ヶ月前の月末まで 

空き施設を利用制限内（６申込み）で予約ができま

す。 

※利用施設の窓口で先着順に受付します。その際に、

窓口で利用許可書をお受け取りください。 

インターネットでのお申込みはできません。 

先 

着 

順 

⑤ ２ヶ月前の１日～ 

利用日の７日前まで 

空き施設を先着順で予約できます。 

・インターネット・・・０：００～２３：５９ 

・南部公民館窓口・・・午前９時～午後８時 

この期間中に予約した人は、「申込みをした日から７

日以内（ただし、利用日の１４日～７日前までの予約

申込みは利用日の７日前まで）」に南部公民館窓口で

利用許可書をお受け取りください。 

（利用日の１０日前までに利用取消しを申し出た場

合、使用料を還付します。） 

 

注）使用料の支払いにつきましては、Ｐ．4 をご覧ください。 


