
岸和田市公共施設予約システムによる岸和田市スポーツ施設 

利用者登録要綱 

 
（目的） 

第１条 この要綱は、岸和田市公共施設予約システムの利用に関する要綱に基づき、ス

ポーツ施設の使用について、岸和田市公共施設予約システム（以下「予約システム」

という。）への登録及び、予約システムの利用について必要な事項を定めるものとす

る。 

（利用者登録手続きについて） 

第２条 予約システムを利用して次の表に揚げるスポーツ施設を専用使用（以下「使用」

という。）しようとする者は、本要綱、及び関係規則等を承諾のうえ所定の申請書（様

式第１号・第２号）により岸和田市に利用者登録を申請し、承認を受けなければなら

ない。 

２ 利用者登録の承認を受けようとする者は利用者登録番号（以下「利用者ＩＤ番号」

という。）と暗証番号（以下「パスワード」という。）の登録を行わなければならな

い。 

３ 岸和田市は、正当な利用者登録の申請がなされた場合、所定の方法により遅滞なく

利用者登録手続きを行う。 

４ 利用者登録の承認を受けた者（以下「登録者」という。）は、利用者ＩＤ番号、パ

スワードを善良なる管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。 

５ 予約システムにより使用申請を行ったときのスポーツ施設使用料は、第７条により

納入しなければならない。 

 

（登録資格） 

第３条 体育館等を使用しようとする者は団体登録区分、運動広場及びテニスコートを

使用しようとする者は個人登録区分で登録申請するものとする。 

２ 岸和田市内に居住し、在勤し、又は在学する者は市内居住区分とし、それ以外は市

外居住区分とする。なお、市外居住区分であり個人登録区分でもある者は、第５条第

１項各号に規定するサービスのうち、抽選申込に関するサービスを利用することはで

きない。 

３ 中学生以下の者又は満 15 歳未満の者は、利用者として登録することができない。 

４ 第 13 条第２項第 1 号から第５号、及び第８号の事由により登録を廃止された者の

利用者登録は認めない。ただし、当該廃止事由が解消し、登録を行うことについて支

障がないと岸和田市が認めた場合においては、この限りではない。 

（登録期間と更新の手続について） 

第４条 登録者が登録を行った日から３年後の登録日までを登録期間とする。 

２ 登録期間の最終日以前の１年間で、予約システムを利用した施設の使用があった場

合、登録期間の最終日より登録期間を３年間更新するものとし、以後この例によるも

のとする。 

３ 登録期間の最終日以前の１年間で、予約システムを利用した施設の使用がなかった

場合は、岸和田市に登録期間の更新手続きを行うことが出来る。 

（登録者が利用できるサービス） 

第５条 登録者は、予約システムに本人の利用者ＩＤ番号及びパスワード入力すること

により、次の手続きについて予約システムによる次のサービスを受けることができる。

なお、この入力については、登録者本人が行うものとする。 

(１) 抽選申込 

(２) 抽選結果の確認 

(３) 使用申請と申請内容の確認 

(４) 抽選申込及び使用申請の取消し 

(５) 口座振替による使用料の納入 

(６) 使用実績の確認 

２ 予約システムによるサービスは、管理運営上必要な点検期間を除き、いつでも利用

できるものとする。ただし、予約システムの管理運営上やむを得ない場合は、通知な

く予約システムを停止することがある。 

（施設使用時の注意事項） 

第６条 予約システムにより使用申請した施設の使用については、登録者本人が行わな

ければならない。 

２ 前項の使用にあたり、登録者は、当該施設の使用に関する定めを遵守するとともに、

スポーツ施設を使用する際、使用許可が確認できるものを施設管理者の求めがあれば

提示しなければならない。 

（使用料の納入） 

第７条 システムにより使用申請を行ったときの施設使用料は、当該使用のあった月の

翌月 18 日を振替日とし、りそな銀行、三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、池田泉州銀

行及びいずみの農協（以下「指定金融機関」という。）のいずれかの承諾を得た預金

口座から口座振替の方法により、岸和田市の預金口座へ納入するものとする。ただし、

振替日が指定金融機関の休業日の場合は、翌営業日に振替を行うものとする。 

２ 予約システムにより取消の申請のあった第９条による使用料は、使用申請を行った

使用日の翌月 18 日を振替日とする。 

３ 第１項、第２項に規定する納入がなされなかった場合は、翌月の振替日に再度振替

を行うものとする。 

４ 使用料の領収証書は、口座振替を代行した金融機関の通帳の記載又は予約システム

の端末機から出力する利用実績に係る帳票をもって、これに代えるものとする。 

（使用料の滞納） 

第８条 使用料が２ヶ月続いて口座振替できなかった場合、登録者は、岸和田市並び

に岸和田市都市公園条例第 25 条第１項、岸和田市民体育館条例第 17 条第１項、岸和田

市立運動広場等の設置及び管理に関する条例第 14 条第１項及び岸和田市総合体育館条

例第 13 条第１項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）からの指示に

従い、納期限までにこれを納入しなければならない。 

（使用申請の取消し） 

第９条 登録者は、運動広場及びテニスコート、南公園、中央公園管理棟、浜工業公

園管理棟の使用申請を取消す場合、使用日前日まで取消し処理を行うことができる。た

だし、21 日前から前日までの取消しについては使用料の 50％を支払うものとする。総

合体育館、中央体育館については、使用日当日まで取消し処理を行うことができる。た

だし、21 日前から前々日までの取消しについては使用料の 50％、前日及び当日の取消

については使用料の全額を支払うものとする。 

（利用者 ID 番号、パスワードについて） 

第 10 条 登録者の、利用者 ID 番号、パスワードが漏洩した場合は、直ちに岸和田市

並びに指定管理者にその旨を届け出なければならない。この場合において、岸和田市並

びに指定管理者は、登録者の利益を保護するため、登録者の同意を得て予約システムの

利用を一時停止することができるものとする。 

２ 前項の届出以前に他人に登録情報を不正に利用された場合は、当該使用にかかる

使用料は登録者の負担とする。 

３ 登録者は交付された利用者 ID 番号、パスワードを他人に譲渡し、又は利用させ

てはならない。 

４ 登録者がパスワードを忘れた場合、予約システムに登録されたメールアドレスに、

仮のパスワードを送信する。 

（登録内容の変更） 

第 11 条 登録者は、利用者登録申請時に岸和田市に申請した内容に変更が生じた場

合、遅滞なく、所定の申請書（様式第１号・第２号）によりその旨岸和田市に申請する

ものとする。 

（利用の一時停止） 

第 12 条 岸和田市並びに指定管理者は、登録者が次のいずれかに該当した場合、登

録者の同意を得ることなく、予約システムの利用を一時停止することができるものとす

る。 

(１) 使用料について、口座振替による納入を行わない場合。 

(２) 利用者 ID 番号、パスワードを他人に教えた結果、市民の施設の利用に支障が

あると岸和田市並びに指定管理者が判断した場合。 

(３) 登録内容の変更を怠るなど、登録者の責に帰すべき事由により連絡先等が不明

となった場合 

(４) 登録期間の最終日以前の１年間で、予約システムを利用した施設の使用がなか

った場合。 

(５) その他、本要綱のいずれかに違反した場合など、岸和田市並びに指定管理者が

必要と判断した場合 

（利用者登録の廃止） 

第 13 条 登録者は、予約システムを利用しなくなった場合、所定の申請書（様式第

１号・２号）によりその旨岸和田市に申請するものとする。 

２ 岸和田市は、登録者が次のいずれかに該当した場合、登録者の同意を得ることな

く、当該登録者の利用者登録を廃止することができるものとする。 

(１) 虚偽の申請をした場合 

(２) 本要綱のいずれかに違反し、違反事項を改善しない場合 

(３) 継続して使用料を遅滞した場合 

(４) 他の登録者の利用者 ID 番号、パスワードを不正に利用したことが判明した場

合 

(５) 登録内容の変更を怠るなど、登録者の責に帰すべき事由により、今後の通知、

連絡等が不能と岸和田市が判断した場合 

(６) 登録者が死亡したとき。 

(７) ４年以上、予約システムを利用した施設の利用がないとき。 

(８) その他岸和田市が登録者として不適格と判断した場合。 

３ 前二項の場合、登録者は使用料等、全ての未納分を納入しなければならない。 

（予約の取消し） 

第 14 条 岸和田市並びに指定管理者は、登録者が次のいずれかに該当した場合、登

録者の同意を得ることなく、当該登録者が行った申請行為等を取消すことができる。 

(１) 使用料を遅滞したとき 

(２) 他の登録者の利用者 ID、パスワードを不正に利用したことが判明した場合 

（指定管理者が管理する施設に関する読替え） 

第 15 条 公共施設を地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規

定する指定管理者により管理している場合において、第２条、第５条から第 10 条、第

12 条、第 13 条及び第 14 条中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとす

る。 

（登録情報の字体） 

第 16 条 登録申請書に記入された字体がシステムで取扱い困難な場合は、類似する

標準文字で登録し、事務処理は当該標準文字で行うものとする。 

（要綱の変更） 

第 17 条 岸和田市は、本要綱の一部又は全部が改正された場合、登録者に通知する

ものとする。 

（その他） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、システムの運営に関する必要な事項は、別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成８年２月１日から施行する。 

この要綱は、平成 18 年５月１日から施行する。 

この要綱は、平成 24 年１月６日から施行する。 

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

1 この要綱は、令和４年２月１日から施行する。ただし、第２条第５項の表の改正

規定は令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行日の前に、岸和田市スポーツ施設情報システム利用登録要綱の規定

による登録で、岸和田市スポーツ施設情報システム（以下「スポーツシステム」という。）

の利用が可能であった登録（以下「前登録」という。）については、この要綱施行後、

予約システムの登録とする。 

３ 前登録の予約システムにおける利用者ＩＤ番号は、スポーツシステムにおける利

用者番号とする。 

４ 前登録の予約システムでの登録期間は、スポーツシステムでの登録期間に 24 月

を延長し、以降は第４条第２項、第３項の例によるものとする。 

施設の種類及び施設の名称 登録の区分 

体育館等 
総合体育館・中央体育館・南公園・中央公園管理棟 

・浜工業公園管理棟 
団体登録 

運動広場 

中央公園スポーツ広場・浜工業公園球技広場（１・２） 

個人登録 

・牛ノ口公園運動広場・久米田公園運動広場 

・葛城運動広場・春木運動広場・八木運動広場 

テニスコート 
中央公園・浜工業公園・牛ノ口公園・野田公園 

・春木台場・葛城の各テニスコート 


