
帯広市公共施設予約システムご利用の手引き 

（体育系施設） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜次の点にご注意ください。＞ 
 
現在行っている電話・窓口での予約受付については、従来どおり継続します。 

 

ご利用可能なサービスは次のとおりです。 

空 き 照 会 ： 各施設の空き状況を、対象施設や利用目的等、様々な条件で検索することができ 

ます。 

イベント照会 ： 各施設で開催されるイベント情報を、対象施設や開催月、イベント名等、様々な 

   条件で検索することができます。 

仮 予 約 申 込 ： 利用したい施設が空いている場合、その場ですぐに仮予約申込を行うことができ 

   ます。抽選は行いませんので、先着順となります。 

抽 選 申 込 ： 利用したい施設が空いている場合、その場ですぐに抽選申込を行うことができま 

   す。抽選で当選すると、ご希望の施設の仮予約を行うことができます。 
 

なお、施設によりご利用可能なサービスや対象期間が異なります。詳細は別表をご覧ください。 

 

インターネットによる仮予約申込は、貸し部屋のみが対象です。備品の利用を希望される方は、窓口

での手続きの際、受付担当にお申し付けください。 

 

空き状況検索は２４時間可能（※午前４時頃一時的に不可となる場合があります）ですが、仮予約申

込・抽選申込は午前９時から２４時までの間ご利用可能となります。 

 

インターネットで仮予約申込を行った予約の取消・変更は、インターネットからは操作できません。

窓口へお越しいただくか、電話にてご連絡ください。 

ただし、抽選申込の場合は、抽選実施前に限り、インターネットから取消を行うことができます。 

 

インターネットでの申込は仮予約となります。従来どおり窓口での手続きが必要ですので、施設ごと

に定められた期日までに、必ず施設窓口へお越しください。 

 
★ インターネットから仮予約申込・抽選申込を行うには、あらかじめ利用者登録を行う必要が

あります。利用を希望される施設窓口までお越しください。 
（「対象施設一覧」で、受付期間等を確認のうえ、ご利用ください。） 
【アクセス方法】 

帯広市ＨＰ「インターネットで利用できるサービス」 ⇒ 「公共施設予約システム」をクリック 
ＵＲＬ ： http://shisetsu.city.obihiro.hokkaido.jp/institution/ 

携帯電話からもご利用いただけます 
ＵＲＬ ： http://shisetsu.city.obihiro.hokkaido.jp/institution/i/ 

 

お知らせ 



 
 

 

● インターネットから仮予約申込・抽選申込を行うには、あらか

じめ利用者登録が必要です。事前に、利用を希望される施設の

窓口で手続きを行ってください。 

※ 空き照会・イベント照会は、利用者登録を行っていない方

でもご利用いただけます 
 

● 体育系施設での登録をご希望される場合は、新たに登録が必要

（文化系施設で既に登録された方を含みます）となりますので、

利用を希望される施設の窓口までお越しください。 
 

● 発行されるパスワードは仮パスワードになりますので、後日任

意のパスワードに変更してください。 
 

● 利用者登録が完了し、仮パスワードが交付されますと、システ

ム内の「予約抽選照会・取消」メニューより、ご自身の予約状

況（または履歴）をインターネットで確認することができます。 

 

  ご利用を希望される施設が、抽選申込受付を行っている （別表をご覧ください） ⇒ STEP２へ 

  ご利用を希望される施設が、抽選申込受付を行っていない（別表をご覧ください）、 

または、抽選申込受付を行っているが、抽選期間を過ぎている          ⇒ STEP３へ 

 

 

 

 

● インターネットに接続されたパソコンや携帯電話から、抽選申

込を行います。（操作方法の詳細はシステム内の「使い方」をご

参照ください） 
 

● 抽選申込が完了すると、その旨メールが自動で送信されます。

メール確認後は、抽選日までそのままお待ちください。 
 

● 抽選申込は、抽選実施前に限り、インターネットから取消を行

うことができます。「予約抽選照会・取消」メニューから該当す

る明細を照会し、取消ボタンから取消してください。 
 

● 抽選が完了すると、当選・落選の結果がメールで送信されます。 

（申込日翌月３日夕方頃） 
 

● 落選された方は、ご希望の施設を仮予約することができません。

空き状況により、抽選期間後に随時予約を受け付ける場合があ

りますので、ご希望があれば、その際に申込ください。 
 

● 当選された申込は、自動で仮予約に切り替わります。当選し仮

予約に切り替えた旨のメールを受信した後、施設ごとに定めら施設ごとに定めら施設ごとに定めら施設ごとに定めら

れた期日までれた期日までれた期日までれた期日までにににに（（（（別表をご覧ください別表をご覧ください別表をご覧ください別表をご覧ください））））施設窓口へ施設窓口へ施設窓口へ施設窓口へお越しくだ

さい。 
 

● 当選された申込をキャンセルする場合は、必ず７日以内に窓口

までご連絡ください。 

 

ＳＴＥＰ１ＳＴＥＰ１ＳＴＥＰ１ＳＴＥＰ１    利用者登録利用者登録利用者登録利用者登録をををを行行行行いますいますいますいます    

ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２    抽選申込抽選申込抽選申込抽選申込をををを行行行行いますいますいますいます        ※※※※利用者登録利用者登録利用者登録利用者登録をされたをされたをされたをされた団体団体団体団体のみがのみがのみがのみが対象対象対象対象ですですですです    

帯広市教育委員会　様

次のとおり利用者登録（変更）の申込みを行います。

住 所

フ リ ガ ナ

団 体 名

フ リ ガ ナ

代表者名

電話番号

住所 自　宅

氏名 勤務先

市内 名 市外 名 合計 名

館/室名

職員記入欄

※

※※

※記載

記載記載

記載いただいた

いただいたいただいた

いただいた個人情報

個人情報個人情報

個人情報については

についてはについては

については、

、、

、施設

施設施設

施設ご

ごご

ご利用

利用利用

利用に

にに

に関

関関

関する

するする

する連絡以外

連絡以外連絡以外

連絡以外の

のの

の目的

目的目的

目的には

にはには

には使用

使用使用

使用いたしません

いたしませんいたしません

いたしません。

。。

。

備　　　　　　　　　　　　　　考

　団体の沿革、活動状況、役員及び会員名、規約、規則等を添付してください。

利用者登録

利用者登録利用者登録

利用者登録（

（（

（変更

変更変更

変更）

））

）申込書

申込書申込書

申込書

団　　体　　種　　別 交　　付　　館　　名 取　扱　担　当　者　名

登録番号 第　　　　　　　　　号

平成　　　年　　　月　　　日　　

電

話

主な使用目的

主な使用施設

利 用 日

（ 利用内容 ）

確 認 資 料

連絡先の

責任者名

申

請

者

団 体 構 成

構 成 目 的

課長 主任ﾏﾈｰｼﾞｬｰ課長補佐 係

　　　利用希望施設（館）名

　

　

　　　　（※１度に１施設のみ申込可能。ただし、複数施設申込可能な場合がありますので、詳細は窓口にてご確認ください。）

　　　インターネット仮予約申込サービス利用希望　　　　　　　□有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□無

　　　お客様のメールアドレス



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● インターネットに接続されたパソコンや携帯電話から、仮予約

の申込を行います。（操作方法の詳細はシステム内の「使い方」

をご参照ください） 
 

● 仮予約申込が完了すると、その旨メールが自動で送信されます。

また、職員がこの予約の内容を確認すると、その旨メールが送

信されます。この時点で仮予約の申込が完了仮予約の申込が完了仮予約の申込が完了仮予約の申込が完了となりますので、

施設ごとに定められた期日まで（施設ごとに定められた期日まで（施設ごとに定められた期日まで（施設ごとに定められた期日まで（別表をご覧ください別表をご覧ください別表をご覧ください別表をご覧ください※）に施※）に施※）に施※）に施

設窓口へ設窓口へ設窓口へ設窓口へお越しください。 
 

● 画面で表示される料金は基本料金のみで、利用目的により加算

額が適用になる場合がありますので、必ず窓口にてご確認くだ

さい。 

 

 

 

 

 

● 申請書、許可書の発行を行いますので、施設窓口へお越しくだ

さい。 
 

● 各備品のご利用を希望される方は、その旨お申し付けください。 
 

 

 

 

    

    

お問合せ先につきましては、次ページにて掲載しております。お問合せ先につきましては、次ページにて掲載しております。お問合せ先につきましては、次ページにて掲載しております。お問合せ先につきましては、次ページにて掲載しております。    

 

 

ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ４４４４    施設窓口施設窓口施設窓口施設窓口でででで手続手続手続手続ききききをををを行行行行いますいますいますいます    

ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ３３３３    仮予約申込仮予約申込仮予約申込仮予約申込をををを行行行行いますいますいますいます    

  

！抽選！抽選！抽選！抽選申込申込申込申込時の注意事項！時の注意事項！時の注意事項！時の注意事項！    
＜申込単位について＞ 

抽選はコマ毎に行うのではなく、申込単位毎に行います。 
例えば、Ａ施設 9：00～11：00 の抽選申込があった場合、9：00～10：00、10：00～11：00 とコマ毎に行うのでは
なく、9：00～11：00 を１単位として抽選を行います。そのため、利用を希望される最小単位毎に、１回ずつ確
定されるようお願いします。例えば、①12：00～14：00②16：00～18：00 をそれぞれ１単位としたい場合は、 

トップ⇒ログイン⇒①12：00～14：00 申込⇒確定⇒トップ（またはログアウト⇒～ログイン） 
⇒②16：00～18：00 申込⇒確定 

の順で操作してください。 
＜申込制限について＞ 

制限を超えた申込の場合、使用日の遅い順に自動消去させていただく、若しくは、その全てが無効となる場
合がありますので、次の制限内にてお申込いただくようお願いいたします。 

各野球場     １施設につき月５回まで 
スポーツセンター（夏期）  月３時間まで 
各テニスコート   １団体１日２面２時間まで、夜間は１団体１日１面２時間まで 
すぱーく帯広（冬期）  月２回まで 

 



スポーツ振興室 0155-65-4210  

帯広の森陸上競技場 0155-47-1188 期間  ４月～１０月 

時間  ５：００～１９：００  期間中無休 

帯広の森体育館 0155-48-8912 時間  ９：００～２１：００ 

休館日 毎週火曜日 祝日の翌日 年末年始     

明治北海道十勝オーバル 0155-49-4000 期間  スケートリンク  ７月第四日曜日～３月第一日曜日 

     中地多目的広場他 通年 

時間  ９：００～２２：００ 

休館日 毎週火曜日 祝日の翌日 年末年始 

帯広の森アイスアリーナ 0155-48-6256 期間    7/15～3/31 

一般開放 １０：００～１９：００(曜日、時期に 

専用開放 ６：００～２５：００  よって変更あり） 

休館日  毎週月曜日 祝日の翌日 年末年始 

帯広の森野球場 0155-48-8338 期間  ５月上旬～１０月下旬（野球場） 

５：００～１８：００   期間中無休 

     １月上旬～２月下旬（ミニスキー場） 

       １０：００～１６：００   期間中無休 

伏古別公園野球場 0155-48-8338 期間  ５月上旬～１０月上旬 

時間  ５：００～２１：００    期間中無休 

帯広の森市民プール 0155-47-3630 時間  １０：００～２１：００ 

休館日 毎週火曜日 祝日の翌日 年末年始 

帯広の森弓道場 0155-47-1188 時間   ９：００～２１：００ 

休館日 毎週火曜日 祝日の翌日 年末年始 

帯広の森アーチェリー場 0155-47-1188 期間   ５月～１０月    

時間   ９：００～２１：００ 

休館日 毎週火曜日 祝日の翌日 年末年始 

帯広の森スポーツセンター 0155-48-2401 時間   夏期 ９：００～２１：００ 冬期 ６：００～２３：００ 

休館日  毎週月曜日（夏期） 毎週火曜日(冬期) 

祝日の翌日 年末年始 

帯広の森球技場 0155-48-2401 期間  ５月上旬～１０月中旬 

時間  ５月～８月下旬      ８：００～１９：００頃まで 

８月下旬～９月下旬   ８：００～１８：００頃まで 

９月下旬～１０月中旬  ８：００～１７：００頃まで 

帯広の森平和球場 0155-48-8338 期間  ５月上旬～１０月中旬    

時間  ５：００～１８：００  期間中無休 

帯広市総合体育館 0155-22-7828 時間  ９：００～２１：００ 

休館日 毎週月曜日 祝日の翌日 年末年始 

帯広市南町球場 0155-48-8338 期間  ５月上旬～１０月下旬 

時間  ５：００～１８：００  期間中無休 

十勝川・札内川河川敷 0155-21-6594 期間  ５月上旬～１０月中旬 

時間  ５：００～１８：００  期間中無休 

すぱーく帯広 0155-47-8989 時間  ９：００～２１：００ 

休館日 毎週火曜日 祝日の翌日 年末年始 

帯広の森テニスコート 0155-48-2401 

0155-47-8851 

期間  ４月下旬～１０月      

時間  １０：００～１８：００（４月中） 

６：００～２１：００     期間中無休 



自由が丘公園庭球場 0155-48-8338 期間  ４月上旬～１０月下旬 

時間  ６：００～２１：００   期間中無休 

帯広市南町テニスコート 0155-48-8338 期間  ４月上旬～１１月上旬 

時間  ６：００～１８：００   期間中無休 

札内川河川敷テニスコート 0155-21-6594 期間  ５月上旬～１０月中旬 

時間  ５：００～１８：００   期間中無休 

 


