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トップページ

はじめに

パソコン版のトップページです。



かがわ電子自治体システム施設利用申込サービス利用規約

（目 的）

第１条 １ 本規約は、利用者が、かがわ電子自治体システム（以下「システム」という。）の施設利用申込

サービスを利用する場合に必要な事項について定めるものです。

２ 利用者は、システムを利用して、香川県及び香川県内の市町（香川県又は香川県内の市町から公共

施設の指定管理者（地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。）として指定された者

を含む。以下「県内自治体」という。）に対して、システムに登録されている公共施設の利用申込等を行う

ことができます。

３ システムは、本規約に同意されていることを前提に提供しますので、利用者は、利用の前に必ず本規

約を確認していただくとともに、本規約に同意できない場合には、システムの利用をお断りします。 

（利用時間） 

第２条 システムの利用時間は、原則２４時間です。ただし、システムの保守等の必要があるときは、県内

自治体は、システムの改修又は運用の停止、休止若しくは中断を予告なく行うことができるものとします。

（禁止事項）

第３条 システムの利用においては、次の行為を禁止します。

(１）システムを公共施設利用申込等の手続以外の目的で利用すること。

(２）他の利用者のＩＤ／パスワードを不正に使用すること。

(３）システムに対し、不正にアクセスすること。

(４）システムの管理及び運営を故意に妨害すること。

(５）その他法令等に反すると認められる行為をすること。

（利用者登録）

第４条 １ 施設利用申込サービスを利用するにあたり、事前に利用者ＩＤ／パスワード等を登録するものと

します。この場合、利用者は、所定の利用者登録申請書に利用者ＩＤ／パスワード、その他必要事項を記

入し、県内自治体が指定する公共施設等の窓口に提出するものとします。

２ 県内自治体は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、当該利用者を施設利用申込サービス

利用者として登録します。なお、同項の申請書に記載された字体がシステムにより処理できないときは、

県内自治体は、類似する標準文字（ＪＩＳ第１水準又はＪＩＳ第２水準の文字）により登録するものとします。

３ 利用者は、施設利用申込サービスの利用の際に、登録した利用者ＩＤ／パスワードについて自身の責

任において厳重に管理するものとし、パスワードについては定期的な変更により第三者への漏洩防止に

努めるものとします。

４ 県内自治体は、第１項の規定による登録の後、利用者が２年間継続してシステムを利用しないとき

は、当該登録を抹消するものとします。

（利用者仮登録）

第５条 前条第２項の規定により施設利用申込サービス利用者として登録されていない利用者は、システ

ムを利用して仮登録を行い、施設利用申込サービスを利用することができます。この場合、仮登録を行っ

た日から３０日を経過する日までに前条第１項の規定により利用者登録申請書を提出し、前条第２項の

規定により登録されなければ、仮登録はその効力を失うものとします。

（公共施設使用料の口座振替）

第６条 １ 口座振替の方法により公共施設（口座振替の方法により使用料の納付ができる公共施設に限

る。）の使用料の納付を希望する利用者は、第４条第１項の規定による申込の際に、所定の施設使用料

等預金口座振替納付申込書を併せて提出するものとします。

２ 県内自治体から前項の口座振替に係る公共施設の使用料の収納事務を受託した者は、所定の振替

日に、利用者の指定した預金口座から公共施設の使用料を引き落すものとします。

（利用者登録事項の変更）

第７条 システムに登録された利用者は、氏名、住所等の変更が生じた場合は、遅滞なく利用者登録申

請書により、県内自治体に届け出るものとします。



（利用者の登録期間）

第８条 利用者の登録期間は、県内自治体がシステムに登録した日から２年間とします。ただし、登録さ

れた利用者が施設利用申込サービスを継続して利用している場合は、最後に利用した日から２年間、登

録期間が自動的に延長されるものとします。

（施設利用申込サービスの一時停止）

第９条 県内自治体は、登録された利用者が公共施設の管理に関する法令等に違反したとき、若しくは

本規約に違反したとき、又は第６条第２項に規定する利用者の指定した預金口座から公共施設の使用料

を引き落すことができなかったときは、施設利用申込サービスの利用を一時停止することができるものと

します。

（利用者登録の抹消）

第１０条 １ 県内自治体は、登録された利用者が次のいずれかに該当したときは、利用者の登録を抹消

することができるものとします。

（１）虚偽の登録申請をしたとき

（２）公共施設の管理に関する法令等又は本規約に重大な違反をしたとき

（３）所定の登録抹消の届出をし、認められたとき

（４）システムを２年間利用しなかったとき

（５）住所変更等の届出を怠る等、利用者の責に帰すべき事由により、利用者の所在が不明となり、利用

者への通知・連絡について不能と判断したとき

（６）前各号に掲げるもののほか、県内自治体が利用者として不適格と認めたとき

２ 前項の規定により利用者登録を抹消された利用者が、システムを利用しようとする場合は、第４条第１

項の規定により、再度、利用者登録の申請を行うものとします。ただし、前項第１号、第２号又は第６号に

該当し利用者登録を抹消された利用者については、県内自治体は、原則として抹消した日から２年間

は、第４条第２項の規定にかかわらず、利用者の登録を行わないものとします。

（免責事項）

第１１条 １ 利用者は、システムの利用により発生した一切の損害について、県内自治体に対しその責任

を問わないこととします。

２ 利用者は、システムの利用により第三者に損害を与えた場合には、自己の責任において解決すること

とします。

３ 県内自治体は、第２条ただし書の規定によって、システムの改修又は運用の停止、休止若しくは中断

を行ったことによって生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負わないこととします。

（システム障害時等の措置）

第１２条 システムが障害等により利用できなくなった場合には、利用者は、速やかに公共施設等の窓口

に連絡し、従来の方法による利用申込を行うこととします。

（利用規約の変更）

第１３条 １ 県内自治体は、必要があると認めるときは、利用者に事前の通知を行うことなく、いつでも本

規約に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加することができることとします。

２ 利用者は、利用の都度、本規約の確認を行うこととします。

附 則

本規約は、平成２１年４月１日から施行します。



利用者登録

利用者事前登録について

施設利用申込サービスを初めて利用される方は、利用規約にご同意の上、利用者事前登録（＝利用者

登録）をして下さい。

一度登録されますと、次回ご利用からは、この利用者ＩＤとパスワードでご利用いただけるようになります。

◆ご注意下さい！

登録後は、身分証明書をご持参の上、ご利用の施設窓口で本登録を行ってください。詳しくは、ご利用の

施設窓口までお問合せください。

なお、高松市中学校体育施設（夜間開放）をご利用される場合は、高松市スポーツ振興課（TEL 087-

839-2626）で利用者登録を行ってください。

また、宇多津町施設をご利用される場合は、宇多津町教育委員会事務局（TEL 0877-49-8007）で利用者

登録を行ってください。

本登録を行っていない場合、抽選申込は行えません。また、以下の施設で予約申込が行える状態になり

ますが、自動的に取消となる場合があります。
○香川県施設
香川県総合運動公園（テニス場、多目的広場、野球場会議室、テニス場会議室１、テニス場会議室２、サッカー・ラグ
ビー場会議室のみ）
香東川公園
県立武道館（研修室のみ）
県立丸亀競技場（会議室１～６のみ）
かがわ総合リハビリテーション福祉センター（障がい者団体のみ予約可）

○高松市施設
総合体育館、朝日町庭球場、亀岡庭球場、仏生山運動場、南部運動場、亀水運動センター、西部運動センター、か
わなべスポーツセンター、仏生山公園体育館、塩江町庭球場、内場池運動センター、ホタルと文化の里運動場、牟礼
総合体育館、牟礼御山公園庭球場、牟礼中央公園運動センター、庵治町深間庭球場、庵治運動場、香川総合体育
館、香川町川東体育館、香川屋外球技場、香川町大野河川敷運動場、香川庭球場、香南体育館、香南庭球場、国
分寺橘ノ丘総合運動公園、国分寺勤労青少年ホーム(体育室) 、高松市立東部運動公園（第１サッカー場、フットサル
場、軟式野球場、ソフトボール場）、高松市屋島競技場、高松市仏生山交流センター、高松市ふれあい福祉センター
勝賀

○宇多津町施設
宇多津3号公園テニスコート、宇多津町民体育館、デュアル・スポーツセンター（剣道場、柔道場）、総合型スポーツ施
設（体育館）、宇多津小学校（第１体育館、運動場、プレイルーム）、宇多津北小学校（体育館、運動場）、宇多津中学
校（体育館）

○東かがわ市施設
とらまる公園体育館、とらまる公園キャンプ場、とらまる公園多目的広場、とらまる公園テニスコート

○綾川町施設
綾川町総合運動公園、Ｂ＆Ｇ綾上海洋センター、横山農村運動広場、旧枌所小学校、旧西分小学校、旧羽床上小学
校、綾川中学校、旧綾上中学校、昭和小学校、陶小学校、滝宮小学校、羽床小学校、綾上小学校



1. サービスの選択

トップメニューの「公共施設予約メニュー」ボタンを押します。

2. 項目の選択

公共施設予約メニューから「4．利用者情報の設定・変更」ボタンを押します。



3. 項目の選択2

「１．利用者登録事前入力」ボタンを押します。

4. 項目の選択3

「１.利用者登録事前入力（個人）」ボタンを押します。



5. 利用者登録1

各項目にご自身の情報を入力し、「次へ」ボタンを押します。

6. 利用者登録2

電話番号は必ず一件以上必要です。メールアドレスは確認のため二度入力し、「次へ」ボタンを押します。



7. 利用者登録3

勤務先や学校名、住所を入力し、「次へ」ボタンを押します。

8. 利用者登録4

任意の6～16文字からなる半角英数字を決め、利用者IDとパスワードをそれぞれ入力します。お忘れにな

らないよう控えを取るなどした後、「次へ」ボタンを押します。



9. 利用者登録の確認

利用者登録の確認画面です。内容をご確認の上、「登録」ボタンを押します。

10. 利用者登録の完了

以上で利用者登録が完了しました。「メニューへ戻る」ボタンを押して予約画面へお進み下さい。



利用者登録の変更

1. メニューの選択

トップメニューの「公共施設予約メニュー」ボタンを押します。

2.項目の選択

公共施設予約メニューの「4．利用者情報の設定・変更」ボタンを押します。



3. サービスの選択

「3.登録済利用者情報の変更」を選択し、「次へ」ボタンを押します。

※仮登録（利用者事前入力）の利用者情報は、変更できません。 

4. ログイン

利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

※既にログインされている場合は表示されません。 



5. 利用者登録の変更

変更箇所を修正し、「次へ」ボタンを押します。 

6. 利用者登録の変更確認

利用者登録の変更確認画面です。入力した情報をご確認の上、「変更」ボタンを押します。 



7. 利用者登録の変更完了

以上で利用者登録の変更が完了しました。「メニューへ戻る」より予約画面に戻るか、終了される方は「ロ

グアウトする」ボタンを押します。 



パスワードの変更

1. サービスの選択

トップメニューの「公共施設予約メニュー」ボタンを押します。

2. サービスの選択1

「４．利用者情報の設定・変更」ボタンを押します。



3. サービスの選択2

「２．パスワードの変更・問合せ」ボタンを押します。

4. サービスの選択3

「1.パスワード変更」ボタンを押します。



5. ログイン

利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

※既にログインされている場合は表示されません。

6. 新パスワード入力

古いパスワードと新しいパスワードは確認の為２度入力し、「変更」ボタンを押します。 



7. パスワード変更完了

パスワードの変更が完了しました。「メニューへ戻る」を選択し最初のページへ戻ります。



パスワードの問合せ

1. メニューの選択

トップメニューの「公共施設予約メニュー」ボタンを押します。 

2.サービスの選択1

「4．利用者情報の設定・変更」ボタンを押します。 



3. サービスの選択2

「2．パスワードの変更・問合せ」ボタンを押します。

4. サービスの選択3

「2．パスワード問合せ」ボタンを押します。 



5. パスワードの問合せ

利用者IDと登録時に記入したメールアドレスを入力し、「問合せ」ボタンを押します。

6. パスワードのお問合せ完了

登録先のメールアドレスにパスワードを送信します。しばらく経ってからご確認下さい。 



予約申込

1. サービスの選択

ご希望の申込エリアを選択します。

2. 施設の選択

ご希望の施設を選択し、「次へ」ボタンを押します。

※複数選択可



3. 日時選択

空き状況の照会や予約をしたい日・期間を指定し、「次へ」ボタンを押します。

4. 施設別空き状況（日付）

ご希望の室場の日付を選択し、「次へ」ボタンを押します。 

※複数選択可（○、△のみ選択可）



5. 室場別空き状況（時間帯）

ご希望の時間帯を選択し、「次へ」ボタンを押します。

※複数選択可

6. ログイン

利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

※既にログインされている場合は表示されません。



7. 申込詳細項目

お申込に必要な項目を入力し、「確定」ボタンを押します。 

※複数選択した場合、お申込毎に設定する必要があります。 

※各施設により項目内容は異なります。

8. 予約申込の確認

予約内容の確認画面です。備品予約の必要な方は「備品予約」を選択して下さい。「詳細申請」を選択す

ると前画面：詳細の変更が出来ます。 

※「備品予約」は備品予約が可能な施設でのみ表示します。



9. 備品予約

利用したい備品の数量を入力し、「料金計算」ボタンを押します。料金を確認し、「確定」ボタンを押しま

す。

10. 備品予約の確認

申込内容を確認し、｢申込｣ボタンを押します。



11. 予約申込の完了

予約のお申込が完了しました。印刷をされる場合は「印刷」を押します。終了時は「メニューへ戻る」また

は「ログアウトする」より退出します。同時予約を行う場合は「同時予約を行う」ボタンを押して下さい。

12. 同時予約申請

同時予約が可能な室場が表示されます。同時予約を行いたい室場の「詳細」ボタンを押して下さい。



13. 予約の詳細

選択した施設の詳細が表示されます。「同時予約の追加・取消」ボタンを押して下さい。 

14. 同時予約室場選択

同時予約が可能な室場が表示されます。「予約」ボタンを押して下さい。



15.予約申込の確認 

確認画面が表示されます。「はい」ボタンを押して下さい。

16. 同時予約申請

お申込に必要な項目を入力し、「確定」ボタンを押して下さい。※施設により項目内容は異なります。



17. 予約申込の完了

同時予約が完了しました。「ログアウトする」または「メニューへ」を押してお戻りください。



予約申込の確認

1. サービスの選択

トップメニューの「公共施設予約メニュー」ボタンを押します。

2. 項目の選択

「2．予約内容の確認・取消」ボタンを押します。



3. ログイン

利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

※既にログインされている場合は表示されません。

4. 予約内容の確認

予約状況の一覧が表示されます。「予約／変更」ボタンを押すと備品が変更できます。 

選択した予約の詳細情報を確認する場合は「詳細」ボタンを押します。



5. 備品の変更

変更したい備品の数量を入力し、「料金計算」ボタンを押します。料金を確認し、「次へ」ボタンを押しま

す。

※備品の貸出時間内であれば、利用時間のボタンを押すことで、利用開始・終了の時間変更ができま

す。

6. 備品の変更確認と予約の完了

予約内容を確認して、「予約」ボタンを押します。備品の変更が完了しました。



予約申込の取消

1. サービスの選択

トップメニューの「公共施設予約メニュー」ボタンを押します。 

※施設によってはキャンセル料を徴収する場合がありますが、予約取消は同様の手順で操作が行えま

す。 

2. サービスの選択

「2.予約内容の確認・取消」」ボタンを押します。



3. ログイン

利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

※既にログインされている場合は表示されません。

4. 予約内容の確認・取消

予約状況の一覧が表示されます。取消をする予約内容の「取消」ボタンを選択し、「次へ」ボタンを押しま

す。 

※複数選択可。



5. 予約の取消確認

取消す内容をご確認の上、「取消」ボタンを押します。

6. 予約の取消完了

予約の取消が完了しました。印刷される場合は「印刷」ボタンを押し、最後に「メニューへ戻る」又は「ログ

アウトする」より退出します。



予約申込の取消（キャンセル料発生）

1. トップページ

トップメニューの「公共施設予約メニュー」ボタンを押します。 

※施設によってはキャンセル料を徴収しない場合がありますが、予約取消は概ね同様の手順で操作が行

えます。 

2. サービスの選択

「2.予約内容の確認・取消」」ボタンを押します。



3. ログイン

利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

※既にログインされている場合は表示されません。

4. 予約内容の確認・取消

予約状況の一覧が表示されます。取消をする予約内容の「取消」ボタンを選択し、「次へ」ボタンを押しま

す。 

※複数選択可。



5. 予約申込の取消確認（キャンセル料発生）

キャンセル料の発生する予約取消である確認画面が表示されます。「閉じる」ボタンを押して下さい。

6. 予約の取消確認

予約取消の確認画面です。キャンセル料や取消す予約内容をご確認の上、「取消」ボタンを押します。



7. 予約の取消完了

予約の取消が完了しました。施設により定められた方法でキャンセル料をお支払ください。印刷される場

合は「印刷」ボタンを押し、最後に「メニューへ戻る」又は「ログアウトする」より退出します。



抽選申込

1. サービスの選択

トップページの「抽選に申込める施設」を選択します。

2.施設選択

ご希望の施設を選択し、「次へ」ボタンを押します。

※複数選択可。



3. 日時選択

ご希望の日・期間などを指定して、「次へ」ボタンを押します。

4. 施設別空き状況

[抽選]と表示された箇所が、抽選のお申込が可能です。利用したい室場の[抽選]を選択し、「次へ」ボタン

を押します。

※複数選択可。



5. 時間帯別空き状況

希望する室場の時間帯を選択し、「次へ」ボタンを押します。

※複数選択可。

6. ログイン

利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

※既にログインされている場合は表示されません。



7. 抽選の優先順位指定

抽選申込に必要な項目（優先順位・当選希望数）を入力し、「次へ」ボタンを押します。

8. 抽選申込詳細申請

抽選申込に必要な項目（利用人数・使用目的・行事名）を入力し、「確定」ボタンを押します。 

※施設により内容は異なります。



9. 抽選申込内容の確認

抽選内容の確認画面です。内容をご確認の上「申込」ボタンを押します。変更のある方は、「詳細申請」ボ

タンより前へ戻り修正します。

10. 抽選申込の完了

抽選の申込が完了しました。印刷される場合は「印刷」ボタンを押し、最後に「メニューへ戻る」又は「ログ

アウトする」より退出します。 

※同時申込をする場合は、「同時予約を行う」ボタンを押します。



11. 同時予約の申請

同時予約が可能な室場の一覧です。同時予約の申請を行う室場の「詳細」ボタンを選択してください。

12. 抽選申込の詳細

予約の申込内容を確認し、「同時予約の追加・取消」ボタンを押してください。



13. 同時予約室場選択

同時予約を行うときには、予約したい室場の「予約」ボタンを、同時予約の取り消しを行うときには、取消

を行う室場の「予約取消」ボタンを押してください。

14. 同時予約室場選択

同時予約の「予約」ボタンを押すと、ダイアログが表示されますので「はい」ボタンを押してください。



15. 同時予約抽選申込の詳細申請

同時予約の詳細を入力する画面が開くので、項目を全て入力し、「確定」ボタンを押して下さい。

16. 同時予約抽選申込の完了

同時予約の申込内容を確認してください。



抽選申込の取消

1. サービスの選択

トップページ左より、「ログインする」を選択します。

2.ログイン

利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

※既にログインされている場合は表示されません。



3. サービスの選択

トップページより「公共施設予約メニュー」ボタンを押します。

4. 項目の選択

「３．抽選申込の確認・取消／当選の確定」ボタンを押します。



5. 抽選申込内容一覧

抽選申込の状況一覧が表示されます。ご確認の上、取消をされる場合は「取消」ボタンを選択し、「次へ」

ボタンを押します。 

※同時予約の室場を取消したい場合は「詳細」ボタンを選択します。

6. 抽選申込の取消確認

抽選申込取消の確認画面です。内容をご確認の上、「取消」ボタンを押します。



7. 抽選申込の取消完了

抽選申込の取消が完了しました。印刷される場合は「印刷」ボタンを押します。終了するには「メニューへ

戻る」または「ログアウトする」より退出します。

6. 抽選申込内容一覧

抽選申込の状況一覧が表示されます。同時予約の室場を取消したい場合は「詳細」ボタンを押します。



7. 抽選申込の詳細

抽選申込の同時予約の内容を確認し、取り消す場合は「同時予約の追加・取消」ボタンを押します。

8. 同時予約室場選択

取消を行う室場の「予約取消」ボタンを押します。



9. 同時予約室場選択

「予約取消」ボタンを押すとダイアログが表示されるので、「はい」ボタンを押して下さい。

10. 同時予約室場の取消完了

同時予約の室場の取消しが完了しました。



抽選結果の当選確定

1. サービスの選択

トップページ左上の「ログインする」を選択します。

2.ログイン

利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

※既にログインされている場合は表示されません。



3. サービスの選択

トップページより「公共施設予約メニュー」ボタンを押します。

4. 抽選申込当選確定の選択

「３．抽選申込の確認・取消／当選の確定」ボタンを押します。 



5. 抽選申込内容一覧

抽選申込の状況一覧が表示されます。項目内の状態が｛当選｝の場合は、「確定」ボタンを選択し、「次

へ」ボタンを押します。※この操作を行わないと当日の施設利用はできません。 

※複数選択可

※抽選申込の内容確認をするには、「詳細」ボタンを押します。

6. 当選確定の確認

当選確定の確認画面です。当選確定をする場合は「更新」ボタンを押します。

※こちらの確定作業を行わないと施設をご利用頂けませんのでご注意下さい。



7. 当選確定の完了

抽選申込の確定が完了しました。印刷される場合は「印刷」ボタンを押します。終了時は「メニューへ戻る」

または「ログアウトする」より退出します。



メッセージの確認・削除

1. サービスの選択

トップメニューの「公共施設予約メニュー」ボタンを押します。

「メッセージ（通知）」ボタンからも確認できます。

2. 項目の選択

公共施設予約メニューから「5.メッセージの確認」ボタンを押します。 

※前画面で「メッセージ（通知）」ボタンを選択した場合、メニュー画面は表示されません。



3. ログイン

利用者IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

※既にログインされている場合は表示されません。

4. メッセージ一覧

メッセージ一覧が表示されます。確認したいメッセージの件名を選択します。



5. メッセージ削除一覧

メッセージの詳細が表示されます。メッセージの内容を確認し、「戻る」ボタンを押します。

6. メッセージの一覧

既読のメッセージを削除する場合は「削除」ボタンを選択し、「次へ」ボタンを押します。



色・文字サイズの変更

1.トップページ

トップメニューより「色・文字サイズ変更」ボタンを押します。

2. 全体の文字サイズを変える

表上段の設定変更項目「全体の文字サイズを変える」の右隣にある「小」あるいは「大」を押すと、文字サ

イズが変わります。また「微小」「微大」で微調整ができます。



3. 入力位置・操作対象ボタン表示色を変える

表中段の設定変更項目「入力位置・操作対象ボタン表示色を変える」の右隣にある「前」あるいは「次」を

押すと表示色が変わります。

4. 全体の色の組み合わせを変える

表下段の設定変更項目「全体の色の組み合わせを変える」の右隣にある「前」・「次」や、「詳細設定を表

示」を押すと画面やボタンの表示色を更に細かく設定できます。



5. 設定を保存する

任意の色・文字サイズに変更した後、画面下にある「設定する」を押します。 

※標準に戻すには「標準へ戻す」または「設定しない」を選択します。



読上げブラウザ

1. 読上げブラウザにする

目の不自由な方や目に障がいをお持ちの方が、音声ソフトを使って操作を行う場合は、トップメニュー左

上の「読み上げブラウザ用画面にする」を押して下さい。

2. 読上げブラウザ用画面

読上げブラウザ用画面が表示されます。ご利用になるサービスを選択して下さい。＊「標準画面にする」

を押すと通常画面に戻ります。 


