
対象施設一覧 1/2

施設 項番 施設名称 貸出施設名称 サービス内容 所管課
1 総合体育館 競技場　A面 インターネット予約・抽選 生涯教育課　（指定管理）
2 （貸出施設数＝8) 競技場　B面 インターネット予約・抽選
3 卓球場　A面 インターネット予約・抽選
4 卓球場　B面 インターネット予約・抽選
5 柔道場 インターネット予約・抽選
6 剣道場 インターネット予約・抽選
7 会議室 インターネット予約・抽選
8 多目的広場 インターネット仮予約可能（先着順）
9 岐南町・笠松町社会教育施設 運動場 インターネット予約・抽選
10 （貸出施設数＝3) ﾃﾆｽｺｰﾄ　A面 インターネット予約・抽選
11 ﾃﾆｽｺｰﾄ　B面 インターネット予約・抽選
12 町民運動場 運動場　A面 インターネット予約・抽選
13 （貸出施設数＝3) 運動場　B面 インターネット予約・抽選
14 運動場　C面 インターネット予約・抽選
15 厚八運動場 運動場 インターネット予約・抽選
16 （貸出施設数＝3) ﾃﾆｽｺｰﾄ　A面 インターネット予約・抽選
17 ﾃﾆｽｺｰﾄ　B面 インターネット予約・抽選
18 北小学校 運動場 インターネット予約・抽選
19 （貸出施設数＝3) 体育館　A面 インターネット予約・抽選
20 体育館　B面 インターネット予約・抽選
21 西小学校 運動場 インターネット予約・抽選
22 （貸出施設数＝3) 体育館　A面 インターネット予約・抽選
23 体育館　B面 インターネット予約・抽選
24 東小学校 運動場 インターネット予約・抽選
25 （貸出施設数＝3) 体育館　A面 インターネット予約・抽選
26 体育館　B面 インターネット予約・抽選
27 岐南中学校 運動場 インターネット予約・抽選
28 （貸出施設数＝3) 体育館　A面 インターネット予約・抽選
29 体育館　B面 インターネット予約・抽選
30 防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 多目的ﾎｰﾙ　A面 インターネット予約・抽選
31 （貸出施設数＝7) 多目的ﾎｰﾙ　B面 インターネット予約・抽選
32 多目的ﾎｰﾙ　全面 インターネット予約・抽選
33 研修室（1階） インターネット仮予約可能（先着順）
34 研修室（2階）１面 インターネット仮予約可能（先着順） 　１面もしくは全面のみ貸出可

35 研修室（2階）全面 インターネット仮予約可能（先着順） 　１面ずつは貸出不許可

36 調理室 インターネット仮予約可能（先着順）
37 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾃﾆｽｺｰﾄ　A面 インターネット予約・抽選
38 （貸出施設数＝4) ﾃﾆｽｺｰﾄ　B面 インターネット予約・抽選
39 ﾃﾆｽｺｰﾄ　C面 インターネット予約・抽選
40 ﾃﾆｽｺｰﾄ　D面 インターネット予約・抽選
41 中央公民館 学習室 特定団体ネット仮予約可能（先着順） 生涯教育課　中央公民館
42 （貸出施設数＝9) 集会室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
43 集会室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
44 会議室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
45 講義室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
46 休養室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
47 実習室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
48 講堂 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
49 保育室 内部管理
50 東町民センター 学習室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
51 （貸出施設数＝7) 集会室 内部管理
52 休養室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
53 休養室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
54 休養室3 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
55 休養室全室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
56 保育室 内部管理
57 北町民センター 学習室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
58 （貸出施設数＝7) 集会室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
59 休養室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
60 休養室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
61 休養室3 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
62 休養室全室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
63 保育室 内部管理
64 西町民センター 学習室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
65 （貸出施設数＝7) 学習室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
66 集会室 内部管理
67 休養室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
68 休養室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
69 保育室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
70 休養室保育室全室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
71 南町民センター 学習室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
72 （貸出施設数＝6) 集会室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
73 休養室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
74 休養室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
75 保育室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
76 休養室保育室全室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
77 徳田町民センター 学習室 内部管理
78 （貸出施設数＝5) 集会室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
79 休養室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
80 保育室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
81 休養室保育室全室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
82 平島町民センター 学習室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
83 （貸出施設数＝9) 学習室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
84 学習室全室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
85 集会室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
86 休養室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
87 休養室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
88 休養室3 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
89 休養室全室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
90 保育室 内部管理
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対象施設一覧 2/2

施設 項番 施設名称 貸出施設名称 サービス内容 所管課
91 三宅町民センター 学習室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
92 （貸出施設数＝8) 学習室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
93 学習室全室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
94 集会室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
95 休養室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
96 休養室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
97 休養室3 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
98 休養室全室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
99 獅子舞会館 楽屋1 内部管理
100 （貸出施設数＝9) 楽屋2 内部管理
101 楽屋3 内部管理
102 楽屋全室 内部管理
103 ホール 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
104 研修室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
105 研修室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
106 研修室3 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
107 研修室全室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
108 ほほえみ会館 学習室1 内部管理
109 （貸出施設数＝8) 学習室2 内部管理
110 学習室全室 内部管理
111 和室1 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
112 和室2 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
113 和室全室 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
114 ホール半面 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
115 ホール全面 特定団体ネット仮予約可能（先着順）
116 やすらぎ苑 交流ホール 空き状況照会 福祉課　やすらぎ苑
117 （貸出施設数＝14) 小会議室 空き状況照会
118 ボランティア室 内部管理
119 多目的集会室1 空き状況照会
120 多目的集会室2 空き状況照会
121 多目的集会室全室 空き状況照会
122 保健指導室 内部管理
123 大会議室 空き状況照会
124 研修室 空き状況照会
125 教養娯楽室1 空き状況照会
126 教養娯楽室2 空き状況照会
127 教養娯楽室全室 空き状況照会
128 集会室 空き状況照会
129 学習室 空き状況照会

空き状況はどの施設でもインターネットから確認可能
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