オーパス・スポーツ施設情報システム

富田林市スポーツ施設情報システム
利用者登録申請のご案内

オーパス・スポーツ施設情報システムは、大阪府域の自治体が共同で運営している
公共スポーツ施設予約システムです。
富田林市スポーツ施設情報システムでは、利用者登録により、インターネットや携
帯ウェブで、本市スポーツ施設の利用抽選申込みや利用申請ができるほか、料金の支
払いが口座振替でできるようになります。
登録に際しては、この案内書をよくお読みください。

～～お問い合わせ～～
◎ 富田林市教育委員会 生涯学習課
電話：０７２１－２６－８０６２
◎ 富田林市立市民総合体育館
電話：０７２１－２４－２２６５
◎ 富田林市立青少年スポーツホール
電話：０７２１－２９－３７７８
◎ 富田林市立総合スポーツ公園
電話：０７２１－３５－２１２１

【平成 29 年 9 月 1 日一部改訂】
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１．利用者登録について
(1) 登録条件
①個人登録：年齢が満１５歳以上の人（中学生は除く）
②団体登録：５人以上で構成され、代表者が満２０歳以上の団体
※市内区分については、富田林市在住・在学・在勤者であること。
※近隣５市町村とは、河内長野市、大阪狭山市、南河内郡太子町・河南町・千早赤阪
村に在住・在学・在勤者であること。
（利用料は市内扱い、申し込み受付は市外扱い）
※重複して個人登録を行うことはできません。また、団体登録された方が他の団体登
録の代表者又は構成員となることもできません。
※申請者が、暴力団員又は暴力団密接関係者であるときは、システムに登録を認めま
せん。また、システムに登録後、暴力団員又は暴力団密接関係者と認められたとき
は、登録の取消しを行います。
※記載された個人情報を富田林市暴力団排除条例に基づき、警察への照会に使用する
ことがあります。

(2) 利用者登録申請の方法
各登録窓口（市民総合体育館・青少年スポーツホール又は総合スポーツ公園）に
あります「預（貯）金口座振替依頼書」と引き落としをする通帳とその印鑑を持っ
て、金融機関窓口へ提出してください。
金融機関から「預（貯）金口座振替依頼書」（本人控）③の用紙を受け取ってく
ださい。（金融機関の確認印のあるもの）
利用者登録申請書と構成員表（団体登録のみ）に金融機関で確認印をもらった
「（貯）金口座振替依頼書」
（本人控）③を添えて、各登録窓口へ提出してください。
※利用者登録申請書、構成員表（団体登録のみ）の用紙は、各登録窓口にありま
す。また、〔富田林市ウェブサイト〕>>〔各課のページ〕>>〔生涯学習課（ス
ポーツ振興）〕からもダウンロードできます。
※申請者（団体の場合は代表者）の本人確認ができる書類（運転免許証など）、持
参してください。また、代理人が申請する場合は、委任状及び代理人本人の確認
ができる書類も持参してください。
(3) 施設利用料金の口座振替
施設の利用料金は、利用登録時に指定された金融機関口座から、利用の翌月の
末日（金融機関の休業日の場合はその翌営業日）に口座振替により徴収します。
残高不足のないようにお願いします。
なお、取扱金融機関は次のとおりです。
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りそな銀行、三井住友銀行、近畿大阪銀行、三菱東京 UFJ 銀行、
大阪南農業協同組合、みずほ銀行、関西アーバン銀行、池田泉州銀行、
近畿労働金庫、南都銀行、大正銀行、紀陽銀行、大阪シティ信用金庫
※ゆうちょ銀行は取扱いしておりません。

(4) 利用者登録カードの交付等
利用者登録後、利用者登録カードを交付します。
施設の利用時に、利用者登録カードの提示をお願いすることがあります
ので、必ず持参してください。
(5) 利用者登録の更新
利用者登録は３年間有効で、更新期日までに利用者登録の廃止手続きがなけれ
ば自動的に更新されます。
なお、登録及び更新時には、登録料（５００円）・更新料（３００円）が必要
です。その翌月に施設利用料金と合わせて口座振替により徴収します。
２．施設のご案内
このシステムで利用できる本市のスポーツ施設は次のとおりです。
名

称

施

設

名

登録区分

市民総合体育館

競技場・剣道場・柔道場・
大会議室・小会議室

団体登録

青少年スポーツホール

競技場・会議室

団体登録（市内団体のみ）

津々山台第２テニスコート

ハードコート（２面）

個人登録

中野テニスコート

ハードコート（３面）
クレーコート（５面）

個人登録

金剛東テニスコート

アンツーカコート（２面）

個人登録（市内登録者のみ）

津々山台テニスコート

アンツーカコート（２面）

個人登録（市内登録者のみ）

金剛テニスコート

アンツーカコート（１面）

個人登録（市内登録者のみ）

錦織多目的運動広場

グラウンド（１面）

団体登録（市内団体のみ）

金剛東グラウンド

グラウンド（１面）

団体登録（市内団体のみ）

金剛中央グラウンド

グラウンド（１面）

団体登録（市内団体のみ）

石川河川敷
喜志プール横グラウンド

グラウンド（１面）

団体登録（市内団体のみ）

石川河川敷喜志グラウンド

グラウンド（２面）

団体登録（市内団体のみ）

石川河川敷若松東グラウンド

グラウンド（１面）

団体登録（市内団体のみ）

石川河川敷石川グラウンド

グラウンド（１面）
ゲートボール場（２面）

団体登録（市内団体のみ）

石川河川敷川西グラウンド

グラウンド（４面）
ゲートボール場（２面）

団体登録（市内団体のみ）
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石川河川敷西板持グラウンド
津々山台ゲートボール場
石川河川敷
川西グラウンドゴルフ場
総合スポーツ公園

グラウンド（３面）
屋根付ゲートボール場（２
面）

団体登録（市内団体のみ）
団体登録（市内団体のみ）

グラウンド（２面）

団体登録（市内団体のみ）

多目的競技場・野球場
ゲートボール場

団体登録

テニスコート（８面）

個人登録

３．施設利用の流れ
このシステムで利用できる施設利用のながれは次のとおりです。
（市内登録のみ）
手

続 き

①抽選の申込み
抽選申込

期

日

【総合体育館】
利用月４ヶ月前の１日～１０日

内

容

この期間中に利用希望を申
し込みます。

【有料テニスコート】
利用月３ヶ月前の１日～１０日
【青少年スポーツホール】
【無料テニスコート】・
【グラウンド】
利用月２ヶ月前の１日～１０日
【総合スポーツ公園】
利用月３ヶ月前の１日～１０日

②抽選

【総合体育館】
利用月４ヶ月前の１１日

コンピュータにより抽選し
ます。

【有料テニスコート】
利用月３ヶ月前の１１日
【青少年スポーツホール】
【無料テニスコート】・
【グラウンド】
利用月２ヶ月前の１１日
【総合スポーツ公園】
利用月３ヶ月前の１１日

③抽選結果の確認と
当選施設の利用申請
抽選照会確定

抽選結果を確認してくださ

【総合体育館】
利用月４ヶ月前の１２日～１８日
【有料テニスコート】
利用月３ヶ月前の１２日～１８日
【青少年スポーツホール】
【無料テニスコート】・
【グラウンド】
利用月２ヶ月前の１２日～１８日
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い。この期間内に利用申請
を行わないと当選は無効に
なり利用できません。

【総合スポーツ公園】
利用月３ヶ月前の１２日～１８日

④空き施設の利用申請
空き照会・予約

【総合体育館】
利用月３ヶ月前の１日午前０時～
利用日の当日まで

空き情報を案内し、先着順
で利用申請を受け付けま
す。

【有料テニスコート】
利用月２ヶ月前の１日午前０時～
利用日の当日まで
【青少年スポーツホール】
【無料テニスコート】・
【グラウンド】
利用日１ヶ月前の同日午前０時～
利用日の当日まで
【総合スポーツ公園】
利用月３ヶ月前の１２日午前０時～
利用日の当日（野球場は前日）まで

⑤利用申請の取消し
予約照会・取消

利用日当日まで

⑥施設の利用

当日

申請日から利用日の 30 日
前まで 5 割、利用日の 29
日前から 15 日前まで 8 割、
利用日の 14 日前から利用
日まで全額の取消料を徴収
します。
利用者登録カードは提示を
お願いすることがあります
ので、必ず持参してくださ
い。

⑦料金の支払い

利用日の翌月末日

利用日の翌月の末日（金融
機関の休業日の場合はその
翌営業日）に指定口座から
振替します。

※各施設により、抽選日、申込期日や空き施設の利用申請が異なりますので、ご注意
ください。
※富田林市外の方は、抽選の申し込みができません。また、富田林市外の方の利用に
ついては、総合体育館は利用月の２ヶ月前の同日午前０時から、有料テニスコート
は利用月の１ヶ月前の同日午前０時から、総合スポーツ公園の各施設は利用月の２
ヶ月前の同日午前０時から、空き施設の利用申請を受け付けます。
※無料施設（青少年スポーツホール・無料テニスコート・グラウンド）は富田林市外
の方は利用できません。
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※利用申請の変更を行う場合は、利用受付窓口で申請してください。
※未登録者の方も、各窓口で利用申請を行うことができます。
４．申込可能回数
１登録カードにつき、次の回数以内の申込みが可能です。
※テニスコートは抽選申し込み及び利用申し込みについては、個人登録者のみ
利用可能です。
※グラウンド（無料）は、土・日曜日、祝日のみが抽選対象です。グラウンド
の平日利用については、利用日１ヶ月前の同日午前０時～先着順で利用申請
を受け付けます。（市内の団体登録のみ）
施

設

名

抽

選

対象日

抽選申込回数

空き申込回数

市民総合体育館

全日

６回

制限なし

青少年スポーツホール

全日

６回

６回

津々山台第２テニスコート

全日

中野テニスコート

全日

６回

制限なし

金剛東テニスコート

全日

津々山台テニスコート

全日

６回

６回

金剛テニスコート

全日

１２回

１０回

１０回

制限なし

錦織多目的運動広場

土日祝

金剛東グラウンド

土日祝

金剛中央グラウンド

土日祝

石川河川敷喜志プール横グラウンド

土日祝

石川河川敷喜志グラウンド

土日祝

石川河川敷若松東グラウンド

土日祝

石川河川敷石川グラウンド

土日祝

石川河川敷川西グラウンド

土日祝

石川河川敷西板持グラウンド

土日祝

津々山台ゲートボール場

土日祝

石川河川敷川西グラウンドゴルフ場

土日祝

総合スポーツ公園

全日
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