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音声応答マニュアル  【コード表】 

次の番号に電話をかけて、その後の音声ガイダンスにしたがって操作してください。 

   「e-kanagawa 公共施設利用予約システム」音声応答電話番号 

     ０４５－６４０－１０２８ 

プッシュ回線対応になっておりますので、うまく操作できない場合には電

話機の「＊（アスタリスク）」を押すなどして、トーン発信（ピポパの音）で

きるようにしてから操作してください。詳しくはご使用の電話機の取扱説明

書などをお読みください。 

※ 音声応答からは「セット室場」「備品」の申し込みはできません。 

 

サービスコードの中から希望する項目を選びます。 

 
音声案内が流れますので、案内の順番で選択するコード番号を押して指定し

ます。  終了する場合は、音声案内に従って電話を切ります。 

 

（１）中井中央公園 

室場名 場所名（コード） 主な 利用目的コード 

野球場 
野球場 

（241000001） 

0031[軟式野球（高校生以上）]、0032[軟式野球（中学

生）]、0033[軟式野球（小学生）]、0034[硬式野球（高

校生以上）]、0035[硬式野球（中学生）]、0036[硬式

野球（小学生）]、0038[ソフトボール（高校生以上）]、

0039[ソフトボール（中学生）]  、0040[ソフトボール

（小学生）] 

多目的

広場 

多目的広場（北側） 

（241000002） 

0031[軟式野球（高校生以上）]、0032[軟式野球（中学

生）]、0033[軟式野球（小学生）]、0038[ソフトボー

ル（高校生以上）]、0039[ソフトボール（中学生）]  、

0040[ソフトボール（小学生）] 

多目的広場（南側） 

（241000003） 

0011[サッカー（高校生以上）]、0012[サッカー（中学

生）] 、0013[サッカー（小学生）] 

パークゴルフ場 
※ 予約不要、団体２０人以上は生涯学習課まで 

0465-81-3907 

音声応答マニュアル  【コード表】 
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（２）境コミュニティセンター 

室場名 場所名（コード） 主な 利用目的コード 

生涯学

習室 

生涯学習室 

（242000001） 

0106[空手道]、0509[レクリエーション] 

1101[教室・研修会・講習会]、1102[講演・講座（営利

目的）]、1103[講演・講座（非営利目的）]、1104[会

議]、1105[勉強会]、1106[説明会]、1107[交流会]、

1108[懇親会]、1109[抽選会] 

1202[民謡・舞踊・詩吟・謡曲]、1203[趣味活動]、

1204[書道]、1205[華道]、1222[俳句・短歌・川柳]、

1225[囲碁・将棋]、1303[体操]、1304[ダンス] 

1401[ボランティア活動]、1402[健康診断（営利目的）]、

1403[練習] 

調理実

習室 

調理実習室 

（242000002） 
1201[料理] 

和 室 

和室（1＋2） 

（242000003） 

 

和室（１） 

（242000004） 

和室（2） 

（242000005） 

0509[レクリエーション] 

1101[教室・研修会・講習会]、1102[講演・講座（営利

目的）]、1103[講演・講座（非営利目的）]、1104[会

議]、1105[勉強会]、1106[説明会]、1107[交流会]、

1108[懇親会]、1109[抽選会] 

1202[民謡・舞踊・詩吟・謡曲]、1203[趣味活動]、

1204[書道]、1205[華道]、1222[俳句・短歌・川柳]、

1225[囲碁・将棋]、1303[体操]、1304[ダンス]、

1306[カラオケ] 

1401[ボランティア活動]、1402[健康診断（営利目的）]、

1403[練習] 

多目的

広場 

多目的広場 

（242000006） 

0509[レクリエーション] 

1203[趣味活動] 
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（３）農村環境改善センター 

室場名 場所名（コード） 主な 利用目的コード 

多目的

ホール 

多目的ホール 

（243000001） 

0023[バドミントン]、0046[卓球]、0102[剣道]、

0105[少林寺拳法]、0106[空手道]、0107[居合道]、

0115[太極拳]、0116[日本拳法]、0401[インディア

カ]、0408[ソフトバレーバール]、0501[ヨガ・気功]、

0511[綱引き]、1001[ホール利用] 

1101[教室・研修会・講習会]、1102[講演・講座（営利

目的）]、1103[講演・講座（非営利目的）]、1104[会

議]、1105[勉強会]、1106[説明会]、1107[交流会]、

1108[懇親会]、1109[抽選会] 

1301[合唱（コーラス）]、1303[体操]、1304[ダンス]、

1305[バレエ]、1321[吹奏楽]1323[器楽・楽器独奏]、

1347[日本舞踊]、1403[練習] 

相談室 

（１階

和室） 

相談室（１階和室） 

（243000002） 
1101[教室・研修会・講習会]、1102[講演・講座（営利

目的）]、1103[講演・講座（非営利目的）]、1104[会

議]、1105[勉強会]、1106[説明会]、1107[交流会]、

1108[懇親会]、1109[抽選会] 

1203[趣味活動]、1225[囲碁・将棋]、1401[ボランテ

ィア活動]、1403[練習] 

和室研

修室 

（２階

和室） 

和室研修室 

（２階和室） 

（243000003） 

研修室 

研修室（１＋２） 

（243000004） 

 

研修室（１） 

（243000005） 

研修室（２） 

（243000006） 

1101[教室・研修会・講習会]、1102[講演・講座（営利

目的）]、1103[講演・講座（非営利目的）]、1104[会

議]、1105[勉強会]、1106[説明会]、1107[交流会]、

1108[懇親会]、1109[抽選会] 

1203[趣味活動]、1221[七宝焼き]、1222[俳句・短歌・

川柳] 、1303[体操]、1304[ダンス]、1321[吹奏楽]、

1323[器楽・楽器独奏] 

1401[ボランティア活動]、1402[健康診断（営利目的）]、

1403[練習] 
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（４）井ノ口公民館 

室場名 場所名（コード） 主な 利用目的コード 

音楽室 
音楽室 

（244000001） 

1101[教室・研修会・講習会]、1102[講演・講座（営利

目的）]、1103[講演・講座（非営利目的）]、1104[会

議]、1105[勉強会]、1106[説明会]、1107[交流会]、

1108[懇親会]、1109[抽選会] 

1302[ピアノ等]、1401[ボランティア活動]、1403[練

習] 

調理実

習室 

調理実習室 

（244000002） 
1201[料理] 

工芸室 
工芸室 

（244000003） 

1101[教室・研修会・講習会]、1102[講演・講座（営利

目的）]、1103[講演・講座（非営利目的）]、1104[会

議]、1105[勉強会]、1106[説明会]、1107[交流会]、

1108[懇親会]、1109[抽選会] 

1203[趣味活動]、1226[陶芸] 

和 室 
和 室 

（244000004） 

1101[教室・研修会・講習会]、1102[講演・講座（営利

目的）]、1103[講演・講座（非営利目的）]、1104[会

議]、1105[勉強会]、1106[説明会]、1107[交流会]、

1108[懇親会]、1109[抽選会] 

1203[趣味活動]、1222[俳句・短歌・川柳]、1225[囲

碁・将棋] 、1401[ボランティア活動]、1403[練習] 

茶 室 
茶 室 

（244000005） 
1206[茶道] 

研修室 

研修室（１＋２） 

（244000006） 

 

研修室（１） 

（244000007） 

研修室（２） 

（244000008） 

1101[教室・研修会・講習会]、1102[講演・講座（営利

目的）]、1103[講演・講座（非営利目的）]、1104[会

議]、1105[勉強会]、1106[説明会]、1107[交流会]、

1108[懇親会]、1109[抽選会] 

1203[趣味活動]、1222[俳句・短歌・川柳]、1225[囲

碁・将棋] 、1401[ボランティア活動]、1403[練習] 

講 堂 
講 堂 

（244000009） 

0046[卓球]、0105[少林寺拳法]、0106[空手道]、

0115[太極拳]、0116[日本拳法] 、0501[ヨガ・気功] 

1101[教室・研修会・講習会]、1102[講演・講座（営利

目的）]、1103[講演・講座（非営利目的）]、1104[会

議]、1105[勉強会]、1106[説明会]、1107[交流会]、

1108[懇親会]、1109[抽選会] 

1303[体操]、1304[ダンス]、1305[バレエ]、1403[練

習] 
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（5）利用目的コード一覧 
 

種目コード  種目名 

0001 硬式テニス 

0002 ソフトテニス 

0011 サッカー（高校生以上） 

0012 サッカー（中学生） 

0013 サッカー（小学生） 

0014 フットサル 

0021 バレーボール 

0022 バスケットボール 

0023 バトミントン 

0031 軟式野球（高校生以上） 

0032 軟式野球（中学生） 

0033 軟式野球（小学生） 

0034 硬式野球（高校生以上） 

0035 硬式野球（中学生） 

0036 硬式野球（小学生） 

0037 硬式野球 

0038 ソフトボール（高校生以上） 

0039 ソフトボール（中学生） 

0040 ソフトボール（小学生） 

0041 陸上競技 

0042 水泳 

0043 ラクロス 

0044 ラグビー 

0045 アメリカンフットボール 

0046 卓球 

0047 ハンドボール 

0048 フェンシング 

0049 トランポリン 

0050 ティーボール 

0101 柔道 

0102 剣道 

0103 弓道 

0104 合気道 

0105 少林寺拳法 

0106 空手道 

0107 居合道 

0108 杖道 

0109 躰道 

0110 短剣道 

0111 柔術 

0112 銃剣道 

0113 なぎなた 

0114 テコンドー 

0115 太極拳 

0116 日本拳法 

0201 体操（音あり） 

0202 体操（音なし） 

0203 器械体操 

0204 新体操 

0301 社交ダンス（ヒールあり） 

0302 社交ダンス（ヒールなし） 

0303 社交ダンス（ヒールカバー着用） 

0304 リズムダンス 

0305 フォークダンス 

0306 フラダンス 

0307 スクエアダンス 

0308 ラウンドダンス 

0309 クラシックバレエ 

0310 エアロビクスダンス 

0401 インディアカ 

0402 インドアテニス 

0403 カローリング 

0404 キンボール 

0405 グラウンドゴルフ 

0406 スポーツチャンバラ 

0407 スポーツ吹き矢 

0408 ソフトバレーボール 

0409 ターゲットバードゴルフ 

0410 パークゴルフ 

0411 バードフォロー 

0412 バウンドテニス 

0413 ペタンク 

0414 ミニバレー 

0415 ユニカール 

0416 ラケットテニス 

0417 輪投げ 

0418 ワンバウンドバレー 

0501 ヨガ・気功 

0502 キックベース 

0503 ゲートボール 

0504 ドッジボール 

0505 バトントワリング 

050６ 民謡 

0507 よさこい 

0508 マーチングバンド 

0509 レクリエーション 

0510 会議 

0511 綱引き 

1001 ホール利用 

1002 作品展示 

1003 ホール利用（懇親会） 

1101 教室・研修会・講習会 

1102 講演・講座（営利目的） 

1103 講演・講座（非営利目的） 

1104 会議 

1105 勉強会 
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1106 説明会 

1107 交流会 

1108 懇親会 

1109 抽選会 

1110 シンポジウム・研究発表会 

1111 式典 

1112 面接・試験 

1201 料理 

1202 民謡・舞踊・詩吟・謡曲 

1203 趣味活動 

1204 書道 

1205 華道 

1206 茶道 

1221 七宝焼き 

1222 俳句・短歌・川柳 

1223 上映会 

1224 郷土芸能・古典芸能 

1225 囲碁・将棋 

1226 陶芸 

1227 写真・絵画 

1228 パソコン 

1229 語学 

1230 歴史文学 

1231 園芸・工芸 

1232 手芸・裁縫 

1233 育児・幼児教育 

1234 健康・福祉 

1235 読書会・朗読会等 

1236 造形創作 

1237 文学活動その他 

1301 合唱（コーラス） 

1302 ピアノ等 

1303 体操 

1304 ダンス 

1305 バレエ 

1306 カラオケ 

1321 吹奏楽 

1322 オーケストラ 

1323 器楽・楽器独奏 

1324 器楽アンサンブル・楽器合奏 

1325 室内楽 

1326 クラシック 

1341 声楽 

1342 邦楽 

1343 ポピュラー音楽等 

1344 ミュージカル・オペラ 

1345 児童劇等 

1346 演劇 

1347 日本舞踊 

1348 コンサート 

1349 録音・録画 

1350 楽器練習 

1351 歌謡 

1352 演芸 

135３ ジャズ 

1４01 ボランティア活動 

1402 健康診断（営利目的） 

1403 練習 

1404 レクリエーション 

1405 育児・保育活動 
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    （６） 予約申込イメージ（例） 
 

（ア）施設コード入力（９桁） 

   予約申込を行う施設の場所名コード（１～４ページ参照）を９桁で入力します。 

    ↓ 

（イ）種目コード入力（４桁） 

   利用目的コード（１～６ページ参照）を４桁で入力します。 

    ↓ 

（ウ）希望年月日入力（４桁） 

   予約を希望する月日を４桁で入力します。 

↓ 

（エ）時間帯回答 

   入力した施設コード、利用種目、希望月日の空き時間帯がアナウンスされます。空き時

間帯がない場合は、再度空き状況照会を行うことができます。 

↓ 

（オ）開始時間帯入力（４桁） 

   空いている時間帯から、開始時間帯を時、分の４桁で入力します。 

↓ 

（カ）時間帯回答 

   入力した開始時間帯から、予約できる終了時間の最大がアナウンスされます。入力した

時間帯から、予約できる終了時間の最大アナウンスされます。 

↓ 

（キ）終了時間帯入力（４桁） 

   終了時間帯を時、分の４桁で入力します。 

    ↓ 

（ク）利用条件入力（１桁） 

   利用条件の設定がある場合は、利用条件を１桁で入力します。 

↓ 

（ケ）面数入力（２桁） 

   面数の設定がある場合は、面数を２桁で入力します。 

↓ 

（コ）利用人数入力（６桁） 

   利用人数の設定がある場合は、利用人数を６桁で入力します。 

↓ 

（サ）入力内容復唱、内容確認入力 

   入力した内容がアナウンスされます。入力した内容を確認し、間違っている場合は再度、

施設コードの入力から行うことができます。 

↓ 

（シ）予約データ更新 

   予約データを確定します。 

↓ 

（ス）次処理入力 

   予約申込の継続を選択した場合、前回の検索情報を保持しているため、変更したい条件

設定を選択することができます。 

   同施設で日付変更し、予約申込をすること等が可能です。 


