
松本市施設予約システム対象施設一覧
No 施設名称 施設区分 URL

1 総合体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5722.html
2 南部体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5724.html
3 岡田体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5726.html
4 芳川体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5737.html
5 島内体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5733.html
6 庄内体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5734.html
7 芝沢体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5731.html
8 神林体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5719.html
9 里山辺体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5728.html

10 鎌田体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5729.html
11 今井体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5718.html
12 島立体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5732.html
13 寿体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5721.html
14 寿台体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5720.html
15 本郷体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5717.html
16 内田体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5736.html
17 中央体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5735.html
18 臨空工業団地体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5727.html
19 四賀体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5730.html
20 安曇体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5714.html
21 梓川体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5715.html
22 波田体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5716.html
23 乗鞍体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5725.html
24 奈川寄合渡体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5723.html
25 奈川木曽路原体育館 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5713.html
26 浅間温泉庭球公園 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5738.html
27 美須々屋内運動場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5740.html
28 南部屋内運動場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5742.html
29 沢村庭球場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5746.html
30 波田扇子田庭球場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5709.html
31 波田扇子田屋内運動場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5709.html
32 奈川木曽路原庭球場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5741.html
33 乗鞍テニスコート 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5744.html
34 庄内庭球場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5747.html
35 臨空工業団地庭球場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5745.html
36 野球場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5711.html
37 内田運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5687.html
38 並柳運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5672.html
39 横田運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5690.html
40 入山辺運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5667.html
41 芝沢運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5684.html
42 寿運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5670.html
43 両島浄化センター運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5681.html
44 笹賀運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5680.html
45 今井運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5666.html
46 岡田運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5676.html
47 和田運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5688.html
48 山辺運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5689.html
49 島立運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5685.html
50 あがた運動公園 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5660.html
51 四賀球場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5683.html
52 波田下島運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5665.html
53 波田中央運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5664.html
54 錦部運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5662.html
55 番所運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5661.html
56 奈川木曽路原運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5671.html
57 波田扇子田運動広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5709.html
58 蚕糸記念公園グラウンド 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/84/5678.html
59 大久保原公園グラウンド 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/84/5677.html
60 南部公園グラウンド 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/84/5673.html



61 西原公園グラウンド 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/84/5675.html
62 西南公園グラウンド 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/84/5682.html
63 笹賀流通団地緑地グラウンド 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/84/5679.html
64 芳川公園グラウンド 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/84/5691.html
65 梓川ふるさと公園 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/84/5668.html
66 サッカー場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5699.html
67 かりがねサッカー場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5703.html
68 柔剣道場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5702.html
69 美鈴湖自転車競技場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5705.html
70 四賀屋内ゲートボール場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5710.html
71 波田屋内ゲートボール場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/149/5701.html
72 新村農村広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/5674.html
73 神林農村広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/5669.html
74 穴沢運動公園 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/5645.html
75 稲倉ふれあい広場 体育施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/5663.html
76 駅前会館 会議・文化施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/3/5648.html
77 浅間温泉文化センター 会議・文化施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/3/5647.html
78 トライあい・松本 会議・文化施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/6/5653.html
79 総合社会福祉センター 会議・文化施設 http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/outline/facilities/center/fukushi_center1.php
80 勤労者福祉センター 会議・文化施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/77/5651.html
81 勤労会館 会議・文化施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/77/5649.html
82 教育文化センター 会議・文化施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/kyoiku/list14-64.html 
83 音楽文化ホール 会議・文化施設 https://www.harmonyhall.jp
84 あがたの森文化会館 会議・文化施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/kyoiku/4302.html
85 奈川文化センター夢の森 会議・文化施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4260.html
86 中央公民館・Mウィング 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/101/4244.html
87 第二地区公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4246.html
88 第三地区公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4247.html
89 東部公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4279.html
90 城北公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4254.html
91 大手公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4266.html
92 安原地区公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4282.html
93 城東公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4252.html
94 白板地区公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4274.html
95 田川公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4278.html
96 庄内地区公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4276.html
97 鎌田地区公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/83187.html
98 松南地区公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4275.html
99 中山公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4261.html

100 島内公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4296.html
101 島立公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4273.html
102 新村公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/78307.html
103 和田公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4281.html
104 神林公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4255.html
105 笹賀公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4268.html
106 芳川公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4284.html
107 寿公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4288.html
108 寿台公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4257.html
109 岡田公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4265.html
110 入山辺公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4251.html
111 里山辺公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4269.html
112 今井公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4250.html
113 内田公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4280.html
114 本郷公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4249.html
115 松原地区公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4258.html
116 梓川公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4243.html
117 波田公民館 公民館等施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/chiku-info/4248.html
118 新村多目的研修センター 農林コミュニティ施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/4262.html
119 農林漁業体験実習館 農林コミュニティ施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/4264.html
120 林業センター 農林コミュニティ施設 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/74/3165.html


