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資料２ 

(1) 生駒市体育施設条例施行規則新旧対照表(第1条関係) 

現行 修正案 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

名称 使用時間 

 

 

生駒市北大和体育館 

生駒市市民体育館 

生駒市小平尾南体育館 

生駒市井出山体育館 

生駒市総合公園体育館 

むかいやま公園体育館 

午前9時から午後9時までとする。 

生駒市武道館 午前9時から午後9時までとする。 

               

      

生駒市北大和グラウンド 

イモ山公園グラウンド 

むかいやま公園グラウンド 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、6月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 

小平尾南少年グラウンド 

生駒市井出山グラウンド 

生駒市健民グラウンド 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、4月1日から11月30日までは、午前9

時から午後9時までとする。 

 

 

生駒市北大和野球場 

 

生駒市総合公園グラウンド 

午前9時から午後9時までとする。 

  

 

 

生駒市浄化センターテニスコート 

イモ山公園テニスコート 

滝寺公園テニスコート 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、6月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 

名称 使用時間 

生駒市生駒北スポーツセンター体

育館 

生駒市北大和体育館 

生駒市市民体育館 

生駒市小平尾南体育館 

生駒市井出山体育館 

生駒市総合公園体育館 

むかいやま公園体育館 

午前9時から午後9時までとする。 

生駒市武道館 午前9時から午後9時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンター野

球場 

生駒市北大和グラウンド 

イモ山公園グラウンド 

むかいやま公園グラウンド 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、5月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 

 

生駒市井出山グラウンド 

生駒市健民グラウンド 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、4月1日から11月30日までは、午前

9時から午後9時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンターグ

ラウンド 

生駒市北大和野球場 

生駒市小平尾南少年グラウンド 

生駒市総合公園グラウンド 

午前9時から午後9時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンターグ

ラウンドランニングトラック 

午前9時から午後7時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンターテ

ニスコート 

生駒市浄化センターテニスコート 

イモ山公園テニスコート 

滝寺公園テニスコート 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、5月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 
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生駒市健民テニスコート 

生駒市総合公園テニスコート 

生駒山麓公園テニスコート 

むかいやま公園テニスコート 

午前9時から午後9時までとする。 

イモ山公園プール 

滝寺公園プール 

午前10時から午後5時までとする。 

生駒市井出山屋内温水プール 午前9時から午後10時までとする。ただ

し、日曜日及び休日は、午前9時から午

後6時までとする。 

生駒市総合公園相撲場 午前9時から午後5時までとする。ただ

し、6月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 
 

生駒市健民テニスコート 

生駒市総合公園テニスコート 

生駒山麓公園テニスコート 

むかいやま公園テニスコート 

午前9時から午後9時までとする。 

イモ山公園プール 

滝寺公園プール 

午前10時から午後5時までとする。 

生駒市井出山屋内温水プール 午前9時から午後10時までとする。た

だし、日曜日及び休日は、午前9時から

午後6時までとする。 

生駒市総合公園相撲場 午前9時から午後5時までとする。ただ

し、5月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 
 

  

 

 

(2) 生駒市体育施設条例施行規則新旧対照表(第 2条関係) 

現行 修正案 

(休館日及び休場日) (休館日及び休場日) 

第3条 体育施設の休館日及び休場日は、次の各号に掲げる体育施設の区分

に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、指定管理者は、必要がある

と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、これを変更し、

又は臨時に休館若しくは休場することができる。 

第3条 体育施設の休館日及び休場日は、次の各号に掲げる体育施設の区分

に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、指定管理者は、必要がある

と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、これを変更し、

又は臨時に休館若しくは休場することができる。 

(1) 次号から第4号までに掲げる体育施設以外の体育施設 12月27日か

ら翌年の1月5日までの日 

(1) 次号から第4号までに掲げる体育施設以外の体育施設 12月27日か

ら翌年の1月5日までの日 

(2) プール(生駒市井出山屋内温水プールを除く。) 9月1日から翌年の7

月19日までの日 

(2) プール(生駒市井出山屋内温水プールを除く。) 9月1日から翌年の7

月19日までの日 

(3) 生駒市井出山屋内温水プール 次に掲げる日 (3) 生駒市井出山屋内温水プール 次に掲げる日 

ア 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する

休日(以下「休日」という。)を除く。) 

ア 毎月第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1

78号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、第3火

曜日) 

イ 12月29日から翌年の1月4日までの日 イ 12月29日から翌年の1月4日までの日 

(4) 生駒山麓公園テニスコート 次に掲げる日 (4) 生駒山麓公園テニスコート 次に掲げる日 

ア 10月1日から翌年の5月31日までの火曜日(休日を除く。) ア 10月1日から翌年の5月31日までの火曜日(休日を除く。) 
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イ 12月27日から翌年の1月5日までの日 イ 12月27日から翌年の1月5日までの日 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

名称 使用時間 

生駒市生駒北スポーツセンター体

育館 

生駒市北大和体育館 

生駒市市民体育館 

生駒市小平尾南体育館 

生駒市井出山体育館 

生駒市総合公園体育館 

むかいやま公園体育館 

午前9時から午後9時までとする。 

生駒市武道館 午前9時から午後9時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンター野

球場              

生駒市北大和グラウンド 

イモ山公園グラウンド 

むかいやま公園グラウンド 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、5月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 

生駒市井出山グラウンド 

生駒市健民グラウンド 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、4月1日から11月30日までは、午前9

時から午後9時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンターグ

ラウンド 

生駒市北大和野球場 

生駒市小平尾南少年グラウンド 

 

生駒市総合公園グラウンド 

午前9時から午後9時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンターグ

ラウンドランニングトラック 

午前9時から午後7時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンターテ

ニスコート 

生駒市浄化センターテニスコート 

イモ山公園テニスコート 

滝寺公園テニスコート 

生駒市健民テニスコート 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、5月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 

名称 使用時間 

生駒市生駒北スポーツセンター体

育館 

生駒市北大和体育館 

生駒市市民体育館 

生駒市小平尾南体育館 

生駒市井出山体育館 

生駒市総合公園体育館 

むかいやま公園体育館 

午前9時から午後9時までとする。 

生駒市武道館 午前9時から午後9時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンター野

球場              

 

 

むかいやま公園グラウンド 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、5月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 

生駒市井出山グラウンド 

生駒市健民グラウンド 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、4月1日から11月30日までは、午前

9時から午後9時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンターグ

ラウンド 

 

生駒市小平尾南少年グラウンド 

イモ山公園グラウンド 

生駒市総合公園グラウンド 

午前9時から午後9時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンターグ

ラウンドランニングトラック 

午前9時から午後7時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセンターテ

ニスコート 

生駒市浄化センターテニスコート 

イモ山公園テニスコート 

滝寺公園テニスコート 

生駒市健民テニスコート 

午前9時から午後5時までとする。ただ

し、5月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 
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生駒市総合公園テニスコート 

生駒山麓公園テニスコート 

むかいやま公園テニスコート 

午前9時から午後9時までとする。 

イモ山公園プール 

滝寺公園プール 

午前10時から午後5時までとする。 

生駒市井出山屋内温水プール 午前9時から午後10時までとする。ただ

し、日曜日及び休日は、午前9時から午

後6時までとする。 

生駒市総合公園相撲場 午前9時から午後5時までとする。ただ

し、5月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 
 

生駒市総合公園テニスコート 

生駒山麓公園テニスコート 

むかいやま公園テニスコート 

午前9時から午後9時までとする。 

イモ山公園プール 

滝寺公園プール 

午前10時から午後5時までとする。 

生駒市井出山屋内温水プール 午前9時から午後10時までとする。た

だし、日曜日及び休日は、午前9時から

午後6時までとする。 

生駒市総合公園相撲場 午前9時から午後5時までとする。ただ

し、5月1日から8月31日までは、午前9

時から午後7時までとする。 
 

  

 


