障がい者のスポーツ・レクリエーション活動や芸術・文化活動に関する情報 【場所（施設）の一覧情報】
お願い
・平成31年度時点の場所（施設）情報です。
・最新情報や、より詳しくお知りになりたい場合は、一覧表に記載の「お問合せ連絡先」に直接お問合せください
地域

情報の
提供団体名

施設の名称

施設の住所

施設の案内

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報

障がいのある人・家族、障がい
者団体・グループ等が、さまざ
会議室、和室
まな行事・学習会・交流会・会
議等に利用できます。多目的ト
イレあり
障がい者手帳を持参された方に
大体育室、小体育室、
対して、使用料割引制度があり
フィットネスルーム、武道
ます。
多目的トイレあり
室、多目的室、会議室

お問合せ連絡先

施設の参考URL

電話 06-6991-5510
FAX 06-6991-5510

http://www.moriguchishisyakyo.com/b_hall.htm

電話 06-6992-8201
FAX 06-6992-8202

http://www.moriguchi-sports.jp

北河内

守口市

守口市障がい者・高齢者交流会館

守口市日吉町1-2-12

北河内

守口市

守口市民体育館

守口市河原町9-2

北河内

守口市

ムーブ２１（生涯学習情報センター）

守口市大日町2-14-10

2019.4.1～2020.3.31まで
改修工事の為、利用不可。
2020.6.1から守口市立図書
館としてオープン。

守口市市民生活部生涯学
習・スポーツ振興課
電話 06-6995-3158
FAX 06-6995-3159

北河内

守口市

エナジーホール（守口文化センター）

守口市河原町8-22

ホール、リハーサル室、和
多目的トイレあり
室、研修室、会議室、工芸
室、音楽室

電話 06-6992-1276
FAX 06-6992-1489

http://www.city.moriguchi.osaka.jp/lifein
fo/kakukanoannai/kikakuzaiseibu/kohok
ochoka/koho/shisetsuichiran/kyoikubu
nkashisetsu/1445415460650.html

電話 050-7105-8097
FAX 072-858-4665

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000
002648.html

北河内

枚方市

旧田中家鋳物民俗資料館

枚方市藤阪天神町5-1

北河内

枚方市

枚方宿鍵屋資料館

枚方市堤町10-27

北河内

枚方市

枚方市立牧野生涯学習市民センター牧野
枚方市牧野北町11番1号
北分館

北河内

枚方市

枚方市立メセナひらかた会館

枚方市新町2丁目1番5号

北河内

枚方市

枚方市立サプリ村野NPOセンター

枚方市村野西町5番1号

北河内

北河内

北河内

北河内

北河内

北河内

北河内

枚方市

枚方市

枚方市

枚方市

枚方市

枚方市

枚方市

枚方市立楠葉生涯学習市民センター

枚方市立サンプラザ生涯学習市民セン
ター

枚方市立蹉跎生涯学習市民センター

枚方市立御殿山生涯学習美術センター

枚方市立牧野生涯学習市民センター

枚方市立津田生涯学習市民センター

枚方市立菅原生涯学習市民センター

枚方市楠葉並木2-29-5

枚方市岡東町12-3-508

枚方市北中振3-27-10

歴史資料館
体験工房

・障がい者の利用料は、一般の
50％
・点字パンフレット
・多目的トイレ設置
主に障がい者(児)で構成する団
集会室、会議室、和室、調 体が使用する場合、使用料の割
引制度があります。
理室等

電話 072-843-5128
FAX 072-843-5128

https://kagiya.hirakata-kanko.org/

電話 050-7102-3170
FAX 072-850-1761

https://makinokita.hirakata-sg.jp/

障がい者団体（要登録）が使用
多目的ホール、軽運動室、 する場合、使用料の割引制度が
和室、会議室、視聴覚室等 あります。

電話 072-843-5551
FAX 072-843-5700

http://www.mecenathirakata.com/

電話 072-805-0105
FAX 072-805-0110

http://www.city.hirakata.osaka.jp/00000
04039.html

電話 050-7102-3131
FAX 072-855-4971

http://www.hira-manatsuna.jp/kuzuha/

電話 072-846-5557
FAX 072-843-8620

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshi
ki/7-8-0-0-0_8.html

電話 050-7102-3133
FAX 072-831-5337

https://sada.hirakata-sg.jp/

電話 050-7102-3135
FAX 072-847-8351

http://www.hiramanatsuna.jp/gotenyama/

電話 050-7102-3137
FAX 072-851-2566

https://makino.hirakata-sg.jp/

電話 050-7102-3139
FAX 072-859-6600

http://www.hira-manatsuna.jp/tsuda/

電話 050-7102-3141
FAX 072-866-8820

http://www.hiramanatsuna.jp/sugawara/

電話 050-7102-3143
FAX 072-860-0501

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshi
ki/7-2-0-0-0_2.html

電話 050-7105-8007
FAX 072-851-6573

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshi
ki/7-1-0-0-0_4.html

電話 072-845-1602
FAX 072-843-3320

http://www.hirakatashakyo.net/rapport/

電話 072-848-4800
FAX 072-840-8499

http://hirakatataikyo.org/sc/index.html

電話 072-898-8181
FAX 072-898-8585

http://hirakatataikyo.org/nagisa/top.htm

電話 072-841-8118
FAX 072-841-8120

https://www.mizuno.jp/facility/osaka/hi
rakata.aspx

歴史資料館

一時利用室（会議室）等

生涯学習市民センター

生涯学習市民センター

生涯学習市民センター

枚方市御殿山町１０－１６ 生涯学習市民センター

枚方市宇山町４－５

枚方市津田北町2-25-3

枚方市長尾元町1-35-1

生涯学習市民センター

生涯学習市民センター

生涯学習市民センター

北河内

枚方市

枚方市立南部生涯学習市民センター

枚方市香里ヶ丘1-1-2

生涯学習市民センター

北河内

枚方市

枚方市立生涯学習情報プラザ

枚方市車塚1-1-1

生涯学習市民センター

北河内

枚方市

枚方市立総合福祉会館

枚方市新町2丁目1番35号

北河内

枚方市

枚方市立総合スポーツセンター

枚方市中宮大池4-10-1

北河内

枚方市

枚方市立渚市民体育館

枚方市渚西3-26-10

体育館（ドームアリーナ・
フィットネスルーム・スカ
イアリーナ・アスレチック
ルーム・会議室）

枚方市伊加賀西町53-2

・体育館（大体育室・体育
室・多目的室・トレーニン
グ室）
・運動広場
・テニスコート

枚方市

枚方市立伊加賀スポーツセンター

主に障がい者（児）で構成され
る団体が使用する場合、使用料
の割引制度があります。
・施設予約に際して、障がい者
関係団体優先室があります。
・主に障がい者等により構成さ
れた団体に対して施設使用料の
減免制度があります。
・施設予約に際して、障がい者
関係団体の優先予約がありま
す。
・主に障がい者等により構成さ
れた団体に対して施設使用料の
減免制度があります。
・施設予約に際して、障がい者
関係団体優先室があります。
・主に障がい者等により構成さ
れた団体に対して施設使用料の
減免制度があります。
・施設予約に際して、障がい者
関係団体優先室があります。
・主に障がい者等により構成さ
れた団体に対して施設使用料の
減免制度があります。
・施設予約に際して、障がい者
関係団体優先室があります。
・主に障がい者等により構成さ
れた団体に対して施設使用料の
減免制度があります。
・施設予約に際して、障がい者
関係団体優先室があります。
・主に障がい者等により構成さ
れた団体に対して施設使用料の
減免制度があります。
・施設予約に際して、障がい者
関係団体の優先予約がありま
す。
・主に障がい者等により構成さ
れた団体に対して施設使用料の
減免制度があります。
・施設予約に際して、障がい者
関係団体優先室があります。
・主に障がい者等により構成さ
れた団体に対して施設使用料の
減免制度があります。
主に障がい者等により構成され
た団体に対して施設使用料の減
免制度があります。

・施設予約に際して、障がい者
等関係団体（要登録）の優先予
約があります。
有料貸室、温水プール、福 ・障がい者等関係団体（要登
祉情報制作室、福祉図書
録）に対して、施設使用料の減
コーナー、福祉機器展示
免制度があります。
コーナー
・障がい者手帳を持参された方
は、温水プールの利用料が無料
になります。
・総合体育館（メインア
リーナ・武道場・サブア
リーナ・トレーニング室・
卓球室・会議室）
・陸上競技場
・テニスコート

北河内

・体験工房の施設予約に際し
て、主に障がい者等により構成
された団体（要登録）に対して
施設使用料の減免制度がありま
す（基本額の50%）。
・多目的トイレ設置

・障がい者の使用料（総合体育
館・陸上競技場）は、基本額の
50％
・バリアフリー対応 (出入口・
トイレ・通路・点字看板・点字
ブロック）
・点字パンフレット
・オストメイト
・障がい者の使用料は、基本額
の50％
・バリアフリー対応 (出入口・
トイレ・通路・点字看板・点字
ブロック）
・点字パンフレット
・オストメイト
・障がい者の使用料（体育館）
は、基本額の50％
・バリアフリー対応 (出入口・
トイレ・通路・点字看板・点字
ブロック）
・オストメイト

障がい者のスポーツ・レクリエーション活動や芸術・文化活動に関する情報 【場所（施設）の一覧情報】
お願い
・平成31年度時点の場所（施設）情報です。
・最新情報や、より詳しくお知りになりたい場合は、一覧表に記載の「お問合せ連絡先」に直接お問合せください
地域

情報の
提供団体名

施設の名称

施設の住所

施設の案内

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報
・障がい者の使用料（体育館・
多目的体育室）は、基本額の
50％
・バリアフリー対応
身体障害者用駐車場、スロー
プ、エレベーター、身体障がい
者用トイレ（多目的トイレ）、
点字案内板、点字ブロック、拡
大読書器、リーディングトラッ
カー、リーディングルーペ、視
覚障害者用ＩＴルーム、電光掲
示板、補聴器サポートシステ
ム、磁気ループ（補聴器サポー
ト）、筆談ボード、手話・筆談
マークを設置、車椅子の貸出、
アンサーユー

北河内

枚方市

枚方市立サプリ村野スポーツセンター

枚方市村野西町5-1

・体育館
・多目的体育室
・運動広場

北河内

枚方市

枚方市立中央図書館

枚方市立車塚2丁目1－1

図書館

枚方市伊加賀東町6-8

・施設予約に際して、障がい者
関係団体優先室があります。
集会室、音楽室、和室、料
・主に障がい者等により構成さ
理実習室、編集室、ホール
れた団体に対して施設使用料の
減免制度があります。

北河内

枚方市

枚方市立枚方公園青少年センター

北河内

枚方市

枚方市市民会館

枚方市岡東町8番33号

北河内

枚方市

王仁公園プール

枚方市王仁公園1-1

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000
000900.html

電話 050-7105-8155
FAX 050-7105-8152

http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshik
i/10-3-0-0-0_10.html

電話 050-7102-3145
FAX 072-843-4699

http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshik
i/3-5-0-0-0_3.html

電話 072-843-1122
FAX 072-843-5062

https://www.hirakata-shimin.jp/

電話 072-858-3000
FAX 072-859-7721

http://hirakata-taikyo.org/wanipool.htm

電話 072-873-0030
FAX 072-873-0119

http://www.daito-30.jp/

電話 072-873-3523
FAX 072-873-3610

http://www.librarydaito.jp/

電話 072-873-1451
FAX 072-873-1461

http://www.librarydaito.jp/

電話 072-812-6768
FAX 072-876-7702

http://www.librarydaito.jp/

電話 072-871-3201
FAX 072-871-3202

https://daito-sports.jp/gymnasium/

電話 072-871-3201
FAX 072-871-3202
※市民体育館

https://daito-sports.jp/tennis/

電話 072-871-3201
FAX 072-871-3202
※市民体育館

https://daito-sports.jp/ground/

障がい者手帳を持参された方に
対して、施設使用料割引制度が
あります。

電話 072-876-7011
FAX 072-876-7702

http://www.rekisupo.com/gymnasium.ht
ml

障がい者手帳を持参された方に
対して、施設使用料割引制度が
あります。

電話 072-876-7011
FAX 072-876-7702

http://www.rekisupo.com/ground.html

電話 072-812-7900
FAX 072-812-7910

https://iipla-h.jimdo.com/北条体育館北条グラウンド/

電話 072-812-7900
FAX 072-812-7910

https://iipla-h.jimdo.com/北条体育館北条グラウンド/

電話 06-6908-2828
ＦＡＸ 06-6908-2872

https://www.library.kadoma.osaka.jp/

・大ホールロビーに障がい者に
対応した多目的トイレを整備し
ています。
集会室、会議室、音楽室、 ・点字ブロックの設置
本館出入口から大ホール出入
料理室、和室、大ホールロ
口
ビー、小ホール
本館出入口から受付
・本館階段手すりに階数を示す
点字があります。
・市内在住の障がい者減免（全
額）あり
プール
・バリアフリー対応
障がい者手帳（身体・療育Ａ）
の部位等級によって、駐車場使
用料割引制度が受けられる場合
があります。

北河内

大東市

大東市立総合文化センター

大東市新町13番30号

北河内

大東市

大東市立中央図書館

大東市新町13番30号

図書館

点字図書・録音図書を貸出しし
ています。

北河内

大東市

大東市立西部図書館

大東市氷野4丁目4番70号

図書館

点字図書・録音図書を貸出しし
ています。

北河内

大東市

大東市立東部図書館

大東市野崎3丁目6番1号

図書館

点字図書・録音図書を貸出しし
ています。

北河内

大東市

大東市立市民体育館

大東市寺川1丁目20番20号

北河内

大東市

大東市立龍間運動広場

大東市龍間1981番地の7

運動施設

北河内

大東市

大東市立テニスコート

大東市谷川2丁目9番

テニスコート

北河内

大東市

大東市立四条体育館

大東市野崎3丁目6番1号

体育館

北河内

大東市

大東市立四条グラウンド

大東市野崎3丁目6番1号

グラウンド

大東市立北条体育館

大東市北条１丁目１６番１
体育館
６号

大東市立北条グラウンド

大東市北条１丁目１６番１
グラウンド
６号

北河内

北河内

大東市

大東市

門真市

門真市立図書館

門真市新橋町3-4-101

北河内

門真市

ルミエールホール（門真市民文化会館） 門真市末広町29-1

北河内

門真市

中塚荘（門真市立市民交流会館）

北河内

北河内

門真市

門真市

門真市立生涯学習センター

門真市立青少年活動センター

門真市月出町11-1

門真市大字北島546

門真市大字北島546

障がい者手帳を持参された方に
体育館、スポーツ施設、ス 対して、施設使用料割引制度が
あります。
ポーツジム

図書館

施設の参考URL

電話 072-805-0105
FAX 072-805-0110

大ホール、多目的小ホー
ル、市民ギャラリー

北河内

お問合せ連絡先

障がい者手帳を持参された方に
対して、施設使用料割引制度が
あります。
障がい者手帳を持参された方に
対して、施設使用料割引制度が
あります。

障がい者手帳を持参された方に
対して、施設使用料割引制度お
よび駐車場使用料割引制度があ
ります。
障がい者手帳を持参された方に
対して、施設使用料割引制度お
よび駐車場使用料割引制度があ
ります。
・対面朗読サービス
・点字図書、録音図書、大活字
本の貸
出
・郵送貸出
・ＦＡＸによる本の予約サービ
ス
・多目的トイレ、エレベー
ター、車椅
子常備、点字ブロック、リー
ディン
グトラッカー、筆談ボード、
拡大読
書器の設置
・ＬＬブックコーナーの設置

大ホール、ホワイエ、小
ホール、レセプションホー
ル、パントリー、リハーサ
障がい者に対する割引制度はあ
ル室、練習室、展示ホー
りません。
ル、会議室、研修室、講師
控室、多目的室、茶室、和
室、楽屋

電話 06-6908-5300
FAX：06-6908-5922

http://npotoybox.jp/lumi/

障がい者に対する割引制度はあ
りません。

電話 06-6907-8101
FAX：06-6901-0551

http://npotoybox.jp/naka/

交流サロン、和室、展示
室、研修室
小会議室、研修室、会議
室、多目的室、集会室、Ｉ
Ｔ・視聴覚室、和室、プレ
イルーム、視聴覚室、陶芸
木工室

創作室、練習室、多目的
室、野外活動練習場

主に障がい者や中学生以下、高
齢者（65歳以上）で構成される
団体などに、減免措置がありま
す。
主に障がい者や中学生以下、青
少年育成団体、高齢者（65歳以
上）等で構成される団体など
に、減免措置があります。
※ 門真市立生涯学習センター
に空き室や同様の規模の施設が
ない場合に利用できます。主に
障がい者、中学生以下、高齢者
（65歳以上）で構成される団体
などに、減免措置があります。

北河内

門真市

門真市教育センター

門真市大字北島546

研修室、会議室

北河内

門真市

門真市立門真市民プラザ体育館

門真市北島546

主に障がい者、中学生以下、高
体育室、柔道場、剣道場、 齢者（65歳以上）で構成される
相撲場
団体などに、減免措置がありま
す。

電話 072-887-6682
ＦＡＸ 072-887-6683

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoik
u/shisetsushokai/shimin_plaza/index.ht
ml

電話 072-800-7523
ＦＡＸ 072-800-7523

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoik
u/shisetsushokai/shimin_plaza/index.ht
ml

電話 072-887-6715

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoik
u/shisetsushokai/shimin_plaza/index.ht
ml

電話 072-887-6607
ＦＡＸ 072-887-6683
（生涯学習センター）

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoik
u/shisetsushokai/shimin_plaza/index.ht
ml

障がい者のスポーツ・レクリエーション活動や芸術・文化活動に関する情報 【場所（施設）の一覧情報】
お願い
・平成31年度時点の場所（施設）情報です。
・最新情報や、より詳しくお知りになりたい場合は、一覧表に記載の「お問合せ連絡先」に直接お問合せください
地域

情報の
提供団体名

施設の名称

施設の住所

施設の案内

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報

主に障がい者、中学生以下、高
齢者（65歳以上）で構成される
団体などに、減免措置がありま
す。
主に障がい者、中学生以下、高
齢者（65歳以上）で構成される
テニスコート
団体などに、減免措置がありま
す。
主に障がい者、中学生以下、高
齢者（65歳以上）で構成される
運動広場
団体などに、減免措置がありま
す。
主に障がい者、中学生以下、高
齢者（65歳以上）で構成される
グラウンド
団体などに、減免措置がありま
す。
障がい者に対する割引制度はあ
多目的ホール、会議室、和
りません。
室、料理室

お問合せ連絡先

施設の参考URL

電話 072-887-6607
ＦＡＸ 072-887-6683
（生涯学習センター）

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoik
u/shisetsushokai/shimin_plaza/index.ht
ml

電話 072-881-4343
ＦＡＸ 072-881-4343

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoik
u/shisetsushokai/spo_rec/index.html

電話 072-881-4343
ＦＡＸ 072-881-4343

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoik
u/shisetsushokai/spo_rec/index.html

電話 06-6909-3011

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoik
u/shisetsushokai/spo_rec/index.html

電話 072-885-1141

https://www.city.kadoma.osaka.jp
/kyoiku/shisetsushokai/spo_rec/i
ndex.html

中学生以下の団体の使用に限り
ます。
使用料は無料

電話 06-6902-7195

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoik
u/shisetsushokai/spo_rec/index.html

主に障がい者や中学生以下、高
齢者（65歳以上）で構成される
団体などに、減免措置がありま
す。

電話 06-6901-3300

http://omoroimachi-kadoma.com

門真市新橋町34-24

主に障がい者や中学生以下、高
集会室、児童室、料理教
齢者（65歳以上）で構成される
室、第１会議室、第２会議
団体などに、減免措置がありま
室、講義室
す。

電話 06-6908-9114

http://omoroimachi-kadoma.com

・対面朗読サービス
・点字図書、録音図書、大活字
本の貸
出
・郵送貸出
・ＦＡＸによる本の予約サービ
ス
・リーディングトラッカーの設
置

電話 072-887-6648
ＦＡＸ 072-887-6649

https://www.library.kadoma.osaka.jp/

電話：06-6115-5166
ＦＡＸ：06-6905-8287

https://information.konamisportsclub.jp
/trust/kadoma/

電話 072-862-0111

ssksports.com/shisetsu/shijonawate/

体育館、グラウンド、遊泳 障がい者手帳を持参された方に
プール、トレーニングルー 対して、使用料割引制度があり
ます。
ム、会議室があります。

電話 072-894-1181
ＦＡＸ 072-894-1182

http://www.city.katano.osaka.jp/
shisetsu/2011082900094/

北河内

門真市

門真市立門真市民プラザグラウンド

門真市北島546

グラウンド

北河内

門真市

門真市立テニスコート

門真市三ツ島3丁目12-6

北河内

門真市

門真市立青少年運動広場

門真市三ツ島3丁目12-6

北河内

門真市

門真市立旧第六中学校運動広場

門真市中町１-25

北河内

門真市

門真市南部市民センター

門真市島頭4-4-1

北河内

門真市

旧門真市立北小学校運動場

門真市泉町4-12

グラウンド

北河内

門真市

門真市立文化会館

門真市中町2-3

ホール、第１会議室、第２
会議室、和室、料理講習
室、絵画室、音楽室、第３
会議室

北河内

門真市

門真市立公民館

北河内

門真市

門真市立図書館（門真市民プラザ分館） 門真市大字北島546

図書館

北河内

門真市

門真市立総合体育館

門真市中町11番70号

主に障がい者、中学生以下、高
【利用時間】午前９時から
齢者（65歳以上）で構成される
午後９時
団体などに、減免措置がありま
【休館日】年末年始
す。

北河内

四條畷市

四條畷市立市民総合体育館

四條畷市大字中野550番地
の1

北河内

交野市

交野市立総合体育施設（いきいきラン
ド）

交野市向井田2-5-1

北河内

交野市

星の里いわふね（交野市立いわふね自然
交野市私市9-4-8
の森スポーツ・文化センター）

障がい者手帳所持者に対する利
体育室、会議室、研修室が
用料減免制度があります。
あります。

電話 072-893-3131
ＦＡＸ 072-893-3133

http://www.k-hoshinosato.jp/

北河内

交野市

交野市星田西体育施設

障がい者手帳所持者に対する使
体育室、多目的室がありま
用料割引制度があります。
す。

電話

072-893-7721

http://www.city.katano.osaka.jp/
shisetsu/2011082900131/

電話

072-892-7721

http://www.city.katano.osaka.jp/
shisetsu/2011082900018/

電話

072-892-7721

http://www.city.katano.osaka.jp/
shisetsu/2011082900087/

交野市星田西3-28-1

障がい者の方に対して、使用料
割引制度があります。

北河内

交野市

交野市立青年の家

交野市私部2-29-1

北河内

交野市

交野武道館

交野市私部2-29-3

障がい者手帳を持参された方に
対して、使用料割引制度があり
展示ロビー、研修室があり ます。
ます。
プレクストークを利用できま
す。
武道室、和室、研修室があ 障がい者向け割引制度はありま
ります。
せん。

北河内

交野市

私部公園

交野市私部南3丁目内

グラウンド、テニスコート 障がい者向け割引制度はありま
があります。
せん。

電話

072-892-7721

http://www.city.katano.osaka.jp/
shisetsu/2011092100033/

北河内

交野市

倉治公園

交野市神宮寺2-9-5

グラウンド、テニスコート 障がい者向け割引制度はありま
があります。
せん。

電話

072-892-7721

http://www.city.katano.osaka.jp/
shisetsu/2011092100040/

北河内

交野市

交野市立保健福祉総合センター

交野市天野が原町5-5-1

北河内

交野市

倉治図書館

交野市倉治6-9-20

北河内

交野市

第1児童センター（幾野図書館）

交野市幾野2-6-1

北河内

大阪府

東和薬品RACTABドーム
(大阪府立門真スポーツセンター)

門真市三ツ島3-7-16

エレベーターやスロープを設置
しております。交野市が認める
研修室、多目的ホールがあ
保健福祉団体については、部屋
ります。
の貸出について割引制度があり
ます。
車いすを常備しております。エ
レベーターを設置しておりま
図書館
す。
拡大読書器を利用できます。
バリアフリー化されておりま
図書館（会議室あり）
す。
団体利用者（概ね半数以上が障
がい者の団体）は半額、個人利
プール、アリーナ、アイス 用者は全額免除されます。あら
スケート場（冬季のみ）、 かじめ所定の利用申込書及び使
トレーニングルーム、多目 用料減免・免除申請書を提出し
的ホール、会議室
てください。個人利用者は事前
の書類提出不要。利用当日に窓
口で手帳を提示してください。

電話 072-893-6400（代
http://www.city.katano.osaka.jp/
表）
ＦＡＸ 072-895－1192 shisetsu/2011072700062/
（施設管理）

電話

072-891-1825

http://www.city.katano.osaka.jp/
shisetsu/2011082900100/

電話

072-893-1144

http://www.city.katano.osaka.jp/
shisetsu/2011082900124/

電話 072-881-3715
FAX 072-881-3964

http://www.namihayadome.gr.jp/

