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

三島

茨木市

茨木市立市民体育館

茨木市小川町2-1

第１体育室、第２体育室、
第３体育室、第４体育室、
第５体育室、第１・２会議
室

三島

茨木市

茨木市立福井市民体育館

茨木市西福井三丁目30-45

体育室、多目的室、トレー
ニング室

三島

茨木市

茨木市立東市民体育館

茨木市学園町4-18

アリーナ、会議室、研修
室、トレーニング室

三島

茨木市

茨木市立南市民体育館

茨木市島三丁目8-19

アリーナ、多目的室、会議
室、研修室、卓球室、ト
レーニング室

三島

茨木市

茨木市立中条市民プール

茨木市小川町2-1

屋外プール（50m・25m・幼
児用プール）

三島

茨木市

茨木市立五十鈴市民プール

茨木市五十鈴町11-13

屋外プール（50m・幼児用
プール） 屋内プール
（25mプール）

茨木市立西河原市民プール

茨木市西河原三丁目2-38

屋外プール（流水プール、
幼児用プール、ウォーター
スライダー）
屋内プール（２５ｍプー
ル、リラクゼーションプー
ル、幼児用プール）

宿泊室、多目的室、娯楽
室、庭球場（３面）、グラ
茨木市大字忍頂寺1049番地 ウンド、ゲートボール場、
わんぱく広場、散策路、食
堂、喫茶

三島

茨木市

竜王山荘

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報

施設の案内

個人で利用する場合、身体障害
者手帳、療育手帳又は精神障害
者保健福祉手帳の交付を受けて
いる方及びその介護者に対して
中学生以下の料金が適用されま
す。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている中学生・小学生・3
歳以上の幼児はさらに半額とな
ります。
個人で利用する場合、身体障害
者手帳、療育手帳又は精神障害
者保健福祉手帳の交付を受けて
いる方及びその介護者に対して
中学生以下の料金が適用されま
す。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている中学生・小学生・3
歳以上の幼児はさらに半額とな
ります。
個人で利用する場合、身体障害
者手帳、療育手帳又は精神障害
者保健福祉手帳の交付を受けて
いる方及びその介護者に対して
中学生以下の料金が適用されま
す。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている中学生・小学生・3
歳以上の幼児はさらに半額とな
ります。
個人で利用する場合、身体障害
者手帳、療育手帳又は精神障害
者保健福祉手帳の交付を受けて
いる方及びその介護者に対して
中学生以下の料金が適用されま
す。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている中学生・小学生・3
歳以上の幼児はさらに半額とな
ります。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている方及びその介護者
に対して中学生以下の料金が適
用されます。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている中学生・小学生・3
歳以上の幼児はさらに半額とな
ります。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている方及びその介護者
に対して中学生以下の料金が適
用されます。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている中学生・小学生・3
歳以上の幼児はさらに半額とな
ります。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている方及びその介護者
に対して中学生以下の料金が適
用されます。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている中学生・小学生・3
歳以上の幼児はさらに半額とな
ります。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている方及びその介護者
が宿泊室を利用するときは、4歳
以上中学生以下の料金が適用さ
れます。
身体障害者手帳、療育手帳又は
精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている4歳以上中学生以下
の方はさらに半額となります。

三島

茨木市

茨木市忍頂寺スポーツ公園

三島

茨木市

桑原ふれあい運動広場

茨木市大字桑原37-1

人工芝グラウンド

三島

茨木市

桑原運動広場

茨木市大字桑原18番

グラウンド、フットサル
場、
庭球場（３面）

三島

茨木市

若園運動広場

茨木市真砂二丁目3番

グラウンド

三島

茨木市

若園公園

茨木市真砂二丁目4番

グラウンド、庭球場（６面）

三島

茨木市

春日丘運動広場

グラウンド、庭球場（３
茨木市北春日丘四丁目12番 面）、
弓道場

お問合せ連絡先

施設の参考URL

電話 072-626-3821

http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/shisetsu/sports/taiikukan/13171
04971504.html

電話 072-641-4961

http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/shisetsu/sports/taiikukan/13171
05031723.html

電話 072-633-5701

http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/taiikukan/higasitaii
kukan.html

電話 072-630-0111

http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/shisetsu/sports/taiikukan/13171
05151759.html

電話 072-626-3821

http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/pool/tyujopool.html

電話 072-635-7700

http://isuzu-pool.jp/

電話 072-621-9715

https://nishigawara-pool.jp/

電話 072-649-4402

https://meijisp.jp/ninchoji/

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/s
電話 072-620-1608
himin/sports_suishin/menu/shishetsu/g
(茨木市スポーツ推進課)
round/hureai.html
（グラウンド・フットサル場）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/ground/kuwanoharaund
電話 072-620-1608
ouhirobaguraundo.html
(茨木市スポーツ推進課) （庭球場）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/tennis/kuwanoharaund
ouhirobateikyujou.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/s
電話 072-620-1608
himin/sports_suishin/menu/shishetsu/g
(茨木市スポーツ推進課) round/wakazonoundouhirobaguraundo.h
tml
（グラウンド）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/ground/wakazonokouen
電話 072-620-1608
guraundo.html
(茨木市スポーツ推進課) （庭球場）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/tennis/wakazonokouen
teikyujou.html
（グラウンド）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/ground/kasugaokaundo
uhirobaguraundo.html
（庭球場）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
電話 072-620-1608
/kikou/shimin/sports_suishin/men
(茨木市スポーツ推進課)
u/shishetsu/tennis/kasugaokaundo
ujouhirobateikyujo.html
（弓道場）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/kyudo/kasugaokaundou
hirobakyudoujou.html

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

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報

施設の案内

お問合せ連絡先

三島

茨木市

西河原公園（南）

茨木市西河原二丁目3番

グラウンド、庭球場（３面）

電話 072-620-1608
(茨木市スポーツ推進課)

三島

茨木市

西河原公園（北）

茨木市城の前町1番

グラウンド、庭球場（３
面）、屋内運動場

電話 072-620-1608
(茨木市スポーツ推進課)

三島

茨木市

沢良宜公園

茨木市横江二丁目5番

グラウンド

電話 072-620-1608
(茨木市スポーツ推進課)

三島

茨木市

中央公園（南）

茨木市駅前三丁目9番

グラウンド

電話 072-620-1608
(茨木市スポーツ推進課)

三島

茨木市

中央公園（北）

茨木市駅前四丁目8番

グラウンド

電話 072-620-1608
(茨木市スポーツ推進課)

三島

茨木市

島3号公園

茨木市宮島二丁目7番

グラウンド（大）、
グラウンド（小）

電話 072-620-1608
(茨木市スポーツ推進課)

三島

茨木市

東雲運動広場

茨木市新堂一丁目6番

グラウンド
屋内庭球場（３面）

電話 072-620-1608
(茨木市スポーツ推進課)

三島

茨木市

福井運動広場

茨木市西福井三丁目30番

グラウンド、庭球場（３面）

電話 072-620-1608
(茨木市スポーツ推進課)

三島

茨木市

茨木市立中央図書館

茨木市畑田町1-51

成人図書室、児童室、多目
的室、ギャラリー、会議室

三島

茨木市

茨木市障害福祉センターハートフル

茨木市片桐町４番26号

会議室、研修室、音楽室、
多目的訓練室、調理実習
室、和室、機会・介護入浴
室等

三島

茨木市

水尾公園

茨木市水尾一丁目

グラウンド

三島

茨木市

茨木市福祉文化会館

茨木市駅前四丁目７番55号 ホール、会議室

活字による読書が困難な方へ点
字図書、録音図書の貸出サービ
スがあります。また、希望の本
を音読する対面朗読サービスも
あります。
来館の困難な障害者には図書の
郵送貸出ができます。
オストメイト対応の多目的トイ
レがあります。
障害のある人を対象としたハー
トフル講座等を開催します。
身体障害者用トイレ（オストメ
イト対応）
スロープ、エレベーター、身体
障害者用トイレ、点字案内板、
誘導用ブロックを設置
車いすの貸出あり
スロープ、エレベーター、身体
障害者用トイレ（オストメイト
対応）、点字案内板、誘導用ブ
ロック、障害者優先駐車場を設
置
車いすの貸出あり
スロープ、エレベーター、身体
障害者用トイレ（オストメイト
対応）、点字案内板、誘導用ブ
ロック、障害者優先駐車場を設
置
車いすの貸出あり

http://www.lib.ibaraki.osaka.jp/

電話 072-620-9818
FAX 072-620-9812

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurash
i/fukushi/shogai/shisetsu/heartful/

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/shiset
電話 072-620-1608
(茨木市スポーツ推進課) su/sports/ground/1317107955716.html
072-623-3962

http://www.ibabun.jp/

072-624-1726

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/shiset
su/kyoikubunka/1317033331164.html

072-624-8182

https://www2.kira.city.ibaraki.osaka.jp/

電話 06-6319-0858

https://www.city.settsu.osaka.jp/bunka
/shisetsu/6092.html

茨木市

茨木市市民総合センター

茨木市駅前四丁目６番16号 ホール、会議室

三島

茨木市

茨木市立生涯学習センターきらめき

茨木市畑田町１番43号

ホール、会議室

三島

摂津市

摂津市立温水プール

摂津市三島2丁目4番45号

温水プール

身体障がい者手帳・療育手帳・
精神保健福祉手帳の交付を受け
た方に対して、使用料の全額免
除制度があります。

三島

摂津市

摂津市立柳田テニスコート

摂津市学園町1丁目3番

テニスコート

市内の社会福祉関係団体が使用
株式会社エスエスケイ
する場合は、使用料の4割を減額
（味生体育館内）
します。
電話 06-6349-6554

三島

摂津市

摂津市立くすの木公園テニスコート

摂津市鳥飼上4丁目10番

テニスコート

三島

三島

三島

摂津市

摂津市

摂津市

摂津市スポーツ広場

摂津市立鳥飼体育館

摂津市立正雀体育館

グラウンド

摂津市鳥飼本町1丁目9番45
体育館
号

摂津市正雀4丁目2番3号

体育館

（グラウンド）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/s
himin/sports_suishin/menu/shishetsu/g
round/36225.html
（庭球場）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/s
himin/sports_suishin/menu/shishetsu/t
ennis/36220.html
（グラウンド）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/ground/36224.html
（庭球場）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/tennis/nishigawarako
uenkitateikyujou.html
（屋内運動場）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/taiikukan/nishigawar
akouenokunaiundojou.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/s
himin/sports_suishin/menu/shishetsu/g
round/sawaragikouenguraundo.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/s
himin/sports_suishin/menu/shishetsu/g
round/tyuoukouenminamiguraundo.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/ground/tyuoukouenkit
aguraundo.html
（庭球場）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/tennis/tyuoukouentei
kyujou.html
（グラウンド（大））
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/s
himin/sports_suishin/menu/shishetsu/g
round/shima3gousyouguraundo.html
（グラウンド（小））
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/s
himin/sports_suishin/menu/shishetsu/g
round/shima3gouguraundo.html
（グラウンド）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/ground/shinonomeundo
uhirobaguraundo.html
（庭球場）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/tennis/shinonomeundo
uhirobateikyujou.html
（グラウンド）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/ground/hukuiundouhir
obaguraundo.html
（庭球場）
http://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/shimin/sports_suishin/men
u/shishetsu/tennis/hukuiundouhir
obateikyujou.html

電話 072-627-4129
FAX 072-627-7936

三島

摂津市鳥飼西3丁目8番1号

施設の参考URL

市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額 株式会社エスエスケイ
します。
（味生体育館内）
多目的トイレ有り。
電話 06-6349-6554
市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額 株式会社エスエスケイ
します。
（味生体育館内）
障がい者用トイレ有り。
電話 06-6349-6554
市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額
します。
電話 072-654-6954
障がい者用トイレ有り。
市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額
します。
電話 06-6382-2081
障がい者用トイレ有り。

https://www.city.settsu.osaka.jp/bunka
/shisetsu/tennis/6087.html

https://www.city.settsu.osaka.jp/bunka
/shisetsu/tennis/6084.html

https://www.city.settsu.osaka.jp/bunka
/shisetsu/undoujou/6089.html

https://www.city.settsu.osaka.jp/bunka
/shisetsu/taikukan/6086.html

https://www.city.settsu.osaka.jp/bunka
/shisetsu/taikukan/6085.html

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

三島

三島

三島

三島

三島

三島

情報の
提供団体名

摂津市

摂津市

摂津市

摂津市

摂津市

摂津市

施設の名称

摂津市立味生体育館

摂津市民文化ホール

摂津市立コミュニティプラザ

摂津市立別府コミュニティセンター

摂津市立安威川公民館

施設の住所

摂津市別府2丁目3番1号

摂津市香露園32番16号

摂津市南千里丘5番35号

摂津市別府2丁目10番21号

摂津市正雀4丁目9番28号

施設の案内

体育館

ホール

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報

お問合せ連絡先

市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額
します。
電話 06-6349-6554
障がい者用トイレ有り。
市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額 文化ホール受付事務所
(いきいきプラザ内)
します。
電話 072-635-1404
障がい者用トイレ有り。

市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額
します。また、身体障害者手
ホール、会議室、研修室、
帳・療育手帳・精神障害者保健
工作室、和室、健康増進
福祉手帳の交付を受けた方が駐 電話 06-4860-9300
ルーム、調理実習室、絵本
車場を使用する場合は、使用料
ルーム、子どもルーム
が全額免除になります。
多機能トイレ有り。
市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額
ホール、会議室、研修室、
します。
電話 06－6340－8155
和室、調理実習室、集会室
多機能トイレ有り。

公民館

摂津市立千里丘公民館

摂津市千里丘3丁目9番47号 公民館

三島

摂津市

摂津市立新鳥飼公民館

摂津市鳥飼本町1丁目9番45
公民館
号

三島

摂津市

摂津市立味生公民館

摂津市一津屋1丁目16番13
号

公民館

施設の参考URL

https://www.city.settsu.osaka.jp/bunka
/shisetsu/taikukan/6090.html

http://settsu-bunka-h.com/

http://settsu-cp.com/

http://settsu-befu-cc.com/

市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額
します。
電話 06-6383-6690
障がい者用トイレ有り。

https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki
/kyouikusoumubu/shougaigakushuuka/
kouminkan/index.html

市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額
します。
電話 06-6387-5789
障がい者用トイレ有り。

https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki
/kyouikusoumubu/shougaigakushuuka/
kouminkan/index.html

市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額
します。
電話 072-654-6954
障がい者用トイレ有り。

https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki
/kyouikusoumubu/shougaigakushuuka/
kouminkan/index.html

市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額
します。
電話 06-6340-9700
障がい者用トイレ有り。

https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki
/kyouikusoumubu/shougaigakushuuka/
kouminkan/index.html

市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額
します。
電話 072-653-5735
障がい者用トイレ有り。

https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki
/kyouikusoumubu/shougaigakushuuka/
kouminkan/index.html

点字図書・録音図書の貸出しも
可能です。（登録が必要）
障がい者用トイレ有り。

電話 06-6319-0577

https://www.city.settsu.osaka.jp/map/b
unnka/10207.html

電話 072-653-1040

https://www.city.settsu.osaka.jp/map/b
unnka/10207.html

三島

摂津市

摂津市立鳥飼東公民館

摂津市鳥飼上2丁目3番55号 公民館

三島

摂津市

摂津市民図書館

摂津市正雀4丁目9番25号

三島

摂津市

摂津市立鳥飼図書センター

摂津市鳥飼本町5丁目12番5
図書館
号

点字図書・録音図書の貸出しも
可能です。(登録が必要）
障がい者用トイレ有り。

三島

摂津市

摂津市立市民ルーム
（フォルテ301、フォルテ303）

千里丘東2丁目10番1号＜
フォルテ摂津内＞

市内の社会福祉関係団体が使用 フォルテ摂津内㈱摂津都
する場合は、使用料の4割を減額 市開発
https://www.city.settsu.osaka.jp/bunka
電話 072-621-0111
します。
/shisetsu/shiminroom/6097.html

摂津市

摂津市立市民ルーム
（正雀市民ルーム）

三島

正雀本町1丁目11番1号

図書館

会議室

会議室、調理室、和室

グラウンド

市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額
します。
電話 06-6381-0116
多機能トイレ有り。
市内の社会福祉関係団体が使用
する場合は、使用料の4割を減額 株式会社エスエスケイ
（味生体育館内）
します。
電話 06-6349-6554
障がい者用トイレ有り。

三島

摂津市

摂津市青少年運動広場

摂津市鶴野3丁目1番

三島

島本町

島本町立体育館

島本町桜井二丁目11-22

三島

島本町

島本町立図書館

島本町桜井三丁目4-1

三島

島本町

島本町立歴史文化資料館

島本町桜井一丁目3-1

三島

吹田市

片山市民体育館

吹田市出口町31番2号

体育室
トレーニング室

障がい者手帳を持参された吹田
市内在住に対して、使用料減免
制度があります。

電話 06-6389-2681
FAX 06-6389-2682

三島

吹田市

北千里市民体育館

吹田市藤白台5丁目5番1号

体育室
トレーニング室

障がい者手帳を持参された吹田
市内在住に対して、使用料減免
制度があります。

電話 06-6833-8105
FAX 06-6833-8106

三島

吹田市

山田市民体育館

体育室
吹田市山田西3丁目84番1号 トレーニング室
室内走路

三島

吹田市

南吹田市民体育館

体育室
吹田市南吹田5丁目34番1号 トレーニング室
室内走路

三島

吹田市

目俵市民体育館

吹田市目俵町1番11号

体育室
トレーニング室
室内走路

三島

吹田市

片山市民プール

吹田市出口町31番1号

温水プール
屋外プール（夏期のみ）

三島

吹田市

北千里市民プール

吹田市藤白台5丁目5番2号

屋外プール（夏期のみ）

三島

吹田市

中の島スポーツグラウンド

吹田市中の島6番1号

三島

吹田市

桃山台スポーツグラウンド

吹田市桃山台5丁目5番1号

テニスコート4面
野球場1面

山田スポーツグラウンド

テニスコート2面
吹田市山田西2丁目17番1号
野球場1面

三島

吹田市

https://www.city.settsu.osaka.jp/bunka
/shisetsu/undoujou/6088.html

電話 075-962-1331
FAX 075-962-1331

http://www.shimamotocho.jp/kakuk
a/kyouikuiinkaijimukyoku/syougai
gakusyuu/sport/sports/1319613198
392.html

点字図書・録音図書（カセット
テープ）の貸出あり。
施設内に車イス配置。

電話 075-962-4364
FAX 075-962-1051

http://www.town.shimamoto.osaka.
jp/

スロープ、障がい者用トイレ設
置。
車イス配置。

電話 075-961-3411
FAX 075-585-3411

車イス配置。スロープ、障がい
者用トイレ設置。

テニスコート4面
野球場2面

https://shojyaku.net/facilities/

障がい者手帳を持参された吹田
市内在住に対して、使用料減免
及び駐車料免除制度がありま
す。
障がい者手帳を持参された吹田
市内在住に対して、使用料減免
制度があります。
障がい者手帳を持参された吹田
市内在住に対して、使用料減免
及び駐車料免除制度がありま
す。
障がい者手帳を持参された吹田
市内在住者に対して、使用料減
免制度があります。
障がい者手帳を持参された吹田
市内在住者に対して、使用料減
免制度があります。
障がい者手帳を持参された吹田
市内在住者に対して、使用料減
免制度があります。（テニス
コートご利用者のみ）
障がい者手帳を持参された吹田
市内在住者に対して、使用料減
免制度があります。（テニス
コート利用者のみ）
障がい者手帳を持参された吹田
市内在住者に対して、使用料減
免制度があります。（テニス
コート利用者のみ）

電話 06-6876-8855
FAX 06-6876-8764

電話 06-6386-7050
FAX 06-6386-7703

電話 06-6383-3017
FAX 06-6383-3073

電話06-6388-4496

電話06-6871-9202

http://www.shimamotocho.jp/gyousei/k
akuka/kyouikukodomobu/shougaigakush
uuka/rekishi_bunkazai/rekishibunkashiry
okan/index.html
https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/_97925.ht
ml
https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/_97925.ht
ml
https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/_97925.ht
ml
https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/_97925.ht
ml
https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/_97925.ht
ml
https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/_77584.ht
ml
https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/_77584.ht
ml

電話06-6383-1443

https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/_97893.ht
ml

電話06-6832-5950

https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/_97893.ht
ml

電話06-6876-4339

https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/_97893.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

三島

情報の
提供団体名

吹田市

施設の名称

南正雀スポーツグラウンド

施設の住所

吹田市南正雀2丁目33番30
号

三島

吹田市

総合運動場

吹田市竹谷町37番1号

三島

吹田市

武道館

吹田市山田北2番1号

三島

吹田市

吹田市文化会館

吹田市泉町二丁目29番1号

三島

吹田市

吹田市立千里図書館

吹田市津雲台1丁目2－1

三島

吹田市

吹田市立江坂図書館

吹田市江坂町1丁目19－1

三島

吹田市

吹田市立さんくす図書館

吹田市朝日町3－501

三島

吹田市

吹田市立千里山・佐井寺図書館

吹田市千里山松が丘25番2
号

三島

吹田市

吹田市立千里丘図書館

三島

吹田市

吹田市立山田駅前図書館

三島

高槻市

高槻市立生涯学習センター

施設の案内

テニスコート5面

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報
障がい者手帳を持参された吹田
市内在住者に対して、使用料減
免制度があります。（テニス
コート利用者のみ）

トラック
フィールド
トレーニング室
室内走路

障がい者手帳を持参された吹田
市内在住者に対して、使用料減
免制度があります。

武道室
弓道室

障がい者手帳を持参された吹田
市内在住者に対して、使用料減
免制度があります。

大ホール（１３８２席、う
ち車椅子席１２席）、中
ホール（４９２席～６２２
席、うち車椅子席５席）、
身体障がい者用駐車場
小ホール（１５６席、うち
身体障がい者対応トイレ
車椅子席３席）。
エレベーター
レセプションホール、リ
ハーサル室、練習室１・
２、集会室、展示室、茶
室、和室、会議室１・２、
レストラン
大活字本や録音図書等の貸出、
対面朗読等を行っています。障
がい者用駐車場、多機能トイ
レ、拡大読書器があります。
大活字本や録音図書等の貸出、
対面朗読等を行っています。障
がい者用駐車場、多機能トイレ
があります。
大活字本や録音図書等の貸出、
対面朗読等を行っています。多
機能トイレがあります。

大活字本や録音図書等の貸出、
対面朗読等を行っています。障
がい者用駐車場、多機能トイ
レ、拡大読書器があります。
大活字本や録音図書等の貸出、
対面朗読等を行っています。障
吹田市千里丘上14番33号
がい者用駐車場、多機能トイ
レ、拡大読書器があります。
大活字本や録音図書等の貸出、
対面朗読等を行っています。障
吹田市山田西4丁目2番43号
がい者駐車場、多機能トイレ、
拡大読書器があります。
・生涯学習情報誌「学びのひろ
ば」の点字版を作成していま
す。
・講演会、演奏会等ができる多
目的ホールには、車椅子席を４
席設置しています。
市庁舎・総合センター２階・３
会議室・研修室・ホール・
階（生涯学習センターの施設が
高槻市桃園町2番1号
リハーサル室等
ある階）
・多目的トイレを設置していま
す。
・車椅子に対応したエレベー
ターを設置しています。
・市役所駐車場に障がい者用駐
車スペースがあります。
≪共通≫
・館内に車椅子を６台ご用意してい
ます。
・障がい者用駐車スペースがありま
す。
≪市民会館≫
・身障者用トイレは、諸室棟４階、
大ホール１階席フロア（大ホール利
用時）にあります。
・大ホール１階席に車椅子席が６席
あります。
・集会室や大ホール１階客席へは、
エレベーターおよびスロープを利用
し、移動が可能です。（ただし、大
ホール２階客席へは移動不可）
≪文化ホール≫
・身障者用トイレは、３階、２階、
Ｂ２階、中ホールＢ３階（中ホール
利用時）にあります。
・中ホールＢ３階席に車椅子席が４
席あります。
・各階へはエレベーターおよびス
ロープを利用し移動が可能です。
・各階のエレベーター横及びトイレ
入口に音声・点字の視覚障がい者誘
導システムがあります。

お問合せ連絡先

施設の参考URL

電話06-6317-3914

https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/_97893.ht
ml

電話06-6386-5635
FAX06-6386-6286

https://www.city.suita.osaka.jp/home/s
oshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/undojo.ht
ml

電話06-6877-6211
FAX06-6877-7375

https://www.city.suita.osaka.jp/
home/soshiki/divtoshimiryoku/bunspo/_80860/budo.
html

電話06-6380-2221
FAX06-6330-7230

http://www.maytheater.jp/access/
index.html

電話 06-6834-0132
FAX 06-6834-0560

http://www.suita.osaka.jp/

電話 06-6385-3766
FAX 06-6385-3945

http://www.suita.osaka.jp/

電話 06-6317-0037
FAX 06-6317-0258

http://www.suita.osaka.jp/

電話 06-6192-0516
FAX 06-6192-0517

http://www.suita.osaka.jp/

電話 06-6877-4060
FAX 06-6877-4073

http://www.suita.osaka.jp/

電話 06-6816-7722
FAX 06-6816-7723

http://www.suita.osaka.jp/

電話 072-674-7700
FAX 072-674-7704

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kaku
ka/machi/syougaic/gyomuannai/annai/i
ndex.html

高槻現代劇場
電話 072-671-1061
FAX 072-671-7755

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/bunka/theater/

三島

高槻市

高槻現代劇場（市民会館・文化ホール） 高槻市野見町2-33

集会室・会議室・ホール

三島

高槻市

高槻市立城内公民館

高槻市城内町１番１号

エレベーター、障がい者用駐車
会議室・図書コーナー・料
場（１台）有。多目的トイレを
理実習室等
設置しています。

電話
FAX

072－671-4644
072-671-4552

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku
/kouminnkan/1338873520970.html

三島

高槻市

高槻市立富田公民館

高槻市富田町5-17-1

エレベーター、障がい者用駐車
会議室・図書コーナー・料
場（１台）有。多目的トイレを
理実習室等
設置しています。

電話
FAX

072－693-1671
072－692-6621

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku
/kouminnkan/1338872658218.html

三島

高槻市

高槻市立三箇牧公民館

高槻市三島江1-11-8

エレベーター有。
会議室・図書コーナー・調
多目的トイレを設置していま
理実習室等
す。

電話
FAX

072－677-0965
072－677-0967

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku
/kouminnkan/1338873180966.html

三島

高槻市

高槻市立五領公民館

高槻市五領町11-6

エレベーター、障がい者用駐車
会議室・図書コーナー・料 場（１台）有。
理実習室等
多目的トイレを設置していま
す。

電話
FAX

072－669-6169
072－669-6165

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku
/kouminnkan/1338872272643.html

三島

高槻市

高槻市立如是公民館

高槻市如是町2-5

エレベーター有。
会議室・図書コーナー・調
多目的トイレを設置していま
理実習室等
す。

電話
FAX

072－693-1866
072－693-1866

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku
/kouminnkan/1338872548473.html

三島

高槻市

高槻市立富田ふれあい文化センター

エレベーター,リフト設置、障が
高槻市富田町四丁目15番28 会議室・料理室・研修室・
電話
い者トイレ各階に有り、身体障
号
情報コーナー等
FAX
がい者用駐車場２台有り

072-694-5451
072-694-5453

玄関にスロープ設置、エレベー
ター設置、障がい者トイレ各階
電話
に有り、案内板に点字標記有
FAX
り、身体障がい者用駐車場1台有
り

072-671-9604
072-671-9605

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kakuka/shimin/kasugac/gyomuan
nai/kasuga_fureai.html

三島

高槻市

高槻市立春日ふれあい文化センター

高槻市春日町２２番１号

会議室・料理教室等

三島

高槻市

高槻市立子育て総合支援センター

高槻市北園町６番３０号

身体障がい者用駐車場
学習室・プレイルーム・ベ
身体障がい者対応トイレ
ビールーム
エレベーター

電話
FAX

072-686-3030
072-686-3033

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/scen
e/ninshin/kosodate_jyouhou/13304071
22015.html

三島

高槻市

高槻市立庄所子育てすくすくセンター

高槻市南庄所町３番３号

一時預かりスペース・交流 身体障がい者用駐車場
スペース
身体障がい者対応トイレ

電話 072-674-3080
FAX 072-674-3080

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kaku
ka/kodomo/kosodat/gyomuannai/sukus
ukusenta.html

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

三島

三島

三島

三島

三島

三島

三島

三島

情報の
提供団体名

高槻市

高槻市

高槻市

高槻市

高槻市

高槻市

高槻市

高槻市

施設の名称

堤運動広場

南大樋運動広場

庄所運動広場

牧田運動広場

西大樋テニスコート

芥川緑地テニスコート

郡家テニスコート

市民プール

施設の住所

高槻市堤町3-1

高槻市南大樋町970

高槻市南庄所町3-1

高槻市牧田町26-1

高槻市西大樋町1-1

高槻市南平台5丁目59-1

高槻市郡家本町10-32

高槻市芝生町4-3-11

高槻市

萩谷総合公園野球場、萩谷総合公園テニ
高槻市萩谷111-1
スコート、萩谷総合公園サッカー場

三島

高槻市

古曽部防災公園体育館、古曽部防災公園
高槻市古曽部町3丁目15-1
野球場

三島

高槻市

高槻市立障がい者福祉センター

三島

高槻市城内町1番11号

三島

高槻市

高槻市立総合市民交流センター

高槻市紺屋町１番２号

三島

高槻市

高槻市立芥川公民館

高槻市芥川町4-20-12

三島

高槻市

高槻市立真上公民館

高槻市真上町2-16-6

三島

高槻市

高槻市立南大冠公民館

高槻市大塚町1-20-1

三島

高槻市

高槻市立北清水公民館

高槻市清水台1-7-1

三島

高槻市

高槻市立今城塚公民館

高槻市郡家新町48-3

施設の案内

グラウンド

グラウンド

グラウンド

グラウンド

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報
障がい者手帳を総合スポーツセ
ンターか古曽部防災公園体育館
にご持参の上、申請された方に
対して、施設および駐車場使用
料減免制度があります。
多目的トイレがあります。障が
い者用駐車スペースあります。

市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
総合スポーツセンター
電話 072-677-8200
FAX 072-677-8000
古曽部防災公園体育館
電話 072-681-0031
FAX 072-681-0260

障がい者手帳を総合スポーツセ
ンターか古曽部防災公園体育館
にご持参の上、申請された方に
対して、施設および駐車場使用
料減免制度があります。
隣接施設に屋外用障がい者用ト
イレがあります。

市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
総合スポーツセンター
電話 072-677-8200
FAX 072-677-8000
古曽部防災公園体育館
電話 072-681-0031
FAX 072-681-0260

障がい者手帳を総合スポーツセ
ンターか古曽部防災公園体育館
にご持参の上、申請された方に
対して、施設および駐車場使用
料減免制度があります。
多目的トイレがあります。

障がい者手帳を総合スポーツセ
ンターか古曽部防災公園体育館
にご持参の上、申請された方に
対して、施設および駐車場使用
料減免制度があります。
多目的トイレがあります。障が
い者用駐車スペースあります。

テニスコート

障がい者手帳を総合スポーツセ
ンターか古曽部防災公園体育館
にご持参の上、申請された方に
対して、施設および駐車場使用
料減免制度があります。
隣接施設に屋外用障がい者用ト
イレがあります。

テニスコート

障がい者手帳を総合スポーツセ
ンターか古曽部防災公園体育館
にご持参の上、申請された方に
対して、施設および駐車場使用
料減免制度があります。
隣接施設に屋外用障がい者用ト
イレがあります。

テニスコート

お問合せ連絡先

障がい者手帳を総合スポーツセ
ンターか古曽部防災公園体育館
にご持参の上、申請された方に
対して、施設および駐車場使用
料減免制度があります。
多目的トイレがあります。

障がい者手帳を市民プールにご
持参の上、申請された方に対し
て、施設および駐車場使用料減
免制度があります。
プール
多目的トイレ屋内３ヶ所、屋外
１ヶ所あります。スロープ、手
すり、エレベーター、障がい者
用駐車スペースあります。
障がい者手帳を総合スポーツセ
ンターか古曽部防災公園体育館
にご持参の上、申請された方に
対して、施設および駐車場使用
野球場・テニスコート・
料減免制度があります。障がい
サッカー場
者用トイレ野球場３ヶ所、サッ
カー場３ヶ所、テニスコート
１ヶ所あります。スロープ、手
すり、障がい者用駐車スペース
あります。
障がい者手帳を古曽部防災公園
体育館にご持参の上、申請され
た方に対して、施設および駐車
場使用料減免制度があります。
体育館・野球場
障がい者用トイレ体育館５ヶ
所、野球場２ヶ所があります。
体育館エレベーターあります。
体育館・屋外兼用障がい者用駐
車スペースあります。
情報提供（点字図書、録音図書
等貸出）、デイサービス、生活
支援事業、会議室等利用を行っ
会議室・研修室・図書コー
ています。車椅子に対応したエ
ナー・喫茶コーナー・調理
レベーター、各階に多目的トイ
実習室等
レを設置しています。障がい者
用駐車スペースがあります。
１階：点字案内板、点字ブロッ
ク、音声案内、車椅子
１～８階各フロアに身体障がい
会議室・研修室・調理実習 者用トイレ（１階に簡易型のオ
室・多目的スタジオ等
ストメイト対応設備を設置）
エレベーター２機に車椅子用操
作盤・点字表記
エレベーター、障がい者用駐車
会議室・図書室・料理実習 場（１台）有。
室等
多目的トイレを設置していま
す。
エレベーター有。
会議室・図書コーナー・料
多目的トイレを設置していま
理実習室等
す。
エレベーター有。
会議室・図書室・料理実習
多目的トイレを設置していま
室等
す。
エレベーター有。
会議室・図書室・料理実習
多目的トイレを設置していま
室等
す。
エレベーター有。
会議室・図書コーナー・料
多目的トイレを設置していま
理実習室等
す。

市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
総合スポーツセンター
電話 072-677-8200
FAX 072-677-8000
古曽部防災公園体育館
電話 072-681-0031
FAX 072-681-0260
市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
総合スポーツセンター
電話 072-677-8200
FAX 072-677-8000
古曽部防災公園体育館
電話 072-681-0031
FAX 072-681-0260
市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
総合スポーツセンター
電話 072-677-8200
FAX 072-677-8000
古曽部防災公園体育館
電話 072-681-0031
FAX 072-681-0260
市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
総合スポーツセンター
電話 072-677-8200
FAX 072-677-8000
古曽部防災公園体育館
電話 072-681-0031
FAX 072-681-0260
市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
総合スポーツセンター
電話 072-677-8200
FAX 072-677-8000
古曽部防災公園体育館
電話 072-681-0031
FAX 072-681-0260
市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
市民プール
電話 072-677-7200
FAX 072-677-7202

施設の参考URL

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/sport_page/shisetu/G
ymnasium_Tennis_Stadium_Ground/Gro
und/1463105177216.html

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/sport_page/shisetu/G
ymnasium_Tennis_Stadium_Ground/Gro
und/1463105101136.html

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/sport_page/shisetu/G
ymnasium_Tennis_Stadium_Ground/Gro
und/1463105101136.html

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/sport_page/shisetu/G
ymnasium_Tennis_Stadium_Ground/Gro
und/1463105101136.html

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/sport_page/shisetu/G
ymnasium_Tennis_Stadium_Ground/Ten
nis_court/1463103579511.html

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/sport_page/shisetu/G
ymnasium_Tennis_Stadium_Ground/Ten
nis_court/1463103579511.html

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/sport_page/shisetu/G
ymnasium_Tennis_Stadium_Ground/Ten
nis_court/1463103579511.html

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/bunka_sports/sport_pa
ge/shisetu/pool/1327808797573.ht
ml

市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
総合スポーツセンター
電話 072-677-8200
FAX 072-677-8000
古曽部防災公園体育館
電話 072-681-0031
FAX 072-681-0260

市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
古曽部防災公園体育館
電話 072-681-0031
FAX 072-681-0260

電話 072-672-0267
FAX 072-661-3508

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kaku
ka/kenkouf/hukusi/gyomuannai/fukushi
center.html

電話
FAX

072-685-3721
072-685-3614

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/bunka_koryushisetsu/
1327994114940.html

電話
FAX

072－683-1423
072－683-1423

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/kosodatekyoiku/kyoiku/kouminnkan
/1338872998572.html

電話
FAX

072－683-2509
072－683-2509

電話
FAX

072－673-1477
072－673-1477

電話
FAX

072－687-3190
072－687-3190

電話
FAX

072－683-3331
072－683-6159

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/kosodatekyoiku/kyoiku/kouminnkan
/1338872860814.html
http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku
/kouminnkan/1338873095407.html
http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku
/kouminnkan/1338872797731.html
http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku
/kouminnkan/1338872378991.html

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

三島

高槻市

高槻市立磐手公民館

高槻市安満北の町18-1

三島

高槻市

高槻市立日吉台公民館

高槻市寺谷町50-1

三島

高槻市

高槻市立阿武山公民館

高槻市奈佐原2-11-12

三島

高槻市

高槻市立富田老人福祉センター

高槻市富田町二丁目４番９
号

三島

高槻市

高槻市立郡家老人福祉センター

高槻市郡家新町４８番６号

三島

高槻市

高槻市立春日老人福祉センター

高槻市春日町２１番２８号

三島

高槻市

高槻市立山手老人福祉センター

高槻市山手町二丁目２番２
号

三島

高槻市

高槻市立芝生老人福祉センター

高槻市芝生町四丁目３番１
１号

三島

三島

三島

三島

高槻市

高槻市

高槻市

高槻市

市立総合スポーツセンター（総合体育
館、陸上競技場、青少年運動広場、ス
ポーツセンターテニスコート）

高槻市芝生町4-1-1

市立桃園小学校運動場（夜間照明使用） 高槻市桃園町3-27

市立阿武山小学校運動場（夜間照明使
用）

クリンピア前島

高槻市阿武野2丁目1-2

施設の案内

エレベーター、障がい者用駐車
会議室・図書コーナー・料 場（１台）有。
理実習室等
多目的トイレを設置していま
す。
エレベーター有。
会議室・図書コーナー・料
多目的トイレを設置していま
理実習室等
す。
エレベーター、障がい者用駐車
会議室・プレイルーム・料 場（２台）有。
理実習室等
多目的トイレを設置していま
す。
障がい者用トイレ、手すりがあ
風呂・大広間・和室・図書 ります。
コーナー・機能回復訓練室 ※６０歳以上の方のみ施設利用
可
障がい者用トイレ、手すりがあ
風呂・大広間・和室・図書
ります。
コーナー・機能回復訓練
※６０歳以上の方のみ施設利用
室・売店
可
障がい者用トイレ、手すりがあ
風呂・大広間・和室・図書 ります。
コーナー・機能回復訓練室 ※６０歳以上の方のみ施設利用
可
障がい者用トイレ、手すりがあ
風呂・大広間・和室・図書 ります。
コーナー・機能回復訓練室 ※６０歳以上の方のみ施設利用
可
障がい者用トイレ、手すりがあ
風呂・大広間・和室・図書 ります。
コーナー・機能回復訓練室 ※６０歳以上の方のみ施設利用
可
障がい者手帳を総合スポーツセ
ンターにご持参の上、申請され
た方に対して、施設および駐車
場使用料減免制度があります。
体育館・陸上競技場・グラ
障がい者用トイレ体育館２ヶ
ウンド・テニスコート
所、屋外３ヶ所があります。体
育館エレベーター、スロープあ
ります。体育館・屋外兼用障が
い者用駐車スペースあります。

グラウンド

グラウンド

高槻市大字原1番地

三島

高槻市

高槻市立富田青少年交流センター

高槻市富田町4-15-24

三島

三島

三島

高槻市

高槻市

高槻市

072－693-0188
072－693-0199

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku
/kouminnkan/1338873641981.html

電話 072-694-7212
FAX 072-694-7237
電話 072-685-0479
FAX 072-685-0479
電話 072-671-7872
FAX 072-671-5503
電話 072-685-4656
FAX 072-685-4657
電話 072-678-6620
FAX 072-678-6630

市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
総合スポーツセンター
電話 072-677-8200
FAX 072-677-8000
市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
総合スポーツセンター
電話 072-677-8200
FAX 072-677-8000
古曽部防災公園体育館
電話 072-681-0031
FAX 072-681-0260
市文化スポーツ振興課
電話 072-674-7649
FAX 072-674-8836
総合スポーツセンター
電話 072-677-8200
FAX 072-677-8000
古曽部防災公園体育館
電話 072-681-0031
FAX 072-681-0260

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kakuka/kenkouf/choujuk/gyomua
nnai/sisetunoriyou/kaigokorei/ro
ujinhukusisenta/hikari.html
http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kakuka/kenkouf/choujuk/gyomua
nnai/sisetunoriyou/kaigokorei/ro
ujinhukusisenta/furusato.html
http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kakuka/kenkouf/choujuk/gyomua
nnai/sisetunoriyou/kaigokorei/ro
ujinhukusisenta/akebono.html
http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kakuka/kenkouf/choujuk/gyomua
nnai/sisetunoriyou/kaigokorei/ro
ujinhukusisenta/hanamizuki.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kaku
ka/kenkouf/choujuk/gyomuannai/siset
unoriyou/kaigokorei/roujinhukusisenta/
yasuragi.html

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/sport_page/shisetu/G
ymnasium_Tennis_Stadium_Ground/Gen
eral_Sports_center/index.html

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/sport_page/shisetu/G
ymnasium_Tennis_Stadium_Ground/Gro
und/1463105267069.html

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/sport_page/shisetu/G
ymnasium_Tennis_Stadium_Ground/Gro
und/1463105267069.html

障がい者用駐車場があります。
ミーティングルーム・キッ 障がい者用トイレ、エレベー
ズルーム・読書室・体育室 ターを設置しています。

電話 072-694-5454
FAX 072-694-4658

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kura
shi/bunka_sports/bunka_koryushisetsu/
1358999728601.html

展示室・体験学習室

障がい者手帳を持参された方に
対して、有料展に係る観覧料割
引制度があります。
来館者用トイレ・駐車場につい
て身体障がい者に対応したもの
を設置しています。またエレ
ベータも完備しています。
身体障がい者用に車椅子(介助
式)の貸出を行っています。（2
台）

電話 072-673-3987
FAX 072-673-3984

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/rekis
hi_kanko/rekishi/rekishikan/shiroato/

隣接施設（城跡公園公衆トイ
レ）に障がい者用トイレがあり
ます。江戸時代の民家を活用し
ているため、館内には段差があ
ります。

電話

072-673-6446

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/rekishi_kanko/rekishi/rekishi
kan/shisetsu/1327318700775.html

電話 072-682-0820
FAX 072-682-0930

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/rekishi_kanko/rekishi/rekishi
kan/daio/kodairekishikan/

今城塚古代歴史館
電話 072-682-0820
FAX 072-682-0930

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/rekishi_kanko/rekishi/rekishi
kan/daio/1327400070525.html

高槻市立歴史民俗資料館

高槻市城内町3-10
（城跡公園内）

展示室

高槻市郡家新町48-8

障がい者手帳を持参された方に
対して、有料展に係る観覧料割
引制度があります。
来館者用トイレ・駐車場につい
展示室・体験学習室・授乳 て身体障がい者に対応したもの
室
を設置しています。またエレ
ベータも完備しています。
身体障がい者用に車椅子(介助
式)の貸出を行っています。（2
台）

高槻市立服部図書館

電話
FAX

地域教育青少年課
電話 072-674-7654
FAX
072-674-7645

高槻市城内町1-7

高槻市立中央図書館

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku
/kouminnkan/1338873047026.html

障がい者用トイレ４ヶ所、手す
キャンプ場（テント・ロッ り付シャワー室１ヶ所を設置し
ジ）
ています。

高槻市立しろあと歴史館

史跡今城塚古墳公園

072－688-6636
072－688-6636

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/bunka_sports/sport_pa
ge/shisetu/pool/1342052908897.ht
ml

高槻市立摂津峡青少年キャンプ場

高槻市立今城塚古代歴史館

電話
FAX

電話 072-674-2411
FAX 072-674-2422

高槻市

高槻市

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku
/kouminnkan/1338872916332.html

障がい者手帳を持参された方に
対して、使用料減免制度があり
ます。障がい者用トイレ１ヶ
所、エレベーター、手すりがあ
ります。障がい者優先駐車ス
ペースがあります。

三島

三島

072－685-2110
072－685-7727

http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kurashi/bunka_sports/sport_pa
ge/shisetu/pool/1341538686848.ht
ml

高槻市番田２丁目１３－３ プール

高槻市

電話
FAX

電話 072-669-3165
FAX 072-669-6446

番田温水プール

三島

障がい者手帳を市文化スポーツ
振興課にご持参の上、申請され
た方に対して、使用料減免制度
があります。

施設の参考URL

高槻市前島４丁目１８－１ プール

高槻市

高槻市

障がい者手帳を市文化スポーツ
振興課にご持参の上、申請され
た方に対して、使用料減免制度
があります。

お問合せ連絡先

障がい者手帳を持参された方に
対して、使用料減免制度があり
ます。
障がい者用トイレ２ヶ所、エレ
ベーター、手すり、スロープあ
ります。車いす専用の更衣室、
障がい者用駐車スペースありま
す。

三島

三島

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報

高槻市郡家新町地内

高槻市桃園町２－１
総合センター２階、３階

公園

図書館

高槻市浦堂２丁目１５－１ 図書館

今城塚古代歴史館との連絡通路
にスロープを設置しています。
展望施設のトイレについて身体
障がい者に対応したものを設置
しています。

対面朗読、郵送図書、点字図書、朗
読会、録音図書の貸出を行っていま
す。障がい者トイレ･駐車スペース、 電話 072-674-7800
エレベーターがあります。駐車場は ＦＡＸ 072-674-7814
割引制度があります。
対面朗読、朗読会の開催、点字
図書、録音図書等の郵送貸出を
行っています。車椅子、優先閲
覧席、多目的トイレ、エレベー
ターがあります。駐車場は割引
制度があります。

電話 072-668-1085
ＦＡＸ 072-668-1091

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/rekis
hi_kanko/kanko/1490756713029.html

https://www.library.city.takatsuki.osaka.
jp/lib_02_chuo.html

https://www.library.city.takatsuki.osaka.
jp/lib_06_hattori.html

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

三島

高槻市

高槻市立小寺池図書館

高槻市西百住町１－１

図書館

三島

高槻市

高槻市立芝生図書館

高槻市芝生町4丁目３－１
１
（１階スペース）

図書館

三島

高槻市

高槻市立阿武山図書館

高槻市奈佐原2丁目１１－
１２（１階スペース）

図書館

三島

高槻市

高槻市立中央図書館
ミューズ子ども分室

三島

高槻市

三島

高槻市

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報

お問合せ連絡先

対面朗読、郵送図書、点字図
書、朗読会、録音図書の製作と
貸出を行っています。障がい者 電話 072-696-2880
トイレ･駐車スペース、エレベー ＦＡＸ 072-696-2843
ターがあります。
対面朗読、郵送図書、点字図書、朗
読会、録音図書の貸出を行っていま
す。障がい者用トイレ･駐車スペース
があります。駐車場は割引制度があ
ります。
対面朗読、郵送図書、点字図
書、朗読会、録音図書の貸出を
行っています。障がい者トイレ･
駐車スペースがあります。

施設の参考URL

https://www.library.city.takatsu
ki.osaka.jp/lib_03_kotera.html

電話 072-678-7401
ＦＡＸ 072-678-7402

https://www.library.city.takatsu
ki.osaka.jp/lib_04_shibafu.html

電話 072-693-9333
ＦＡＸ 072-693-9305

https://www.library.city.takatsu
ki.osaka.jp/lib_05_abuyama.html

高槻市白梅町７－１
関西大学ミューズキャンパ 図書室
ス内（１階スペース）

点字図書、録音図書の貸出を
電話 072-683-1911
行っています。障がい者トイレ･
ＦＡＸ 072-683-1913
駐車スペースがあります。

https://www.library.city.takatsu
ki.osaka.jp/lib_07_muse.html

JR駅前図書コーナー

高槻市紺屋町１－２
高槻市立総合市民交流セン 図書コーナー
ター内 （１階スペース）

予約図書の受け取りと資料検索・予
中央図書館
約、図書自動返却ポストがご利用い
電話 072-674-7800
ただけます。障がい者トイレがありま
ＦＡＸ 072-674-7814
す。

https://www.library.city.takatsu
ki.osaka.jp/lib_08_station.html

上牧駅前自動図書貸出返却コーナー

高槻市神内２丁目１番１２
図書コーナー
号上牧駅自転車駐車場内

予約図書の受け取りと資料検
索・予約、図書自動返却ポスト
がご利用いただけます。

中央図書館
電話 072-674-7800
ＦＡＸ 072-674-7814

https://www.library.city.takatsu
ki.osaka.jp/lib_10_kanmaki.html

