
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

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 お問合せ連絡先 施設の参考URL

中河内 八尾市 八尾市立障害者総合福祉センター 八尾市南本町８－４－５

・八尾市内在住の障がい者及び
障がい者団体・サークル及びそ
の他団体に対して無料で貸室事
業を行っています。（障がい者
手帳要）
・情報提供（点字図書、録音図
書等貸出、広報誌発行）、デイ
サービス・ショートステイ事
業、講座事業、イベント等を
行っています。（八尾市在住・
障がい者手帳要）
・全館バリアフリー、各階に多
目的トイレ・オストメイト・音
声標識ガイドシステム・非常文
字表示装置、エレベーター、誘
導チャイム、障がい者用駐車場
・点字案内（１階入口に全館の
点字表示、各階エレベーター前
に各フロアーの点字表示、各ト
イレに点字表示、全館の手すり
に点字表示）
・各階非常時避難用スロープ
・手話・筆談対応

電話 072-993-0294
FAX 072-993-0334

http://kizuna-yao.org/

中河内 八尾市 八尾市立南木の本防災体育館 八尾市南木の本3-1-1

障がい者手帳を持参された方に
対して、駐車料金免除制度があ
ります。
障がい者用駐車場、多目的トイ
レ、点字ブロック、スロープ、
車いすの貸出があります。

電話 072-924-6657
FAX 072-924-6659

http://www.mk-bousai.sakura.ne.jp/

中河内 八尾市 福万寺町市民運動広場 八尾市福万寺町北4丁目 特になし 電話 072-998-7433 http://yao-taisin.com/

中河内 八尾市 八尾市立大畑山青少年野外活動センター 八尾市恩智中町４－５５
キャンプ場、体育館、研修
室(洋室２室、和室２室）

障がい者用トイレ・障がい者用
駐車場・スロープ・点字案内が
あります。

電話 072-940-2028
FAX 072-940-2029

http://www.actland-yao.jp/

中河内 八尾市 八尾市立歴史民俗資料館 八尾市千塚3丁目180-1

身体障がい者手帳、療育手帳又
は精神障がい者保健福祉手帳の
所持者及びその介助者に対して
観覧料を免除します。玄関ス
ロープ、多目的トイレがありま
す。車いすの貸し出しもあり。

電話 072-941-3601
FAX 072-941-6193

http://www17.plala.or.jp/yaorekimin/

中河内 八尾市 八尾市立埋蔵文化財調査センター 八尾市幸町4丁目58番地の2

観覧料無料。入館用のスロー
プ、障がい者用トイレがありま
す。車いすの貸し出しもあり。

電話 072-994-4700
FAX 072-994-4700

http://www17.plala.or.jp/zyao_maibun/c
enter/

中河内 八尾市 八尾市立しおんじやま古墳学習館
八尾市大竹5丁目143番地の
2

障がい者手帳、療育手帳又は精
神障がい者保健福祉手帳の所持
者及びその介助者に対して、観
覧料を免除します。バリアフ
リー対応。多目的トイレがあり
ます。車いすの貸し出しもあ
り。

電話 072-941-3114
FAX 072-941-3114

http://racco-taiken.com/sionji/

中河内 八尾市 安中新田会所跡旧植田家住宅 八尾市植松町1丁目1番25号

身体障がい者手帳、療育手帳又
は精神障がい者保健福祉手帳の
所持者及びその介助者に対し
て、観覧料を免除します。多目
的トイレがあります。車いすの
貸し出しもあり。

電話 072-992-5311
FAX  072-992-5311

http://kyu-uedakejutaku.jp/

中河内 八尾市 八尾市まちなみセンター 八尾市久宝寺3-3-20
障がい者用トイレ・点字ブロッ
クがあります。

電話 072-924-6371
FAX 072-924-6372

http://kyu-machinami.or.jp/centre

中河内 八尾市 山本図書館 八尾市山本町1-8-11

対面朗読、ＣＤの郵送貸出、ガ
イド・字幕付映像資料や録音図
書の貸出を行っています。拡大
読書器を設置しています。
・施設情報―山本出張所との複
合施設
（施設1階） 正面出入口に触地
図・点字/音声案内板設置、点字
ブロック
（各フロア） エレベーター、
階段手摺に点字表示、おはなし
室・対面朗読室等の入口に点字
表示、トイレに触地図・点字表
示、多目的トイレ（車椅子用）

電話 072-995-3883
FAX 072-995-3886

http://web-
lib.city.yao.osaka.jp/guide/handicap/ind
ex.html

中河内 八尾市 志紀図書館 八尾市志紀町西1-3

対面朗読、ＣＤの郵送貸出、ガ
イド・字幕付映像資料や録音図
書の貸出を行っています。拡大
読書器を設置しています。
・施設情報―ワンフロア
正面出入口誘導チャイム、点字
ブロック、おはなし室・対面朗
読室等の入口に点字表示、多目
的トイレ（車椅子用）

電話 072-948-5454
FAX 072-920-2211

http://web-
lib.city.yao.osaka.jp/guide/handicap/ind
ex.html

中河内 八尾市 龍華図書館 八尾市南太子堂2-1-45

対面朗読、ＣＤの郵送貸出、ガ
イド・字幕付映像資料や録音図
書の貸出を行っています。拡大
読書器を設置しています。
・施設情報―龍華出張所、龍華
コミュニティセンターとの複合
施設
（施設1階）点字案内板設置、点
字ブロック、施設利用者用車い
す
（施設2階）対面朗読室
（各フロア）エレベーター、階
段手摺に点字表示、多目的トイ
レにオストメイト及び介助シー
ト設置
（その他）障がい者用駐車ス
ペース2台分有

電話 072-922-8007
FAX 072-922-7057

http://web-
lib.city.yao.osaka.jp/guide/handicap/ind
ex.html

中河内 八尾市 八尾市文化会館(プリズムホール） 八尾市光町2-40

大ホール（１４４０席、うち車椅
子席６席）、小ホール（３９０
席、うち車椅子席４席）。
他、レセプションホール、和
室、練習室１・２、会議室１～
３、研修室、展示室、リハーサ
ル室、喫茶軽食室等

・割引制度（芸術文化事業）
文化会館主催イベントでの、障がい
者割引料金の設定を行っています。
（大阪フィルハーモニー交響楽団
八尾演奏会 他）
・施設情報
（1階） 正面出入口にて、点字/音
声案内板設置、誘導チャイム
（各フロア） エレベーター前にて点
字によるフロア案内、エレベーター、
階段手摺に点字表示、主なトイレの
男女別を点字表示、多目的トイレ
（車椅子用、１階はオストメイト対応）
障がい者用駐車場2箇所及び駐車
料金免除制度があります。その他車
いす2台の貸し出しあり。

電話 072-924-5111
FAX 072-924-5010
E-Mail
info@prismhall.jp

https://prismhall.jp/

・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
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中河内 八尾市 八尾市生涯学習センター 八尾市旭ヶ丘5-85-16

大会議室、大研修室、中研修
室１・２、小研修室１～４、和
室、料理室・試食室、プレイ
ルーム、ＯＡルーム、美術室、
陶芸室、音楽室、視聴覚室、
ミーティングルーム、第1スタ
ジオ、第2スタジオ、有酸素運
動コーナー、自習室

各階に多目的トイレあります。障が
い者用駐車スペース、及び駐車料
金免除制度があります。正面出入口
に触地図・点字案内板設置あり。館
内に点字ブロックあり。車いすの貸
し出しもあります。
筆談ボードあります。

電話 072-924-3876
FAX 072-924-1267

http://www.kagayaki-yao.or.jp/

中河内 八尾市 八尾市立屋内プール 八尾市上尾町7-1-17

障がい者手帳を持参された方に対し
て、使用料割引制度・介助者１人無
料制度や駐車料金免除制度があり
ます。
障がい者用トイレ、スロープ、点字ブ
ロック、障がい者用駐車スペースが
あります。車いすの貸出がありま
す。

電話 072-999-6230
FAX 072-999-6034

http://yao-shibuki.com/

中河内 八尾市 八尾市立山本球場 八尾市山本町南7-9-11

障がい者手帳を持参された方に対し
て、駐車料金免除制度があります。
正面入口に点字ブロック・スロープ
があります。
障がい者用駐車スペースがありま
す。

電話 072-923-3558
FAX 072-923-3558

http://yao-taisin.com/

中河内 八尾市 小阪合テニス場 八尾市南小阪合町1-2-7
特になし

八尾市立総合体育館
電話 072-925-0220
FAX 072-925-0230

http://yao-taisin.com/

中河内 八尾市 志紀テニス場 八尾市志紀町西1-3

障がい者手帳を持参された方に対し
て、駐車料金免除制度があります。
障がい者用駐車スペースがありま
す。
点字ブロックがあります。

電話 072-948-9290
FAX 072-948-9280

http://yao-taisin.com/

中河内 八尾市 八尾市立総合体育館 八尾市青山町3-5-24

障がい者手帳を持参された方に
対して、駐車料金免除制度があ
ります。
障がい者用トイレ、障がい者用
駐車場、点字案内、点字ブロッ
クがあります。車いすの貸出が
あります。
筆談ボードあります。

電話 072-925-0220
FAX 072-925-0230

http://yao-taisin.com/

中河内 八尾市 曙町市民運動広場
八尾市曙町2-11-4 及び5
丁目地内

特になし
電話 072-991-4338 http://yao-taisin.com/

中河内 八尾市 新家町市民運動広場 八尾市新家町5-2-1
障がい者用トイレ、障がい者用
駐車スペースがあります。 電話 072-995-8022 http://yao-taisin.com/

中河内 八尾市 八尾市立青少年運動広場 八尾市安中町９－１－５
障がい者用トイレがあります。

電話 072-992-7916 http://yao-taisin.com/

中河内 八尾市 八尾市立くらし学習館 八尾市本町3-10-10
障がい者用トイレ・点字ブロッ
クがあります。

電話 072-922-6185
FAX 072-993-2772

https://www.city.yao.osaka.jp/0000019
166.html

中河内 八尾市 八尾図書館 八尾市本町2-2-8

対面朗読、ガイド・字幕付映像
資料や録音図書、DAISY図書及び
再生機の貸出を行っています。
拡大読書器を設置しています。
本の宅配サービスを実施してい
ます。
・施設情報―青少年センターと
の複合施設
（施設1階）正面出入口に触地
図・点字案内板設置、点字ブ
ロック、館内利用者用車いす
（施設2階）対面朗読室
（各フロア）エレベーター、階
段手摺に点字表示、多目的トイ
レにオストメイト及び介助シー
ト設置
（その他）障がい者用駐車ス
ペース2台分有

電話 072-993-3606
FAX 072-923-2937

http://web-
lib.city.yao.osaka.jp/guide/handicap/ind
ex.html

中河内 大阪府 大阪府立中央図書館  東大阪市荒本北1-2-1 図書館、ホール、会議室

・視覚障がいのある希望者に対
面朗読をおこなっています。
・聴覚障がいのある希望者に
は、手話通訳者が対応していま
す。（曜日等制約あり）
・視覚障がいのある希望者へ
「墨字図書新着案内」や「近畿
視情協点字・録音図書新刊案
内」（録音版）を郵送で貸出し
ています。
・視覚障がい児に、点字図書・
絵本（点字付）を貸出していま
す。
・地下2階の駐車場は、1階エン
トランス総合案内にて身体障が
い者手帳、精神障がい者保健福
祉手帳、療育手帳のいずれかを
提示していただくと『駐車サー
ビス券』をお渡ししており、駐
車料金が無料となります。
・ホール及び会議室は、2階受付
窓口にて身体障がい者手帳、精
神障がい者保健福祉手帳、療育
手帳のいずれかを提示し『減免
申請書』を提出していただくと
使用料が半額免除となります
（ホールは1年前から1か月前ま
でに、会議室は3か月前から3日
前までにお申込みください）。

電話 06-6745-0170
FAX 06-6745-0262

http://www.library.pref.osaka.jp/site/ce
ntral/

中河内 柏原市 柏原市立体育館 卓球室 柏原市玉手町25-80

障がい者手帳を持参された方に
対して、使用料の割引制度があ
ります。

電話 072-977-8600
http://www.kashiwara-
sports.info/1st/

中河内 柏原市 柏原市立体育館 トレーニング室 柏原市玉手町25-80

障がい者手帳を持参された方に
対して、使用料の割引制度があ
ります。

電話 072-977-8600
http://www.kashiwara-
sports.info/2st/

中河内 東大阪市 東大阪市立障害児者支援センターレピラ 東大阪市菱江5-2-34

障がい者用駐車場・視覚障がい者
用誘導ブロック ・自動扉・手すり付
き小便器 ・手すり付き洋式便器・車
いす使用者用トイレ・エレベーター・
点字表示・障がい者用駐車場（５台）

電話072－975－5713
FAX072－975－5719

http://www.hsj.or.jp/index.html

中河内 東大阪市 東大阪アリーナ(東大阪市立総合体育館) 東大阪市中小阪4-7-60

障がい者手帳をお持ちの方に駐
車場料金等、一部の使用料の減
免あり。障がい者用駐車場、視
覚障がい者用誘導ブロック、点
字表示あり。

電話 06-6726-1995 http://www.hos-arena.com/

中河内 東大阪市 東大阪市立東体育館 東大阪市鷹殿町1-2

障がい者用駐車場、視覚障がい
者用誘導ブロック、点字表示あ
り。

電話 072-982-1381 http://hos-higashitaiikukan.com/

中河内 東大阪市 東大阪市立男女共同参画センター・イコーラム東大阪市岩田町4-3-22-600
 駐車場・エレベーター・エスカ
レーター・階段昇降機・障がい
者用トイレ有。

電話 072-960-9201
FAX 072-960-9207

http://www.ikoramu.com/
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中河内 東大阪市 東大阪市立長瀬人権文化センター
東大阪市長瀬町3丁目4番3
号

自動ドア、エレベーター、手す
り付き小便器、障がい者用トイ
レ、点字ブロック、スロープ有

電話 06-6720-1701
FAX 06-6729-9171

http://www.city.higashiosaka.lg.
jp/soshiki/8-6-0-0-0_5.html

中河内 東大阪市 東大阪市立荒本人権文化センター 東大阪市荒本2丁目6番1号
自動ドア エレベーター 駐車場
（28台） 障がい者用トイレ有。

電話 06-6788-7424
FAX 06-6788-2456

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshi
ki/8-7-0-0-0_5.html

中河内 東大阪市 長瀬障害者センター
東大阪市長瀬町3丁目4番3
号

身体及び知的障がい者の方を対
象に、入浴、創作活動、機能訓
練、レクレーション等の各種デ
イサービスの実施に関すること
など。

電話 06-6720-5382から
5384
FAX 06-6720-5700

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshi
ki/11-6-0-0-0_2.html

中河内 東大阪市 東大阪市立荒本障害者センター 東大阪市荒本2丁目6番6号

身体障がい者の方を対象に、入
浴、創作的活動、機能訓練、レ
クリエーション等の各種ディ
サービスの実施に関することな
ど。

電話 06-6788-7577
FAX 06-6782-3709

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshi
ki/11-7-0-0-0_1.html

中河内 東大阪市 東大阪市立永和図書館
東大阪市高井田元町２－９
－２３

大活字本、録音図書の貸出、対
面朗読をしています。

電話 06-6781-5500
FAX 06-6784-5630

http://www.lib-higashiosaka.jp/

中河内 東大阪市 東大阪市立永和図書館大蓮分室
東大阪市大蓮北４－３－２
５

駐車場、障がい者用トイレ有。
大活字本、録音図書の貸出、対
面朗読をしています。

電話 06-6728-0200
FAX 06-6730-7337

http://www.lib-higashiosaka.jp/

中河内 東大阪市 東大阪市立花園図書館 東大阪市吉田４－７－２０

駐車場・エレベーター・障がい
者用トイレ、点字ブロック有。
大活字本、録音図書の貸出、対
面朗読をしています。

電話 072-965-7700
FAX 072-965-9212

http://www.lib-higashiosaka.jp/

中河内 東大阪市 東大阪市立旭町図書館 東大阪市旭町 １番１号

駐車場・エレベーター・障がい
者用トイレ有。大活字本、録音
図書の貸出、対面朗読をしてい
ます。

電話 072-982-1235
FAX 072-984-6079

http://www.lib-higashiosaka.jp/

中河内 東大阪市 東大阪市立旭町図書館石切分室
東大阪市北石切町 １－７
（石切公民分館内）

大活字本の貸出をしています。
電話 072-982-1030
FAX 072-982-1030

http://www.lib-higashiosaka.jp/

中河内 東大阪市 金岡公園 東大阪市衣摺１丁目

身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳を持
参された方に対して、駐車料金
を免除します。

電話 06-6723-0735
FAX 06-6723-0736

中河内 東大阪市 金岡公園野球場 東大阪市大蓮東１丁目

身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳を持
参された方に対して、駐車料金
を免除します。

電話 06-6723-0735
FAX 06-6723-0736

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cate
gory/21-12-2-9-3.html

中河内 東大阪市 金岡公園庭球場 東大阪市金岡１丁目

身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳を持
参された方に対して、駐車料金
を免除します。

電話 06-6723-0735
FAX 06-6723-0736

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cate
gory/21-12-2-9-2.html

中河内 東大阪市 中部緑地 東大阪市中新開２丁目

身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳を持
参された方に対して、駐車料金
を免除します。

電話 072-966-4661
FAX 072-965-7732

中河内 東大阪市 吉原公園野球場 東大阪市吉原２丁目

身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳を持
参された方に対して、駐車料金
を免除します。

電話 072-966-4661
FAX 072-965-7732

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cate
gory/21-12-2-9-3.html

中河内 東大阪市 中部緑地庭球場 東大阪市中新開２丁目

身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳を持
参された方に対して、駐車料金
を免除します。

電話 072-966-4661
FAX 072-965-7732

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cate
gory/21-12-2-9-2.html

中河内 東大阪市 花園中央公園
東大阪市松原南1丁目、松
原南２丁目、吉田８丁目

身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳を持
参された方に対して、駐車料金
を免除します。

電話 072-960-3426
FAX 072-960-3427

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cate
gory/14-13-3-1-0.html

中河内 東大阪市 花園中央公園野球場
東大阪市吉田７丁目、８丁
目

身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳を持
参された方に対して、駐車料金
を免除します。

電話 072-960-3426
FAX 072-960-3427

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cate
gory/21-12-2-9-3.html

中河内 東大阪市 花園中央公園多目的球技広場 東大阪市松原南１丁目

身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳を持
参された方に対して、駐車料金
を免除します。

電話 072-960-3426
FAX 072-960-3427

中河内 東大阪市
東大阪市立男女共同参画センター・イ
コーラム

東大阪市岩田町4-3-22-600

障がい者用トイレあり。
ホール：車椅子用スペースあ
り。       ホール：車
椅子用昇降機あり。

電話 072-960-9201
FAX 072-960-9207
e-mail
ikoramu@nifty.com

http://www.ikoramu.com/

中河内 東大阪市 東大阪市民美術センター
東大阪市吉田6丁目7番22号

・障がい者手帳を持参された方
及び介助者の方は特別展・企画
展開催時の入場料が無料です。
・車椅子2台有り。貸し出し可で
す。

電話 072-964-1313
FAX 072-964-1596

http://www.city.higashiosaka.lg.
jp/soshiki/8-1-0-0-0_18.html
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