
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

大阪市 大阪市 大阪市立早川福祉会館(点字図書室)
大阪市東住吉区南田辺1-9-
28

点字図書・録音図書の貸出、対
面読書サービス等を視覚障がい
者のためのサービスを行ってい
ます。

電話 06-6622-0123
FAX 06-6622-0020

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/pa
ge/0000007236.html

大阪市 大阪市 大阪市立中央図書館 大阪市西区北堀江4-3-2

点字図書・録音図書の貸出、対
面読書サービス等を視覚障がい
者のためのサービスを行ってい
ます。

電話 06-6539-3300
FAX 06-6539-3335

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/

大阪市 大阪市
大阪市舞洲障がい者スポーツセンター
（アミティ舞洲）

大阪市此花区北港白津2-1-
46

障がい者が気軽にスポーツ
を楽しむことができる施設
です。
アリーナ、プール、卓球
室、ボウリング室、トレー
ニング室、会議室等のほ
か、宿泊室があります。

大阪府内に住所を有する障がい
者及びその介護者は、利用料が
無料です。
障がい者の利用に配慮した設備
を備えた宿泊施設を併設してい
ます。

電話 06-6465-8200
FAX 06-6465-8207

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/pa
ge/0000007451.html

大阪市 大阪市 大阪市長居障がい者スポーツセンター
大阪市東住吉区長居公園1-
32（長居公園内）

障がい者が気軽にスポーツ
を楽しむことができる施設
です。
体育室、プール、卓球室、
ボウリング室、トレーニン
グ室、会議室等がありま
す。

大阪府内に住所を有する障がい
者及びその介護者は、利用料が
無料です。

電話 06-6697-8681
FAX 06-6697-8613

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/pa
ge/0000301906.html

大阪市 大阪市 大阪市立早川福祉会館（貸室事業）
大阪市東住吉区南田辺1-9-
28

障がい者の自立及び社会参
加を支援し、その福祉を増
進することを目的として貸
室事業を行っています。

市内在住・在勤の障がい者及び
障がい者団体・サークル及び社
会福祉等を目的として実施する
その他団体は無料です。

電話 06-6622-0122
FAX 06-6622-0121

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/pa
ge/0000007229.html

大阪市 大阪府
エディオンアリーナ大阪
(大阪府立体育会館)

大阪市浪速区難波中3-4-36
競技場、柔道場、剣道場、
多目的ホール、会議室

団体利用者（概ね半数以上が障
がい者の団体）及び個人利用者
は、半額免除されます。あらか
じめ所定の利用申込書及び使用
料減免・免除申請書を提出して
ください。

電話 06-6631-0121
FAX 06-6643-0339

http://www.furitutaiikukaikan.jp
/

大阪市 大阪府
エディオンアリーナ大阪
(大阪府立体育会館)

大阪市浪速区難波中3-4-36
競技場、柔道場、剣道場、
多目的ホール、会議室

団体利用者（概ね半数以上が障
がい者の団体）及び個人利用者
は、半額免除されます。あらか
じめ所定の利用申込書及び使用
料減免・免除申請書を提出して
ください。

電話 06-6631-0121
FAX 06-6643-0339

http://www.furitutaiikukaikan.jp
/

大阪市 大阪府
大阪府立福祉情報コミュニケーションセ
ンター

大阪市東成区中道1－3－59

府内に点在していた視聴覚
障がい者情報提供施設など
を集約し、障がい者の相談
支援・意思疎通支援、手話
言語の習得機会の確保など
の総合的な支援を実施する
施設です。

障がい者総合相談支援、盲ろう
者支援、視覚障がい者支援、聴
覚障がい者支援・言語としての
手話言語の習得支援、失語症者
向けの専門人材育成などを行
い、障がい者が主体的に活動で
きる環境づくりを進めていきま
す。

電話 06-6748-0588
FAX 06-6748-0589

http://osakacommunication.com/

大阪市 大阪府 大阪府ＩＴステーション
大阪市天王寺区六万体町3-
21

ITを活用して就労を希望す
る障がい者への就労支援相
談やIT技能習得のための講
習・訓練等の実施。また市
町村等で開催するIT講習会
等でのボランティアとして
活動するITサポーターを養
成し、障がい者のデジタル
デバイド解消への取り組み
を行っています。
訓練室､相談室､IT支援機器

大阪府内在住の障がいのある方
で、就労を希望されている方を
対象に就労支援等を行います。
利用を希望される方は、事前に
お問い合わせください。

電話 06-6776-1222
FAX 06-6776-1281

http://www.itsapoot.jp/

堺市 堺市 堺市立健康福祉プラザ 堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3-1

スポーツ・文化・芸術教室や、
スポーツ練習会・記録会、交流
イベント等を開催。（共用利用
料金免除あり）

電話 072-275-5017
FAX 072-243-0330

http://www.sakai-kfp.info/

堺市 堺市 美原総合福祉会館 堺市美原区黒山782-10

講習室、大会議室、会議室、大
集会室、講座室、和室、研修
室、サロンドボランティア、老
人福祉センター、障がい福祉セ
ンター、喫茶コーナーがありま
す。

電話 072-362-3939
FAX 072-362-1798

http://www.city.sakai.lg.jp/miha
ra/kunai_sisetu/fukushikaikan.ht
ml

堺市 堺市 堺市総合福祉会館 堺市堺区南瓦町2-1

ホール、大研修室、会議室、和
室、屋上ひろばがあり、福祉セ
ンター部門を併設しています。

電話 072-222-7500
FAX 072-221-7409

http://www.city.sakai.lg.jp/yoya
kuanai/bunrui/fukushi/sogofukush
i/sakaisogo.html

堺市
（一社）大阪
府サッカー協

会

J-GREEN堺（堺市立サッカー・ナショナ
ルトレーニングセンター）

堺市堺区築港八幡町145番
地

サッカーフィールド、フッ
トサルフィールド、会議
室、レストラン等

障がい者には使用料減免制度が
あります。クラブハウスに多目
的トイレがあります。駐車場に
は車椅子用駐車場があります。

電話 072-222-0123
FAX 072-222-3355

http://jgreen-sakai.jp/

堺市 大阪府
ファインプラザ大阪（大阪府立障がい者
交流促進センター）

堺市南区城山台5丁1番2号
プール、体育館、運動場、
アーチェリー場、トレーニ
ング室、会議室、研修室等

障がい者手帳を持参された方に
対して、使用料割引制度や優先
予約制度があります。

電話 072-296-6311
FAX 072-296-6313

http://www.fineplaza.jp/

堺市 大阪府 ビッグ・アイ 国際障害者交流センター
大阪府堺市南区茶山台1-8-
1

多目的ホール、研修室、宿
泊室、レストラン等

1,500人収容の多目的ホールのほ
か、研修室や障がい者が安心し
て滞在できる宿泊施設やレスト
ランがあり、全館をバリアフ
リー化。種々の障がいに対応し
た設備を整えるなど、あらゆる
人々にとって利用しやすい、２
１世紀のノーマライゼーション
のモデル施設です。（厚生労働
省施設）

電話 072-290-0900
FAX 072-290-0920 http://www.big-i.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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