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

泉州

泉州

情報の
提供団体名

岸和田市

岸和田市

施設の名称

岸和田市立図書館

きしわだ自然資料館

施設の住所

岸和田市岸城町1番18号

展示室、多目的ホール

メインアリーナ、サブア
リーナ、武道場、弓道場、
トレーニングルーム、ラン
ニングロード、会議室、控
室

岸和田市

総合体育館

岸和田市西之内町45番1号

泉州

岸和田市

岸和田市立福祉総合センター

岸和田市野田町1丁目5番5
号

泉大津市

泉大津市立総合体育館

図書閲覧室、自習室

岸和田市堺町6番5号

泉州

泉州

施設の案内

泉大津市宮町2番50号

障がい者の方向けの
設備や割引制度等の情報
目や体の不自由な方へのサービ
スを行っています。
対面朗読。点字図書、録音図書
（カセット・デイジー）、大活
字本、さわる絵本の貸出し。声
の新着図書案内。郵送貸出し、
宅配。拡大読書器設置。障がい
者用トイレあり。
身体障がい者手帳・療育手帳・
精神障がい保健福祉手帳の所有
者及びその介助者１名は入場料
の減免あり。車椅子の貸し出し
あり。障がい者用トイレ、ス
ロープ、エレベーターあり。

高校生・60歳以上・障がい者
（身体、知的、精神）はトレー
ニングルーム利用料金の減額あ
り。車椅子用観覧席、障がい者
用トイレ、スロープ、エレベー
ターあり。
会議室、講座室、訓練室、 車椅子の貸出し。点字資料（広
研修室、娯楽室、諸芸室、 報きしわだ、社協だより等）設
医務室、調理室、事務室、 置。障がい者用トイレ等、全館
バリアフリー化。
アリーナ等

大型活字本や点字図書、録音図
開館時間
•火曜日～金曜日…午前9時 書（カセット・ＣＤ）を用意し
ています。
30分～午後7時
•土曜日・日曜日・休日…
午前9時30分～午後5時

http://www.syakyo.or.jp/

http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/
kyoikuiinkai/taiiku/index.html

http://www.city.izumisano.lg.jp/
section/library/

泉佐野市市場東1丁目295-1

大ホール・小ホールに車いす席
あり

電話 072-469-7101

http://www.city.izumisano.lg.jp/shisetsu
/s_bunkyou/1300517589443.html

歴史館いずみさの

泉佐野市市場東1丁目295-1

障がい者手帳をお持ちの方は入
館料無料です。

電話 072-469-7140
FAX 072-469-7141

http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/
kyoiku/bunkazaihogo/menu/rekishikan/
index.html

泉佐野市

市民総合体育館・健康増進センター

泉佐野市新安松1丁目1-22

障がい者手帳をお持ちの方は個
人利用料無料です。

電話 072-462-2005

http://www.izumisanoc.jp/sougou/index.shtml

泉佐野市

市営テニスコート（３か所）、市営グラ
ウンド（３か所）、市営プール（４か
所）他

電話 072-462-2000
FAX 072-469-2286

http://www.city.izumisano.lg.jp/shisetsu
/

電話：0725-90-7512

http://www.library.izumi.osaka.jp/

高石市 教育委員会
社会教育課
電話 072-265-1001(代
表)
FAX 072-262-1794

http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/ky
ouiku/syakaikyouiku__ka/lifelongstudy/u
ndoushisetsu/index.html

高石市 教育委員会
社会教育課
電話 072-265-1001(代
表)
FAX 072-262-1794

http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/ky
ouiku/syakaikyouiku__ka/lifelongstudy/u
ndoushisetsu/index.html

障がい者手帳をお持ちの方と、
その介護者に対して、使用料減
免制度があります。事前に申請
が必要なため、お問合せ連絡先
にご連絡下さい。（団体で使用
する場合は要件があります。）

高石市 教育委員会
社会教育課
電話 072-265-1001(代
表)
FAX 072-262-1794

http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/ky
ouiku/syakaikyouiku__ka/lifelongstudy/u
ndoushisetsu/index.html

障がい者手帳をお持ちの方と、
その介護者に対して、使用料減
免制度があります。事前に申請
が必要なため、お問合せ連絡先
にご連絡下さい。（団体で使用
する場合は要件があります。）

高石市 教育委員会
社会教育課
電話 072-265-1001(代
表)
FAX 072-262-1794

http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/ky
ouiku/syakaikyouiku__ka/lifelongstudy/u
ndoushisetsu/index.html

障がい者手帳をお持ちの方と、
その介護者に対して、使用料減
免制度があります。事前に申請
が必要なため、お問合せ連絡先
にご連絡下さい。（団体で使用
する場合は要件があります。）

高石市 教育委員会
社会教育課
電話 072-265-1001(代
表)
FAX 072-262-1794

http://www.city.takaishi.lg.jp/k
akuka/kyoiku/syougaigakusyu_ka/l
ifelongstudy/

障がい者手帳をお持ちの方と、
その介護者に対して、使用料減
免制度があります。事前に申請
が必要なため、お問合せ連絡先
にご連絡下さい。（団体で使用
する場合は要件があります。）

高石市 教育委員会
社会教育課
電話 072-265-1001(代
表)
FAX 072-262-1794

http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/ky
ouiku/syakaikyouiku__ka/lifelongstudy/u
ndoushisetsu/index.html

高石市立総合体育館
電話 072-263-2622

http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/ky
ouiku/syakaikyouiku__ka/lifelongstudy/u
ndoushisetsu/index.html

泉佐野市市場東1丁目295-1

市内の障がい者団体が使用の場
合、使用料減免あり。

泉州

泉佐野市

中央図書館

泉佐野市市場東1丁目295-1

泉州

泉佐野市

泉の森ホール

泉州

泉佐野市

泉州
泉州

泉州

TEL 072-438-2321
FAX 072-431-1500

電話 072-469-7130

生涯学習センター

泉州

https://www.city.kishiwada.osaka
.jp/soshiki/68/sougoutaiikukansh
isetuannai.html

視覚障がい者向け対面朗読サー
ビスあり。

泉佐野市

泉州

電話 072-441-9200
FAX 072-441-9204

http://www.city.izumisano.lg.jp/

泉州

泉州

www.city.kishiwada.osaka.jp/site
/shizenshi

電話 072-469-7120
FAX 072-469-7121

泉大津市下条町11番35号

泉州

電話 072-423-8100
FAX 072-423-8101

http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/
kyoikuiinkai/toshokan/index.html

泉大津市立図書館

泉州

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site
/toshokan/

電話 0725-32-0562
FAX 0725-31-0377

泉大津市

泉州

施設の参考URL

電話 072-422-2142
FAX 072-432-8686

市内の障がい者の団体が体育振
大体育室、第2体育室「畳
興のために使用の場合 5割減額
電話 0725-33-1200
敷」、第3体育室「板
エレベーター、身障者用トイ
FAX 0725-33-1202
敷」、トレーニング室、卓
レ、駐車場あり
球室など

泉州

泉州

お問合せ連絡先

和泉市

高石市

高石市

高石市

高石市

高石市

高石市

高石市

市内の障がい者団体が使用の場
合、使用料減免あり。

和泉市立北部リージョンセンター図書室 和泉市太町５５２番地

高師浜テニス場

新公園テニスコート

高師浜野球場

高砂公園野球場

高師浜運動広場

高砂公園運動広場

高石市立総合体育館

【利用時間】午前１０時か
ら午後８時
【休館日】
第１金曜日、年末年始

高石市高師浜丁8

テニスコート４面（Ａ～
Ｄ）※夜間照明有

高石市東羽衣4丁目168

テニスコート３面（Ａ～
Ｃ）

高石市高師浜丁9

高石市高砂3丁目14

高石市高師浜丁8

高石市高砂3丁目14

高石市西取石6丁目5番6号

野球場１面※夜間照明有

野球場１面

運動場１面※夜間照明有

運動場１面

アリーナ、軽運動室
トレーニングルーム
柔道場、多目的ホール等

●室内設備、エレベーター、車
椅子使用者用設備（トイレ及び
駐車場）、オストメイト対応設
備
●大活字本、点字図書の貸出
●LL版利用案内、筆談器の設置
障がい者手帳をお持ちの方と、
その介護者に対して、使用料減
免制度があります。事前に申請
が必要なため、お問合せ連絡先
にご連絡下さい。
障がい者手帳をお持ちの方と、
その介護者に対して、使用料減
免制度があります。事前に申請
が必要なため、お問合せ連絡先
にご連絡下さい。

障がい者手帳をお持ちの方と、
その介護者に対して、使用料減
免制度があります。事前に申請
が必要なため、お問合せ連絡先
にご連絡下さい。（団体で使用
する場合は要件があります。）

録音図書の郵送貸出し、大型活
字本、点字図書、点訳絵本、さ
わる絵本、ＬＬブック、字幕付 電話 072-482-7766
ビデオ貸出し、拡大読書器,筆談 FAX 072-485-4565
器、障害者用駐車場設置。

泉州

泉南市

泉南市立図書館

泉南市馬場１－２－１

泉州

阪南市

阪南市立総合体育館

阪南市光陽台1-17-24

体育館

泉州

阪南市

阪南市立図書館

阪南市尾崎町35－3

図書館

泉州

阪南市

阪南市立保健センター

阪南市黒田263-1

保健センター

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
ます。
CD録音図書を貸出ししていま
す。また朗読ボランティアによ
る対面朗読があります。
スロープ、エレベーター、身障
者用トイレ、点字による案内、
車椅子、障がい者用駐車場

http://www.toshokan-sennan.jp

電話 072-471-5224
FAX 072-472-6176

https://www.mizuno.jp/facility/osaka/h
annan.aspx

電話 072-471-9000

http://www.city.hannan.lg.jp/

電話 072-472-2800
FAX 072-471-9868

http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/ke
nko/kenko_z/hokennsennta_/index.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

泉州

阪南市

サンエンス温水プール（泉南清掃事務組
阪南市尾崎町532
合温水プール）

プール

泉州

忠岡町

忠岡町立スポーツセンター
（コパンスポーツセンター忠岡）

泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1

マシンジム、スタジオ、
プール

総合体育館

メイン＆サブアリーナ・
温水プール（スロープ付
き・プール用車いす配
泉南郡熊取町久保5丁目3番
置）・
1号
トレーニング室（車いす対
応機器設置）・
会議室・視聴覚室

泉州

熊取町

ひまわりドーム

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方に
対して、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、使用料割引制度があり
ます。(町民の方が対象）
を設定（1回券及び定期利用
券）。
・介助者を必要とする場合は、
障がい者手帳を呈示していただ
くことで介助者1名が無料。
・点字版「ひまわりバス（町内
循環バス）時刻表」を窓口に配
置。

お問合せ連絡先

施設の参考URL

電話 072-484-2627

http://www.sennanseisou.jp/pool/
index.html

電話 0725-22-8622

https://www.copin.co.jp/shop/tadaoka/
index.html

電話 072-453-5200
FAX 072-453-4001

http://www.town.kumatori.lg.jp/s
hisetsu/himawari_dome/riyouannai
/1294811076606.html

電話：072-541-2828
ＦＡＸ：072-452-7366

http://www.town.kumatori.lg.jp/s
hisetsu/tosyokan/riyou.annnai/12
97236493316.html

泉州

熊取町

熊取図書館

泉南郡熊取町野田４丁目２
対面朗読室
７１４－１

宅配・対面朗読サービスの実
施。
録音図書・点字図書・大活字
本・さわる絵本（布の絵本含
む）・LLブックの貸出。
拡大読書器の設置。
放課後等デイサービスや社会福
祉施設等に出前講座（おはなし
会等）を実施。

泉州

田尻町

田尻町立公民館図書室

泉南郡田尻町嘉祥寺1120-2 図書室

エレベーター、身障者用トイ
レ、駐車場あり

電話 072-466-0030
FAX 072-466-0853

http://www.town.tajiri.osaka.jp/kurashi_
guide/bunka_supotsu/1332839268537.h
tml

泉州

田尻町

田尻町多目的グラウンド

泉南郡田尻町嘉祥寺883-5

身障者用トイレ、駐車場あり

電話 072-490-2300
FAX 072-465-9100

http://www.town.tajiri.osaka.jp/shisetsu
/1332839032143.html

泉州

岬町

岬町健康ふれあいセンター

電話 072-495-0003
FAX 072-495-0009

ttp://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/
shiawase/fukushi/piazza/624.html

泉州

岬町

岬町海釣り公園（とっとパーク小島）

電話 072-447-5126

http://minnaga.com/totopark/ryok
in.html

泉州

大阪府

電話 072-478-8331
FAX 072-478-8335

http://shizen.osaka-yha.or.jp/

電話 072-268-3100
FAX 072-266-3690

http://rowingosaka.jp/oara_hamadera/index.htm

電話 072-268-8351
FAX 072-266-8871

https://www.mizuno.jp/facility/osaka/ri
nkai/

泉州

大阪府

大阪府立少年自然の家

大阪府立漕艇センター

屋内グラウンド（テニス
コート2面）
屋外グラウンド（野球場1
面）

障がい者手帳を持参された方に
泉南郡岬町多奈川谷川495- お風呂、プール、フィット
対して、使用料割引制度ありま
1
ネス、研修室等
す。
障がい者手帳を持参された方に
泉南郡岬町小島455-1
海釣り公園
対して、使用料割引制度ありま
す。
団体利用者（概ね半数以上が障
【屋内】宿泊棟、研修室、
がい者の団体）は、使用料の減
談話室、食堂、浴室、体育
額・免除制度があります。あら
館、クラフト室、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮ
かじめ所定の利用申込書及び使
ﾝﾎｰﾙなど
用料減免・免除申請書を提出し
貝塚市木積字秋山長尾3350
【屋外】奥貝塚バーベ
てください。個人利用者は事前
キューガーデン、ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲ
の書類提出不要。利用当日に窓
ﾔｰ場、展望台、野外炊飯
口で手帳を提示してください。
場、野外ステージなど

高石市高砂１丁目

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
用者は全額免除されます。あら
かじめ所定の利用申込書及び使
艇庫、会議室、トレーニン
用料減免・免除申請書を提出し
グ室
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。
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
用者は全額免除されます。あら
かじめ所定の利用申込書及び使
体育室、アイススケート
場、会議室、トレーニング 用料減免・免除申請書を提出し
てください。個人利用者は事前
ルーム
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。

泉州

大阪府

大阪府立臨海スポーツセンター

高石市高師浜丁6-1

泉州

貝塚市

市民福祉センター

貝塚市畠中1-10-1

泉州

貝塚市

貝塚市立総合体育館

貝塚市畠中1-13-1

視覚障がい者用卓球室があり
専用卓球台が3台あります

泉州

貝塚市

貝塚市立中央公民館

貝塚市畠中1-18-1

エレベーター、身障者用トイ
レ、駐車場あり

貝塚市民図書館

貝塚市畠中１丁目１２番１
号

エレベーター、身障者用トイ
レ、車椅子、駐車場あり

点字図書の貸出、対面朗読、宅
配サービスの実施。エレベー
ター、身障者用トイレ、駐車ス
ペースがあります。

泉州

貝塚市

泉州

岸和田市

岸和田市立浪切ホール

岸和田市港緑町1番1号

泉州

岸和田市

岸和田市立文化会館（マドカホール）

ホール、創作実習室、研修
岸和田市荒木町1丁目17番1
ホール内は車いす席が４席、障
室、会議室、視聴覚室、展
号
がい者用トイレが１～３階各階
示場 等
に１か所あり

泉州

岸和田市

岸和田市立自泉会館

岸和田市岸城町5番10号

泉州

岸和田市

市営のスポーツ施設

泉州

泉州

岸和田市

岸和田市

泉州

和泉市

泉州

和泉市

泉州

和泉市

中央公園

浜工業公園

電話 072-433-7120
FAX 072-433-7123
電話 072-433-7222
FAX 072-433-7224

電話 072-433-7200
FAX 072-433-7202

大ホール、小ホール、多目
大ホールに車いす席が8席、小
的ホール、交流ホール、特
ホールに車いす席2席、障がい者 電話
別会議室 等
用トイレ1階、2階、4階に設置

ホール、会議室、展示室

障がい者用トイレ1階

市民プール、運動広場、テ
中央体育館には障がい者用トイ
ニスコート、市立中央体育
レ、スロープあり
館
スポーツ広場、プール、テ
岸和田市西之内町42番35号
障がい者用トイレあり
ニスコート

岸和田市地蔵浜町10番地

電話 072-433-7060
FAX 072-433-1082

球技広場、テニスコート

障がい者用トイレあり

http://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/ky
oiku/chuokominkan/index.html
https://www.kaizukalibrary.osaka.jp/TOSHOW/asp/index.as
px

072-439-4173

https://namikiri.jp/

電話

072-443-3800

https://www.city.kishiwada.osaka
.jp/soshiki/10/

電話

072-437-3801

http://www2.sensyu.ne.jp/fontain
e/

スポーツ振興課
http://www.city.kishiwada.osaka.
電話 072-447-7072
ファクス 072-423-5030 jp/life/1/15/87/
中央公園管理事務所
電話 072-444-4371
ファックス 072-4445789
臨海会館（浜工業公園
内）
電話 072-436-0300
ファックス 072-4360300

●室内設備、エレベーター、車
椅子使用者用設備（トイレ及び
【利用時間】午前１０時か
駐車場）、オストメイト対応設
ら午後８時
和泉市立北部リージョンセンター図書室 和泉市太町５５２番地
備
電話：0725-90-7512
【休館日】
●大活字本、点字図書、さわる
第１金曜日、年末年始
絵本、LLブックの貸出
●LL版利用案内、筆談器の設置
【利用時間】午前９時から
午後５時１５分
案内設備、エレベーター、車椅
和泉市府中町四丁目２０番
電話：0725-43－7510
和泉市立総合福祉会館
【休館日】日曜日・祝日・ 子使用者用設備(トイレ及び駐車
４号
FAX：0725-41-3154
年末年始
場)

和泉市立北部総合福祉会館

http://www.city.kaizuka.lg.jp/ka
kuka/kenkohukushi/fukushicenter/
index.html
http://www.city.kaizuka.lg.jp/ka
kuka/kyoiku/shakaitaiiku/menu/sh
isetsu_ichiran/sougou_taiikukan/
index.html

【利用時間】午前９時から
午後５時１５分
案内設備、エレベーター、車椅
電話：0725-45-5781
和泉市幸二丁目５番１６号 【休館日】日曜日・祝日・ 子使用者用設備(トイレ及び駐車
FAX：0725-41-3191
年末年始
場)、オストメイト対応設備

https://www.city.kishiwada.osaka
.jp/soshiki/52/chuo-map.html

https://www.city.kishiwada.osaka
.jp/soshiki/52/hamakougyoumap.html

http://www.library.izumi.osaka.jp/

http://www.city.osakaizumi.lg.jp/kurasitetu/sisetsu_hall/1317
629304141.html
http://www.city.osakaizumi.lg.jp/kurasitetu/sisetsu_hall/1317
686873337.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

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

泉州

和泉市

和泉シティプラザ保健福祉センター

【利用時間】午前９時から
午後５時１５分(窓口業務)
午前９時 案内設備、エレベーター、車椅
和泉市いぶき野五丁目４番
子使用者用設備(トイレ及び駐車 電話：0725-57-6620
から午後１０時(貸施設)
７号
場)、オストメイト対応設備
【休館日】年末年始
※窓口業務は
土・日・祝日休業

泉州

和泉市

和泉シティプラザ生涯学習センター

【利用時間】午前９時から
案内設備、エレベーター、車椅
和泉市いぶき野五丁目４番 午後１０時
子使用者用設備(トイレ及び駐車 電話：0725-57-6661
【休館日】年末年始
７号
場)、オストメイト対応設備

泉州

和泉市

和泉市立シティプラザ図書館

泉州

和泉市

和泉市立人権文化センター
(ゆう・ゆうプラザ)

泉州

和泉市

人権文化センター図書室
(にじのとしょかん)

泉州

和泉市

和泉市コミュニティセンター

泉州

和泉市

泉州

和泉市

泉州

和泉市

泉州

泉州

泉州

泉州

泉州

泉州

泉州

泉州

和泉市

和泉市

和泉市

和泉市

和泉市

和泉市

和泉市

和泉市

和泉市南部リージョンセンター

【利用時間】午前１０時か
ら午後９時(平日)
午前９時か
和泉市いぶき野五丁目４番 ら午後８時(土・日曜日・
祝日)
７号
【休館日】第３金曜日、年
末年始

【利用時間】午前９時から
案内設備、エレベーター、車椅
電話：0725-44-0030
和泉市伯太町六丁目１番２ 午後１０時
子使用者用設備(トイレ及び駐車
FAX：0725-46-6532
【休館日】年末年始
０号
場)、オストメイト対応設備
【利用時間】午前１０時か
ら午後６時(火曜日から土
曜日)
午前１０ 案内設備、エレベーター、車椅
和泉市伯太町六丁目１番２
時から午後５時(日曜日・ 子使用者用設備(トイレ及び駐車 電話：0725-47-1040
０号
場)、オストメイト対応設備
祝日)
【休館日】月曜日、毎月第
４金曜日、年末年始
【利用時間】午前９時から
エレベーター、車椅子使用者用
和泉市府中町二丁目７番５ 午後１０時
【休館日】年末年始
設備(トイレ及び駐車場)
号

和泉市立市民体育館

和泉市立コミュニティ体育館

槇尾川公園テニスコート

和泉市立光明池球技場

和泉市総合スポーツセンター

和泉市立光明池緑地運動場

和泉市立くすのき公園テニスコート

和泉市温水プール

電話：0725-43-0532

【利用時間】午前９時から
午後１０時
【休館日】月曜日、年末年 案内設備、エレベーター、車椅
和泉市仏並町３９８番地の
子使用者用設備(トイレ及び駐車 電話：0725-92-3800
始
１
※月曜日が祝 場)、オストメイト対応設備
日の場合は、翌日が休館日

【利用時間】午前１０時か
ら午後６時(火曜日から土
曜日)
和泉市仏並町３９８番地の 【休館日】月曜日(当日が
和泉市立南部リージョンセンター図書室
１
祝祭日の場合はその翌
日)、第１金曜日、年末年
始
和泉市生涯学習サポート館

●案内設備、エレベーター、車
椅子使用者用設備(トイレ及び駐
車場)、オストメイト対応設備
●大活字本、点字図書、さわる 電話：0725-57-6670
絵本、LLブックの貸出
●LL版利用案内、筆談器、拡大
読書器の設置

●案内設備、エレベーター、車
椅子使用者用設備(トイレ及び駐
電話：0725-92-3811
車場)、オストメイト対応設備
●大活字本の貸出
●LL版利用案内、筆談器の設置

【利用時間】午前９時から
車椅子使用者用設備(トイレ及び
和泉市三林町１２７３番地 午後１０時
電話：0725-55-2115
【休館日】年末年始
駐車場)
の１

施設の参考URL

http://izumicityplaza.or.jp/facility/healt
handwelfare/

http://izumicityplaza.or.jp/facility/hall/

http://www.library.izumi.osaka.jp/

http://www.city.osakaizumi.lg.jp/kakukano/soumubu/zinkenbu
nka/index.html

http://www.library.izumi.osaka.jp/

http://www.izumi-komisen.jp/

http://www.city.osakaizumi.lg.jp/kakukano/kousitu/kyoudou/g
youmu/southRC/nanburizyon.html

http://www.library.izumi.osaka.jp/

https://support-kan.com/

【利用時間】午前９時から
●車椅子使用者用設備(トイレ及
午後９時
和泉市府中町四丁目２０番
電話：0725-45-0525
【休館日】第２水曜日、年 び駐車場)
３号
●利用料金の減免制度あり
末年始

https://www.city.osakaizumi.lg.jp/kankobunkasports/sports/sp
osisetu/1378954332589.html

【利用時間】午前９時から
●車椅子使用者用設備(トイレ及
午後９時
和泉市光明台一丁目４４番
電話：0725-57-0100
【休館日】第２水曜日、年 び駐車場)
８号
●利用料金の減免制度あり
末年始

https://www.city.osakaizumi.lg.jp/kankobunkasports/sports/sp
osisetu/1378954369343.html

【利用時間】
午前９時から午後６時(４
月１日から９月３０日)
和泉市和気町四丁目５番１
午前９時から午後５時(１
号
０月１日から３月３１日)
【休場日】年末年始
【利用時間】
≪運動広場A≫
午前９時から午後９時(４
月１日から１１月３０日)
午前９時から午後５時(１
２月１日から３月３１日)
≪運動広場B≫
和泉市室堂町１０６６番地
午前９時から午後６時(４
月１日から９月３０日)
午前９時から午後５時(１
０月１日から３月３１日)
【休場日】年末年始

和泉市下宮町１６０番地

【利用時間】
午前９時から午後９時
【休場日】
年末年始

【利用時間】
午前９時から午後６時(４
月１日から９月３０日)
和泉市光明台三丁目３６番
午前９時から午後５時(１
１号
０月１日から３月３１日)
【休場日】年末年始
【利用時間】
午前９時から午後６時(４
月１日から９月３０日)
和泉市はつが野五丁目１番
午前９時から午後５時(１
２号
０月１日から３月３１日)
【休場日】年末年始

利用料金の減免制度あり

電話：0725-45-0525

●車椅子使用者用設備(トイレ及
び駐車場)
電話：0725-55-3130
●利用料金の減免制度あり

●車椅子使用者用設備(トイレ及
び駐車場)
●ハンディキャップ用ルーム
電話：0725-58-7061
●利用料金の減免制度あり

●車椅子使用者用設備(トイレ及
び駐車場)
電話：0725-56-2400
●利用料金の減免制度あり

https://www.city.osakaizumi.lg.jp/kankobunkasports/sports/sp
osisetu/13270.html

https://www.city.osakaizumi.lg.jp/kankobunkasports/sports/sp
osisetu/1378954193121.html

https://www.city.osakaizumi.lg.jp/kankobunkasports/sports/sp
osisetu/1503449487789.html

https://www.city.osakaizumi.lg.jp/kankobunkasports/sports/sp
osisetu/1378954246818.html

●利用料金の減免制度あり

電話：0725-50-6262

https://www.city.osakaizumi.lg.jp/kurasitetu/park/1317714912
785.html

【利用時間】午前９時３０
分から午後９時３０分
(月・金・土曜日)
午前９時
から午後９時３０分(火・
木曜日)
午前９時
３０分から午後７時(日
和泉市上町５８４番地の１
●利用料金の減免制度あり
曜・祝祭日)
(７・８月
のみ日曜・祝祭日は、午後
９時３０分まで開館)
【休館日】水曜日(当日が
祝祭日の場合はその翌
日)、年末年始、第３火曜
日

電話：0725-46-3131

https://www.city.osakaizumi.lg.jp/kankobunkasports/sports/sp
osisetu/13379.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

泉州

泉州

情報の
提供団体名

和泉市

和泉市

施設の名称

和泉市立青少年の家

和泉市久保惣記念美術館

泉州

和泉市

和泉市いずみの国歴史館

泉州

和泉市

信太の森の鏡池史跡公園
信太の森ふるさと館

泉州

和泉市

池上曽根史跡公園
池上曽根弥生情報館

泉州

和泉市

和泉市農業体験交流施設
「いずみふれあい農の里」

泉州

和泉市

和泉市立和泉図書館

泉州

和泉市

和泉市北部リージョンセンター

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

【電話受付】午前９時から
午後５時
和泉市槇尾山町１番地の２ 【休館日】水曜日(当日が 案内設備、車椅子使用者用設備
祝祭日の場合はその翌
(トイレ及び駐車場)
１
日)、年末年始

【利用時間】午前１０時か
ら午後９時(平日)
午前９時
和泉市府中町一丁目２０番 から午後８時(土・日曜
日・祝日)
１号
【休館日】第２金曜日、年
末年始

和泉市太町５５２番地

施設の参考URL

電話：0725-92-0422
FAX：0725-92-0427

https://makiosan.com/

電話：0725-54-0001
FAX：0725-54-1885

http://www.ikm-art.jp

案内設備、車椅子使用者用設備
(トイレ及び駐車場)

電話、FAX：0725-530802

https://www.city.osakaizumi.lg.jp/kankobunkasports/rekishi/13
17803751262.html

案内設備、車椅子使用者用設備
(トイレ)

電話、FAX：0725-450605

https://www.city.osakaizumi.lg.jp/kankobunkasports/rekishi/13
17804436671.html

案内設備、車椅子使用者用設備
(トイレ)

電話、FAX：0725-455544

https://www.city.osakaizumi.lg.jp/kakukano/syougaibu/bunkais
an/ikegamisoneiseki.html

案内設備、車椅子使用者用設備
(トイレ及び駐車場)

電話：0725-92-3310
FAX：0725-92-2626

http://nounosato.com/

【利用時間】午前１０時か
ら午後５時(入館は午後４
●案内設備、車椅子使用者用設
時３０分まで)
和泉市内田町三丁目６番１
【休館日】月曜日(当日が 備(トイレ及び駐車場)
２号
●利用料金の減免制度あり
祝祭日の場合はその翌平
日)、年末年始
【利用時間】午前１０時か
ら午後５時(入館は午後４
時３０分まで)
和泉市まなび野２番４号
【休館日】月曜日(祝日を
除く)、祝日の翌日、年末
年始
【利用時間】午前１０時か
ら午後５時
和泉市王子町９１４番地の
【休館日】月曜日(祝日を
１
除く)、祝日の翌日、年末
年始
【利用時間】午前１０時か
ら午後５時(入館は午後４
和泉市池上町四丁目14番13 時３０分まで)
【休館日】月曜日(祝日を
号
除く)、祝日の翌日、年末
年始
【利用時間】午前９時から
午後５時
【休館日】月曜日(当日が
和泉市仏並町２０４３番地
祝祭日の場合はその翌
日)、年末年始

お問合せ連絡先

●案内設備、エレベーター、車
椅子使用者用設備(トイレ及び駐
車場)、オストメイト対応設備
●大活字本、点字図書、録音図
書、さわる絵本、LLブックの貸 電話：0725-44-3071
出や対面朗読の実施
●LL版利用案内、筆談器、拡大
読書器、リーディングトラッ
カーの設置

【利用時間】午前９時から 案内設備、エレベーター、車椅
子使用者用設備(トイレ及び駐車 電話：0725-90-7500
午後１０時
場)、オストメイト対応設備
【休館日】年末年始

http://www.library.izumi.osaka.jp/

http://www.city.osakaizumi.lg.jp/kakukano/kousitu/kyoudou/g
youmu/hokuburegioncenter/142734713
6272.html

