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

施設の参考URL

施設に隣接して大池小学校内に
多目的トイレが設置されてい
る。

電話

施設利用料の割引あり。障がい
者が利用する場合の料金は半
額。（確認できるものが必要）

電話06-4866-1717
FAX 06-4866-1718
(マリンフード豊中テニ
スコート）

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shis
etsu/sports/senrihigashi_tennis.html

電話06-4866-1717
FAX 06-4866-1718

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shis
etsu/sports/fureai_tennis.html

06-6845-3121

豊能

豊中市

豊中市立大池コミュニティプラザ

豊中市本町１－７－１２
コミュニティプラザ
（豊中市立大池小学校内）

豊能

豊中市

千里東町公園庭球場

豊中市新千里東町２－６－
庭球場
１

豊能

豊中市

マリンフード豊中テニスコート
（ふれあい緑地庭球場）

豊中市服部寿町４－７－1

豊能

豊中市

野畑庭球場

豊中市永楽荘１－４－４８ 庭球場

豊能

豊中市

豊島公園庭球場

豊中市曽根南町１－１５７ 庭球場

豊能

豊中市

グリーンスポーツセンター庭球場

豊中市大島町３－９－２－
庭球場
１

豊能

豊中市

豊島公園野球場
（愛称：豊中ローズ球場）

豊中市曽根南町１－４－２ 野球場

電話06-6862-0018
FAX 06-6862-1026

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shis
etsu/sports/rose.html

豊能

豊中市

大門公園野球場

豊中市北桜塚１－２７－１

電話06-6862-0018
FAX 06-6862-1026
（豊中ローズ球場）

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shis
etsu/sports/daimon.html

豊能

豊中市

千里北町公園野球場

豊中市新千里北町１－２３
－１

豊能

豊中市

マリンフード豊中少年野球場
（ふれあい緑地少年野球場）

豊中市服部寿町４－２７２
－１

豊能

豊中市

マリンフード豊中マルチグラウンド
（ふれあい緑地球技場）

豊中市利倉東２－２２－１

豊能

豊中市

豊中市立文化芸術センター
（大ホール・小ホール）

豊中市曽根東町3-7-2

豊能

豊中市

アクア文化ホール
豊中市曽根東町3-7-2
（豊中市立文化芸術センター中ホール）

豊能

豊中市

豊中市立ローズ文化ホール

豊中市野田町4-1

豊能

豊中市

豊中市立伝統芸能館

豊中市岡町北1-4-1

豊能

豊能町

スポーツセンター

豊能

豊能町

ユーベルホール

シートス

体育館、プール

豊能町東ときわ台1-2-5

ホール

【利用時間】午前10時～午
後6時
【休館日】
月曜日、最終金曜日、年末
年始

豊能町

豊能町立図書館

豊能町光風台5-1-2

豊能

能勢町

能勢町

生涯学習センター

能勢町大里178-2

豊能

能勢町

能勢町

Ｂ＆Ｇ海洋センター

能勢町柏原64

豊能

能勢町

淨るりシアター

能勢町

能勢町

豊能

大阪府

大阪府立稲スポーツセンター

豊能

箕面市

保健福祉センター

箕面市立中央図書館

能勢町宿野30
能勢町栗栖82-1
箕面市稲６丁目１５-２６

箕面市箕面5-11-23

施設利用料の割引あり。障がい
者が利用する場合の料金は半
額。（確認できるものが必要）
施設利用料の割引あり。障がい
者が利用する場合の料金は半
額。（確認できるものが必要）
施設利用料の割引あり。障がい
者が利用する場合の料金は半
額。（確認できるものが必要）
施設利用料の割引あり。障がい
者が利用する場合の料金は半
額。（確認できるものが必要）

施設利用料の割引あり。10人以
上かつ障がい者が7割以上の団体
が利用する場合の料金は半額。
（確認できるものが必要）
施設利用料の割引あり。10人以
上かつ障がい者が7割以上の団体
野球場
が利用する場合の料金は半額。
（確認できるものが必要）
施設利用料の割引あり。10人以
上かつ障がい者が7割以上の団体
野球場
が利用する場合の料金は半額。
（確認できるものが必要）
施設利用料の割引あり。10人以
上かつ障がい者の7割以上の団体
少年野球場
が利用する場合の料金は半額。
（確認できるものが必要）
施設利用料の割引あり。10人以
上かつ障がい者が7割以上の団体
天然芝グラウンド
が利用する場合の料金は半額。
（確認できるものが必要）
◆視覚障がい者対応
点字ブロック、視覚障がい者用
点字標示板あり。
◆車いす対応
駐車場に身障者スペースあり。
車いす席7台分。貸出用車いす3
大ホール、小ホール、練習
台。エレベーターあり。出入口
室、展示室、多目的室
に自動ドアあり。
◆その他
多機能トイレ4ヶ所。手すりあ
り。
●障がい者とその介助者は入場
料2割引きになる事業あり。
◆視覚障がい者対応
点字ブロック、視覚障がい者用
点字標示板あり。
◆車いす対応
車いす席5台分。貸出用車いす3
中ホール、音楽室、練習室 台。ホワイエにスロープあり。
◆その他
多機能トイレ2ヶ所。手すりあ
り。
●障がい者とその介助者は入場
料2割引きになる事業あり。
◆視覚障がい者対応
玄関から案内板までの誘導鈴・
点字ブロックあり。 案内板か
らは人的誘導。
◆車いす対応
駐車場に身障者スペースあり。
エレベーター、スロープあり。
ホール、会議室
車いす席は客席が可動式の為、
仕様によって変動があるが、設
置は可能。
◆その他
多機能トイレ1ヶ所あり。手すり
あり。
◆視覚障がい者対応
点字ブロック、視覚障がい者用
点字標示板あり。
◆車いす対応
貸出用車いす1台。エレベーター
多目的ホール、休憩室
あり。出入口に自動ドア・ス
ロープあり。
◆その他
多機能トイレ2か所。手すりあ
り。

豊能町新光風台3-1-10

豊能

豊能

庭球場

体育室、会議室、多目的
室、トレーニング室

電話06-6844-1313
FAX 06-6844-1313
(野畑庭球場）
電話06-6862-0018
FAX 06-6862-1026
（豊中ローズ球場）
電話06-6398-7391
FAX 06-6398-7392
（グリーンスポーツセン
ター（庭球場）附属棟）

電話06-4866-1717
FAX 06-4866-1718
(マリンフード豊中テニ
スコート）
電話06-4866-1717
FAX 06-4866-1718
(マリンフード豊中テニ
スコート）
電話06-4866-1717
FAX 06-4866-1718
(マリンフード豊中テニ
スコート）

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shis
etsu/sports/nobatake_tennis.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shis
etsu/sports/teshima_tennis.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shis
etsu/sports/syounaip.html

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shis
etsu/sports/senri_kitamachi.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shis
etsu/sports/yakyuuzyou.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/shis
etsu/sports/marinhu-domarutigura.html

電話 06-6864-3901
FAX 06-6863-0191

http://www.toyonaka-hall.jp

電話 06-6864-3901
FAX 06-6863-0191

http://www.toyonaka-hall.jp

電話 06-6331-7961
FAX 06-6336-9312

http://www.toyonaka-hall.jp

電話 06-6850-1313
FAX 06-6850-7381

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/shise
tsu/hall/dentougeinoukan/index.html

電話 072-738-1333

http://www.shisetsu.jp/town.toyono_cto
s/

電話 072-738-7700

http://www.town.toyono.osaka.jp/page/dir003923.html

点字図書・録音図書・大活字
本・ＬＬブックの貸出
対面朗読の実施
拡大読書器の設置
障害者用トイレ・駐車スペー
ス・点字ブロックの設置

電話 072-738-3304
FAX 072-738-5096

http://www.town.toyono.osaka.jp/page/dir003948.html

スロープ、多目的トイレ設置

電話 072-734-3365
FAX 072-734-3376

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

スロープ、多目的トイレ設置

電話 072-734-3336
FAX 072-734-3350

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

スロープ、多目的トイレ設置

電話 072-734-3241
FAX 072-734-3240

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

スロープ、多目的トイレ設置

電話 072-731-2150
FAX 072-731-2151

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

利用料金の割引制度がありま
す。
ループ式難聴者設備、プログラ
ムNo
.表示板を設置しています。
また、イベントチケットの割引
制度があります。

障がい者には使用料減免制度や
優先予約制度があります。
・点字図書・録音図書の貸出
・「声と点字の読書情報」（録
音版）（点字版）の送付
・対面朗読
・FAXによる本の予約サービス
・大活字本の貸出
・来館が困難な方へ墨字図書の
郵送貸出

電話 072-728-4822
FAX 072-728-4876

https://www.sfj-osaka.net/12ina/

電話 072-722-4580
FAX 072-724-9697

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

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

豊能

豊能

情報の
提供団体名

箕面市

箕面市

施設の名称

箕面市立東図書館

箕面市立萱野南図書館

施設の住所

箕面市粟生間谷西3-1-3

箕面市船場西3-8-22

豊能

箕面市

箕面市立西南図書館

箕面市半町4-6-39

豊能

箕面市

箕面市立桜ヶ丘図書館

箕面市桜ヶ丘4-19-3

豊能

箕面市

箕面市立小野原図書館

箕面市小野原西5-2-36

豊能

箕面市

箕面市立障害者福祉センターささゆり園 箕面市西小路3-9-9

豊能

箕面市

箕面市立総合保健福祉センター

箕面市萱野5-8-1

豊能

池田市

池田市保健福祉総合センター

池田市城南3丁目1番40号

豊能

池田市

池田市立五月山体育館

池田市綾羽2丁目7番1号

豊能

池田市

池田市立総合スポーツセンター

池田市荘園2丁目7番30号

豊能

池田市

池田市立図書館

池田市呉服町1番1号

豊能

池田市

池田市民文化会館

池田市天神1丁目7番1号

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
・点字図書・録音図書の貸出
・対面朗読
・FAXによる本の予約サービス
・大活字本の貸出

お問合せ連絡先

施設の参考URL

電話 072-729-1321
FAX 072-729-1305

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

電話 072-727-1033
FAX 072-727-6416

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

電話 072-725-1022
FAX 072-725-6722

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

・点字図書・録音図書の貸出
・FAXによる本の予約サービス
・大活字本の貸出

電話 072-724-8707
FAX 072-724-4802

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

・点字図書・録音図書の貸出
・FAXによる本の予約サービス
・大活字本の貸出

電話 072-749-5176
FAX 072-749-5177

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

電話 072-724-2940
FAX 072-724-2940

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

電話 072-727-9500
FAX 072-727-3539

http://www.city.minoh.lg.jp/lifeplaza/life
plaza.html

・点字図書・録音図書の貸出
・対面朗読
・FAXによる本の予約サービス
・大活字本の貸出
・点字図書・録音図書の貸出
・対面朗読
・FAXによる本の予約サービス
・大活字本の貸出

会議室・ロッカーの提供、
教室の実施、講座の開催、 点字図書・録音図書の貸出
各種情報の提供
保健福祉に関する総合相談 障がい者手帳所持者に対し、施
窓口・障がい者事業所によ 設および駐車場の使用料減免制
るショップ・会議室・調理 度あり
室・ギャラリー他
音声案内装置あり。触地図案内
板あり。補聴設備磁気ループあ
障がい者地域生活支援セン
り。多目的トイレあり。エレ
ター・会議室他
ベーターあり。
施設使用料の割引あり。多目的
トイレあり。触地図案内板あ
トレーニングルーム、温水
り。エレベーターあり。駐車場
プール他
障がい者割引制度あり。

電話072-754-6010

電話072-754-3336
ＦＡＸ072-754-6555

施設使用料の割引あり。多目的
トイレあり。障がい者用駐車場2 電話072-761-5137
台（無料）。
ＦＡＸ072-751-2820
点字図書・録音図書貸出あり。
多目的トイレあり。駐車場障が
い者割引制度あり。
多目的トイレあり。エレベー
ターあり。

http://www.satsukiyama-taiikukan.jp/

http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu
/sports/1418516871349.html

電話072-751-2508

http://lib-ikedacity.jp/

電話072-761-8811
ＦＡＸ072-761-1987

http://www.azaleanet.or.jp/

