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（１）大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター盲ろう者等社会

参加支援センター○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 障がい者の社会参加の促進を図るためのもので､障がい者団体の活

動と交流の場である障がい者団体利用室をはじめ､会議室、研修室を

備えており、障がい者の社会参加活動等に広く利用できます。 

 また、盲ろう者（視覚と聴覚に重複して重度の障がいがある人）の

自立と社会参加の促進を図るため、通訳・介助者の養成・派遣等の実

施や、聴覚に障がいのある方のために、要約筆記者の養成・派遣等を

実施しています。 

窓口 大阪障害者自立支援協会（資料編42ページ） 

（２）国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 障がい者の｢完全参加と平等｣を実現するための象徴的な施設として

整備された国立施設｡多目的ホール【約1500人収容〔車椅子利用の

場合約1000人（内、車椅子席最大約300席）〕】、研修室、宿泊

室（35室）、レストランがあり、全館バリアフリーとなっていま

す。 

※障がいのない人も利用できます。 

窓口 

ビッグ・アイ（泉北高速「泉ヶ丘」駅下車） 
http://big-i.jp/ 

 ＴＥＬ：０７２－２９０－０９６２ 

 ＦＡＸ：０７２－２９０－０９７２ 

 

（３）大阪府立障がい者交流促進センター（ファインプラザ大阪）

大阪府立稲スポーツセンター ○身  ○知  ○精  ○難  

内容 

 府立障がい者交流促進センター（ファインプラザ大阪）は、大

阪府における障がい者スポーツの中核拠点施設として、専門性の

高い指導員の養成等のほか、府内各地域における障がい者スポー

ツに係る活動を幅広く支援するなど、府内の障がい者スポーツの

振興を図る施設です。 

 府立稲スポーツセンターは、障がい者のスポーツ及び文化芸術

・レクレーション活動を支援し、障がい者の社会参加の促進に資

する施設です。 

1７章 障がい者のための施設等 

http://www.big-i.jp/
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窓口 

大阪府立障がい者交流促進センター 

（泉北高速「光明池」駅下車 無料送迎バス有り） 
http://www.fineplaza.jp/ 

ＴＥＬ：０７２－２９６－６３１１ 

ＦＡＸ：０７２－２９６－６３１３ 

大阪府立稲スポーツセンター 

（北大阪急行･大阪モノレール｢千里中央｣駅下車 阪急バス「豊島高

校前」すぐ） 
https://fitness21.or.jp/jigyo-shitei/osakafu-inaspo/ 

ＴＥＬ：０７２－７２８－４８２２ 

ＦＡＸ：０７２－７２８－４８７６ 

 

（４）製品常設販売店 ○身  ○知  ○精  

内容 障がい者施設などで作られた自主製品を展示、販売しています。 

 

＜窓口＞ 

名 称 場 所 
ＴＥＬ（上段） 

ＦＡＸ（下段） 

福祉のコンビニ 

こさえたん 

大阪府庁別館１階 

大阪市中央区大手前３丁目

２－１２ 

０６－６９４９－３５５１ 

０６－６９２０－３５２２ 

ふれ愛たかつき 
阪急京都線高槻市駅 

エミル高槻２F 

０７２－６７５－０８００ 

０７２－６７５－０７０７ 

とよのピア in 池田 
阪急宝塚線池田駅内 
ブランマルシェ2号館2Ｆ 

０７２－７５０－３７７３ 

０７２－７５０－３７７５ 

ひびきのおみせ 

パレットひびき 

東大阪市荒川３丁目 

５－６ M・Mビル101号 

０６－６７２０－７７７４ 

０６－６７２０－７７６４ 

PASSER 

（パッセ） 

堺市堺区鉄砲町１番地 

イオンモール堺鉄砲町１Ｆ 

０７２－２４７－７５４４ 

FAXなし 

いずみ障がい者 

ふれあいプラザ 

オアシス 

和泉市いぶき野5丁目1-7

アムゼモール２F 

０７２５－５６－５７４３ 

０７２５－５６－５７４３ 

福祉の店 なかま 
豊中市本町1丁目１－１ 

阪急宝塚線豊中駅 北口 

０６－６１５２－１０１１ 

０６－６１５２－１０１１ 

http://www.fineplaza.jp/
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りんごの木 
八尾市西山本町４丁目 

１５-２ 

０７２－９９３－４３３０ 

０７２－９９３－４３３０ 

喫茶 ハートリー 
寝屋川市葛原１丁目 

２２-９ 

０７２－８２８－４００１ 

０７２―８２８－４００５ 

コミュニティショッ

プ 

いちばん星 

大東市野崎1丁目1-22 
０７２－８７７－１０５５ 

０７２－８７７－１０５４ 

わお ラポール 

枚方市新町2丁目1-35 

枚方市立総合福祉会館 

ラポールひらかた１階 

０７２－８４３－７０７７ 

０７２－８４１－２０３５ 

えぇショップ 

いろどり 

八尾市光町2丁目3 

アリオ八尾２F 

０７２－９９５－２９０８ 

０７２－９９５－２９０８ 

パンと雑貨のお店 

はぴすま 
吹田市昭和町１０-２０   

０６－６３１７－１２３１ 

０６－６３１７－１２３１ 

みなみかぜ交流ひろば

ギャラリーみなみかぜ 

堺市南区桃山台１丁１－１

－１南区役所１Ｆ 

０８０-９７５７-０８０８ 

FAXなし 

森のキッチン 
堺市堺区南瓦町３－１ 

堺市役所Ｂ１Ｆ 

０７２－２２８－３９３９ 

０７２－２２８－３９３８ 

 

（５）大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター視覚障が

い者支援センター・点字図書館 ○身  

内容 

視覚に障がいのある方のために、点訳・朗読奉仕員の養成（中

級）を実施しています。 

また、視覚障がい者用録音テープ等を郵送で貸し出しています

。 

窓口 大阪府視覚障害者福祉協会（資料編43ページ） 

 

（６）大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター聴覚障が

い者支援センター・聴覚障がい者情報提供施設 ○身  

内容 

聴覚に障がいのある方の自立と社会参加を図るため、手話通訳

者の養成・派遣等を実施しています。 

また、聴覚障がい者を対象に字幕または手話が挿入されたビデ

オ・DVDを貸し出しています。貸し出しには、事前登録が必要

です。 

窓口 大阪聴力障害者協会（資料編43ページ） 
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（７）大阪府ＩＴステーション ○身  ○知  ○精  ○難  
     →136ページ参照 

 

（８）障がい者に配慮した公園施設等 ○身  

内容 

 高齢者や障がい者などを含む全ての人々の利用に配慮した府営公園

とするため、ユニバーサルデザイン・バリアフリー化の取組みを推進

しています。 

具体的には、誰もが利用しやすいように、スロープ、出入口の改

修、トイレの多目的ブースの設置などを行っています。 

 

＜窓口＞ 

公園名 最寄駅等 連絡先 

服部緑地 
北大阪急行緑地公園駅 

阪急宝塚線曽根駅 

服部緑地管理事務所 

06－6862－4945 

箕面公園 阪急箕面線箕面駅 
箕面公園管理事務所 

072－721－3014 

寝屋川公園 ＪＲ学研都市線寝屋川公園駅 
寝屋川公園管理事務所 

072－824－8800 

山田池公園 
JR学研都市線藤阪駅 

京阪本線枚方市駅から京阪バス 

山田池公園管理事務所 

072－851－4761 

深北緑地 JR学研都市線野崎駅、四条畷駅 
深北緑地管理事務所 

072－877－7471 

久宝寺緑地 
JR関西本線(大和路線）久宝寺駅 

近鉄大阪線久宝寺口駅 

久宝寺緑地管理事務所 

072－992－2489 

枚岡公園 近鉄奈良線枚岡駅、額田駅 
枚岡公園管理事務所 

072－981－2516 

錦織公園 
南海高野線金剛駅、滝谷駅 

近鉄長野線滝谷不動駅 

錦織公園管理事務所 

0721－24－1506 

長野公園 南海高野線・近鉄長野線河内長野駅 
長野公園管理事務所 

0721－62－2772 

石川河川公園 
近鉄南大阪線古市駅、駒ヶ谷駅 

長野線喜志駅、富田林駅 

石川河川公園管理事務所 

072－956－1900 

住之江公園 
Osaka Metro四ツ橋線住之江公園駅 

ニュートラム住之江公園駅  

住之江公園管理事務所 

06－6685－9521 

住吉公園 
南海本線住吉大社駅 

阪堺電車住吉鳥居前駅 

住吉公園管理事務所 

06－6671－2292 
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大泉緑地 Osaka Metro御堂筋線新金岡駅 
大泉緑地管理事務所 

072－259－0316 

浜寺公園 
南海本線浜寺公園駅 

阪堺電車浜寺駅前駅 

浜寺公園管理事務所 

072－261－0936 

二色の浜公園 南海本線二色浜駅 
二色の浜公園管理事務所 

072－422－0442 

蜻蛉池公園 JR阪和線下松駅から南海バス 
蜻蛉池公園管理事務所 

072－443－9671 

りんくう公園 
ＪＲ関西空港線、南海線（空港線） 

りんくうタウン駅 

りんくう公園管理事務所 

072－469－7717 

せんなん里海公園 
南海本線箱作駅  

南海本線淡輪駅  

せんなん里海公園管理事務所 

072－494－2626 

泉佐野丘陵緑地 JR阪和線長滝駅 

泉佐野丘陵緑地 

パークセンター 

072－467－2491 

 

（９）公園利用サポートボランティア「ヒーリングガーデナークラブ」 

 ○身  ○知  ○精  

内容 

 府営公園では、誰もが利用しやすく安らぐことのできる公園を

目指し、障がい者・高齢者の方々と一緒に楽しみながら、公園を

案内するボランティア「ヒーリングガーデナー」が活動していま

す。公園ガイドや自然観察、園芸やクラフトなど各公園の魅力を

楽しんでいただけます。 

＜窓口＞ 

公園名 名  称 連絡先 

住之江公園 住之江・住吉公園ヒーリングガーデナーク

ラブ 

住之江公園管理事務所 

06-6685-9521 住吉公園 

大泉緑地 大泉緑地ヒーリングガーデナークラブ 
大泉緑地管理事務所 

072-259-0316 

浜寺公園 浜寺公園ヒーリングガーデナークラブ 
浜寺公園管理事務所 

072-261-0936 

山田池公園 山田池公園ヒーリングガーデナークラブ 
山田池公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀ  ー

072-866-6132 

久宝寺緑地 久宝寺緑地ヒーリングガーデナークラブ 
久宝寺緑地管理事務所 

072-992-2489 

 


