１５ 障害者向けの公共施設はありますか？
障害のある方を対象にした施設は、障害者更生センターの他にも、障害の区分に応じた施設がありま
す。
また、一般の公立施設（美術館などの有料施設）の中には、障害者手帳の提示などにより入場料等が
無料又は減額となる場合があります。
施

設

名

掲載
ページ

内

容

対象者

障害者更生センター等

102

障害者とその家族に、低額な料金で宿泊、休養、娯楽等の各種サービス
○障害者
を提供しています。

勤労身体障害者文化体
育施設

102

勤労身体障害者の教養文化の向上、スポーツやレクリエーションの場と
○身体障害者
して、研修室や体育館等が利用できます。

障害者スポーツセン
ター

102

県内在住の障害者とその家族、介護者に無料で、プール、体育館等のス
○障害者
ポーツ施設を提供しています。

身体障害者総合福祉セ
ンター

102

身体に障害のある方の研修や宿泊等のために利用できます。

おもちゃ図書館

102

遊びを見つける場として、ボランティアによるおもちゃ図書館が設けら
○障害者
れています。

点字図書館

103

視覚障害のある方に点字図書、録音テープを無料で閲覧、貸し出しをし
○視覚障害者
ています。

○身体障害者

＜愛知県の主な公の施設のうち料金減免を実施している施設＞
施設の名称
愛知県図書館

愛知県美術館

愛知県陶磁美術館

所在地・電話番号

料金の減免対象となる障害者等

減免対象となる料金等

名古屋市中区三の丸1-9-3
<電話>052-212-2323

身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者 駐車場使用料
及びその同乗者

名古屋市東区東桜1-13-2
<電話>052-971-5511

身体障害者手帳・療育（愛護）手
コレクション展観覧料
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
及び第一種身体障害者・第一種知的
障害者・精神障害者保健福祉手帳１
企画展観覧料
級の者の付添者1名

瀬戸市南山口町234番地
<電話>0561-84-7474

身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者 常設展観覧料
及び第一種身体障害者・第一種知的
障害者・精神障害者保健福祉手帳１ 特別展、企画展観覧料
級の者の付添者1名

減免の内容
全額免除

全額免除
1/2免除
全額免除
1/2免除

長久手市茨ケ廻間乙1533-1
愛・地球博記念公園内
<電話>0561-63-1110

身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
及び第一種身体障害者・第一種知的 入場料
障害者・精神障害者保健福祉手帳１
級の者の付添者1名

全額免除

あいち健康の森健康科学総 知多郡東浦町大字森岡字源
合センター
吾山1-1
＜あいち健康プラザ＞
<電話>0562-82-0211

身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
及び第一種身体障害者・第一種知的 入場料
障害者・精神障害者保健福祉手帳１
級の者の付添者

健康科学館
のみ全額免
除

愛知県児童総合センター

愛知勤労身体障害者
体育館

稲沢市祖父江町祖父江寺西
14-5
<電話>0587-97-6630

勤労身体障害者

愛知県森林公園
（公園施設）

尾張旭市大字新居5182-1
<電話>
公園施設 0561-53-1551
運動施設 0561-53-1552

植物園利用料金(障害者と付添人
１名)
身体障害者手帳・療育（愛護）手
野球施設・庭球施設・弓道施設
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
の利用料金（利用者の半数以上
が障害者の場合のみ）

ウッドフレンズ森林公園ゴ 尾張旭市大字新居5182-1
<電話>0561-53-3993
ルフ場

運動施設使用料

身体障害者手帳・療育（愛護）手
ゴルフ施設使用料
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者

全額免除

全額免除

減額

熱田神宮公園

テニスコート・球技場・野球場
身体障害者手帳・療育（愛護）手
名古屋市熱田区旗屋1-10-45
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者 使用料(利用者の半数以上が障害
<電話>052-681-5204
者の場合のみ)
及び付添者

全額免除

小幡緑地

名古屋市守山区大字牛牧字
中山1632-1
<電話>052-791-9492

テニスコート・球技場・野球場
使用料(利用者の半数以上が障害
身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者 者の場合のみ)
トレーニング施設使用料
及び付添者
(障害者と付添人1名)

全額免除
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＜愛知県の主な公の施設のうち料金減免を実施している施設＞
施設の名称

所在地・電話番号

名古屋市緑区大高町字高山
1-1
<電話>052-622-2281
大高緑地

<電話>052-693-8798

料金の減免対象となる障害者等

減免対象となる料金等

減免の内容

ゴーカート使用料(付添人は障害
者と同乗するときに限る)
テニスコート・野球場・バーベ
身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者 キュー炉使用料(利用者の半数以
上が障害者の場合のみ)
及び付添者
水泳場・ベビーゴルフ使用料
(障害者と付添人1名)

全額免除

身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳・精神障害者保健福祉手帳、被爆
者手帳、戦傷者手帳所持者

100円引き

ディノアドベンチャー名古屋
（障害者のみ）

新城総合公園

新城市浅谷字ヒヨイタ40
<電話>0536-25-1144

陸上競技場(個人)・弓道場(個
人)使用料(障害者と付添人1名)
身体障害者手帳・療育（愛護）手
テニスコート・野球場・競技
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
場・陸上競技場(団体)･弓道場
及び付添者
(団体)使用料(利用者の半数以上
が障害者の場合のみ)

木曽川祖父江緑地
＜サリオパーク祖父江＞

稲沢市祖父江町祖父江鍋島
132
<電話>0587-97-4255

水泳場(障害者と付添人1名)
身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者 テニスコート使用料(利用者の半
数以上が障害者の場合のみ)
及び付添者

全額免除

小牧市大字本庄字南浦1020
<電話>0568-78-1110

体育室(個人)・トレーニング施
設・体育館(個人)・遊戯用自転
身体障害者手帳・療育（愛護）手
車使用料(障害者と付添人1名)
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
体育室(団体)・体育館(団体)使
及び付添者
用料(利用者の半数以上が障害者
の場合のみ)

全額免除

大府市森岡町9丁目300番地
<電話>0562-47-9222

ベビーゴルフ使用料(障害者と付
添人1名)
身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者 テニスコート・体育館・球技
場・会議室使用料(利用者の半数
及び付添者
以上が障害者の場合のみ)

全額免除

長久手市茨ヶ廻間乙1533-1
<電話>0561-64-1130

アイススケート場、体育館使用
料（個人の場合は障害者と付添
人1名、団体の場合は利用者の半
数以上が障害者の場合のみ）
多目的球技場、多目的広場、野
球場、庭球場、フットサル場、
茶室、体験学習室多目的室、多
目的スタジオ使用料
身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者 （利用者の半数以上が障害者の
場合のみ）
及び付添者
サツキとメイの家、サイクリン
グ用自転車使用料
(障害者と付添人1名）
駐車場使用料（普通車1日1回1
台）
ただし、スケート利用時に靴料
300円必要

全額免除

<電話>0561-64-1204

身体障害者手帳・療育（愛護）手
帳・精神障害者保健福祉手帳、被爆 大観覧車
者手帳、戦傷者手帳所持者及びその (障害者と付添人1名)
付添者

1/2免除

愛知県スポーツ会館

名古屋市北区名城1-3-35
<電話>052-991-9151

身体障害者手帳・療育（愛護）手
第１～第５競技場施設使用料
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
（個人利用）
及びその付添者

全額免除

愛知県武道館

名古屋市港区丸池町1-1-4
<電話>052-654-8541

身体障害者手帳・療育（愛護）手
第２～第６競技場施設使用料
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
（個人利用）
及びその付添者

全額免除

いちい信金スポーツセン
ター

身体障害者手帳・療育（愛護）手
一宮市千秋町佐野字向農756
水泳施設・陸上競技施設使用料
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
<電話>0586-77-0500
（個人利用）
及びその付添者

尾張広域緑道
＜フレッシュパーク＞

あいち健康の森公園

愛・地球博記念公園
＜モリコロパーク＞

愛知県口論義運動公園

愛知県総合射撃場

身体障害者手帳・療育（愛護）手
日進市北新町西口論義323-8
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者 水泳施設使用料（個人利用）
<電話>0561-73-8959
及びその付添者
第１～第３射撃場施設使用料(個
身体障害者手帳・療育（愛護）手
豊田市宇連野町ウネ畑12-95
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者 人利用)、第４射撃場施設入場料
<電話>0565-90-3971
(個人利用)
及びその付添者
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全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

