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毎月、各区が発行する「区の広報紙」の点字版・音声版を、市内在住の視覚障がいのある

方に無料でお届けします。 

希望される方は、下記の申込先まで、電話・はがき・ファックス・電子メールによりお申

し込みください。はがき・ファックス等での申し込みには件名「広報紙希望」・住所・氏名・

電話番号・点字版か音声版かをご記入のうえ下記の申込先へ送付してください。音声版をご

希望の方はカセットテープ版またはデイジーCD 版のどちらか希望する媒体を明記してくだ

さい。 

種類 申込先 

点字版（提供） 
（B5 版） 

所 在 地：〒530-8201 北区中之島 1-3-20 
        大阪市政策企画室広報担当 
電   話：6208-7251 
ファックス：6227-9090 
《大阪市ホームページ》 
http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000389395.html 
※各区役所でもお申込みいただけます。 

音声版（貸し出し） 
（ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ版・デイジーCD 版） 

所 在 地：〒546-0033 東住吉区南田辺 1-9-28 
早川福祉会館（点字図書室） 

電   話：6622-0123 
ファックス：6622-0020 
《電子メールアドレス》 hayakawa-f@k2.dion.ne.jp 
※全市情報をお知らせする「市政情報ページ」部分のみ 
※大阪市ホームページにも音声版および音声読み上げに対応するテキストデータを
掲載しています。 

●問い合わせ先：大阪市政策企画室広報担当（電話：6208-7251） 

 

 

 

 

「くらしの便利帳」は、福祉・保険の手続きや施設の案内など、日常生活に便利な情報

を紹介したもので、この点字版・音声版を市内在住の視覚障がいのある方に無料でお届け

します。希望される方は、電話・はがき・ファックスによりお申し込みください。 

はがき・ファックスでの申し込みには、件名「くらしの便利帳希望」・住所・氏名・電 

話番号・点字版か音声版かをご記入のうえ下記の申込先へ送付してください。音声版はデ

イジーCD 版となります。 

●申込先（問い合わせ先） 

     担 当 部 署：大阪市政策企画室 広報担当 

     所 在 地：〒530-8201 大阪市北区中之島 1-3-20 

     電   話：6208-7251 

ファックス：6227-9090 

大阪市ホームページ： 

http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000258565.html 

  12 情報の提供 

 
くらしの便利帳（点字版・音声版） 

 
区の広報紙（点字版・音声版） 身  

身  

http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000389395.html
mailto:hayakawa-f@k2.dion.ne.jp
http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000258565.html
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携帯メールアドレスを「防災情報メール」に登録していただきますと、気象・地震・津波
情報、災害時の防災情報をメールで配信します。ただし、登録料は無料ですが、メール受信
にかかる通信料（パケット料）は利用者の負担となります。 
必要に応じてご利用ください。 
 

●防災情報メールの配信登録 
  「touroku@osaka-bousai.net」へ空メールを 

送信して手続きを行なうことができます。 
バーコードリーダー機能付き携帯なら右に印刷 
しているＱＲコードを読み取り送信してください。 
 

  迷惑メール対策としてドメイン指定受信をされている 
方は、あらかじめドメイン指定受信に上記のアドレスを 
登録してください。 
また、ＵＲＬ付メール受信拒否、宛名設定等について 

は各携帯電話会社または販売店にお問い合わせください。 
 

※本サービスの詳細および大阪府内の 
各種防災情報については、「おおさか防災ネット」 
（ＵＲＬ：http://www.osaka-bousai.net/） 
をご覧ください。 

 
 

 

   

 
大阪市では、災害時における迅速な避難を支援するとともに、日頃から災害に対する意識

啓発や避難に関する知識、防災知識の普及を図ることを目的とするスマートフォン用アプリ
ケーション「大阪市防災アプリ」を提供しています。 

 
●このアプリでは、防災情報の収集や災害に応じた避難場所・
避難所の検索や経路確認、気象庁の警報・注意報や大阪市か
らの情報等が入手できます。また、防災・防犯ブザー、スマ
ホライト機能なども備えています。 
 

   詳細・対応機種などは「大阪市防災アプリ」のホームページ 
（URL:http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page
/0000345020.html） 
をご覧ください。 

 
●スマートフォンで下の QR コードを読み込んで直接ダウン 
ロードページを表示させることができます。 

 
                             
                                

 
    
                                                                                                
７    
                                                   

Android 用                 iOS 用 
 
 
 

 
防災情報のメール配信 

 
大阪市防災アプリ 

http://www.osaka-bousai.net/
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000345020.html
http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000345020.html
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バリアフリー情報 
 

 

 

 

【大阪市ハートフル Web サイト】 

障がいのある方が外出する際の利便性向上や就労による自立を支援するため、大阪市内の施

設等のバリアフリー整備状況や施設情報を提供しています。また、大阪市内の障がい者福祉サ

ービス事業所が販売・提供する商品・サービスの紹介等の情報も提供しています。 

 

●トップページ 

   URL：https://osaka-heartfulweb.jp/ 

●「バリアフリー情報」のページ  

URL：https://www.osaka-heartfulweb.jp/bf_top.html 

●「ハートフル商店街」のページ  

URL：https://www.osaka-heartfulweb.jp/heartful‗shopping‗street/‗pc/index.php 

 

 

 

 

 

 

  
中央図書館を利用される方は次のようなサービスが受けられます。利用には、事前登録が

必要です。 
 

  ①対面朗読サービス（視覚障がいのある方） 
   ※中央図書館以外でも、旭・阿倍野・城東・住吉・鶴見・西淀川・東成・東淀川・平野図

書館で実施しています。詳しくは各館へお問い合わせください。 
  ②郵送による貸出（視覚障がい・肢体障がい・内部障がいなどで来館が困難な方） 
  ③ファックスによる資料の問い合わせ・予約（聴覚障がい・言語障がいのある方） 
  ④その他 

●点字資料、点訳絵本、さわる絵本、布の絵本、録音資料、マルチメディアデイジー図書、
音声解説や日本語字幕が付いた DVD などがあります。 

●拡大読書機・簡易筆談機（各階 1 台）、音声対応パソコン（対面朗読室内）があります。 
   ●ご希望の方は係員が地下鉄西長堀駅の改札口まで送迎いたしますので、あらかじめお申

し出ください。 
   ●利用案内について、デイジー版・テープ版・点字版・大活字版があります。 
   ●生涯学習情報誌「いちょう並木」のデイジー版を製作貸出しています。 

●案内はホームページでもご覧いただけます。https://www.oml.city.osaka.lg.jp/ 
 

名称 所在地 電話 ファックス 開館時間 休館日 

大阪市立 
中央図書館 

〒550-0014 

西区北堀江 4-3-2 
（Osaka Metro 西長堀駅

７号出口すぐ） 

6539-3304 6539-3335 

月～金  

9:15～20:30 毎月第１・第 3 木曜日 

（ 祝 日 は 開 館 ） 

年末年始、蔵書点検期間 土・日・祝日 

9:15～17:00 

  

 
大阪市立中央図書館の利用 身 知 精 難 

https://osaka-heartfulweb.jp/
https://www.osaka-heartfulweb.jp/bf_top.html
https://www.osaka-heartfulweb.jp/heartful_shopping_street/_pc/index.php
https://www.osaka-heartfulweb.jp/heartful_shopping_street/_pc/index.php
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/
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視覚障がいのある方に無料で次のサービスなどを行っています。利用には、事前の登録及び
専用の機器が必要です。詳しくは電話でお問い合わせください。 
 
① 点字・録音図書の貸出 

自館製作の図書および全国の点字図書館等から取り寄せて、ご希望の図書を貸し出します。 
② 対面読書サービス 

ご持参いただいた資料をボランティアが対面で読み上げます。（予約制） 
③ プライベート点訳・音訳 

お手持ちの本や資料をお預かりして、点訳・音訳をします。（実費が必要） など 
※このほか、点訳・音訳ボランティア養成講習会も開催しています。 

 

名称 所在地 電話 ファックス 開館時間 休館日 

大阪市立 
早川福祉会館 
（点字図書室） 

〒546-0033 

東住吉区南田辺 1-9-28 
（Osaka Metro 谷町線 

駒川中野駅 １番出口徒歩 10 分） 

6622-0123 6622-0020 
月～土 
9:30～17:00 

日曜日 
休祝日 
年末年始 

日本ライトハウス  
情報文化センター 

〒550-0002 

西区江戸堀 1-13-2 
（Osaka Metro 四つ橋線 

肥後橋駅 ２番出口 正面） 

6441-0139 6441-0125 
火～土 
10:00～17:00 

日・月曜日 
休祝日 
年末年始 

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） 

〒537-0025 
大阪市東成区中道 1-3-59 
（Osaka Metro 中央線・長堀鶴見 

緑地線森ノ宮駅５番出口徒歩４分、 

JR 森ノ宮駅北口徒歩 4 分） 

6748-0611 6748-0631 月～金 
9:00～17:00 

土・日曜日 
休祝日、 
年末年始 

 

ほかにも… 

●JB ニュース 

《問い合わせ先：大阪府視覚障害者福祉協会》（所在地：113 ページ） 

   視覚障がいのある方が日常生活上必要な諸情報を点字で閲覧できます。 

ご希望の方には実費で郵送します。 

   閲覧場所：市立中央図書館（90 ページ） 

大阪市立早川福祉会館（点字図書室）（上記） 

障がい者スポーツセンター（93 ページ） 

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター（107 ページ） 

日本ライトハウス情報文化センター（上記） 

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）（上記） 

●聴覚障がい者ビデオライブラリー 

《問い合わせ先：大阪ろうあ会館》  

（電話 6761－1394 ファックス 6768-3833） 

  聴覚障がいのある方のために大阪府が字幕付ビデオテープの貸出を行います。 

視覚障がい者向け読書サービス 

身 

 

身  
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  障がいのある方に視聴していただけるように、次の放送が行われています。 

 

●テレビ 

 放送局 番組名 放送曜日 放送時間 

共通 NHK  E テレ 

バリバラ 

金 22：30～23：00 

火 15：30～16：00（再） 

ハートネット TV 

月～水 20：00～20：30 

水～金 15：30～16：00（再） 

聴覚障がい NHK  E テレ 

NHK みんなの手話 

月 15：30～15：55 

水（火曜深夜） 

木 

0：00～0：25（再） 

5：30～5：55（再） 

NHK 手話ニュース 

月～金 13：00～13：05 

土・日 19：55～20：00 

NHK 手話ニュース 845 月～金 20：45～21：00 

週間手話ニュース 土 11：40～12：00 

こども手話ウイークリー 日 17：50～18：00 

知的障がい NHK  E テレ ストレッチマン・ゴールド 木 9：00～9：10 

 

●ラジオ 

 放送局 番組名 放送曜日 放送時間 

共通 NHK ラジオ第 2 社会福祉セミナー 

土 19：００～19：25 

日（翌日） 12：15～12：40（再） 

視覚障がい NHK ラジオ第 2 視覚障害ナビ・ラジオ 

日 7：30～8：00 

日（同日） 

土（翌週） 

19：30～20：00（再） 

15：15～15：45（再） 

備考：テレビの福祉番組の一部について、各種施設・団体を対象に福祉ビデオライブラリーとし

て NHK 厚生文化事業団が無料で貸出をしているものがあります。 

 

   問い合わせ先： 

（NHK 厚生文化事業団 電話 03-3476-5955 平日午前 10 時から午後 5 時まで） 

 

 
テレビ・ラジオ放送 


