
1 

 

精神障害者保健福祉手帳を持って 

いろんなところへ出かけてみよう 
平成３１年３月 名古屋市精神障害者家族会連合会 事務局作成 

 

≪障害者手帳で利用できる名古屋市内の施設一覧表≫ 

所在地 施設名 本人 介護者 備考 施設電話番号 

北 区 

名城公園駐車場 無料  本人乗車の普通自動車 052-972-2492 

名古屋市 

北スポーツセンター 

無料 

駐車料金無料 
2名まで無料 

格技場、弓道場、プール 

トレーニング室利用料金 
052-917-0501 

ネックス・プラザ 無料  
名古屋高速道路広報資

料センター入場料金 
052-919-3241 

楠プール 無料 2名まで無料 利用料金 052-901-9949 

名古屋市名城プール 無料 2名まで無料 利用料金 052-912-0499 

名城庭球場駐車場 無料  利用料金 052-912-3321 

レインボー黒川スポーツ 

トレーニングセンター 
無料 2名まで無料 

トレーニング室、浴場サ

ウナ室利用料金 
052-982-2770 

名城公園フラワープラザ 無料  入館料金 052-913-0087 

山田天満宮 無料  拝観料金 052-981-5695 

守山区 

名古屋市守山プール 無料 2名まで無料 利用料金 052-794-1319 

志段味スポーツランド 無料 2名まで無料 トレーニング室利用料金 052-736-3766 

守山スポーツセンター 無料 2名まで無料 
温水プール、トレーニン

グ室利用料金 
052-792-7066 

名古屋市東谷山 

フルーツパーク 
無料  

世界の熱帯果樹温室 

入場料金 
052-736-3344 

アサヒビール名古屋工場 無料  見学料金（要予約） 052-792-8966 

西 区 

名古屋市山田プール 無料 2名まで無料 利用料金 052-503-9977 

枇杷島スポーツセンター 
無料 

駐車料金無料 
2名まで無料 

格技場、弓道場、プール 

トレーニング室利用料金 
052-532-4121 

山田西プール 無料 2名まで無料 利用料金 052-503-5151 

トヨタテクノミュージアム 

産業技術記念館 
無料 1名は無料 入場料金 052-551-6115 

ノリタケの森 無料 1名は無料 入園料・クラフトセンター 052-561-7290 
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ノリタケミュージアム 

庄内緑地グリーンプラザ 無料  室内広場は有料 052-503-1010 

イオンシネマワンダー 1000円 2名まで1000円 映画観賞料金 052-509-1414 

中村区 

名古屋市秀吉清正記念館 無料  本人乗車の普通自動車 052-411-0035 

中村スポーツセンター 
無料 

駐車料金無料 
2名まで無料 

格技場、弓道場、プール 

トレーニング室利用料金 
052-413-8021 

ミッドランドスクエア 

スカイプロムナード 
減免  入場料金 052-527-8877 

１０９シネマズ名古屋 1000円 2名まで1000円 映画観賞料金 052-541-3109 

ミッドランドスクエア 

シネマ 
1000円 1名まで1000円 映画観賞料金 052-527-8808 

シネマスコーレ 1100円 
付き添い者は前

売り料金に割引 
映画観賞料金 052-452-6036 

中川区 

名古屋市富田プール 無料 2名まで無料 利用料金 052-301-0390 

露橋スポーツセンター 
無料 

駐車料金無料 
2名まで無料 

柔道場、弓道場、プール 

トレーニング室利用料金 
052-362-4411 

中川プール 無料 2名まで無料 利用料金 052-362-9131 

冨田北プール 無料 2名まで無料 利用料金 052-431-8991 

ラウンドワンスタジアム 

中川 1号線店 
減免  

ボウリング、カラオケ、ス

ポッチャ、ビリヤード等 
052-665-5353 

中川シネマコロナワールド 1000円 2名まで1000円 映画観賞料金 052-303-8511 

港 区 

市営金城ふ頭駐車場 駐車料金無料   052-389-5580 

ポートメッセなごや（名古屋

市国際展示場） 
駐車料金無料   052-398-1771 

名古屋市港防災センター 無料 無料 入場料金・体験料金 052-651-1100 

サンビーチ日光川プール 
無料 

駐車料金無料 
2名まで無料 利用料金 052-302-6200 

稲永スポーツセンター 
無料 

駐車料金無料 
2名まで無料 

弓道場、トレーニング室

利用料金 
052-384-0300 

港プール 無料 2名まで無料 利用料金 052-384-5587 

南陽プール 
無料 

駐車料金無料 
2名まで無料 

プール、トレーニング室

利用料金 
052-303-2015 

名古屋海洋博物館 

南極観測船ふじ 展望室 
無料 

手帳1級・2級 

の方は1名無料 
3施設の入場料金 052-652-1111 

名古屋港水族館 
無料 

駐車料金無料 

手帳1級・2級 

の方は1名無料 
入館料金 052-654-7080 

日本独楽博物館 無料 無料 入館料金 052-661-3671 

名古屋市野鳥観察館 無料 無料 入館料金 052-381-0160 

とだがわこどもランド 無料 無料 入園料金 052-304-1500 

名古屋港ワイルドフラワー

ガーデン ブルーボネット 
200円 １名まで200円 入園料金 052-613-1187 

名古屋港シートレインランド 無料 １名まで無料 入園料金（ｱﾄﾗｸｼｮﾝ有料） 052-661-1520 

リニア鉄道館 500円 １名まで500円 入館料金 050-3772-3910 

TOHO ｼﾈﾏｽﾞ名古屋ﾍﾞｲｼﾃｨ 1000円 1名まで1000円 映画観賞料金 050-6868-5005 

イオンシネマ名古屋茶屋 1000円 ２名まで1000円 映画観賞料金 052-309-4610 

南区 

見晴台考古資料館 無料 無料 入館料金 052-823-3200 

あいち生活協同組合 無料 
同居の家族

無料 
宅配料金 0120-68-2020 
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日本ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ ｱｲｽﾘﾝｸ 
無料 

駐車料金無料 
2名無料 

競泳ﾌﾟｰﾙ､ｱｲｽﾘﾝｸ､温水

ﾌﾟｰﾙ､弓道場利用料金 
052-614-6211 

日本ｶﾞｲｼｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 
無料 

駐車料金無料 
2名無料 

ｱｰﾁｪﾘｰ場、温水ﾌﾟｰﾙ､格

技場、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室利用料金 
052-614-3111 

東区 

名古屋市市政資料館 無料 無料 入館料金 052-935-0051 

文化のみち撞木館 無料 無料 入館料金 052-939-2850 

旧豊田佐吉邸 無料 無料 入場料金 052-972-2780 

愛知県美術館 ｺﾚｸｼｮﾝ展無料 1級無料 観覧料金 052-971-5511 

名古屋市東ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
無料 

駐車料金無料 
2名無料 

競技場、弓道練習場、

屋内ﾌﾟｰﾙ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 
052-661-3671 

旧春田鉄次郎邸 無料 無料 入館料金 052-972-2780 

三菱東京 UFJ貨幣資料館 無料 無料 入館料金 052-933-5151 

文化のみち二葉館 無料 無料 入館料金 052-936-3836 

徳川美術館 団体料金 １名団体料金 観覧料金 052-935-6262 

ヤマザキマザック美術館 800円 １名800円 入館料金 052-937-3737 

徳川園 無料 2名無料 入園料金 052-935-8988 

名演小劇場 1000円 １名1000円 観賞料金 052-931-1701 

コープあいち 無料 
同居の家族 

無料 
宅配料金 0120-370-502 

熱田区 

熱田プール 無料 2名まで無料 利用料金 052-882-8091 

白鳥園 無料 2名まで無料 観覧料金 052-681-8928 

熱田神宮宝物館 50円引き  入館料 052-671-0852 

昭和区 

名古屋市吹上駐車場 駐車料金無料   052-731-6950 

名古屋市緑化センター 無料 無料 入館料金 052-733-8340 

鶴舞公園駐車場 無料 ‐ 駐車料金 052-733-8340 

名古屋市昭和ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 無料 2名まで無料 ﾌﾟー ﾙ､ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室利用料金 052-733-6831 

桑山美術館 無料 無料 入館料金 052-763-5188 

昭和美術館 無料 無料 入館料金 052-832-5851 

千種区 

吹上中央帯駐車場 駐車料金無料   052-731-6950 

東山公園駐車場 無料 無料 駐車料金 052-782-2111 

揚輝荘 無料 無料 利用料金 052-759-4450 

名古屋市東山動植物園 無料 2名無料 入園料金 052-782-2111 

香流橋プール 無料 2名無料 利用料金 052-773-5311 

名古屋市池下駐車場 駐車料金半額   052-761-6270 

千種スポーツセンター 
無料 

駐車料金無料 
2名無料 

格技場、ｱｰﾁｪﾘｰ練習場、

ﾌﾟー ﾙ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室利用料金 
052-782-0700 

城山八幡宮 無料 無料 拝観料金 052-751-0788 

キノシタホール 1,000 円 1,000 円 観賞料金 052-731-3819 

三越映画劇場 1,000 円 1,000 円 観賞料金 052-783-3486 

名古屋シネマパーク 1,000 円 2名200円引 観賞料金 052-733-3959 

東山スカイタワー 無料 無料 観覧料金 052-781-5580 

ラウンドワン千種店 クラブ会員料金 ‐ 利用料金 052-238-1615 

古川美術館 半額 2名半額 入館料金 052-763-1991 
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※昨年４月、名古屋市にオープンした大型テーマパーク「レゴラン

ド・ジャパン」の障害者割引を問い合わせた結果、「障害者手帳（身

体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）をご提示いた

だき、通常料金の入場チケットを購入いただいたお客様１名に対

し、付添者 1名分は無料になります」「障害者本人の割引はありま

せん」ということでした。東京や大阪のレゴランドも同様のようで

す。本人割引がないなんておかしい‼みんなで声を挙げましょう。 

天白区 
名古屋市天白ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 無料 2名無料 

弓道練習場、屋内ﾌﾟｰﾙﾄ

ﾚｰﾆﾝｸﾞ室利用料金 
052-806-0551 

塩竈神社 無料 無料 拝観料金 052-831-1633 

名東区 
名東スポーツセンター 

無料 

駐車料金無料 
2名無料 ﾌﾟｰﾙ､ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 052-705-4948 

名古屋市障害者ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ 無料 無料 利用料金 052-703-6633 

緑 区 

名古屋市青少年宿泊ｾﾝﾀｰ 無料 2名無料 宿泊使用料金 052-624-4401 

緑スポーツセンター 無料 2名無料 利用料金 052-891-7775 

名古屋市鳴海プール 無料 無料 利用料金 052-891-9314 

ラウンドワン鳴海店 クラブ会員料金 ‐ 利用料金 052-899-0700 

イオンシネマ大高 1,000 円 2名 1,000 円 観賞料金 052-629-2323 

中 区 

久屋大通公園駐車場 無料 ‐ 駐車料金 052-962-5335 

若宮大通公園白川前駐車場 無料 ‐ 駐車料金 052-231-1051 

白川公園駐車場 無料 ‐ 駐車料金 052-231-4376 

市営交通資料センター 無料 無料 入館料金 052-971-2615 

名古屋市科学館 無料 2名無料 観覧料金 052-201-4486 

エコパルなごや 無料 無料 入館料金 052-203-1066 

名古屋都市センター 無料 無料 利用料金 052-678-2200 

名古屋市美術館 無料 2名無料 常設展観覧料金 052-212-0001 

久屋駐車場 駐車料金半額   052-261-8461 

大須駐車場 駐車料金半額   052-251-6775 

古沢公園駐車場 駐車料金半額   052-331-4048 

中スポーツセンター 
無料 

駐車料金無料 
2名無料 ﾌﾟー ﾙ､ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室利用料金 052-232-2327 

名古屋松坂屋美術館 無料 無料 観覧料金 052-252-1111 

歯の博物館 無料 無料 入館料金 052-962-8020 

でんきの科学館 無料 無料 入館料金 052-201-1026 

名古屋ボストン美術館 シルバー料金 無料 入館料金 052-684-0101 

名古屋テレビ塔 半額 - 展望料金 052-971-8546 

名古屋城 
無料 

駐車料金無料 
2名無料 観覧料金 052-231-1700 

センチュリーシネマ 1,000 円 1名 1,000 円 鑑賞料金 052-264-8580 

伏見ミリオン座 1,000 円 1名 1,000 円 鑑賞料金 051-212-2437 

瑞穂区 
名古屋市博物館 

無料 

駐車料金無料 
2名無料 

競技場、弓道練習場、

屋内ﾌﾟｰﾙ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 
052-661-3671 

パロマ瑞穂スポーツパーク 無料 無料 入館料金 052-972-2780 
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5 

 

◆◇ 名古屋市内の精神保健福祉手帳持者 ◇◆ 

≪各種の福祉制度≫ 

制度 内容 対象 

障害者医療費の助成 
全診療科の入院・通院医療費（保険

診療分）が全額無料となります。 

• 精神障害者保健福祉手帳１から２

級をお持ちの方（平成２０年８月

より）。 

福祉特別乗車券 

市バス・地下鉄・ガイドウエイバ

ス・あおなみ線の運賃が無料とな

ります。ＩＣカード化されました。 

手帳１級・２級は本人用と介護者

用、手帳３級は本人用が支給され

ます。ＩＣカードの更新期間は５

年です。 

重度障害者タクシー利用券 

タクシーを利用する場合に、一乗

車７４０円を上限として、実際に

かかった金額を助成しています。 

月８枚、年間９６枚を上限に交付 

公共交通機関を利用することが困

難な障害者の方（精神は、平成２１

年７月より）。タクシー利用券は、

福祉特別乗車券との選択制です。 

障害者 

自立支援配食サービス 

１人あたり週７回を限度として１

日１食を配食する。 

配食時に安否確認を実施する 

障害者基幹相談支援センターへの

申込が必要です。 

（精神は、平成２２年１０月より） 

◆◇ 市外・県外の精神保健福祉手帳所持者 ◇◆ 

≪交通運賃割引制度≫ 

交通事業者 
手帳所持者の

運賃 

付添い者の 

運賃 
連絡先 

名古屋市営バス 半額 
手帳 1級・2級所持者の 

付き添い者は半額 
052-522-0111 

名古屋市営地下鉄 半額 
手帳 1級・2級所持者の 

付き添い者は半額 
052-522-0111 

名古屋臨海高速鉄道株式会社 

あおなみ線 
半額 

手帳 1級・2級所持者の 

付き添い者は半額 
052-383-0960 

名古屋ガイドウェイバス株式会社 

ゆとりーとライン 
半額 

手帳 1級・2級所持者の 

付き添い者は半額 
052-758-5620 

名鉄バス株式会社 

路線バス 
半額 

手帳 1級・2級所持者の 

付き添い者は半額 
052-582-5151 

名阪近鉄バス株式会社 

路線バス 
半額 付添い者は半額 052-541-4902 

 


