
【平成31年3月末時点】

番
号

項目 事業の内容 延長/箇所数 着手 完了 着手 完了

1 エレベーター
エレベーター乗り場前への，高齢者，障害者等の優
先利用を促す案内ボードの設置やポスターの掲示

１箇所 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

当施設の利用者はほぼ高齢者であるた
め，優先利用の案内の掲示は不適当と考
えられる。設置については，今後必要に
応じて検討いたします。

2 駐輪場 施設利用者向け駐輪場の整理・整頓 １箇所 継　続 継　続 継　続
職員と共用で利用する駐輪場を大型バイ
ク・原付・自転車用に分けました。

3 案内

聴覚障害者の施設の利用状況及びエレベーターやト
イレの使用状況を調査し，設備等の設置の必要性を
検討

２箇所 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

対象となる方の利用は、ほぼありません
でしたので、新たな設備等の設置につい
ては、今後必要に応じて検討いたしま
す。

1について，当施設のエレベーターは、特別養護老人ホーム及びショートステ
イの利用者や施設関係者の利用がほとんどで，利用者が使用する場合も原則
職員が付き添うよう対応をしております。

継　続

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

4 こころのバリアフリー

新入職員研修時の，高齢者や障害者についての基本
的な対応や尊厳等の学習
利用者への適切な対応を推進するための職員教育

― 継　続 継　続

４　建築物特定事業計画＜飛田給駅周辺地区＞
ア　ちょうふの里　事業主体：調布市

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：調布市ちょうふの里

管理者　　：調布市

所在地　　：西町２９０－５

建築年　　：平成８年
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【平成31年3月末時点】

番
号

項目 事業の内容 延長/箇所数 着手 完了 着手 完了

1 こころのバリアフリー
筆記具やコミュニケーションボードの設置及び設置
を示す案内の場所の検討

必要箇所 平成24年度 平成27年度 平成24年度 平成27年度 平成27.4～なごみ玄関に設置

2 こころのバリアフリー
利用者への適切な対応を推進するための職員研修の
実施

― 継　続 継　続 継　続 市が主催の研修にも参加

3 こころのバリアフリー
施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の
禁止を促す取組の必要性を検討

必要箇所 平成24年度 平成27年度 平成24年度 平成27年度 施設周囲に放置自転車等なし

4 駐輪場 施設利用者向けの駐輪場の整理・整備 必要箇所 継　続 継　続 継　続 駐輪場の整理・整備は日々実施

・施設の大規模改修計画については，第１回目の改修を平成２９年度目処に平成２７年度以降検討していく。 ・劣化診断結果を反映した修繕計画に基づき，平成31年度空調・外壁・防水改
修等工事の設計委託を予定。

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

イ　知的障害者援護施設なごみ・そよかぜ・すまいる　事業主体：調布市

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：調布市知的障害者援護施設なごみ・そよかぜ・すまいる

事業者　　：調布市

所在地　　：西町２９０－４

建築年　　：平成１１年
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【平成31年3月末時点】

番
号

項目 事業の内容 延長/箇所数 着手 完了 着手 完了

1 こころのバリアフリー
筆記具やコミュニケーションボードの設置及び設置
を示す案内の場所の検討

必要箇所 平成24年度 平成27年度 平成24年度 平成25年6月

2 こころのバリアフリー
利用者への適切な対応を推進するための職員研修の
実施

― 継　続 継　続 継　続
毎月職員会議で職員行動規範などを読み
合わせし，確認している。

3 こころのバリアフリー
周辺施設の道路上における放置自転車や看板設置の
禁止を促す取組の必要性を検討

必要箇所 平成24年度 平成27年度 平成24年度 平成27年度
現在，放置自転車はなく，必要性が出た
時に検討する。

4 駐輪場 施設利用者向けの駐輪場の整理・整備 必要箇所 継　続 継　続 継　続
身障用駐車スペースはないが，空きス
ペースを活用していて不都合なし。

・施設の大規模改修計画については，第1回目の改修を平成３４年度目処に平成３２年度以降検討していく。

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

ウ　デイセンターまなびや　事業主体：調布市

１．対象となる建築物

実施状況の報告

施設名　　：調布市デイセンターまなびや

事業者　　：調布市

所在地　　：西町２９０－４７

建築年　　：平成１９年
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【平成31年3月末時点】

番
号

項目 事業の内容 延長/箇所数 着手 完了 着手 完了

1 駐輪場 施設利用者向け駐輪場の整理・整頓 １箇所 継　続 継続 継　続 　事業の性質上、随時実施

2 案内
トイレやエレベーターなど聴覚障害者が緊急時等に
状況を把握できる設備を設置

必要箇所 平成25年度以降 平成27年度 継　続
　緊急時等，必要な場合は職員が付添い
対応する。

3 こころのバリアフリー
利用者への適切な対応を推進するための職員教育の
実施

― 継　続 継　続 継　続

4 こころのバリアフリー
施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の
禁止を促す取組の実施

― 継　続 継　続 継　続

・緊急時対応用の設備について，引き続き検討していく。
・緊急時対応用の設備について，現状では利用者が限定的なため費用対効果
を考え早急の設置はしていない。利用者の変化等を勘案し引き続き検討してい
く。

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

エ　子ども発達センター　事業主体：調布市

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：調布市子ども発達センター

事業者　　：調布市

所在地　　：西町２９０－４９

建築年　　：平成２１年
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【平成31年3月末時点】

番
号

項目 事業の内容 延長/箇所数 着手 完了 着手 完了

1 駐輪場 施設利用者向け駐輪場の整理・整頓 必要箇所 継　続 継　続 継　続

2 こころのバリアフリー
利用者への適切な対応を推進するための職員教育の
実施

― 継　続 継　続 継　続

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

オ　西部公民館　事業主体：調布市

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：調布市西部公民館

事業者　　：調布市

所在地　　：上石原３－２１－６

建築年　　：昭和５８年
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【平成31年3月末時点】

番
号

項目 事業の内容 延長/箇所数 着手 完了 着手 完了

1 駐輪場 施設利用者向け駐輪場の整理・整頓 必要箇所 継　続 継　続 継　続

2 こころのバリアフリー 利用者への適切な対応を推進するための職員教育 ― 継　続 継　続 継　続

3 こころのバリアフリー
施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の
禁止を促す取組

― 継　続 継　続 継　続

4 出入口 １階エントランス前改修 １箇所 実施済 H22.10.8 H24.3.15

5 トイレ 既設トイレ改修 必要箇所 実施済 H22.10.8 H24.3.15

6 階段
施設内階段(必要箇所)に手すり設置
既設階段改修（視認性向上）

必要箇所 実施済 H22.10.8 H24.3.15

7 誘導設備 視覚障害者誘導用ブロック等の敷設・改修 必要箇所 実施済 H22.10.8 H24.3.15

8 誘導表示 誘導表示設置，標識（建物内外） 必要箇所 実施済 H22.10.8 H24.3.15

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

カ　味の素スタジアム　事業主体：株式会社東京スタジアム

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：味の素スタジアム

事業者　　：株式会社　東京スタジアム

所在地　　：西町３７６－３

建築年　　：平成１２年
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