
【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
出入口・
敷地内通路 階段の段鼻の強調 必要箇所 平成25年度 平成27年度 平成25年2月 平成25年3月

2
出入口・
敷地内通路

施設出入口の支柱へ注意喚起を促す案内表示の
設置を検討

必要箇所 平成24年度 平成27年度 平成25年度 平成28年3月

3
出入口・
敷地内通路

１階出入口付近の段差解消と合わせて手すりの
設置

１箇所 実施済 実施済

4
出入口・
敷地内通路

車いす使用者が本会議場に出入りできるスロー
プの設置。また，議場内出入口付近に車いす傍
聴スペースの確保

１箇所 実施済 実施済

5 通路(廊下)
階段出入口における安全確保のための具体的方
策を検討

８箇所 平成24年度 平成27年度 平成26年2月 平成26年3月

6 エレベーター
聴覚障害者に対する緊急時の情報提供設備の設
置

３箇所 実施済 実施済

7 駐車場 利用者に配慮した駐車スペースの確保 ４箇所 実施済 実施済

8 駐車場 車いす使用者用駐車区画の大きさを改善 ４箇所 実施済 実施済

実施状況の報告
施設名　　：調布市役所

事業者　　：調布市

所在地　　：小島町２－３５－１

建築年　　：昭和４６年

事業実施状況
備考

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間

１．対象となる建築物

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

ア　調布市役所　事業主体：調布市

４建築物特定事業計画＜調布駅・布田駅・国領駅周辺＞

・こころのバリアフリー等に関する事業はその他の事業等に位置づけ。
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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 案内 施設内における案内の充実 必要箇所 平成24年度 継　続 平成24年度

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

― 平成24年度 継　続 平成24年度

・定期的な案内板の整理，見直しを行う。

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

イ　教育会館　事業主体：調布市

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

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：調布市教育会館

事業者　　：調布市

所在地　　：小島町２－３６－１

建築年　　：平成２０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
出入口・
敷地内通路 視覚障害者誘導用ブロックの輝度比の確保 ６箇所 平成28年度 平成28年度 平成28年4月 平成29年9月

西館２箇所は平成28年4月に，
東館４箇所は平成29年9月実
施済み。

2
出入口・
敷地内通路

大規模改修等にあわせ，道路と建物の連続性の
確保

１箇所 ※ ※

3
出入口・
敷地内通路 保健センターの出入口の有効幅員の確保 ２箇所 平成28年度 平成28年度 平成29年3月 平成29年3月

西館４階の健康推進課前入口の有効
幅員もコピー機の移動により確保し
た。（平成29年3月

4 通路（廊下）
触知案内図に視覚障害者にとって分かりやすい
現在地の表示方法について検討

１箇所 平成27年度 平成27年度 平成28年2月 平成28年2月
作成にあたり協会監修で，すべて更
新済み

5 通路（廊下）
視覚障害者誘導用ブロックの適切な敷設場所に
ついて検討

各階 平成27年度 平成27年度 平成28年2月 平成28年2月 一部追加で設置

6 エレベーター
大規模改修等にあわせ，くすのきホールの階に
直結する一般用エレベーターの設置を検討

１箇所 ※ ※

7 エレベーター
エレベーター内で車いす使用者が足下まで確認
できる鏡への改善を検討

１箇所 平成28年度 平成28年度 平成29年3月 平成29年3月

8 エレベーター
大規模改修等にあわせ，エレベーターにおける
だれにでも押しやすいボタンへの改善

６箇所 ※ ※

9 エスカレーター
大規模改修等にあわせ，エスカレーターにおけ
る音声案内の設置を検討

１箇所 ※ ※

10 トイレ
障害者等が利用しやすい設備・配置への改善を
検討

14箇所 平成28年度 平成28年度 平成29年3月 平成29年3月
温水洗浄便座が未設置であった14か
所に設置済み

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：調布市文化会館たづくり・保健センター・調布市立中央図書館

事業者　　：調布市

所在地　　：小島町２－３３－１

建築年　　：平成７年

事業実施状況
備考

ウ　文化会館たづくり・保健センター・中央図書館　事業主体：調布市
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【平成31年3月末時点】

11 トイレ
多機能トイレ（だれでもトイレ）の内部の動線
を確保するための洗面台小型化。

１箇所 実施済 実施済

12 トイレ
多機能トイレ（だれでもトイレ），一般トイレ
に，杖等を掛けることができるフックの設置

３箇所 実施済 実施済

13 トイレ
多機能トイレ（だれでもトイレ）に，使いやす
さを考慮し，鍵の増設

１箇所 実施済 実施済

14 トイレ
多機能トイレ（だれでもトイレ）の照明のス
イッチの自動化

２箇所 実施済 実施済

15 トイレ
多機能トイレ（だれでもトイレ）に目隠し用の
カーテンの設置

２箇所 実施済 実施済

16 トイレ 一般トイレにおけるおむつ交換台の更新を検討 各階 平成28年度 平成28年度 大規模改修時に実施予定。

17 駐車場 駐車場におけるカーブミラーの設置方向の改善 １箇所 実施済 実施済

18 駐車場 駐車場における赤色灯など点滅装置の増設 １箇所 平成24年度 平成24年度 平成25年3月 平成25年3月

19 駐輪場 大規模改修等にあわせ，適切な明るさの確保 １箇所 ※ ※ 平成25年3月 平成25年3月

20 駐輪場 施設利用者向け駐輪場の整理・整頓の実施 １箇所 平成24年度 継　続 平成24年度

21 その他設備
大規模改修等にあわせ，だれにでも利用しやす
いステージの改善検討

１箇所 ※ ※

22 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の設置を検討

１箇所 ※ ※

23
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

― 平成24年度 継　続 平成24年度

24
こころの
バリアフリー

受付等における利用者への声かけ等人的対応の
強化

― 平成24年度 継　続 平成24年度

25
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

― 平成24年度 継　続 平成24年度

26
こころの
バリアフリー 受付に手話ができる係員の配置を検討 ― 平成28年度 平成28年度 平成28年度 平成28年度

必要に応じて障害福祉課職員を呼び
対応依頼を行う。

4



【平成31年3月末時点】

・11～14については，平成23年度に実施した高齢者，障害者等による多機能トイレ（だれでもトイレ）の点検に
基づき事業を追加。

※施設の大規模改修等の計画については，平成24年度以降検討していく。

平成２４年度計画事業をすべて完了させるとともに，次年度以降の
事業についても一部完了した。

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
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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
出入口・
敷地内通路

調布駅周辺の整備にあわせ，施設出入口におけ
る自動ドアの増設を検討

１箇所 ※ ※

2
出入口・
敷地内通路

調布駅周辺の整備にあわせ，柱の位置の改善を
検討

１箇所 ※ ※

3 通路（廊下）
調布駅周辺の整備にあわせ，主要な経路におけ
る段差の解消

１箇所 ※ ※

4 通路（廊下）
調布駅周辺の整備にあわせ，通路における勾配
の改善を検討

１箇所 ※ ※

5 エレベーター
押しやすいボタンの設置など高齢者，障害者の
利用への配慮

１箇所 平成28年度 平成28年度 平成27年1月 平成27年3月

6 エレベーター
車いす使用者にとって出入口の確認が容易にで
きる鏡の設置

１箇所 平成28年度 平成28年度 平成27年1月 平成27年3月

7 エスカレーター
調布駅周辺の整備にあわせ，エスカレーターの
設置を検討

１箇所 ※ ※

8 階段
調布駅周辺の整備にあわせ，手すりの設置や識
別しやすい段の確保を検討

１箇所 ※ ※

9 トイレ
多機能トイレ（だれでもトイレ）における目隠
し用のカーテンの設置を検討

１箇所 平成28年度 平成28年度 平成24年8月 平成24年8月

10 トイレ トイレ出入口の斜路における勾配の改善を検討 １箇所 ※ ※

11 駐車場・駐輪場
駐輪・駐車スペースの確保，案内表示の設置を
検討

１箇所 ※ ※

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：調布市グリーンホール

事業者　　：調布市

所在地　　：小島町２－４７－１

建築年　　：昭和５２年

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

エ　グリーンホール　事業主体：調布市
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【平成31年3月末時点】

12 その他設備
ホール内における車いす使用者用座席スペース
の配置の再検討

１箇所 ※ ※ 平成27年9月 平成27年9月
１階席７列目中央席が席を着脱可能
とした。

13 案内

道路から案内所等までの経路における視覚障害
者誘導用ブロックや音声案内，点字など視覚障
害者を誘導する設備の設置を検討

１箇所 平成28年度 平成28年度 平成28年6月 平成28年6月
視覚障害者誘導用ブロックを設置し
た

14 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の設置を検討

１箇所 平成28年度 平成28年度 平成27年1月 平成27年３月
エレベーターかご内に緊急表示装置
を設置

15
こころの
バリアフリー 筆談具の設置を示す案内の掲示 必要箇所 実施済 実施済

16
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

― 平成24年度 継　続 平成24年度

17
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

― 平成24年度 継　続 平成24年度

※調布駅周辺の整備に併せた改修等の具体的方策については，平成24年度以降検討していく。 次年度以降の事業について一部完了した。

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
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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
出入口・
敷地内通路 道路と建物の連続性に配慮 １箇所 平成28年度以降 ※

2 トイレ レバー式・光感知式の水洗の整備を検討 必要箇所 平成28年度以降 ※

3 駐車場
利用者に配慮した駐車場の確保及び案内の表示
の設置を検討

１箇所 平成28年度以降 ※

4 駐輪場
施設利用者向け駐輪場の整理・整頓の実施を検
討

１箇所 平成28年度以降 ※

5 その他設備
施設内のドアの開き方の統一の具体的方策を検
討

必要箇所 平成28年度以降 ※

6
こころの
バリアフリー 筆談具の設置を示す案内の掲示 必要箇所 継　続 継　続 継　続

7
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

8
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

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

※総合福祉センターは，現在老朽化により，修繕箇所が多く発生している。建替えや移転を視野に入れ，故障等
に対応しているが，建替え等の時期は確定しておらず，判断しかねることが多々ある。また，施設を維持するた
めの必要最低限の予算しか計上しておらず，床面改修や空調設備整備等施設維持に必要不可欠なものを優先して
いる。バリアフリー基本構想の特定事業についても同様で，調布駅周辺の都市基盤整備の今後の動向を踏まえて
実施していく必要がある。

老朽化による多くの課題を抱えている中で，平成２７年度から２か
年で総合福祉センター空調設備等改修工事を実施し，平成28年度に
完了した。

実施状況の報告
施設名　　：調布市総合福祉センター

事業者　　：調布市

所在地　　：小島町２－４７－１

建築年　　：昭和５８年

オ　総合福祉センター　事業主体：調布市

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間

１．対象となる建築物
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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 トイレ センサー式の自動ドアであることの案内表示 １箇所 平成28年度 平成28年度
平成17年2月

実施済
平成17年2月

実施済

もともとセンサー式ではなくボタン
手動式自動ドア。着手完了について
は実施済。

2 トイレ
多機能トイレ（だれでもトイレ）のドアの施錠
方法など使い方の案内表示

１箇所 平成28年度 平成28年度 平成26年4月 平成26年4月
「開」「閉」ラベルの表示，施錠方
法表示

3 その他設備
受付カウンター下部に車いす使用者のひざが入
る奥行きスペースの設置

１箇所 平成28年度 平成28年度 平成28年8月 平成28年8月
カウンターの一部の向きを変え，膝
が入るスペースを確保。

4 案内 オストメイト対応設備の設置を示す案内表示 必要箇所 平成28年度 平成28年度
平成26年4月
及び9月

平成26年4月及
び9月

２階市民活動支援センター入口ガラ
ス・オストメイト対応トイレ扉に表
示
３階多目的トイレにも表示

5
こころの
バリアフリー

筆談具やコミュニケーションボードの設置と設
置を示す案内表示

必要箇所 平成24年度 継　続 平成24年度 平成29年10月
筆談具は平成24年度設置済。耳マー
クを26年度に設置。平成29年度にコ
ミュニケーションボードを設置

6
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 指定管理者：接遇研修を実施

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

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：調布市市民プラザあくろす

事業者　　：調布市

所在地　　：国領町２－５－１５

建築年　　：平成１６年

・コクティー管理組合と連携を取り推進していく。
５について，コミュニケーションボードよりも紙の方が使いやすい
ため，あくろす開設当初より筆談具としてメモ用紙とペンを窓口に
常備。

カ　市民プラザあくろす（コクティ―内）　事業主体：調布市
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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
出入口・
敷地内通路

靴脱ぎ場付近にあるすりつけ部の視覚障害者誘
導用ブロックの撤去の必要性を検討

２箇所 平成25年度 平成26年度 平成25年10月 令和元年度に実施の方向で検討

2
出入口・
敷地内通路

出入口付近の荷物等の整理・整頓により有効幅
員の確保

必要箇所 継　続 継　続 継　続

3 トイレ だれにでも利用しやすいドアへの改善 必要箇所 平成28年度以降 平成32年度

4 トイレ 可動式手すりの設置 必要箇所 平成28年度以降 平成32年度

5 トイレ
多機能トイレ（だれでもトイレ）内に目隠し用
のカーテン設置の可否を検討

必要箇所 実施済 実施済

6
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

・5については，主となる利用者が親子であり，子どもが可動式カーテンを引っぱってケガをする事などが想定
されるため設置しない。

事業実施予定期間 事業実施状況
備考

２．事業内容・実施予定期間

キ　子ども家庭支援センターすこやか（ココスクエア調布内）　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　　：調布市子ども家庭支援センターすこやか

事業者　　：調布市

所在地　　：国領町３－１－３８　ココスクエア２階

建築年　　：平成１３年（開設）

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
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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 エレベーター
視覚障害者，車いす利用者が押しやすいボタン
等の設置

１箇所 実施済 実施済

2 エレベーター 車いす使用者の出入口確認のための鏡の設置 １箇所 実施済 実施済

3 エレベーター 高齢者，障害者等の優先利用の配慮 １箇所 平成24年度 平成24年度 平成25年2月 平成25年2月

4 階段 手すりの設置 ２箇所 実施済 実施済

5 階段 識別しやすい段の確保 １箇所 ※ ※

6 トイレ
多機能トイレ（だれでもトイレ）における目隠
し用カーテンの設置

１箇所 平成24年度 平成24年度 平成25年2月 平成25年2月

7 トイレ
だれでも分かりやすく，かつ利用しやすいボタ
ンの設置

１箇所 実施済 実施済

8 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

9 その他設備 休憩スペースの確保 必要箇所 実施済 実施済

10 案内
道路から案内所までの視覚障害者誘導用ブロッ
クや音声案内設備設置

必要箇所 ※ ※

ク　調布とうきゅう　事業主体：株式会社東急ストア　調布とうきゅう

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：調布とうきゅう

事業者　　：株式会社東急ストア

所在地　　：小島町２－５２－１

建築年　　：昭和４６年

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
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【平成31年3月末時点】

11 案内
トイレやエレベーターなど聴覚障害者が緊急時
に状況把握できる設備設置

必要箇所 ※ ※

12 案内 施設内外における案内の充実 必要箇所 継　続 継　続 継　続

13
こころの
バリアフリー 筆談具の設置およびその案内 必要箇所 平成24年度

平成27年度
(以降継続）

平成24年度 平成24年度 一般的メモ筆記具で対応中

14
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

・トイレ付近の段差解消のためにスロープの設置（実施済み）。

・サービス介助士（従業員）の資格取得促進（職員教育の一環）。

・大規模改修については，今後店舗改装等にあわせて，計画の立案・改善を進める。

・高齢者，障害者等のエレベーター優先使用については，お客様との兼ね合いを考慮し，検討する。

・休憩スペースについては，利用者の状況を踏まえ，場所移動等の可能性あり。

※実施時期については，今後の状況を踏まえ検討していく。

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
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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
出入口・
敷地内通路 道路と建物の連続性の配慮 必要箇所 ※ ※

周辺でまちづくり（再開発）の動き
があり，将来的な建替えを想定して
います。

2 通路（廊下） 主要な経路における段差の解消 必要箇所 ※ ※

3 通路（廊下） 主要な通路における有効幅員の確保 必要箇所 ※ ※

4 エレベーター
車いす使用者にとって出入口の確認が容易にで
きる鏡の設置

必要箇所 ※ ※

5 エレベーター 高齢者，障害者等の優先的利用への配慮 １箇所 平成24年度 平成27年度 平成24年度
サインプレートのデザイン，運用方
法を検討中。(継続検討中)

6 階段 手すりの設置や，識別しやすい段の確保 必要箇所 ※ ※ 平成27年度 平成27年度
災害時の重要性と鑑み，前倒しで未
整備のB階段に手すりを設置

7 階段 階段の高さの改善 必要箇所 ※ ※

8 トイレ ベビーチェア及びおむつ交換台の設置 必要箇所 ※ ※

9 その他設備 休憩スペースの確保 必要箇所 ※ ※

10 案内

通路から案内所等までの経路における視覚障害
者誘導用ブロックや音声案内，点字など視覚障
害者を誘導する設備の設置

必要箇所 ※ ※

ケ　ロイヤルプラザ　事業主体：嶋静商事株式会社

施設名　　：ロイヤルプラザ

事業者　　：嶋静商事株式会社

所在地　　：小島町２－５１－３

建築年　　：昭和５２年

１．対象となる建築物

実施状況の報告

周辺でまちづくり（再開発）の動き
があり，将来的な建替えを想定して
います。

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
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【平成31年3月末時点】

11 案内
トイレやエレベーターなど視覚障害者が緊急時
等に状況を把握できる設備の設置

必要箇所 ※ ※ 番号1～4と番号6～10と同様。

12 案内
出入口やエレベーター等があることを示す案内
板の設置

１箇所 平成24年度 平成27年度 平成24年度 平成27年度
案内板は設置しているが，見にくい
といった意見もあり，表示方法等検
討中

13
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

１箇所 平成24年度 継　続 平成24年度
テナント等関係者の違法駐輪是正を
指示，一定の成果を得た（継続中）

・調布市バリアフリー基本構想（平成24年３月）に示したロイヤルプラザの短期（H24～27年度）対応事項（上
記5,12,13）については，速やかに実施する。

・本施設は，築35年となるため，中長期的な視野で建て替えも検討していく。

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

※中長期で対応予定のバリアフリー対応事業は建て替えにあわせて，まとめて解消を図る。

12について，案内板の設置はしているが，見にくいといった意見が
あり，案内方法の変更を検討中。
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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 駐車場 利用者に配慮した駐車場の確保 １箇所 継　続 平成25年度 継　続 平成25年度 　※一般車も利用可(有料)

2 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 ラック式及び平置式(平成26年度)

3
こころの
バリアフリー

筆談具やコミュニケーションボードの設置及び
設置を示す案内の表示

必要箇所 平成24年度 継　続 平成24年度
筆談対応が可能であることを示す表示
を複数箇所に設置(平成28年度)

4
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 ※接遇教育は随時実施（今後も継続）

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

コ　調布東山病院　事業主体：医療法人社団東山会

・駐車場は新病棟建築に伴い現在も仮設の状態であり，旧病棟の取り壊し後に跡地を含めて整備するため，完了
は平成25年度の予定。

駐車場・駐輪場は整備を完了。今後運用しながら随時改善してい
く。

事業者　　：医療法人社団東山会

所在地　　：小島町２－３２－１７

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

建築年　　：平成２３年

その他実施に当たってのコメント

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：医療法人社団東山会調布東山病院

備考
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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
出入口・
敷地内通路

駐車場からの動線途中のスロープにある高低差
解消

１箇所 実施済 平成26年度 平成27年9月

2
出入口・
敷地内通路 駐車場から施設出入口への自動扉の設置 ２箇所 平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年9月

3 エレベーター 視覚障害者が押しやすいボタン等の設置 １箇所 ※１ ※１ 平成30年度 平成30年度
平成30年度、１号機～５号機まで点
字対応完了。

平成25年度 平成27年3月

客用エレベーター（１号機）へ凸面鏡を設
置済。
２号機，３号機については，改修時に設置
予定。

平成30年度 平成30年度
平成30年度、１号機～５号機までカ
ゴ内正面に鏡の設置を完了。

5 エレベーター
高齢者，障害者等の優先的利用に関する案内の
掲示

２箇所 実施済 実施済

6 エレベーター
到着階や停止する予定階を知らせる音声案内の
設置

１箇所 ※１ ※１ 平成30年度 平成30年度
平成30年度、１号機～５号機まで対
応完了。

7 階段 手すりの設置や識別しやすい段の確保 ２箇所 平成25年度 平成32年度 平成25年度

利用頻度の高い階段については両側に手す
り設置済み。全階段に手すりは設置も、片
側だけの階段については将来両側に設置を
検討。階段識別性アップの計画も検討

サ　調布パルコ　事業主体：株式会社パルコ　調布店

実施状況の報告
施設名　　：調布パルコ

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

事業者　　：株式会社パルコ　調布店

所在地　　：小島町１－３８－１

建築年　　：平成元年

平成27年度

１．対象となる建築物

4 エレベーター
車いす使用者にとって出入口の確認が容易にで
きる鏡の設置

１箇所 平成25年度
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【平成31年3月末時点】

8 トイレ
だれもがわかりやすく，かつ利用しやすいボタ
ン設置

１箇所 平成25年度 平成27年度 平成26年2月 平成26年3月
平成２６年３月に４階の多機能　トイレに
ボタン式自動ドア設置。

9 トイレ
多機能トイレ（だれでもトイレ）における目隠
し用カーテンの設置

２箇所 実施済 実施済

10 トイレ 非常用呼び出しボタンの設置 ５箇所 平成24年度 平成27年度 平成24年度 　　※３
トイレ改修計画の中で順次設置。未設置は
３・４階男子トイレ２箇所。

11 駐車場
障害者用駐車場施設が利用しやすいよう従業員
によるサポート

― 継　続 継　続 継　続

12 その他設備
インフォメーションセンターの受付カウンター
を車いす使用者に配慮した高さに改善

１箇所 平成30年度 平成32年度 平成27年度 平成27年度
フロア改装計画に先立ち，インフォメー
ションカウンターを改修。

13 その他設備
インフォメーションセンターの受付カウンター
の角にケガ防止用クッション材を取付

１箇所 実施済 実施済

14 案内 施設やその周辺の案内図の設置 １箇所 ※２ ※２ ※２

15 案内
道路から案内所等まで視覚障害者誘導用ブロッ
クや音声案内，点字など誘導する設備の設置

１箇所 ※２ ※２ ※２

16 案内
トイレやエレベーター等に聴覚障害者が緊急時
に状況を把握できる設備を設置

必要箇所 ※１ ※１ 平成26年3月 平成30年度
平成26年3月に４階多機能トイレに設置。
平成30年度、エレベータ１号機から５号機
まで対応完了。

17 案内
出入口やトイレ，エレベーター，駐車場等の案
内表示の改善

必用箇所 平成26年度 平成27年度 平成26年度 平成27年9月

18
こころの
バリアフリー

筆談具やコミニュケーションボードを設置し，
設置を示す案内を掲示

１箇所 継　続 継　続 継　続

19
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従業員
教育

― 継　続 継　続 継　続

20
こころの
バリアフリー

施設周辺における放置自転車や看板設置禁止を
促す取組

― 継　続 継　続 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

※１ 3，6，16については，エレベーター更新時に実施。従来は
実施前は１号機のみ，視覚・聴覚障害者対応だったところ，今回の
改修に伴い１～５号機までに対応を拡大した。
※３　　10についてはトイレ改修計画時に検討する。

※１　　3、6、16については，エレベーター更新時に検討する。

※２　　14、15については，フロア改装計画時に検討する。
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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 エレベーター エレベーターホールの防火区画柱の着色 ３箇所 平成25年度 平成25年度 平成25年7月 平成26年2月

2 トイレ 非常用呼び出しボタンの設置 ２箇所 平成26年度 平成26年度 平成29年3月 平成29年3月 下記コメントを参照

3 トイレ 共用トイレの段差の緩和 １箇所 平成26年度 平成26年度 平成25年7月 平成25年8月 スロープ工事完了

4
こころのバリアフ
リー 客室における字幕付きパトライトの貸出 １箇所 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

非常時の対応を記載した案内カード
をチェックイン時にお渡しする

5
こころのバリアフ
リー

筆談具やコミュニケーションボードを設置し，
設置を示す案内を掲示

１箇所 平成24年度 継　続 平成24年度 平成24年４月に設置済

6
こころのバリアフ
リー

利用者への適切な対応をする為従業員に教育を
する

― 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

シ　調布クレストンホテル　事業主体：HMI株式会社

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：調布クレストンホテル

事業者　　：ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

所在地　　：小島町１－３８－１　パルコ８Ｆ

建築年　　：平成元年

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

番号４に関しては聴覚障害者を想定し，字幕付パトライトの貸出を予定していたが，様々な障害のある人への対
応も考慮し，専門スタッフを配置するなど，非常時には人的な対応により実施。

事業番号２については，呼び出しボタン設置予定のトイレは利用客
が限られ，不審者対応と併せてスタッフが利用状況を把握している
ため，人的な対応で実施する。今後の運用状況を注視し，必要に応
じて設置を再検討する。
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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・整頓の実施 必要箇所 平成24年度 継　続 平成24年度
有料駐車場化とし，お客様専用駐車
スペースを区画した。

2 その他設備
車いす使用者の利用に配慮したカウンターの適
切な維持管理

― 平成24年度 継　続 平成24年度
必要に応じて職員が窓口ロビーへ出向
く等し，対応するように教育を実施。

3
こころのバリアフ
リー

筆談具やコミュニケーションボードを設置し，
設置を示す案内の掲示

必要箇所 平成24年度 継　続 平成24年度
必要に応じて職員が窓口ロビーへ出向
く等し，対応するように教育を実施。

4
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

― 平成24年度 継　続 平成24年度
必要に応じて職員が窓口ロビーへ出向
く等し，対応するように教育を実施。

5
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

― 平成24年度 継　続 平成24年度
毎日巡回点検を実施，違法駐車車両等
へは必要に応じて警告の貼付等を実
施。

実施状況の報告

施設名　　：調布郵便局

事業者　　：日本郵便株式会社

所在地　　：八雲台２－６－１

建築年　　：平成７年

その他実施に当たってのコメント

・全国の支店の状況を踏まえ，今後社屋修繕等の機会をとらえて検討する。

ス　調布郵便局　事業主体：日本郵便株式会社

１．対象となる建築物

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
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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

セ　イトーヨーカドー　事業主体：株式会社イトーヨーカ堂　国領店

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：イトーヨーカドー

事業者　　：株式会社イトーヨーカ堂　国領店

所在地　　：国領町８－２－６４

建築年　　：平成１６年

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
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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 エレベーター
大規模修繕等にあわせ，大型エレベーターへの
改善の可能性を検討

１箇所 ※ ※ ※

2 エレベーター
大規模修繕等にあわせ，視覚障害者が押しやす
いボタン等の設置

１箇所 ※ ※ ※

3 エレベーター
大規模修繕等にあわせ，車いす利用者にとって
出入口が容易に確認できる鏡の設置

１箇所 ※ ※ ※

4 エレベーター 高齢者・障害者等の優先利用の配慮 必要箇所 平成24年度 平成24年度 平成24年8月 平成24年8月 カゴ内への掲示

5 階段
手すりの設置や識別しやすい段の確保の方法に
ついて継続的に検討

必要箇所 継　続 継　続 継　続

6 案内

道路から各店舗・施設までの経路における音声
案内や点字など視覚障害者を誘導する設備の設
置を検討

必要箇所 ※ ※ ※

7 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の設置を検討

必要箇所 ※ ※ ※

8 案内
施設内(コクティー出入口や各階の主要な場所)における
案内の適切な表示方法について検討・実施 必要箇所 継　続 継　続 継　続

9
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

実施状況の報告
施設名　　：コクティー

事業者　　：大和地所コミュニティライフ株式会社

所在地　　：国領町２－５－１５

建築年　　：平成１６年

ソ　コクティ―　事業主体：大和地所コミュニティライフ株式会社

１．対象となる建築物

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
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【平成31年3月末時点】

10
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

駐輪対策として敷地外周にＡ型バリ
カーを設置し、そこに駐輪禁止の掲
示をしています。なお、駐輪場につ
いては、駐輪場委託業者に1日3回の
巡回点検をしてもらい、駐輪機外の
駐輪をなくす努力をしています。ま
た、組合負担で午後3時から8時の
間、駐輪対策警備員を配置し、駐輪
場の利用を促しています。看板につ
いては、発見都度看板業者への申し
入れをしており、敷地外の場合は調
布市道路課に連絡をしています。但
しコクティー各店舗については、看
板設置を許可しています。

その他実施に当たってのコメント

※実施時期については，今後の状況を踏まえ検討していく。

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項
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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 施設利用者向けの駐輪場の整理・整頓の実施 必要箇所 平成24年度 継　続 平成24年度

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

― 平成24年度 継　続 平成24年度

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実施

― 平成24年度 継　続 平成24年度

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

タ　西友国領（コクティー内）　事業主体：合同会社西友　国領店

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：西友　国領店

事業者　　：合同会社　西友

所在地　　：国領町２－５－１５

建築年　　：平成１６年

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
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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 エレベーター
車いす使用者にとって出入口の確認が容易にで
きる鏡の設置

１箇所 平成30年度 平成30年度 平成30年8月 平成30年10月

2 駐輪場 施設利用者向け駐輪場の整理・整頓 ― 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の実施

― 継　続 継　続 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

１．対象となる建築物

実施状況の報告
施設名　　：ココスクエア

事業者　　：株式会社ココスクエア調布

所在地　　：国領町３－１－３８

建築年　　：平成１２年

チ　ココスクエア調布　事業主体：株式会社ココスクエア調布
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