
【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 車いすで利用しやすい空間の確保 １箇所 平成28年度 平成29年度 平成28年5月 平成28年8月

2 トイレ
だれもが分かりやすく，かつ利用しやすいボタンの
検討

必要箇所 平成28年度 平成29年度 平成28年5月 平成28年8月

3 トイレ ベビーチェアやおむつ交換台の設置 必要箇所 平成28年度 平成29年度 平成28年5月 平成28年8月
ベビーチェアのみ設置。空間保管の
ため，おむつ交換台の設置なし。

4 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

１箇所 平成28年度 平成29年度 平成30年9月 平成31年3月

平成28年度の改修工事の際には，多
機能トイレにおける目隠し用カーテ
ンの利用者要望はなく，予算の範囲
内で多機能トイレの機能の充実を優
先した。平成30年度に改めて予算を
調整し，実施した。

5 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

6 その他設備
第2会議室と第3会議室を統合してテーブル式にする
など施設の見直し

１箇所 平成28年度 平成29年度 平成28年5月 平成28年8月

平成28年度改修工事時，調理室にア
コーディオンカーテンを設置し，調
理室の利用が無い日は洋室として利
用できるようにした。

7 その他設備
多機能トイレ（だれでもトイレ）の位置および使い
勝手の検証を実施

１箇所 継　続 継　続 継　続

平成28年度改修工事時，多機能トイ
レの位置（入口付近）を変更。改修
工事後，車いす利用者に使い勝手の
感想を聞いたところ，概ね良好との
回答を得た。

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

５　その他の事業等＜準生活関連施設＞
ア　西部地域福祉センター　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　　：調布市西部地域福祉センター

事業者　　：調布市

所在地　　：上石原２－１５－６

建築年　　：昭和５３年
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【平成31年3月末時点】

8 案内
トイレ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

必要箇所 平成28年度 平成29年度 平成28年度
設置に当たっては利用者の声を反映
した効果的なものとするため，引き
続き利用者要望の把握に努める。

9
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を検討 ― 継　続 継　続 継　続

10
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
の実施

― 継　続 継　続 継　続

・利用者等の要望を踏まえ，施設の大規模等の時期に合わせてバリアフリー化を検討していく。
平成28年度改修工事の際，トイレの段差解消や手すりを設置した。
ロビーを一部改修し，憩いのスペースの確保を創出した。・多機能トイレ（だれでもトイレ）の位置および使い勝手の検証や，筆談具やコミュニケーションボードの設置について

の検討については利用者の要望等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 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27年度 平成24年度
予算の調整がつかなかったため，平
成31年5月に設置予定。

2 駐車場・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

3 その他設備
出入口ドアの鍵について，だれもが利用しやすい位
置への修繕を検討

１箇所 ※ ※ 平成28年2月 平成28年3月

4 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（文字情報や光による
情報の伝達等）

１箇所 ※ ※

※実施時期については，今後の状況を踏まえ検討していく。 ※「多機能トイレの目隠し用カーテン」の設置は，利用者の要望や施設の
状況などを踏まえながら，検討していく。

建築年　　：平成１３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

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　飛田給ふれあいの家　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　　：調布市飛田給ふれあいの家

事業者　　：調布市

所在地　　：飛田給１－３－５３
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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 １箇所 ※ ※

2 出入口・敷地内通路 車いす使用者等が利用しやすい出入口の確保 １箇所 ※ ※

3 出入口・敷地内通路 スロープ設置などによる出入口の段差解消 １箇所 ※ ※

4 トイレ 既存トイレのバリアフリー化 １箇所 平成31年度 平成32年度

5 トイレ 多機能トイレ（だれでもトイレ）の設置 １箇所 平成31年度 平成32年度

6 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

7 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

必要箇所 ※ ※

8 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

１箇所 平成31年度 平成32年度

※利用者や運営委員会等の要望を踏まえ，施設の大規模等の時期に合わせてバリアフリー化を検討していく。

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　西部ふれあいの家　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　　：調布市西部ふれあいの家

事業者　　：調布市

所在地　　：飛田給３－５３－１

建築年　　：平成４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 筆談具を設置し，設置を示す案内を掲示 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

2
こころの
バリアフリー 利用者への適切な対応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 施設周辺の道路上の放置自転車の禁止を促す取組 ― 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　飛田給北自転車駐輪場　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　　：飛田給北自転車駐輪場

事業者　　：調布市

所在地　　：飛田給１－４１－１

建築年　　：平成１２年

5



【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 駐輪場の使いやすさの向上 １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

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

１箇所 平成24年度 平成24年度 平成24年度 平成24年度

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 ― 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

必要箇所 平成24年度 継　続 平成24年度

5 トイレ
利用者の意見を参考に，乳幼児を連れた方への対応
の必要性を検討

必要箇所 ※ ※

6 トイレ
利用者の意見を参考に，多機能トイレ（だれでもト
イレ）内のプライバシー確保の必要性を検討

１箇所 ※ ※

7 案内
トイレ等で聴覚障害者が緊急時等に状況を把握でき
る設備の設置の必要性を検討

必要箇所 ※ ※

※実施時期については，今後の状況を踏まえ検討していく。

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

オ　青少年交流館　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　　：調布市青少年交流館

事業者　　：調布市

所在地　　：飛田給１－５２－１

建築年　　：平成１４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
道路と建物の連続性の配慮（段差や勾配の解消
等）

１箇所 実施済 平成23年7月 平成24年3月

2 通路(廊下) 主要な経路における段差の解消 １箇所 実施済 平成23年7月 平成24年3月

3 階段
手すりの設置（両側，2段手すり 等），識別しやす
い段の確保（段鼻の強調 等）

２箇所 平成28年度以降 ―

4 トイレ ベビーチェアやおむつ交換台の設置 １箇所 平成28年度以降 ― 平成27年7月 平成27年9月
スペース不足のためベビーチェアの
み設置。

5 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

１箇所 ※ ※

6 トイレ
多機能トイレ（だれでもトイレ）における適切な使
用方法の指導

― 継　続 継　続 継　続

7 駐車場 利用者に配慮した駐車場の確保 １箇所 実施済 平成23年7月 平成24年3月

8 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

9 その他設備 休憩スペースの確保 １箇所 ※ ※

10 案内

道路から外来者窓口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

１箇所 ※ ※

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

カ　飛田給小学校　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　　：調布市立飛田給小学校

事業者　　：調布市

所在地　　：飛田給３－２９－１

建築年　　：昭和５０年
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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等に
状況を把握できる設備の設置（文字情報や光による
情報の伝達 等）

１箇所 ※ ※

12 案内
出入口やトイレ，エレベーター，駐車場等があるこ
とを示す案内表示の設置

１箇所 ※ ※

13 案内 バリアフリー化された出入口への誘導案内の設置 １箇所 平成25年度 平成25年度 平成27年2月 平成27年3月

14
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，設置を
示す案内の掲示

１箇所 継　続 継　続 継　続

15
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

・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。

・1，2，7は平成23年度実施済。

・3の手すりの設置については，学校の意見を踏まえて検討していく。

・4のベビーチェアやおむつ交換台の設置，9.休憩スペースの設置については，現状の限られたスペースでの新設が困難な
場合，大規模改修の中で実施する。

・10の道路から外来者窓口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
備の設置については，今後利用者の意見を踏まえて判断していく。

※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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