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大田区移動等円滑化推進計画（蒲田駅周辺地区）かまた街なか“すいすい”プラン特定事業計画進捗状況一覧（平成 29年３月時点） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施期間 

備考 
 -24 25 26 27 28 29 30 31 32 33- 

公共交通 

特定事業 

施設 a1 

JR蒲田駅 

【全事業完了】 

ホーム縁端に内方線付き点状ブロッ

クを設置 
東日本旅客鉄道株式会社 

計画           
・ホーム縁端に内方線付き点状ブロックを設置。 

実績           

だれでもトイレのドアの開閉ボタン

の操作方法を案内する表示の改善 

計画           
・だれでもトイレ内に案内を貼付表示。平成 23年 11月に完了。 

実績           

施設 a2 

東急蒲田駅 

【全事業完了】 

トイレを案内する視覚障害者誘導用

ブロック及び音声案内の設置 

東京急行電鉄株式会社 

計画           ・平成 24年度に視覚障害者誘導用ブロックを設置。平成 25年 8月に音

声案内を設置。 実績           

だれでもトイレの設置を含めたトイ

レの改修 

計画           
・平成 24年 9月に完了。 

実績           

券売機下部の蹴込みスペースの設置 
計画           

・平成 25年 2月に完了。 
実績           

路線図・運賃表の改善 
計画           

・平成 25年 2月に完了。 
実績           

触知案内図の設置 
計画           

・平成 26年 3月に完了。 
実績           

施設 a3 

京急蒲田駅 

【全事業完了】 

移動等円滑化基準に適合した駅施設

の改良 
京浜急行電鉄株式会社 

計画           
・エレベーター２基、エスカレーター14基を設置。 

・下りホーム（３階部）、中２階部に改札、コンコース及びトイレを新設。 

・平成 26年３月に改札内の駅施設に関する改良工事を完了。 

・平成 27年３月に経路 25-2と駅施設との接続を完了。 
実績           

ホーム上の案内コーナーに筆談器を

準備 

計画           
・平成 24年 1月に筆談器を配備。 

実績           

乗合バス 

バス停での車外アナウンスの徹底 

東急バス株式会社 

計画           ・ドアを開けると自動で音声が流れる他、「心のバリアフリー」を念頭に

日常的な指導や研修等を通じて継続的に徹底を図っていく。 実績           

ノンステップバスの導入 
計画           ・全車両（64 両）がノンステップバスである。今後の車両更新の際も、

ノンステップバスとしていく。 実績           

バス停での車外アナウンスの徹底 

京浜急行バス株式会社 

計画           ・社内研修で車外アナウンスの必要性や案内すべき内容を説明し、平成

25年度には、車外放送の聞き取りやすさの改善を検討した。引き続き、

車外放送の改善を検討する。 実績           

バス停の音声案内装置の設置 
計画           

・平成 27年度末に行先案内音声装置を設置済み。 
実績           

ノンステップバスの導入 
計画           ・平成 24年度の車両更新で全車両ノンステップバスとなった。今後も引

き続き車両更新の際は、ノンステップバスを導入する予定。 実績           

道路 

特定事業 

生活関連経路（Ａ）  

経路 13 

国道 15号 

歩道の段差・勾配の改善 

国土交通省 

計画           
・南蒲田一丁目から東蒲田二丁目交差点までの擦り付け（線形改良）時に

おける整備形態及び歩道部について設計・関係機関との協議を実施。ま

た、自転車走行空間の整備と合わせて、設計・関係機関との協議を実施。 

実績           

視覚障害者誘導用ブロックの改善・

設置 

計画           

実績           
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（かまた街なか“すいすい”プラン特定事業計画進捗状況一覧の続き） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施期間 

備考 
 -24 25 26 27 28 29 30 31 32 33- 

道路 

特定事業 

生活関連経路（Ａ）  

経路 12 

環状 8号線 

【全事業完了】 

歩道の段差・勾配の改善 

東京都 

計画           
・歩道部分をインターロッキングブロックにて自転車走行空間整備工事を

実施した。さらに、その時に歩道の勾配改善や視覚障害者誘導用ブロッ

クの改善を実施済み。 

実績           

視覚障害者誘導用ブロックの改善・

設置 

計画           

実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 15 

多摩堤通り 

歩道の段差・勾配の改善 
計画           

 
実績           

視覚障害者誘導用ブロックの改善・

設置 

計画           
・歩道舗装の補修に伴う視覚障害者誘導用ブロックの補修を予定。 

実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 2 

東口駅前広場 

【全事業完了】 

駅と歩道の視覚障害者誘導用ブロッ

クの連続性の確保 

大田区 

計画           
・平成 24年 3月に視覚障がい者団体の意向を踏まえ、JRと連携しなが

ら連続性が取れるよう改善を行った。 
実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 3 

西口駅前広場 

歩道の段差・勾配の改善 
計画           

・平成 28年度に施行予定。 
実績           

視覚障害者誘導用ブロックの改善・

設置 

計画           
・平成 28年度に施行予定。 

実績           

車止めの配置・形状の改善 
計画           

・平成 28年度に施行予定。 
実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 4 
歩道の段差・勾配の改善 

計画           ・勾配の改善については道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大

規模改修工事で対応していく。 実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 6 

【全事業完了】 

旧逆川の整備 

計画           ・平成 23年度に植栽帯撤去工事を実施。 

・平成 24年度に電線共同溝整備工事を実施。 

・平成 25年度に街路整備工事を実施。平成 26年 3月に完了。 実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 7 

歩道の段差・勾配の改善 

計画           ・平成 23年 10月に３箇所のうち２箇所を実施。 

・勾配の改善については道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大

規模改修工事で対応していく。 実績           

視覚障害者誘導用ブロックの改善・

設置 

計画           ・平成 23年 10月に２箇所のうち１箇所を実施。 

・平成 28年度整備予定。 実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 17 

歩道の段差・勾配の改善 
計画           ・勾配の改善については道路改良（車道の高さ調整等）が必要なため、大

規模改修工事で対応していく。 実績           

視覚障害者誘導用ブロックの改善・

設置 

計画           
・平成 26年度施工済み。 

実績           

生活関連経路（Ａ）

経路 18 

歩道の段差・勾配の改善 
計画           ・歩道の段差は平成 27 年度整備完了。勾配の改善については道路改良

（車道の高さ調整等）が必要なため、大規模改修工事で対応していく。 実績           

視覚障害者誘導用ブロックの改善・

設置 

計画           
・平成 27年度整備完了。 

実績           

生活関連経路（Ａ）

経路 19 

【全事業完了】 

街灯の改善 
計画           

・平成 24年 11月に街灯 13箇所を改善。 
実績           

案内サインの位置の改善 
計画           

・平成 24年 10月に案内サイン１基を移設。 
実績           
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（かまた街なか“すいすい”プラン特定事業計画進捗状況一覧の続き） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施期間 

備考 
 -24 25 26 27 28 29 30 31 32 33- 

道路 

特定事業 

生活関連経路（Ａ）

経路 22 

京急蒲田駅 

西口駅前広場 

【全事業完了】 

駅前広場の新設 
京急蒲田西口駅前地区

市街地再開発組合 

計画           
・施設建築物の躯体工事、公共施設のデッキ架設工事、電線共同溝工事等

を実施。 
実績           

生活関連経路（Ａ）

経路 23 

京急蒲田駅 

東口駅前広場 

【全事業完了】 

駅前広場の新設 

大田区 

計画           

・平成 27年 3月に嵩上げデッキ工事を完了。 

実績           

生活関連経路（Ａ）

経路 24 

大田区画街路 

第 2号線 

【全事業完了】 

道路の新設 

計画           

・道路工事を行う予定。 

実績           

生活関連経路（Ａ）

経路 25-2 

大田歩行者専用

道第 1号線 

【全事業完了】 

歩行者専用道の新設 

計画           

・平成 27年 3月に歩行者専用道工事を完了。 

実績           

生活関連経路（Ｂ）

経路 32 

視覚障害者誘導用ブロックの改善・

設置 

計画           
・平成 28年度施工予定。 

実績           

生活関連経路（Ｂ）

経路 33 

視覚障害者誘導用ブロックの改善・

設置 

計画           
・平成 28年度施工予定。 

実績           

生活関連経路（Ｂ）

経路 36 

【全事業完了】 

視覚障害者誘導用ブロックの改善 

計画           ・平成 24 年 3 月に舗装の横断勾配及び視覚障害者誘導用ブロックの位置

を改善。 実績           

交通安全 

特定事業 

生活関連経路（Ａ）  

経路 4 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 

東京都公安委員会 

計画           

・交通安全特定事業計画については警視庁ホームページにて公表

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/barrier/barrier01.htm 

実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 7 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 

計画           

実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 8 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 

計画           

実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 9 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 

計画           

実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 11 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 

計画           

実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 12 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 

計画           

実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 15 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 

計画           

実績           
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（かまた街なか“すいすい”プラン特定事業計画進捗状況一覧の続き） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施期間 

備考 
 -24 25 26 27 28 29 30 31 32 33- 

交通安全 

特定事業 

生活関連経路（Ａ）  

経路 16 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 
東京都公安委員会 

計画           

・交通安全特定事業計画については警視庁ホームページにて公表

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/barrier/barrier01.htm 

実績           

生活関連経路（Ａ）  

経路 18 

信号機の改良（音響機能の整備、歩行

者用青時間の確保） 

計画           

実績           

建築物 

特定事業 

区施設共通 

「受付等での職員対応」に関する全庁

的な対応方針の更なる改善 

大田区 

計画           ・大田区経営改革推進プラン及び人材育成基本方針に基づき、窓口サービ

スの向上に向けた取組みを実施。 
実施予定           

実績           

「災害時や緊急時の情報提供」に関す

る全庁的な対応方針の作成とそれに

基づく改善 

計画           ・大田区公式ツイッター、デジタルサイネージ（平成 26 年度に本庁舎、

総合体育館、アプリコ、産業プラザ、各特別出張所に設置）、大田区チャ

ンネルなど新たに導入した情報発信ツールを活用し、災害時や緊急時の

適宜適切な情報提供を図る。 

実施予定           

実績           

建物内部（通路、設備、サイン等）に

関する全庁的な対応方針の作成とそ

れに基づく改善 

計画           ・「ユニバーサルデザインのまちづくり」を推進するため、ソフト及びハー

ド分野を一体とした「（仮称）区民サービス及び移動等円滑化に関するガ

イドライン」の策定に向け検討中。 

実施予定           

実績           

施設 b1 

大田区役所 

本庁舎 

【全事業完了】 

だれでもトイレの施錠と「使用中」表

示の連動の改善 

計画           
・改修工事を実施した。平成 28年 2月に完了。 

実績           

だれでもトイレの出入口段差のつま

づき防止の対応 

計画           ・段差の大きい場所３箇所にゴム製の段差解消スロープを設置し、躓き防

止を図った。平成 26年 3月に完了。 実績           

建物内通路の段差解消（電源コードカ

バー等） 

計画           ・本庁舎１階ロビー記載台の電源コードが壁から記載台までの床に配線さ
れていたため、記載台直下に敷設し、電源コード及びカバーを撤去し段
差をなくした。平成 23年 12月に完了。 実績           

視覚障害者誘導用のタイル等の敷設 
計画           ・本庁舎１階ロビー及び２階廊下に視覚障害者誘導用タイル等の敷設を行

った。平成 23年 12月に完了。 実績           

施設 b2 

蒲田地域庁舎 

【全事業完了】 

敷地内通路と歩道の視覚障害者誘導

用ブロックの連続性確保 

計画           
・平成 26 年度に１階正面玄関入口部分の敷地内通路と歩道を結ぶ視覚障

害者誘導用ブロックの連続性を確保する工事を実施。 

・平成 27 年度に３階エレベーター前から地域健康課及び地域福祉課窓口

まで視覚障害者誘導用塩ビ点字タイルを設置。 
実績           

階段の手すりに点字を表示 
計画           

・平成 23年 11月に階段の手すりに点字シール（12枚）を設置。 
実績           

施設 b4 

産業プラザ 

【全事業完了】 

視覚障害者誘導用ブロックと車止め

の配置の改善 

計画           ・視覚障害者誘導用ブロックの延長線上にある車止め（ステンレス製のポ

ール）２本の位置を調整し、設置した。平成 25年９月に完了。 実績           

車いす対応エレベーターの表示の

設置 

計画           ・各階の車いす対応エレベーター乗り口の左側下部（床面から 80cmの位
置）に、15cm 角のピクトサイン（アクリル製、青色）を取り付けた。
平成 24年 7月に完了。 実績           

エレベーター内の鏡の改善 
計画           ・車いす対応エレベーター内の既存鏡を撤去し、ステンレス製鏡（長さ

140cm×幅60cm）を床面から高さ40cmの位置より上に取り付けた。
平成 24年 8月に完了。 実績           

施設 b5 

蒲田税務署 

歩道と敷地の境界の段差解消 

国税庁東京国税局 

計画           

・改修工事を実施。平成 27年 12月に完了。 実施予定           

実績           

敷地内通路の路面の改善 

計画           

・改修工事を実施。平成 27年 12月に完了。 実施予定           

実績           

出入口前のグレーチングの改善 

計画           

・改修工事を実施。平成 27年 12月に完了。 実施予定           

実績           
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（かまた街なか“すいすい”プラン特定事業計画進捗状況一覧の続き） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施期間 

備考 
 -24 25 26 27 28 29 30 31 32 33- 

建築物 

特定事業 

施設 b5 

蒲田税務署 

玄関マットの改善 

国税庁東京国税局 

計画           ・玄関入口に設置してあったマットを撤去し、タイルにて平滑に仕上げた。

平成 23年 12月に完了。 実績           

出入口のスロープの改善 

計画           

・改修工事を実施。平成 27年 12月に完了。 実施予定           

実績           

出入口のインターホンの高さの改善 
計画           

・職員の声かけにより対応。 
実績           

総合窓口出入口の段差解消と視覚障

害者誘導用ブロックの設置 

計画           ・総合窓口出入口のスライド扉のレールを撤去することにより段差を解消

し、窓口まで不足分の視覚障害者誘導用ブロックを設置した。平成 23

年 12月に完了。 実績           

トイレを案内するサインの改善 
計画           ・突き出しタイプのピクトサインを撤去し、壁貼りタイプのピクトサイン

に変更した。平成 23年 12月に完了。 実績           

敷地内通路の視覚障害者誘導用ブロ

ックの改善 

計画           

・改修工事を実施。平成 27年 12月に完了。 実施予定           

実績           

床の仕上げの改善 

計画           

・平成 29年度に予算要求予定。 実施予定           

実績           

車いす使用者用駐車施設の改善 

計画           

・改修工事を実施。平成 27年 12月に完了。 実施予定           

実績           

小便器に手すりを設置 

計画           

・改修工事を実施。平成 27年 12月に完了。 実施予定           

実績           

施設 b6 

大田都税事務所 

【全事業完了】 

案内サインの改善 

東京都 

計画           
・平成 24年 8月に完了。 

実績           

案内カウンターに「耳マーク」を設置 
計画           

・平成 24年 8月に完了。 
実績           

車いすで利用できる記載台の設置 
計画           

・平成 24年 9月に完了。 
実績           

トイレに杖ホルダーを設置 
計画           

・平成 24年 8月に完了。 
実績           

施設 c1 

アロマスクエア

郵便局 

筆談ボードの準備と「耳マーク」の

設置 
日本郵便株式会社 

計画           ・平成 24 年度に筆談ボードとしてスケッチブックを購入。また、社員の

お客さま対応スキルの向上を行う。 実績           

施設 c2 

蒲田郵便局 

カウンターに「耳マーク」を設置 

日本郵便株式会社 

計画           
・平成 28年度中に実施予定。 

実績           

自転車駐車場に施設利用者以外の駐

輪禁止を表示 

計画           ・自転車駐車場に郵便局利用者以外の駐輪禁止を表示するとともに、長期

放置自転車の撤去を実施している。また、歩道の自転車についても、警

察、東京都建設局等に依頼し撤去を実施している。 実績           

施設 c3 

みずほ銀行 

蒲田支店 

【全事業完了】 

階段の段鼻の視認性の改善 

株式会社みずほ銀行 

計画           
・平成 26年度に階段段鼻ノンスリップを視認性の高い色調の物に変更。 

実績           

エレベーター前点状ブロックの設置 
計画           

・平成 26年度にエレベーター前及び階段前に点字鋲を設置。 
実績           

施設 c5 

横浜銀行 

蒲田支店 

【全事業完了】 

出入口に視覚障害者誘導用ブロック

の設置 
株式会社横浜銀行 

計画           
・平成 24 年 9 月に自動ドアから視覚障がい者用 ATM まで視覚障害者誘

導用ブロックを設置。 実績           
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（かまた街なか“すいすい”プラン特定事業計画進捗状況一覧の続き） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施期間 

備考 
 -24 25 26 27 28 29 30 31 32 33- 

建築物 

特定事業 

施設 c6 

りそな銀行 

蒲田支店 

【全事業完了】 

階段の手すりの延長 

株式会社りそな銀行 

計画           
・平成 24年 4月に、階段手すり２箇所を延長した。 

実績           

階段の手すりの連続性の確保 
計画           

・平成 24年 4月に、階段手すりの切れ目１箇所をつないだ。 
実績           

視覚障害者誘導用ブロックの設置 
計画           ・平成 24 年 4 月に、店舗入口から ATM、2 階階段上まで視覚障者誘導

用ブロックを設置した。 実績           

施設 d1 

大田区民 

センター 

施設西側の敷地境のすりつけ勾配の

改善 

大田区 

計画           ・施設整備課の作成する蒲田西地区公共施設整備計画の一環として、建替

等について総合的に検討中。建替計画の中で事業を具体化していく。 実績           

北側玄関口の溝の改善 
計画           ・施設整備課の作成する蒲田西地区公共施設整備計画の一環として、建替

等について総合的に検討中。建替計画の中で事業を具体化していく。 実績           

新蒲田福祉センター正面出入口の視

覚障害者誘導用ブロックの改善 

計画           
・平成 24年 3月に完了。 

実績           

車いす使用者用駐車施設の表示の

改善 

計画           
・平成 24年 2月に完了。 

実績           

自転車駐車場の改善 
計画           ・施設整備課の作成する蒲田西地区公共施設整備計画の一環として、建替

等について総合的に検討中。建替計画の中で事業を具体化していく。 実績           

施設 d2 

蒲田駅前図書館 

【全事業完了】 

洋式トイレの整備 

計画           

・平成 25年 10月に完了。 
実績           

施設 d3 

区民ホール・ 

アプリコ 

【全事業完了】 

通路に手すりを設置 

計画           

・平成 27年 3月に完了。 
実績           

施設 d4 

消費者生活 

センター 

出入口の階段の改修 
計画           

 
実績           

出入口のスロープの視覚障害者誘導

用ブロックの改善 

計画           
・平成 28年 9月に改修工事を行う予定。 

実績           

出入口のスロープの路面の改善 
計画           

・平成 28年 9月に改修工事を行う予定。 
実績           

通路に手すりを設置 
計画           

・平成 29年度に予算化予定。 
実績           

階段の手すりに点字を表示 
計画           

・平成 25年 6月に完了。 
実績           

施設 d5 

若葉婦人会館 

【全事業完了】 

玄関スペースの改善 

社団法人若葉婦人会 

計画           ・玄関に設置したすのこ
．．．

の１箇所を角切りするとともに、奥に配置するこ

とにより足はこびがスムーズになるようスペースを確保した。平成 25

年 3月に完了。 実績           

室内障がい物（突出したガス栓等）の

改善 

計画           
・室内に突出したガス栓を撤去した。平成 23年 8月に完了。 

実績           

施設 e1 

さわやか 

サポート 

蒲田医師会 

【全事業完了】 

出入口前のグレーチングの改善 一般社団法人蒲田医師会 

計画           

・平成 25年 4月に出入口前のグレーチングの改善を実施。 

実績           
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（かまた街なか“すいすい”プラン特定事業計画進捗状況一覧の続き） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施期間 

備考 
 -24 25 26 27 28 29 30 31 32 33- 

建築物 

特定事業 

施設 e3 

ゆうゆうくらぶ

東蒲田 

【全事業完了】 

小便器に手すりを設置 大田区 

計画           
・平成 24年 2月に男子小便器手すり取付工事を実施。 

実績           

施設 e4 

若葉眼科病院 

【全事業完了】 

トイレに杖ホルダーを設置 医療法人社団善春会 

計画           
・平成 25年 4月にトイレ、外来受付カウンター、入院会計カウンターに

杖ホルダーを設置。 実績           

施設 f1 

アロマ プラザ 

視覚障害者誘導用ブロックの設置 

アロマ スクエア株式会社  

計画           
・平成 2８年度実施に向けて検討中。 

実績           

エスカレーターの上下端に点状ブロ

ックを設置 

計画           
・平成 28年 7月に完了。 

実績           

階段の上下端に点状ブロックを設置 
計画           

・平成 28年 7月に完了。 
実績           

トイレに杖ホルダーを設置 
計画           

・平成 27年 5月に全てのトイレに杖ホルダーを設置。 
実績           

施設 f2 

オリンピック 

蒲田店 

エレベーターの案内の改善 

株式会社 

ハイパーマーケット・ 

オリンピック 

計画           
・平成 25年度にエスカレーター上下各１ヶ所に案内サインを取付済。 

実績           

案内サインの改善 
計画           

・平成 24年度に１階、２階の各１箇所に案内サインを取付済。 
実績           

トイレの荷物掛けの改善 
計画           

 
実績           

施設 f3 

東急プラザ蒲田 

【全事業完了】 

２階連絡通路のスロープの脱輪防止

等の安全対策 

東急不動産 SC 

マネジメント株式会社 

計画           
・平成 26年 4～10月に実施した改装工事において対応済。 

実績           

店舗案内図の改善 
計画           

・平成 26年 4～10月に実施した改装工事において対応済。 
実績           

東急蒲田駅のエレベーターを案内す

るサインの設置 

計画           
・平成 24年 3月にエレベーター入口上部に案内サインを設置。 

実績           

トイレに杖ホルダーを設置 
計画           

・平成 26年 4～10月に実施した改装工事において対応済。 
実績           

案内サインの改善 
計画           

・平成 26年 4～10月に実施した改装工事において対応済。 
実績           

施設 f4 

グランデュオ 

蒲田東館・西館 

【全事業完了】 

東口の敷地と道路の段差の視認性

改善 

ジェイアール東日本 

商業開発株式会社 

計画           
・平成 25年 3月に段差部に黄塗装で明示。 

実績           

連絡通路の階段の上下端及び段鼻の

視認性改善 

計画           ・平成 25 年 3 月に階段の上下端に点状ブロックを設置し、段鼻をグレー

から黄色に変更。 実績           

駅や連絡通路等を示すサインの設置 
計画           

 
実績           

だれでもトイレの案内の改善 
計画           

・平成 24年 9月にサインの取付を実施。 
実績           

エレベーターの「優先」表示の改善 
計画           

・平成 24年 9月にサインの取付を実施。 
実績           
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（かまた街なか“すいすい”プラン特定事業計画進捗状況一覧の続き） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施期間 

備考 
 -24 25 26 27 28 29 30 31 32 33- 

建築物 

特定事業 

施設 f5 

マルエツ 

かまた店 

商品の整理による通路幅の確保 

株式会社マルエツ 

計画           
・平成 23年 10月に完了。 

実績           

トイレの改善 
計画           

・平成 23年 10月に完了。 
実績           

必要な自転車駐車場の確保 
計画           

・平成 23年 10月に完了。 
実績           

階段の段鼻の視認性改善とすべり止

めの設置 

計画           
 

実績           

施設 f6 

ユザワヤ蒲田店 

【全事業完了】 

出入口の段差の解消 

ユザワヤ商事株式会社 

計画           
・全ての出入口にスロープを設置済。平成 24年 9月に完了。 

実績           

路上への商品のはみ出しの解消 
計画           

・平成 24年 9月に完了。 
実績           

トイレ内の荷物掛けの改善 
計画           

・フックや小棚を取付済。平成 24年 9月に完了。 
実績           

非常口を示す誘導灯の設置 
計画           

・消防法に準じて設置済。平成 24年 9月に完了。 
実績           

施設 g1 

西鉄イン蒲田 

駐車場入口部分の段差解消 

株式会社西鉄ホテルズ 

計画           

 

実績           

フロントにローカウンター設置 
計画           

実績           

だれでもトイレのオストメイト対応 
計画           

実績           

階段の上下端に点状ブロック設置 
計画           

実績           

階段の手すりの改善 
計画           

実績           

階段の段鼻の安全対策（滑り止め、踏

み面の輝度向上） 

計画           

実績           

その他の

事業 

アロマ スクエ

ア街区周辺の道

路（経路 7及び

10の一部） 

歩道上の視覚障害者誘導用ブロック

の改善 
アロマ スクエア株式会社  

計画           

 
実績           

歩道上の車止めの改善 
計画           

実績           

バス停 
バス停における車いす乗降スペース

の確保 

京浜急行バス株式会社 

大田区 

計画           
 

実績           

自転車駐車場 

【全事業完了】 

環状８号線下の自転車駐車場の収容

台数の拡充 
大田区 

計画           ・環状８号線の改修工事に伴い、当該自転車駐車場の一部（東側）を二層

化することにより収容台数を 1,479台から 2,059台に拡充した。平成

24年 7月に完成。 実績           
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（かまた街なか“すいすい”プラン特定事業計画進捗状況一覧の続き） 

事業区分 整備対象 事業内容 事業主体 
実施期間 

備考 
 -24 25 26 27 28 29 30 31 32 33- 

その他の

事業 

重点整備地区

（ソフト施策） 

放置自転車対策 

大田区 

計画           ・放置禁止区域内における、警告札貼付による広報啓発活動及び放置自転

車の撤去活動を実施した。それ以外の区域における、警告札貼付による

広報啓発活動を実施した。 実績           

自転車利用のルールとマナーに関す

る広報啓発活動の実施 

計画           ・通年にわたり蒲田駅周辺に指導員を配置し自転車置き場の誘導案内を行

うほか、年２回（春と秋）、地元の方々と駅前クリーンキャンペーンを実

施した。 実績           

看板や商品等の道路上へのはみ出し

解消 

計画           ・蒲田駅東口・西口商店街において、月１回、警察、商店街組合、宅建協

会、住宅協会、区役所でパトロール及び指導を実施。巡回パトロール時

に違反広告物、不法投棄等の撤去指導、委託業者への回収依頼を実施。 実績           

 


