資料１
まち歩き・駅歩き点検ワークショップ報告

− 金町駅周辺地区
京成立石駅周辺地区

構想の策定に当たり、対象の２地区で「まち歩き、駅歩き点検」を行いました。実施概要と結
果は以下のとおりです。

１．実施概要
日

時

参加者

平成 17 年 10 月 19 日（水）

金町駅周辺地区

10:00〜16:00
京成立石駅周辺地区

平成 17 年 10 月 22 日（土）
10:00〜16:00

身体障害者や高齢者を含む区民及び
協議会委員 約 35 名
身体障害者や高齢者を含む区民及び
協議会委員 約 30 名

午前中に、コースごとの点検対象に合わせて、「駅に入って → 切符を購入し → 改札口を
通り → 電車に関する情報を得て → トイレなどの設備を使用し → ホームまで行って → 電
車に乗る」、「駅から目的の施設まで徒歩で行く」、「鉄道からバスなどに乗り換える」とい
った一連の行動が、支障なく行えるかどうかをチェックしました。
そして午後には、コース（班）ごとに午前中の点検結果の内容をとりまとめ、その結果を区
民が発表しました。
【当日のスケジュール】
時間
午

9:30〜 9:50

内容
受付

前
午 後

10:00〜10:20

開会、まち歩き・駅歩き点検の全体説明

10:20〜10:30

各班に分かれて、参加者紹介とコース説明

10:30〜12:30

班ごとに、まち歩き・駅歩き点検の実施

12:30〜13:30

（昼

13:30〜15:20

各班で点検した内容を整理

15:20〜15:50

班ごとに結果発表

15:50〜16:00

総評、閉会

食）

２．地区別の点検コースと結果
各地区の点検コースと結果は、次ページ以降のとおりです。
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金町駅周辺地区
《まち歩き・駅歩き点検コース

− 金町・京成金町駅周辺地区》
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《点検結果のまとめ − 金町駅周辺地区》
コース１

コース２

コース３
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《発表での指摘事項

− 金町駅周辺地区》
※全体的な指摘のみ、個別指摘は点検結果図参照

１コース
・歩道が人のためのものになっていない。店舗を新しくつくる場合に、前面の歩道の設計・整
備について、きちんと行政指導をしてほしい。
・車中心の考え方をやめ、車道は一方通行にして歩道を広くするなど、歩行者優先にすること
が必要。
・歩道上の街路灯・街路樹を設置する場合は、使う人の身になって、人の通行に配慮した配置
を考えてもらいたい。
・駐輪が通行の障害になっているので、対策を講じる必要がある。
・駅のエスカレーターなどの設備については、災害時や事故時の緊急対応についても知りたい。

２コース
・自転車を片づけてもらわないと車イスが通れないほど、駐輪が多い。駐輪場所を一方に決め
るなど、置き方の工夫で通行空間を確保できないか？
・商品・看板の出し方も含め、全体的にマナーが悪い。心のバリアフリーが重要。
・広告を道路に出すなら、いっそお金を払ってもらって、そのお金を高齢者・障害者対策に使
ってはどうか？また、点字ブロックに物を置いたらイエローカードを渡し、イエローカード
５枚で罰金をとるというのはどうか？
・災害対策が不十分。電信柱などが邪魔になって、避難できない可能性がある。また、避難誘
導の標識も不足。

３コース
・看板・品物の張り出しが目立つ。今回の点検は午前中だったが、午後はもっとひどくなる。
・葛飾のマスタープランでは、ハートフルタウンが謳われている。この実現を目指したまちづ
くりを進める必要がある。対流と回遊しやすいまちを目指すのだから、駅前広場のつくり方
にも癒しや憩いへの配慮がほしかった。
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