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まち歩きワークショップの実施方法について 

１．目的 

移動等円滑化促進方針の検討に際し、経路や施設等のバリアフリーについてより具体的なイメ

ージを持っていただけるよう、市民参加型のまち歩き・意見交換を実施します。 

施設や経路の状況、課題等を、参加者同士で意見を出し合うことにより、今後、促進方針を策

定し、推進するべき内容について意識を共有することを目的とします。 

 

２．開催概要 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、当初の想定から人数を縮小して実施します。 

日程 
令和 2 年 10 月 14 日（水）実施予定 （13：00～17：00） 

※ 雨天決行、ただし荒天の場合は延期（もしくは中止）。 

集合場所 北戸田駅・戸田駅・戸田公園駅の改札前に班別に集合 

意見交換場所 ３駅付近の各公共施設（発表は音声等でリモート共有） 

内容 資料説明、現地視察、意見交換 

メンバー構成 

３班（１班７名程度）：全属性を１班に配置しなくても良い 

・障がい者等 1～2 名＋介助者・手話通訳等 

・高齢者 or 子育て世代等の市民 0～1 名 

・事務局 2 名程度（市＋受託者） 

・施設設置管理者等 0～1 名 

・学識経験者 0～1 名 

【参加者（市民）属性の内訳】 

・手動車いす使用者１名・補助１名  ・電動車いす使用者１名・補助０名 
・視覚障がい者（全盲）１名・補助１名 
・視覚障がい者（弱視）１名・補助０名 
・聴覚障がい者 １名（手話通訳 2 名） ・障がい者親の会 １名 
・高齢者・子育て世代等の市民 1～2 名 

■ 新型コロナウイルス感染対策のための留意事項【要確認】 

今後国や県などから要請される対応方法を踏まえてさらに検討しますが、安全にまち歩きワー

クショップを実施するため、下記に留意することを考えています。 

・参加者は現地集合とし、会議室に集まる時間を可能な限り短縮 

・参加者はマスクを着用 

・事務局は除菌用シートなどを持参し、随時利用できるようにする 

・現地確認中は、向き合って会話しないことに留意し、可能な範囲で一定の間隔を空けて行動 

・意見交換会場は班ごとに分け、なるべく広めの会議室とし換気する 

・参加者は向き合わず前向き（教室型）で着席 

・マイクは利用しないか、一人 1 本を用意または利用者が変わるごとに除菌 

・説明や意見をまとめる事務局が参加者を向いて話す場合は、必要に応じてフェイスシールドを着用 
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■ プログラム 

項目 時間 内容 

1.現地集合 13：00  

2.現地視察 

13:00～13:15 

（15 分） 

～班ごとの進行～ 
○本日の目的及び進め方の説明 

○参加者自己紹介 

○班ごとのテーマ、現地視察ルートの確認 

13:15～15:15 

（120 分） 

○現地視察 ※移送時間も含む 

～視察終了後、各公共施設へ移動～ 
北戸田駅班・戸田駅班：戸田市役所 

戸田公園駅班：上戸田地域交流センターあいパル 

（休憩） 
15:15～15:30 

（15 分） 
 

3.意見交換 
15:30～16:25 

（55 分） 

～各公共施設の会議室等で実施～ 

○視察のポイントに沿った意見交換 

○バリアフリー全般の課題に関する意見交換 

（休憩） 
16:25～16:35 

（10 分） 
～リモート通信での発表の準備（音声確認など）～ 

４.閉会 
16:35～17:00 

（25 分） 

○意見交換内容の共有（リモート通信） 

○総括 

○閉会挨拶 
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３．視察の視点 

４つのテーマごとのポイントを踏まえて、施設や経路の視察を行います。 

テーマ 視察のポイント 視察予定経路・施設等 

鉄道駅・ 

周辺の 

バリアフリー 

・駅の整備における配慮 

・案内誘導のわかりやすさ 

・駅前交通広場での配慮 

・乗換の連続性への配慮 等 

・JR 北戸田駅 

・JR 戸田駅 

・JR 戸田公園駅 

及び各駅の駅前交通広場 

道路の 

バリアフリー 

・歩道整備での配慮 

・歩道設置困難な道路での配慮 

・バス停留所の整備における配慮 

・誘導用ブロックの連続性、整備方法 

・沿道施設入口との連続性 等 

・歩行者ネットワーク 

 を構成する路線 

 （国道・県道・市道） 

建築物の 

バリアフリー 

・多くの人が利用する施設の整備での配慮 

・上下移動（エレベーター・階段）、トイレ、駐車場

等での配慮 

・窓口での配慮や人的対応、サービスでの配慮 

・避難時を想定したバリアフリー対応の配慮 

・案内誘導のわかりやすさ 等 

・市役所 

・行政センター 

・戸田中央総合病院 

・北戸田イオン 

・T-FRONTE 

公園の 

バリアフリー 

・歩道と出入口との連続性、整備方法 

・誘導用ブロックの連続性、整備方法 

・出入口、上下移動（階段・スロープ）、トイレ、駐

車場等での配慮 

・案内誘導のわかりやすさ 等 

・北部公園 

・後谷公園 

 

【当日の対応】 

・班別の現地確認シートを用意 

・視察のポイントに対する気付いた点等を自由記述していただく 

※新型コロナウイルス対策のため意見交換への参加を辞退する参加者については、現地確認シー

トを記入・提出いただき解散とする 
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４．対象地区 

戸田公園駅周辺 1 班、戸田駅周辺１班、北戸田駅周辺１班の 3 班構成で、以下のとおり視察

を行います。 

 

 

図 現地視察対象地区 

 

表 視察対象施設・経路 

 【A 班】北戸田駅周辺 【B 班】戸田駅周辺 【C 班】戸田公園駅周辺 

鉄道駅 JR 北戸田駅 JR 戸田駅 JR 戸田公園駅 

道路 市道 市道 県道・市道 

公共・公益 

施設 
 戸田市役所 

上戸田地域交流センター

あいパル 

行政センター 

医療施設   
戸田中央総合病院 

【調整中】 

商業施設 イオン北戸田 T-FRONTE  

公園 

（スポーツ施設） 
北部公園（野球場） 後谷公園  

意見交換場所 戸田市役所 戸田市役所 
上戸田地域交流センター

あいパル 

  

北戸田駅 

あいパル 

戸田公園駅 

北戸田駅周辺 

ルート 

戸田公園駅周辺 

ルート 

戸田駅周辺 

ルート 

戸田駅 

市役所 
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５．現地視察のながれ 

A 班：北戸田駅周辺（JR 北戸田駅、駅前交通広場、北部公園、イオン北戸田、市道） 

開 催 日 時：令和 2 年 10 月 14 日（水） ※現地視察 13 時 15 分～15 時 15 分 

集 合 場 所：JR 北戸田駅 改札前（13：00） 

意見交換会場：戸田市役所 

●タイムスケジュール 

 

 
 

●ルート図 

 

出典：Open Street Map 

  

時間 視察 移動 確認内容等

13:00 集合場所：JR北戸田駅（改札前）

13:15 0:10 ①　JR北戸田駅（改札外） 改札口、券売機、通路、案内等を確認

13:25 0:20 ②　JR北戸田駅前交通広場（東口・西口）
施設と道路の連続性、バス停留所、タクシー乗り場、
通路、案内、公衆トイレ等を確認

13:45 徒歩 600

13:45 0:25 ③　道路（市道）
北戸田駅～北部公園～イオン北戸田までの市道の舗
装、幅員、視覚障害者誘導用ブロック、案内等を確認

14:10 0:20 ④　北部公園
歩道との連続性、通路、出入口、敷地内通路、上下移動
施設、トイレ、案内等を確認

14:30 0:15 徒歩 500 ③道路（市道）について確認しながら移動

14:45 0:20 ⑤　イオン北戸田ショッピングセンター
【専門店街正面入口周辺を視察】
敷地内通路、駐車場、出入口、案内カウンター、建物内通
路、上下移動設備、トイレ、案内等を確認

15:05 0:10 車 1100 市の公用車を利用
15:15 会場：戸田市役所

1:10 0:50
合計 徒歩合計（単位：ｍ） 1100

施設名

2:00

②駅前交通広場（東口・西口） 

③道路（市道） 

⑤イオン北戸田 

①JR 北戸田駅（改札外） 

④北部公園 
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B 班：戸田駅周辺（JR 戸田駅、駅前交通広場、市役所、T-FRONTE） 

開 催 日 時：令和 2 年 10 月 14 日（水） ※現地視察 13 時 15 分～15 時 15 分 

集 合 場 所：JR 戸田駅 改札前（13：00） 

意見交換会場：戸田市役所 

●タイムスケジュール 

 
 

●ルート図 

  
出典：Open Street Map 

 

 

時間 視察 移動 確認内容等

13:00 集合場所：JR戸田駅（改札前）

13:15 0:10 ①　JR戸田駅（改札外） 改札口、券売機、通路、案内等を確認

13:25 0:20 ②　JR戸田駅前広場（西口）
施設と道路の連続性、バス停留所、タクシー乗り場、通
路、案内等を確認

13:45 0:08 徒歩 250

13:53 0:17 ③　T-FRONTE　【調整中】
【1階共用部分を確認】
出入口、建物内通路、上下移動設備、トイレ、案内等を確
認

14:10 徒歩 950

14:10 0:25
T-FRONTE～後谷公園までの歩道の舗装、幅員、視覚障
害者誘導用ブロック、案内等を確認
※上戸田五丁目交差点から①②の２手に分けて移動

14:35 0:15 園路、歩道との連続性、出入口、トイレなどを確認

14:50 0:05 徒歩 90

14:55 0:20 ⑥　戸田市役所
敷地内通路、出入口、窓口、建物内通路、上下移動設
備、　トイレ、案内等を確認

15:15 会場：戸田市役所
1:22 0:38

合計 徒歩合計（単位：ｍ） 1290

施設名

2:00

④　道路（①市役所南通り、②五差路通り）

⑤　後谷公園

②駅前交通広場（西口） 

④道路（市役所南通り） 

①JR 戸田駅（改札外） ③T-FRONTE ⑥市役所 ④道路（五差路通り） 

⑤後谷公園 
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C 班：戸田公園駅周辺（JR 戸田公園駅、駅前交通広場、行政センター、中央総合病院、あいパル等） 

開 催 日 時：令和 2 年 10 月 14 日（水） ※現地視察 13 時 15 分～15 時 15 分 

集 合 場 所：JR 戸田公園駅 改札前（13：00） 

意見交換会場：上戸田地域交流センターあいパル 

●タイムスケジュール 

 

 

●ルート図 

  
出典：Open Street Map 

時間 視察 移動 確認内容等

13:00 集合場所：JR戸田公園駅（改札前）

13:15 0:15 ①　JR戸田公園駅（改札内外）
ホーム、改札口、窓口、券売機、通路、上下移動設備、ト
イレ、案内等を確認

13:30 0:03 徒歩 90 西口の連絡通路（2階）からアクセス

13:33 0:15 ②　戸田公園駅前行政センター
敷地内通路、出入口、受付、建物内通路、上下移動設
備、トイレ、案内、駐輪施設等を確認

13:48 0:03 徒歩 90 1階出入口から歩道を通って駅へ向かう

13:51 0:15 ③　JR戸田公園駅前交通広場（西口）
施設と道路の連続性、バス停留所、タクシー乗り場、通
路、案内等を確認

14:06 徒歩 600

14:06 0:22 ④　道路（県道・市道）
戸田公園駅～戸田中央総合病院までの県道・市道の舗
装、幅員、視覚障害者誘導用ブロック、案内等を確認

14:28 0:20 ⑤　戸田中央総合病院　【調整中】
敷地内通路、出入口、受付、建物内通路、上下移動設
備、トイレ、案内、駐輪施設等を確認

14:48 0:07 徒歩 200

14:55 0:20 ⑥　上戸田地域交流センターあいパル
敷地内通路、出入口、受付、建物内通路、上下移動設
備、トイレ、案内、駐輪施設等を確認

15:15 会場：上戸田地域交流センターあいパル
1:25 0:35

合計 徒歩合計（単位：ｍ） 980

施設名

2:00

②行政センター 

①JR 戸田公園駅 

③駅前交通広場（西口） 

⑥あいパル 

⑤戸田中央総合病院 

④道路（県道・市道） 
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