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みんなの力で浦和美園駅から岩槻駅ヘ地下鉄をつなごう!
 

| 「総会・講演会Jを開催!� | 
活動目標に「固への認可申請の早期実現J

を掲げ効果的な事業展開に意欲
さいたま市地下鉄7号線延伸事業化推進期成会

(会長江田元之)の平成30年度総会並びに講演会

が開催されました。総会では、平成29年度の諸活

動の報告、延伸地域の関係機関とのさらなる連携

強化と「国への認可申請の早期実現� jを目標とした

平成30年度予算・事業計画が承認されました。

-・・・・・・・・副司..ド弓.ヨー・・・・・・・・
総会あいさつ

開会に先立ち挨拶した江田会長は、当期成会が設立

して丸5年が経過するなかで、延伸の扉を開く最も重要

な年として、特に重点事業として取り組んだ、国土交通

。 さいたまクリテ� υウム� 
2017サイクルフ工スタで、� PR活動

@岩槻やまぶきまつりで、� PR活動

@ 日光御成街道� 

ii¥れあいウ才ーキング

。岩槻まつりで� PR活動

。 乗車会� 
fl也下鉄� 7号線で行く� l

都内周遊ツアー� 1 
0岩槻妓下町鷹狩リ行列で� PR活動

@特別講演会
「さいたま市の今後のまちづくりと

交通施策について� j

。役員会・事業推進委員会の様子
また、講演会では、「地下鉄7号線延伸事業化の 省をはじめとする関係機関への要望活動を報告。

現状と早期実現への課題と展望Jと題し参議院議 併せて、本年2月にさいたま市が設置した「地下鉄� 7号

員 古川|俊治氏より、採算性では国の補助制度適 線 (1奇玉高速鉄道線)延伸協議会� Iの再試算において、需

用の基準を上回った経緯から、沿線開発の課題を
要予測と費用対効果が、国の補助制度の適用の目安を上

回ったことが公表された内容に触れ、� Iこうした大きな進
はじめ地域が一体となる重要性やこれからの展望

展は、期成会会員をはじめ、さいたま市民、関係各位のご
について講演を頂きました。 尽力の賜物Jと改めて感謝の意を述べました。

-開催日 平成30年5月25日(金)午後2時より
さらに、 「期成会としてもJ

こうした進展を契機と捉え、
・場所浦和ロイヤルパインズホテル
・参加者� 184名

なお、当日は、さいた

ま市の清水市長、新藤

市議会議長をはじめ、

国会議員、市議会議員

等のご来賓、期成会会

員の皆様など多数の方

にご参加いただき、盛

会哀のうちに終了いた

しました。
倒潰する

i遥mI誼長

さいたま市長 清水勇人被
さいたま市議会議長 新康管夫織
さいたま市議会副議長 井上伸 機

事業認可の着手・実行に向

けて、オールさいたまの応

援団として引き続き全力を

尽くしていきたいIと述べ、

さらなる意欲を示しました。
江田元之会畏
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実務レベルでの連携協請でさらに前進目指す

清水市長は、期成会活動への感謝を述べるとともに、

古川俊治館長 延伸実現を求める地元の皆憾の熱意を感じている。

平成28年度交通政策審議会の答申で示された課題の

解決に向けて、さいたま市が設置した「地下鉄7号線(埼

玉高速鉄道線)延伸協議会� jで鉄道と沿線地域のまちづ

くりについて意見を頂き、いくつかのケースを設定し試

算をした結果、事業性で都市鉄道等利便摺進法適用の

一般的な目安となる塁準を超え、延伸実現の可能性が

確認できた。

このことは、延伸実現に向けて閉るい兆しがみえ大きく

前進したと考えている。

一方で、延伸実現に向けては篠々なプロセスを経てい

く必要性がある。

引続きi奇玉県と共同で調

査を進めるとともに、事業

化に向けて実務レベルで

の関係機関との連燐協議

などさらに全力で取組んで

参りたいとの力強いご挨拶

「会場の綴子j を頂いた。 四水勇人市畏来賓祝辞

さいたま市議会議員� ;工原大銅線 衆議院議員 村井 英網僚(代理)
さいたま市調会議員 新井森夫様 衆議院議員 田中 良生様(代理)
さいたま市議会議員 吉田一志犠

平成30隼慶事襲計画 自平成30年4月1日至 平成31年3月31日

【活動圏構】固への認可申請の早期実現に向けて
延伸実現には、国の都市鉄道等利便� t曽進法適用が必須 域の関係織関との連燐を深め、国の認可申請手続き着手

であり、これまでどうしてもクリアできなかった需要予測及 を促す効果的な事業を展開する。
ぴ費用対効果について、本年� 2月、さいたま市が設置した 具体的には、行政や� SR等の関係機関との意見交険会を
地下鉄� 7号線(埼玉高速鉄道線)延伸協議会において、初め はじめ、その進捗状況の報告会の開催、さらには当期成会
て適用の目安を上回ることが公表された。こうした実現のが取組みの課題のひとつとして捉えている、中間駅周辺の

大きな前進は、当期成会をはじめとするこれまでの地道な 都市計画策定に向け、沿線大学をはじめとする関係機関と
延伸活勧の成果である。 連携した新たなまちづくり指想の具現化に取組む。

今後は、行政や鉄道事業者等の関係働関での調整に委 また、継続した陳情・要望活動による働きかけをはじめ、

ねる部分が多く、当期成会活動もその雄進状況に応じた柔 目標の日月確化・ 体感を醸成する決起大会やメディア等を

較で効果的な活動が求められる。平成� 30年度においては、活用した効率的な情報発信を推進し、ごれまでにも惜して、

地下7協議会での検討結果をふまえ、課題解決のための改行阪や経済団体等と本期成会が一体となって、延伸の早期
訂「成長・発展プラン� jの推進状況を把握しながら、延伸地 実現に取組む。� 

さいたま市議会まちづくり委員会委員長
武山広道様

さいたま市議会広域的交通ネットワーク

参議院議員 古川俊治様
参磁院1聾員 矢倉売夫様� (代理� )
参議院議員 行田邦子線(代理)
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1延伸に向けた取組の現状把握と 2陳情・要望・提冒活動
特別委員会委員長 神坂達成犠 衆議院議員 牧原秀樹様(代理)

標題解決への支揖・取組み ① 国への認可申請の実現に向けた働きかけの強化� 

① 中間駅周辺の都市計画策定に向けた新たなまちづくり 3償還顧成・啓発事業
備想の具現化

① 会報誌、ホームページ等による延伸活動の情報発信埼玉高速銀道側を訪問

③延伸への取組み状況に応じた報告会決起大会等の開催� 

延伸地域の魅力あるまちづくりに向けて意見交損� 
5月17日(木)、情玉高速鉄道側荻野社長を表敬訪問いたしました。

② 行政 関係機関との意男交換会の実施
② その他延伸に資する取り組み

当期成会からは、江田会長、阿部監事、さいたま商工会議所からは、
佐伯会頭をはじめ安藤副会頭、高権副会頭が出席しました。

買頭、あいさつに立った佐伯会頭は、これまでの期成会活動をはじめ、延伸実現に必須である国の事業認

可の基準となる採算性の目安をはじめて上回ったことなど、延伸実現への環境が整ってきていることを報告

し、地繊のさらなる発展に向けた延伸の必要性についての考えを示しました。荻野社長からは、地域が一体
となった期成会活動に敬意を示されるとともに、t苛玉高速鍛造線が取組む地域の活性化策をはじめ、地下鉄

平膚29年鹿取章旗開� (8，408千円)� 平感30隼鹿嶋支予贋� 18，000千円)

E' 0ー同. 年斗f-<句'" 笠平rt30 四3 句同己主t'-nX� 日いヨ29 ，� 年3 自平成3r4 3.年3

28円� 316千円 脱会耐(平成� 30?相� 5千円� 495千円� 50千円� 
(00003%)，---一一� (3.8%) 一� (01%)，--- (0.6%)1.1000千円� 

4h，� ~ 54

一一(6.2%)

150，
(12.
，

5%)619千円� 2千円� 0千円� 
の使用促進に向けた各種の事業活動について説明を頂きました。今後も、こうした懇談を通じ、地域の発展・ (6.
活性化という共通の目的に沿った、舷力あるまちづくりについて意見交換を行っていくこととしました。

473千円� 
(56%) 

6，000千円� 7，371千円� 6，000千円� 6，950千円� 

(19.2%) 9%) (18.7%) 

9.%) 

l 地下7 延伸期成会� l検索、

..置事室園
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地下鉄7号館とは?開設定詰〉哲語足立
玉高速鉄道線� (SR)の総称で、東京メトロ南北線、I奇玉高速鉄道線(SR)、東急

目黒線の3路線が相互直通運転をしています。
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鉄道ジャーナリス卜
わたなべしえ

渡部史絵氏� 

2

『

Jr号
鉄道のナゾ謎、『� 東京堂出版)車の謎と不思議J(

100H鉄道のナゾ謎99 i、い出の昭和50年代

国鉄特急J (ネコ・パブリッシング)など、多獄。

ra

さいたま市地下鉄7号線延伸事業化推進期成会� 

2.t奇玉高速鉄道� (SR)の利用

促進に向けた事 業を行い

ます。� 

3.議 演会やイベン トなどで、

延伸実現に向けたPR活動

を行います。

一期町会に加入するには

趨旨に質 問される方であ

期成会とは れば個人・企業問わず、どなた

「地下鉄7号 線 の 延 伸J;を でもご加入頂けま1九会費 は、

「オルさいたまjで応援する 個人の方は年千円から、企業

組織で1九 の方は年一万円からとなりま

主に自治会、経済界、沿線� 1九また、ご加入をいただいた

公式ブログ� 

役 職 氏名 名称・ 役 聡

秋谷文男 信越化学工業練式会社代表取締役副会長

顧問 宮本 雅弘 曙ブレーキ工業株式会社理事

安野� jE 株式会社べルーナ代表取締役社長/shttp://ameblojp. hie-rail 
公式ツイツタ c.https://twitter om/sh

が考えられます。列車が止れば、乗務員の矯示

の上、車外に避難することも可能になりますL
また燐帯電話は、必ず何かの役にたつ答です

ので、カバンなどに入れず衣服のポケットなど

に入れるように心掛けましょう。

今回、車隼が「シート座面を外して居にしてj

と放送したそうですが、このような万が一の際

のHowToを鉄道社局も予め公表しておく必要

があると思いますL

地下鉄7号線(埼玉高速録遭線)延伸協聾舎の報告について

①協議会の目的 交通政策審議会答申第198号とは

交通政策審譜会答申第198号で示された課題解決に向け、鋲遭とまちづくりの専門家で (平成28年4月)
欄成される「地下鉄7号線(燭玉高速鋲道線)延伸協調会jを趣置し、延伸の事業性及び沿線 地下鉄7号線� (J奇玉高速鉄道線)の延伸が
まちづくりについての御意見を頂きました。 意義のあるプロジェク卜に位置付けられま

②地下鉄7号線延伸の事業性の定量的評価(B/C・採算性)
した。
一方で、事業牲に課題があり、沿線開発や

地歯車の成長 ・発展に伴い地歯車特性を考慮した『すう鰐ケースJを塁本とし、沿線開発、情玉 交流人口の治加に向けた取組の必婆性など


スタジアム駅常齢化、快速運転の3つの条件を組み合わせた各ケースを醤定しました。
が示されておりま1九
 

会 長 江田� π之 さいたま商工会議所相談役

副会長
佐伯鋼兵 さいたま商工会議所会頭

清水志摩子 さいたま観光国際協会会長

小川| 逸郎 さいたま商工会議所副会頭

安藤 嘉日月 さいたま商工会議所副会頭

高橋 ニ男 さいたま商工会議所副会頭

井原 賓 さいたま商工会議所副会頭

驚藤 央一 見沼区自治会連合会会長

鈴木 甫 緑区自治会連合会会長

二次 宣夫 岩槻区自治会連合会会長

大郷恒吉 さいたまm商信会連合会会長

田中 泰治 岩槻商信会連合会会長

石田 酒蔵� I奇玉中央青年会議所担当常任理事

小漂日出行 岩線工業団地事業協同組合理事長

大久保秀子 浦和大学学長

沢崎達夫 目白大学学長

理 事 久住 員理 人閣総合科学大学学園長� 

j胤 回数ニ 浦和レッドダイヤモンズ代表取締役社長

森 正志 大呂アルデイ ジャ代表取締役社長

臼倉 秀輝 見沼区長

並木 義和 緑区長

宮寺 昭彦 岩槻区長

山田祐司 さいたま商工会議所政策委員会委員長

川村誠夫 さいたま商工会議所街づくり・観光委員会委員長

新井久夫 岩織人形協同組合理事長� 

jI蔭 進 さいたま市野球連盟連合会会長

浜野洋子 さいたま商工会議所女性会会長

村上 武白 さいたま商工会議所宵年部会長

長野 晋陵 さいたま商工会議所岩槻支部支部長

総永大祐 さいたま市建設業協会副会長

監 事
阿部 願平 さいたま観光国際協会専務理事

矢部 憲春 さいたま商工会議所専務理事

各ケースの田陣笛果襲� 
No.4及びNO.5のケースで、

都市鉄道等利便増進法適用の

一般的目安を上回りました。

18

0 
0 
2

9.
9.
9 

0
0

B/C
No ケース名� 採算性

30年� 50年
 
1 すう努ケース
 0.8 0 46年� 

沿線開発ケース� 38年� 

沿線開発ケース+燭玉スタジアム駅常般化ケース� 
1.

. 1. 55年� 
4 沿線開発ケース+快速運転ケース� 1.1 1. 年� 

5 沿緑開発ケース+燭玉スタジアム駅常E量化+快速遺伝ケース� 1.1 1.2 20年� l

2 
3 

B/C:費用便益比。一般に費用
対効果とあらわされる
こともある。

採算性 累積賞金収支黒字阪倹年

都市鋲道等利便畑違法適用の
一般的目安� 

B/C>1 . 0 、採算性~30年
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③ 延伸事業の可能性及び課題が明ら力、になりました.

沿線開発、 t青玉スタジアム~常E量化、快速運転など

事業化(事実酒手)までにはいくつかのプロセスがあり、今回の試算結果で直ちに事業化できるものではないが、
延伸.1iの課題も問権になり、今後深度化を行う上て・関係者が同じ方向を目指して進んでいくことが肝要である。� 

..事;JJ~量唖E-・ 
浦和鍵園駅停岩偶聞の移動には、

土衰退省忍びさいたま市、さいたま市 を提出 ぜひf快速パス』をご刺周ください。

~事鑓酒手決断に向げて行政機関への働きかけを強化~ I . 

1I:t:;量'J1 r_.(:1..... 
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年 1月16日( 分より

.さいたま市、さいたま市圏会への要望

と き平成30
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.国土支週省への要望

と き 第 1回平成30 火)午後3時00 年 1月18日(木)午後4時30分より 所|罰r ~ -- 1 学 -~ 1駅|
第2田平成30年3月14日(水)午後2時40分より 燭 所さいたま市長室、 さいたま市議会議長室 


燭 所国土交通省 提 出 先:さいたま市長 清水勇人、 さいたま市議会議長新藤信夫 地域閣の連携強化と移動の創出、アクセス強化による燭玉高速鉄


鑓出先'国土交通大臣石井啓一、国土交通副大臣牧野たかお 妻望内容地下鉄7号線(t奇王高速鉄道)延伸の早期事業化実現について 道線の利用促進・移動実態の検証などを目的として「快速パスJが運


鉄道局長 藤井 直樹 ①さいたま市 さいたま市議会、地下7期成会が一体となった延伸の早期事業 行中。浦和美園駅で埼玉高速鉄道に乗り換え、そのまま都心へ。お出


要望内容:地下鉄7号線� (t奇玉高速鉄道)延伸の 化の実現 かけには、便利な「快速パスJとrl奇玉高速鉄道Iをご利用ください。


早期事業化実現について� ②地下鋲7号線延伸の事業活手に向けた早期決断
陣圏圏
①t奇玉高速鉄道線の答申路線の鉄道整備が促進され ③延伸を目的とした整備基金の狐充

るよう、都市鉄道等利便増進法における補助制度 石井省一国土交通大臣へ要量提出 ④都市鉄道等利便泡進j去の適用に向け、中間駅

の狐大及び、社会情努Lこ応じた許可要件の緩和� の開発計画の見直し 策定をはじめ大学付属

②t奇玉高速鉄道線の延伸地威を、首都圏広域地方計 病院の進出計画など、延伸実現における前提 地下鉄7号線
画における緊急車高送ルートの拠点として位置づけ、 条件の再精査による費用便益比及び採算性匝盈広減交通ネットワ クの強化と強靭なまちづくりに の算出


向けた、都市基盤整備事業への珊極的な支援 担野M‘島国土貫通圃大臣ヘ要望重出
⑤地下鉄7号線延伸事業化に向けたタイムスケ 清水市畏へ要量提出 延伸地域 


ジュールの明確化 『散策マップ』
地下7期成会では、浦和

美園駅~岩槻駅間の地下

鉄� 7号線延伸実現にむけて

平成29年鹿特別講演会
実飽田平成30年3月24日(土)14:00-15:30

の啓発活動の一環として、湖南大宮サンパ レス� 5階 クラージュ ，加者 222名

主 催さいたま市地下鉄7号線延伸事業化推進期成会、 延伸線地域の自然や歴史間 等の魅力、期成会オリジナさいたま商工会議所 さいたま減下町備想策定特別委員会

ル情 報を掲載した散策マップを作成していま1九
東京五輪2020競技大会をはじめ各種 国際-世界大会の開

催を晃据え、外国人観光客への散策マップを作成していますL

後掻さいたま市、蓮田市

型事戸「さいたま市の舎後のまちづくりと変通施策についてJ 
m師さいたま市長清水 勇人氏

また、本オJ)ジナルマップは、延伸地域の魅力PRや 円 滑 な

コミュ二ケーシヨンを図ることを目的に、ピクトグラム� (絵文
. .さいたま市が将来都市像に掲げるI多彩な都市活動が展開される東日本の交流拠点都市」の実現に

字)入りで、日本語と英語を併記し、かつて浦和美園駅 ~岩槻
向け、今後のまちづくりと交通施策について説明。

駅地t或を運行していた旧武州鉄道の痕跡を辿りなが ら、見沼また、さいたま市が今年度新たに設置した地下鉄7号線(燭玉高速鉄道線)延伸協議会において、需

要予測と費用対効果の再算定により、都市鉄道等利便畑進j去の適用のための目安を上回ったごとを
 田んぼと元荒川の自然あふれる水辺と歴 史 を満喫頂ける

受け、今後は、実務者レベルの関係機関とのi重傷協議のi覇を設置するなと、新たな方針が示された。 コースをご紹介しておりますh
 
なお、本特別講演会第1部では、さいたま市市史編さん審議会委員の青木猿縄氏を講師に、減下町 会織目白大学宕槻キャンパス (市内の各区役所窓口等で配布しております) 

の歴史や文化等、地域資源を活力、したまちづくりについてお請を頂きました。 オープンエアステージ


~ -
!句宇崎 盛 岡|

006年より公式に鉄道のお仕事を開始。鉄道

の有用性や魁力を発信するため、鉄道に関する

籍の執筆や監修に日々励む。月刊誌や新聞等

の連総や寄稿なと執筆活動を主体に、国土交通

省をはじめ、行政や大学、鉄道事業者にて、講演

活動等も多く行っている。

著・に、『関東私鋲 デラックス列車ストーリー』

電車の進歩細見H首都東京地下鉄の秘密を探

るJr進化する路面電車H鉄道なぜなにブック』

(交通新聞社)、『写真で娠り返る� JRダイヤ改正

史J (飛鳥出版)、『譲渡された鉄道車両H路面電

大学、スポーツ界等の幅広い 個人の方のご家族 、企業等の

メンバーで績 成されています。従業者の方は、白E力会員とし

期成会が行うこと でご加入� (会費無料)できま1九� 

1.調査検討事 業を行ない、 詳細につきましては、期成

さいたま市ヘ事 業提案を 会事務局のさいたま商工会

いたしますh 議所にご連絡ください。

-民机E局長司日PJλ!i;;'l\'i;.?.五ヨ汗包l~主妥当 1.抗議会Jii辛却を童書::t!î2置 

(任期平成30年4月1日~平成32年3月31日)

https:/twitter
http://ameblojp

