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浦和 駅から岩槻駅ヘ地下鉄延伸実現に向けて� 

E空璽璽
さいたま市、さいたま市議会ヘ地下鉄7号線

(埼玉高速鉄道線)延伸の早期事業化実現に
向けた要望書の提出について� 

- 開催日:平成30年11月15
.場 所:ソニツクシティビル� 7階� 706

当期成会では、去る� 11月15日(木)に役員会を開催し
ました。
当期成会は設立から5年が経ち、さいたま市の試算した

[都市鉄道等利便増進法j適用に関して一般的目安を上回

るケースが公表されるなど、延伸実現に向けて節目の年と
なっており、このようなことから延伸の早期決断に向けた
働きかけをさらに強めるべく、昨年度に引き続き、さいたま
市及びさいたま市議会へ要望書を提出することが承認さ
れました。
要望書の提出は、本年1月から2月頃を予定しております。
また、地下鉄7号線延伸事業化の早期実現に向けた機運

醸成並びに啓発を目的とした「決起大会jの開催について
も承認されました。

そのほカ¥中間駅周辺のまちづくり婿想の方向性を確認
する等、延伸の事業化に向けた活動について協議いたしま
した。� 

E:宰� u亙E置� 

1 
事業化推進期成会が一体となった延伸の早期事業化の実現� 

2.地下鉄7号線延伸の事業着手に向けた早期決断� 

3.延伸を目的とした整備基金の砿充� 

4.都市鉄道等利便摺進法の確実な適用に向け、申間駅周辺の
具体的なまちづくり計画の策定� 

5.延伸関係自治体や鉄道事業者等による『協議会jの早期設置
と事業化に向けたタイムスケジュールの悶確化

五一...."'&') 
~秋イベントで嘗発活動

IllaTT -~ さいたま市の夏・秋には毎年多くのイベン卜が開催され、たくさんの方々で街

がにぎわいます。
今季はラジオCMを活用し、延伸地域のイベントや魅力を広くPRしたしました。
また、多くのイベン卜でにぎわいを見せる、延伸の中心地域である岩

1

槻区にて、地下� 7期成
会の啓発活動を実施いたしました。

イベン卜当日には、にぎわい創出の一助となるべく、会場に訪れた皆様へ啓発晶の配布を
行い、期成会活動へ理解を深めていただくとともに、「地下鉄7号線延伸実現Jに向けた機運
の醸成に努めました。

日制午後2時00分~

会議室

.さいたま市、さいたま市議会、さいたま市地下鉄7号線延伸
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地下鉄7号館とは?

掛 ，何
後 ，国� 
~........ 

.， mJ  

さいたま市地下鉄7号線延伸事業化推進期成会目黒~赤羽岩淵~浦和美園(35.9附)からなる東京メトロ南北線
とl SRの総称で、東京メトロ南北線、燭玉高速鉄道線青玉高速鉄道線( )

(SR)、東急目黒線の3路線が相互直通運転をしていますh
 2.i奇玉高速鉄道(SR)の利用

促進に向けた事業を行い

ヲ mI 

"

ますh 

3講演会やイベン卜などで、

事業化推進期成会をご支援のほど、どう に社会全体へ状況を るH進化する路面電車H鉄道なぜなにブックj

ぞよろしくお願いいたしますL 知らしめると共に、早 (交通新聞社u写真で娠り返る� JRタイヤ改正

期帰宅・事業の早締め 鉄道ジャーナリスト 史J(飛鳥出版)、『譲渡された鉄道車両日路面電

さて、去る9月30日には大型の台風24 の促進や、イベントな わた牢ベは
車の謎と不思議J(東京堂出版)、f鉄道のナゾ謎� 組織図

号が関東地方に接近し、お昼頃にJR東日 どの中止や休止、不要 溜部史絵氏
100H鉄道のナゾ謎99H思い出の昭和50年代
国鉄特急J(ネコパブリッシング)など、多数。

本が20時以降の列車の運転を見合わせ 不急の外出など、社会
ると発表、続いて首都圏の多くの鉄道路 全体の安全を確保することにも繋がりま

公式ブログ� htlp://ameblo.jp/shie-rail 
公式ツイッタ� htlps://twitler.com/shierail 

線でも時間を明示し、運転を見合わせる す。ただ、その方法には慎重かつ全体で対

事態となりました。いわゆる計画運休と 応することが必要だと思います、

いうもので守二 がどうて・あれ24時間以上前に予告する

つまり、A電鉄は動いているのに、B鉄道 ことではないでしょうか。計画運休が定

この時は日曜日ということで、当日の は動かない、ということが無いように右ヘ 着している関西では、 2~3目前に予告を
発表でも余り大きな混乱はなかったよう 倣えで連帯することですLそして、重要なの 出しています。こうすることで、利用者に

です。個人的に計画運休自体には大賛成 は音頭取りだと思いますLこれは、国土交通 もあまり迷惑をかけず、計画運休を実施

ですが、出来れば24時間以上前に発表し 省が発令するカ¥もしくは一番大きなネッ することができますL
て頂きたい思いです。この目私は都内票 トワークを持つ社局が行うべきで、首都圏

所で打ち合わせの予定 ふaー で言えばJR東日本でし そして今回の反省点としては、翌朝の

があり、最寄駅まで歩い a・・ かありません。このあた 初電力、ら各社の運用が混乱し、運転の見

ている途中で情報が入 与
， 

、� u りの判断基準は相当難 合わせが各地で発生してしまったことで

り、電車に乗る寸前で打 〆//4fd しいと思われますが、す。多くは、塩害などによる短絡や地絡、

延伸エリアのイベント

第16国人形のまち岩欄
まちかど雛めぐり� 
3月3日は雛まつり。人形のまち

岩槻でI雛めぐりJ;を楽しみません
岩槻は室町時代から栄えた城

下町で、日本一名高い人形の産
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地下鉄7号線目標の実現を目指します。� 

市のHPや各区情報公開コーナーで閲覧できます。 進行管理イメージ 延伸地域
『散策マップ』
地下7期成会では、浦和目白文学を訪問題伸地械の魅力ある


ま寄っくりに向l才て意見支揚
 
美園駅~岩槻駅閣の地下
鉄7号線延伸実現にむけて

の啓発活動の一環として、


去る9月27日(木)、目白大学沢崎学長を表敬訪問致しました。当期成会からは江田
 延伸線地織の自然や歴史 

会長、さいたま商工会議所からは佐伯会頭が出席しました。
 等の魅力、期成会オリジナ


佐伯会頭より、当期成会の理事として地下鉄延伸の早期実現、地繊のまちづくり構
 ル情報を掲践した散策マップを作成していますL

想の策定について様々な助言をいただいていることに御礼を述べるとともに、さいた
 東京五輪2020競技大会をはじめ各種国際・世界大会の開

ま市より延伸実現に不可欠な需要予測と費用対効果等の採算性に関する数値が都市 催を見据え、外国人観光客への散策マップを作成していま1九

鉄道等利便増進法適用の一般的目安を上回ったこと、� I中間駅Jの開設とその周辺の また、本オリジナルマップは、延伸地域の魅力PRや円滑な

まちづくりが最重要課題であることを述べられました。 コミュ二ケーシヨンを図ることを目的に、ピク卜グラム(絵文

沢崎学長からは、f本年度の4月から社会学部メディア表現学科がメディア学部メ 字)入りで、日本語と英語を併記し、かつて浦和美園駅~岩槻

ディア学科として新設されました。これに関連してさいたま市とは以前より、若い世代 駅地域を運行していた旧武州鉄道の痕跡を辿りながら、男沼

に選挙での投票を呼び錨けるPR動画を共同制作するなど協力関係を築いていることと、短期大学部の方では本年4月より歯科衛 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

生士を養成する、歯科衛生学科を設立するなど新たな大学教育に取りくんでいますh地下鉄延伸が実現されれば大学としても更な コースをご紹介しておりますh
る展開に臨めますJとの憲欲的な憲男があり、大変有意義な意見交換を行うことができました。� (市内の各区役所窓口等で配布しております)

• 旧事h可制+目白骨軒+時日:-tl0梓:l 日唱幹日争時a-:•• 

自白大学表敬訪問
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駅� '岡田，田� 

2006年より公式に鉄道のお仕事を開始。鉄道鉄道今昔物語二
の有用性や魅力を発信するため、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
の連臓や寄稿など執筆活動を主体に、国土交通

@仏軍
計画運休j \ご~- 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。

歪
目
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皆さま聞けましておめでとうございま 著書に、f関東私鉄 デラックス列車ストーリ-j
す。本年も、さいたま市地下鉄7号線延伸 計画運休は、異常時 『電車の進歩細見H首都東京地下鉄の秘密を探

延伸実現に向けたPR活

動を行いま1九

一期成舎に加入するには一

一期成会とは- 纏旨に賛同される方であ

地下鉄7号線の延伸J どなた

「オールさいたま市jで応援す でもご加入頂けます。会費は、

る組織ですL 個人の方は年千円から、企業

主に自治会、経済界、沿線 の方は年一万円からとなりま

大学、スポーツ界等の幅広い す。また、ご加入をいただいた

メンパーで構成されています。 個人の方のご家族、企業等の

従業者の方は、質助会員とし

一期成舎が行うこと一� てご加入(会費無料)できます。

企業問わず、れば個人・;をI

1.調査・検討事業を行ない、 詳細につきましては、期成

さいたま市へ事業提案を 会事務局のさいたま商工会

いたしま1九 議所にご連絡ください。

ち合わせ中止の連絡を� .<~/ 
頂きました。知らずに都 民

肉へ出掛けていたら、帰
宅難民化していたこと
でしょう。

鉄道の基本である� I先
ずは止まれJの思考で
判断して頂きたいと恩

いますユ
太事なことは、結果

軌道回路の途絶、粘着力の不足、降雨に

よる土砂災害や倒木などのようでしたが、

今回の事象を教訓として、運休後の運転
再開に際しての準備計画も十分に検討す
る余地があるでしょう。

連機・協働のイメージ� 

発展プランの改定について

三E温 本プランは地織の魅力を高め、 画ですL
定住・交流人口を僧加させ、同地域に計 また、本プランを進めたことによるま

画されている地下鉄7号線(崎玉高速鉄 ちづくりの効果を市全体に波及させるこ

道線)の延伸事業の評価を向上させ、コ とにより相乗効果が生まれ、均衡ある成

ンパクトシティ+ネットワークを実現し、 長により市全体の価値を高め[東日本の

持続可能なまちづくりを目指すための針 中枢都市jづくりを推進しますL

画面~IゅJ"d.:;Y.;tI 本プランを進める まちづくりを推進することが必要となり
上で、まず市民(市民組様、各種団体など ます。まちづくりに関する市民の価値観

も含む)と行政(自治体)が連携・協働し、 は、多様化が進んでおり、多くの異なる意

見を調整し、合意を得ながら進めて

いくことが大切となっています。
そのため、地域社会を構成する市

民、大学等をはじめとしたすべての

2・ 閥� 4 刷......門シ}関係者と行政は、相E理解のもと、そ
01'‘・-・・・・・...・・ブラシ

革本計画�  行勘 齢薗 |れぞれの役割と責任を担い、目標実

浦和美圃~岩槻地埠成長・
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また、当然のことながら国・県・沿

線自治体や鉄道事業者等とも連携し
化
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地で五
今も数多く活躍する職人さんたちの作品や、商家に伝わる

古い人形などを数多く飾ります。 I観るH~JるH食べるj を
テーマに棟々な企画が盛りだくさんで君主

・ 開催日 /2月 23日(土)~3月 10日(日)
・会場/岩槻駅東口局辺商后街
・主 催/人形のまち岩槻まちかど雛めぐり実行委員会
・問合せ/実行委員会事務局� TEし070-1535-8177

おひな様パレード
・開催日� /2月23日(土)・3月3日(日)両日とも13:00-

・会 場/岩槻駅前クレセントモール

雛めぐりフォトコンテスト
・撮繁期間� /2月23日(土)-3月3日(日)
・応募締切� /3月6日(水)まで 郵送・持込可
・表彰式�  /3月10日(日)


