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西武新宿線踏切渋滞解消 と安全性 ・利便性 の向上のための申 し入れ
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日本共産党前都議会議員 植 木 こ うじ

旨本共産党 中野 区議会議員団

貴社 におかれ ま しては、 日々住民の安全輸送 に努 め られ てい ることに心 よ り

教意 を表 します。 なお、私 どもが西武鉄道株式会社や東京都 、中野区にたびた

び 申 し入れ てきた野方駅 の改善が図 られ、踏切渋滞解消のため野方一 中井駅間

の地下化促進 が進みつつ あることを心 よ り喜んでいます。今後 とも一層 の改善

を願 うものでする

さて、野方駅一 中井駅 薄の地下化 の都 市計画案 が発表 されその計画促進を願

う一方 で、都市計画の網 がかかつてい る住民が、東京都への意見 として、住民

への説 明が不十分であることを申 し入れ ま した。(畳警頴資料 を参照)同 時に、中

野 区議会 に提 出 された陳情 も全会派一致で採択 され ま した。

計画推進 にあたつては、住民へ の十分 な説 明責任 を果 たす ことと負担軽滅 を

図 ることが必要です。

また、西武新宿線地下fと計画 (野方駅～ 中井駅〉だ けで も 10年 間以上かか

る うえに、野方駅～井荻駅 区間で も 10年 以上かか ることが予想 されてい るの

で住民は待 つてい られ ません。野方駅以西の踏切渋滞解消 について中野 区の西

武新宿線渋滞解消促進期成 同盟 で採択 された地下化促進 が求 め られています。

加 えて、完成 までの闘について も、安全性や利便性 の向上 と改善が求め られ

ています。

これ らの ことを踏まえて、貴社 に下記 の内容 で 申 し入れ を行います。

尚、都 市計画 に直接責任 を負 う東京都 に も申 し入れ ることとしています。



記

1、 西武新宿線地下化計画 (野方駅～ 中井駅)に 関 して

イ、鉄道設計 に責を を持つ貴社 として、設計 に当たつて、新井薬師前駅の北

側住民が要望 してい る内容 について十分配慮 した ものにす ること。

口、同様 に、沼袋北東部 の住民が要望 している内容 につ いて十分霞慮 したも

のにす ること。

ハ、西武新宿線 を地下化 した後の線路敦 き部分 については、住民の憩 える緑

の散策 ロー ドな ど住民の要望 に応 えること。

2、 西武新宿線連続立体交差新規着工準備 区間 (野方駅～井荻駅)に 関 しても

東京都及び 中野 区 と連携 して地下化計画 を早期 に決定す ること。

3、 安全性 と利便性 の向上 のために

イ、ホームでの高齢者や続覚障害者等 の事故 がお きない よ うに各駅ホームの

安全性確保 のためにホーム柵 を設 けること。

このたび改善が図 られた野方駅ホー ムではエ レベー ターが整備 されたこ

とで乗客通路 が狭 くな り、安全確保 の面か らホーム柵 が急がれています。

口、新井薬師前駅 の踏切彊が狭 く歩行者 とバスな ど自動車 とが踏切 が開 く短

時間に通行す るため危 険性 が叫ばれています。安全確保 のために踏切幅の

拡幅 を行 うこ と。

ハ、沼袋駅 の放置 自転車 は増 え続 けてい るため、中野区 と共 同 して駐輪場 を

確保す ること。

二、鷺 ノ宮駅南 日に、高齢者や障害者 、子 どもづれの親子 が強 く求 めている

エ レベー ター を設置す ること。

ホ、鷺 ノ宮駅第 1号 踏切 はラッシュ時には 1時 間の内 40～ 50分 閉まって

いて、通勤、通学、闘東バ スな どき動車 の通行 に支障が出ています。安全

に配慮 しなが らも可能 な限 り改善 を行 うこと6

へ、踏切幅が狭 い鷺 ノ宮駅第 3号 踏切 は二本 の道路 が交差 しているため短時

間で わた ろ うと して も 自動車 がすれ違 うこ とがで きず危 険性 が高い踏切

です。安全確保 のために錯観幅 の拡幅 を行 うこと。


