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大江戸線延伸の早期事業着手を東京都へ要請
　令和3年1月22日、大江戸線延伸推進会議（構成団体は下記参照）は東京都庁を訪問し、大江戸線延伸の早期事業着手を求める要望書を提出し、事業化
に向けた課題の検討を早急に進めることなど５項目を要望しました。東京都の内藤交通局長からは、「将来の旅客需要の分析・評価や延伸および混雑対策に
必要な設備・施設について検討を進めている。課題の解決に向けて適切に対応していきたい。」と回答をいただきました。

主催 ：大江戸線延伸推進会議（大江戸線延伸促進期成同盟、（一社）練馬産業連合会、東京商工会議所練馬支部、練馬区商店街連合会、
　　　（公社）練馬東法人会、（公社）練馬西法人会、東京あおば農業協同組合、練馬区町会連合会、光が丘地区連合協議会）

問い合わせ：大江戸線延伸促進期成同盟事務局（練馬区大江戸線延伸推進課）

大江戸線延伸推進会議
　大江戸線延伸促進期成同盟    会長（練馬区長）前川　燿男
　一般社団法人 練馬産業連合会　 　会長　　　 井口　　薫
　東京商工会議所練馬支部　　　　  会長　　 　髙内　恒行
　練馬区商店街連合会　　　           会長　　 　篠　　利雄
　公益社団法人 練馬東法人会　　　 会長　　 　秋山　　勉
　公益社団法人 練馬西法人会　　　 会長　　 　髙橋　利充
　東京あおば農業協同組合 　　代表理事組合長　  洒井　利博
　練馬区町会連合会　　　　　　　  会長　　 　加藤　政春
　光が丘地区連合協議会　　　        会長　　 　髙橋　司郎

都営地下鉄大江戸線延伸の早期事業着手に関する要望書（抜粋）
１　課題となっている駅やトンネルの構造、延伸に必要な車両の留置施設などの施設計画を早急に取りまとめること。
２　延伸に必要な施設計画、将来需要を踏まえた収支採算の見通しを早急に立てるとともに、その際は、全線に係る様 な々対策費との
　　関連を整理したうえで精査すること。
３　前記 1、2を踏まえ、延伸に係る事業計画を早急に取りまとめ、環境影響評価など事業化に向けた調査・手続に着手すること。
４　延伸に向けて必要となる協議・調整や沿線のまちづくりをより円滑かつ効率的に進めるため、都が進める鉄道施設の検討状況などを
     練馬区へ適宜、情報提供すること。
５　都市計画道路補助 230号線の用地取得を進め、大江戸線延伸に必要な導入空間を早期に確保すること。また、整備スケジュール
     について、地域住民に丁寧な情報提供を行うとともに、用地を取得できた区間からの先行整備と交通開放を検討すること。

令和 3年１月22日　
東京都知事　　　小　池　百　合　子　様

▲左から、東京都の奥山建設局道路監、福田都市整備局技監、
　内藤交通局長、練馬区の小西副区長、山内副区長
※今回の東京都への要請活動については、新型コロナウイルス感染症対策を
　徹底したうえで、実施いたしました。

東京都鉄道新線建設等準備基金（828億円に積増し）

課題等の解決に向けた調査の実施（8500万円）
　都は、令和3年度予算案に６路線等の事業化に向けた検討
のための調査費8500万円を計上しています。

　都は、国の答申において事業化に向けて検討などを進める
べきとされた6路線にかかる事業などの財源として平成30
年度から基金を積み立てています。
　令和3 年度予算案では約70億円を積み増しし、合計で
約828億円とすることを予定しています。

東京都の鉄道整備に関する動向

　大江戸線の延伸に向けて、駅やトンネルの構造、車両の留置施設など、延伸に必要となる具体的
な事項について、都と協議を進めています。
　大江戸線の延伸は、区の今後の発展に不可欠であり、必ず実現しなければならない事業です。
引き続き早期実現に向けて積極的に取り組んでいきます。

補助230号線の一部区間が開通

別荘橋通り

土支
田通
り

補助230号線

開通

事業中

　都が整備を進めている補助230号線のうち、下図の
約200mの区間が3月20日（土・祝）午前7時30分
に開通します。
　この道路の地下
が大江戸線延伸の
導入空間となる予
定です。

☎03-5984-1564 ENSHIN@city.nerima.tokyo.jp

◯大江戸線延伸ニュース A4（w210×h297mm）
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●大泉町三丁目地区（32.8ha）
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（仮称）土支田駅

豊渓小学校

都営大江戸線
光が丘駅

大泉学園小学校
大泉学園中学校大泉学園

緑小学校

平成19年 4月　地区計画決定

●土支田･高松地区
         （約11.6ha）

●大泉町二丁目地区

【都施行】補助233号線（補助230号線～別荘橋通り付近 延長約500ｍ）
事業認可期間：平成27年８月～令和 4年３月
用地取得率：約35％（令和 2年３月末現在）

平成26年３月    土支田中央土地区画整理事業
　　　　　　　 の道路整備等工事完了
平成20年10月　地区計画決定

●土支田中央地区（約14.3ha）

事業認可期間：平成21年７月～令和 4年３月
用地取得率：約91％（令和 2年3月末現在）
※うち土支田通りから別荘橋までの約200ｍの区間が
　３月20日（土・祝）午前7時30分から開通

（仮称）大泉町駅

　大江戸線の延伸に向けては、まちづくりをはじめとした様々な取組を進めています。延伸計画の概要や現在の取組の進捗について、担当職員がパネル
などを使って直接ご説明するオープンハウスを開催します。なお、オープンハウスの会場以外でも同様の情報が得られるよう、音声付きスライドを
3月17日（水）からYouTube（ユーチューブ）練馬区公式チャンネルでご覧になれます。詳細につきましては、区の公式ホームページをご確認ください。

大江戸線延伸に向けた取組に関するオープンハウスを開催します
大江戸線延伸の導入空間となる補助230号線の用地取得率は8割超

開催場所・日時（各回同じ内容です）

来場される際は以下の問い合わせ先に

事前連絡をお願いします。

※令和元年12月開催したオープンハウスの様子

●新型コロナウイルス感染予防のため
①当日はマスク着用、会場内での手指消毒のご協力をお願いします。

②非接触型の検温器による検温をさせていただき、37.5℃以上の発熱
　がある方の入場はお断りします。
③当日、息苦しさ、強いだるさ、発熱（37.5℃以上）やせきなどのかぜの
　症状がある場合は、ご出席をお控えください。また、参加者の安全
　確保の観点から、会場で区職員がご退席をお願いする場合があります。
　あらかじめご了承ください。
④当日、受付票に、氏名・住所・連絡先等のご記入をしていただきます。
⑤各会場内は窓開けや換気扇により換気を行いますので、防寒対策を
　お願いします。

◎感染症の拡大状況や天候により開催できない場合は、区の公式ホームページに掲載しますので、お手数ですがご確認ください。◎感染症の拡大状況や天候により開催できない場合は、区の公式ホームページに掲載しますので、お手数ですがご確認ください。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kakuchiiki/oedo/index.htmlhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kakuchiiki/oedo/index.html

※着色した地区は、地区計画の決定および用途地域の変更
　が完了しています。 

（仮称）
大泉学園町駅

令和３年度の
地区計画決定を目指
して、手続を進めて
います。
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●（仮称）大泉学園町駅
　予定地周辺地区

事業認可期間：平成 22 年８月～令和4年３月
用地取得率：約63％（令和 2年3月末現在）

事業認可期間：令和２年７月～令和12年３月

交通開放：平成25年11月～
(うち、約 540ｍは、土地区画整理事業による整備 )

【区施行】補助135号線（延長約460ｍ）

　これまで、土支田中央地区、土支田・高松地区、大泉町三丁目地区の3地区で地区計画の決定、用途地域
等の見直しを実施してきました。現在、大泉町二丁目地区、大泉学園町地区、（仮称）大泉学園町駅予定地
周辺地区、補助233号線沿道周辺地区の4地区でまちづくりに取り組んでいます。

※お車での来場はご遠慮ください。障害のある方でお車をご利用される場合は、事前にご連絡ください。※お車での来場はご遠慮ください。障害のある方でお車をご利用される場合は、事前にご連絡ください。

令和3年3月20日（土・祝）
北大泉地区区民館 
２階 レクルーム

令和3年3月20日（土・祝）
北大泉地区区民館 
２階 レクルーム

令和3年3月21日（日）
光が丘区民センター 
５階  集会室

令和3年3月21日（日）
光が丘区民センター 
５階  集会室

令和 3年3月19日（金）
大泉北地域集会所 
３階 集会室

令和 3年3月19日（金）
大泉北地域集会所 
３階 集会室

令和3年3月17日（水）
土支田地域集会所
1階 集会室

令和3年3月17日（水）
土支田地域集会所
1階 集会室

住所：練馬区土支田 2丁目 40番 21号 住所：練馬区大泉学園町 4丁目21番 1号 住所：練馬区大泉町 2丁目 41番 26号 住所：練馬区光が丘 2丁目 9番 6号 
　　　光が丘区民センター内

①午後5時～　  ②午後6時～

※多くの方が一度に来場されることを防ぐため、①参加者氏名（複数名可） 
　②住所 ③電話番号 ④参加場所および時間を添えてご連絡ください。
　ご協力のほどよろしくお願いします。

※多くの方が一度に来場されることを防ぐため、①参加者氏名（複数名可） 
　②住所 ③電話番号 ④参加場所および時間を添えてご連絡ください。
　ご協力のほどよろしくお願いします。

※ご連絡がない場合、混雑状況によって
　はご希望に添えない場合があります。
　あらかじめご了承ください。

※ご連絡がない場合、混雑状況によって
　はご希望に添えない場合があります。
　あらかじめご了承ください。

【都施行】補助230号線（外環道～大泉学園通り 延長約1,250ｍ） 【都施行】補助230号線（土支田通り～外環道 延長約850ｍ） 補助230号線（笹目通り～土支田通り 延長約1,100ｍ）

①午後5時～　  ②午後6時～ ①午後5時～　  ②午後6時～ ①午後5時30分～　②午後6時30分～

（土日を除く午前９時～午後５時）（土日を除く午前９時～午後５時）
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平成28年10月  地区計画決定
●大泉町三丁目地区（32.8ha）

新駅予定地

（仮称）土支田駅

豊渓小学校

都営大江戸線
光が丘駅

大泉学園小学校
大泉学園中学校大泉学園

緑小学校

平成19年 4月　地区計画決定

●土支田･高松地区
         （約11.6ha）

●大泉町二丁目地区

【都施行】補助233号線（補助230号線～別荘橋通り付近 延長約500ｍ）
事業認可期間：平成27年８月～令和 4年３月
用地取得率：約35％（令和 2年３月末現在）

平成26年３月    土支田中央土地区画整理事業
　　　　　　　 の道路整備等工事完了
平成20年10月　地区計画決定

●土支田中央地区（約14.3ha）

事業認可期間：平成21年７月～令和 4年３月
用地取得率：約91％（令和 2年3月末現在）
※うち土支田通りから別荘橋までの約200ｍの区間が
　３月20日（土・祝）午前7時30分から開通

（仮称）大泉町駅

　大江戸線の延伸に向けては、まちづくりをはじめとした様々な取組を進めています。延伸計画の概要や現在の取組の進捗について、担当職員がパネル
などを使って直接ご説明するオープンハウスを開催します。なお、オープンハウスの会場以外でも同様の情報が得られるよう、音声付きスライドを
3月17日（水）からYouTube（ユーチューブ）練馬区公式チャンネルでご覧になれます。詳細につきましては、区の公式ホームページをご確認ください。

大江戸線延伸に向けた取組に関するオープンハウスを開催します
大江戸線延伸の導入空間となる補助230号線の用地取得率は8割超

開催場所・日時（各回同じ内容です）

来場される際は以下の問い合わせ先に

事前連絡をお願いします。

※令和元年12月開催したオープンハウスの様子

●新型コロナウイルス感染予防のため
①当日はマスク着用、会場内での手指消毒のご協力をお願いします。

②非接触型の検温器による検温をさせていただき、37.5℃以上の発熱
　がある方の入場はお断りします。
③当日、息苦しさ、強いだるさ、発熱（37.5℃以上）やせきなどのかぜの
　症状がある場合は、ご出席をお控えください。また、参加者の安全
　確保の観点から、会場で区職員がご退席をお願いする場合があります。
　あらかじめご了承ください。
④当日、受付票に、氏名・住所・連絡先等のご記入をしていただきます。
⑤各会場内は窓開けや換気扇により換気を行いますので、防寒対策を
　お願いします。

◎感染症の拡大状況や天候により開催できない場合は、区の公式ホームページに掲載しますので、お手数ですがご確認ください。◎感染症の拡大状況や天候により開催できない場合は、区の公式ホームページに掲載しますので、お手数ですがご確認ください。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kakuchiiki/oedo/index.htmlhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kakuchiiki/oedo/index.html

※着色した地区は、地区計画の決定および用途地域の変更
　が完了しています。 

（仮称）
大泉学園町駅

令和３年度の
地区計画決定を目指
して、手続を進めて
います。
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●（仮称）大泉学園町駅
　予定地周辺地区

事業認可期間：平成 22 年８月～令和4年３月
用地取得率：約63％（令和 2年3月末現在）

事業認可期間：令和２年７月～令和12年３月

交通開放：平成25年11月～
(うち、約 540ｍは、土地区画整理事業による整備 )

【区施行】補助135号線（延長約460ｍ）

　これまで、土支田中央地区、土支田・高松地区、大泉町三丁目地区の3地区で地区計画の決定、用途地域
等の見直しを実施してきました。現在、大泉町二丁目地区、大泉学園町地区、（仮称）大泉学園町駅予定地
周辺地区、補助233号線沿道周辺地区の4地区でまちづくりに取り組んでいます。

※お車での来場はご遠慮ください。障害のある方でお車をご利用される場合は、事前にご連絡ください。※お車での来場はご遠慮ください。障害のある方でお車をご利用される場合は、事前にご連絡ください。

令和3年3月20日（土・祝）
北大泉地区区民館 
２階 レクルーム

令和3年3月20日（土・祝）
北大泉地区区民館 
２階 レクルーム

令和3年3月21日（日）
光が丘区民センター 
５階  集会室

令和3年3月21日（日）
光が丘区民センター 
５階  集会室

令和 3年3月19日（金）
大泉北地域集会所 
３階 集会室

令和 3年3月19日（金）
大泉北地域集会所 
３階 集会室

令和3年3月17日（水）
土支田地域集会所
1階 集会室

令和3年3月17日（水）
土支田地域集会所
1階 集会室

住所：練馬区土支田 2丁目 40番 21号 住所：練馬区大泉学園町 4丁目21番 1号 住所：練馬区大泉町 2丁目 41番 26号 住所：練馬区光が丘 2丁目 9番 6号 
　　　光が丘区民センター内

①午後5時～　  ②午後6時～

※多くの方が一度に来場されることを防ぐため、①参加者氏名（複数名可） 
　②住所 ③電話番号 ④参加場所および時間を添えてご連絡ください。
　ご協力のほどよろしくお願いします。

※多くの方が一度に来場されることを防ぐため、①参加者氏名（複数名可） 
　②住所 ③電話番号 ④参加場所および時間を添えてご連絡ください。
　ご協力のほどよろしくお願いします。

※ご連絡がない場合、混雑状況によって
　はご希望に添えない場合があります。
　あらかじめご了承ください。

※ご連絡がない場合、混雑状況によって
　はご希望に添えない場合があります。
　あらかじめご了承ください。

【都施行】補助230号線（外環道～大泉学園通り 延長約1,250ｍ） 【都施行】補助230号線（土支田通り～外環道 延長約850ｍ） 補助230号線（笹目通り～土支田通り 延長約1,100ｍ）

①午後5時～　  ②午後6時～ ①午後5時～　  ②午後6時～ ①午後5時30分～　②午後6時30分～

（土日を除く午前９時～午後５時）（土日を除く午前９時～午後５時）


