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は じ め に 

 

市では毎年、市政に関わる様々なテーマについて、市長ほか、パネリスト、

会場の皆様とともに考える公開討論会「市民フォーラム・未来を語る」を開催

しています。 

本市は、国道や中央道、圏央道など、首都東京と直結した交通の結節点とい

う恵まれた地である利点を生かし、多摩地域をはじめ、首都圏の経済、文化、

くらしをリードしてきました。超高齢社会、人口減少社会を迎え、これからの

八王子のまちづくりには、日常生活や地域間の交流、経済活動を支える公共交

通網のさらなる充実が必要です。 

そこで、今回の「市民フォーラム・未来を語る」は、『新たな時代の八王子の

公共交通を考える ～多摩都市モノレール八王子ルートの実現に向けて～』を

テーマとしました。 

本冊子は、このフォーラムで討論された内容や、参加者のご意見をまとめた

ものです。ご一読いただき、市民の皆様が八王子のまちの未来について考え、

市政の様々な分野に参加していただくきっかけになれば幸いです。 

最後に、基調講演講師・パネルディスカッションコーディネーター、貴重な

ご意見を発表していただいたパネリストの皆様、そして、会場にお越しいただ

いた多くの皆様に心から感謝申しあげます。 

 

平成 27年３月 

 

八王子市 総合経営部 広聴課 
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【基調講演講師・コーディネーター】 

【パネリスト】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

コーディネーター及びパネリストの紹介 

 
八王子商工会議所 第 18 代会頭 
昭和 56 年 4 月、たなべ物産株式会社代表取締役社長に就任。現在、代表取締役会長。事業継承した繊
維業から業種転換し、金属製建具や内外装パネルの設計・製造・販売・施工、不動産の売買及び取引仲介
の陣頭指揮を執る。平成 19 年 11 月、八王子商工会議所第 18 代会頭に就任。現在３期目。八王子の活力
あるまちづくりの実現を目指して、積極的な政策提言と具体的な行動に取り組む。 

 田辺
た な べ

 隆一郎
りゅういちろう

  

 
首都大学東京 大学院 都市環境科学研究科 建築学域 助教 
日本女子大学居住学科卒。高齢者の地域継続居住システム、多摩ニュータウンの再生活性化研究、単身
者・女性・高齢者のライフスタイルと住宅需要分析などを研究している。 
著書・論文として『多摩ニュータウン物語ーオールドタウンと呼ばせない』『多摩ニュータウン諏訪永山地区にお
ける高齢者の居場所の利用状況と認知度に関する調査』（ともに共著）などがある。 

 松本
ま つ も と

 真澄
ま す み

  

 
八王子市町会自治会連合会（町自連）副会長 
元南部地区連合町会長。現在は緑町東町会会長を務めるとともに、町自連副会長として魅力ある豊かな地
域社会の実現に積極的に取り組む。 現在、八王子市交通マスタープラン検討委員、八王子地区保護士会
保護司候補者検討協議会委員、八王子市ごみゼロ社会推進協議会委員、台町市民センター本部役員を
務める。 

中島
なかじま

 静男
し ず お

  

 
八王子市長 
八王子市議会議員 3 期、東京都議会議員 2 期を経て平成 24 年１月から現職（1 期目）。 
八王子を「活力ある魅力あふれるまち」にするため、「攻めのまちづくり」を政治信条に、ソフト・ハードの両面から
積極的にまちづくりにまい進。平成 27 年４月に誕生する東京都で初めての「中核市八王子」の、誇りのもてる
「多摩のリーディングシティ」にふさわしいまちづくりに全力で取り組む。 
 

石森
いしもり

 孝
たか

志
ゆき

 

 
明星大学 理工学部 総合理工学科（環境・生態学系） 教授 
長岡技術科学大学 工学研究科 工学修士、コーネル大学地域計画学修士、東京大学 博士（工学）。 
長岡造形大学助手、鳥取大学工学部講師、明星大学 理工学部 助教授を経て、現在は同大同学部教授
として、交通工学・国土計画、都市計画・建築計画を研究している。平成26年1月の多摩ニュータウン再生検
討会議において、「何もしなければ 50 年後の多摩ニュータウンの人口は半減する」と報告し、「多摩ニュータウン
の歴史 50 年とこれからの 50 年をセットで考え、100 年のまちづくりを進めなければならない」と提唱。 
 

西浦
に し う ら

 定継
さ だ つ ぐ
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新新たたなな時時代代のの八八王王子子のの公公共共交交通通をを考考ええるる  
～～多多摩摩都都市市モモノノレレーールル八八王王子子ルルーートトのの実実現現にに向向けけてて～～  

 

市長挨拶  

皆様、こんにちは。ご紹介いただきました八王子市長の石森でございま

す。平成 27 年がスタートしたと思いきや、もう既に２月に入りましたが、

本日はお休みの中、「市民フォーラム・未来を語る」に大変多くの皆様方に

ご来場いただきまして、心から感謝申しあげます。  

現在、本市は、平成 27 年度の予算案がほぼ固

まりまして、これから市議会での議論が本格的に

スタートすることとなります。特に平成 27 年度

は、４月から中核市へ移行する大変重要な年度に

なろうかと思っています。あわせて２年後の平成

29 年には、市制施行 100 周年という大変大きな

節目を迎えることとなります。間もなく実行委員

会を立ち上げまして、記念事業について市民の皆

様とともに議論を始めていきたいと思っています。

八王子の 100 年の歴史を振り返りながら、新た

な 100 年に向けて魅力あふれる八王子を創造する、そんな記念事業にして

いきたいと思っています。  

これからの 100 年を考えたときに、やはり現在、人口減少社会に入って

きていますから、そういう点でもこの公共交通網の整備、これは非常に重

要な課題となります。この後、明星大学の西浦先生から公共交通とまちづ

くりにつきまして基調講演をいただき、その後、パネルディスカッション

という形で議論を深めていきたいと思っています。本日のフォーラムを通

じまして、多摩都市モノレールの八王子ルート延伸について、ぜひ皆様方

には関心を持っていただき、そして我々とともにこれから実現に向けて取

り組んでいただきたいと願っているところでございます。  

本日は限られた時間でございますけれども、最後までお付き合いいただ

き、さまざまな議論に加わっていただきますよう、心からお願い申し上げ

まして、ご挨拶に代えさせていただきたいと思います。本日はどうぞよろ

しくお願いいたします。  

 

フォーラムの記録 
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○司会     

それでは、本日の基調講演の講師にご入場いただきます。講師の西浦定

継様をご紹介いたします。西浦様は、現在、明星大学理工学部総合理工学

科教授で、交通工学、国土計画、都市計画、建築計画などを研究されてい

ます。また、多摩市が設置しました多摩ニュータウン再生検討会議の委員

のほか、多摩ニュータウンを学習研究する非営利活動団体「多摩ニュータ

ウン学会」の筆頭理事をお務めになるなど、地域への深い思いをお持ちに

なり、精力的に活動されています。それでは、西浦様よろしくお願いいた

します。  

 

第１部：基調講演  「公共交通とまちづくり」          

 

○西浦定継  

どうも初めまして、明星大学の西浦と申します。よろしくお願いいたし

ます。   

私は、多摩市だけではなく、八王子の医療刑務

所跡地の利用や、八王子西スマートインターチェ

ンジ地区協議会委員、市街化調整区域に関する委

員会をやらせていただくなど、八王子市とも非常

に深くかかわって色々と勉強させてもらっていま

す。多摩以外にも、この地域全体のことを色々と

やっています。最近ですと、相模原市にリニア中

央新幹線（以下、リニア）がきますし、圏央道が

通るということになって、土地利用だとか、まち全体の戦略をどうするの

だという話もあり、そういうところにも関わらせていただいています。本

日は、公共交通とまちづくりということで、多摩都市モノレールをどう使

うかということでお話をさせていただきたいと思います。  

この後のパネルディスカッションでは、ぜひ、皆様にも様々なご意見、

または多様な視点を提示していただければと思っています。  

 

１．多摩都市モノレール全体構想と三つの疑問   

公共交通とまちづくりということで、多摩都市モノレールをどう使うか

というお話しをさせていただきたいと思います。  
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これが多摩都市モノレールの

現状のラインと計画ラインです。

（図１）  

この路線の趣旨は、東京全体

で多機能な多角的な都市の構造

をつくっていくということで、

多摩地域においても人々が色々

なところに自由に移動ができ、

かつ環境への負荷も考えた場合

に、こういう公共交通を整備し

たほうがいいのではないかとい

う形でつくられています。今は

この上北台から多摩センターま

であります。今後、上北台から箱根ヶ崎に行くルートと多摩センターから

町田に行くルートがあり、多摩都市モノレールの全体的な構想という形に

なっています。  

多摩センターから延びてきて、南大沢の駅のところをかすめて、多摩美

術大学、東京造形大学、みなみ野を通って八王子駅まで来るというルート

が「八王子ルート案」ということで提案されています。（図２）  

それを前提にして、今

日は三つの視点でお話し

したいと思います。  

まず初めに、なぜ今の

時代に必要なのかという

ことです。モノレールが

本当に必要なのか、なぜ

多額の資金を投入し、そ

ういうものをつくってい

かなくてはいけないのか。

次に、これを整備した場

合に、どのようなメリットがあるのか。最後に、どうやって実現していく

のかということです。この三つの疑問に、こういう視点で考えてはどうか

という話をしていきたいと思います。  

 

 

（図１） 

（図２） 
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２．なぜ今の時代に必要なのか   

なぜ今の時代に必要なのかということですが、一つは人口減少と少子高

齢化の時代だということです。現在、人口減少が深刻になってきています。

そういう人口減少、少子高齢化時代に向けて必要性があるのではないかと

いうことです。  

二つ目は広域交通網の整備の進展です。この八王子を取り巻く環境とい

うのは大きく変わってきています。リニアが平成 39 年（2027 年）開通予

定です。駅が橋本にできるということがありますし、圏央道はつながって、

八王子の西インターのところも両方使えるようになります。そういった広

域交通網の整備と進展というのが一つ大きくあるのだろうと。  

三つ目は集約型都市、いわゆる「コンパクトシティ」でなるべく環境・

行政負担も含めて、コンパクトに公共交通を利用した形で、集約的にその

都市構造を変えていかないといけないという動きがあります。そういうこ

とを含めて考えていかなくてはということです。  

八王子市の人口は、平成 32 年（2020 年）の約 59 万 4 千人がピークで、

ここからずっと落ちていって、平成 42 年（2030 年）には 58 万３千人ぐら

いになると予想されています。人口の約３割が 65 歳以上の高齢者というよ

うな形になっていくということが統計上は出ているということです。  

この図が平成 22 年（2010 年）のときの総人口の分布で、赤いところが

人口密度の高いところとなっています（図３）。それが平成 42 年（2030 年）

になると少し郊外部が薄くなってきます（図４）。  

 

 

 

（図３） （図４） 
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これは、平成 27 年（2015 年）の高齢化の分布です（図５）。薄いところ

はまだ高齢化がそうでもないところ、赤いところは 50％以上の高齢化にな

っています。これが平成 42 年（2030）年です。ほぼ赤い色になってくると

いうことです（図６）。八王子も赤く染まっているところで、高齢化率が

40％か 50％になってくるということです。  

 

次に、平成 27 年（2015 年）の生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）と

高齢者人口（65 歳以上）の比になっています（図７）。平成 42 年（2030

年）になると真っ赤になってきます（図８）。真っ赤になってくるというこ

とは高齢者人口に対して生産年齢人口の数が極端に減ってくる。１以下に

なってくるということなので、非常に人口構成としては問題が深刻化して

くるということになっています。  

 

（図５） （図６） 

（図７） （図８） 
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若者の人口変化率ですが、27 年（2015 年）の状態（図９）から、42 年

（2030 年）になるとこのように色が濃くなり、大きく若者の数が減少する

ということです（図 10）。     

 

次に、これは南多摩における高齢者の買い物の環境です。（図 11）  

スーパーから 500 メートル圏内にある高齢者の人口を見ると、多くの高

齢者が買い物に苦労されている環境が見えてくると思います。特に自動車

の運転は、交通事故の問題もあって非常に支障が出てくることを考えると、

どのようにそういう方たちに利便性を提供していくかということになると

思います。  

多摩でも南大沢あたりで民間事業者が移動販売を始めている。事業者も

ボランティアでやっているわけでなく、商売として成り立つからやってい

るわけですよね。だから商売として成り立つ間はいいのですが、成り立た

なくなった場合には、民間任せはなかなか難しくなるということです。  

今後、取り巻く環境も日本の経済も大分厳しくなってくると思います。

円安の影響があり配送コストもかかってきます。一方でベクトルとして社

会保障は削る方向になってい

ます。そうすると、購買力が

どんどん減っているにもかか

わらず、そういうところに配

送するコストは高くなってく

る。これから長いスパンで見

たときに、移動販売にばかり

頼るというのは、やはり考え

ていかないといけないと思い

（図 11） 

（図 9） （図 10） 
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（図 12） 

ます。  

高齢者対策と同時に、

もう一つ、減っていく若

者を何とかとどまらせる、

あるいは何とか引き寄せ

て住んでもらうというこ

とも考えていかなくては

いけない。その両方を戦

略として考えていかなく

てはいけないだろうとい

うことです。  

 

鉄道駅の周りにどういう年齢階層の人が住んでいて、その年齢階層の人

とどういう土地利用の用途のリンクが高いかを統計的にデータを取ってみ

ました。（図 12）その目的は何かというと、駅前を集約するといったときに、

一体どういうまちをつくっていくと、若者がそこに住んでくれるのか、引

きつけられるのかということを考えるためです。これは多摩ニュータウン

の再生会議でデータを拾ってみましょうということで作成したものです。  

多摩ニュータウンの開発エリアで、稲城、若葉台、永山、多摩センター、

唐木田、南大沢、多摩境。ＪＲの国分寺、西国分寺、恋ヶ窪、あと日野市

ですね、日野市にはいっぱい鉄道がありますので、日野市の鉄道駅の周り、

500 メートル範囲内の人口と土地利用のデータを拾ってみました。  

駅前に子育て世代を呼び込むということで、20 代、30 代の女性の居住と

周辺の土地利用との関連性をこの一般線形化モデルと、統計モデルを組ん

でみたところ、20 歳から 24 歳の女性は医療、商業、集合住宅と非常にリ

ンクが高い。25 歳になっても同じですね。ただし 35 歳ぐらいになると、

商業よりも医療や集合住宅とリンクが高かったのです。  

そこで、日野市の場合、鉄道駅周辺に住んでいる 20 代、30 代の女性と

それ以外のところに住んでいる人との人口を比べると、75～76％は駅から

500 メートル以内に住んでいます。非常に若者、特に女性が利便性に敏感だ

ということが、データから読み取れたということです。駅から 10 分も 15

分も歩いていくようなところに若者はできれば住みたくない。駅の周りに

住みたい。ただ、家族が多いとやはり家賃の問題もあるので、遠くでも戸

建てという選択肢はあると思いますが、そうでなければ、やっぱり利便性

に対して今の若い人たちは非常に敏感なので、駅の周りに集約的にまちを
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つくっていくということが見てとれました。  

公共交通を利用してまちをつくるというのは、こういうことも先ほどの

高齢化の問題も、足（手段）を確保するということが非常に大事だろうと

いうことです。  

ここで、もう少し都市

計画的な話をしますと、

広域的な交通利便性のポ

テンシャルの活用という

ことです。  

これは八王子市が策定

している都市計画マスタ

ープランの中にある図で

す（図 13）。広域的な交

通利便性のポテンシャル

を生かして、交通体系の

整備により、人と物を引きつけ、地域活性化をしていくというようなこと

が書かれています。広域交通網の整備とあわせて地域の活性化でモノレー

ルを活用してまちをつくっていく、というようなことが読み取れるのでは

ないか。モノレールと具体的に書いてありませんが、広域交通網という形

で書いてあります。  

この図にあるように、集

約型にまちをつくっていく

と、従来だと一つの駅の周

りに集約するのですが、一

つの駅ではなく鉄道沿線、

公共交通の鉄道沿線に小さ

な拠点をつくって、まちの

構図をつくっていくという

こ と が 大 事 だ と 思 い ま す

（図 14）。  

 

これはこの首都圏、鉄道駅だけじゃなくて、小さな拠点の政策というこ

とで、国土交通省もここ４年ぐらいですか、色々な調査をしています。  

要するに集約型というのは一つの都心だけじゃないので、さらに小さな

ものが幾つか連携し合って、有機的につながりを持ってやっていくという

（図 13） 

（図 14） 
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ことです。一つの中心だけではなくて、小さな拠点が幾つもあって、それ

が公共交通網で連携されている、というようなところを目指していると言

えます。これは特に地方でも、農村部に行くと小さな拠点というのは幾つ

もありますから、そういうところだと思います。  

ここまでをまとめますと、なぜ今の時代に必要なのかというと、人口減

少とか少子高齢化時代ということで、高齢化社会のアクセスを確保してい

くということが大事だということです。それと、若者や子育て世代の利便

性も確保していくということ。あとは地球環境の問題があります。  

 

３．どのようなメリットがあるのか   

 

①駅を中心としたコンパクトな市街地形成  「歩いて暮らせるまち」 

次にどのようなメリットがあるのか考えてみます。  

先ず初めに、駅を中心としたコンパクトな市街地形成は、高齢化社会に

おける歩いて暮らせるまちということが非常に大きなメリットです。  

高齢化で自動車でないとなかなか行くのが難しいところへは、モノレー

ルを利用して行ってもらう。モノレールだけじゃなくてモノレール駅があ

ってそこからバスも出したほうがいいと思います。  

地域の住民の利便性を高めるということが大切です。  

 

②企業立地による地域経済の活性化  

次に、多摩都市モノレール八王子ルートの必要性として、多摩ニュータ

ウン・八王子ニュータウンの業務用地の活用があります。  

実は多摩ニュータウンの中でも八王子エリアではなく、多摩エリアも、

まだまだ未利用地というか活用できる用地があるので、そういうところに

アクセスを確保して、企業立地、企業活動の支援を行うことが大切です。  

それから、学園都市八王子の持続的発展ということです。  

大学も今は都心に帰ろうとしていますが、いずれ失敗したと、また戻っ

てくるのではないかと思っています。  

八王子は学校が多いですね。若い人たちがいっぱい住んでいるというこ

とで、そういう大学だとか専門学校などがあり、大学へのアクセスの向上

は、教育研究機能のさらなる充実や優秀な人材の確保に資するということ

もあります。やはり大学時代に住んでいたまちは、愛着がわいてきますの

で、いったん外には出ますけど、いずれまた昔住んでいたところに戻って

くるということもあるかと思います。アメリカでもそういうことがよく言
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われています。  

このような学園都市八王子としてのポテンシャルも活かしていく。この

点でもメリットが非常に大きいのではないかと思います。（図 15）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域の交流拠点の形成  

最後に、これは、リニアとの連携による広域的な交流の支援ということ

です。リニアは相模原市で委員会も立ち上がっていて、２年ぐらい動いて

います。また、米軍の補給廠の用地が返還されるので、土地をどう活用す

るかと動いています。リニアが橋本に停まった場合、どれだけの人があそ

こを利用するかというと、試算では、約１千万人です。  

現在、新横浜駅が 800 万人だったと思います。リニアが橋本に停まると

すると、埼玉方面から橋本に来て乗っていくということになるのだと思い

ます。八高線もＪＲの八王子駅でうまくシームレスでつなげれば、ずっと

埼玉方面まで利便性が高まっていくので、そうすると人の動きが全く違っ

てきます。リニアが橋本に停まると、見る景色が全く変わってくると思い

ます。まだ先が見えないのですが、これは非常に大きなポテンシャルだろ

うなと思っています。  

モノレールは橋本にはつながらないのですが、この広域的な交流の支援

ということで多摩都市モノレールを、そこの人の動き、物の動きなども受

（図 15） 
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け止めながら、最大限波及効果を地域に活かすということであれば、それ

も長期の視点の中で考えるべきだろうと思います。  

 

４．どのように実現していくのか   

モノレールはボランティアで動かしているわけではないですから、採算

性が非常に大事になってきます。そうすると需要予測をして、ある程度の

採算性が取れるような戦略を練らないと、じゃあつくろうかという話には

なりませんね。民間だけではできないから、そこに公共のお金を入れなが

ら、まち全体の福祉の向上を図るということなので、この公共交通の果た

す役割というのは非常に大事だと思います。  

効果を最大限にする戦略というのがありますね。コストベネフィット分

析（※注）で言うとＢ／Ｃを最大にするには、やはりコストを下げる。そ

れは行政努力で何とかしてもらって、あとは効果ですね。市民と民間との

協働により、工夫次第では幾らでも効果が上がってくるのだろうと思いま

す。そこはやっぱり皆様の知恵の出しどころだろうと思います。あとまち

づくりの視点がポイントだということです。  

今から 12～3 年前に、この多摩都市モノレールの沿線の研究をしていた

ときに「ＭＥＰＬＡＮ（ミープラン）」という交通土地利用モデルを用いて、

多摩センターから町田に延ばし

たらどれぐらい効果があるかと

いうことをシュミレーションし

ました。（図 16）  

交通ネットワークのデータや、

土地利用のデータ、社会経済の

データ、人口、世帯数、所得だ

とか、膨大なデータをそこに組

み込んで回すと、将来的に新し

い路線が開設された場合、個々

人のアクセス性、要するに時間と費用がどのように改善されるかを基に人

の流れを集計するということです。これはちょっと細かいので説明しませ

んが、経済学に産業連関表というのがあるのですが、それを交通モデルで

組み立てたモデルです。  

（図 16） 

※注  コストベネフィット分析  かかる費用（コスト＝Ｃ）とそこから得られる便益
（ベネフィット＝Ｂ）を比較し評価すること。  
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これが結果で、（図 17）多摩センターから町田までモノレールを伸ばし

た場合にどれだけ人の流れが変わるかということになります。そうすると、

モノレール全体で一日の利用者数が 20％向上します。今だと多摩センター

で乗り換えて新百合ヶ丘に行って町田に行くか、京王線で橋本まで行って

横浜線で降りるかということなのですが、これがストレートにつながると

全体で 20％の増加で、多摩センターと町田の間だと大体一日あたり２万人

利用者が増加する。今から 12～3 年前のデータですので少し古いのですが。  

そうすると、他のＪＲの人

の流れはどう変わるかという

と、これがそうです。中央線

の利用者が減ります。横浜線

の八王子～町田間も減ります。

つまり、モノレールが多摩セ

ンターから町田に延伸された

場合、八王子ルートで回って

いく利用者の数が、がくんと

下がるということなのです。  

八王子ルートでも、このよ

うな試算をしてみて、利用者数がどうなるかということを把握しておいて

はどうかと思います。  

 

５．他都市の事例   

ほかの都市でＬＲＴ（※注）や路面電車などの公共交通を整備した場合

にどのような効果があったかを見てみたいと思います。  

富山の例で（図 18）よく皆様も耳にすると思うのですが、富山市はＬＲ

Ｔを引いて、駅の周りに居住するというか、転居してもらうというような

政策も組み合わせ、何とか利用してもらうため、高齢者にお出かけ定期の

乗車券のようなものを組み合わせてやっています。だから、ただ単に公共

交通を延ばすだけではなく、その利用者を増やす施策、そこの周りに転居

してもらうための施策、その他の諸々の施策を一つのパッケージとして実

施しているということが特徴かと思います。ただ単にハードの問題だけで

はなくて、周辺の土地利用も含めてやるということです。私は福井県の出

（図 17） 

※注  ＬＲＴ  Light Rail Transit（ライトレールトランジット）の略。低床車両、低騒
音・高速化などを実現し、利便性を高めた新しい路面電車のシステム。  
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身で、福井も路面

電車があります。

そのような形でＬ

ＲＴの整備とまち

づくりを一体でや

っているというこ

とです。  

 

次に、アメリカ

のオレゴン州のポ

ートランドという

まちが、よく紹介

されます。アメリ

カというのは自動車社会ですから、なかなか路面電車を使ってまちづくり

をしているという事例が少ないです。ヨーロッパですと、主にフランスや

ドイツは路面電車を引いて、中心市街地の活性化を行っています。  

ポートランドというのは非常に特異で、大成功しているまちです。（図

19）特徴として、ポートランドの都市

圏の交通政策と土地利用を一緒にして、

成長戦略というか、グロスコンセプト

というものをつくって、戦略的に公共

交通、ＬＲＴ、路面電車を引いてその

周りに拠点を開発しています。小さな

拠点を駅の周りにつくり、そこの住宅

政策や、福祉政策もあわせてやってい

ます。  

土地利用についても、この地域は開

発して、その外は一切開発しないとい

うような形で、はっきりしています。

この周辺は農地ですから。その中で住

宅と緑地、商業地域、工業地域、これ

らを戦略的に配置しています。ベース

としては路面電車を引きながら、バス

も通し、そういうものを利用しながら

どのようにまちをつくっていくかとい

（図 18） 

（図 19） 

（図 20） 

（図 18） 
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うことをやっており、将来的には全体で 120～130 ㎞の範囲となっています。

（図 20）  

駅の周りに８割から９割の人が集まり、駅から 10 分以内にアクセスでき

るというような形で路線を整備していき、それにあわせて土地利用もつく

っていこうという形でやっています。  

同時に、このまちは自転車の利用を非常に進めていて、その自転車を電

車に載せながら移動して、降りて自転車でまた移動する。自転車専用路線

などもつくっています（図 21）。  

土地利用とまちの将来的な成長戦略、あとは環境に配慮するという形で

自転車の利用も絡めてつくっ

ているということです。車が

なくても生活できますし、非

常に物価も安い。緑もいっぱ

いあって、周りにきれいな山

もある。ある新聞では「あま

りにも居心地がいいまちをつ

くり過ぎた」というようなこ

とも書かれています。  

 

 

６．将来に向けて   

 

今まで雑駁な話をしてきましたが、将来に向けて、一つは高齢化社会に

おける交通アクセスを確保するということが非常に大事だということです。  

二つ目は、公共交通の駅を中心に、そこから周辺のコミュニティと結ぶ

ような多層的なネットワークを構築するということです。高齢の人にとっ

ては、軌道系の鉄道駅を使うということになると、なかなか乗り降りが難

しいということもあるので、結局バスを使われる方も多いと思うのです。

そことうまく組み合わせながら、アクセスを確保していく、提供していく

というような形が大事かと思います。決して公共交通、鉄道系の駅の周り

に全部を持ってくるというのではなく、そこから、さらにバスなどでうま

く利用する。若い人だったら自転車を利用するだとか、そういうような形

で多層的なネットワークを構築していくということが大事かと思います。  

三つ目は、広域交通網の整備に伴う人口の流れを受けて、地域経済の活

性化と広域交流拠点を目指すということです。これはやはり周りの大きな

（図 21） 
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プロジェクトが動いていますので、それも視野に入れながら 10 年、15 年、

20 年先も見ながら考えていくということも必要かと思います。  

やはりまちづくりの視点からの導入を検討していくということが大事だ

と思います。先ほど需要予測云々といいましたが、需要予測をシンプルに

計算したら、多分難しいという結果が出てくるだろうなと思います。まち

づくりの視点ということで、単純に需要予測だけではなくて、ほかの色々

な利便性ですよね。本当に少子高齢社会でこれから人口も減っていくとい

うことになると、その対策として持続可能なまちづくりという点で導入を

検討して、論理を考えて押していくということが大事だと思います。  

先ほどのＢ／Ｃ、つまり費用便益でいうと便益が最大限上がるように、

市民、民間、行政が協働して戦略を練って実現に向けて着実に歩んでいく。

「これがほしい」「必要だ」と言っていても、いつまでたってもそれは実現

しない。では実現するためにはどういうプログラミングをするか、何年ま

でに何をして、どういうステップを踏んでいくのかということのロードマ

ップを早く作ったほうがいいと思います。そして、ロードマップの中で役

割分担を決めて、いついつまで何をしていくのだということを一つ一つ、

つぶしていく。それでだめだったらＰＤＣＡでやってみて、どこが問題な

のかと、ぐるぐる回しながら着実に伸ばしていくということが大事かと思

います。  

来週、ニュータウ

ンの再生会議、大き

なシンポジウムをパ

ルテノンで開催しま

すが、そこでも同じ

ようにロードマップ

が重要なのです。着

実に役割分担を決め

て、いついつまでに

誰が何をするのか。

そこでレビューをし

てみて、問題出たら

そこでもう１回戦略を練り直してやっていくということが大事だと思いま

す。  

モノレールは武蔵村山市も早く通してほしいとやっています。先には

色々な問題があって、困難だとは思いますが、方向性としては非常に大事
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なことだと思います。軌道系の公共交通をベースに、そこからまたさらに

細かいネットワークを張っていくということが非常に大事なことなので、

それぞれ一歩一歩着実に歩んでいってもらいたいと思っています。  

この後、パネルディスカッションでパネラーの方から、また違った視点

を提示していただけると思います。また会場の方からも、こういう見方で、

こういうふうにやったほうがいいのではないかというようなことも、色々

と示唆していただければと思います。  

これで私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございまし

た。  

 

 

第２部：パネルディスカッション              

○司会     

これより第２部のパネルディスカッションに移ります。  

コーディネーターとパネリストの皆様をご紹介いたします。  

先ず初めに、コーディネーターには、先ほどご講演いただきました西浦

様にお願いしています。西浦様よろしくお願いいたします。  

続きまして、パネリストの皆様をご紹介いたします。  

松本真澄様でございます。松本様は、首都大学東京大学院都市環境科学

研究科建築学域助教として、住居学、建築経済を専門とされています。単

身者、女性、高齢者のライフスタイルと、住宅需要の分析などを研究テー

マとされ、特に多摩ニュータウンの生活環境などに関する多数の著作がご

ざいます。  

続きまして、中島静男様でございます。中島様は、緑町東町会会長、町

会自治会連合会副会長として、魅力ある豊かな地域社会の実現に積極的に

取り組んでいらっしゃいます。  

続きまして、田辺隆一郎様でございます。田辺様は、八王子商工会議所

の第 18 代会頭として地域経済の発展に取り組んでいらっしゃいます。  

最後に、八王子市長、石森孝志でございます。  

それでは、これよりコーディネーターの西浦様にパネルディスカッショ

ンの司会進行をバトンタッチさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。（以下、発言者の敬称略）  
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○コーディネーター（西浦定継）   

どうも皆様、先ほどは雑駁なお話をさせていた

だき、申し訳ございませんでした。このパネルディ

スカッションでは、４名の方々から、また私とは異

なる視点で、お話ししていただけると思いますので、

ぜひ楽しみにしていきたいと思います。  

まずはパネリストの皆様の自己紹介も兼ねて、

それぞれのお立場から多摩都市モノレールや公共交

通について、思いやかかわりなどをご自由にお話し

ていただきたいと思います。  

 

○パネリスト（松本真澄）  

こんにちは、よろしくお願いいたします。今、ご紹介いただきました松

本真澄と申します。私は、首都大学東京の建築都市コースで、住居学や建

築計画学を専門としています。実はモノレールなど、都市交通に関しては、

あまり詳しくありません。私は、多摩ニュ

ータウンを特に中心として、高齢者の方々

の生活調査をかれこれ 10 年近く研究させ

ていただいています。特に高齢者の方が地

域でいきいきとどうやって暮らし続けてい

けるのかということを研究テーマとしてい

ます。そういった観点から、お話をさせて

いただければと思っています。  

実を申しますと、今まで八王子方面の調査研究はあまりやったことはな

く、どちらかというと多摩センターや、多摩ニュータウン初期開発方面の

調査が多くなっています。なぜかと考えてみますと、八王子へは乗り換え

をしないと行けないということがあると思うのです。乗り換えなしで行け

るほうが、楽だということを考えますと、例えば今の多摩都市モノレール

の八王子ルートが首都大学東京という私が勤めている大学のすぐ脇を通る

ようになると、恐らく私の意識や、行動パターンも影響を受けるのではな

いかなと考えています。  

モノレールというのは、私の場合は子供の頃の羽田モノレールのイメー

ジが非常に強く、特別感というかわくわくする、非常に景色がよく、ちょ

っと未来的な感じ、そういう乗り物というイメージがあります。今日は私

の専門の高齢者の話を少しさせていただきつつ、色々勉強させていただき
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たいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○コーディネーター（西浦定継）  

それでは、中島さん、よろしくお願いします。  

 

○パネリスト（中島静男）  

今回、一般市民の視点でパネリストとして意見を述べてほしいという依

頼が、八王子市から町会自治会連合会（以下、町自連）にありましたので、

私がここに出させていただくことになりました。  

先ず、町自連としての行政関係の仕事として、私は八王子市の交通マス

タープランの委員や、ごみゼロ運動の委員、そういうことをやらせていた

だいています。しかし、モノレールについて私は素人ですので、一般論的

な考え方で話させていただくようになるかもしれませんが、よろしくお願

いします。  

現在、八王子市の公共交通というのはご存じのように、電車、バス、タ

クシーが主流です。多摩都市モノレールは八王子の東の方を通っています

ので、市民としては直接的な関わり合いが少ないのではないかと思います。

もしモノレールが多摩センターから南大沢、

みなみ野を通って八王子駅までつながれば、

電車、バスと同じく、市民にとっても身近な

交通機関になるのではないかと思います。  

モノレールについての私のイメージは、排

ガスを出さないので環境にやさしいとか、電

車のように音がうるさくないといった利点が

あると思います。専用の軌道を走るので時間

通りに走っている点は長所だと思います。皆

様もそうだと思いますが、他県へ旅行に行っ

たときに、バスよりも多分電車の利用が多いのではないかと思います。地

図を見ればルートがわかるので、バスよりも利用価値が高いということも

言えるだろうと思います。  

昨年２月には大雪が降りました。モノレールは雪に弱いところがあるよ

うですが、台風などの場合には非常に強いというイメージがあります。今

日、パネラーとしてお話をしていますが、皆様から色々お話をお聞きして

勉強していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。  
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○コーディネーター（西浦定継）  

どうもありがとうございました。それでは、田辺様よろしくお願いしま

す。  

 

○パネリスト（田辺隆一郎）  

ご紹介いただきました八王子商工会議所会頭の田辺でございます。ご存

じかと思いますけれども、商工会議所というのは何をやっているのかとい

うことですが、まず地域の中小規模の事業者に対しての支援、これが一番

大きな仕事です。それから地域経済の振興、これも大変大事な仕事ですし、

まちの活性化とリンクしています。こういうことを中心に仕事をしていま

す。言うなれば公益的な経済団体ということでございます。  

私ども八王子商工会議所は、昨年、創立

120 年を迎えました。明治 27 年に八王子商

工会議所ができました。明治時代、八王子の

まちは関東で有数の産業都市でした。昔から

の地場産業である織物が一つの大きな中心で

あったわけですが、当時から八王子のまちは

交通の要衝として大変重要な位置を占めてい

ました。そういう歴史がありましたので、織

物だけではなくて、その当時の日本の唯一の

輸出品であった生糸の集産地という役割が大変大きかったのです。群馬、

埼玉、そして長野、山梨と、こういう産地から生糸を集め、これを横浜へ

送り出していった。当時の経済力というのは大変大きかったのではないか

と思っています。これも交通の要衝としての八王子の産業都市の一つの大

きな姿だったと思っています。  

その当時の八王子の交通の要衝としての位置は、現在と全く変わってい

るとは私は思っていません。特に道路交通という点では、本当に交通の要

衝と申しあげていいのではないか思っています。八王子商工会議所として

は 120 年を迎えたところで、産業都市八王子の再生をこれから 2030 年に

向けてきっちりやっていこうじゃないかということを出させていただきま

した。  

交通の要衝ということを考えると、私は、八王子はこの 10 年、15 年を

見ますと、道路整備は非常に進んだと思っています。しかし、以前から軌

道系の交通体系については、力が入ってなかったのではないのかなと思っ

ています。そういう意味で、これからは軌道系の交通体系をもっともっと
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※注  ８の字構想  多摩都市モノレールの全体構想は、多摩地区に８の字型に広がるた
め「８の字構想」と呼ばれた。  

強くし、力を入れていかないといけない。この多摩都市モノレールはその

中の重要な一つではないかと思っています。  

振り返ってみますと、この多摩都市モノレール構想が発表されたのは 30

年ぐらい前かと思うのですが、当時は多摩地域の交通体系の整備をしよう

という意味合いだったと思っています。その当時の市長が言われていたの

は、お聞きになっている方もいらっしゃると思いますが「８の字構想」（※

注）です。多摩の西部の地域にとっては大変すばらしいことだと私どもも

その当時感じ、ぜひ完成してほしいと思っていました。  

ところが、だんだん時間がたつうちに、八王子のまちの中に、このモノ

レールをどうしようかという話がトーンダウンしてしまったような感じが

していました。幸い、石森市長の下で、ここで多摩都市モノレールの延伸

ということを考え、積極的にやらなきゃいけないのだということが今日の

フォーラムの大きな趣旨ではないかと思っています。経済界としてもこれ

は非常に大事なことだと感じながら、この席に座らせていただいています。

どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○コーディネーター（西浦定継）    

今、それぞれのお立場から多摩都市モノレールについての関わり、思い

というのをお話していただきました。  

それでは、市長から多摩都市モノレールの現状や、八王子方面ルートの

可能性など含めてお話ししていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。  

 

○パネリスト（石森孝志）  

皆様、こんにちは。先ほどの西浦先生の基調講演から引き続いてのパネ

ルディスカッションにご参加いただきまして、大変ありがとうございます。

先ほどの西浦先生のお話をお伺いしていて、とにかく多摩都市モノレール

の必要性、これを強く感じました。今回の多摩都市モノレールの八王子ル

ートの延伸ですが、実は平成 12 年（2000 年）に国の運輸政策審議会とい

うのがありまして、その答申のもと、整備が図られてきました。この答申

の期間が 15 年となっていまして、平成 27 年度が最後の年になります。現

在、国、東京都も次なる交通網の計画に向けた議論がスタートしたところ

です。このタイミングを受けて、ここで何としても、八王子ルートを現在
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の構想路線から格上げし整備路線にしていく。そのために昨年の 10 月に舛

添都知事あてに、このルートの延伸の要望をさせていただきました。  

先ほど西浦先生からお話がございましたように、このルートは多摩セン

ター駅から南大沢を通ってみなみ野の駅を抜けて八王子駅へ来る、17 ㎞の

ルートです。この沿線には非常に多くの企業が立地していますし、あわせ

て先ほどお話があったように、多くの大学も立地しています。そういう意

味では、このモノレールができることによって、私は大きく利便性、地域

の活性化に結びついていくと思っています。

先ほどの西浦先生のお話にもございましたけ

れども、今、大学が都心回帰という流れが非

常に強いのですが、市としても、企業と同じ

ように大学も何とか八王子にとどめていかな

ければいけないという状況にあるのです。で

すから、そういう意味でもこのモノレールが

実現することによって、私は学生にとっては

非常に大きなメリットにつながってくると思っていますし、大学側からす

れば学生が集まりやすくなる、そんなことにもつながっていくというよう

に思っています。非常にハードルは高いですが、ここでとにかく声を上げ

ていかないと、なかなか実現できないということで、昨年正式に東京都に

要望させていただきました。  

これから多くの皆様と機運を高めながら、この八王子ルートの実現に取

り組んでいきたいと思っています。  

      

○コーディネーター（西浦定継）   

どうもありがとうございました。  

今、パネラーの方からそれぞれ自己紹介も兼ねてお話をいただきました。

松本先生からは高齢者の話。南大沢の首都大学方面と八王子駅が結ばれる

というのは非常に大きいのです。私の大学の教員も堀之内や南大沢あたり

に住んでいるのですが、話を聞いていると八王子市民という意識がどうも

薄いのです。多摩市民とまでは言わないのですが、多摩ニュータウン市民

というのでしょうか。八王子市民だけど、なかなか意識が八王子市民とは

いかないのだろうなという感じがします。多分その辺に住んでいる方はそ

ういう意識だろうと思います。それは別にその人たちが悪いわけではなく、

アクセス性として中心市街地に行きにくいというようなことがあったりす

るので、なかなか感じられないのだろうなと思います。八王子は文化と歴
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史があるまちなので、非常に魅力的だと思うのですが、なかなか行く機会

もない。それがモノレールでアクセス性がよくなると人が交流するように

なり、八王子市政を運営するという意味で、まちの一体感が出てくるのだ

ろうと思います。  

中島さんからも色々と今までの経緯や、バスやタクシー等を含めて公共

交通の重要性ということも話していただきました。後で高齢者の話も含め

てお話いただきたいと思います。  

田辺さんからは商工会議所として、産業の活性化と軌道系交通の役割と

いうことをお話いただき、多摩都市モノレールが果たしてどこまで産業の

活性化に結びつくのかということですね。具体的にどのように結びついて

いくのか、具体的にどういう施策をやれば、その投資が何十倍にも広がっ

て活性化につながるのかということを、また後でお話していただければと

思います。  

市長からは、色々お話いただきました。都心回帰ということで、大学が

どんどん都心に戻っていくということがありますが、リニアによる広域交

通網が整備されれば、必ず変わっていくと個人的には思っています。  

今日はせっかく高齢者の生活等々に非常に詳しく、長く研究を積み重ね

ていらっしゃいます首都大学の松本先生においでいただいているので、公

共交通と高齢者の外出の関係について、松本先生にお話しいただき、その

後またディスカッションしていきたいと思います。よろしくお願いします。  

 

多様なライフスタイルを支える、地域の公共交通についての議論を 

○パネリスト（松本真澄）  

よろしくお願いいたします。モノ

レールを高齢者の視点からお話させ

ていただきたいと思います。私は高

齢者の外出行動だけではなく、住宅

の中での生活の様子や、介護といっ

たことをどのように地域と結びつけ

ていくのかということを研究してい

ます。その中から特に外出、移動手

段などについて簡単にまとめたものをご紹介させていただきます。  

八王子市の人口は、今 56 万人を超えますが、そのうちの約 13 万５千人

が 65 歳以上、そしてお一人暮らしの高齢者は２万人を超えていると思いま

す。そのうちの要支援、要介護の認定者数という介護保険を受けている方
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が２万４千人ぐらいということで、高齢者のうちのおよそ 18％が介護認定

を受けています。ひっくり返してみると、82％、８割以上の方は、基本的

に自立して元気に生活していらっしゃいます。今日ここにいらしている方

は、皆様非常にお元気な方が多いのかなと思います。高齢者と一口に言い

ましても、生活スタイルをみると、非常に色々な方がいらっしゃいます。

高齢者というと、体が弱っているというようなイメージが多いのですが、

そうではなくて、やはり色々な方がいらっしゃるということを簡単なイメ

ージ図でご説明させていただきたいと思います。（図１）  

在宅で生活されている高

齢者の方をわかりやすく四

つに分類したものです。縦

軸の上は外出や交流が多い

方。下が在宅で比較的、人

との交流、社会との交流が

少ないタイプの方。横軸の

左側にいきますと、上下と

も虚弱で自立生活も一人で

はちょっと厳しいかなとい

う方、だんだん右にいくと健康な方です。  

大体この４タイプにあてはまると考えています。右上の自立活発タイプ

は、外出も多くて非常に健康な方で、アクティブシニアとよく言われます

が、趣味、サークル、お仕事、スポーツ志向、ボランティアをされるなど、

今マーケットとしても注目されていますが、非常にお元気な方ですね。や

はり 65 歳で高齢者というのはさすがに失礼かなと思う、お元気な方がいら

っしゃいます。全体的に 60 代、70 代の方が多いと思いますが、80 代、90

歳近くでも非常にお元気な方もいらっしゃいますので、年齢だけではない

と思います。  

次にサービス享受タイプには、病気がちで、今日は病院、今日はデイサ

ービスという方がいらっしゃいます。虚弱ではあるけれども、社会や地域

と色々なつながりがある。要するに孤立はしていない方というタイプです。  

それから、右下の在宅自適タイプは、健康ですが交流が少ないタイプの

方。このタイプの方は、結構女性に多いのですが、外にアクティブには出

ずに、家で手芸とか読書とか、あるいはテレビ視聴というのが非常に多い

のです。あるいはちょっと健康不安があって、外に出たくない。あるいは

ご自分ではなくて、家族を介護しなければいけないので、出たくてもなか

（図１） 
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なか出られないという方もいらっしゃいます。  

左下の生活不活発タイプは、自立した生活ができていない、病気をされ

ているなど、お一人暮らしの場合は孤立の傾向もみられます。最近はだん

だん介護保険で社会とつながるようになってきていますが、それでも一部

には閉じこもっている方もいらっしゃるということでございます。  

何故このような話をしているかと言いますと、これから高齢化がどんど

ん進み、高齢者が増えることが問題ではなくて、高齢になって虚弱になり、

ますます介護が必要になり、健康ではない状態が長くなることが問題なの

です。高齢でもできるだけ健康状態を保って、寝たきりにならずにサポー

トを受けながらでも、自立した生活が送れる状態であれば、ご本人にとっ

ても社会としても望ましいわけです。  

次 の 資 料 は 、 東

京都の健康長寿医療

センター研究所の青

柳先生が群馬県のあ

る地域で同じ方を

10 年以上計測した、

すばらしい研究です

（図２）。歩くこと

が健康につながって

いるということを、

疫学的に検証されて

います。  

 

75 歳以下の場合、すたすた歩きも入れて１万歩ぐらい歩くと、病気予防

になるということが統計的にわかっています。７千歩から８千歩ぐらい歩

いていれば、動脈硬化や骨粗しょう症などが予防できるとしています。４

千歩から３千歩ぐらいの方というのは閉じこもり傾向のある方ですが、そ

ういう方は、ますます体が弱ってしまうということがわかっています。７

千歩ぐらいを目安に、できるだけ歩くようにして健康をキープすると、体

力が落ちないわけではありませんけれども、非常にいいということが言わ

れています。  

次に、私どもが調査したものですが、多摩ニュータウンと都心の神田地

区で同じ内容のアンケートを同時に行い、65 歳以上の方の外出頻度を調べ

ました（図３）。  

（図２） 
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多摩ニュータウンでは大

体５割前後の方がほぼ毎日

出かけており、週３回から

５回という方もかなりいま

した。こういう外出頻度と

いうのは、実は八王子で調

べても全国で調べても大体

似た傾向になっています。

年齢別では、60 代の方はほ

ぼ毎日の方が多く、80 代に

なってくると毎日はなかな

か出かけず、週２～３回になるなど、年齢が高くなるにつれ外出が減って

いく傾向が全国的に見られます。  

次に、外出のための移動

手段の調査をしたものです

（図４）。二つまで回答可と

しました。都心部の場合は

電車、徒歩、自転車が多く

利用されています。そして

多摩ニュータウンの場合は、

バスが多く、次に電車、徒

歩です。このように移動手

段は、実は地域によってか

なり違いがみられます。そ

れぞれの地域の交通環境に

大変影響を受けていること

がわかります。  

次の図は、外出先を調査

したものです（図５）。神田

でも多摩ニュータウンでも

65 歳以上になると病院には

定期的に行っています。違

いがあるのは、多摩ニュー

タウンの場合、図書館に行

くという方が非常に多いで

（図３） 

 

（図４） 

 

（図５） 

 

（図３） 

 

（図３） 

 

（図４） 
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す。そして公園に毎日行く方も多く、これも地域の環境の影響を受けてい

るのではないかと思います。  

神田の場合は、スーパーやデパートなどが買物場所で、喫茶店、レスト

ラン、居酒屋、友人知人宅などに、週３回から５回行っています。こうい

うのもまちの環境ですね。まち周辺の地域環境にかなり影響を受けている

ということが言えます。  

次に、八王子市で行われた高齢者の日常生活圏ニーズ調査の結果を簡単

にご紹介いたしますと、移動手段は、路線バスが 52％、電車 43％でした。

70 歳以上の方の場合、東京都のシルバーパスを持つことができますが、半

数の方がシルバーパスを持っています。つまり路線バス、都営バスなどは、

シルバーパスを利用して移動できるということになっているのだと思いま

す。  

また、高齢者の方にＧＰＳを持っていただき、どういうところを歩いて

いるのか、あるいはどのように出かけているのかを調べたところ、徒歩で

は２㎞程度のところを歩いています。バスだと大体５㎞ぐらいの移動範囲

です。そしてお仕事をされたり、子供さんのところへ行ったりと、20 ㎞ぐ

らい広く動く方がいらっしゃいます。（図６）  

外出をするということは、

閉じこもりがちな高齢者が社

会とつながっていく、あるい

は外出すること自体が運動に

なって健康維持の大事な要素

で、いきいきとした生活につ

ながると考えています。  

外出を促進するためには、

行きたくなるような場所づく

りが大事です。最近はサロン

などの居場所もありますが、それだけではなくてショッピングセンターな

ど魅力的な場所、それから歩きやすい歩道、利用しやすい公共交通ですね。

ニュースを見ていると高齢者の方の非常に心配な事故などもありますので、

公共交通を充実させていくということが、移動ということだけではなくて、

高齢者の生活そのものにとってメリットが大きいのではないかと考えてい

ます。  

最後に、生活者の視点から、高齢者に限らず子育て世代とか、障害者の

方とか、とにかく多様なライフスタイルを支える地域の公共交通というも

（図６） 
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のを、官と民と市民とで、きちっと議論をしていくことが、まず第一歩と

して非常に大切ではないかと思っています。実はこの八王子ルートという

のも、なかなかまだ知られていないと思うのです。ですから、このような

シンポジウムをきっかけにして、どのような公共交通が地域にあれば生活

が豊かになるのかということを議論していく必要があるのではないかと考

えています。  

 

○コーディネーター（西浦定継）  

どうもありがとうございました。大変興味深いデータを見せていただい

てありがとうございます。健康を維持していくためには、引きこもりは避

けるということだったと思います。そうするとやっぱり行きたくなるとこ

ろだとか、アクセス性などが非常

に大事になってくるのだろうなと

思います。一方で、認知症だとか、

また別の非常に厳しい問題もある

かと思うのですが、精神的にも体

力的にも健康を維持するために、

自ら外出していくということがあ

ります。  

今のお話を受けて、中島さんに

もお伺いしたいのですが、高齢化が進んでいくというのはもう避けらない

ことなのですが、その中で公共交通、モノレールも含めて、そういうもの

が果たす役割、期待について、こういう視点や、こういう考え方で取り組

んだらいいのではないかということがあれば、コメントをいただきたいの

ですが、いかがでしょうか。  

 

定住促進、人口減少抑制、学園都市にモノレールは欠かせない 

○パネリスト（中島静男）  

今、松本先生から高齢者の生活スタイルの問題が出ました。今、皆様方

の中でもシルバーパスをご利用されている方がいらっしゃると思います。

もしバスよりもモノレールのほうが安価なパスをもらって利用できるのだ

というような形になると、今日の話の価値観が出てくるのではないかと思

います。いずれにしてもモノレールにより、高齢者が外出する機会も増え

るようになればいいし、それがまた活性化にもつながっていくのではない

かと思います。  
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この前、私は所用がありモノレールに乗りました。それで気がついたこ

とは、モノレールは朝の通勤、通学の方に対して、１時間に 10 本も走る時

間帯があるのですね。それと、高いところを通っていますから富士山が非

常にきれいに見えるなど、景色の良さはプラスの一つかなと思いました。

帰りに利用者の一人が、もう少し安ければということをぽつりと言われま

したので、今の段階ではシルバーパスの場合には、無料で乗れる場合もあ

りますが、モノレールの場合はまだそこまでいっておりませんので、今後

の課題になるだろうと思います。  

それからもう一つ、別な視点で申しあげますと、イベントで、例えばビ

ール列車とかワイン列車の運行などがあります。こういうイベント向けの

使い方をもっとモノレールも将来にわたって考えていく必要があるかなと

思いました。  

皆様の中に例えば南大沢や、みなみ野にお住まいの方がいらっしゃると

思いますが、このモノレールが八王子駅まで来てくれれば、こういうイベ

ントを開催したときにも活性化につながるかなと思いました。  

それからこの前、町会の行事の際、八王子駅で別れた鑓水の方の町会長

がいらっしゃいましたが、うちまで帰るのにどのぐらいかかりますかと聞

きましたら、１時間かかると言っていました。車で行けば 10 分か 15 分の

ところでしょうが、バスがなかなか難しいと。そうすると、ここにモノレ

ールが通ると、そういう懸念がなくなると思いますし、駅周辺では住宅と

しても価値が上がり、人が定住するようになるだろうと思うのです。先ほ

ど市長の話の中に大学の話がありましたが、ちょうどそこを八王子駅の方

にモノレールがくるとしたら、多摩美術大学や東京造形大学の学生たちが

非常に乗りやすいし、人口減少に伴って大学の都心回帰が進んでいる中で

も、八王子に残ってもらえるのではないかなということも思いました。  

これから人口が減少する社会を迎えても、多摩都市モノレールが通って

いれば、人口減少を抑える効果が見込まれるということが考えられると思

います。  

また、特に思うことは、八王子の北西部地区、ここは地区名で言えば加

住、四谷、元八王子、美山、恩方とか、ここは鉄道路線がないものですか

ら、町会の会議をしたときにも、そこにいらっしゃる町会長が、ぜひモノ

レールを導入してほしいということを強くおっしゃっていました。確かに

採算性ではモノレールの会社も大変だとは思いますが、八王子の今後の発

展性から考えたら、欠かすことができない案件だろうと思います。  
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○コーディネーター（西浦定継）  

恩方、北西部地域の件についても言及をいただきましてありがとうござ

います。八王子は非常に広くて、私も北西部の方々とお話しする機会があ

ったのですが、アクセスや地域の活性化ということで大きな課題を抱えて

いるというのは非常に認識しています。どうもありがとうございました。  

それでは、田辺さん、高齢化社会への話と先ほどの産業の活性化という

話も話題としていただきましたので、そこも含めてお話いただければと思

います。よろしくお願いします。  

 

人の交流が、まちの魅力につながる 

○パネリスト（田辺隆一郎）  

私もこの人口減少、それから超高齢社会という中で、何が一番必要かと

言ったら、人が気軽に移動できる、こういうシステムが無いということが

大変大きな問題ではないかと思っています。それに対して果たす役割とい

うのは、やはり公共交通体系、これがきっちりないといけないのではない

かと基本的に思います。特に軌道系の場合というのは、駅ができ、その駅

を中心としてバス路線ができるというように、多様な交通網というものが

構築されることによって、それぞれの方々の目的も、その選択肢というの

は非常に多くなってくると。そういう意味で、この交通体系の持つ意味と

いうのは大変大きいと思います。  

八王子の場合、まちの中心から見て、アクセスの悪いのはどこかという

と、この多摩都市モノレールが予定されている構想のルートなのです。ほ

かのエリアは、確かに不便なことはあるのですが、八王子の中心に向かっ

て交通体系というのはできているのです。ところが、ここのエリアだけは

そういう形ではなく、むしろ来にくいというか、非常に使いにくい。それ

ではバスでといっても、これはとてもバスは採算が合うものではない。大

変問題のあるエリアだと思います。  

冒頭で西浦先生からもお話がありましたように、八王子のまちに行くと

言っても行けないじゃないかということは、もう全くそのとおりだと私は

思っています。  

このモノレールが八王子の駅までという想定でできるということになり

ますと、大変使い勝手が良くなり、まちの魅力が出てくるということにな

ります。産業というのは決してものづくりだけが産業ではありません。飲

食・物販を含め、色々なサービスを含めたものが産業ですから、人の交流

というものがまちの中で多様に起きてくるというのは、これは大変大きな
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効果があるのではないかと思います。  

いずれにしても、そういうネットワークが構築されることによって、八

王子は住みやすい環境になると思います。それから、産業が豊かになって

くれば、やはりそこに雇用というものが出てくるわけですから、さらに魅

力が出てきますね。八王子はこういうものをきちっと完成をしておく必要

性があるのではないかと思っているわけです。  

高齢化、人口減少という社会はもう地方の問題ではなくて、既に東京圏

でも大きな問題になっていると思います。よく地方で限界集落という言葉

が使われますが、結論は何かというと、移動の手段がないということだと

思います。まちというものはあくまでも中心があって形成されているわけ

ですから、どのように結んでいくのかということを考えると、ちょうど多

摩都市モノレールが計画されているルートは、とても大事だと思っていま

す。  

 

○コーディネーター（西浦定継）  

どうもありがとうございました。田辺さんのご発言は、全く私も同感で、

人口が減っていくということになってくると縮小するわけですね。そうす

ると規模の経済が働かなくなるというか、要するに 10 万人いたところが８

万人になっていくと、それだけ商業が落ちていくわけです。しかし、そこ

で 10 万人が８万人になったところで、それが軌道系で結ばれ、非常に安く、

短時間でアクセスできるということになると、それが 10 万人、15 万人規

模の経済として維持できるわけ

です。そこがコンパクトにやっ

ていこうという理由なのです。

コンパクトじゃなく、そのまま

の流れで薄く広く居住している

ようになってくると、移動のコ

ストもかかるし、移動すること

自体に抵抗が出てくるのです。  

先ほどの松本先生の話にもあ

ったように、外出しようかと言っても面倒くさいな、なかなか難しいとい

うことになると、なかなか移動もできない。そうすると消費もできない。

段々悪循環でぐるぐると悪くなっていくわけです。アクセス性をどうやっ

て確保するか、それで規模の経済をどうやって維持していくかというと、

公共交通に軌道系を活用するということが一つの大きなポイントだと思い
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ます。それは国の施策もそういう方向で向かっていると思います。  

それでは、市長からも、今までの話も含めてコメントをいただきたいと

思います。よろしくお願いします。  

 

モノレールが育む市民意識  

○市長（石森孝志）  

先ほど松本先生から超高齢社会についてのお話がございました。本当に

今、人口減少社会に突入し、どのように人口を維持していくかというのは、

どの自治体も同じ課題を抱えています。できるだけ人口を維持するために

は、まちの魅力、これを高めることが非常に大事だと思っていますし、さ

らに利便性を向上しながら、高齢者だけに限らず、あらゆる世代の方が暮

らしやすい環境を整えていくこと、これは行政にとっては大変重要なテー

マだろうと思っています。  

多摩ニュータウン、八王子ニュータウンという地域は、移り住んできた

方が非常に多くて、年齢層も若い方が非常に多いという特徴があります。

ですから例えば、モノレールができることによって、駅ができる。近くに

駅ができれば当然利便性が向上して、通勤時間も短くなる。あるいは保育

所なども当然駅の周辺に作ることが可能になりますので、そういう意味で

は定住に結びついていくだろうと思っています。  

先生からも先ほどお話がございましたように、本市の南側の地域という

のは、八王子市民の意識が薄いという方が非常に多いという実態がありま

す。以前に東南地域の方と話をしたことがあるのですが、公共施設が多摩

市に近いので、ここを多摩市に変えてくれなんていう方もいらっしゃった

ものですから、そういう意味では、このモノレールが八王子駅まで来るこ

とによって、八王子市民という感覚といいますか、一体感が当然生まれて

くるだろうと思っていますので、何とかモノレールを実現させて、東南地

域にお住まいの皆様にも「八王子市民だ」と、大いに声高々に言っていた

だけるような、そんな環境に結びつけていきたいと、そのように思ってい

ます。  

 

○コーディネーター (西浦定継 )  

どうもありがとうございました。  

それでは、最後のまとめ、提言といいますか、こうするべきだ、こうし

たら良いということを、それぞれお話していただきたいと思います。  
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未来を創造する力を市民と共有～活発な議論を～ 

○パネリスト（松本真澄）  

やはり交通が変わると人の流れが変わるというのは、私も日々実感して

います。今、横浜に住んでいるのですが、東横線に乗ろうとすると、今ま

では渋谷で止まっていたものが森林公園という、はるか彼方の行き先が見

え、以前は行きづらかった池袋が、湘南ラインにより気軽に行けるように

なるなど、やはり公共交通が一つ通ることのインパクトというのは大きい

と思うのです。そういう未来を創造する力を多くの市民の方と共有してい

くことが非常に大切なのかなと、私はお話を伺いながら考えていました。  

もう一つは、最近はヨーロ

ッパなどに行きますと、ＬＲ

ＴとかＢＲＴ（※注１）など、

いわゆる路面電車が進化した

ものや、公共交通を通しにく

いところではデ マ ンド交通

（※注２）など、色々な交通

システムが考えられ、多くの

都市で利用されています。モ

ノレールの良さは大いにあると思うのですが、一方で、駅は高いところま

で上らなければならないので、高齢者などから見ると乗り降りの面からす

ると気軽ではないかもしれませんね。車椅子でもそのまま行けるようなＬ

ＲＴ、路面電車系もいい面もあると思います。このルートに何がいいのか

というのは、私はよくわかりませんが、幅広く、とにかくみんなで議論す

ることが、これからとても大事であると考えました。  

 

○コーディネーター (西浦定継 ) 

どうもありがとうございました。それでは、中島さん、よろしくお願い

いたします。  

 

 

 

※注１：ＢＲＴ  Bus Rapid Transit（バス・ラピッド・トランジット）の略。道路上に
専用軌道を設け、複数の車両を連結したバスを走らせる交通システム。  

 
※注２：デマンド交通  予約型の運行形態の輸送サービス。  
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100 年先を見据えたまちづくりを 

○パネリスト（中島静男）  

多摩都市モノレールで未来の八王子を考えてみたいと思います。モノレ

ールというのはご承知のように、路面ではなくて上空を通ります。現在の

多摩都市モノレールを見ると利便性などの機能的なことはともかく、子供

たちがテレビで見ているアニメに出てくるような未来都市のようで、非常

にそういう意味ではモノレールには夢があるのではないかと思います。  

先ほど説明の中にもありましたが、１月上旬ごろ、八王子の新聞には出

ていませんでしたが、横浜線の橋本駅から古淵駅までの区間を高架にする

とか、地下化にするとか、相模原市でも今年度中に決めるということでし

た。これは相模原市にある米軍の補給廠の一部が返還されることに伴って、

100 年先のまちづくりを見据えて、市を分断する原因になっている横浜線を

橋の上に上げるか、地下に埋めるかということのようです。  

実は、私自身も相模原市の出身で、すぐ隣の学校で教鞭をとっていまし

たので、早く移転してくれればいいなと思いながら補給廠を見ていました。

それが今回返還されるということになって、まず横浜線を、上に通すか下

に通すかで相模原市がかなり変わってくるだろうと思います。要するに 100

年先のことを考えているということです。八王子でもモノレールが実現化

されたとしたら、相模原市に劣らず素晴らしい八王子になるのではないか

と思います。  

それともう一つお話したいことは、今朝、市議会だよりが配られました

が、この中に、「多摩地域の南北交通問題の解消に期待しています」という

ことで、「地域を支える都市基盤の一つとして、モノレールの建設が大事だ」

ということが書かれていました。ぜひ皆様も家に帰ったらご覧いただきた

いと思います。今日の講演、あるいは我々のパネルディスカッションを通

じて、このモノレールの発展性について、ぜひ皆様方もご理解いただけた

らありがたいと思います。そこで、私が最後のまとめとして皆様方にお願
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いしたいことは、このモノレールについて、ぜひ町自連で署名活動を実施

したいと思っています。少しでも早く八王子の署名運動が効果を発揮して、

モノレールができれば、こんな幸いなことはないだろうと思っています。

したがって今日いらしている皆様にもぜひご協力いただき、まとまった段

階で、町自連から関係機関へ提出し、そして市長さんから、ご指示をいた

だき、何とかモノレールの発展にご協力いただけたらありがたいというこ

とを最後に申しあげて、私の発言を終わりたいと思います。  

 

○コーディネーター (西浦定継 )  

ありがとうございました。それでは引き続き、田辺さんよろしくお願い

いたします。  

 

軌道系交通体系の充実で、広域的都市八王子の確立へ 

○パネリスト（田辺隆一郎）  

八王子は産業都市であり、学園都市でもあります。そして、豊かな自然、

長い歴史、伝統文化を持った観光都市という側面も持ちあわせた、大変多

様性のある都市であると私は考えています。  

その中で、この市内の交通体系における充実度の差というのは、私は改

めて考えないといけないのではないかというのが一つの大きなポイントで

す。先ほどもお話申しあげましたけれども、八王子の交通体系の中で一番

悪い部分というのはどこかというと、まさにここ、この八王子ルートです。

ここがきちっと結びつくことによって、私はかなり改善してくるのではな

いかと思います。  

この多摩都市モノレール構想というのは、あきる野の方へ抜けていくわ

けですから、私は東京都全体を通してやってほしいと思います。これが多

摩格差の解消じゃないかなと思っていますし、ぜひそうあってほしいと思

います。  

仮に、なかなか先に進まないという場合には、先ほど松本先生からお話

がありましたＬＲＴを中心として、もっと軽い軌道系をどのように導入し

ていったらいいのかということの研究も、これからの将来に対して私は大

変大事なことではないかと思っています。  

先ほども申しあげましたが、言うならば八王子の中心核というようなも

のが八王子駅を中心としてあり、大きく六つあるエリアをきちっと結びつ

けるということが、私はこの八王子のまちのあらゆる面から見て絶対必要

なことではないかと思っています。  
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産業の問題一つ考えても、全体的に多様に移動ができるということにな

れば、例えば大学と企業との連携も非常にやりやすくなるでしょうし、大

学と大学との連携も非常にやりやすくなってくると思います。観光もしか

りだと思います。八王子の発展要素は、交通体系そのものを八王子全体に

行き渡らせるような仕組みということなのではないでしょうか。それがき

ちっとできれば、中心核というものがもっと充実をしてくると思いますの

で、よりこの都市のイメージアップというものができるのではないかと私

は思っています。  

今、東京都と多摩地域の経済界が協力し、横田基地の民間利用をぜひ促

進しようということで明日、協議会（「多摩地域経済団体横田飛行場民間利

用促進協議会」）を立ち上げます。それから、先ほどからお話がありました

ように、リニアの駅が橋本にできることは、このモノレール構想との関連

というのは大きいと思います。したがって、このモノレール構想を全体的

にぜひ進めていかなくてはならない。これが多摩の西部の地域に対して大

きなインパクトがあるのではないかと思っています。私どもの持論の八高

線と横浜線のシームレス化というのは、これは絶対やらなくてはいけない

のではないかと考えています。  

このような軌道系の交通体系を充実させるということが八王子の発展と

いうことにつながりますし、八王子が中心となるこの多摩地域、並びに多

摩地域を超えたもっと広域的な都市としての確立ができてくるのではない

かと思っています。本日のフォーラムのテーマである多摩都市モノレール

八王子ルートの構想はぜひ実現するべく、先ほど中島さんからもお話があ

りましたが、署名運動にせよ協議会をつくるにせよ、経済界としては全面

的にご協力を申しあげて、そこへ持っていきたいと考えています。  

 

○コーディネーター (西浦定継 )  

どうもありがとうございました。それでは、最後に市長からよろしくお

願いいたします。  

 

実現には、市民の皆様の応援が不可欠  

○市長（石森孝志）  

八王子ニュータウンのまちづくりの出発となる区画整理事業の起工式か

ら 25 年が経ったということで、昨年 10 月に記念式典を行いました。  

タイムカプセルが埋められていまして、その開封式というのを同時に行

いました。当時、子供たちに 25 年後の絵を書いてもらったのですが、その

37



中の一つにモノレールが走っているものがあったのです。ですから何とか

夢に終わらすことなく実現に向けて、これからもしっかり取り組んでいき

たいと思っています。  

この実現に向けては、やはり行政だけでは先に進みませんので、当然市

民の皆様、そしてまた産業界の皆様挙げて、強力な要望活動をしていかな

ければいけないと思っています。その第一歩として、本日このような形で

パネルディスカッシ

ョンを開催させてい

ただきました。何と

か実現に向けて我々

もこれからしっかり

と取り組んでいきた

いと思っています。

先ほど中島さんから署名活動というお話がございました。私どもも協議会

組織を立ち上げて、東京都、あるいは国、あらゆる関係団体にこの多摩都

市モノレール八王子ルートの実現に向けて、これから取り組んでいきたい

と思っています。ぜひ本日お越しいただいた皆様方も応援をしていただい

て、八王子にモノレールを実現していきたいと思います。  

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。  

 

会場からの質問① 「実現に向けたコストは」 

○コーディネーター (西浦定継 ) 

どうもありがとうございました。  

最後に、私からお話しする前に、質問を幾つもお寄せいただいています

が、時間がないので簡単にご紹介いたしますと、一つは、「実現に向け、コ

ストは大体どのくらいかかるのか」というご質問があります。それともう

一つは、「どうやって若者に関心を持ってもらうか」ということです。もう

少し軌道系交通の利便性というもので、若者をうまく引きつけるような施

策を考えた方が良いという話です。  

それにどう答えるか、松本先生、この若者の話を後で答えてください。  

さて、事業費については、幾らかかるというのは申しあげられないと思

うのですが、大体１㎞当たり 200 億ぐらいかと思います。全長 17 ㎞だと３

千億～４千億円ぐらいかかりますよね。（参考：開業区間の多摩センター～

上北台間 16 ㎞における１㎞当たりの建設事業費は、約 150 億円。）それを

誰が負担するかということなのですが、道路管理者や、市、都、国など、
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色々なところで協議をしていくのだと思います。それはそのときの協議の

仕方、それで民間の力を借りるという仕組みもありますので、先ほど田辺

さんのお話にもありましたが、お金がかかるのであれば、ＬＲＴなど色々

な選択肢があります。しかし、やっぱりお金はかかります。それは仕方が

ないことです。公共交通ですから、「公共」という意味はどこにあるのかと

いうことですね。それは広く皆で負担しながら、社会の福祉の向上、利便

性の向上に資するということですから、ある程度負担を覚悟しなくてはい

けないですね。何でもただでできるわけではないので、その辺はよくよく

議論を積み重ねていくということが大事だと思います。作るには時間がか

かりますが、それなりにプログラミングをしていき、ロードマップをちゃ

んと作って、一つ一つ詰めていくというプロセスを踏んでいかないといけ

ないですね。「ほしいね」というだけでは、いつまで経ってもできないので

す。そういったプロセスを踏んで、始めていくということが大事で、時間

もかかり、お金もかかります。市民の方々のご負担も増えるでしょう。そ

れはもう避けて通れない道ですから、そこはよく皆様で考えていくという

ところだと思います。  

貴重なご意見ありがとうございました。それでは、松本先生、若者の話

をお願いいたします。  

 

会場からの質問②「若者に関心を持ってもらうには」 

○パネリスト（松本真澄）  

一番難しい問題のような気がしますね。今の 20 代後半から 30 代という

のは、それより少し上の世代と比べると、かなり感性といいますか行動パ

ターンが違ってきているのかなと感じます。経済が停滞している厳しい状

況で、ずっと育ってきているということもあるのでしょうか、必ずしも中

心、大都会、大都市志向ではない。地元愛という言葉もあります。意外と、

地方の空き家とか、そういったものを活用したいと思っている若者が、潜

在的に結構いると思うのです。ただうまくチャンネルが合わなくて、若者

の意向と、「最近若者はもう来ないよね」と何となく思っている、上の世代

の方の感覚にずれがあるようなので、何かそこを埋めていく作業が、これ

から必要だと思うのです。  

八王子は、最近農業などに若い人が入って、非常に発信力があり、おも

しろい活動をしています。やはりそういう人を発掘するというか、うまく

つないでいく。その橋渡しというのが、これからとても大事になるのかな

と思います。  
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○コーディネーター (西浦定継 ) 

どうもありがとうございました。若者に対し、どのように魅力を高めて

いくか、色々な潜在力はあるということだと思います。  

最後に私から簡単に申しあげますと、やっぱり都市間競争ですよね。八

王子は非常にポテンシャルも高いし、市民の考えも非常に前向きなところ

もありますので、そこはうまく市長にリードしてもらって、他市と競争す

るわけじゃなくて、色々協働しながらやっていってもいいと思うのです。

広域的な連携というのも含めて、ぜひ多摩全体をうまく発展していただけ

るような形で、この導入が進めばいいかなと思っています。  

この問題は、本日のフォーラムだけでは終わらないので、皆様それぞれ

お持ち帰りいただき、それぞれの立場でまた情報発信していただいて、活

動に取り組んでいただければと思います。  

ありがとうございました。  
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