
 
 
 
 
 
 
 

１. 八王子市内には、市内の南北間で交通の利便性に格差があると感じていた。比較的

広い市であるからこそ、より一層交通網の整備に努めることが重要だと感じる。 

         （20 代 男性） 

２. 八王子が活気づいていて良いと思った。今後もこのようなフォーラムを続けてほし

い。        （20 代 男性） 

３. 住民が自ら出資するという考えがあると、もっと盛り上がると思った（第４セクタ

ー）。モノレールより安価なものや、山などの坂でも平気な公共交通が八王子には

求められているのではないかと思う。     （20 代 男性） 

４. 20 代～30 代の方のまちづくりに対する希望を、フランクに調査し、それが実現で

きるのか、商工会議所や市民活動の方々を含め、ディスカッションするなどの方法

はどうか。        （30 代 女性） 

５. 市民の皆さんに、公共交通について考えてもらう機会を増やすのは良いと思う。中

心市街地の商店主などを巻き込んで、海外事例などを知る機会を増やしていくと、

理解が広まるのではと思う。      （30 代 男性） 

６. モノレールに限らず、鉄道の延伸、新規着工、改善など提案できれば良いと思う。

モノレールは運賃が高い印象がある。     （30 代 男性） 

７. 軌道系の交通の重要性、中心市街地を活性化させたい、というのは理解できるが、

それがモノレールでなければならない理由がわからない。市内の交通不便地帯と中

心部を結ぶことが大事なのであれば、モノレールにこだわる必要はないと感じた。

         （30 代 男性） 

８. モノレール延伸をするための具体的な行動をさらに詳しく知りたかった。八王子市

として、延伸をするためには、経済的な補助を行うのか具体的に聞きたかった。八

王子ルート実現に向け、このようなフォーラムを継続して行うべきであると思う。

         （30 代 男性） 

９. モノレールの延伸計画は、本当に進んでいるのか。ああだったらいい、こうだった

らいいだけの話だけで終ってしまわないか？計画も年月が過ぎればなくなるので、

いつまでも机上論議ではよくない。     （30 代 男性） 

10. 必要性は何となく理解できた。早く完成してほしいが、コスト検討ももう少し紹介

してもらえるとありがたい。      （30 代 男性） 

11. 実施スケジュールを（計画年度）を提示すれば、市民の関心もより高まるのではな

いかと思う。       （40 代 男性） 

会場でのアンケート結果（抜粋） 

１．テーマについてのご意見・ご提案 
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12. 北西部地域に関して、モノレールはじめ公共交通をどのように位置づけて整備して

いくのか。モノレール整備で生まれる拠点や、どのようにまちづくりを進めるのか、

といった点も、今後聞かせてほしい。     （40 代 男性） 

13. 国は、本気でモノレールの延伸に取り組もうとしているのか。  （40 代 男性） 

14. 由木地域に市民意識をもってもらうためにも、ぜひ期待している。また、ＬＲＴに

ついても今後の検討課題として考えるべきだと思う。   （50 代 男性） 

15. 中核市となる八王子市が、八王子だけでなく多摩地域のリーダーとして、多摩全域

の動向にも視点を持ってほしい。八王子市内としては、これからの人口の様々な動

きのデータから、どの地域にモノレールも含めて、どのような交通・医療・産業が

必要か、全てが一つの問題だと思う。まち全体の計画の中で考えてほしい。 

         （50 代 女性） 

16. 今後、このようなフォーラムなどの回数を増やして、東京都の担当部課長などにも

出席してもらうことが大切。新聞各紙にも載せてもらうべき。  （50 代 男性） 

17. 公共交通が必要なのは良くわかったが、レールの近くに住んでいる人にとっては、

どのような問題があるのか。      （50 代 女性） 

18. モノレールよりも、八高線、横浜線の直通を。   （50 代 男性） 

19. 市を挙げて、モノレールの延伸を進めてほしい。   （60 代 男性） 

20. 人は行きたい所があるから移動する。八王子市を行きたい街、働きたい街にしよう

ではないか。       （60 代 男性） 

21. 広域地域における公共交通の連結点であり、また、地域社会（コミュニティなど含

む）における公共交通のあり方をどう考えていくか。   （60 代 男性） 

22. ８の字構想の実現を。学生が低額で学べる交通機関を。  （60 代 女性） 

23. 八王子は広いので、多摩都市モノレールが八王子駅の方へ延びるといっても、浅川、

恩方、川口、加住方面の人にはありがたみも少ないと思われてしまうかもしれない。

全市的な盛り上がりに努力を。     （60 代 男性） 

24. 移動手段として、多摩都市モノレールの必要性は大である。アクセス系の完備によ

る経済効果向上、人の減少防止・維持化を図る。   （60 代 男性） 

25. 八王子ルートのことは聞いていたが、採算性等からみて実現は大分先のことと思っ

ていた。市長から構想段階から整備段階に格上げしたいとの発言があったが、実現

すれば八王子の発展につながるので、市民の中からも機運が高まるようにしてほし

い。中央リニアの駅が橋本に出来るので、ルートの見直しが必要ではないか。 

         （60 代 男性） 

26. モノレール八王子ルートを初めて知った。鑓水に住んでいるので、このルートは私

にとって大変興味のあるところであった。    （60 代 男性） 

27. 中核市の位置付けを踏まえて、八王子ルート実現に向けて活動してもらいたい。署

名活動賛成である。       （60 代 男性） 

28. 八王子の未来には絶対必要である。     （60 代 男性） 

29. モノレールで、立川、八王子の違いは埋められると思えないが、八王子市域の一体
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化のための価値は大きいと思う。建設コストなど、他の交通機関との比較検討が必

要だろう。現在運用されている部分の経済性を再評価して、昔計画した当時と状況

が変化していることを考えてまとめるべきだ。   （60 代 男性） 

30. 大変参考になる講演で、聞いて良かった。八王子の夢のある将来のため、行政、経

済団体、学識経験者や市民代表を含めた幅広い議論が必要だと実感した。 

         （60 代 男性） 

31. 市民全体で盛り上げていく必要性を感じた。    （60 代 男性） 

32. 多摩センターから八王子までの南部開通だけでは片手落ちである。市の北部から拝

島までの開通を同時進行で、是非進めてほしい。   （60 代 男性） 

33. 実現に向けた議論が少なかった。     （60 代 男性） 

34. モノレールだけではなく、新交通システムや現在の京王線のあり方や、八高線、横

浜線のあり方など、総合的な観点から交通体系などを考えるべきだ。  

         （60 代 男性） 

35. 電車、バスについても、総合的に考えたらと思う。   （70 代 男性） 

36. ルート設定を見直してはどうか（古いルートだと思う）。南大沢と八王子駅は直線

で結ぶべきである。人口密度の高い所を無理して通そうとしているから、採算性と

工期の問題で実現が遠のく。人が住んでいない所を、安く、短期的に通す軌道交通

が出来れば、人は自然に集まる。市の北西部ルート案はないが、必要だと思う。市

がこのルートのみを財政的に援助する。軌道が出来れば人が住むようになり、人口

減少は防げると考える。      （70 代 男性） 

37. リニアモーターが橋本に止まるようになると、人が橋本に集まると聞き、堀之内、

南大沢の住民が、八王子の中央に来るように、モノレールの実現に向けて頑張って

ほしい。        （70 代 女性） 

38. 会場へ来て、多くの方が関心を持っているテーマであることがわかり、また、この

ようなテーマでシンポジウムが開催されたことは良かったと思う。  

         （70 代 女性） 

39. 八王子市から南方面の事が多かったが、八王子から北への事が全くなかった。市内

から北方面の交通があまりない。モノレール八王子ルートで箱根ヶ崎から八王子ま

でを最優先できれば、八王子ががらりと変ると思う。ゆくゆくは多摩モノレールを

山手線方式にしたらどうか。      （70 代 男性） 

40. 八王子市の歴史と現在・将来の観点から、学識経験者の意見ではなく、住民全体の

一体感と独自性が財産であることの観点が必要。日本中で潜在的な人材力一番が八

王子。歴史が長い反面、他から移住者も多く、都心と異なり、定住で世代がつなが

って発展していくチャンスは今しかない。    （70 代 男性） 

41. 現状提示されている計画ルートは、基本から見直しが必要だと思う。多摩センター

～ＪＲ八王子駅は、京王線やＪＲ横浜線とダブっており無駄である。ＪＲ八王子駅

から北又は北西方面へのルート新設が必要と考える。   （70 代 男性） 

42. 人の移動の利便性ばかりでなく、経済の活性化を考えた基本戦略を考える必要性が
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あると考える。       （70 代 男性） 

43. 少子・高齢化、出産人口減、災害発生の可能性など、今後の大きな投資を行うよう

なリスクを避けるべき環境にあるので、現在ある公共交通機関を効率的に活用すべ

きと思う。         （80 歳以上 男性） 

44. 市の北部地区にも延ばせたらと思う。      （80 歳以上 男性） 

 

 

 

 

１. 八王子の「都市化・再開発・交通インフラ」を。「学生にとっての八王子」 

          （20 代 男性） 

２. ひきこもり・ニートの高齢化と、その就労支援や社会参加支援  （30 代 男性） 

３. 放棄地や未利用地と自然保護、有効活用    （30 代 男性） 

４. 中心市街地に活性化と地域拠点の整備     （40 代 男性） 

５. コンパクトシティーへの市の考え方     （ 未 記 入 ） 

６. 40 年先を見据えた住宅地展開計画（駅周辺、インターチェンジ周辺、駅とインタ

ーチェンジのない平地）      （40 代 男性） 

７. 八王子の医療、八王子の産業      （40 代 男性） 

８. コミュニティバスや福祉タクシーの役割と今後の予想   （40 代 男性） 

９. 八王子北西部の交通とまちづくりと産業    （50 代 女性） 

10. 横田空港化        （50 代 男性） 

11. 横浜線、八高線の相互乗り入れ     （60 代 男性） 

12. 子育てと介護       （60 代 男性） 

13. 中央リニア橋本新駅のメリットを最大限取り入れるための八王子周辺の交通計画

の見直し、あり方       （60 代 男性） 

14. 鉄道路線を補完するためのバス路線     （60 代 男性） 

15. 若者が集まる八王子市      （60 代 男性） 

16. 中核市に移行し、都内最大の市として、人口減も含めて、どのような将来像を描い

ているのか        （60 代 男性） 

17. 調整区域の再見直し       （70 代 女性） 

18. 高齢化社会への行政の取り組みについて    （70 代 男性） 

19. 中央線の高架化       （70 代 男性） 

20. 高尾山の発展       （70 代 男性） 

21. 自主防災への取り組み強化      （70 代 男性） 

22. 八王子及び周辺地域の災害発生の歴史      （80 歳以上 男性） 

２．今後、取り上げてもらいたいテーマ等 
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本日は、『市民フォーラム・未来を語る』にご参加いただきありがとうございました。お手数で

すが、以下のアンケートにご協力をお願いします。（該当するものに○をつけてください） 
 

１．あなたについてお聞かせください。 
(1) 性 別   男 (79.4 %) ・ 女 (17.6 %)  無回答 （3.0 %） 

(2) 年 齢   ① 20 歳未満 （0.6 %）  ② 20 代 （6.7%)    ③ 30 代 （7.3%） 

    ④ 40 代 （10.3%）     ⑤ 50 代 （15.8%）    ⑥ 60 代 （26.7%）   

⑦ 70 代 （27.9%）   ⑧ 80 歳以上（4.8%） 

(3) お住まい 市内 （85.5%）・ 市外 （9.1%）  無回答 （5.5%） 

(4) 職業等 自営業 （9.7%）・会社員 （16.4%）・公務員〔市職員 （13.9%）・その他 （1.8%）〕 

・学生 （3.0%）・その他 （46.1%）   無回答 （9.1%） 

２．『市民フォーラム・未来を語る』を何でお知りになりましたか。（複数回答あり） 

(1) 広報はちおうじ （44.2%）  (2) 市ホームページ （7.9%）  (3) ツイッター （2.4%）   

(4) フェイスブック （3.6%）   (5) ポスター・チラシ （33.9%） (6) 知人 （4.2%）  

 (7) その他（18.8%）  無回答 （1.2%） 

３．内容は理解できましたか。 
(1) 理解できた （41.8%）  (2) 大体理解できた （45.5%）  

 (3) あまり理解できなかった （4.2%） (4) 理解できなかった （0.0%）  無回答 （8.5%） 

（わからなかった点など：                            ） 

４．本日のフォーラムに参加して、八王子のまちづくりへの関心が高まりましたか。 
(1) とても高まった （33.3%）  (2) やや高まった （46.7%）  

(3) 変わらない （13.9%）    無回答 （6.1%） 

（具体的理由：                                      ） 

５．今回のテーマ「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～」は、いかがでしたか。 
(1) 良かった （51.5%）  (2) まあまあ良かった （34.5%）  

 (3) あまり良くなかった （6.1%）  (4) 良くなかった （1.2%）  無回答 （6.7%） 

（具体的理由：                                      ） 

６．今回のテーマに関連して、ご意見やご提案などをご自由にお書きください。 
41～44 ページに記載のとおり 

７．今後取り上げてほしいテーマがありましたら、お書きください。 
44 ページに記載のとおり 

８．本日のようなイベントを実施する際、参加しやすい曜日・時間帯はいつですか。（○はいくつでも） 
(1) 平日の夜間 （9.7%）   (2) 土曜日の午前 （9.1%）  (3) 土曜日の午後 （43.0%） 

(4) 日曜日の午前（12.7%） (5) 日曜日の午後 （44.8%） (6) その他 （7.3%） 無回答 （14.5%）           

９．スタッフの対応やフォーラムの進め方について、お気づきの点があればお書きください。 
                                           

「市民フォーラム・未来を語る」参加者アンケート 
（集計結果入り） 
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１．モノレール延伸の進捗状況・今後の可能性

№ 質　　　問 市の考え方 性別 年代

1

私自身は八王子ルートの早期整備をすべきだ
と考えるが、パネリストの方には以下について
お聞きしたい。
○需要、採算性は厳しいものがあると思われる
が、この点についての考え。
○用地買収や沿線住民の合意形成を含む現ルー
ト案の妥当性。

多摩都市モノレール八王子ルート沿線には、多
くの企業や大学及び商業施設があることから、一
定程度の需要はあるものと考えています。また、
事業を進めるためには採算性は重要ですが、少子
高齢社会がさらに進展する中では、歩いて暮らせ
るまちづくりや気軽に外出できる移動手段の確保
も重要となってきます。このため需要や採算性の
検討はもとより、モノレールの整備がまちづくり
にどのように貢献するかなども整備に向けての重
要な要素になると考えています。

なお、八王子ルートでは多摩ニュータウンや八
王子ニュータウンの整備などに合わせて、すでに
約６割で導入空間の確保が図られていることか
ら、これらを活用することにより、効率的な整備
が図れるものと考えています。

男性 40代

2

なぜモノレールが必要かという趣旨は良くわ
かる。しかし、東京モノレールのように起終点
を乗り通す需要が圧倒的に多いならともかく、
全国でモノレールの成功例はあまりないように
思う。自宅前からバスで直通で駅に向かえてい
た人が、わざわざ数百ｍ歩き、高いホームの上
下を経ることが必須になるという選択をどこま
でするのか疑問もある。（ＬＲＴの方が安上が
りで実効性が大きいのではないかとの思いがあ
る。）

多摩都市モノレールは、利用しやすい料金の設
定やイベントの開催などによる増客増収策、経費
削減などの経営努力により、平成20年度以来６期
連続で経常利益が黒字になるなど、安定した運営
に努めています。

なお、モノレールは路線バスに比べ、輸送力が
大きいこと、定時性があること、まちのランド
マークになることなどの利点があると考えてお
り、まちの魅力を高めるためにも整備を進めてい
きたいと考えています。

男性 50代

3
八王子でのＬＲＴの導入は考えられるか。

（ＪＲ北口）
男性 30代

4

多摩センターから八王子市街までは京王多摩
線、横浜線のルートがある。新たに同様のルー
トを開発するのではなく市西部への交通ルート
開発を考えるべきではないか。

未記入 未記入

5

延伸の費用の概算はどのくらいになり、ま
た、それを負担するのはどこになるか。多摩都
市モノレールは、多くの負債をかかえ借金棒引
きで再生を計りようやく黒字体質となったとこ
ろで、また大きな負債を背負うことになると、
東京都からの資金援助が重要ではないか。

男性 60代

6

立川～多摩センター間には、どのくらいの財
政負担があったのか。

八王子に伸びた場合、八王子市の財政負担
は、たえられるのか。
　また、八王子市の負担金額はどのくらいか。

男性 60代

会場の皆様からいただいたご質問と市の考え方

西部地域における新交通などの軌道系公共交通
機関の導入については、以前から要望が強く、検
討を行ってきた経緯があります。導入空間や導入
ルートなど様々な課題があることから、引き続き
導入可能な交通システムの研究などを行っていき
ます。

モノレールの整備では、橋脚やレール桁、駅舎
本体などのインフラ部と呼ばれる部分を道路管理
者が、また、車両や電力・信号、駅施設などのイ
ンフラ外部と呼ばれる部分を運行事業者が、その
費用を負担することとなっています。

現在、運行している上北台駅～多摩センター駅
間の事業費については、東京都と多摩都市モノ
レール㈱が負担していますが、モノレールが通る
沿線市も、市民の利便性向上や地域の活性化にも
つながることから、多摩都市モノレール㈱に対し
て支援を行っています。

 市民フォーラム当日、会場で質問票をお配りし、皆様から多くのご質問をいただきました。 
 すべてを会場でお答えすることができませんでしたので、この記録集で市の考え方を、

お伝えいたします。 
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№ 質　　　問 市の考え方 性別 年代

7

○モノレール等の交通網は手段であって目的で
はない。
○交通網を論ずる前に、八王子市をあるいは八
王子市内と主要駅周辺をどのようにしていこう
としているのかグランドデザインを示してほし
かった。
○八王子駅周辺を商業ゾーンにしようとするな
ら、立川にお株を奪われた現状をどうひっくり
返していくか。それとも職住近接の街にしよう
ということか。
○人口というパイは小さくなる。その中で人を
増やしていくには即決力ある街であることが不
可欠。仕事のない所に人は集まらない。
○町田にモノレールが延伸すると２万人もの人
が行きたくなるのか疑問。
○需要予測は大体バラ色。フタを開けると悲惨
なことが往々にしてある。こういう最悪のシナ
リオはどの様で、費用は誰がどう負担すること
になるのかダメージコントロール/リスクコン
トロールを聞きたい。

市では、経済のさらなるグローバル化や少子・
超高齢社会の進展、環境問題への取り組みや大規
模災害への備え等、社会経済情勢の変化を踏ま
え、20年後の八王子の姿を見据えて、今後10年間
のまちづくりの方針を示した「都市計画マスター
プラン」を改定しました。

この中では、八王子市が持つ様々な地域の特色
を活かし、地域間の連携を図ることにより、活力
と魅力が溢れ、快適で利便性の高いまちづくりを
目指しています。

なお、整備に伴う需要の予測や採算性などにつ
いては、今後適切な時期に関係者と検討していき
たいと考えています。

男性 60代

8

基本的な質問で申し訳ないのだが、再度改めて
○モノレールの必要性を整理してほしい。公共
交通の必要性はよく分かった。
○現状はどうなのか。（現時点での実現する可
能性と進歩状況を教えて。）

多摩都市モノレールは、多摩地域において都市
間相互の連携強化や交通不便地域の解消など、自
立性の高い都市圏の形成を実現するための交通機
関として計画されたものです。

多摩の拠点間を結び交通の利便性を確保してい
くためには、連続性のある交通システムの導入が
必要であると考えており、現行の運行区間と同じ
モノレールでの整備を目指しています。

なお、多摩都市モノレール八王子ルートについ
ては、平成12年１月の「運輸政策審議会答申第18
号」において、今後整備について検討すべき路線
に位置付けられています。

男性 50代

9

八王子には中央線、八高線、横浜線、京王線
と基点となる路線とともに国道16号線、20号
線、中央線、圏央道などの道路網が整備されて
いるのに、モノレールをわざわざ整備する必要
があるのか。（バス料金の均一化で利用ＵＰの
方が良いのでは）

男性 60代

10

首都圏の一極集中をいずれ改善しなければな
らない状況の中で、今後人口減は回避されな
い。非常に大きな投資を必要とするモノレール
を建設する必要があるのか。将来のメンテナン
スも大きな課題となる。現在ある公共機関を活
用すべき。

男性 80歳
以上

11
初めて耳にする話題だが、ルートの決定はど

の程度正確か。

多摩都市モノレールは、約93kmの構想路線が公
表されており、このうち、上北台～多摩センター
間（約16㎞）が開業しています。

なお、多摩センター～八王子駅間については、
平成12年１月の「運輸政策審議会答申第18号」に
おいて、今後整備に向けて検討すべき路線に位置
付けられています。

女性 70代

モノレールでなくても、路線バスの充実などで
公共交通を確保すればよいのではないかとの意見
もありますが、軌道系交通機関の持つ輸送力や利
便性、また、他市との連携という視点から交通
ネットワークの形成などを考えた場合、すでに運
行を行っており、利用者も多い既存施設との一体
性は重要なものと考えています。このため、50年
100年先を見据えたまちづくりを考えた中では、
モノレール整備を促進していきたいと考えていま
す。
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№ 質　　　問 市の考え方 性別 年代

①都市モノレールは赤字になるが、市は問題な
いか。
②ルートは決まっているので変更は可能です
か。
③都はどうか。
④もっと市は勉強しなさい。
⑤意見はモノレール事業者に聞くことが大事。

13

①平成20年度以来６期連続で経常利益が黒字にな
るなど、現在の多摩都市モノレールは、安定した
運営に努めています。
②現在の計画は、多摩ニュータウンや八王子
ニュータウンなど多くの市民が暮らす住宅地など
を通って、京王線や小田急線、横浜線などの鉄道
駅を結ぶ計画となっていることから、多くの人に
利用されやすいのではないかと考えています。な
お、具体的に整備を進める際には、様々な面から
の検討が必要とは思いますが、基本的には現計画
をベースに進めていきたいと考えいます。
③市では、八王子ルート実現に向けて26年10月28
日に市長が都知事に要望書を提出しました。国の
交通政策審議会の次期答申への位置づけや、実現
に向けた関係者間での協議の場の設置を検討する
ことなどについて、都としても努力願いたいと要
請しました。都からは、多摩都市モノレール㈱は
６期連続単年度黒字となっているものの、未だ多
額の長期債務を抱えるなど経営的な課題も残され
ており、今後も経営状況を注視していく必要があ
ること、また、都としては、次期答申に向け、多
摩都市モノレールの基本的な事項の調査など必要
な検討を進めており、国の動向を見据えて今後も
対応していくことなど、お話をいただいていま
す。
④⑤いただいたご意見は、事業を検討する際の参
考とさせていただきます。

男性 60代

12

①モノレールの予算は、国・都・市で配分はど
の程度で考えているのか。
②八王子モノレール案での駅数と駅の場所はど
こを考えているのか。
③八王子モノレールの初乗りの価格、距離対運
賃はどの程度か。
④八王子モノレール案で、経営は成り立つの
か。
⑤モノレールの説明がほしい。メリット、デメ
リット、性能、基本的に他の公共交通機関と比
べ何がちがうのか。

①今後、国や東京都と十分協議し、必要な財政負
担を求めていきます。
②駅の位置については、今後具体的に計画が進ん
だ時点で、周辺の状況を考慮した中で決められま
す。なお、現開業区間の平均駅間距離は約900mと
なっており、同様な間隔で配置されることが望ま
しいのではないかと考えています。
③モノレールなど公共交通の料金については、継
続的な営業が可能で、かつ公共事業として、同様
の施設と比較しても高くなりすぎないような範囲
で、国の許可を得て決められることになります。
④現状では事業採算性などについては検討を行っ
ておりませんが、今後、整備に向けた活動を継続
的に続けていく中で、必要な調査検討を行ってい
きたいと考えています。
⑤モノレールでなくても、路線バスの充実などで
公共交通を確保すればよいのではないかとの意見
もありますが、軌道系交通機関の持つ輸送力や利
便性、また、他市との連携という視点から交通
ネットワークの形成などを考えた場合、すでに運
行を行っており、利用者も多い既存施設との一体
性は重要なものと考えています。50年100年先を
見据えたまちづくりを考えた中では、モノレール
整備を促進していきたいと考えています。

男性 40代
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14

○交通不便な八王子市東部南部にモノレール
（八王子ルート）が出来るのは大変良いことで
ある。
○第1次構想にあった上北台～箱根ヶ崎間が運
輸政策審議会答申から15年たっても実現してい
ないので八王子ルートは20年後になると思われ
る。
○八王子の人口予測によると20年後は人口減少
となるので採算性はどうなるのか。
○愛知県小牧市の桃花台新交通（ピーチライ
ナー）のように採算性と利用者減少により
（1991～2006）15年目で廃止とならなければ良
いが。
○鉄道の採算性を考えるならつくばエクスプレ
スのように宅鉄法（宅地の開発及び鉄道設備の
一体的推進特別措置法）などの法的支えがあっ
てニュータウンをつくらないと成り立たないと
思われる。
○路線バスの拡充による（都・市補助金を導入
した）公共交通の整備ではいけないのか。

事業の採算性については、今後、整備に向けた
活動を継続的に続けていく中で、必要な調査、検
討を行っていきたいと考えています。

また、高齢化の進展に伴い、交通空白地域以外
でも、新たに路線バスやはちバスのようなコミュ
ニティバスの運行を望む声がありますが、これら
のすべてを民間バス事業者や行政だけで対応して
いくことは難しいのが現状です。このため、共
助・公助の考え方を踏まえ、地域と十分協議しな
がら、地域が中心となって地域自らの足を確保す
る取り組みを進めていきます。

男性 70代

15

○バスしか公共交通がない八王子北西部（恩方
や川口、加住など）に何か対策はあるか。
○多摩センターから八王子に延伸する場合、町
田ルートにも延伸するようにするのか。それと
も取り合いになるのか。
○八王子ルートは競合路線が多いようだが、競
合路線への影響はどうなのか。（京王線や横浜
線。さらに延伸するなら八高線も）

西部地域では公共交通の充実が求められている
ことから、モノレールをはじめとした新たな交通
機関の導入について研究していくこととしていま
す。

また、八王子ルートと同じく町田ルートも計画
されています。二つの路線がなるべく同じ時期に
整備が図られるよう努めていきます。

なお、現在の計画は、多摩ニュータウンや八王
子ニュータウンなど多くの市民が暮らす住宅地な
どを通って、京王線や小田急線、横浜線などの鉄
道駅を結ぶ計画となっていることから、多くの人
に利用されやすくなると考えています。

男性 20代

16

立川はまとまりがあり、モノレールが先に開
通したが、八王子にその力が実際あるのか。

またルートの回遊性を考えると、八王子以北
も同時に実現させなければ袋小路なってしま
う。同時に進められるのか。

多摩都市モノレールは、多摩地域において都市
間相互の連携強化や交通不便地域の解消、交通混
雑の緩和など、自立性の高い都市圏の形成を実現
するための交通機関として計画されたものです。

整備は多摩地域に不足している南北間の交通機
能の向上を図るために、立川駅を中心に南北の区
間の整備が行われたと認識しています。

なお、多摩センター駅～八王子駅間について
は、平成12年１月の「運輸政策審議会答申第18
号」において、今後整備について検討すべき路線
に位置付けられていることから、まずは多摩セン
ター駅～八王子駅間を先行すべきであると考えて
います。

男性 60代

17
多摩都市モノレールが延長されると、物流や

車の流れは変わるのか。

多摩都市モノレール八王子ルートは、南大沢駅
や八王子みなみ野駅の地域拠点と、八王子駅周辺
の中心拠点を結ぶ公共交通機関として、人・モ
ノ・情報の交流の活発化が期待されています。

男性 40代
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18
以前、元八王子地区にモノレールを通す計画

があると聞いたことがある。どうなっているの
か。

男性 60代

19
この計画は「生きて」いるのか「死んで」い

るのか教えてほしい。
男性 80歳
以上

20
計画の実現可能性、その他の計画は無いの

か。

昭和56年3月に東京都の長期計画で公表されて
いる約93kmの構想路線のうち、上北台～多摩セン
ター間（約16㎞）が開業しており、多摩センター
～八王子駅間については平成12年１月の「運輸政
策審議会答申第18号」において、今後整備につい
て検討すべき路線に位置付けられています。

市では、地域活性化のためにも延伸は重要と考
えており、八王子ルート実現に向けて26年10月28
日に市長が都知事に要望書を提出しました。今後
も関係市町で構成している「多摩地域都市モノ
レール等建設促進協議会」など、様々な機会を通
じて、国や都など関係機関に対し整備促進を要望
していくとともに、市としても継続的に取り組み
を進めていきます。

男性 70代

21

モノレールの計画ルートについて。
○計画はほぼ確定した状況なのか。あるいは一
つのルート案か。
○多摩センター～町田は有益だが、多摩セン
ター～南大沢～ＪＲ八王子は無駄だと思う。京
王線・ＪＲ横浜線とルートが重なる。

多摩センター～八王子駅間については、平成12
年１月の「運輸政策審議会答申第18号」におい
て、今後整備について検討すべき路線に位置付け
られています。

なお、現在の計画は、多摩ニュータウンや八王
子ニュータウンなど多くの市民が暮らす住宅地な
どを通って、京王線や小田急線、横浜線などの鉄
道駅を結ぶ計画となっていることから、多くの人
に利用されやすく有益なものと考えていますが、
具体的に計画が進行する場合には、再度ルートを
含めて検討を深めていきます。

男性 70代

22

中長期の計画実現に対して短期のアクション
プランを聞きたい。特に横浜線と中央線の運行
間隔や運送スピード（快速）の評判は悪いよう
に見える。直近５～10年の建設インフラはどの
ように改善していくのか。

多摩都市モノレールの整備促進については、平
成27年度から３か年の市のアクションプランで、
整備促進に向けた機運を高めるため、ＰＲパンフ
レットを作成するとともに、協議会を立ち上げ関
係機関への要望等を行っていくこととしていま
す。

また、中央線の速達性向上について、多摩地域
の関連する市町村で「三鷹立川間立体化複々線促
進協議会」を組織して、複々線化の実現に向けて
活動しています。

未記入 未記入

ご指摘のとおり、元八王子地区では、以前、土
地区画整理事業によるまちづくりが計画され、陣
馬街道を拡幅して、モノレールなど軌道系交通を
導入していくような構想がありました。

元八王子地区を含め西部地域では公共交通の充
実が求められていることから、モノレールをはじ
めとした新たな交通機関の導入について研究して
いくこととしています。

また、昭和56年３月に東京都の長期計画で公表
された多摩都市モノレール全体構想約93kmの中で
は、ＪＲ八王子駅付近から小宮駅付近を通過する
構想路線も示されています。
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23
参考事例は成功したのか、また、どの程度成

功したのかを知りたい。

事例については、基調講演を行った学識経験者
から紹介されたもので、特にアメリカの事例の成
否について、市では把握していません。

なお、富山市が進めているＬＲＴなど公共交通
を軸としたコンパクトなまちづくりでは、様々な
施策の連携により、一定の成果が上がっているも
のと聞いています。

未記入 未記入

24
具体的に市民が行えることはどんなことなの

か。

今回の市民フォーラムで市長は「市民の皆様や
関係団体と力を合わせ、実現に向けて取り組んで
いく」と意気込みを示しました。これからのまち
づくりに大きな影響をもたらす公共交通につい
て、今後も様々な機会を捉えて、市民の皆様と考
えていくとともに、整備促進の機運を高めていき
たいと考えています。

女性 50代

２．他の鉄道路線について

№ 質　　　問 市の考え方 性別 年代

1

ルート実現に向け大学、公共施設（運動
場）、駅との接続が利用者増には重要だと思
う。横浜線みなみ野駅との接続は計画図にない
が、
○みなみ野駅南側とつなげてはどうか。
○大学と連携して署名などをして誘致しては。

多摩都市モノレール八王子ルートが計画されて
いる沿線には、多くの大学が立地し、また、多く
の企業が活動をしており、このような大学や企業
と産業交流拠点とを結びつけることが、多摩都市
モノレール八王子ルートの実現に何よりも必要で
あると考えています.。今後、大学との連携等を
含め実現に向けて検討を進めていきます。

なお、鉄道駅での乗り換えについては、今後具
体的に計画を進める段階で、その利便性が確保で
きるよう検討していきます。

男性 50代

2

身近な問題として
○パンク状態の八王子駅改良との関連づけ。
○ＪＲ東日本とＪＲ貨物用地。
○横浜線と八高線。
○橋本駅のＪＲと京王線との導線改善（改札の
一体化）。

都市の発展のためには、鉄道の機能強化や交通
結節点である駅の利便性向上などは重要な取り組
みであると認識しています。

このため、現在八王子駅周辺では、横浜線と八
高線の連結化などによる駅機能の強化、八高線八
王子・高麗川間の複線化などの実現に向けて、沿
線市町や関係者と連絡調整を図っているところで
す。

男性 70代

3
○八高線と横浜線の直通化は考えていないの
か。
○中央線の三鷹～立川間の複々線化を早く。

八高線と横浜線については、ＪＲ八王子駅周辺
の利便性向上という観点から、横浜線と八高線の
連結化をはじめ、駅構内における乗り換えの円滑
化などについての研究会をＪＲ東日本、ＪＲ貨物
と共に設置し検討を進めています。

また、中央線の三鷹～立川間の複々線化につい
ては、中央線沿線の各市町と共に「三鷹立川間立
体化複々線促進協議会」を構成し、複々線化の実
現に向けて活動しています。

未記入 未記入

4

ＪＲ立川駅～高尾間の中央線を高架にしてほ
しい。桜横町が立体交差になり、車にとっては
非常に便利だが、歩行者や自転車にとっては急
な下り上り坂のため危険である。利用者は車側
の踏切を利用している人が多いと思う。できる
だけ早く実現してほしい。立川まではすでに高
架になっているのだから。

ＪＲ中央線立川～高尾間の高架は、踏切による
交通ボトルネックの解消や市街地の連続性の確保
など、まちづくりとも関わりが深く、重要な課題
であると認識していますが、事業主体や事業費な
ど課題も多くあることから、商工会議所等とも連
携しながら調査・研究を行っていきます。

男性 80歳
以上
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№ 質　　　問 市の考え方 性別 年代

5

ＪＲ駅や駅周辺のにぎわいが八王子は少ない
と思う。立川駅と比べると大差がある（くやし
いが）モノレールを含め、活性化することはで
きないか。

中心市街地では、旭町・明神町地区周辺まちづ
くりの推進、細街路整備による回遊性の向上、空
き店舗対策による中心市街地の活性化の促進な
ど、ハード・ソフト両面から新たなにぎわいづく
りを進めていきます。

男性 60代

6

自分は、八王子市の車社会を変えるべきだと
思う。そのために、鉄道路線を通さなければな
らないと思う。しかし、多摩都市モノレールの
路線を建設するより、ちゃんとした鉄道路線を
通した方が良いと思う。なぜなら、他の鉄道路
線と乗入れすることができないから。たしかに
モノレールは、少ない費用で建設することがで
きるが、技術上、他の鉄道路線と乗入れするこ
とができない。さらに、乗り換えとなると非常
に面倒。多摩鉄道（仮）と第3セクター会社を
設立し、ＪＲ中央線と東京まで相互乗入れし
て、さらに、多摩鉄道線内を走る速達列車は、
最高160㎞/ｈで運転する。裏面に具体的な路線
図を書いたので、参考にしてほしい。

過度な自動車の利用を抑制するためには、公共
交通の充実が重要となりますが、公共交通は、タ
クシーや路線バスから都市鉄道まで様々な種類が
あり、それぞれの役割に応じて、人々の暮らしや
企業活動を支えています。

このうち中央線などの都市鉄道は、広域交通を
支える重要なネットワークであると認識してお
り、市では中央線沿線の自治体と共に協議会を作
り、三鷹・立川間の複々線化の促進など、機能強
化に向けた取り組みを進めていますので、ご理解
願います。

男性 小学生

7
リニア新幹線について

輸送力的には東海道新幹線のようにはならな
いと思う。そのあたりどう思うか。

リニア中央新幹線については、橋本駅付近に新
駅建設されることが決定していますが、詳細につ
いては発表されておらず、今後の動向を注視して
いきます。

未記入 未記入

３．自動車や道路交通について

№ 質　　　問 市の考え方 性別 年代

1

車依存からの脱却という観点からも公共交通
の整備が望まれていると思うが、実際、車は郊
外居住者にとっての「公共交通」となっている
といっても過言ではないと思う。また自動運転
車や燃料電池車等といった現在の車のデメリッ
トを解消した技術が登場している中で、改めて
公共交通としてモノレールを整備する意義が問
われているように思う。

人々が移動する手段としては、自家用車のよう
な個人利用のものから、都市鉄道のような大量輸
送システムまで様々な種類があります。

このうち自家用車は時間の制約も少なく利用で
きる交通手段ですが、高齢化の進展による単身世
帯の増加などにより、自動車が利用できない市民
も今後ますます多くなることから、過度な自動車
依存からの転換も必要となってきます。

このため多摩都市モノレールなど、公共交通の
充実に向けた取り組みも進めていかなければなら
ないものと考えています。

男性 20代

2

高尾駅周辺にて、次々と大型店舗（高層住
宅）の建設計画があり、現在でも高尾南側道路
は大変な混雑で、いつ事故が起きてもおかしく
ない状態である。養護学校も開校された時点で
は大変な事になると思うが、市としての考え
は。

高尾駅周辺の大型店舗による交通問題について
は、関係法令に基づき、周辺の生活環境につい
て、事業者側が道路管理者（都・市）及び交通管
理者（警察）等と協議を行い、解決を図るものと
しています。市としては、周辺地域の生活環境が
維持・保全されるよう、協議の中で適切に指導し
ていきます。

男性 70代
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№ 質　　　問 市の考え方 性別 年代

3

なぜこのルート案なのかがよくわからない。
現在の鉄道と並行しているように思うのだが。
八王子西部地域のことを考えると、コストのか
かるモノレールより、バスなどの他の交通網の
充実が先と思われる。

現在の計画は、多摩ニュータウンや八王子
ニュータウンなど多くの市民が暮らし、企業が活
動する地域の拠点を通って、京王線や小田急線、
横浜線などの鉄道駅を結ぶ計画となっており、多
くの人に利用され地域の利便性向上につながるこ
とから、設定されたものと考えています。

なお、多摩都市モノレールは、多摩地域におい
て都市間相互の連携強化や交通不便地域の解消な
ど、自立性の高い都市圏の形成を実現するための
交通機関として計画されたものです。

このため多摩の拠点間を結び交通の利便性を確
保していくためには、連続性のある交通システム
の導入が必要であると考えています。

女性 50代

４．他の交通機関について

№ 質　　　問 市の考え方 性別 年代

1

○軌道系交通が街の魅力を高め、必要性が高い
という話は同感だが、高齢者の利便性やＢ/Ｃ
を高めることは世界標準になっているトラムの
方が優れていると思われる。モノレールこだわ
らず、トラムも視野に入れてはどうか。
○軌道系交通の利用促進には二次交通の充実、
路線バスと自転車を速く便利にする必要がある
と思うが、そのための市の取り組みはどうする
のか。

多摩都市モノレールは、多摩地域において都市
間相互の連携強化や交通不便地域の解消など、自
立性の高い都市圏の形成を実現するための交通機
関として計画されたものです。

多摩の拠点間を結び交通の利便性を確保してい
くためには、連続性のある交通システムの導入が
必要であると考えており、トラムなど様々なシス
テムがある中で、現行の運行区間と同じモノレー
ルでの整備を目指しています。

男性 30代

2

「イオンモール八王子」が道の駅八王子滝山
近くにオープン予定となっているが、「イオン
モール八王子」オープン後の交通アクセスはど
のようになる予定か。

現在、流通業務施設の整備が進められている中
央道八王子インター北地区付近については、現状
でもひよどり山トンネルを経由したバス路線が
通っており、施設開業後はこれらの路線バスを利
用してアクセスできるものと考えています。

なお、施設へのアクセスがより容易になるよ
う、現在、事業者とバス事業者とで協議調整を
行っていると聞いています。

男性 30代

3
横田基地が近い将来民間利用ができると思

う。航空関係とどう連携するのか。

横田基地の民間利用が実現された場合、モノ
レールなどの軌道系交通機関の持つ輸送力が重要
なものとなると考えています。

男性 60代

4
横田基地の民間空港化の実現可能性について

はどうか。

民間機乗り入れの推進は、地域住民の生活の利
便性の向上や、経済の活性化等多摩の振興に有益
であると考えています。一方で、騒音など周辺住
民への影響も増大することが想定され、東京都市
長会を通じて都に対し航空機騒音調査、騒音対策
の充実等に関する予算要望を行っています。都
は、基地問題を抱える各県と連携して国に働きか
けを行っています。今後も、国や都、周辺自治体
の意向を尊重し、必要に応じて近隣自治体と連携
しながら実現に向けた対策を検討し、進めていき
ます。

男性 60代
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５．ご意見・ご要望

№ 質　　　問 市の考え方 性別 年代

1

将来に向けた高齢化社会における交通アクセス
の確保について

健康で歩行できる方は多様なアクセスで移動
できるが、圧倒的に高齢者が多くなり「障害
等」を抱えた移動困難者のアクセスはどうなる
か。弱者の視点が不足している。健常者のみの
アクセスではないはずだ。

高齢化の進展に伴い、高齢者などの移動困難者
への対応は、今後の重要な課題であると認識して
います。昨今、いわゆる交通空白地域以外でも移
動手段の確保に関して多くの要望がありますが、
その全てを行政や交通事業者だけで対応すること
は困難なことから、共助・公助の考え方を踏ま
え、地域と十分協議しながら、その対応策等につ
いて検討していきます。

男性 70代

2

多摩都市モノレール構想は昭和50年代に都か
ら発表され、整備路線（多摩センター～上北
台）のみが現在運用されている。武蔵村山市で
は市民の会を市商工会でつくって、全市で運動
をしているが、青梅街道の拡幅で手間取ってい
る。そこで、八王子市としてスタートするには
周辺の町田市、多摩市を呼び込んで旗揚げをす
るべきと考えるがいかがか。

現在、関連市町と構成している「多摩地域都市
モノレール等建設促進協議会」において、課題等
の解決に向けた活動を行っています。今後、さら
なる連携を図り実現に向けて進めていきます。

男性 70代

3
自然環境の視点からの考えをお願いする。私

は高尾地区に住んでいて利便性は満足なレベル
である。周辺の緑は宅地造成などが心配だ。

「八王子市みどりの基本計画」に基づき、みど
りの保全に努めていきます。多摩都市モノレール
八王子ルートの整備にあたっては、適切な土地利
用の促進に努めていきます。

男性 70代

4

私は10代の子供のいる主婦だ。子供の学校
（中学・高校）の交通費が月２万円位になる学
校に進学を希望している。西東京バス、京王バ
スの運賃と高尾駅構内の入場料など、八王子市
内の移動で高くなる。なんとか鉄道を敷いてほ
しいと思う。通学費の調査をして検討する予定
はあるか。せめて高尾駅構内の割引や違うバス
でも割引できないか。

現状では、市として通学費の調査や支援などに
ついて検討していくことは考えていません。

鉄道やバスでは、新たにＩＣカードを利用した
金額式定期などのサービスも始められているの
で、それらの活用をお願いします。

なお、現在、高尾駅南北の往来に不便が生じて
いることから、駅の橋上化とあわせた南北自由通
路の整備を進めているところですが、整備には一
定の時間を要するため、駅構内を通行する高齢者
及び心身に障害のある方を対象に、暫定的な支援
策として、ＪＲ高尾駅構内の通行費用を支援する
事業を実施しています。

女性 50代

5

スライドについて
○最新八王子広報によると、前回の国勢調査に
比べ、２万人減っている。このデータは古いの
では。
○都の人口増減率が同じになっているが、その
前提条件は。
○交通は人口増加する町づくりの為の手段では
ないか(目的ではなく）。

スライド資料は、基調講演を行っていただいた
学識経験者が作成したもので、データは平成17年
の国勢調査を基にした推計データを用いていると
聞いています。

なお、交通の利便性を向上することなどによ
り、本市の活性化を図り、人口減少に歯止めをか
けるよう努めていきたいと考えています。

男性 60代

6

多摩市から町田にモノレールが出来ると人の
流れが変わるとのこと。何とか多摩市、町田市
から八王子に人の流れができるようにしてほし
い。

ご指摘のように、八王子市に人の流れを作るこ
とが、まちづくりにおいても重要な要素であると
考えています。

未記入 未記入
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その他、以下のご意見は、今後の市政運営の参考とさせていただきます。

№ 性別 年代

1 男性 20代

2 男性 60代

3 男性 50代

4 男性 70代

5 女性
80歳
以上

6 男性 60代

7 男性 70代

8 男性 60代

9 男性 70代

10 男性 70代

11 男性 40代

12 男性 40代

今は車に乗ることができている。モノレールは乗ったことがあるが、調整区域に住んでいる自
分たちにとっては必要ない。山間部にて冬の日照確保に取り組んでいる。

　最初から大胆に、まず実現するよう早くやるべきだ。

　ぜひ実現に向かって進めてほしい。

　今回の説明会、素晴らしいと思う。

　南大沢地区の発展につながり、利便性が高まると思う。

今回のテーマや街づくりなどは、他市に住んでいて利用する人の意見が大切と感じている。モ
ノレール建設が見えてきたら、今はやりの「ふるさと納税」を利用し金も口も出してもらいた
い。（駅周辺の街づくりなどに対して）ふるさと納税者にはよく知ってもらえるように八王子へ
来てもらえたらうれしい。

自動車の進歩（自動化、ＧＰＳ通信との連携、安全性）を考慮した公共交通の将来像を描くこ
とが必要と考える。自動車系の進歩は早足で進んでいるのでは。

大学４年生。近年八王子の交通インフラ・再開発などの都市化が進んでおり（構想が広がっ
て）非常に期待を抱いている。建設予定のイオンモールはその顕著である。八王子はベッドタウ
ンで中高齢の多い都市だが、同時に23もの大学を持った若者の住む学研都市でもある。若者の意
見としては23区に負けないくらいの近未来都市化を期待している。（現構想では駅前のJリーグ
サッカー場、シネコン建設には大賛成）是非、今後も八王子市の都市化を進め、学生が卒業後も
八王子に住みたいと思える都市の実現を切望している。

質　　　問

多摩都市モノレールは、東京都の南北道路の貧弱さから公共交通として交通分散の一考として
実現したものであろう。地下鉄、モノレールの導入にあたり、昔の運輸省と建設省との争いの中
でモノレール事業を進められる建設省側に軍配があがり、二度の用地買収が行われた経過もあ
る。確かに多摩都市モノレールを活用し八王子を元気にさせる一方法もあるかと思うが、人口減
少、少子高齢化の時代で投資価値があるのか疑問に感ずるところである。国鉄時代の構想で川越
線、八高線、相模線をつないだ公共交通機関の充実を検討することも一つの方法と考えるがいか
がか。

八王子ルートは間違いなく必要だと思うが、その先八王子駅からどの様に計画するかが八王子
の未来に大きくかかわって来ると思う。甲州街道のど真ん中をクロスさせると、中心市街地の復
活につながると思いうが、いかがだろうか。

○市の郊外の地域に居住するサラリーマンの通勤時間の短縮のため、もっと延長すべきと考え
る。
○商業地域にいる者は、高尾山へのたくさんの観光客を市街地に誘導する路線を考えるべきでは
ないか。

20～30年前の計画でモノレール実現を楽しみにしていたが、立川にとられた。バスは時間が不
確実。早くモノレールを通してほしい。都内23区のバスはあれだけの工事の中、１分たりとも遅
れた事はない。早く実現を。今必要なのだ。
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多摩市の多摩センター駅から東大和市の上北台駅まで、多摩地域を南北に縦断する多摩都市モノレールに、
八王子ルートの計画があることをご存じですか？ 
今後、リニア中央新幹線駅が相模原市橋本駅付近に建設されることを見据えて、横浜線・八高線の連続乗り

入れを可能にする「シームレス化」も期待されるなど、本市を取り巻く公共交通は新たな時代を迎えています。 
市民の日常生活や地域間の交流、経済活動を支え、これからのまちづくりに大きな影響をもたらす公共交通

について、会場の皆さまとともに考える市民フォーラム。ぜひ、ご来場ください。 

 

14：10～14：50 基調講演 「公共交通とまちづくり」 

15：00～16：30 パネルディスカッション 「新たな時代の八王子の公共交通を考える」  

 

クリエイトホール ５階ホール 
（八王子市東町５－６ ☎042-648-2231） 

・手話通訳・要約筆記あり。 

・１歳から就学前のお子さんの託児あり（要事前申込） 

基調講演・パネルディスカッションコーディネーター 

西浦 定継さん（明星大学 理工学部総合理工学科（環境・生態学系） 教授） 

パネリスト 

田辺 隆一郎さん（八王子商工会議所会頭） 

松本 真澄さん（首都大学東京 大学院 都市環境科学研究科 建築学域 助教） 

中島 静男さん（八王子市町会自治会連合会副会長） 

石森 孝志（八王子市長） 

出演者 

場所 

＜お問い合わせ＞  http://www.city.hachioji.tokyo.jp/iken/forum/index.html 
 

八王子市 総合経営部広聴課・都市計画部交通企画課 

ＴＥＬ：０４２-６２０-７４１１ 

ＦＡＸ：０４２-６２０-７３２２ 
 

入入入場場場無無無料料料   

申申申込込込不不不要要要   

 (定員１７０名・先着順) 

 平成２７年                    １４時～１６時３０分 
            
 

（開場 13 時） 

駐車場のご用意はありません 

クリエイトホール 

会場マップ 

（広聴課） 

＜開催告知用ポスター＞
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