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はじめに 

 

本研究会は、平成 22 年 12 月に策定された「高崎都市集客戦略ビジョン」を踏ま

え、集客都市・高崎を実現するため、高崎都心部のまちづくりのあり方について検

討を行った。 

本研究会では都市の集客戦略として、高崎都心部はどうあるべきか、都心部に計

画されている集客施設の役割や方向性、そして、プロモーション等の都市戦略につ

いての検討を進めた。これまで 4 回の会議を重ね、集客のターゲットやエリア、魅

力の中身など、まちづくりの考え方や方向性等を中心に多くの意見が出された。本

報告書は、各委員から出された多様な意見について、その趣旨を最大限尊重するた

め項目ごとに整理したものである。今後、様々な面からの取り組みによって、本報

告書が 20 年後、30 年後の高崎都心部が輝き続けるための一助になることを期待す

るものである。 

 

 

１ 「集客都市」としての課題 

 

高崎都市集客戦略ビジョン（以下、ビジョン）では、人口減少社会を迎えた今

日において、地域の特性に応じて自立的に発展する必要から、高崎が都市として

将来にわたり発展・成長を続けるための戦略として、都心部へ人・もの・情報な

どの「交流」と、新たな芸術・文化や科学技術などの「創造」を集積させ、それ

を市域全体に波及させることが示されている。 

ビジョンにあるとおり、外からの集客が高崎の発展に必要であることは、研究

会としても一致した考えである。しかしながら、外からの集客を実現するために

は乗り越えるべき様々な課題があることも事実である。 

研究会を通じた議論の中から、集客都市としての高崎の現状に関する意見を分

類すると次のとおりである。 

 

（１）来街者の視点 

外から来た人を満足させるおもてなしの心があれば、まちをさらに魅力あるも

のにしていける。 
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集客都市に必要なのは、外から来る人にとって便利なことである。つまり、高

崎を訪れる人にとっては、たとえ初めて来たその日であっても、自由に思いどお

りの活動ができる機能的なまちであることが、高崎都心部には求められる。中で

も高崎のエリア内の移動の不便さは、以前から指摘されており、市内各地へのア

クセス方法などを分かりやすく案内する仕組みや機能を充実させ、外から来た人

に対するもてなしや思いやりを意識したまちづくりがまず必要である。 

東京など外の地域からのアクセスは優れているのだから、地域内の移動手段（2

次交通）を充実させ利便性が高まれば、周辺観光地や周辺他都市に対する拠点性

をさらに高めることができる。 

 

（２）情報発信とプロモーション 

「そと」を強く意識し、積極的に情報発信することで、まちは変えられる。 

 

集客するためには、まず、外の人たちに高崎を知ってもらうことが必要となる

が、外部に向けた情報発信が不足している。優先課題として、高崎の情報を外に

発信する有効な仕組みを構築すれば、地域の魅力や情報を必要な相手に届けるこ

とができる。 

また、外に向けた発信と同時に、地元である高崎の人にもより深く高崎の歴史

や文化というものを知ってもらうことが必要である。そのため、ランドマーク的

な施設や機能を都心部に備えるべきである。そうすれば、その象徴性をきっかけ

として、発信する中身である高崎の魅力についての情報を多くの人が共有するこ

とができるだろう。また、外から来た人が高崎について知ることによって、彼ら

自身を媒体として高崎の情報を広く発信することも期待できる。 

現在は高崎の都市ブランド力が弱く、高崎というネーミングが都市力に見合う

ほどにはプラスになっていないが、都市の諸資源の豊かさからもたらされる全体

的な魅力がしっかりと伝わることによって、強い都市ブランドを作り上げること

ができると考えられる。 

 

（３）交通拠点性の活用 

都市の特性である交通の便利さを活かし、さらに人が集い、交流し合うことで

都市の魅力度が高められる。 
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   交通拠点性は高崎の強みであるが、そのことに満足することなく、都市機能を

向上させることが必要である。全国各地で新幹線や高速道路、空港の整備が進み、

東京との交通利便性は多くの都市で向上しており、高崎だけが卓越した交通拠点

性を持つ都市ではなくなってきている。中でも、新幹線は集客エリアを拡げる可

能性もあるが、他都市に出て行きやすいという負の面もあるということを認識す

る必要がある。 

駅やインターチェンジがあるというのは、まちそのものの魅力にはならないの

で、高崎が目的地となるような魅力ができることにより、駅やインターチェンジ

といった交通機関が、より有効な手段となる。高崎都心部に必要なのは、まちそ

のものの魅力を高めることで、優位な交通拠点性を積極的に活用し、賑わいの創

出に結びつけることである。 

日本海と太平洋を結ぶ高速道路があることを活かして、高崎を通過させないよ

うにする仕掛けがあれば、大きなチャンスに結びつく。 

 

 

２ 魅力ある「集客都市」へ向けて 

 

（１）高崎都心部のあり方 

 

中心市街地は高崎駅の西口エリアが中心であったが、新幹線等の発達によって

駅の役割や重要性が高まり、その周辺に業務機能や商業機能の集積が進み、都市

機能の重心が移りつつある。今後、さらに周辺地域からの集客力を伸ばすために

は、マグネットの役目を果たす機能が高崎都心部に必要である。例えば、インパ

クトのある大型商業施設の誘致ができれば、既存の施設や機能と競争することで

相乗効果を生み、そのことが情報発信にもつながる。また、視覚的に訴える掲示

板や案内板について、高崎ならではの個性や特性を活かしたデザイン性の高いも

のにして、分かりやすくすることが求められる。 

高崎は、駅周辺に都市機能が集約されているというコンパクトさが魅力であり、

都心部の機能をより高めることを検討すべきである。 

 

（２）集客の戦略について 
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[目標の設定] 

 コンベンションやＭＩＣＥは非常に幅広い市場であり、その中で高崎がどこを

ターゲットにするのか、戦略を明確しなければ中途半端になってしまう。施設面

や地域性を考慮し、どんな人に来てもらいたいか、どういう人なら来てくれるか

考えることが必要である。 

対象を明確にするためには、徹底したマーケティングが必要となる。マーケテ

ィングによって相手のニーズを把握し、それを満たすハードやソフトを用意する

という視点をまちづくりの中に取り入れるべきである。 

 

[方向性] 

集客のターゲットや求められるニーズというのは、分野によって異なる。ビジ

ネスと観光、会議と展示などそれぞれの分野ごとに、異なる魅力を提供する必要

がある。 

特に観光などで外から来る一過性の人と、居住する人とでは求める魅力が異な

る。来街者にとっての魅力づくりは、居住する人にとってのメリットは少ないが、

外からの集客には必要である。そのための負担をしなければ高崎が成長できない

ということを前提に検討すべきである。行政が長期的な視点を持ち、粘り強く住

民を説得することも必要である。 

    施設をつくる場合においても、どのような使われ方をするのか、そのために必

要な運営の方法や主体などを想定した計画づくりが必要である。住民のためでは

なく、外の人のための施設であることをはっきりさせるという戦略も必要である。 

   また、集客でもコンベンションで人が来ることと、まちが多くの人で賑わうこ

とは、別の視点で考えるべきである。東京から 1 時間というのはコンベンション

にとって有効だが、直接的な賑わいを生む学生や若者には意味が無いというよう

な認識を持って取り組む必要がある。 

 

[集客エリアの考え方] 

集客のターゲットとして、交通拠点性を活かして各高速交通の沿線をはじめ、

広域からの集客を想定することができる。しかしながら、まちの賑わいのために

は、まずは周辺地域から確実に集客することで近隣からのリピーターをつくり、

次の段階として大きなプロモーションによって広いエリアの集客を図るという

ことが必要である。その際に、1 つの地域だけでなく、「高崎＋α」の発想が必要
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で、前橋、尾瀬、草津などを組み合わせて、それらも高崎の魅力の 1 つとするよ

うな積極性が求められる。 

 

[国際化への対応] 

一方で、将来的に国内人口の減少と、日本全体の国際化が進展する中での集客

や成長には、アジアをはじめとする外国人の位置付けというものが必要である。

学術会議やビジネスのコンベンションなどは、外国人への対応が不可欠な要素と

なっており、その必要性については今後の検討の中で明確にしていかなければな

らない。 

 

（３）都市集客施設について 

 

 [施設の必要性] 

交流人口を拡大させるためには、コンベンションの誘致が有効である。 

すでに全国各地で積極的な取り組みが行われており、政府も海外から人を呼ぶ

ための戦略として力を入れていて、会議や展示会、研修旅行などの頭文字から「Ｍ

ＩＣＥ」と呼ばれている。 

 高崎にはコンベンションの誘致に必要とされる一定規模を超える会議場や展

示場などのコンベンション施設と、開催を支援するコンベンションビューロー組

織の両方が欠けているので、それらを備えることで都市機能やブランド力の強化

が図れると考えられる。 

 高崎市の都市集客施設構想は、コンベンション機能を 1 つの柱としている。コ

ンベンション開催の条件の 1 つが交通の便利さであり、これは、高崎の強みであ

る交通拠点性の活用という面からも有効である。そのためには、新施設の立地は

高崎駅とのアクセスが最重要である。 

また、市内にある大学等の研究機関や企業の他にも、隣接する前橋市にある国

や県の関係機関等も活用することができる。さらには、周辺の観光地と連携する

ことによって、高崎でコンベンションを開催する価値を高めることを検討すべき

である。 

    

[施設の方向性] 

 会議場や展示場などのコンベンション施設が国内で最も集積しているのは東
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京周辺である。高崎で計画するコンベンション施設は、東京の施設とのはっきり

とした役割分担を考える必要がある。整備にあたっては自らの経営資源を見極め

て、身の丈に合った施設とすることが大切である。 

コンベンション施設が有効に機能し活用されるためには、施設をつくることと

ともに中身が重要となる。新しい施設や機能を誰が主体となって運営するのか、

組織としての戦略が無ければ事業が行き詰る可能性もあるため、ハードの整備と

ソフトの体制をセットで進めるべきである。さらに、施設に求められるニーズは

短期間に変化するので、ＰＤＣＡサイクルを継続しフレキシブルに対応する姿勢

を基本とするべきである。そして、ただコンベンション施設があれば良いのでは

なく、豊かな地域資源に結びつけることが必要である 

 

（４）シティプロモーション、情報発信について 

 

まちの魅力や整備した施設を認めてもらうためには、分かりやすいストーリー

と伝達する仕組みづくりが必要である。そのためには、相手に合わせた情報提供

により、高崎の魅力が相手にとって有益であるということを伝えることが重要で

ある。 

行政だけでなく民間と一体になって取り組むことで、都市としての魅力付けが

できる。民間の持つノウハウを活かし、思い切った戦略が必要である。その際、

市民などの民間が主体となり、それを行政がサポートする形が高崎らしい理想的

なやり方である。 

さらには、自然災害が少ないという地域の特性を積極的にアピールすることは、

高崎の魅力の向上に結びつくものである。 

 

（５）ソフトや中身の重要性 

 

情報発信する中身やコンテンツに競争力がなければ、情報が伝わっても魅力を

感じてもらえない。それらをどうつくっていくのか十分な検討が必要である。 

都市間競争に勝ち残るためには人間力が重要であり、交通や都市基盤といった

十分条件を活かしながら高崎の人間力をさらに高めていくという戦略が必要で

ある。その際、外の優秀な人材を持ってきて、それを高崎のベースに組み込んで

いくことも大事な戦略である。 
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高崎に集まった人をどう活用するのか、人が来てどう感動するのか、継続して

ファンになるかということにとって重要なのは、思いやりやもてなしの魅力であ

る。重要なのは集客都市に向けて市民全体がもてなしの担い手になるという意識

を浸透させる努力が必要である。 

 

（６）まとめ 

 

集客都市として都市間競争に打ち勝つには、強みのある交通拠点性を戦略的に

活用しなければならない。そのための視点としては①都心部というエリア的概念

の設定、②分野やエリア等の対象を明確にした戦略性、③集客のシンボルとして

の都市集客施設についての取り組みが必要となる。そして集客都市の最大効果を

発揮するためには積極的なシティプロモーションによる情報発信と、ハードだけ

でなくソフトや具体的なコンテンツについての十分な検討が欠かせない要素で

ある。 

さらに、集客都市に向けた取り組みには、市民の力をまちづくりに活かすとい

うことが求められるが、その方法や具体的な役割の十分な検討が必要である。実

現するためには、外の人を呼び込む必要性を行政だけでなく市民が共有しなけれ

ばならない。そのためには市民に対し、分かりやすい目標と具体的な行動計画を

示す必要がある。 

その中で、高崎ならではの個性を磨き、他都市にない独創的な戦略を十分に練

ることが肝要である。しかし、独創的な考え方は、ときには多くの人々の理解を

得にくい恐れがあるので、推進主体である行政には、強い信念とリーダーシップ

を持って積極的に説明責任を果たすことが求められる。 

 

 

３ その他 

 

東日本大震災は日本社会に大きな影響を与え、自然災害や非常時のエネルギー

対策ということが、全ての都市に共通するテーマとなった。時代のニーズとして、

災害に強いという都市の安全性が重視される点に留意しなければならない。高崎

は、安全性がトータルに保障されている都市を目指すとともに、そのことを広く

情報発信する必要がある。同時に、高崎周辺だけでなく、交通網で結ばれている



高崎都心部まちづくり研究会報告書 

 8

地域の安全性についても認識しなければならない。その上で、バックアップ機能

の誘致などに積極的に取り組むべきである。 

 

 

おわりに 

 

高速交通網が発達し、他の地域に比べ優位性を持つ高崎市ではあるが、少子高齢

化や長引く経済の低迷など、取り巻く環境は厳しさを増してくることが予想される。

このような中、将来を見据えて発想を転換し、新たな視点でまちづくりに取り組む

ことが、社会構造の変化や都市間競争の中で生き残るための前提条件となる。 

そのためには、高崎駅を中心とした都心部について地域全体を牽引する一大拠点

と位置付け、ターゲットを明確にしたソフトやハードの仕掛けと、シンボルとして

の機能性の高い都市集客施設を整備することが求められている。 

高崎市は、人口が 37 万人を超えた今、中核都市としての自覚とより広い視点を

持ち、まちづくりに取り組んでいかなければならない。そして、地域内を対象とし

た従来の政策とは別の視点で、国内外問わず外へ向けた積極的な戦略が不可欠であ

る。 

行政と民間が一体となって取り組み、高崎に人、もの、情報を集積させることで

経済を活性化させるという集客都市の実現を期待するものである。 
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6 岡田恵子 高崎駅周辺地域エリアマネジメント協議会 代表 

7 小島昭夫 高崎商工会議所 中小企業相談所長 

8 末村歓也 高崎観光協会 副理事長 
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研究会日程 

 

 開催日 会 場 内 容 

第 1 回 平成 23年 4 月 13 日 庁議室 研究会について 

第 2 回 平成 23年 5 月 9日 庁議室 
都心部のあり方 

都市集客施設の方向性 

第 3 回 平成 23年 6 月 3日 庁議室 
シティプロモーションなどの都市戦略 

これまでの議論から 

第 4 回 平成 23年 7 月 15 日 31 会議室 まとめ 

 

 


