
 - 1 -

第１回 都心部まちづくり研究会 会議報告 

開催日時 平成２３年４月１３日（水）午前１０時～１１時４０分 

開催場所 市役所庁議室 

出席者 増田委員、味水委員、坂委員、富田委員、岡田委員、小島委員、末村委員 

傍聴者 報道１名 

次第 １ 開会 

２ あいさつ 

３ 委員自己紹介 

４ 会長・副会長選出 

５ 議事 

 （１）研究会について 

 （２）高崎都市集客戦略ビジョンについて 

 （３）各都市の取り組みについて 

 （４）意見交換 

６ その他 

７ 閉会 

（会議概要） 

１ 開会 （事務局） 

 

２ 挨拶 市長公室長 

 

３ 委員自己紹介 各委員 

 

４ 会長・副会長選出 

（委員からの推薦により、増田委員を会長、味水委員を副会長に選出。一同異議なし） 

会長 

政治学専攻で、まちづくりは門外漢だが調整役として責任を果たしたい。 

副会長 

自分が所属する日本交通学会や日本観光研究学会でも“ＭＩＣＥ＝観光まちづくり”とい

うのは今ホットな話題で、先進地域では 10 年くらい前から取り組んでいるが、今からでも遅

いわけではない。ここで着実に進めていくことが、高崎の魅力創造に貢献できるのではない

かと考えている。 
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５ 議事 

（１）研究会について（資料１） 

 

（２）高崎都市集客戦略ビジョンについて（資料２） 

 

（３）各都市の取り組みについて（資料３） 

 

（４）意見交換 

会長 

これまでは事務局の説明だったが、研究会ではたたき台の上に各委員による議論を積み重

ねていくことになっている。どんなことでも、アイデアであるとか気になる点を発言して欲

しい。 

高崎市はこの 4月に中核市に移行し、ちょうど政令市と中核市を足し合わせると全国で 60

になる。高崎は 60 番目の都市となったが、すでに人口規模ではもう少し上の方にあり、これ

に満足してはいけないだろう。そういう意味では高崎市はさらに発展していくべきだと考え

られるし、最近は都市というのは域内だけで考えるのではなく、国際間のメガ・リージョン

の競争というのもあると思うので、国内および国際的な視点から、高崎市をもっと積極的に

売り出していけるような戦略性が強く求められていると感じている。そういった観点から、

特にストロー現象という気になる話題が出た。高崎市は確かに交通の要衝で結節点だが、そ

れゆえに各方向から引っ張られることが懸念される。実際に、かつて新幹線がほぼ全て停車

していたが、最近は一部停まらなくなり、中心にあるからといって必ずしも安泰としていら

れない状況が進展している。そのような観点からも有効な戦略を打ち出さないことには、せ

っかくのアドバンテージを活かせないのではないか、というのが個人的な見解である。 

事務局 

 会長の発言で、高崎は東京から 100 キロという、たまたま非常に良い場所であった。時代

とともに高速交通網が発展すると、都市と都市の距離というのが離れていくと同時に拠点化

していってしまう。江戸時代の宿場町が明治時代に高崎線の駅となって中心だったものが、

新幹線が出来てくると大宮、熊谷、高崎というように都市の距離が離れてしまった。この先

新幹線が延伸されると、都市と都市を早く結ぶために（大宮の次に）高崎を通過し、長野、

金沢と停まる列車が出来るかもしれない。そうならないためにも、多くの人が高崎を訪れる

仕組みが構築できれば新幹線が停まるようになる。 

委員 

 資料にあったさいたま市の戦略ビジョンや宇都宮市の整備計画にかかわった経緯がある。

また、私は旭川出身で、札幌に居たこともあり、いろいろな中核都市に関わってきたと思い
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ながら聞いていた。 

ストロー現象の話だが、新幹線が延びると地元地域の皆さんは、人が来て儲かるという認

識、つまり良い面だけを見ている。実際には悪い面も発生するが、自認意識が弱くてうまく

いかない事例がある。逆に高崎市は、良い面も悪い面もあることを冷静に見ている。そうい

う意味ではこのビジョンはよく出来ていると思う。今後、その視点でコンベンションなりを

つくっていけば、通過するのではなく寄ってもらえるようになると思う。最終的にはまちの

魅力づくりだと思うが、そういう意味で良い方向に向かっていくと思う。 

 普段の業務で感じていることだが、東日本各地にある支社のブロック会議がある。信越、

北関東エリアの水戸、新潟、長野、高崎の持ち回りでやっているが、高崎の場合、出席率が

高い。どこからでも 1時間程度で集まれるので、喜ばれる。大きい会議としては、昨年 7月、

プレＤＣの会議を前橋で開催した。高崎駅からシャトルバスを出したが、宿泊場所も前橋で

あったり、高崎であったりと分散してしまう現状がある。こういう機能が高崎にあったとす

れば、コンパクトさと駅の近くというのは魅力的である。首都圏にいろいろな施設があるが、

駅から遠いと不便である。例えばさいたまスーパーアリーナや新都心は北与野駅や新都心駅

からペデストリアンデッキでつながっていて、移動中の安全も確保されている。そういう意

味で高崎は魅力的で、良いイメージを持っている。 

会長 

 高崎の場合、高崎線がしっかりしており、地域の並行在来線が廃止されるという事が無く、

安心して暮らせるので強みを活かした開発を進められると個人的に思っている。今、イーサ

イトが好評で、近距離から人が集まっているという稀有な例だと聞いている。大宮の駅ナカ

で改札の中に入らないといけないので、高崎は変わっていると思っていたが、今のところう

まく言っていると認識している。 

委員 

「交通の要衝」という言葉は江戸時代の話で、時速５キロとか１０キロで移動していたと

きに拠点だったからで、それが時速 200 キロになったら通過されるのは当たり前といえる。

その上で、どういう人に来てもらいたいか、どういう人だったら人が来てくれるか考えるこ

とが重要。プロオーケストラがあるのは良いことだが、そのために来てくれる人はどういう

人かを考えたら、例えば新潟からは来てくれるかもしれない。しかし、都内にはサントリー

ホールなどがあって、読売とか新日本とかオーケストラがある。そういう都内の人が、群響

のために来てくれるかというと難しい。となると一つ一つの魅力とそれがどのような集客圏

なのか、草津温泉であれば九州、北海道からだって来てくれるではないか、その時に高崎に

泊まってから草津に行ってくれということでも良いと思う。すでにＪＲで企画しているかも

しれませんが。 

それと気になったのは「ゲートウェイ」という言葉は、人によって意味合いを変えなけれ
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ばならない。人であれば個人か団体か、観光かビジネスかでも意味が変わると思う。難しい

ので答えは無いが、分野によって意味を分けて提示すれば、他の地域の抽象的な言葉に比べ

て具体化する意味では非常に大事ではないか。 

また、物流の話をすると、日本海側からひたちなかに行く物流は確かにある。しかし、そ

れが上信越道、関越道を通るが、高崎では降りない。だったら高崎にとっては意味が無いの

で、そこは苦しいところ。逆に北陸 3 県と関東圏に 1 箇所ずつ物流センターを持っていた企

業が、高崎で１つに集約してしまうという発想であっても良い。森永も来て、物の流れも変

わってきている。となると、物流関係でビジネスとして提供する時に高崎にはこういう魅力

があるよ、また、人の流れとしてビジネスではこういう魅力があるよ、観光ではこういう魅

力があるよというように。それに観光も多層化している。それぞれにこういう魅力があると

いう提示が出来ると面白い。 

会長 

企業でも本社機能が東京と大阪で分散していて、それはホストコンピューターの問題でバ

ックアップ機能だろうけど、震災後、東日本が地盤沈下しつつあるので、こういうものに対

しても安全な土地としての高崎というのは、もっと売り込んでいけるのではないか。 

また、ヨーロッパでは観光の面で、フレンドリーというか優しい。行けばもてなしてくれ

て、あれこれ教えてくれて困らない。高崎駅も改善されてきているが、初めて来た場合、分

かりにくいのが日本の駅の特徴であると思う。来た人がどこに行ってどういう手順で、どの

ようにできるか、わかりやすく情報発信されていると次々と新しい需要が喚起されていくの

かなと思う。 

委員 

先ほどの話のようにいろいろな分野ごとで考えていかなければならないかなと思う。一括

りにするのは難しい。高崎には魅力や良いところがたくさんある。それを前面に出して結び

付けていく仕組みというか、それを発信していけばと思う。 

信号から信号のたった 1 ブロックで組織している商店街組織だが、20 代、30 代の小さな店

の経営者が多くいる。彼らの中の意識として、宇都宮と比較して仕事をしている若者が多い。

そして彼らは東京の方を向いていない。聞くと昔から高崎に対して憧れていて、高崎に大き

なこだわりがある。若い世代のそういう意識はうれしいこと。宇都宮と高崎両方でお店を出

しているアパレル関係者も多い。東京と違うのは、先ほど高崎は「人が良い」という説明が

あったが、デジタル化の中で敢えてアナログで、つまり人と人との対話の中で買い物をして

もらいたいという若者が増えているので、まちづくりの中で活かしていければ良いと思う。 

 あとは、伝統と革新の融合というか、今までの高崎の基盤をもう一度考え直して、高崎が

どういう土壌や歴史であるか改めて子どもたちに知ってもらう機会や場所を、都市づくりの

中に含めてもらいたい。コンベンション等で、外から来た人も含めて高崎にはこういう成り



 - 5 -

立ちがあって、こういうところなのだということが分かる施設的なものあれば、魅力が発信

しやすいのではないか。 

会長 

先ほど事務局から、高崎の成り立ちは 1598 年から云々という話がありましたが、おそらく

世の中の人は分かっていない。しかし、世界各国の都市では「この町は７００年前に設立さ

れた」というように発信していて、非常に印象に残る。高崎は地元の人にしか分からないよ

うなメッセージになっているので、もっと打ち出していくべき。 

先ほどの意見から、北関東の中での競争やライバル関係があり、それと矛盾するような形

で縦の軸というか新潟方向と埼玉方向を突き抜ける形での意識というのがあるのだと思うの

で、両方に対して戦略的に向かっていかなければならない需要があるということだろうと理

解した。 

委員 

高崎は小さい部分では非常に頑張っているが、それをまとめるところが無い。広げること

が出来ない。また、まとめる力やその組織が無い。 

群響にしても高崎のものだというが、私は理事だが、なぜ会議にしても県庁で会議をやる

のか、高崎のものでないではないか、高崎のものとして大事に育てているわけでもなく発祥

が高崎だというだけ。1 つ 1 つは良いものがあるがそれを広げることが出来ない。先日も観

光協会の会議で「何といって君たち宣伝しているの」って聞いたら口籠ってしまう。高崎を

代表している割には何を言えば良いのか、何を自慢すれば良いのか理解していない。我々は

外から高崎に来た人に対して、高崎のことを知らなさすぎる。高崎のことを好きではない。

自慢していない。多胡碑は 1,300 年だと、奈良みたいに堂々と言わない。自己満足ではない

か。駅の案内所も、民間から言うとあんな横着な案内所は無い。案内をしたいように見えな

い。観光でも、「駅から観タクン」とか良いことをやっているのにみんなに浸透していない。

まとめる組織が何も無い。そういうところを変えていかないと、高崎の魅力は何ですかって

聞かれたら何て答えるのか。駅が立派です、インターチェンジもたくさんある、近いですな

んて自慢でも何でも無い。そこを考えていかないと世の中が変わらない。 

会長 

高崎に限らないが、日本の開発がハード中心で建物に傾斜する傾向がある。高崎は特に国

交省関係も多く、非常によく出来たまちと外側からは見える。確かに内面やソフトを充実さ

せる取り組みは蔑ろになっていたというか、遅れていた部分もあったという気はする。厳し

い意見だが真実を含んでいるということだろう。 

事務局 

 厳しい指摘だが、高崎の良さはたくさんある。しかし、それを市が市民に知らしめていな

い部分もある。高崎には都市として全国に誇れるブランドがあるということを、市がとりあ
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えず最初の１歩を出して、それが広がる仕組みを作って高崎の自慢や誇りにつなげるきっか

けになって欲しいと思っている。 

会長 

 高崎だけではなく「高崎＋α」である。感覚としてはさいたま市が大宮や浦和、与野など

で構成されているように、高崎も前橋はもちろん、広げていって尾瀬、草津などと組み合わ

せることが必要だ。 

委員 

若い人の意見が必要であるし、若い経営者の連携が必要と思う。 

それから、適切な言い方ではないがどんどん真似をすれば良い。高崎近辺でこういう魅力

があれば「それも高崎ですよ」と言ってしまう。観光庁では「観光圏」という新たな概念を

出していて、1つではなく他の地域との連携をする話をしている。「あれも高崎、これも高崎」

という説明もあると思う。昨年、ポルトガルのリスボンに行った時、駅前の大きな案内所で

観光について聞いたら、たくさん紹介されて、あれもこれもリスボンだというので感心した

が、実際は 100km 以上も離れた場所だった。それもリスボンだという。そのくらいの積極性

が必要なのか感じた。 

委員 

 商工会議所に青年部や女性部が無いが、歴史がある若手団体が 7団体あって活動している。

既存団体があったので、敢えてつくっていないがいろいろと協力してもらっている。 

委員 

今こそ会議所が若い人の意見を集約する時代でないか。 

ストロー現象についてＪＲの擁護をするわけではないが、高崎駅は政令市の仙台駅より停

車する新幹線本数が多い。実際には江戸時代から高崎は通過地点であったので、それ自体は

悪いことではない。戦後、観光客は減ったが高崎駅の乗降者数は増え続けており、人は集ま

っている。問題なのは、その集めた人をどのように活用するかということが大切である。 

それと都市ブランドが重要だ。残念なのは、群馬交響楽団は唯一都市名の付いていない交

響楽団である。ダイアモンドペガサスもそうである。都市のブランドを形成するには「高崎」

という名称を大切にしたい。それは行政区の問題ではなく、旧群馬 3 区を全部「高崎」とと

らえるのも必要かと思う。 

 震災の話では、ひたちなかは重要だが外洋に港のあるリスクを考える必要があり、東京、

横浜、川崎の港の再認識が必要である。確かにひたちなかは東京湾の港より 1 日短縮できる

メリットがあるが、今回の震災から良く考える必要がある。高崎は災害が少ないという立地

を利用して、ＮＴＴやＪＲが非常時のバックアップ機能を持っているように、首都機能の移

転ではなく、首都圏全体のバックアップ機能を担う都市として位置付けていきたい。そのこ

とと集客都市論を合わせて考えていければと思う。 
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もう 1 つ、高崎は明治後期から昭和初期にかけて、地元の産業資本が鉄道や発電などの都

市機能を興した。大手の支店や工場だけでなく地元の製造業などがしっかりしてブランド化

し、世界へ羽ばたくように育つことが大事。それの具体化が良く分からないので教えて欲し

いと思っている。 

委員 

 重複するかもしれないが３点ほど述べたい。 

この研究会は都市の集客戦略をにらんで、まちづくりをどのようにすれば良いのかという

ことだったが、都市の集客戦略を情報発信やシティセールスを考える時の対象をどうするの

かというのが１点目。会長ご指摘のとおり、国全体が国際競争にさらされている。外国人を

お客としてどのように位置付けるのか、どんな戦略で呼び込もうとしているのかは整理する

べき。そうすると、100km というのは国内向けの視点であり、外国向けには成田や羽田ある

いは新潟からどのような利便性があるのか整理が必要。国内人口が減少していくのは構造的

に仕方が無いが、その中でどのように成長していけばよいかといえば、外国、具体的にはア

ジアのお客をどうやって呼び込もうとするのかという議論が必要である。例えば観光案内と

いう具体的戦術レベルよりも、戦略的にどのように考えるのかということを議論して欲しい。 

２点目は情報発信やシティセールスということを、誰が中心になってやるのか、個人的に

は民間主体で位置付けるのが良いと思う。高崎という街は歴史的になぜ発展してきたかとい

うことを考えた時に、仮に役所と民間を分けて考えると、民間の力が非常に強い街だったの

でうまく発展できたと思う。役所は地元の民間の人のパワーをうまく受け止めてきた。群馬

交響楽団だって最初は市民運動から始まったもので役所が先導したわけではない。例えが良

くないが、行政都市というのは右肩上がりの時代には他でやっていることを真似してやれば

それなりによかった。全体が右肩上がりでなくなってしまって、今までにないことや他の人

がやっていないことをやらなければならない状況になっている。行政のシステムは横並びや

前例主義がある。地方公共団体は、他の自治体はこうやっているとか先進都市の事例を好む。

それは良いところの真似をしようということ。もう１つ、情報発信とかシティセールスとい

うのは役所の人には向かない。考えてみたら公務員は自分で商売したことが無い。どちらか

というとそういうことをしないようにしてきた職種である。そういう人にシティセールスで

情報発信しなさいといっても上手くいかない。それは仕方が無いことで、役所は民間がどん

な新しいアイデアを出そうとしているのか、何をやろうとしているのか注文を聞きながら、

それをサポートやバックアップすることに徹して欲しい。中核市になっても今までどおり、

高崎の伝統である民間がまちづくりを引っ張り、それをサポートしたりバックアップするの

が行政の位置付けであることを、右肩下がりの時代に改めて徹底して欲しい。 

３点目に今回の大震災は一過性のものではなく、国の形や構造がいろいろな面で相当変わ

る。研究会のまとめで震災を機に都市戦略の項目を加えて欲しい。今回の震災で留学生や外



 - 8 -

資系企業などの外国人が、原発事故を受けて国外へ脱出している。建設関係の資材が不足し

ているので輸入しようにも、海外から建設資材を運ぶ船は放射能を恐れて、貨物船が東京や

横浜には行かずせいぜい神戸港までしか来ない。東日本へはそこから陸上輸送となり余計に

コストが掛かっている。風評被害は国内より国際的な影響が深刻である。ひたちなかの港は

放射能の影響で外国船が来ない中で、交通ネットワークの交差点にある高崎はそれを考える

必要がある。原発事故はかなり時間がかかるという話もあり、それを含めた震災やエネルギ

ー供給体系がどうなるのかという新たな時代になった場合の高崎の戦略はどうするのか考え

て欲しい。 

会長 

 地震については項目として特出しすべき話である。西日本も含めて国自体に危機管理とい

う大きな課題が出来たことは共通の認識だと思う。しかし、私たちは逃げない限り、この地

域で生活するわけなので、新たに高崎がどのような都市でいられるのか積極的に考えていき

たい。他に無ければ意見交換は以上としたい。 

 

６ その他 

（事務局） 

今後のスケジュールについて 

以上で研究会を終了したい。 

（以上終了） 


