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第２回 都心部まちづくり研究会 会議報告 

開催日時 平成２３年５月９日（月）午後３時～４時３０分 

開催場所 市役所庁議室 

出席者 増田委員、坂委員、仲田委員、富田委員、岡田委員 

傍聴者 職員１名 

次第 １ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

 （１）都心部のあり方について 

 （２）都市集客施設の方向性について 

４ その他 

５ 閉会 

会議概要 

１ 開会 （事務局） 

 

２ あいさつ 市長公室長 

 

３ 議事 

（１） 都心部のあり方について 

 論点１ ＭＩＣＥ（マイス）について 

会長 

 前回意見が出たが、高崎に欠けている部分である。現在、観光庁でもこの「ＭＩＣＥ」に

積極的に取り組んでいる。「ＭＩＣＥ」について高崎のまちづくりという点で感じるところを

発言願いたい。 

自分も学術系の会議を主催する機会があるが、高崎の場合は核となる施設が無い。例えば

1 つの施設を借り切って、その施設に収容できない場合はホテルなどいくつかの施設に分散

して開催するしかなく、国際学会などはなかなか出来ない。高崎を代表するような施設が無

く、会議をするならここだというものが乏しい。前回、ＪＲのブロック会議で高崎開催が喜

ばれるという話があったが、喜ばれるのは鉄道の利用までで、その後どこに集まるかという

ことに関しては問題があると個人的には感じる。 

委員 
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 今の高崎の規模や新幹線のアクセスなどを踏まえると、コンベンションの出来る施設が必

要だと思う。しかし、ホテル等にとってはプラスの効果が出ると思うが、1 年に 1 回会議に

来た人が高崎に対する愛着心を持つ、というようなプラス効果があるのか疑問に感じる。遊

休地があって、全国から人を呼ぶ、ブランド力を高めるという部分の装置としては良いと思

うが、まち全体をどう活性化していくのかということとは違う問題ではないか。また、国際

的な通訳機能まで本当に必要なのかと思う。これはコスト等の問題もあるし、十分慎重な議

論が必要だ。いずれにしてもこういう会議施設がこのまちに必要だと思う。 

会長 

このＭＩＣＥに関連する施設もいろいろあって、例えば見本市が出来る巨大な施設、また

国際会議に特化した施設、さらにスケールダウンした施設もある。高崎都心部の場合、土地

の問題もあり、何でも出来るわけではないので、施設の種類には限りがあると思う。 

委員 

イベントや大きな展示会をやるような施設は、相当の集客力がないと開催できない。それ

はやはり、ある程度の役割分担として東京の施設になってしまう。逆に会議やコンベンショ

ンなどは、日本の中心にある高崎がそれなりの役割を担っていけるのではないか。 

会長 

最近、メイン会場が大都市にあって、それと連動していくつかのサブ会場が周辺地域にあ

るというタイプもある。そういう意味で、新幹線アクセスの良い高崎は、駅との近接性や施

設にすぐいけることが魅力になる。 

これに対して、今の意見ではイベントや展示などでも大規模なもの、例えば幕張メッセの

ようなイメージの巨大なタイプの展示場は、高崎では非常に難しいのではないかということ

である。 

事務局 

いくつかの施設を見て感じたことだが、コンベンションについては、やはり駅に近接して

いて、すぐに会場に入れるところが便利である。逆に展示場の場合は大きな駐車場が確保さ

れているところが多い。新潟の朱鷺メッセの場合、駅から遠いが大きな駐車場を持っている。

何故かといえば、実際のところ来場者に加えて主催者も車やトラックで来るので、ある程度

大きな駐車場を備えていなければ使い勝手の面で劣ることになる。それが施設の評判になり、

次からは主催者が施設を使わなくなる。場所さえあれば、高崎でも駐車場を広く備えること

が理想である。会議と展示というのは同じＭＩＣＥでも違うものではないかと感じる。 

会長 
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 駅の近くは駐車場がネックになると思うが、両方のバランスをとる必要があり条件によっ

て施設が変わる。 

それから、国際会議でも国内会議でも、通常はその後に地元のものを食べよう、見学（観

光）しようと考えるもので、会議の後の機能というのが必要である。これは「おもてなし」

の機能ということで、まち自体が持っている宴会場や郷土料理を出す店、様々な文化施設で

あったりする。そういう意味も含めて、ただコンベンションの施設があれば良いというので

はなく、関連した豊かな地域資源に結びつける必要があるだろう。 

 

論点２ 情報発信、情報提供について 

会長 

続いて情報の発信ということについて、前回、高崎にかかわる市民や通勤等の人に対して

のアピールが足りないという話があった。観光面においても、施設面においても、情報発信

や情報提供の仕組みに問題があるという指摘が多くの委員からあった。都心部のあり方に関

して、情報発信、情報提供という面から、どのような点に注意して進めていくべきかの議論

をお願いしたい。 

これは高崎に来た人が高崎をどう感じるか、高崎に来ようとする人にどのように情報を届

けていけるかという論点である。地域ブランドや高崎のブランド力という話もあったと思う。 

委員 

情報を発信する方向性として、市民に向けての発信と、外部、特に首都圏向けの情報発信

があるが、高崎は両方少ない。 

まず市民に対する情報発信だが、昔から住んでいるので情報を持っていると思うが、実は

あまり情報が無かったりして、情報発信の薄さを感じる。今回、ラジオ高崎に駅の中に入っ

てもらったりしたが、中心地からの情報発信性を強化しなければならない。 

首都圏に関して、高崎ということを意識して情報を受け取ることは少ない。連休中に首都

圏の駅で風評被害にあった農作物販売を行ったが、「群馬ってどこ、高崎ってどこ？」という

質問が多かった。高崎にはこういう魅力があるというように、もっと情報発信すべき。中心

市街地という人が集まるところは情報が集まるだけでなく、より発信する機能が必要だと感

じている。 

会長 

 市民に対してどのように情報を行き渡らせるか。種類によるが、公共交通の場合で、例え

ば「ぐるりん」が変わったが、これがどう変わったかというのを理解している市民はあまり
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いない。分かりやすいストーリーとそれを伝達する有効な仕組みがないと、公共交通の利用

度も上がらない。モビリティマネジメントというものも必要になるわけで、ただ単に施策を

用意したから使ってくれといっても、利用率が自然に上がることにはならない。地元の人は

むしろ変化に鈍感なところがあるので、変わったことに気がつかない。 

 例えば仙台では市内の大学生に向けて、このように公共交通を活用すべきだと教える。こ

う使えばお得な方法があると教育すれば、4 年間で彼らがかなり使うようになり、利用率も

上がる。お金をかけずに情報を流通させることで、公共交通の利用を増やす。それは彼らに

とって得なことであると気付くからだそうである。 

 高崎でも、いろいろなシステムを変えても、それを知らないことで、上手く有効活用され

ていないということがあるだろう。 

アピールが不足しているからか、残念ながら、群馬県のブランドランキングも低い位置に

置かれてしまっている。まちの魅力をもっと積極的過ぎるほど打ち出していく必要がある。

それも市民に対するものと、首都圏など外部に対する打ち出し方の 2 点があるということだ

ろう。 

委員 

漠然と情報発信といっても、何をどう頑張ったら良いのか分からないと思う。ホームペー

ジに情報をたくさん載せれば良いというものではない。結局、情報提供したいターゲットを

はっきりさせるというか、マーケティングで自分たちのお客としてどこを狙っていくのか、

ある程度照準を当てて、そのセクターに対してセールスプロモーションをかけるという情報

発信のやり方が大事ではないか。 

また、ＭＩＣＥ市場というのは、国際的な市場まで含めるとものすごく大きい市場であり、

その大きい市場の中で高崎がどこをターゲットにするのか戦略的にはっきりさせないといけ

ない。あまり大きすぎるものは馴染まないから中くらいが良いといっても、そのニーズが本

当にあるのかということはマーケティングで掴まなければならない。日本の幕張メッセや東

京ビッグサイトなどは、国際的には規模の面で競争力が無いといわれている。シンガポール

や上海には比較にならない大きなコンベンションセンターがあって、規模では太刀打ちでき

ない。学会などのＭＩＣＥにも規模がいろいろあるので、高崎はどこに焦点を絞れば良いの

か。例えば施設経営の面でも、いつも高崎にお客が来るような市場をどこに見出すのか、と

いうのが論点 1 に対して大事になる。その考えを論点 2 に当てはめると、当然そういうお客

に対して、高崎はまさにあなたのニーズを満たせる施設も用意し、アフターコンベンション

の面でも快適で、また来たくなる魅力があるという、相手に合わせた情報を提供する。その
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ようにセールスプロモーションというものを意識しないと、漫然と情報提供しても効果とし

て跳ね返ってこないということになるので、その辺を意識した戦略的な情報発信やセールス

プロモーションが大事なのではないかと思う。 

会長 

 セールスプロモーションの対象やターゲットを明確にすべきという意見であった。まさに

そのとおりで、施設を建てる前にどういうものをターゲットにして建てるかということを検

討しないと、たまたまフィットした施設だけがある程度使われるということになる。ビジネ

スチャンスがどこにあるのかという点が重要だろうと思う。 

しかし、なかなか中規模というのは難しい。東京から北関東、新潟、金沢に行く間に、長

野などもあるが、その中で会議が開催ができる都市というのは限られてくる。少なくともそ

の都市と並ばないといけないのではないか。金沢や仙台も含めて、東京以外のところで開催

される会議などの需要を満たす規模というのが高崎に必要になるということではないか。実

際のところは中規模どころか小規模も無いような状況であろう。 

高崎経済大学でも入学式や卒業式を音楽センターでやっているが、満席で入場規制に近い

ようなことをやっている。都内なら武道館などでやっているのではないか。高崎では１大学

の行事ですら厳しい現状では、とても外から来たものを引き受ける状況ではない。 

委員 

 箱物で難しいのは、いったん整備すると簡単には変えられないが、世の中の需要は短期間

に変わっていく。先ほどの話でも、昔は大学の入学式に親が来ることは無かったが、今は両

親に加えて祖父母まで来る時代である。学生の数を想定したハードで良かったものが、ニー

ズが変わって合わなくなった例であろう。変わっていくニーズを、どういうハードで受け止

めるのかは難しい。建てる時点のニーズに合わせるとすぐにずれてしまう。かといって長期

的に見て大きなものを建ててしまったり、ニーズの読みを空振りすると過大な投資になって、

財政負担だけが増えてしまう。その難しさをどう見極めるかということである。高崎ではど

うやってこの答えを出すのかというのが課題でもあり、知恵の絞りどころと思う。 

会長 

 大きいものに合わせてしまうと、全然使わないということになる。 

委員 

 マーケティングという話では、どういう客がいて、どういうニーズがあるかを知ることで

ある。中心市街地の活性化というのは、外部から呼び込むとともに、市民も多く使う場でな

いといけない。それとハード的な制約が出てくる。土地の面積や建設費用はどのくらいかけ
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るのかというコスト的な要因もあると思う。自分の経営資源がどのくらいあるのか見極めて

判断すれば、高崎市の目指すべき規模や機能が出てくると思う。 

会長 

 既存の施設もあるので、それとの重なりに無駄が無いように検討する必要がある。 

委員 

 ニーズをどう捉えるかという話と、新しい施設整備の戦略をどうするかという話があって、

高崎に当てはまる事例か分からないが、水戸市が 20 年ほど前に市制 100 周年を記念して水戸

芸術館をつくった。音楽専用ホールと演劇専用劇場と美術館の 3 つが主要機能である。その

中で美術館は現代美術、コンテンポラリーアート専用の美術館であった。それに対して地元

の市民団体は、市の税金で立派な施設をつくったのに、自分たちの発表会には使わせてもら

えないのかと要望したが、市長は、これは市民の発表会をするのではなく、世界レベルの現

代アートを展示する美術館という方針を決めているとして認めなかった。施設が空いている

から貸すのではなく、方針として決めている。収益面では当然赤字も出ることは確かだが、

市の予算の 1％を文化に使うことを最初から決めて施設をつくった。非常に戦略をはっきり

させていた。良いかどうかは別として、そういう選択肢もある。我々がどういう戦略に決め

ていくかというのが大事なことではないか。単純にいつも借り手がいれば良いということで

もない。 

会長 

 公民館か市民会館なのかというようなイメージではない。単なる稼働率向上というだけで、

その施設のランク的価値が毀損されることもあり得るかもしれない。 

委員 

 水戸芸術館では、音楽も同じで小澤征爾とかそういうレベルしかやらない。その代わり、

小澤征爾がやる時には東京からたくさんの人が来て、地元の水戸市民が席を取れないことも

ある。しかし、そういうことを水戸は戦略をもって取り組んでいる。 

 

（２） 都市集客施設の方向性について 

 論点３ 高崎に必要な都市集客施設の条件とは 

会長 

 すでにコンベンション、メッセという話が出ているが、これに関連して高崎にどのような

施設が必要か。前回の議論では、国際競争、震災を受けての戦略性、高崎のまちづくり、駅

と中心市街地の近接性、目的に合わせた集客圏の設定、通過点にならないことなどの意見が
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でた。 

委員 

 店が駅前にあるが、「売り」になっていないと思う。高崎で（駅前が）「売り」になってい

ると胸を張って言えるのはヤマダ電機本社くらいだ。駅周辺にモントレー、ビブレなどがあ

るが、県外から高崎にまちへ遊びに行こうと思わせるようなパンチ力が無いと強く感じてい

る。関東の中でアウトレットモールが無いのは群馬だけで、複数持っている方が多い。確か

に 1 時間以内に軽井沢があるが、冬は機能していない。この周辺にそういうものをもし誘致

できれば、高崎ショッピングアウトレットモールというそれだけで全国区の名前になる。今、

競馬場跡地などの候補があるようだが、アウトレットモールであれば、スマートインターチ

ェンジからのアクセス等を考えると面白いと思う。マグネットになるような施設が高崎には

無い。もう少し小規模でも、例えばこの周辺に無い東急ハンズとか、お客が来て 1 日遊べる

ような商業施設を誘致するとか、そういうものが集まってくると、相乗効果が発揮される。

さっきの話ではないが、それが情報発信になっていくのではないかと感じている。 

会長 

 今の意見だと本業に影響は無いのか。東口とか西口とかそういう小さなことではないと思

うが、高崎から離れたところにアウトレットモールとか出来ると、中心市街地の活性化とし

てはどうか。 

委員 

高崎のまちの回遊性が落ちている大きな原因というのは、複数のショッピングモールが周

辺にいくつが出来たことによる。それによって若い 20 から 40 代のファミリー層がそちらに

分散することで、土日の集客力が落ちている。どうしたらよいのかというと 30 代前後の層を

どれだけ呼べるかとだと思う。それであれば近くにアウトレットモールでもあれば、それは

競争すれば良いので、1 人でも多くまちに来てもらうことの方が大切だと感じている。 

会長 

 集客力、パンチ力のある施設が必要だという意見であった。アウトレットモールは飽和し

ている気もするが。 

委員 

 確かにそろそろ限界だ。ただ、このままいくと群馬県には永遠にゼロになってしまう。や

はり群馬県に 1 つだとすれば前橋ではなく高崎だろうと感じている。どこか良いところがあ

れば、三井不動産などと組んで出来ないものかと意見としてはある。 

会長 
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 高崎自体にも商業軸があるが、そこのところを歩いてみても元気も無く、物も買えるよう

な感じがしない。ここに来れば何とかなるというような気がしなくなってきている。髙島屋

なら髙島屋のブランドがあるが、面的になっていない。軸にもなっていない気も外から見る

とする。ただ、駅前は機能が集中していて、華やかなところも残っている。 

委員 

 まさに、回遊していないというのが事実。大学がたくさんあるのにまちに学生がいない。

例えば経大の卒業式・入学式が音楽センターであっても、それを感じ取れるものが無い。早

稲田なんかだと、まち全体で卒業式だという雰囲気がある。 

今回エリアマネジメント協議会で路面店のアパレル関係 50 店舗と大型店に加わってもら

い、商店街の枠を超えイベントを図ったが、まだまだ回遊性があるというイメージでは無か

った。とどまる場所が無いので、人の足が止まる場所、ちょっとしたポケットパーク的なス

ペース、カフェ、緑が中心部にあれば、例えば犬の散歩でもおしゃれの１つでやっている人

が多いので、そこでお茶を飲み、ベンチでおしゃべりをするような、拠り所になるスペース

が駅周辺に欲しいと思う。居酒屋とメンズのアパレルは勢いがある。夜は金曜日など元気に

なってきたが、昼間がまだまだである。「高崎スタイル」として１歩を踏み出したが難しい状

況である。次回は、居酒屋さんが多いのを逆手にとって、「まちで合コン」というものを企画

している。 

会長 

 回遊性が無いという話で、経大でも学生も大学周辺に住んでいて、もっと機動的なバスの

ネットワークとか便数があればと思うが、需要に応じて公共交通がついてきていない。駅に

行きたい学生も駅に行けず、遠いから行くのを止めようという悪循環で、可能性を閉ざして

しまっている。 

委員 

 都心循環型ぐるりんを他のぐるりんと車両を分け、一目で分かるように差別化した方が周

知できるし、使おうという気になる。 

会長 

 金沢市の観光路線バスは、見た目ですぐに分かるようなものがぐるぐる回っている。利便

性が感じられれば利用が増えてくる。 

 

 論点４ 都市集客施設を核とした高崎の成長戦略について 

委員 
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少なくても成長しようというのが前提とすると、高崎の外から人を呼び込んでくるという

ことになる。外というのは国の外もあれば国の中もあるが、外の人に関心を持ってもらい、

魅力を感じてもらうという切り口になる。それをどのように考えて実際に行動していくか決

めるのは、高崎の内の人である。肝心の外の人はそこにはいない訳で、いない人のために戦

略を決めるというのは行政の原則としては構造的に難しい面もある。 

水戸の事例でも、今いない人のために、今いる人の税金を使うようなことであり、普通の

感覚では自分の税金を自分のために使って欲しいのが人情。そこを高崎が長期的に発展する

ためには、今いない外の人に来てもらうために税金を使う必要があるというのが難しい。そ

こをどうクリアするのかという、そういう難しいところを突破しないと成長戦略はつくれな

いという指摘は、研究会として必要だろう。 

 市民会議や市役所、議会で議論となると、今いる人が一番喜ぶことは何かという議論にな

る。成長戦略というのは、外の人に来てもらわないと今いる人がもっと幸せになれないとい

うものなのだと、理解してもらわなくてはならない。 

 昔、群馬音楽センターを整備したときの高崎の伝統を個人的に尊敬している。戦後 10 年く

らいの時期、市民が寄付を集めて今の音楽センターが出来上がった。今より相当経済的に苦

しい時期に、高崎には文化の拠点になる施設が必要だということを、孫の世代に喜ばれるよ

うにしようという議論があったと聞いている。目の前の需要にお金を使うのではなく、長期

的に、将来の市民に喜んでもらえるものに投資を振り向けた。今より貧しい時代に、成長戦

略といっても良い選択をしたという伝統があり、市民にはアイデンティティがある。今回も

そういう戦略で、成長するためには外から来てもらう魅力あるものが必要という市民的な合

意がつくれるような道筋を、研究会として提起したい。 

会長 

 市民の満足度だけをターゲットにすると、小さな循環、縮小戦略になってしまう。短期的

に出来ることをとりあえずやると、無策に近い状況になってしまう。そうではなくて、成長

戦略をはっきりさせて、時には市民を説得していくことも必要だということであった。 

委員 

 全く賛成。コンベンションも、狭いエリアで発想すると何も新しいことは生まれない。外

から見ても高崎の魅力は上がらない。もう少し視点を外に向けて考えることだと思う。国際

的な話も出たが、中国を含めて、病院や医療関係との部分で誘致するとか、官民一体になっ

て取り組んだら良いと思う。 

会長 
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エリアの設定ということについて、どれが良いということはないが、特定の小さなエリア

という発想ではなく、より広がっているエリアで考えるべきということは研究会として一致

してきた。その中の一番の顔となる中心的な施設について考えているわけだが、施設が出来

ることによって、小さなことから 2 次的なことまで、さまざまな効果が波及する。 

それと震災後、国全体でその議論になりつつある首都圏のバックアップ都市というものが

出てきた。高崎は関東大震災の時からそのような機能があると思う。その点も踏まえて、都

市のあり方、高崎の成長戦略が必要だが、それを説得させるのが難しいことという意見もあ

った。 

委員 

 今、政府から成長戦略として打ち出そうとしているものを紹介したい。「総合特区」のこと

で中身は規制緩和と支援措置が主で、メニューは国際戦略総合特区、地域活性化総合特区の

2 つ。全国の自治体にアイデア募集をしたところ、300 件近くがあった。成長戦略のために、

国内各地でそれぞれのエリアがどう成長すれば良いか、ほかの地域がどんなことをやろうと

しているのか知っておくことも必要ではないかと思ったので、参考になればと思い配布させ

てもらった。 

会長 

 他に無ければ、本日の議事を終了とする。 

 

４ その他 

（事務局） 

次回は６月３日を予定している。 

以上で研究会を終了したい。 

（以上終了） 

 


