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第３回 都心部まちづくり研究会 会議報告 

開催日時 平成２３年６月３日（金）午前１０時～１１時３０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、影山委員、富田委員、岡田委員、小島委員 

傍聴者 職員２名 

次第 １ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

 （１）シティプロモーションなどの都市戦略について 

 （２）これまでの議論より 

４ その他 

５ 閉会 

会議概要 

１ 開会  

（事務局） 

 委員の交代について 

市長公室長 

 事務局の所管変更について 

 

２ あいさつ 都市整備部長  

 

３ 議事 

（１） シティプロモーションなどの都市戦略について 

会長 

 本日は第 3 回目、スケジュール的にはあと 1 回で、まとめに進んでいきたい。前回まで貴

重な意見をいただき議論も出てきたので、今回はそれについて 2 つの点から絞り込んでいき

たい。また、新市長の下でのスピード感も求められているとのことなので、それを睨みなが

らの議論の展開になろうと思う。最初にシティプロモーションについて、（１）から（３）の

点を含めながら、議論を展開していきたい。 

 シティプロモーションは地域ブランドの都市版というように理解している。現状では、高

崎がどんな都市であるということは必ずしも明確ではない。地元の人にとっては住むところ
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として、語らずとも分かるという印象だろうが、それでは不十分であり、外に向けての魅力

を発信していくと共に、住んでいる人に対してもこれを説明していくことが重要であると前

回の研究会での意見であった。まずは高崎がどんな都市なのかということを分析しなければ

始まらない。それは後の議論になるターゲットということにもつながる。調査等で外国に行

って、高崎から来たというと、それはどこだとよく言われる。東京から 100km だとか 1 時間

とか説明するが、そもそも東京がどこだか分からない場合も多く、大体日本の真ん中と説明

する。高崎や群馬についてブランドと関連して言えば、必ずしも日本の中でもプラスのイメ

ージを持っていない、もしくは認知されていないということがあるのではないか。県のブラ

ンドランキング等でも、群馬や北関東の位置は低い。高崎というものをもっと積極的に売り

込んでいくということだろう。 

委員 

シンガポールに 7 年居たことがあり、今回、高崎に行くと言うと現地の中国人から、高崎

ってどこですか、さらに 1 人で住むといったら、それはものすごく遠いのですかと聞かれ、

認知されていないと感じた。また、東京の本屋で高崎の本を探したが、旅行案内もガイドブ

ックも無かった。国内も国外も認知されていない状況なのだと感じた。 

まちづくりについて、大宮の時にいた時に感じたことがあって、商店街に暮らしている人

に、再開発をしよう、大きいマグネットのような施設をつくろう、と言ってもみんな乗って

こなかった。何故かというと彼らはある程度の家賃が入り、暮らしには困っていない。とこ

ろが、大宮駅東口周辺は映画「3丁目の夕日」の世界で、昭和 30～40 年代の街並みがそのま

まずっと残ってしまっている。それでも地元の人はそこそこ満足しているが、都市としての

魅力は相対的に下がってきており、再開発や大型施設のある西口の方が上がってきている。

これが 10 年後、20 年後になって、あの頃やっておけば良かったという状況になると思う。

実際、東口駅前に再開発によって NHK さいたま放送局を誘致しようという動きがあって、計

画では 2 年後に着工することになっているが、実際には約 60 人いる様々な地権者がまとまら

ず頓挫しそうになっている。そういうこともあるので、関係者全員が同じベクトルに向かっ

て、このまちをこうしていくのだという明確な意識を持ち、そこに向かっていく動きをしな

いと、いつの間にか忘れ去られる都市になりかねない。やはり、まちとしての総合的な力を

上げていかないとこれからは厳しくなる。 

会長 

 確かに高崎も大宮と似ているところがある。高崎の場合は、東口がどんどん元気になって

いる印象があり、都市全体の一体的な発展が要請されている。 
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委員 

大宮も随分前から計画されているがなかなか進んでいない。みんなの合意を待っていると

何事も進まない。前回の水戸の例など、大きくビジョンを打ち上げて、反対する人もいるか

も知れないが、やるしかないでしょうというスタンスもとても重要だ。シティプロモーショ

ンでも、他県の例では東京事務所をつくり、山手線をラッピングしたり、時には車内を広告

で占領したりしている。事務局に質問だが、今はどういうシティプロモーションを行ってい

るのか。それに対してどういう課題を認識しているのか。 

事務局 

 改めて何をやっているか問われると観光キャラバンくらい。昔は東京駅で「東京駅コン」

という群響を媒体としたＰＲをしていた。他には東京駅前や上野駅前に高崎市の広告看板を

出したり、他には高崎駅新幹線ホームにもあった。今は駅コンも広告宣伝もやっていない。

今は観光分野において、茨城や新潟、金沢、名古屋等で観光キャラバンをやっているくらい

の状況である。 

委員 

 それをどう変えていくのかということを、この研究会で考えてよいのか。 

事務局 

 構わない。いろいろな要素が入って良いと思う。高崎に来てわくわくするものがないと駄

目だと思う。非日常的なものを味わえるということを我々も考えていかなければいけない。

それは具体的にはどういうことが必要なのか、行政側も研究する必要がある。当然、行政側

だけでやるのでなく、官民一体で協力してもらわなければ成功しないだろう。最初の意見で

もあったが、行政が不得手とする部分でもあり専門的な人に任せることも必要。 

委員 

 行政はＰＲというより商売には向いていないということであったと思う。前回から指摘さ

れている、情報発信が不十分だとか、ＰＲを適切なところで積極的にやるべきだとかはもっ

ともなことだが、情報発信するにしても発信する中身やコンテンツに競争力が無ければ、情

報が届いたとしても魅力を感じてもらえない。大宮の話に関連して、再開発事業が全国で行

われているが、直面している問題は同じである。右肩上がりの時代は、再開発で大きなビル

を建てると中身は自動的についてきて、事務所や大規模商業施設など最初から答えが決まっ

ていた。入れ物さえ大きくすれば、なんとなく上手くいっていた時代であった。現在の再開

発事業では、ビルの計画は出来たが中身がない、当てにしていたところからやっぱりやめた

と言われ、ビルの計画は進んでいるが中身が決まらない。仕方がないから行政が公共施設を
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入れ、財政赤字がより増えてしまったということが多い。共通しているのは中身の話で、手

段は当然頑張ることが前提だが、中身は何かということである。魅力といっても良いが、そ

れは必要条件と十分条件で分けて考えた方が良いのではないかと個人的には思う。 

高崎は交通利便性が高い都市であり、東京から 100km で、新幹線や高速道路もあり交通結

節点で便利なところだというのは十分条件である。便利だから自動的に発展するとか、客が

どんどん来てくれるわけではない。同じくらいの競争力があったときに、利便性が良いとこ

ろの方が優位ということである。例えば最新鋭の施設をつくったとしても、それは最新鋭の

施設が無い都市より優位なだけで勝負に勝てる保証はない。災害に対する安全性や防災の取

り組み、環境に配慮したまちづくり、観光関係で言えば温泉がある、風光明媚な上毛三山な

ども同じ話で、それがあるから自動的に上手くいくわけではない。それらは全て十分条件で

ある。 

では必要条件は何かというと、結局競争の中で勝ち残っていくには「人間力」だと思う。

適切な表現か不明だが、人間の力がないといくら便利なところであっても競争に勝ち残れな

い。茨城県日立市に鵜の岬という国民宿舎がある。新幹線も無く、鉄道や高速道路からも近

いわけではないが、そこは十数年連続で国民宿舎の中で利用率 No.1 であった。サービスが良

いということで、1 度利用した人が是非また来たいとなって、最初は施設も特別新しくなか

ったが、非常にサービスが良いと定着していて、固定客も多く、利用率もダントツであった。

その結果、途中から施設も新しくなり、さらにレベルアップした。つまり、便利な方がそう

ではないところよりは有利だが、便利だから勝負に勝ち残れるかということそうではないの

で、結局は人間の力だと思う。高崎は、人間力の面でも潜在的な競争力があると思っている。

かつてオランダの王室コレクション展が日本で京都と高崎だけで開催された。それは高崎の

人間の力であり、すばらしいことである。音楽センターをつくった伝統もあるし、可能性と

してはある。十分条件を活かしながら必要条件である人間力をさらに高めていく戦略が必要

である。 

結局、都市の運営というか、経営主体というものがあると思うが、ハードの話だけから入

るのでない方が良い。例えば再開発で新しく施設を建てるとか、都心に機能を集積させるこ

とも必要だが、そのような強化する機能を誰が主体となって運営していくのかということを

セットで議論していかないといけない。つくったから誰か上手く運営してくれではなく、コ

ンベンション 1 つ取っても、どういうターゲットでコンベンションをやっていくのかという

組織としての戦略が無ければ、先に建物をつくったが中途半端で利用し難いということにな

る。ソフトの体制をどうつくるのかということを、ハードの話とセットで進めていくという
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のが、人間力重視ということになるのではないか。 

会長 

人間力というのは、ネットワーク性のことであったり、そこにいる人たちのポテンシャル

の強さ、つまりサービス精神のことであったりすると思う。高崎の魅力あるコンテンツは何

か、特に外部に通用する魅力という視点でということではどうか。 

委員 

どんな土地なら訪れたくなるかということであるが、一過性なのか、滞在的なのか、つま

り観光で来る人をターゲットとするのか、居住する人をターゲットにするのかということで

分けて考えると、高崎市は居住する人には優しい場所だと思う。東京と比べれば様々な物価

は安い、仕事があって給料もそこそこであり、住むという意味では非常に恵まれている。仕

事をしながら、気軽に温泉に行ける。週末に 1 時間で豊かな自然に触れることが出来て、埼

玉などと比べて渋滞も少ない。週末のレジャーも平日の仕事も近くで出来る。一方の観光、

つまり一過性の部分では、アクセスは確保されているが、例えば温泉がたくさんあるといっ

てもそれは日本中にある。草津の知名度はあるが、絶対的に優位ではないと思う。アクセス

の面でも北海道や九州は確かに遠いが、空港からすぐアクセスできる温泉はたくさんある。

東京発で考えれば、草津温泉に行く時間で、実は北海道や九州へ行ける。そんなに優位性は

無いとも考えられる。では魅力とは何かというと、人が来てどう感動するのか、どう継続し

てファンになっていくのかというときに、思いやりやおもてなしということだと思う。震災

後の公共広告で、「思い」は見えないが、「思いやり」は誰にでも見えるというフレーズがあ

ったが、住みやすいということは「思い」がある人はたくさんいるのだろう。そして、住ん

でみると「思いやり」が分かる土地だと思う。つまり一過性の場合はその瞬間のことなので、

「思い」があっても「思いやり」という形に出ないと相手には通じない。そこをいかに実現

するのかということであり、「思い」という素質はあるが、それを形に出すためには行政が中

心となっておもてなしのセミナーとするとか、企業などにもお願いして草の根的なものをや

る必要がある。いろいろ取り組んでいても、実際には上手く伝わらないところもあるだろう

が、そういった人材面、人間力の掘り起こしが、今後の競争力につながっていくと思う。そ

して、リピーターづくり、ファンづくりというところに行き着くのだろう。現実として、高

崎の魅力について周囲に聞くと、なんだろうとみんな考えてしまう。で、だるまかなと。し

かし、だるまが魅力というのは通用しないだろう。東京から高崎へ移り住む人が結構いて、

仕事は東京なのになぜかと聞くと、やはり住みやすいのだと言う。そういう意味では、その

住みやすさを一過性の観光に結びつける、ということを上手くやるのが課題になると思う。
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結局、魅力はやはり人間力や風土とかそういうものになるのではないか。 

会長 

もてなしや思いやりという話が出て、それもソフト的なものである。住みやすさは誰もが

否定しないだろう。群馬の人は愛県心がある気がする。住むにはとても良くて住民も満足し

ている。しかし、たまたま外から訪れた人が、例えばバス停はどこにあるとか、観音様を見

に行く方法などが、すぐに分かるかというとそうでもなく、いつももてなしが上手くいって

いるわけではない。そういう意味では単発的な努力や仕組みなどが欠けているのは残念だと

思う。 

委員 

 高崎に来て感じたことは、大宮と似ていると思う。やはり交通の要衝とか、便利だという

ところは似ている。それは非常に良いことだが、交通の要衝というのは何かアンカーがない

と素通りされてしまう。いかに駅から外に人を出すか、人に歩いてもらうかがポイントであ

る。やはり何かアンカーがいくつかあって、そこを上手く歩くコースが出来ているのが街だ

と思う。例えば大宮も上手くいっていないが、東口から 15 分くらい歩くと氷川神社があるの

で、そこまで歩かせようとお祭りなどイベントを絡めているが、回遊性などの前に、きちん

とその先にアンカーが待っているということをやらないと、駅から人が出て歩くというのは、

交通の要衝や車社会ということを考えると難しいという印象を持っている。そのあたりの工

夫を、マーケティングやプロモーションなどを含めてやっていく必要がある。 

会長 

 ヨーロッパの町だけがモデルではないが、この街にはこういう施設があって周るコースが

決まっていて、必ず外せないというものがある。高崎で考えてみた時に観音山、少林山、城

址などがあるだろうが、外から来る人にはよく分からない。どう行くのかという手順は全く

示されていない。もてなしや思いやりの配慮が十分ではない。 

また、商都という色彩が強く、大宮との対比されることが多いが、大宮よりもコンテンツ

が豊富なのかというと微妙なところではある。おそらくストーリー性がないと、発掘したも

のが単発であるだけでは全然人は動かない。それらを結びつけ発信して、それを人間力が補

強することになるのだろう。 

委員 

群馬県は義理と人情の土地で、人間力に関しては良いものを持っていると思う。それに触

れるまでが問題である。住んでいる人や何度も訪れている人は、その人間力に触れる機会が

あり、第二の故郷と言ってくれる人も多いと聞く。しかし、高崎に初めて来て最初に接する
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のは人ではなく、実際は案内の標識や看板だと思うが、その標識や看板などの視覚に入るイ

メージが、ウェルカムムードに欠けるというか、自分で勝手に探してくださいみたいで、そ

っけない。もっとアピールして、駅から観音山までバスで何分と分かりやすく、統一性をも

たせ、高崎に住んでいるイラストレーターや芸術家にデザインを手掛けてもらうとか、地元

が輩出した芸術家とまちづくりをコラボするなど、デザイン的な観点でのまちづくりも必要

だと感じている。色やデザインのほか、道路名の定着についても看板が掲げてあるが、市民

が絶対使っていないのがほとんど。シンフォニーロードは使っているが、県外の客に案内す

る時に何々通りというのが定着していないので、説明し難い。通り名を市民レベルに定着さ

せて、来街者に対しても分かりやすく案内できるようにすることも必要だ。 

会長 

確かにメインの通りくらい、というかメインですらどうなのかという感じではある。 

委員 

他の地域の人が「高崎に行ったことあるよ。あそこの何々通りのお店はまだやっているか」

という話題になり難い。仙台や金沢などでは多くの人にイメージされる通りや横丁というも

のが結構あるだろうと思う。 

委員 

高崎の魅力の一つは商業力ということだと思う。他県と比べると弱いが、群馬県内ではト

ップであり、他県との比較においても中心部に旧大店法の 1 種店舗の規模が 5 店舗あるとい

うのは、非常に珍しい都市である。ほとんどの都市では、宇都宮でも百貨店が郊外に行って

しまう時代に、まだまだ中心部に残って頑張ってもらっている。ある意味で商業観光という

か、街に来てもらう核に大型店がなっている。昨年、ライバルである大型店同士に連携して

もらい、商業イベントを行っており、継続していきたいと思っている。 

委員 

人間力について補足だが、もともと高崎に住んでいる人のパワーを伸ばすのももちろんだ

が、外の優秀な人材を持ってくることも大事だと思う。参考になるか別として、前回の水戸

芸術館には、音楽、美術、演劇の３つの分野があり、音楽分野の戦略として、音楽監督に吉

田秀和さんを起用した。吉田さんは音楽評論家の大家で、桐朋学園の先生であったため、そ

の延長で小澤征爾さんが必ず毎年やって来ている。小澤さんは吉田監督の弟子みたいなもの

で、それが売りであった。もちろんそれに相応しいコンサートホールが施設としてあること

は、先程の話でいう十分条件として備えているが、そもそも、そういう人脈をつかまえたと

ころが競争力の 1 つの側面ではないか。そういう外からの人材を上手く高崎のベースに組み
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込んでいくことが、戦略として大事ではないかと個人的に思う。 

会長 

 次の議論に移りたい。前回までターゲットを絞るべきだという意見が多かった。シティプ

ロモーションや情報発信を、適当にやっても意味が無いだろう。それからエリアの設定とい

うことで、高崎からもっと拡げて、前橋や他都市との連携なども考える必要があるだろうと

いう意見もあった。そして 3 点目は震災の影響についてということで、この 3 点について意

見をお願いしたい。 

委員 

 高崎の街なかは歩いていて楽しい感じがしないことが多い。頑張っている人がいるのを承

知で敢えて言うが、今日も駅から市役所まで歩いて来たが、あの道を歩いていて楽しいとい

う人はまずいないのではないか。歩いていて楽しくない。シンガポールなどでは、アーバン

ツーリズムの観点で、歩くのが嫌になる距離というのが言われていて、東南アジアでは暑い

ということもあり 200ｍといわれている。それをどうするかということで、まず樹木を植え

て植樹帯をつくって暑さを和らげたり、歩いていて楽しいようにするとその距離が倍に伸び

る。商店街がちゃんとあるとさらに 5 倍になるとか、知らない間に歩いているようになり、

それが自然と出てきているのがモールだし、商店街の発展なのだと。高崎の場合では、例え

ば統一感が無い、各通りの名前も定着しないなどとなってしまう。ストーリー性が大事だと

会長からあったが、アーバンツーリズムのキーワードの 1 つで、みんなで帰った後に共有で

きるというのが観光の中でも重要なことだ。ある時訪れた人と、別の時に訪れた人が、違う

ことを言っていたら、本当に同じまちなのか、という話になる。そうすると次にはもう行こ

うという話にならない。当然それを改善していかなければならないし、エリアについても狭

い意味で捉えるか、広い意味で捉えるかで違ってくる。狭い中心エリアでも充実しており、

さらに広いエリアでも、例えば観光タクシーの運転手全員が、観光ボランティアの何とかの

資格を持っているとなれば絶対に楽しくなる。バスの運転手も、どんどん観光案内を喋った

ってよい。住んでいる人に優しいということは分かるが、それは観光のことを考えた時には

意味が無い。逆に住んでいる人にはうるさいくらいで、外からの人にとって楽しい街にしな

ければいけない。それが狭いエリアでも、観音山などのエリアでも、日帰りや 1 泊の温泉な

どでも同じように提供できる仕組みをつくるのが大事なこと。 

 そのための集客圏という意味では、そんなに広く設定する必要は無いだろう。何故なら訪

れて楽しいためには、そこが賑わっていないと楽しいと思わない。賑わってもらうためには

何回もリピーターで来てもらわなければならない。東京にプロモーションに行って、大々的
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なイベントのときにはたくさん来たが、他の時には閑散としていますというのでは、来ても

何ら楽しくない。であれば、まずは近くからでも何回も来てくれる街としての土壌が出来て、

その上で大きなシティプロモーションとなるのではないか。おそらくシティプロモーション

には何段階もあって、まず初期段階というのは高崎の近隣市町村から手をつけていくことを

しないと始まらないだろう。 

街の賑わいに関連して、学生と話していると、東京までは 1 時間ではなく、彼らの感覚で

は高崎線なので 2 時間である。でも、お金を使わずにブラブラできる人はそういう人だ。と

考えると、街の賑わいのためには「東京から１時間」と言っても意味が無いことになる。そ

れはターゲットが違うので、コンベンションをやりたいから大人の人を呼んできますよとい

うものと、そもそも街が人で賑わっていますよというのは、最終的には同じだが、最初考え

る時は別の問題である。 

会長 

 学生や若者などふらふらと歩いてくれる地元の人と、外から来るビジネス性のある人が来

て参加する機能とを分けて考えるべきという意見であった。難しいが、ビジネスターゲット

の中核施設が必要だという議論と、まち自体の賑わいのために施設をシンボルあるいは目的

地にするということは、議論が分かれるという気もしている。 

委員 

 確かに身近なところも非常に大切だが、一方で日本が人口減少の国になっている。東京と

沖縄以外は人口減少の傾向が今後ますます進んでいく。全体として国内人口減少が顕著にな

ってくるので、その中だけでの成長はありえないと思う。そうすると外から人やお金を取り

込む作戦を考えなければ成長が無いという視点が重要だと思う。国際化は身近でないと思っ

ているが、実は東京では震災後、手頃な飲食店で働く若い外国人が居なくなり、店が開けな

いという話を聞く。国際化は身近なところにも浸透している。その観点も忘れてはいけない

1 つの柱だと思う。報告の中で提言すべきである。 

会長 

確かに姉妹都市提携をみても、似た都市で連携する発想ではなく、都市のイメージづくり

として明確ではない。外向きの宣伝や意識、連携が重要だという意見だが、高崎はそもそも

その分野が得意でないと感じる。 

委員 

エリアについて、商圏と観光圏は違うと思う。例えばメイン商圏を 30km 圏内と想定したと

して、その中で周りと違う特徴を考えなければならない。シンガポールにあるオーチャード
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ロードというのは、本当に特徴があって若い人と外国人を呼び込む街で、道はでこぼこでエ

スカレーターは角度が急で速く、若者を意識した街になっている。逆に、そうでない人たち

は、郊外のＨＤＢフラットという団地を中心にまちづくりをしている。そこがきちんとセグ

メントされているので、オーチャードの活気というのは、はっきりと特色を持っていた。そ

のため、目的に合った人たちが集まっていたということがある。 

また、帰国後には、現地で知り合った政府の人が直接来て、日本人にシンガポールへ来て

もらうにはどうしたら良いかと、わざわざ役人を連れて何度か訪ねてきた。そして、日本人

に来てもらうためにオーチャードロードは何をするべきかと聞いてきた。それは、その国で

足りないものを真剣に誘致しようとするビジネスマンのようであり、国の行政と民間が 1 つ

になって観光の街を維持しようということが非常に明快であった。そこまでやらないと、街

としての魅力付けはなかなか出来ない。つまり、器としての施設と中に入る人、商売のあり

方がきれいにストリームラインとなって魅力付けが出来ると思う。それをコーディネイトす

るところがどこなのか、コーディネイトをどうやっていくのかということの議論がきちんと

されていないといけないと感じている。 

委員 

国際化が身近にあると言われて考えてみたらまさにその通りで、地元の商店街 35 店舗の中

で、アメリカ人、トルコ人、中国人がいる。お店のアルバイトも 3人中国人の女の子がいて、

その内 2 名は瀋陽のヤマダ電機に就職した。世界に発信するには、高崎は世界のヤマダ電機

の本拠地ですというのが分かりやすいのかと感じた。そんな中、地道に店舗を構えて連なっ

ている商店街から何かを発信しなければと思うが、そのコーディネイトをどうするか、そし

てある程度具体化すれば街の力になるのかなと。それとセンス的にデザイン度の高い街、視

覚的に訴える掲示板や案内板にしても、高崎ならではの個性と特性を活かしたデザイン性の

高いものにして欲しい。 

会長 

震災の関係で、都市戦略の点から何かご意見は。 

委員 

東京のバックアップ機能ということで、東京の調子が悪くなった時に高崎がバックアップ

することになるが、今回の計画停電や節電の状況を見ていると、同じ東京電力管内なので東

京が駄目な時は高崎も駄目ではないかという感じもする。 

その中で具体的に検討して欲しいのは、大きな災害があってもビジネスを継続できる基盤

を高崎でつくることである。その結果、安心してバックアップ機能を持ってきたり、投資を
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してくださいと。例えば非常用電源を設備しています、公共民間を問わず自家発電設備を設

置していますとか。要するに都市として安全性に対する基本理念があって、それが徹底され

ているという情報を広く発信していけばどうか。その時に、現実として非常用電源等の設備

はコストが高い。公共的な施設は当然だが、民間施設の非常用設備に対してはインセンティ

ブを政策的に用意する。例えば市が直接できる範囲として当該部分についての固定資産税の

減免だとか。安全性のレベルが、都市としてトータルに保障されている都市を目指すべきで

はないか。 

委員 

今回の震災を経験して、地震の実害が少なかったが、直後に新幹線が駅間に停まって乗客

の救済をする際に案内する場所が無く、いろいろな行政施設を提供してもらった。その時に

当然、まとまった量の食べ物、飲み物が必要になるが、近くに稼動している弁当工場、飲料

工場がなければ、1,000 食、2,000 食の弁当を用意したくても出来ない。今回、埼玉にある関

連会社の弁当工場からは、高速道路の閉鎖や一般道の渋滞で運べなかった。都市の近くに野

菜、肉を供給できて、それを捌けて輸送できるというコンパクトにまとまっている自己完結

型の機能が無いと厳しいと感じた。 

電力の話では、自営電力の発電所もあるので、一部の線区の列車は動かせるが、踏み切り

は東電からの供給なので安全が担保できずに、列車運行が出来ずに迷惑をかけた。1 つ 1 つ

の電力がどこから来ているのかの把握に時間が掛かってしまった。バックアップ機能もそう

だが、現状を正確に把握するというのも非常に大事だ。そして、非常時にどういう状況にな

るかを想定する。そこからだと思う。 

会長 

 災害については、国、県、事業者など高崎だけで完結する話ではないが、何らかの形で高

崎が非常時の首都機能を代行することが必要だという点で一致してきている。次回以降まと

めに入るが、全体の方向性について何か追加等があれば伺いたい。議論が絞り込めていない

部分もあるが、今まで出てきたところを全部まとめて、第 4 回の取りまとめに進んでいくと

いうことなので、そのための枠組みのようなものは出てきたと考えている。高崎という都心

部の重要性もあるが、それはターゲットの絞り方やエリアの設定の仕方によっても非常に変

化してくるものなので、効果的、具体的な提言に結び付けていけるように宿題をいただいた

と考えている。次回の議論に向けて意見があれば、事務局の方に寄せて欲しい。 

委員 

 この前の議論で震災の影響で高崎の拠点性が変わるのではないかという話があり、実際に
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海外の物資が神戸に行ったりしている。ひたちなかの港について、津波が来る港は使えない

というようなことが言われている。高崎の交通拠点性の中でも、特に物流の位置付けが変わ

る可能性があると感じているが、集客やコンベンションをやるのに立地性が重要になるので、

震災以降、高崎が特に物流面で変わる可能性があると感じている。 

委員 

 震災が直接というより、例えば 3 月の北関東道の開通によって、関東地方の物流拠点の集

約に向けた動きもある。そこで大事なのは、10 年、20 年前から言われてきているように、い

かに企業を誘致するかということである。震災への対応も重要だが、高速道路ネットワーク

がもう少しで全体的に完成してくることを考えると、あと 5年 10 年くらいが最後のチャンス

である。そして、鉄道も使えるということは、ビジネスの面では商流と物流の両面が使える

点で、高崎は競争力があると思う。 

 その中で震災と関連させるとすれば、高崎市内の企業は中小企業を含め全てがＢＣＰ＝事

業継続計画を立てるとか、そのための勉強会を商工会議所で毎週のようにやるとか、大きい

企業も移動してくる度に、講演会や勉強会をするとかして、セットで成長させていくことは

とても大事なことである。 

委員 

コンベンションの立地にとって、業務機能が最大の鍵だと思うが、物流の可能性が高崎は

条件が良くなってきているということか。 

委員 

上手く使えばそうだが、それよりも先に新潟でより大きな物流センターをつくって、頻度

高く運べば何も高崎に止める必要は無い。通過のみにさせないためには、利便性の高い物流

センターを無償で提供する、というような思い切った誘致策が必要ではないか。まちづくり

とは関係ないがそういうのも十分有り得る。 

会長 

 他になければ、かなり議論が錯綜したが、取りまとめに向かって今日出た骨子を中心にま

とめていきたい。何か要望があれば随時お願いしたい。 

 

４ その他 

（事務局） 

活発な議論、意見に感謝している。これから取りまとめに入っていきたい。 

今後は、報告書のとりまとめをやって、あらかじめ案を提示してご意見を伺いたい。 
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次回は、本日の会議録や報告書ということでボリュームがあるので、日程調整についても後

日連絡させていただく。以上で研究会を終了とする。 

（以上終了） 


