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平成２６年度 商工業振興対策に関する要望事項 

 

 

１．市街地活性化について 

（１）中心市街地の「空き店舗対策事業」の拡充強化 

①「熱血店舗開店支援事業」「空き店舗等活用促進事業補助金」等の積極的な周知・PR 

②出店時の改装費等イニシャルコスト補助だけでなく、経営が軌道に乗るまでの間家賃

や人件費、宣伝費等ランニングコストの一定期間補助 

③出店後の経営が黒字経営となるまでの経営指導や広報活動の継続的なサポート 

＜理由・背景等＞ 

従前より中心市街地空き店舗対策として、新規出店時の費用負担を減らし、出店

意欲を高めるための補助金として「熱血店舗開店支援事業」を設置し、平成２４年

度からは、業種・業態の枠を拡大して対応いただいている。 

引き続き中心市街地の活性化を図るためにも、新規出店補助対象や補助額の更な

る拡大と新規出店及び出店後も継続していけるサポートが必要である。 

 

（２）中心市街地の回遊性向上（重点項目５） 

①商店街や広瀬川河畔等へのオープンカフェ設置などの検討・整備 

②魅力的な中心市街地を形成するために商店街の特色を生かしたゾーニングや商店街の

集約化の検討 

      EX）弁天通り・・・昭和（レトロ）のまち 

         馬場川通り・・・ファッションとアート・若者のまち   等 

③ＩＣＴを利活用し、市民や来街者に分かりやすい案内表示と効率化・集約化したまち

なか情報の発信 

④市有施設と駐車場等の有効活用 

＜理由・背景等＞ 

前橋プラザ元気２１では年間１４０万人もの方が来場しているが、アーツ前橋が

オープンすることで更なる集客が期待できる。そこで、施設に訪れた人々がまちな

かを回遊し、買い物をしたり、食事をしたりして、楽しんでいただける環境づくり

が必要であり、そのためには中心市街地に存在する歴史や文化・自然を十分活用し、

イベントだけに頼ることなく、恒常的に多くの方が中心市街地を歩いて楽しめる仕

掛けづくりが必要である。 
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（３）中心市街地の魅力ある拠点整備（重点項目５） 

①音楽や踊りなど、常に人が集い交流できる文化・芸術拠点機能の設置 

②人々が集まり、交流をしている「まちなかキャンパス」のような学びの拠点機能の設 

置 

③地域の農畜産物を有効活用した、地産地消の「食」によるコミュニティ拠点の設置 

④中心市街地や市内の魅力や情報を発信する「いきいきまちの駅」のような情報発信機

能の設置 

⑤人々が交流できるロータリー的な機能（公共交通ターミナル）の設置 

⑥まちなかの事業・情報・施設管理などを一括して行い、効率よく事業ができる「まち

づくり会社」的機能の設置 

⑦８番街区の再開発の検討・整備 

＜理由・背景等＞ 

休日を郊外や遠方で過ごす人が多く、中心市街地に出かける人が減ってきている

が、中心市街地活性化のためには、人が集まり、回遊し、経済活動（消費）を行う

拠点の整備が不可欠であると思われる。 

そのためには市民が中心市街地に足を運びたくなるような商業・交通・情報・音

楽・芸能・食・学びなどの魅力ある機能の充実と拠点整備と、それらを効率よく運

営する仕組みが必要であり、前橋市中心市街地活性化基本計画では「８番街区」を

整備し、本格的な活性化を牽引することが方針として打ち出されている。 

 

（４）「アーツ前橋」開館におけるホスピタリティの充実 

① アーツ前橋の営業時間 11:00～19:00について、隣接する前橋プラザ元気 21、並びに

周辺商店等に合わせていただけるような、また曜日(土・日・祝日は開館時間を早め

る等)も考慮した営業時間の再考 

②文化・芸術施設の設置に相応しい周辺景観の整備と美化の実施及び高齢者、子ども、

女性 1人でも気軽に施設周辺を歩けるような環境整備 

③大型バス駐車場の設置並びに誘導方法の確立 

④文化芸術施設に相応しい誘導案内板の設置 

⑤周辺の文化・歴史施設、商店街との間を結ぶ周遊を高める「線」の充実 

＜理由・背景等＞ 

本年 10月にオープンした「アーツ前橋」は、前橋市初の公立美術館として企画や

展示物、イベント等、素晴らしい文化・芸術施設になることが期待されているが、

文化度の高い前橋としてのおもてなしの充実を考えると、文化・芸術施設に相応し

い周辺の景観や美化が必要である。 

また、ハコモノとしてそこだけで完結してしまわず、周辺の文化・歴史施設や商

店街との結びつきによる「線」の充実も必要である。 
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２．地域活性化について 

（１）JR両毛線・前橋駅を活かした鉄道網の整備及びまちづくりの推進（重

点項目１） 

①JR両毛線について 

ア. JR両毛線前橋駅～新前橋駅間の複線化実現に向けた積極的な取り組み 

イ. 前橋駅発着の湘南新宿ライン増発や東北縦貫線の乗り入れ 

ウ. 高崎駅での新幹線との乗り継ぎ強化 

② 前橋駅を中心としたまちづくりの推進 

ア. 前橋駅北口駐車場の立体駐車場化とパーク・アンド・ライドの推進 

イ. 前橋駅を起点としたイベントの推進 

ウ. 駅前区域の定住人口増加や企業立地につながる促進策 

エ. JR前橋駅と中央前橋駅との接続の向上  

③ 上記について「JR両毛線駅活性化研究会」における活発な協議活動ができる 

環境整備と実現に向けた取り組み推進 

＜理由・背景等＞ 

JR 両毛線前橋駅～新前橋駅間の複線化は企業誘致や観光誘客といった地域経済

の活性化だけでなく、日常的な移動手段としての利便性の確保に不可欠な路線であ

る。また、先般の大震災のような災害が首都圏直下で発生した場合のリダンダンシ

ー（多重性）、代替路線としての役割も含有している。しかしながら、平成 25 年 5

月 22日に群馬県、前橋市、当所による JR東日本本社への要望を行った結果を踏ま

えると、複線化推進のためには前橋駅の乗車人員を増加させる必要がある。さらに

は少子高齢化が進むなか、都市間のネットワーク強化、中心市街地の活性化や定住

人口の増加を図るためにも鉄道網を活かしたまちづくりが求められている。 

 

（２）上武道路の早期全線開通並びに「道の駅」の設置（重点項目２） 

①上武道路の早期全線開通と渋滞緩和のための周辺幹線道路の整備 

②大型車も利用できる休憩スペースの確保や緊急時の避難場所としても活用でき、さら

に地産地消の食が味わえる「赤城の恵ブランド」などの特産品が購入できる「道の

駅」の設置 

＜理由・背景等＞ 

国道１７号の大規模バイパスである上武道路が全線開通することにより、移

動時間の短縮や渋滞緩和のみならず、観光誘客など産業振興面を含めた経済全

体の活性化が期待される一方、単なる通過道路となってしまい地元の経済効果

がうすれてしまうことも懸念される。また、現状の上武道路では、一般車や大

型観光バスやトラック等のドライバーが安全に駐停車し、休憩できるスペース

が十分ではない。 
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（３）駒寄スマートＩＣの利便性向上（重点項目３） 

  ①一般県道南新井前橋線バイパスの第２期工区（駒寄スマート IC～主要地方道高崎渋川

線）の早期着工並びに地域の産業振興と観光振興を図るための大型車両が利用できるス

マートＩＣの整備促進 

  ②利用者にとって分かりやすく、周辺地域を広く周知できる名称への変更 

   ＜理由・背景等＞ 

駒寄スマート ICの周辺地域は、観光地が周囲に控え本市北西部の広域アクセス拠

点として期待されているだけでなく、上武道路や上信自動車道などの幹線道路の整

備が進んでおり、一般車両はもちろんのこと、大型車両の通行量も増えてきている。 

しかし、駒寄スマート ICへのアクセス道路である一般県道南新井前橋線バイパスの

第１期工区（大松交差点～駒寄スマート IC間）の整備工事は終了したものの、第 2

期工区（駒寄スマート IC～主要地方道高崎渋川線）が未整備であるため第 1期工区

整備の実効性が上がらず、大型車両が通行できないスマートＩＣとなっているため、

今後開通する上武道路や上信自動車道等との連絡性に支障をきたす状況にある。 

また、県外者にとって『駒寄』という名称が前橋との位置関係や吉岡をイメージし

づらいため、この地域を広く周知できる名称への変更が必要である。 

 

（４）国道 17号元総社町南交差点の早期整備 

   国道 17号元総社南交差点以北市道の早期拡幅による、前橋からの左折並びに高崎からの

右折車線の交通渋滞解消の推進 

 ＜理由・背景等＞ 

国道 17 号は前橋市と高崎市を結ぶ大動脈として地域経済の発展に重要な役割を

果たしている。しかし、国道 17号に東側から西部環状線が交差する『元総社町南交

差点』付近は県内の幹線道路の中でも最も交通量が多く、朝夕のラッシュ時には新

前橋方面に向かう、前橋からの左折並びに高崎からの右折車線の渋滞が頻発してお

り、利便性の悪い危険な状況である。 

 

 

（５）国道 50号本町二丁目五差路の早期改良整備（重点項目４） 

＜理由・背景等＞ 

現在の五差路は、自動車は桐生方面から上毛電鉄中央前橋駅や赤城方面へ右折で

きず、群馬大橋方面や前橋駅方面からも右折できないなど分かりづらく、歩行者に

も前橋駅北口から中心市街地への導線でありながら歩道橋によって利便性を欠いて

おり、自動車・歩行者双方にとって利用しづらい交差点となっている。高齢化社会

に対応したバリアフリーの街づくりという見地からも早急な改良が求められている。 
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（６）北関東自動車道全線開通における企業誘致、救援物資ロジスティクス・ネ

ットワーク等の拠点整備 

①群馬県と連携した物流基地等の積極的な企業誘致 

    ②救援物資ロジスティクス・ネットワーク等の拠点整備の促進 

＜理由・背景等＞ 

北関東自動車道が全線開通して北関東３県間が直結されたことにより、移動時間

が大幅に短縮された。また、関越自動車道、上信越自動車道、東北自動車道、常磐

自動車道と連結されたことで、物流効率の高まりや観光・医療・文化などの様々な

分野での交流が密になり地域経済発展への期待も高まり、沿線各地では商業・工

業・物流・観光等の誘致合戦が繰り広げられている。 

こうした中、東日本大震災という未曽有の大災害に直面し、高速道路が持つ災害

時の緊急輸送路としての重要性も増しており、首都圏が有事の際に必要不可欠な救

援物資等のロジスティクス・ネットワークの構築について研究をすすめていくべき

である。 

 

（７）赤城山周辺地域の放射能物質汚染問題及び風評被害に対する積極的な対応 

①放射能物質汚染問題の早期解決に向けた、多くの専門家を交えたプロジェクトチームの

設置と強いリーダーシップによる対応策の推進 

②風評被害防止のため、あらゆる場面やメディアを活用した適切で積極的な情報発信 

＜理由・背景等＞ 

本市を代表する観光資源の１つである赤城山は、山頂の大沼を初め覚満淵など四

季折々の風景と行楽があり“パワースポット”としても広く認知されている。特

に９月から解禁されるワカサギ釣りは関東近郊にファンも多く、シーズン中には

多数の行楽客が訪れ経済面でも多大な効果があるが、本年においても放射能物質

の汚染問題で、釣った魚の回収を条件としており完全な解禁には至っておらず、

早期の解決が求められている。 

また、赤城山麓は豊富な農産物の生産地であるが、近隣国からは全水産物に対し

輸入を禁止する特別措置の対象に本県が指定される発表があるなど、観光や農畜

産業から製造業に至るまで風評被害の影響は広範におよび、産業界への影響も多

大なものが予想される。 
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３．中小企業振興策について 

（１）地域中小製造業への支援強化（重点項目６） 

①各製造業界との定期的な情報交換会の開催並びにそこで把握された企業の現状や課題を 

反映した施策や補助金等支援制度の強化 

＜理由・背景等＞ 

昨年１２月に政権が交代し円安、株高の傾向が定着し自動車メーカーを筆頭に輸出産

業の収益力は向上した。しかし、海外企業との競争力を維持するためにメーカーの海外

進出は中国からアジア各国へと拡がり、かつて隆盛を誇っていた電気機器メーカーも国

内の集約化が加速するなど、我々中小製造業者にとっては、いつ仕事がなくなり倒産の

危機に陥るか分からない状況である。この厳しい環境を生き抜くために、自社の利益を

削りながら企業存続と雇用継続に努めている地域の中小製造業に対して、課題やニーズ

と合致したタイムリーな支援メニューを講ずる必要がある。 

②設備助成制度利用について 

ア.１回だけの利用制限が設けられている設備助成制度の再利用 

イ.平成２７年度以降の制度継続 

ウ.中古設備への助成対象の拡大 

＜理由・背景等＞ 

中小製造業等が対象の生産性向上、合理化などを目指した機械設備導入に対する

補助制度や省エネを推進する高効率空調機や照明設備のＬＥＤ化に対する補助制

度が設けられているが、平成２４年度から２６年度までの間、いずれか１回の利用

と制限されている。再度利用したい企業や受注増により設備の入替を検討している

企業がある。 

③３次元 CADの導入とその操作等技術習得のための人材育成に対するハード・ソフト両面から

の一体的な支援 

＜理由・背景等＞ 

中小製造業がメーカーと直接やり取りをする際に３次元 CADデータが必要となってい

る。相手先のニーズを正確に把握し、自社に蓄積したデータやノウハウを活用して、ス

ピーディー且つ具体的な提案ができる体制が求められている。 

④中小製造業が連携して新分野進出に取り組む「ものづくりを実践する組織」に対する事業費

補助等具体的な支援の実施 

＜理由・背景等＞ 

既存取引の受注減少を補うために新たな加工技術を導入する際に、一社単独では技術

的にも資金的にも難しい場合、新分野へ進出したい企業数社で解決に取り組み補完する

ことで技術向上や新技術を習得する活動が有効だと考えられる。国の施策でも産産連携

を促進させており、地域の企業数社で仕事取りを狙う動きや自社における既存の製造技

術と新加工技術を融合して医療や農業等新分野へ挑戦しようとする動きがある。 
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⑤３Ｄプリンター等の原材料を安価に市内中小製造業に提供できるよう前橋工科大学が中心と

なった積極的な産学共同研究の促進と、他地域に先んじた研究成果の提供 

＜理由・背景等＞ 

      日本再興戦略として期待されている第３の加工法三次元積層造形（３Ｄプリンター）

技術は、機械設備が安価になったとはいえ原材料がメーカー独占の高価格帯で販売され

ている。中小製造業が競争力をつける意味でも試作開発から生産に使用される硬化性樹

脂素材や超耐熱材料、セラミック材料等が安価で購入できることが望まれている。 

 

（２）建設業界の健全育成支援 

①安定的な工事量と適正な工期の確保並びに発注の平準化 

②実勢価格を反映した予定価格の設定 

③技能労働者育成助成金制度等の更なる充実 

   ＜理由・背景等＞ 

市内建設業者は地域経済や雇用を支えるとともに、インフラの維持管理や災害発

生時の復旧作業、除雪、鳥インフルエンザ等家畜伝染病への対応など、地域社会の

安心・安全を維持するために大変大きな役割を担っている。 

建設業界は緊急経済対策の実施などから業況は好転しつつあるが、熟練技術者・

技能者の高齢化や若年層の入職者減少にともなう人手不足と労務単価の上昇、建設

資材や燃料費の高騰などにより、予定価格と実勢価格が乖離して業者の収益を圧迫

し倒産の増加につながるなど、市内建設業界を取り巻く環境は未だ厳しい状況にあ

る。 

 

（３）公共的建築物への県産材の積極的活用 

①教育施設(学校校舎、体育館、公民館等)の新築及び増改築工事における積極的な県産材

導入の継続並びに市内事業所への発注 

②市営住宅の新築及び改修工事における積極的な県産材の導入並びに市内事業所への発注 

＜理由・背景等＞ 

現在、わが国では木材自給率を 50％以上にすることを目指し、国産材の利用拡大

に取り組んでいる。特に木材需要の高い建築物に目を向け、その中でも公共低層建

築物においての木造化・木質化を国も率先して推進している。しかしながら、依然

として国産材は充分な消費がされてきておらず、戦後、造林された人工林が資源と

して利用可能な時期を迎える一方で、木材価格の下落等により伐採や手入れが十分

行われず、わが国の森林はかつてないほどの悪循環に陥っている。この悪循環から

脱却し、森林の再生をはかり、木材自給率を高めるためにも、木材の消費が必要不

可欠である。 
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（４）前橋工科大学等との連携による、福祉や医療機器などの成長分野における即 

戦力人材の育成支援（重点項目７） 

＜理由・背景等＞ 

これからの急速な高齢化社会の進展に伴い、福祉や医療機器などの成長分野にお

いて即戦力となる人材の育成は喫緊の課題である。前橋工科大学には、生命情報学

科やシステム工学科、総合デザイン工学科が設置されている。また専門学校でも早

くから福祉医療分野における人材育成に取り組んできており、教育機関と産業界が

相互に連携して専門教育を行うことにより、福祉ロボットや医療機器産業などの新

たな成長分野に参入しようとする企業にとって必要な即戦力人材の育成ができる。 

 

（５）小口資金及び経営振興資金における設備資金に関わる融資期間と据置期間の

延長 

＜理由・背景等＞ 

      設備資金の調達に伴う資金繰りの安定と円滑化を図るため、小口資金及び経営振

興資金の融資期間を現在の最大９年以内から１０年以内へと延長することにより減

価償却資産の償却期間に近づけること、また据置期間を２年以内に延長されるよう

お願いしたい。 

 

（６）小口資金及び経営振興資金における借換融資条件を緩和された保証制度の実 

施期間の延長 

＜理由・背景等＞ 

依然として厳しい経営環境下にある中小・小規模企業にとって、資金繰りの安定

と円滑化を図るために実施されている、小口資金及び経営振興資金における借換融

資条件を緩和された保証制度は、複数の保証付き借入金の債務一本化等を促すこと

により月々の返済額を軽減することのできる有効な制度であるが、実施期間は1年間

であるため、制度の延長が必要である。 
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４．国際化への対応について 

（１）海外の認証取得費用に対する新たな補助制度の創設 

＜理由・背景等＞ 

製品を輸出する際には、輸入国が要求する基準・規格を満たすため製品試験及び

認定工場となるべく審査を受けて認証を取得しなければならない。また、輸入各国

においては基準・規格が異なるため、輸入国ごとに認証を取得しなくてはならない

というのが実情である。 

      国内市場が縮小するなかで、新たな販路を求めて海外に展開しようとする市内中

小企業にとって、手続の煩雑さはもとより費用負担が輸入国の認証を取得する際の

ボトルネックとなっている。 

ついては、厳しい環境のなかで海外市場への販路開拓を進めようとする中小企業

の負担を軽減するため、外国への特許出願や商標保護等をする際の経費の一部を補

助する群馬県中小企業外国出願支援事業では対象となっていない輸入国の認証取得

に係る費用について、新たな補助制度を創設して経費の一部を助成いただきたい。 

 

（２）主要施設への案内の外国語表示の更なる充実 

＜理由・背景等＞ 

現在、前橋市においても在留外国人が増加し、多文化共生社会としての街づくり

がますます必要とされている。外国から来た方が安心・安全に行動できるよう、日

常生活に必要な主要施設やへの案内表示やの更なる充実が必要である。 

また、特に外国の方に向けた前橋駅から主要施設への案内表示板の整備やマップ

等の充実が必要である。 

 

５．環境対策について 

（１）高齢化社会・低環境負荷社会に向けた低公害車の普及促進のための率先し

た導入並びに購入者に対する積極的な支援策の施行 

   ＜理由・背景等＞ 

自動車による二酸化炭素の排出削減は地球温暖化を防ぐ上での課題となっている

が、昨今の新車総販売数に占める低公害車の割合は７割を超えているものの、まだ

未対応車両が圧倒的に多い現状である。 

   群馬県は一人当たりの自家用車保有率が高く、環境への関心の高まりや公共交通

の衰退、高齢化に伴う買物や外出の減少などが顕在化する中で、『超小型モビリティ』

など新たな交通体系も踏まえて、より一層二酸化炭素（CO2）、窒素酸化物（NOx）・

粒子状物資（PM）などの排出抑制を図り、低環境負荷の自動車社会を構築すること

が求められている。 
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（２）前橋市メガソーラー設置促進協議会の活動強化及び新エネルギー導入促進に関す

る支援（重点項目８） 

＜理由・背景等＞ 

平成 24年 9月に発足した「前橋市メガソーラー設置促進協議会」では太陽光発電

を中心としたマッチング事業が行われているが、再生可能エネルギー買取価格制度

（ＦＩＴ）における買取価格は年々下がることが予想される。特にプレミアム期間

とも言われる買取価格が上乗せされる 3年間の最終年度を平成 26年度に迎え、早急

な対応が求められるなか、協議会の果たす役割はさらに重要性を増すものと考えら

れる。そこで、太陽光のみならず、再生可能エネルギー全般に対する導入啓発活動

を行い、新たなマッチングの場作りや雇用機会創出のために協議会がコーディネー

トできるよう、さらなる支援・対策が必要である。 

  

（３）災害時の避難場所として想定される学校、公民館における非常用自家発電装

置（バルクシステム、蓄電池等）の設置及び関係エネルギー団体との防災協

定の締結 

＜理由・背景等＞ 

前橋市地域防災計画の具体的促進策として、東日本大震災の教訓から市内各支所

や保健所に非常用自家発電装置が設置されているが、市内全域を網羅するためには

充分とは言えないことから、さらなる設置区域の拡大および関係団体との協定の締

結による市民のライフラインの確保や企業活動への影響を最小限に留めるような対

策等が必要である。 

 

（４）ごみ減量対策事業の更なる強化 

＜理由・背景等＞ 

前橋市で平成２４年度に排出されたごみ・資源の量は 132,649ｔと前年に比べ減

少はしているが、全国的な比較では依然としてごみの量が多く、更なる対策が求め

られている。ごみ減量には、市民の正しい理解と意識の高揚が重要であり、啓蒙活

動の強化や各種取り組みの強化が必要である。 

（５）産業界と連携した低炭素社会、循環型社会の実現 

＜理由・背景等＞ 

既存エネルギーとのベストミックスによる安定したエネルギー供給による低炭素社会

の構築や資源の３Ｒ運動やごみの減量化など、前橋市環境都市宣言の理念に基づいた前

橋モデルの循環型社会の実現のためには、行政と産業界との意見交換など連携を深め、

クリーンエネルギー関連の技術開発支援など、市民と企業が一体となった活動の実現に

向けて各施策へ反映いただくことが必要である。 


