特 集

3.19 上武道路全線開通
～地域の可能性が広がる～

上武道路は、埼玉県の熊谷市から前橋市までを結ぶ国道 17 号の
バイパスとして整備され、全長 40.5km のうち、残る 3.5km の区
間が 3 月 19 日㈰に開通する。これにより初期の着工から足かけ
約 40 年の時を経て全線開通となる。

今月の特集では、上武道路そのものはもちろん、直接的な効果
や市内経済への波及効果や期待の声について企業活動や観光振興
の側面等から捉え、今後のビジネスチャンスの可能性を探る。

号の大規模バイパスで

最後のミッシングリンクが解消

国道

をなす（左頁図）
。

併せて熊谷渋川連絡道路の一部

側に伸びる前橋渋川バイパスを

か ら 前 橋 市 を 結 び、 そ こ か ら 西

あ る 上 武 道 路 は、 埼 玉 県 熊 谷 市
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も持つ。この道路の整備は、昭和 年度に事業化、

るルートがとられ、関越自動車道を補完する役割

し、県域の南部から県央部へ北西に向けて通過す

群馬県内では太田市や伊勢崎市、前橋市を通過

きた。

的な渋滞の緩和等を目的として整備が進められて

の多くの区間が対向２車線である為に起こる慢性

新潟方面へのアクセスの短絡路として、また現道

この熊谷渋川連絡道路は、首都圏から群馬県や

1. 上武道路
ことはじめ

昭和 年度に工事着手がなされた。昭和 年度に
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その後、国道 号より北の区間も、順次延伸が

が開通した。

平成３年度には、熊谷市から国道 号までの区間

太田市内の区間が開通したのを皮切りに延伸し、

50

道の国道 号と前橋渋川バイパスの交差点までが

通している。今回、そこから西側の残る区間、現

なされ、現在は通称「赤城県道」までの区間が開

50

つながることで、工事着手から約 年超を経て、
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話すのは、上武道路の整備を行う国土交通省関東

でも大きな波及効果が見込めるのではないか」と

「上武道路の全線開通は、産業や観光等の分野

大規模バイパスが通ることによる効果

る。

最後のミッシングリンクが解消されることとな

40
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上武道路

整備目的
・東京圏と群馬県を結ぶ広域道
路を形成
・前橋・高崎・太田・伊勢崎周
辺における市街地の混雑緩和
起点
埼玉県熊谷市西別府
終点
群馬県前橋市田口町
総延長
40.5 km
設計速度
80km/h
車線数
4 車線（新上武大橋～国道 50
号交差点間）
※上記区間以外は暫定 2 車線

地方整備局高崎河川国道事務所の桑原正明事務所

長だ。群馬県が道路整備の方針、
「７つの交通軸」

の一つ「県央軸」の中に上武道路が位置付けられ

ているように、広域的な道路ネットワークの形成

は、地域経済の活性化に不可欠な要素だ。

桑原事務所長によると、この道路整備により、

県境を跨ぐような“足の長い移動”が促され、移

動時間の短縮等の直接的な効果が期待されるとい

う。具体的には、熊谷市から渋川市間の所要時間

が現道経由の約１２８分から約 分へと、全線開

通により大幅に短くなると見込まれ、産業や観光

等に与えるインパクトは大きいといえよう。

産業の側面では、沿道開発や民間投資が喚起さ

れ、土地利用の高度化、企業立地とそれに伴う定

住人口の増加が期待され、観光という側面では、

移動にかかる時間が短縮されること等で、近辺の

国土交通省関東整備局
高崎河川国道事務所
事務所長 桑原 正明 氏

周遊行動の幅が広がり交流人口の増加が見込める
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のではと桑原事務所長は指摘する。

上武道路の全線開通は、
広域的な移動促進や時間
短縮効果が見込まれる。
それによって、産業や観
光等の分野でも大きな波
及効果が見込めるのでは
ないか。

赤城山のすそ野をかすめるように中央部を横断し

遊が出来るかたちが望ましいだろう。このように

の設置が検討されているが、そこを拠点に観光周

光誘客であれば現在、上武道路沿いに「道の駅」

路ネットワークを活かすことが大切だという。観

関越自動車道や北関東自動車道、国道 号等の道

に進出し、団地内の変化を時代と共に見てきた。

団地内で鉄工所を営む樋口氏は、団地の分譲直後

業団地連絡協議会の会長を務める樋口勝男氏だ。

新陳代謝が進んでいる」と話すのは、芳賀東部工

期の分譲から 年以上が経ち、
「近年、団地内での

先に紹介した五代南部工業団地の北側にある。初

前橋市の市域を横切るかたちに

ながら現道と交差し、渋川市方面へと抜けるルー

して、観光客を市域に留めることができ、地域が

上武道路は、前橋市では市域の南東から入り、

トをとる（左図）
。赤城山南面と市街地の両方へ

稼げるかたちを作ることが大切であろう。

ては、オーダーメイド方式が採

積はおよそ７ 。分譲にあたっ

工業団地が拡張される。分譲面

上武道路沿いにある五代南部

立地を選択することを伺い知ることができる。

たりと、バイパス沿いの場所性を踏まえて活発に

したり、団地外の事業所が居抜きの建物を活用し

事業所が生産拡大のために、隣接する用地を取得

に別の事業所が入る状況にある」という。団地内の

業していた工場が撤退し、居抜きになっても、すぐ

武道路が通過するようになってからだそうだ。
「操

特に状況が変わったのは、４年前に団地内に上

30

用され、進出を希望する事業所

企業誘致の動向

アクセスしやすい格好だ。市内でも開通済みの区
間が存在するが、全線開通をきっかけに、改めて
企業誘致や観光振興のあり方を考える必要がある
のではないだろうか。
前橋市に限らず上武道路の開通した区間では、
大型商業施設や工業団地等の沿道開発が進んでい
る。しかし、人口減少時代を迎え、市街地の活性
化、農地保全等の問題とうまく調和させるか、全
線開通によって前橋市が通過点になってしまう課
題等も考えられる。

50

の要望を踏まえて区画を決めて、
整備を行うものである。昨夏の

期間に分譲募集がなされ、現在、その区割りが調
整されているところだ。前橋市産業政策課による

新陳代謝がみられる工業団地

つなげていきたいという。

地域経済の活性化や雇⽤創出、定住⼈⼝の増加に

制を取っている。進出する企業を増やすことで、

介等引き合いのある企業のニーズに対応できる体

工場等への入居も助成対象とし、居抜き物件の紹

団地進出への助成制度を拡張させるかたちで空き

新たな用地の確保は簡単ではない。そこで、工業

しかし、市内の工業団地は、ほぼ埋まっており、

のではないかとみているようだ。

上武道路沿線を含め、この地域の注目度は上がる

有無の引き合いが多いという。全線開通によって、

「上武道路へのアクセスを良くすることが重要で

これに対して、企業誘致や観光振興について、

ha

上武道路が団地内を通る芳賀東部工業団地は、

拡張される五代南部工業団地（左下）と芳賀東部工業団地内（右上）を
通過する上武道路（上部の左右）

2. 定住人口増加に
つなげるために

と、この工業団地の状況に関係なく、事業用地の
（前橋市等提供資料より会議所作成）

はないか」と、桑原事務所長は指摘する。また、

前橋市内の上武道路のルート（赤）と
工業団地等（●印）の分布
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物流・運送業の観点から
（一社）群馬県トラック協会の副会長である藤
野隆司氏は上武道路の全線開通により、
「周囲の

交通アクセスはもちろん、絶好のロケーション

ュ 音羽倶楽部」
。宿泊や研修の

豊かな空間にある、
「オーベルジ

れて、５分も経たずに現れる緑

なされている。上武道路から逸

等、交流人口の誘発にも期待が

上武道路の全線開通は、観光

気軽に利用できる場所と認知されるべく、カルチ

つ、近隣の人々には、会員制のイメージを払拭し、

の登録を始め首都圏方面の新規顧客を取り込みつ

ューも充実させた。そして、大手の旅行サイトへ

ロマトリートメントや森林浴等、女性向けのメニ

ェディング等の部門に力を入れてきた。また、ア

ピタリティのノウハウを活かし、レストランやウ

や施設内部の良好な環境、長年の蓄積があるホス

施設が併設されるレストラン・ホテルである。
「北

ャースクールや年 回のイベント等を行う。

新規顧客をつかむチャンスに

関東道のインターからも近い等、アクセスは重要

3. 交流人口を
どう誘発させるか
得。ターゲットを広げるべく会員制の枠を取り払

化に合わせて平成

年にホテル営業の免許を取

やゲストハウスとして活用されていたが、時代変

ンドの一角にあり、元々は事業所自身の研修施設

施設はプラス㈱前橋工場を中核とするプラスラ

したい」と、話すのは支配人の宇都木雅樹氏だ。

な要素。上武道路の全線開通も一つのきっかけに

今後の展開を考えているそうだ。

距離帯の顧客開拓も考えられるのではないかと、

そして、上武道路の全線開通を機に、埼玉など中

からリピータを確保したい」と、宇都木氏は話す。

等、ご満足いただけるサービスを提供し、口コミ

に女性のお客様が癒しやリラクゼーション効果

ープでの利用割合が多くなってきたという。
「主

現在では、従前からの法人よりも、個人やグル

2

い、一般の顧客も受け入れるようにした。

会員制の枠を取り払い、レストランや客室等を充実させた

高速道路の補完ルートとして、その存在感が浮か

オーベルジュ 音羽倶楽部 全景

び上がるのではないか」と話す。

昨年、開催された「⼿しごとさんのつどい」

６年前に全線開通した北関東自動車道は、北関
東三県間の移動促進に効果があったが、全線開通
はそれを補うべく新潟方面や熊谷方面へのアクセ
スがしやすくなり、ルートの選択肢が増える等の
メリットがあると見ている。また、前橋市内の国
道 号線の渋滞を避けることが出来るようになる
等、移動時間が読めることは大きいという。
そして、上武道路沿いに設置検討が進められて
いる「道の駅」の計画に、トラック運転手等の為
の休憩スペースの設置が示されている。近年、ド
ライブインが少なくなり、運転手が安心して休め
る施設が出来ることは、
「業界としても歓迎した
い」と藤野氏は話す。
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全線開通で移動時間短縮が期待される

24

Nature Education

」
。自然環境の良さとともに、首都圏から
Resort
のアクセスの良さを踏まえたものだ。今年度は、

２時間の里山環境リゾート
上武道路を通って南側から前橋市に入るときに
８つのモニターツアーを実施し、結果を踏まえて、

持続可能な赤城山振興のために
見える赤城山の壮大な景色やそこにある資源を活

ＤＭＯが入ることにより、これまで何となく考

３年間の計画をまとめる予定だ。

と称し、赤城山を基軸とする観光振興を本格的に

えていた部分について、例えばＲＥＳＡＳ（地域

かさない手はない。現在、
「赤城山ツーリズム」
図るべく、
「日本版ＤＭＯ」への登録申請を観光

経済システム）を活用する等、マーケティング等
による裏付けがあった上で、プログラムの組み立

庁へ行ったところだ。
ＤＭＯは、純粋な意味での観光事業者とは異な
推進する組織である。観光に関わる主体等を巻き

設、個人や団体を含めた地元推進協議会とともに、

今後、同ＮＰＯは、ＤＭＯとして行政や宿泊施

てやそのＰＲが出来るようになるであろう。

込みながら、ＰＲやマーケティング、マネジメン

事業企画会議を行い、自然や里山体験、産業観光・

って地元密着、地元主導で持続可能な観光振興を

トを行い、着実に地域が潤う観光地域づくりのか

を行う予定だ。実施に関わる各主体への波及効果

農業体験等、多種にわたる観光プログラムの提供

このエリアでその役割を担うのは、赤城山周辺

が色濃く出る仕組みを構築し、展開を図るという。

じ取り役を担う。
で活動を行う、ＮＰＯ法人赤城自然塾である。赤

地域

DMO

制作

PR 宣伝

地域が潤う
プロセスを⽀援

観光資源・産業・
人材・地域の価値

（国内外）

現地
マネジメント

アプ
ローチ

市場・
観光者

連携

赤城山ツーリズム モニターツアーの様子

城山ツーリズムのコンセプトは「週末、東京から

DMO（Destination Management Organization)
の基本的役割

赤城山ツーリズムを進める上
で、観光者がどのような移動手
段を取るか――アクセスの良さ
――は重要な要素だ。観光資源
が点在する赤城南面での円滑な
周遊行動には、上武道路からの
アクセスはもちろん、その出発
点となる存在が必要となる。
その意味で、上武道路沿いに設置検討が進めら
れている「道の駅」は、その出発点として存在感
を示せるはずだ。市内で４番目となるそれは、「赤
城の自然を活用した本市ならではの体験を提供」
と、その基本構想でも位置付けられている。また、
関越自動車道・駒寄スマートインターチェンジの
大型車対応化やそこから上毛大橋を経由して上武
道路につながる道路の整備が進められている。ど
の方角からでもアクセス性を高め、各資源を周遊
させるためのゲートウェイであるべきだ。
他方、沿道開発という観点で企業誘致等を考え
ても、広い用地を伴う工場や物流拠点等は、幹線
道路沿線にあることが確かに望ましい。しかし、
これからの時代、都市開発の考え方として「コン
パクト＋ネットワーク」と言われるように、沿道
開発一辺倒とせず、市域全体を見渡して機能分担
による誘導を図った上で、ビジネスがしやすい環
境を創出する必要がある。その大前提として、市
内各所から上武道路へのアクセスがしやすい環境
をつくことが求められる。
地図で上武道路のルートを眺めると、赤城山南
面と市街地の両方へアクセスしやすい形態であ
る。全線開通をきっかけに、定住人口と交流人口
を増加させ、地域経済を底上げするための存在と
して戦略的に地域振興を図って通過される道路で
はなく地域が稼ぐ道路にしなければならない。

4. 全線開通を
実りあるもの
にするために
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餃子とラーメンのウマい 店！

中華 獅子丸
ます！
お弁当も作り
い！ 住
ご相談くださ

shishimaru

所：前橋市岩神町 4-12-8
ＴＥＬ：027-234-3379
定休日：月曜日

化粧箱・ダンボール箱、紙製品のご用命は

株式会社
〒379-2154

前橋市天川大島町3-767-4

丸セ紙工
TEL 027(263)1050

／ FAX 027(263)1060

創業・経営・再生の「三つの支援」
で企業の明日を積極サポート！

群馬県信用保証協会

会長

三澤 益巳

営業時間にご利用いただける窓口相談とご連絡いただければ当協会担当職員が伺わせていただく出前金融・経営相談を無料で行っています。
女性創業応援チーム「シルキー クレイン」も是非ご活用ください。

ＦＭ GUNMAとの共同制作番組 「チャレンジ・ザ・
ドリーム〜群馬の明日をひらく〜」

創業支援や経営支援において、
中小企業診断士

放送は毎月第１木曜日12:00〜12:55（再放送は２日後の土曜日8:00〜8:55）

等の専門家による創業相談や創業計画策定支

創業を目指している方や、
若い方が興味を持って聞いていただける内容となっています。

援、
経営診断、
経営改善計画策定支援にかかる

是非お聞きください。
（FM GUNMA JORU86.3）

費用を当協会が補助する事業を行っています。

【本店】

前橋市大手町3−3−1 ℡027−231−8816

【前橋連絡所】 前橋商工会議所内
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℡027−234 −5115（代）

詳しくは

http://gunma-cgc.or.jp/ まで

