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僕ら行政の仕事は街を人を幸せにすることだ。それ

de= 崩して、sign= 構築）することによって、本来

は信念としてずっとある。

持ち合わせている価値を新たに引き出すとともに、

高度経済成長の工業化社会で一つの正解だと信じ
る号令により “最小の

で最大の

これまで解決できなかった様々な課題を解決し、新

これまで社会や地域の課題を行政本位で解決してき

魅力アップ共創推進事業をはじめ、多種多様な形

たな幸せを創ります。

ましたが、これからはより民間活力を生かした官民

態による官民連携の取組みを進めてきました。

連携による取り組みで解決する事業を展開していく

今後は、本市における官民連携による取組みを “民

” とした過

度にモノやお金に依存する社会から、心の豊かさや

将来の前橋が、“新たな価値の創造都市” として様々

ことが重要であると考えます。本市ではこれまで、

間共 創” 事 業と位置付け、さらなる周知を図ると

地域とのつながりに価値を見出すポスト工業化社会

な人やモノ、コトがめぶき、魅力と幸せが溢れるま

社会や地域の課題を市民、企業・団体等の民間と

ともに、新たなマッチングによる事業を推進します。

の現代の中で必要なことは、信念を支えるビジョン

ちになるよう共に新たな歩みを進めましょう。

行政が共有し、両者の連携による解決に向け都市

であり、イノベーションするチャレンジ、そして変化
に柔軟な対応（アジャイル）だと考えます。

前橋市

未来の芽創造課

課長

谷内田修

キーワードは「地域経営」、前橋ビジョン “めぶく。”
これからの超人口減少社会において、前橋市が「新
しい価値の創造都市」として魅力あふれる街になる
ためには、市民、企業・団体等の民間の皆さまと行
政が、
「他人ごと」ではなく「自分ごと」として様々
な地域の社会的課題を捉え、自主的・自律的に連
携して解決に取り組むことが求められます。
そのビジョンが前橋ビジョン「めぶく。〜良いもの
が育つまち〜」であり、その仕組みが民間共創であ
り、本市の独特特別な民間共創が「都市魅力アッ
プ共創推進事業」です。
これからはデザイン、行政

民間

デザイン

前橋市の強みである “暮らしやすさ” を土台に、多
様な文化や価値観を受け入れる寛容性に富んだ街
で新しいビジネスやコトを起こす仕組み仕掛けが充
実しているクリエイティブあふれる街になるために、

*3 ＰＦＩ(private ﬁnance initiative)：これまでの公的部門による社会資本の整備・運営に民間資本や経営ノウハウ

今ある様々なモノやコトをデザイン（de+sign・

を導入し、民間主体で効率化を図ろうという政策手法。

前橋市では、平成２５年度からの取組みとして新しい価値の創造等を目的に、社会貢献活動、企業の社会的責任（Ｃ
ＳＲ）、共通価値の創造（ＣＳＶ）等に意欲のある企業、団体等の取組みを広く募集し、民間活力を活かした新たな仕
組みによる事業を展開することにより、民間協働・連携による前橋市のプロモーション効果や企業ＰＲへの寄与を図る
事業を展開しています。
*1 ＣＳＲ(Corporate Social Responsibility)：企業の社会的任。本業（事業）の周辺での活動。
*2 ＣＳＶ(Creating Shared Value)：共通価値の創造。社会的価値の実現を通じて事業価値や競争力を確立。

企 業メリット

行 政 メリット

社会貢献

社会課題の解決

企 業 プ ロ モ ーション

民 間 の アイディアを 活 か せる

新 たな 事 業 機 会 の 創 出

シ ティプ ロ モ ーション

企業提案に対する市の関わり方は、「共催」「後援」、その他「協力」とする。
本市関係部署間の連携により提案事業を推進する。
「共催」の場合は、必要に応じて事業費、施設、人員等を一部負担する。
社会貢献活動、ＣＳＲ、ＣＳＶ等を目的とする企業、団体等の提案により取組むもの
「共催」の場合も含め、企業名等を事業名の冠に付けることができる。（事業命名権）
（例：○○社太陽光発電事業、○○社○○公園イルミネーション事業）

企業、団体等が資金面を含め主体となり、市と連携して実施するもの
上記のほか、市または実行委員会が実施する既存事業（イベント等）に対して、
メインスポンサー（協賛）としての支援、企画等の提案

既存事業に対する提案の場合は、市または実行委員会との協議により実施方法を決定する。
事業命名権を取得する場合の条件（協賛割合、公募選定）等の協議が必要。
（例：サンデンまえばしロボコン、ベイシアこども商人）

目的・概要

再生可能エネルギー導入と子育て支援を目的として、市
立第三保育所の屋上に太陽光発電設備を設置（企業負

1

「セキスイハイム太陽光発電 k i d s ニコニコプロジェクト 」

2

「前橋イルミネーション＆ライトアップ a t 広瀬 川」

3

「塗魂ペインターズ

るなぱあく塗装 大作戦 」

担）し、売電収益を市へ毎年寄附し、市立保育所の遊
具や楽器等の購入費等に充当しています。

事業主体

群馬セキスイハイム株式会社、前橋市

事業開始年度

平成 25 年度

スケジュール

平成 25 年
同年

事業予定期間

20 年間

10 月 - 11 月

保育所屋上への設置工事

12 月 -

発電開始

4

「地 域貢献 型電柱 広告 」

5

「サッポロ一番

6

「前橋ビジョン策定プロジェクト 」

7

「みんなの輝く☆を見つけよう！プロジェクト」

8

「遊 休 地の有効利用策 『 コスモス畑 』 プロジェクト」

演出しました。

9

「前橋まちなかポイ捨てごみ調査 ・ 分析事業」

事業主体

群馬イルミネーション推進協議会、前橋市

事業開始年度

平成 25 年度

施工内

・イルミネーション（特注ボラード 20 本）

10

前橋二番カップラーメン 」
目的・概要

前橋市内の広瀬 川、臨江閣、その他各所におけるイル
ミネーション、ライトアッップの設置、導入を計画する
一連の活動を目的として、年末年始の中心市街地のにぎ
わい創出につなげるために、広瀬川に架かる「朔太郎橋」
周辺にイルミネーション＆ライトアップによる光の空間を

「まえばしサイクルオアシスプロジェクト」

・ライトアップ（LED 照明機器 30 台）
事業期間

11

「自動車 運転 免許取得支援プロジェクト （ タイガーマスク運 動支援事業）」
目的・概要

12
13

「前橋市内全小 学生へのザスパクサツ群馬ホーム戦 通年招待事業
- キッズサポーター 1 万人プロジェクト -」

「アーツ前橋・ オープンカフェ事業 」

「るなぱあく」利用者の快適な環境づくりのために、「塗
( トウ ) 魂 ( コン ) ペインターズ」（全国１００塗装店で組
織するボランティア団体）が大型遊具のフェンス等の塗
装を実施しました。

事業主体

【主催】塗魂ペインターズ、前橋市

事業年度

平成 26 年度

事業内容

・るなぱあく（前橋中央児童遊園）施設で経年劣化し
ている大型遊具のフェンス、階段等塗装の塗り替え。

事業実施日

平成 26 年７月 15 日（火）

・全国から約５０名が参加。資材は協賛企業が提供。

平成 25 年 12 月 22 日（日）〜平成 26 年 2 月 21 日（金）

目的・概要

目的・概要

前橋市が実施する事業等を観光客や市民等に周知する

官民が共有できる本市のまちづくりの方向性を示すこと

ことを目的に、東京電力が設置する電柱広告を利用する

を目的に、民間の視点から前橋ビジョン『めぶく。』を

地元企業等の協力を得て、地域貢献型の電柱型広告を

策定し、市民に向けて発表したものです。

設置しました。
事業主体

一般財団法人田中仁財団、前橋市

事業主体

東電タウンプランニング株式会社、前橋市

事業開始年度

平成 27 年度

事業開始年度

平成 27 年度

事業内容

・現状分析

掲載内容

まえばし赤城山ヒルクライム大会（大会コース沿線、国道 353 号沿線）

−キーパーソン（行政、各分野の民間有識者）への
インタビューの実施

地域公民館（公民館周辺）
スケジュール

平成 27 年７月〜

−過去の取組み資料の分析

順次設置

・ビジョン策定、中間発表（平成 28 年 2 月 29 日）
本発表（平成 28 年 8 月 3 日）
・ビジョン実現のための各種アクティビティー提案
・ビジョン浸透のためのムービー作成

目的・概要

日頃スタジアムにアクセスしづらい児童養護施設や児童
福祉施設等に通う子どもたちとその家族等にプロ野球を
通じて楽しみや生きがいを感じることのできる機会や自
己表現の場を提供することを目的に、試合観戦への招

目的・概要

前橋市を広く対外的に発 信し、観 光客の増加や移 住・
定住促 進に向けた「選ばれる都市」になるべく、本市
のＰＲアイテムの一つとして活用するため、地元に本社

待や球場への表現作品の掲出等、第六次総合計画に位
置づける「個々が光り輝くまちづくり」の実現に向けて
実施するものです。

工場を持つサンヨー食品の協力を得て、「前橋版オリジ
ナルカップラーメン」を製作しました。全国ネットのテ

事業主体

レビ、全国紙一面への掲載など多くのマスコミに取り上

㈱西武ライオンズ、サッポロホールディングス㈱、前橋市

事業開始年度

平成 28 年度

事業内容

・20 年間・児童養護施設・児童福祉施設等に通う子

げられた他、ＳＮＳ上などでも大きな話題となりました。

どもたちとその家族等の招待（約１００名）
・招待を受けた前橋市立前橋特別支援学校の児童・
事業主体

前橋おもてなしの会、サンヨー食品㈱、前橋市

生徒の美術作品を元に、サッポロホールディングス

事業年度

平成 27 年度

広告用フェンス看板にメッセージボードを製作・掲出

事業内容

前橋版オリジナルカップラーメン（サンヨー食品
『サッポロ一番前橋二番みそラーメン（カップ）』
を使用）の製作・販売
（限定 3,000ｹｰｽ、平成 27 年 11 月〜 12 月販売）

関連事業

・前橋市ＰＲブースの設置（物産や食材を利用した料
理の販売等）
・試合開始セレモニー等へのゆるキャラ「ころとん」
等の出演

目的・概要

目的・概要

美的景観及びそれに伴う集客の創出等からローズタウン東地区の認知

経済的事情で自動車運転免許の取得をためらう子どもた

度向上を目的に、ローズタウン東地区の区域の一部（市有未利用地）

ちを支援し、安心して社会に出て活躍できる後押しを行

に「コスモス畑」をつくるとともに周知イベントを開催するものです。

うことを目的に、本市のタイガーマスク運動支援事業に
賛同する市内の全４自動車教習所と連携し、市内の児童
養護 施設等から巣立つ子どもたちの自動車運転免許の

事業主体

群馬セキスイハイム㈱、前橋市

事業開始年度

平成 28 年度

スケジュール

・群馬セキスイハイム㈱の社会貢献活動の一環として、

事業予定期間

取得費用を負担するものです。

20 年間

ローズタウン東地区のＦ地区（北）の一部（約２ｈａ）
に「コスモス畑」を創出
・広大な美的景観を創出し、話題性や集客効果をねらって
開花期にイベントを開催

事業主体

前橋自動車教習所、大渡自動車学校、
前橋天川自動車教習所、群馬県自動車教習所、前橋市

事業開始年度

平成 29 年度

スケジュール

・対象：当該年度に市内の児童養護施設等の退所が
予定され就職または進学を希望する者

事業期間

平成 29 年 11 月〜（３年間）

・対象とする運転免許：普通車ＡＴ、普通車ＭＴ
準中型ＭＴ
・費用負担割合：前橋市：自動車教習所＝３：７

目的・概要

民間の技術を活用し、まちの清掃・美化活動及び本市
のシティプロモーションに役立つ効果的な対策を検討す

目的・概要

るための基礎となるデータを取得することを目的に、ま

プロスポーツによる郷土愛 ( シビックプライド ) の醸成

ちなか（中心市 街 地）のポイ捨てごみ分布調査を年２

と 1 年での J2 復帰を目指すザスパクサ ツ群馬のチーム

回（夏季・冬季）実施するものです。

及びサポーターの機運の向上を目的に、前橋市内全小
学生をザスパクサツ群馬ホー ム戦に通年で無料招待し
ます。

目的・概要

事業主体

株式会社ピリカ、株式会社丸越、前橋市

事業年度

平成 29 年度

調査日

平成 29 年 8 月 11 日（金・祝）、12 月 9 日（土）

事業主体

株式会社草津温泉フットボールクラブ、前橋市

・ポイ捨てごみ分布調査の実施

事業開始年度

平成 30 年度

・ポイ捨てごみ分布調査の分析

スケジュール

・前橋市内全小学生へホーム戦通年招待券を配布

事業内容

「自転車のまち前橋市」のＰＲ、
「 スローシティ」の推進、
交流人口の増加による地域振興及び交通安全啓発活動

・ポイ捨てごみ分布調査の報告・提案

・費用負担割合 6：4（市）

イクリストに対し、交通安全・マナーアップ啓発活動並
工具と空気入れが用意された安心と安全を提供する “お
もてなしスポット” としてサイクルオアシスを整備するも
のです。

目的・概要

中心市街地での新たなにぎわいの創出に向けて、アー
ツ前橋等への来館者やショッピングによる 来訪者等が
滞留できるようアーツ前橋の敷地内にウッドデッキを設
置し、オープンカフェによる憩 いの場を提供します。

事業主体

前橋南ロータリークラブ、大和リース株式会社群馬支店、前橋市

事業開始年度

平成 29 年度

スケジュール

・サイクルオアシス設置候補施設（店舗）への打診

事業期間

平成 29 年 8 月〜
事業主体

YKK AP 株式会社、前橋市

・サイクルラック、簡易工具等の準備

事業開始年度

平成 30 年度

・サイクルオアシス設置施設との協定書の締結・認定

スケジュール

・アーツ前橋の千代田通り側 ( ロブソンコーヒーの外側 )

・サイクルオアシスの設置

平成 30 年 4 月〜

・指定回数の来場者への粗品贈呈（スタンプラリー）

推進を目的に、赤城山周辺及び 前橋市内を走行するサ
びにサイクリストが気軽に立ち寄り休憩を行え、簡易な

事業期間

事業期間

平成 31 年 3 月

の公開空地の一部にウッドデッキ (11.5m 1.4m) を設置
・費用負担割合 6:4( 市 )

これまでの取り組み
前橋市は、今新たな価値を創造する地盤作りに力を入れて
います。しかし、行政主導でまちをよりよくしていく時代は

・庁内各部署で民間と連携し独自に取組み
・都市魅力アップ共創推進事業の制度化（平成
25 年度から開始）
、実施、推進

前時代的になりつつあり、前橋市の未来を支えるのは同市
を拠点に活動している企業や団体・個人の力なのです。
前 橋 市の改善点や魅 力を民間ならではの柔 軟な視 点で 発
掘・発信することにより、双方のより良い未来を作っていく
のです。
企 業・団 体と前 橋 市は、まさに一心 同 体となりつつあり、
企業団体の取り組む価値創造の取り組み（めぶき）は前橋

H 2 9 年度以降の取り組み

市の財産でもあるのです。
いつか、そのめぶきが成長し、大きな木になり、その動き

・庁内各部署での民間と連携した取組みを調査

に共鳴していく企業団体が増え、小さな芽が大きな森になっ

（ネーミングライツ、包括協定等）

た時、前橋市が市民にとって豊かな場所になるのです。

・都市魅力アップ共創推進事業の実施、推進

H 3 0 年度以降の取り組み
・庁内各部署での主だった取組みを内外に発信し、
“民間共創” 事業の実績をＰＲ

・都市魅力アップ共創推進事業を含めた “民間共創”
事業の実施、推進（各部署間の連携や他部署と

民間との新たなマッチング等）

