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進展する高崎の都市力

市長年頭挨拶2017

　今、高崎は太平洋と日本海、首都圏と北陸・上信越
を結ぶ中心都市として、ビジネスや物流のハブ機能を
持った業務都市として大きく成長しようとしています。
また、豊かな自然に囲まれた環境の中、暮らしやすく、
多彩で個性的な文化のある都市としても注目されてい
ます。
　2020年の東京オリンピック・パラリンピックを間近
に控えた中、東京から新幹線で50分、高速道路で60
分の場所に位置する高崎市は、国内外から大きな期待
が寄せられています。
　今年は高崎のまちが大きく変わり始める年です。高
崎アリーナや高崎駅前の大型商業施設がオープンし
高崎の集客力が増大します。また、高崎・玉村スマート
インター産業団地、高崎文化芸術センター（仮称）の建
設工事も進展するとともに、数々のイベントや市民活
動が展開され、高崎はさらにエキサイティングなまちに
なると思います。
　
　さて、地方都市というと、まちなかを人が歩いていな
い、商店街のシャッターが下りているというイメージが
ありますが高崎は違います。そういうまちにはしないと
私は固い決意でやっています。昨年のまちなか通行量
調査では、2年前に比べて20％以上通行量が増加しま
した。これは全国の地方都市では稀なことで、飲食店
や商店の売り上げにも好影響をもたらしています。
　高崎は特定の業種や一社の企業城下町ではなく、
さまざまな仕事があるバランスのとれた都市として発
展しています。高崎では98％が中小零細企業です。働
いている人の8割が中小零細企業に勤めています。こ
の中小零細企業に仕事が回り、雇用を確保するために
はどうしたらいいか、市長に就任後、自営業者や経営
者の方々に聞いて回りました。住宅や商店のリニューア
ル補助金は、そうした皆さんの声で創設しました。
　インパクトのある施策としては、信用保証料を全部市
が負担することにしました。また若い起業家は資金があ
りませんから、融資の利子を5年間高崎市が負担する
制度も創設しました。若者にチャンスをと口では言いま
すが、具体的な施策や手法を示すことが必要です。
　商工業も農業も販路開拓が大きな課題です。これ
に対応していくために、東京の丸ビルなどで高崎のシ
ティプロモーション、東京ドームの食のイベントへの出
店、農産物の首都圏でのキャンペーンなどを継続して
行ってきました。東京では高崎の名前と商品、製造品、
農産物が知られるようになりました。

　高崎のものづくりを海外でもアピールするために、シ
ンガポールや東欧で展示会や商談会を開催し、大き
な反響を得ました。若い工業人の皆さんに胸を張って
ものづくりをやって欲しい。高崎のものづくりの技術の
凄さを示していけば、若い人に将来をかけてもらえるよ
うになると思います。
　高崎市は交通拠点都市として発展してきました。しか
し、待っているだけでは、自然に高崎が元気になりませ
ん。高崎市でできることは何でもやろう、できるだけ早く
やろうという決意で市長の仕事をつとめています。

　市民生活を安心感のあるものにしていくことにも力
を注いできました。私が市長になった時、数字上は待
機児童ゼロでしたが、実際にはお母さん方は、保育所
に入れるためにとても苦労していたのです。例えば倉
渕の保育所に空きがあっても旧市内のお母さんが子
どもを預けて出勤することはありえません。本当の意
味で待機児童ゼロにしようと取り組み、実現しました。
　女性が社会進出することは当たり前のことです。仕
事だけではなく、買い物をゆっくりしたり、コンサート
を聴いたり、ボランティア、地域活動に参加したりする
には、赤ちゃんを抱えてはできないから、対策をきちん
としないといけません。子育てと仕事を両立させるた
め、ワンストップ相談サービスの「子育てなんでもセン
ター」を今年の4月に開設します。仕事が安定しなけれ
ば、安心して結婚も子どもを育てることもできません。
　高崎の定住人口や交流人口を増やし、暮らしやす
い都市にしていくためには、ビジネスにプラス、文化・ス
ポーツ・教育や福祉・子育て、保健・医療、環境・衛生な
どが色々なものを組合せないと豊かな市民生活は実
現できないと私は思います。

　高崎に住んで良かったと実感してもらえるように、今
年も、さらに「新しい高崎」を創っていくために邁進し
ていきます。市民の皆様のご支援とご理解を宜しくお
願い申し上げます。

TOMIOKA ISM
いつも新しい高崎をつくります。
高崎市長　富岡 賢治

群馬県内における高崎への一極集中が始まっています。高崎に「人・もの・情
報」がますます集積され、50万人規模の都市機能を持つ都市になってきまし
た。同時に高崎では全国水準の文化・スポーツ活動も展開されています。ま
た、美しい自然環境や特性のある風土や歴史も大事にして、市民が穏やかに
安心して暮らせる「生活都市」としての質感も高まっています。富岡賢治は「都
市の活力」と「潤いのある生活」が調和のとれた高崎をつくっていきます。



群馬県議会議員 関根　圀男 様
群馬県議会議員 福重　隆浩 様
群馬県議会 副議長 橋爪　洋介 様
群馬県議会議員 伊藤　祐司 様
群馬県議会議員 角倉　邦良 様
群馬県議会議員 後藤　克己 様
群馬県議会議員 中島　　篤 様
群馬県議会議員 岸　善一郎 様
群馬県議会議員 清水　真人 様

高崎市議会 議長 逆瀬川義久 様
高崎市議会 副議長 林　　恒徳 様
高崎市議会議員 田中　治男 様
高崎市議会議員 木暮　孝夫 様
高崎市議会議員 柴田　和正 様
高崎市議会議員 柴田　正夫 様
高崎市議会議員 丸山　和久 様
高崎市議会議員 高橋美奈雄 様
高崎市議会議員 柄沢　髙男 様
高崎市議会議員 後閑　賢二 様
高崎市議会議員 松本　賢一 様
高崎市議会議員 青柳　　隆 様
高崎市議会議員 石川　　徹 様
高崎市議会議員 木村　純章 様
高崎市議会議員 寺口　　優 様
高崎市議会議員 三島久美子 様
高崎市議会議員 後閑　太一 様
高崎市議会議員 松本　基志 様
高崎市議会議員 飯塚　邦広 様
高崎市議会議員 長壁　真樹 様
高崎市議会議員 田角　悦恭 様
高崎市議会議員 堀口　　順 様
高崎市議会議員 根岸　赴夫 様
高崎市議会議員 白石　隆夫 様
高崎市議会議員 丸山　　覚 様
高崎市議会議員 渡邊　幹治 様
高崎市議会議員 大竹　隆一 様
高崎市議会議員 依田　好明 様
高崎市議会議員 新保　克佳 様
高崎市議会議員 追川　徳信 様
高崎市議会議員 時田　裕之 様

高崎市議会議員 小野　聡子 様
高崎市議会議員 伊藤　敦博 様
高崎市議会議員 清水　明夫 様
高崎市議会議員 北嶋　菊好 様
高崎市議会議員 中島　輝男 様
高崎市議会議員 田村　　理 様
高崎市議会議員 後藤　　彰 様

元群馬県議会議長 栁澤　本次 様
前高崎市長 松浦　幸雄 様
元参議院副議長 角田　義一 様
元群馬県議会議長 橋爪　和夫 様
元群馬県議会議員 濱名　敏白 様
元群馬県議会議員 平田　英勝 様
元倉渕村長 市川　平治 様
元箕郷町長 秋月　保教 様
元群馬町長 野村洋四郎 様
元新町長 髙橋　　功 様
元榛名町長 富澤　素行 様
元榛名町長 石井　清一 様
元吉井町長 斎藤　軍雄 様
元吉井町長 田村　喜一 様

田口　　豊 様
関田　　寛 様

山田　達哉 様

松田　正明 様

岡田　文男 様
黒澤　　功 様

山本　一太 様
民進党

富澤　　誠 様

戸塚　光久 様

樋口　啓子 様

百瀬　　孝 様

町田　　浩 様
伊藤　久義 様

東日本電信電話㈱ 埼玉事業部群馬支店 支店長　

量子科学技術研究開発機構高崎量子応用研究所 所長

東京電力パワーグリッド㈱ 高崎支社 支社長

日本たばこ産業株式会社 上信越支社 支社長

柔道整復師会 会長

火

高草木　悟 様事務局長 折田　慶太 様

江原　章博 様

酢谷　佳尚 様

高崎市私立幼稚園・こども園協会 会長 蜂須賀和夫 様

高崎市卓球協会 名誉会長 吉田　久茂 様

公益社団法人 高崎青年会議所 理事長 富澤　太郎 様
高崎青年経営者協議会 理事長 青島　真一 様
高崎市青年商業者研究会 会長 瀬間　貴洋 様
高崎青経工業クラブ 会長 荻野　　修 様
高崎電気工事業協同組合 青年部 紫電会 会長 山口　篤一 様
高崎水道工事業協同組合 青年部 水青会 会長 島田　秀明 様
高崎女性経営者研究会 会長 佐藤　貴江 様
高崎おかみさん会 会長 深澤　るみ 様
NPO法人 時をつむぐ会 代表理事 続木美和子 様
NPO法人 高崎子ども劇場 理事長 高見澤佳子 様

ご芳名、役職名等の記載に不行き届きや失礼がござい
ましたら、御容赦賜りますようお願い申し上げます。
尚、名簿の記載は順不同とさせていただきました。

大畠　公夫 様
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御来賓名簿

高崎商工会議所 名誉会頭 横田　英一 様
高崎商工会議所 会頭 原　浩一郎 様
高崎商工会議所 副会頭 松本　修平 様
高崎商工会議所 副会頭 綱島　信夫 様
高崎商工会議所 副会頭 串田　紀之 様
高崎商工会議所 副会頭 八木　議廣 様
高崎商工会議所 専務理事 矢澤　敏彦 様
新町商工会 顧問 相原　　武 様
新町商工会 会長 金井　　貫 様
倉渕商工会 会長 追川　徳信 様
榛名商工会 会長 戸塚　宣敏 様
群馬商工会 会長 岸　善一郎 様
箕郷商工会 会長 髙橋　基治 様
吉井商工会 会長 茂木　和男 様

田嶋　庸男 様

元高崎市助役 中村　六郎 様
元高崎市収入役 堤　　　宏 様
元高崎市上下水道事業管理者 角貝　正男 様

高崎市副市長 兵藤　公保 様
高崎市副市長 松本　泰夫 様
高崎市教育長 飯野　眞幸 様
高崎市上下水道事業管理者 石綿　和夫 様
高崎市代表監査委員 村上　次男 様

参議院議員 中曽根弘文 様
参議院議員 山本　一太 様
衆議院議員 小渕　優子 様
衆議院議員 福田　達夫 様
衆議院議員 輿水　恵一 様
衆議院議員 岡本　三成 様
参議院議員 羽生田　俊 様

笠原　坦夫 様

公明党群馬県本部 代表  福重　隆浩 様

公益財団法人高崎財団 理事長  髙木　　茂 様
公益財団法人高崎財団 副理事長  菅田　明則 様
公益財団法人高崎財団 副理事長  結城　光夫 様
公益財団法人高崎財団 専務理事 植原　佳彦 様

樋口　半司 様

大竹　隆一 様

藤本　和弘 様
山本　敬之 様



　TTLは2000年に、もっとマーチングしたい、マーチング大好きな高崎市内の小学生が集まって結成され、今年で
結成18周年を迎えました。発足当時は高崎テクニカルレッスンとして活動してきましたが、近年は高崎テクニカルリー
ダーズとして、高崎の小学生のマーチングリーダー育成をめざしてメンバーの意識を高めています。
　練習は5、6、7月の第2土曜のマーチング講習会時の2時間です。その成果を8月のサウンドパークや10月の高崎
マーチングフェスティバルで発表しています。その他にも依頼を受け様々なイベントにも出演してきました 。昨年末の
高崎光のページェント点灯式や元旦の高崎だるま市でのステージも楽しく出演してきました。
　日本マーチング協会主催の関東大会ではたった4回の練習で見事
三年連続金賞を受賞しました。
　これからも高崎マーチングフェスティバルのPR大使としてまた「音楽
のある街 高崎」の小学生として一生懸命活動していきたいと思います。
　応援よろしくお願いいたします。

Takasaki New Year Stage 2017     高崎新春ステージ2017

TTL［高崎テクニカルリーダーズ］群響カルテット

TTL 
安部　莉彩 
大塚 あかり 
松岡　真帆 
北山穂乃花 
平賀　孔明 
角田　愛衣 
中林　和華 
高田　弓愛 
八木　花音 
黒澤　綾音 
髙橋　葉名 
中林和花夏 
石川　彩夏

名小路京子 
山田あかり 
江崎　光咲 
岡安　美結
髙橋　亜海 
釡田　愛佳
小暮　美羽 
鈴木　心乃
小野関朋美 
田島　菜海 
廣上　沙弥 
堀米　陽花 
樋口　琴稀

猿谷美結菜 
砂田　真優 
岡元 だにら 
樋口　遙彩 
久永　咲楽 
茂木　蒼弥 
田島　海雪 
海野里梨子 
海野　小雪
鈴木　絢音 
稲垣　羽亨 
坂田　百萌 
田口　愛莉

黒澤奈々花 
稲垣亜依子 
箱田暖乃香 
浜村　花怜 
津久井ひより 
小坂　遥華 
成海　玲奈 
岩佐　莉葉 
髙橋　優羽 
高橋　愛花 
森平　透子 
山根　菜々
成海　一樹

石沢　碧生 
川上　大地 
井田　虹輝 
棚橋　　海 
坂爪　智哉
棚橋　光菜 
石川　舞花 
鈴木　悠介 
麻場　彩花 
森花　帆里 
清水　美幸 
北嶋　晃介 
西田　百音 
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西谷 康子（ヴァイオリン）
　桐朋女子高等学校音楽科を経て、同大学音楽部を卒業。在学中より演奏活動を始め、学内
選抜オーケストラのメンバーとしてカーネギーホール百周年記念コンサート、エヴィアン国際音
楽祭等に出演。大学卒業と同時に群馬交響楽団に入団。楽団の派遣により第６回アフィニス夏
期セミナーに参加。現在同楽団ヴァイオリン奏者を務める傍らソロ、室内楽の分野でも活躍。こ
れまでに宗倫安、宗倫匡、中山朋子の各氏に師事。

棚田 敦子（ヴァイオリン）
　東京都出身。東京芸術大学音楽学部器楽科卒業。在学中にオーストリアのシェラートミング
音楽祭に参加。ヴァイオリンをトーマス・クリスチャン氏に師事。草津夏期国際音楽アカデミーに
参加。ヴァイオリンをサシコ・ガヴリロフ氏に師事。ドイツ・ミュンヘンに留学。ヴァイオリンを
ミュンヘン音楽大学教授ユーコ・イナガキ・ノータス氏に師事。現在は、群馬交響楽団に在籍。
ヴァイオリンを奥田富士子、奥田雅代、岡山潔の各氏に師事。

池田 美代子（ヴィオラ）
　桐朋学園子供のための音楽教室、桐朋女子高校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部を優
秀な成績で卒業。92年、イタリア、キジアナ音楽院にてディプロマ名誉賞を受賞。94年から96
年にかけて、ドイツ、国際室内楽アカデミーに奨学金を得て参加、北ドイツ各地での演奏会に出
演し、好評を博した。97年、群馬交響楽団首席ヴィオラ奏者に就任。99年、ポーランドのグロ
ワーズミュージックコースにて開催されたコンペティションでは審査員の満場一致で最優秀賞
を受賞した。これまでに、ヴァイオリン、ヴィオラを江戸純子、岡田伸夫、クロード・ルローンの各
氏に師事。

長瀬 夏嵐（チェロ）　
　14歳よりシドニーセントアンドリュースカセドラル学校に音楽奨学生として留学。長野アスペ
ン音楽祭、キジアーナ音楽院にてディプロマ、奨学金を獲得。霧島国際音楽祭にて特別奨励
賞、特別優秀演奏賞を受賞。全日本ビバホールチェロコンクール上位入賞。2002、2005年2度
にわたり小澤征爾、故M・ロストロポーヴィッチ両氏らとキャラバンコンサートツアーに参加。
2007年モスクワ、クレムリンで行われた故ロストロポーヴィッチ氏の80歳記念式典に出席。桐
朋学園大学ソリストディプロマコースを経て、2005年より群馬交響楽団チェロ奏者。これまで
に長瀬冬嵐、毛利伯郎、室内楽を原田幸一郎、加藤知子、練木繁夫の各氏に師事。

profile

星野　　尊 
藤本　一成 
加瀬　碧人
網屋　日湖
中村　愛梨 
山川　美緒 
青木　詩乃 
岡安　結里 
金山　優花 
小島 まりな 
清水　梨那 
高橋　結子 
田中　愛凜

演奏曲目　ヴィヴァルディ：『四季』より「春」第１楽章
  モーツァルト：『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』 第１楽章
 八木節

EXCELSIOR ／ 日本のメロディー〈赤とんぼ  ふるさと  花〉 ／ 序曲「さくら」 ／ 

EL LOBO ／ THE HEY SONG ／ In The future ／ 音楽の好きな街

演奏曲目
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