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私たちは
未来の大樹を隠し持つ芽だ。

今は何もないように見える真っさら
なこの地から始まる、めぶき。芽吹くのは

自分だ。だれかが芽吹かせてくれるのではない。
つくるのは自分だ。何かがあるだろうとむやみに
探すのではない。主役は自分だ。私が主役だという
意思がこのまちの名物になっていけばいい。マイナ
スから考えない。ゼロからプラスの方に向かって考
えよう。きっと、芽吹く。前橋の大地の下にはたく
さんの種が、そのときを待っている。この冊子
には、行政と民間による熱い思いと行動に
よって生まれた前橋ビジョン「めぶく。」
にまつわる様々なストーリーが

記されています。

前橋ビジョン策定までの経緯

行政と民間の協力、海外のコンサルティ
ングチームによる分析、前橋市出身の糸
井氏の関わり、市民によるプロジェクト
など、数多の思いによって生まれた前橋
ビジョン策定までの経緯を一覧にまとめ
ました。
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前橋ビジョン発表会

前橋ビジョン策定プロジェクトムービー
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前橋ビジョンの存在は、前橋市にとって
どのようなものだと捉えているのか。市
民や民間との協働を大切にする山本龍前
橋市長からのメッセージです。

自らの事業を通して「ビジョン」の大切
さを体感し、これを前橋というまちにも
活かせないかと考えた、田中仁財団の田
中仁代表。「前橋ビジョン」に込められた
思いや、ここ数年の心境の変化などにつ
いて伺いました。

2016 年 8 月 3 日にヤマダグリーンドーム
前橋で開催された前橋ビジョン「めぶく。」
のお披露目イベント。ビジョンムービー
やこの日を機に立ち上がる活動なども発
表され、会場が湧きました。

日本が誇る世界的芸術家・岡本太郎氏に
より制作された作品が、広瀬川河畔に
やってきました。前橋ビジョンに共鳴し
て誕生した「太陽の会」（p.13）と行政と
の “民間共創” で設置されたもの。芽吹
きのシンボルとして、まちの中心部に佇ん
でいます。

前橋ビジョンを体現するような活動や事
業が見えてくるようになりました。代表
的な２つの事例を取り上げ、「めぶく。」
というビジョンが広がっていく様子を紹
介します。
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前橋ビジョンムービー
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　自身の会社経営を通じて「ビジョン」
の必要性を感じていた田中仁財団の田中
仁氏が、ビジョンを取り入れたまちづく
りを山本龍前橋市長に提案。その熱意を
きっかけに同財団と前橋市が協力し、民
間共創によるビジョンを策定することに。

　KMS team の調査により、前橋の持つ
ポテンシャルが可視化されました。
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前橋の強み、潜在的な魅力を明らかにするため、以下
の人々に対しインタビューを行いました。その人々を
「前橋ビジョン委員会」と位置づけました。
・前橋市長　・前橋市役所　・前橋市教育委員会
・前橋商工会議所　・商店街　・医師　・弁護士　
・大学教授　・企業経営者　・地域の若者　
・アーティスト　・建築家　・銀行　・学芸員

　前橋ビジョン策定にあたり、前橋に偏見
のない外部の視点を重要視し、田中仁財団
からドイツ・ミュンヘンの世界的ブランド
コンサルティング会社 KMS teamに分析・

良いものが育つまち」というビジョンの原
型を導き出しました。
　また、フレーズの発表にとどまらず、ビ
ジョンの存在意義やその実現に向けた姿
勢・価値観、調査から見えてきた前橋の持
つ可能性についても報告がありました。

　多くの市民からのヒアリングや市民
アンケートをもとに議論や分析、熟考を
重ね、彼らは「Where good things grow. ／

　KMS team の 分析により生まれた
「Where good things grow.」。このフレー
ズが、より前橋市民にフィットするもの
となるよう、前橋市出身の糸井重里氏へ
言葉の変換を依頼しました。こうして、
2016 年 8 月 3 日、前橋市民にとっての道
標としてのビジョン「めぶく。」がお披露
目となったのです。

　「めぶく。」の発表を受けて、市民によ
る芽吹きの祭典やトークイベントといっ
た、前橋ビジョンを体現する動きが徐々
に広がりを見せるようになってきました。

前橋ビジョン中間発表

前橋ビジョン発表会

その後の市民の動き

KMS team に依頼

ドイツ・ミュンヘンにあるブランドコンサルティング
会社。誰もが知っている世界的企業のブランドコンサ
ルティングを数多く手掛けています。前橋に対して既
成概念のない海外のコンサルティング会社であるこ
と、プレーンな思考で考えてくれること、歴史のある
企業のブランディングやコンサルティングをしている
ことといった要素から、前橋ビジョンの作成を依頼す
ることとなりました。

群馬県生まれ。広告プロダ
クションを経てフリーのコ
ピーライターとなり、1975
年に TCC（東京コピーラ
イターズクラブ）新人賞受
賞。「不思議、大好き」「お
いしい生活」（西武百貨店）
などのコピーで話題に。
1979 年、東京糸井重里事
務所設立。1998年、インター
ネットホームページ「ほぼ
日刊イトイ新聞」開設。
2017 年、株式会社ほぼ日
創業。

KMS team とは

前橋ビジョン委員会とは
前橋市と田中仁財団の間で協定を結び、前橋ビジョン
「めぶく。」策定までの期間にかかった制作費、ビジョ
ン発表会の運営費、会場費、ビジョンムービーの作成
費などをそれぞれ前橋市：田中仁財団＝2:8 の割合で
負担しました。

ビジョン策定に関わる収支について戦略立案・ビジョン策定を委託。2015 年9月
には、約 30 人の多岐に渡るステークホル
ダーから編成された前橋ビジョン委員会へ
のインタビューを実施。併せて前橋市が実
施した約 3,000 人分の市民アンケートの分
析も行われました。これらをもとに、前橋
の強みや潜在的な魅力を明らかにしました。 既にある強み
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芽吹かされるのではない。
自らの意思で芽吹こう。

前橋市長

山本 龍

　　山本市長にとって、前橋ビジョンとはどのようなものですか。
　まさしく、「道」。「この道を歩め」という指針です。前橋ビジョ
ンが検討され始めた頃を思い起こすと、市民も市役所もそれぞ
れが立ち上がり、やる気を持って様々なことにチャレンジして
いました。しかし、それぞれの行動がダイレクトな結果や実感
になかなかつながらないことも多く、一種の悩みのようなもの
にぶつかっていた気がします。徒労感すら生まれていたのかも
しれません。そういう雰囲気のある市民に対して、前橋ビジョ
ンは道を示してくれたんだと思います。
　　前橋ビジョンが発表されたときの心境を教えてください。
　とにかく高揚感がありました。前橋ビジョン発表会の会場に
は 4,000 人もの市民が集まり、「めぶく。」のお披露目や新たな
アクションに向けた数々の宣言が行われました。完成したビジョ
ンムービーや、堂々と声を発するステージ上の方々を見て、心
を奪われた方も多いはず。会場にいるみなさんと一緒に夢を見
ることができました。
　　行政と民間が組むことにはどんな意味があるのでしょうか。
　芽が育っていくためには、養分や水、光、風といった色々な
要素が必要ですが、これら全てを行政から市民に与え続けるこ
とは難しいことでした。こうした状況の中で、民間のエネルギー
が水や光といった様々な要素になってくれることで、前橋の若
い芽にだんだんと養分が行き渡るようになってきたのです。こ
こに大きな意味が生まれたと言えるでしょう。
　　実際に動き出しているプロジェクトも増えてきました。
　太陽の会や風の会が企画し盛り上げてくれた、「太陽の鐘」の
お披露目の日がすごく印象的です。あの日は、まるでお祭りのよ
うでした。広瀬川に老若男女が集い、植樹や鐘つきを楽しんでい
ました。「めぶく。」という、ある意味では抽象的な言葉が、鐘と
いう音になり、鐘という具象の形になったのです。これからも色々
な活動が生まれ動き出していく、スタートの日として語り継がれ
るのでしょう。
　　このプロジェクトのために動く原動力はなんですか。
　私に水をくれ、光を浴びさせてくれる人がたくさんいるのだ
と思っています。養分を与える側だと他の方からは見えるので
しょうが、その一方ではなく、私も養分をいただきながら芽吹

こうとしているのです。自身の中から湧き上がってくるものも
もちろんありますが、それ以上に市民のみなさんや市役所、民
間企業の方々などからもらっている本当に多様な養分が、私の
原動力です。
　　実現にあたりご苦労もあったかと思いますが、どのように乗り
越えてきましたか。
　市民を信じる、これに尽きますね。人の中、心の中には必ず
種があるはず。そして、水をやり続ければ芽が出るはず。それ
を信じて辛抱強く待つことにしています。
　　これからの前橋を、どういうまちにしていきたいですか。
　「めぶく。」って、幸せに向かって伸びていくことだと思うの
です。大きなビルが建つことだけじゃない。一人ひとりが小さ
な夢でも構わないので、チャレンジすることが大事。今までサッ
カーの上達を諦めていた子どもでも、もっと頑張ればその分上
手になるんです。チャレンジしたくなるし、壁を乗り越えよう
と思うのです。そして、そういう人たちを周囲の人々も応援で
きるようなまちをイメージしています。支えて支え合うまちづ
くり。34 万市民みんなが、めぶく。そんな前橋をみんなで目指
していきましょう。
　　前橋ビジョンに対し、迷いや不安のある方へメッセージをお願
いします。
　私は、前橋ビジョンから「芽吹かされるわけではない。自ら
の意思で芽吹こう」と言われているような気がしています。そ
して、夢に向かって伸びていく若い芽として、その若い芽を育
てる風・養分・水・光の役割として、意思を持って関わってく
れるすべての人が、前橋ビジョンを共有したチームなのです。
この言葉に出会った人や共感してくれるみなさんには、ぜひ芽
となり、養分となっていただきたいのです。前橋ビジョンのチー
ムとなったみなさんは、今後どうやって生き、成長していくの
でしょう。自らの意思で芽吹こうというバイタリティあふれる
方々が現れてくるのが本当に待ち遠しいですね。

前橋×ビジョン
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　　どうして前橋ビジョンを立ち上げようと思ったのでしょうか。
　自身の会社経営を通じて「ビジョン」の必要性を感じていました。
色々な会社や組織を見てみると、ビジョンがあるかどうかだけで、
雰囲気や業績などの差が歴然としています。ビジョンは理念という
言葉に言い換えることができます。行政・民間企業に関わらず、理
念がないとコンセプトや戦術が生まれません。であれば、ビジョン
を取り入れたまちづくりを前橋でやってみたい、そして前橋がその
先駆けになればと強く思い、市に提案したのが始まりです。
　　当時の前橋の様子はどのように映っていましたか。
　前橋には、まだまだ余白が多く、新しい時代のまちづくりをでき
る可能性がありました。時代がこれだけ変化する中で、余計な開発
をされることなく 20 世紀の姿がそのまま残っていたので、これか
らの時代を見据えたまちづくりに取り組みやすい環境だったという
意味でポテンシャルに満ちていましたね。
　　前橋ビジョンの発表から時が経ち、様々なプロジェクトが具現
化してきました。
　前橋ビジョンを作ろうと考えていた当時と比べると、随分まちを
歩く人が増えましたよね。この地域に可能性やポテンシャルを感じ
る人たちが商店街の中に生まれ、市民のみなさんも中心街の変化を
感じてきているのでしょう。
　また、岡本太郎さんの精神が宿る作品「太陽の鐘」もこのまちに
やってきました。人目ばかりを気にして自分を抑えてしまう現代社
会の中で、「もっと自分の思いを示そう」というメッセージの象徴
になってほしいです。
　　行政だけでなく、民間が加わってビジョンを作る意義とは。
また、行政側の反応は。
　民間が熱を持って新しいこと・価値を作ろうとし、それを行政が
サポートしてくれる。この関係性が重要です。これまでのまちづく
りは行政主導型で、民間と行政の本来の役割が逆転してしまってい
たのです。
　市長は、民間・市民主権のまちづくりを実践していたので、この
プロジェクト自体はウェルカムだったと思います。ただ、やったこ
とがなく、成功する確率のわからないことへのチャレンジには、不
安を感じるというのが行政のみなさんの率直な気持ちだったのでは
ないでしょうか。

　　ビジョンが前橋に果たす役割とは。
　前橋というまちが、世の中に掲げる大きな旗のような存在です。
この旗があるからこそ外から人が集まり、中からも芽吹きが生まれ
ます。ビジョンの存在が、このまちのポテンシャルをより高めてい
くのです。
　　前橋ビジョンやそれに呼応した動きをもっと広げるためには。
　結果を出すのが一番。しっかり実績を積み重ねていけば、このプ
ロジェクトをまだ知らない人や懐疑的な人も含めて広がりが出てい
くはずです。また、「前橋ってすごいね」と第三者から評価を多く受
けるようになることも内側の人の意識が変わるために必要でしょう。
　　「めぶく。」を通して、田中さん自身も苦労や成長を感じること
はありますか。
　人は、これまで自分の見たもの・感じたものでしか想像できませ
ん。一方で、全く想像できないことをやらないと地域は変わらない
というのも事実。色々な考え方、価値観の異なる人と関わるのは並
大抵のエネルギーではできませんし。このギャップをどう埋めてい
くかが物凄く苦しいですね。ただ、この苦しさを乗り越える過程で
私自身も大きく成長させてもらっています。
　　そもそも、前橋というまちにどうして関わろうと思ったので
しょうか。
　人は人から熱をもらうもの。私は、この前橋のまちなかで一生懸
命頑張っている若い人たちの活動をある時に知り、感化され、何か
自分も役に立つことはできないかなと思ったのがきっかけです。
私たちの火が色々な人に燃え移り、まちが変わっていったらいいで
すよね。
　　10 年、20 年後を想像してイメージしていることはありますか。
　市民一人ひとりの自主性が非常に大切。誰かのまちではなく、み
んなのまちですから。自分ができることに自主的に関わる。ここに
価値があるのです。思いある人たちが前橋で活動することによって、
地場の産業がみんなで切磋琢磨し、芽吹き、価値を生み出す。そん
な土壌に惹かれて外からたくさんの人が集まってくる。こうして前
橋が多様化した社会になっていけば、このまちはもっと面白くなる
のだと思います。

田中仁財団 代表理事

08

田中 仁
多様化したまちになっていけば
前橋はもっと面白くなる。

ビジョン×前橋
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前橋ビジョン発表会

ビジョン発表後に行われたトークセッション。田中氏、
糸井氏、山本市長が、この日発表された「めぶく。」
を起点に前橋への思いをぶつけ合った。

発表された 10 のプロジェクトは以上のとおり

（右写真）ビジョンの形成プロセスを語るKMS team

　すべての前橋市民にとって道標となる
前橋ビジョン「めぶく。」のお披露目イベ
ントとして、2016 年 8 月 3 日にヤマダグ
リーンドーム前橋で開催。4,000 名以上の
市民が来場し、会場は熱気に包まれまし
た。当日は２部制での進行。第１部では、
前橋ビジョン「めぶく。」やビジョンムー
ビー、地元経営者によって立ち上がった
太陽の会、風の会、市民有志により宣言
された「10 のプロジェクト」などが続々

と発表されました。第２部では、田中仁
財団の田中仁氏、前橋市長の山本龍氏に
加 え、中 間 発 表 さ れ た「Where good 
things grow.」の日本語への解釈を務めた
前橋市出身でほぼ日刊イトイ新聞主宰の
糸井重里氏らによるトークセッションを
実施。前橋が変わっていく、その大きな
一歩を会場が一体となって踏み出す夜と
なりました。

10のプロジェクト
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リバーフェス

ホテル和菓子（なか又）

教育

都市再生計画

コミュニティハブカフェ

飲食（とんかつ）

歩いて健康

ソーラーファーム

飲食（GRASSA)

前橋ビジョンムービーも同時にお披露目。芽吹きの可
能性を引き出すような洗練されたこの映像は、前橋市
の Youtube 公式アカウントで観ることができます。

開場前から前橋ビジョンに期待を寄せる多くの市民が
来場。このまちの新たな歴史がこの日から始まりました。



飲食プロジェクト リバーフェスプロジェクト 和菓子プロジェクト 教育プロジェクト

　このまちでお店を開いたのは、前橋のまちづくりに関わる同級
生から声を掛けてもらったことがきっかけでした。元は会社員と
しての料理人だったので、オーナー・経営者になるのは初めて。
友人・知人がいない前橋。その上、家族がいるので路頭に迷うこ
とはできないという状況でのスタートでした。まずはキッチン
カーで中心街、企業、大学、そして何十ものイベントに出店。そ
の後仮店舗での営業を経て、ようやく 2018 年 8 月にお店のオー
プンへ辿り着きました。毎日のように現れる壁に苦しい思いばか
りですが、応援団のみなさんのおかげで今があります。
　僕にとっての商店街は、オンリーワンの店がひしめき合ってい
て、２店舗目、３店舗目を目指す第一歩になる場所。同世代や若
い世代の刺激になればと思いながらも派手なことはできない性分
なので、日替わりメニューを中心に、常に地道にブラッシュアッ
プを重ねています。「早く新しいパスタが食べたい」「週に１回は
GRASSA を食べないと気持ち悪い」と思ってくれる人、そして
このお店に興味を持ってくれる応援団を増やしていきたいです。

　ラフティングやハイドロスピードなど群馬の大自然を舞台にし
たアウトドアツアーの提供を、みなかみ町で行っています。私の
父である先代からのご縁で、広瀬川でのアクティビティに関わら
せてもらっています。
　リバーフェスは、カヤック・SUP・リバーボードの３種目から
なるレースでスピードを競い、そのあと誰でも参加できるダック
レースを開催する２部制です。その会場の広瀬川は、みなかみ以
上に水量が多くスピード感がありますし、自然の中にはなかなか
ない橋をくぐる体験もできます。市街地の川には山の奥のそれと
は異なる魅力が色々あり、本当に楽しいです。中心街の川でこれ
だけの競技ができる機会なんて、日本ではなかなかありません。
川に注目されることは少ないので、まちのなかで川に目を向けて
もらえる機会があるのは貴重なことです。それに、上流の方へ川
を辿っていけば、私たちがツアーを提供するみなかみの川と同じ
水なんですよ。つい、気持ちが入ってしまいますね。
　これからもどんどんアイデアを出して、広瀬川から前橋を盛り
上げていくことに一役買えたらと思っています。

　社長の村瀬が、「前橋で和菓子屋をやる」と宣言したところか
ら全てが始まりました。弊社は、企業や商品、サービスの価値向
上などに取り組んでいるデザインコンサルティングファームで
す。宣言の当時、私は名古屋を拠点にデザイナーとして仕事をし
ていましたが、お客さん側に立ちデザイナーに依頼する立場に
なってみたいという衝動に駆られ、前橋で発足する新規事業に手
を挙げました。10 年以上デザインに関わってきましたが、こう
した枠の外れ方をしたことがなかったんです。
　ここで働いていて感じるのは、失敗することやその失敗を糧に
どんどん挑戦することの大切さです。壁にぶつかったら軌道修正
すればいいのであって、はなから行動を起こさないのは生産的で
はないですよね。そして、今までずっとこのまちでやってきた人
と、これからやっていく人が共存できればいいなとも思います。
お店の新旧が魅力につながるのではなく、新しいことをやったり
チャレンジしたりしているかどうかが重要で、こうした人やお店
をどうやって広げていけるかが、魅力的なまちにつながっていく
ような気がしています。

　私たち教育委員会では、前橋の教育全体をまとめていくような
役割を担っています。学校教育だけに限らず、青少年教育、社会
教育、様々な施設・環境の整備など、教育は幅広い分野です。未
来を担う子どもたちをどう育てていくか、それによってどんな実
を出し、花を咲かせるかが一番のポイント。「めぶく。」という言
葉を初めて目にした瞬間に、「これはまさに教育だ」と感じたこ
とをよく覚えています。
　ビジョン発表会では、素晴らしい子どもたちが育つまち・前橋
を作りたいと宣言しました。子育てがしやすいだけでなく、今の
子どもたちが社会へ出たとき、自分の力で、自立して、社会のため
に活躍できるようになることをみんなで考えていきたいのです。
宣言から約半年後、この思いを込めて「まえばし幼児教育充実指
針 めぶく ～幼児の育ち～ 子どもも大人も 育ち合うために」と
いう冊子を作り全ての子どもたちに配布しました。この中で挙げ
ている「外で遊ぶ・友達とかかわる・自然と触れる・道具を使う・
食べる」という５つのことを積極的に体験してもらえたら、きっ
といい人生になっていくのではないかなと思っています。

プラスにもっていこうという雰囲気がある商店街から第一歩を踏み出す 素晴らしい子どもたちが育つまちへ「めぶく。」は新しい人たちだけの言葉ではない

GRASSA
オーナーシェフ 澤井 雷作

かっぱ CLUB 
佐藤 晋

なか又
店長 榊原 慎也

前橋市教育委員会
教育長 塩﨑 政江　
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太陽の会 副会長

天野 洋一

前橋のオリジナリティって何か。
探していくのが面白い。

前橋ビジョンに共鳴し、「自分たちの街は
自分たちでつくる」という精神のもと、
市内に拠点を置く企業家有志により結成
された会。参画企業は、毎年純利益の 1%
( 最低額 100 万円 ) を前橋のまちづくりの
ために寄付金として拠出しています。

太陽の会とは。

前橋の次世代の芽を育てるための太陽に
なる、との思いから名付けられました。
自ら意思決定できるビジネスリーダーた
ちが行政と連携しながら議論を重ね、前
橋の次世代を担うモノ・コトへと投資を
行い、新しいまちづくりをリードするこ
とをミッションとしています。

名前の由来は。

太陽の会
　どうして太陽の会が結成されたのでしょうか。
　太陽の会について語るときには、前橋の
ビジョンづくりのことが欠かせません。こ
の活動が立ち上がる前に、ビジョン発表会
を計画していると田中仁財団の田中さんか
ら私を含む何人かの企業家にお話がありま
した。そのとき、ビジョンなくしてまちづ
くりが進んでいることに気付き、なんとか
したいと思ったことがすべての起点です。
今では20社以上もの会員が集まっています。
　最初のプロジェクトだった「太陽の鐘」が、
2018 年 3月にお披露目となりました。
　「太陽の鐘」という作品は、正直なところ
我々も見たことのないものでした。ただ、
そのコンセプトや現状を聞いたとき、「めぶ
く。」というビジョンを体現する物凄く重要
なメッセージを持っていることを知り、動

き出しました。完成後、今まで普通の遊歩
道だったところに小さな森ができ、子ども
たちが集まっている様子を見たときの感動
は今でも忘れられません。
　純利益の 1％を拠出するというルールが
あります。それでも前橋のために動くのは
どうしてですか。
　メンバーには、起業して自らが経営してい
る人もいれば、２代目や３代目として会社を
引っ張っている人もいるのですが、そのほと
んどの企業の社是の中に、地域の人々がいる
から自分たちのビジネスが成り立つという
フィロソフィーがあります。ただ、社是や心
の中にはそういう思いがありながらも、具体
的なことをあまりできていないという気持ち
が共通項としてあったのです。
　太陽の会は、我々ならではのアクションを
実行することに存在意義があると思っています。
行政でなければできないこともたくさんあり
ます。一方で民間だからこそ、時には無茶な
ことや無駄なこと、無理なことでも、挑戦で

きるということもあるのです。
　前橋でビジネスや生活することを通して
感じる、前橋らしさとは。
　飲食店を作ってにぎわいを取り戻すこと
にフォーカスした時期もありましたし、駅
を中心としたにぎわいを取り戻しつつある
まちも気になります。しかし、前橋の置かれ
ている状況は他のまちとは異なるのです。
前橋のオリジナリティは一体なんなのだろ
うかと、改めて探していくのが面白いですね。
　中心街の色々な変化が目に見えるように
なってきました。
　現時点で気付きを感じてくれる人は、まだ
ごくわずかでしょう。ただ、あと２年、３年
とかけるうちに、点から線、線から面という
ように、今とは比べ物にならないくらい多く
の人が変化を感じられるようになるはずで
す。前橋市民のみなさん、そして市外・県
外の方々が前橋で起こる変化に気付き、た
くさんの人が集まってくる。それが私にとっ
ての一番の望みですね。
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　単なる行政と民間の仲介役としてではな
く、あらゆるヒト・モノ・コトを繋ぎ、価
値を増幅される「コミュニティハブ」とし
て機能することで、より創造的で豊かな地
方の暮らしを育み、地域に力と誇りを与え
ることをミッションとして掲げています。
　前橋ビジョン策定プロジェクトとの関わりは。
　KMS team が制作した「Where good 
things grow.」を和訳する際、糸井重里氏
の元にプロジェクトチームとして同行。ビ
ジョンムービー作成の際は事前リサーチ、
撮影ロケ地の提案やセッティング、カメラ
マンや関係者との調整など、現地コーディ
ネーターとして制作のサポートを担ってき
ました。また、前橋ビジョン発表会では当
日の運営を含め、演出、通訳、運営スタッ
フの統括などを担当。前橋ビジョン策定プ
ロジェクトの各種関係者のハブとして機能
し、全体ディレクションにも携わりました。
　現在の活動について教えてください。
　市民が前橋ビジョンを体感できる機会を

ですね。やりたいことはあるのにお金や
仲間が不足しているという市民のサポー
トをしていきます。
　エネルギーの源は何ですか。
　子どもの頃に体験した中心街での記憶
が私にとっての原点なので、子どもたち
には楽しい思い出を今から作ってあげた
いです。彼らがまちを愛してくれれば、
それがまちの将来につながっていきます。
　また、このまちが若者にとって、お金
には変えられない豊かな時間を過ごせる
場所になればとも思っています。彼らが
やりたいことや夢を自然と話題に出した
くなるようなまちって、それだけで楽し
そうじゃないですか。
　会をどのように使ってもらいたいですか。
　前橋を楽しくしたいという人と一緒に
やってみたいです。前橋で仕事をしてき
たメンバーなので、独自の経験やネット
ワークを活かすことができます。なんで
もいいので相談してみてくださいね。

　どのようなメンバーがいらっしゃるので
しょうか。
　学校を経営している人、デザイン会社
の代表、会計士、フリーアナウンサーな
ど、地域で事業をしている 30～40 代く
らいの様々な方が所属しています。既存
の組織の中では、アイデアはあっても実
行までのハードルが高く諦めてしまう人
が多かったように思います。そんな背景
もあり、自分たちの身銭を切ってまちを
変えようというメンバーが集まりました。
　最初の活動では、風の会と同時に発足
した太陽の会のプロジェクトを盛り上げ
ようと、「太陽の鐘」の設置に市民のみ
なさんを巻き込むクラウドファンディン
グを仕掛けました。仕上げの植物をみんな
で植えるという企画を特典にしたところ、
市外・県外からも支援があり驚きました。
　風の会の役割とは。
　太陽の会のようにお金を出す人がいる
のなら、風の会は汗をかく人になりたい

　前橋まちなかエージェンシー（MMA）
とはどんな組織ですか。
　「LOCALIFE DE＋SIGN」（地方暮らしの
概念を再設計する）をビジョンに、デザイ
ンの力で、前橋の「まちなか」から日本の
地方をもっと面白くするための活動や業務
を行っています。提案から実施まで、一連
の前橋ビジョン策定プロジェクトを支える
組織として、建築家、デザイナー、プロデュー
サーなど多様なバックグランドを持ったメ
ンバーによって2016 年 6月に結成。
　業務対象エリアを市の核としての記憶を
持つ前橋中心市街地「まちなか」に設定し、
設立時は前橋まちなか研究室を拠点にまち
づくり会社としてスタートしました。

風の会 前橋まちなか
エージェンシー

前橋を楽しくステキにするためのアイデ
アの受け皿になろうと誕生した、前橋市
活性化のプラットフォーム。市内で会社
や学校、店舗などを運営する有志が集まっ
ています。

風の会とは。
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増やすべく、様々なプロジェクトの企画
運営、コーディネートを行っています。
まずは、投資家と事業主体、建築家やデ
ザイナー、地域を繋ぎ、ハードとソフト
の両面からコーディネートを行う
「Maebashi De＋sign Project」の企画。
次に、郊外の良質な食材生産者や作家の
活動、芸術活動を紹介する芽吹きの祭典
「前橋めぶくフェス」の事務局。そして、
これからのまちづくりに欠かせないデザ
イン思考を持つクリエイティブな人材を
育成するために開講される「Maebashi 
De＋sign School」の運営などをしています。
またシェアオフィス、スタジオ、イベン
トスペースを兼ねそろえたライフシェア
ビル「comm」の運営も行っています。こ
こでは、前橋ビジョンに共感した地元企
業による地域貢献のための事業部や、地
元の私立大学の地域研究のゼミが置かれる
ことで、学生と地元企業のマッチングが自
然に図られ新たな雇用を生んでいます。

風の会 会長
中村 敬太郎



《太陽の鐘》寄贈と
設置に至るまで

太陽の鐘

（左写真）完成記念式典の登壇者（右から）
糸井重里氏（ほぼ日刊イトイ新聞主宰）
藤本壮介氏（藤本壮介建築設計事務所主宰）
田中仁氏     （太陽の会会長）
曽我孝之氏（前橋商工会議所会頭）
山本龍氏     （前橋市長）
三森和也氏（前橋市議会議長）
佐久間文彦氏（日本通運取締役常務執行役員）
町田憲昭氏（太陽の鐘オープニングイベント実行委員長）
平野暁臣氏（岡本太郎記念館館長）
住友文彦氏（アーツ前橋館長）
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　「前橋という大地に眠る市民という種に太陽
のようなエネルギーを注ぎ、新たな “いのち”
として芽吹かせる」というコンセプトを体
現するシンボルを探していた太陽の会が、
前橋ビジョン「めぶく。」の策定にも携わっ
た前橋市出身の糸井重里氏を通じて、《太
陽の鐘》の存在を知ったのがこのプロジェ
クトの始まりです。《太陽の鐘》は、日本
通運株式会社が運営していた静岡県内のレ
ジャー施設内に設置されていましたが、
1999 年の施設閉園後は日の目を見ること
なく、幻の作品となっていました。
　太陽の会は、糸井氏を通じて岡本太郎作
品の管理を行っている岡本太郎記念館館長
の平野暁臣氏に、また、平野氏を通じて所
有者であった日本通運に、前橋再生に向け
た市民主体の取り組みについて説明しました。

その結果、市民によるまちづくりへの積極的な
アクションが行われている前橋の現状に共感
した日本通運が、《太陽の鐘》を前橋市に寄贈
する意向を示したのです。前橋市は、貴重な
岡本太郎作品が観光振興や都市のイメージ
アップ、市民のシビックプライドの醸成など、
前橋の活性化につながると判断し、寄贈を受
けることとしました。
　その後、《太陽の鐘》とその周辺の整備デザ
インを、前橋と長く縁のある建築家の藤本壮介
氏に依頼することが決定。「前橋の大地に眠っ

ていたエネルギーが、太陽の鐘に呼応して目覚
め、前橋の地を盛り上げていく。隆起した大地
には樹木が生い茂り、太陽の鐘は森の中に包み
込まれます。(中略) 太陽の鐘が、前橋の地に深
く根ざしながら、未来へと繋がっていくことを
願っています」というメッセージとともにデザ
インを発表。太陽の会は《太陽の鐘》の修復や
復元を担い、復元した《太陽の鐘》の一部と周
辺に植樹する樹木を前橋市に寄贈。こうして、
前橋市と太陽の会を中心とした民間共創による
《太陽の鐘》の設置・整備が行われました。

日本が誇る世界的芸術家・岡本太郎氏
により、1966 年に制作された作品。彼
が生涯で制作した鐘は２つしか存在せ
ず、この鐘は岡本氏自身のシンボルで
ある太陽の名を冠しています。鐘本体
だけでも直径約 1.8 メートル、高さ約
2.3 メートル、重さ約３トンにもなる大
作です。

太陽の鐘
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広瀬川河畔に登場した
前橋再生のシンボル

鐘が日常に溶け込んでいく

　前橋ビジョン「めぶく。」を象徴する《太
陽の鐘》は、中心市街地を流れる広瀬川の
河畔に設置されました。本プロジェクトの
関係者である太陽の会、糸井重里氏、平野
暁臣氏らが、JR 前橋駅から中心市街地、前
橋公園までを歩いて現地調査を実施し、岡
本太郎作品のコンセプトの一つである「創造」
や「情熱」のイメージとの共通性、「駅前や
公園はどのまちにもあるが、他のまちには
ない広瀬川の素晴らしさ」を再認識したこ
となどから、前橋市に対して設置候補地と
して提案。前橋市は、先行して検討してい
た「広瀬川河畔再整備」の構想があること、
前橋文学館やアーツ前橋といった文化的な

　2018 年 3 月 31 日に《太陽の鐘》完成記
念式典・オープニングイベントを開催。式
典前には「風の会」がクラウドファンディ
ングを活用して企画した植栽イベントを開
催。ベニシダやタマシダ、ハラン、オカメ
ツタといった《太陽の鐘》の周りを彩る植
物の一部を子どもたちの手で植え込みまし
た。加えて地元アーティストや子どもたち
によるパフォーマンス、地元飲食店による
飲食ブース、商店街の連動セールなど、鐘

施設が集積するエリアであること、市民一人
ひとりの新たな活動（芽吹き）を誘発し、前
橋再生に向けたシンボルとして市民の誇りを
醸成することが期待されることなど様々な理
由から、広瀬川河畔への設置を決定しました。

の登場を歓迎するムードとなりました。
　また、当日は設置に携わった関係者、ク
ラウドファンディングの支援者、そして市
民の方々が初めて鐘をつくことができる機
会とあって、当日集まった多くの方々が力
を合わせて長さ 24m の巨大な撞木で鐘をつ
きました。設置後は、8月 5日の前橋空襲の
慰霊、大晦日の年越しなどの際に、市民が
鐘をつける機会を設けています。イベント
のない日でも、ウォーキングやランニング、
犬の散歩で通りかかる市民や、岡本太郎作
品を鑑賞するために来訪した市内外の方々
でにぎわう鐘周辺には、素敵な雰囲気が漂っ
ています。こうして《太陽の鐘》のある光
景が前橋の日常に溶け込むことで、前橋ビ
ジョン「めぶく。」を意識したり体現したり
する市民が増えることを期待しています。



　前橋ビジョン「めぶく。」を体現するお
祭りとして企画され、これまでに４回の
フェスを開催。フード・クラフト・アー
トの３部門を中心に、「未来の大樹を隠し
持つ、まだ幼い芽を発掘、紹介し、みん
なで応援するためのお祭り」です。
　めぶくフェスでは、10m×10m もの白く
て大きな「トンガリテント」が、会場の
ランドマークとしてお馴染みになってき
ました。また、100 人分の席があるロング
テーブル「ガリバーテーブル」は、会場
を訪れた人々のコミュニケーションの場
を創出。100 人で一斉に食事を楽しむ 100
人ディナーはフェス１番の名物となって
います。

前橋めぶくフェスでは以下の３つの価値
観を大事にしています。

　糸井重里氏（ほぼ日刊イトイ新聞主宰）

 第 1 回 2017.04.21
〈前橋ビジョンのこれから。〉

　藤本壮介氏（建築家）
　平野暁臣氏（岡本太郎記念館館長）

 第 2 回 2017.06.07
〈岡本太郎「太陽の鐘」がなぜ前橋に？〉

　矢野大介氏（ラファジャパン代表）

 第 3 回 2017.08.22
〈前橋は、「自転車のまち」になれるのか？〉

　米倉誠一郎氏（法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授）

 第 4 回 2017.10.13
〈日本の教育とイノベーションを語ろう。〉

　外村仁氏（エバーノートジャパン元会長）

 第 5 回 2018.09.29
〈世界最先端のイノベーションを語ろう。〉

　「めぶく。」発表以後に生まれてきた新
たなる芽吹きに注目し、継続的に応援し
ようと立ち上がったトークイベントです。
これまでに開催された会のテーマとゲス
トは右記のとおりです。

前橋めぶくフェス
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市民の動き
主催：前橋めぶくフェス実行委員会

まえばしめぶくトーク
主催：田中仁財団

・売り手や作り手の顔が見える。
・コミュニケーションを大切にしている。
・他者とのつながりを意識している。
・コミュニティの一部であることを実感で
  きる。

体験できるコミュニティ

・都市と自然が調和している。
・多様な価値観を受け容れる精神がある。
・高齢者や障がい者、子どもたちにも配
　慮している。
・商業、アートなどが偏りなく並存している。

様々な体験のバランス

・本物を追求している。
・チャレンジ精神に満ちている。
・スピードや量よりも、品質にこだわっ
　ている。…等。
・丁寧に手作りされている。
・子どもたちの感性を育てる意識がある。
・安心、安全な食材やサービスを提供して  
  いる。

意識のある取り組み




