平成２９年度

群馬県

地域・まちなか活性化コンペ事業

応募事業プラン一覧

（最終結果）
※優秀事業プラン２件、一次審査通過プラン、一次審査を通過しなかったプランの並びについては、順不同です。
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皆とタイニー・コミュニティハウスをDIY！
地方に交流革命を。

明和町 邑楽郡板倉町海老瀬

優 南八幡勝手に青
秀 年団

世界遺産上野三碑の「もてなし」と「名物づくり」か
らの地域再生

高崎市

※事業概要は、応募申込書に記載されている内容をそのまま掲載しています。
事

業

概

要

世代や地域・国境の垣根を越えて、人々が自らの手で築き上げるコミュニティハウスを通し
て、住民同士の絆とコミュニティに対する愛着を強め、地域活性化拠点として活動、交流の
盛んな場を創出する。

高崎市山名町山名駅から山名 上野三碑の世界記憶遺産登録を目前にして、山上碑・金井沢碑の所在する高崎市南八幡
八幡宮付近。
地域の中心の山名駅〜山名八幡宮周辺の「もてなし機能」づくりからの農業と地域活性化。

館林市内
優 麺のまち「うどん 地域限定小麦粉を使用したうどんのブランド化プロ
（麺のまち「うどんの里館林」振 日清製粉(株)の協力により邑楽・館林地域限定小麦粉の商品化が可能になり、その小麦粉
館林市
秀 の里館林」振興会 ジェクト
興会 各会員店にて事業実
を使用したうどんをブランド化し、地産地消・食育・地域活性化に繋げる。
施）

KYMP実行委員会

桐生市山手通りの再活性化によるまちなか回遊性
桐生市西久方町、横山町周
桐生市
向上プロジェクト
辺、山手通り沿い

キッズスマイルプ
ロジェクト実行委 キッズフェスタ2017
員会

伊勢崎市 スマーク伊勢崎

（例）甘楽
NPO法人ソンリッ 高齢者の孤独を笑顔に！ビデオ通話を活用した会
町小幡付 （例）甘楽町小幡付近
サ
話型見守りサービス
近

一次
審査 NPO法人
通過 ReVillage

「温泉×廃校」若者応援カフェ＆バー

群馬県吾妻郡中之条町四万
中之条町 3954-1中之条町立第三小学
校（廃校）

桐生市、山手通りの魅力を再発掘・新たな魅力を付与することで、集客力のある桐生が岡
公園の来園者をまちなかに誘導し、まちなか全体の回遊性をアップさせる。

「思い出をカタチに」「体験」「未来につながる」を中心に、子どもたちには様々な体験を、保
護者には学びを。思い出をカタチにしながら、子ども達の未来につながるキッズイベントを開
催

多様な趣味や価値観を持つ活動的な甘楽町のシニアと、在宅で繋がりたいが様々な理由
により孤独を抱える高齢者をマッチングしてビデオ通話を活用した顔の見える会話型見守り
サービス

温泉地で働く若い人に憩いの場を！
中抜けの時間と終業時に営業しているボードゲームカフェ＆ダーツバー。
旧・第三小学校の教室を利用。

ROSETTA
smile.com
ハンディキャップサポート事業
（ロゼッタスマイル
ドットコム）

太田市 群馬県太田市飯田町692

特定非営利活動 親子の暮らしを豊かにするメディア活動「おやここ
法人キッズバレイ 共感ラボ」

コワーキング＆ コミュニティス 子育て世代の女性たちが、地域の話題をピックアップし、全国の 親子 に向けて発信する
桐生市 ペース「ココトモ」（ 桐生市本町 メディア活動『おやここ共感ラボ』。地域の話題を、ラジオ、新聞、ネットへと展開していきま
５ 丁目）
す。

共愛学園前橋国
まちなか若者文化創生プラン-若者たちに魅力的
際大学 奥田ゼミ（
なまちへ心理学研究室）

前橋市

ベルツ通り協議
切り絵灯籠をベルツ通りに設置する。
会

吾妻郡草津町のベルツ通り
町全体の調和を第一に考え、既に旅館や商店で設置している切り絵灯籠をベルツ通りに拡
草津町 に一定の間隔で切り絵灯籠 張展開する。
を設置いたします。

大間々町商業協 大間々祇園まつり プリムラカードスタンプラ
同組合
リー
群馬エンターテ
インメント活性化 高崎ハロウィンフェスティバル
プロジェクト

ファッションタウン
ものづくりの物語に触れ気持ちが震えた、私その
桐生推進協議会
逸品が欲しいです 「感性価値の高いまち・桐生」
産業活性化委員
世界への発信事業
会

前橋スマイルキャ
ンパス実行委員 前橋スマイルキャンパス2017
会

みどり市

沖縄祭り「琉球の嵐」
〜地域経済活性化イベント〜

鍛冶町おむすびプ
ロジェクト〜ひとを
〜ひとと地域をむすぶまちづくり〜
むすぶ・地域をむ
すぶ〜

入山資源活用研
究会

「大仙の滝」「天狗の足跡」ライトアップ事業

前橋市中央商店街付近： 空き 本事業は、前橋中心商店街に心理学的視点から考案した若者たちが集えるコミュニティス
店舗の活用
ペースを創生することで、まちなかに若者文化を再創出することを目的とするものである

群馬県みどり市大間々町大
大間々祇園まつりに合わせて、加盟店でお買い物をしてスタンプを集め、抽選会を行う。
間々1400

高崎市 高崎市さやもーる商店街

高崎市内によるハロウィンフェスティバルの開催。商店街や商業スペースを利用した無料参
加のフェスティバルとなり、子供と家族が楽しめる企画内容を目的とする。

桐生市 桐生市有鄰館と中心市街地

繊維産業に代表される生活文化産業が生み出す逸品とファックトリーショップ（衣・食・皮・雑
貨等）をものづくりの物語を通して紹介、感性価値の高いまち桐生を世界に向けて発信し消
費を喚起する為の事業。
桐生市は桐生織物1300年の歴史の中で育み培われてきた繊維産業の集積地としてものづ
くりの技を人物と共に作り上げてきた。
第22回桐生ファッションウィークの会期中に繊維産業を中心とした生活文化に関する桐生
地域で取り組まれている、ものづくりの姿を桐生市有鄰館とその周辺のアートギャラリーに
おいて、人々の想像力を刺激し共感することができるデザイン性を持った桐生の逸品の展
示・販売会とその実技の公開や体験を行う。また中心商店街エリア内の展示施設やファクト
リーショップが作り出す職人の技とデザイン力のある商品を作る商店を紹介する。これらを
ファッションタウンやファッションウィークのSNSなどを利用し継続的に発信していく。

前橋市 前橋公園近辺

上毛かるたグルメ
ストーリー実行委 上毛かるたグルメストーリー
員会

群馬沖縄県人会

ハンディキャップを持つお子さんと共に暮らす、ご家族やケアする人のお洋服や着がえ等の
悩みやストレスを軽くするための事業

「見る」「聞く」「作る」「感じる」「体験する」「共感する」
ステージ、体験、マーケットが立ち並び前橋の未来がカタチになるイベント
10年かけてイベントを開催し、一人一人に焦点を当てて未来の街のあり方を一緒に作って
いく

群馬県内の飲食店などが、上毛かるたの札を１つ選び、それをモチーフにした料理を開発
し販売する企画です。
この活動を通して上毛かるた、群馬の魅力を発信し、群馬を盛り上げたく思います。

前橋市

前橋中央イベント広場（前橋市 地域資源を活用した地域経済活性化イベント沖縄祭り「琉球の嵐」を開催します。
千代田町2-8-21）
前橋市の中心地を「非日常」を作り出し、商店街の活性化を図ります。

沼田市

群馬県沼田市鍛冶町９９７【別 地域資源（歴史・伝統文化・産業）の魅力を掘り起こし、地域でできることを地域の人たちと
紙地図添付】
創意工夫しあい、世代間交流を図り街の活性化を目指す事業展開を行う。

吾妻郡中之条町大字入山
中之条町入山地区には「世立八滝」と呼ぶ、八つの滝が連なる名所がある。その最下流に
中之条町 3063番地 「滝見ドライブイン」
ある落差20ｍの荘厳な「大仙の滝」と、その真上の「天狗の足跡」をライトアップする。
付近

イベント開催場所：群馬県太田
市北口商店街付近
市内の店舗等をものづくりの拠点（ファブラボ）とします。お披露目イベントで成果を発表しま
ファブラボ参加店：太田市内全 す。人材+商品+まちづくりを循環させて社会に見えるイノベーションを起こします。
域の店舗、工場など

まちづくりチャレン
まちなかチャレンジラボ
ジラボ実行委員会

太田市

高崎レンガ通り商 「中食」にも対応できる商店街「地域まるごと6次産
店街組合
業化」計画

高崎市 高崎レンガ通り商店街組合

合同会社 上州家
Isesaki-連取荘
守舎

伊勢崎市

高齢者人口の増加や労働環境の変化、商店街内の店舗変遷（飲食店舗の増加や農産物
マルシェの動き）を積極的に受け止め、群馬県内の有機・産直農産物を使用した中食(なか
しょく)を促進する社会実験。

伊勢崎市連取町にある旧東京都競馬の寮を改修し、様々な人材が多目的に同じ空間を共
群馬県伊勢崎市連取町3077有できる場所を提供する。利用者には本物件での活動をきっかけとして自身のビジネスの
5
法人化や事業の拡大・発展を目指していただく。

弁天ガールズ復活プロジェクト

2014年に誕生したアイドルユニット「弁天ガールズ」は3人でした。
しかし、現在は小林雅代が、1人で前橋の宣伝をする為に、頑張っています。
1人でのパフォーマーの姿は残念であり、新メンバーを募集しているがお先は真っ暗な状況
群馬県前橋市千代田町3-10- です。
前橋市
1
その状況を見た、ロボット開発の勉強のために、日本に来たピエール・ステファンが「弁天
ワッセ」の音楽会を盛り上げる為に、今、話題のAIロボットを作成して、「弁天ガールズ」と共
演デビューさせて、新メンバーを募り、新メンバーで再結成するために前橋元気会議のメン
バーがプロデュースとサポート・バックアップを行います。

一般社団法人 下 地域の魅力から社会問題に取り組む〜ソーシャル
仁田町観光協会
シフト 新たな地域の受け入れ体制のかたち

上信電鉄下仁田駅前から中央通
社会で課題を持つ人々の受け入れをテーマとして、下仁田町を拠点したツアープログラムや
下仁田町 り商店街から諏訪神社まで全長
イベントを行い、町内を回遊する仕組みから新たな地域の経済循環を創出する。
約500mの通り

前橋元気会議

学生団体キャリコ 大学生発！新しい就活「キャリコ」

本町二丁目商盛会

KAKIAGE交流広場プロジェクト2017
「KAKIAGEフリーマーケット」

前橋市
前橋駅周辺の飲食店
高崎市

企業(社会人)と学生の出会いの機会を採用活動(合同説明会)だけでなく、「飲み会」や「趣
味」、「ビジネススクール」、「イベント」などで結び「群馬で働くを学生に考えてもらう」就活事
業。

桐生市

月に一度、骨董市の時だけ駐車場として使用している空地を整備して日常的な活用や青空
マーケット、イベント、仮設店舗によるカフェや飲食店誘致による集客と交流人口の増加を
はかる。

空き家リノベクリエ
イティブコワーキ
空き家リノベクリエイティブコワーキングカフェ
ングカフェ実行委
員会

green bird前橋
チーム

グリーンバードで群馬の魅力発見ツアー！

特定非営利活動法
「こもれび音楽祭」地域活性化総合プラン
人さかうえ

学生イベント団体
#AZEE Vol.3
#AZEE

桐生市本町2丁目1番24号付近

空き家リノベカフェとコワーキング、機械のあるワークスペースに職人が常駐。作家の教室
いずれの空き家でも実施可能 や親子参加のワークショップを定期開催。オープンな空間で発想を形に。地域とイノベー
ターを結ぶ新しい地域の交流拠点です。

➀沼田市、➁中之条町
各市町村 ➂桐生市太田市、➃富岡市
⑤草津町、⑥高崎市

東吾妻町

高崎市

吾妻郡東吾妻町大字本宿
温川キャンプ場

上毛かるたに載っている県内各地のスポット巡りを通して、
群馬に住んでいる若いひとたちに群馬の魅力を知ってもらう。
ただの観光ではなく、ゴミ拾いを通した参加者同士の交流も図る。

地域に存在するキャンプ場を活用し、野外音楽祭と前夜祭を実施。
出演するアーティスト達とそのファン達が、地域の特産品・地産品をSNS 等で連動PRする。
拡散した情報から通販サイトにリンクし、地産品販売を向上させる。

高崎市中央銀座通り空き店舗 高崎のハロウィンに合わせ中央銀座通り空き店舗を再利用したハロウィンを音楽、空間、料
（元パブSHY跡地）
理を通して楽しめる学生レストラン。地元の飲食店と提携し開発した料理を提供する。

