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１． 点 鐘

２． ロータリーソング斉唱                                                                                      

３． 来訪者紹介

４． 2009-2010 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ賞表彰

５． 桐生５ＲＣ合同ゴルフコンペ表彰

６． 会長の時間

７． 幹事報告

８． 委員会報告

９． 優良従業員表彰     職業奉仕委員会担当

１０． 卓 話

「桐生市における産学官連携の取り組み
～大学と自治体のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟが地域産業を支える～｣

      桐生市産業経済部産学官推進室

                   室 長 鳥井 英雄 様

１１． 点 鐘

〈卓話者〉桐生市産業経済部産学官推進室 室長 鳥井 英雄 様

個人

準優勝  野間義弘 君 ⇒

２０位   養田 隆 君

４５位   竹内康雄 君

会長の時間

《報告事項》

１０/４：定例理事会開催（例会終了後）

１０/９（土）・１０(日)：地区大会（ベイシア文化ホール）

１０/２２：桐生５ＲＣ合同夜間例会（桐生プリオパレス）

《予 定》

１０/２５：第２回クラブ協議会(例会終了後）

同 ：桐生第一高校ＩAC 訪問

幹事報告
・福田ガバナー事務所より、地区大会に際するお礼状

が届いております。

・国際ロータリーより、ロータリーレートのご案内です。

11 月は、1＄＝82 円です。

・米山奨学会より「ハイライトよねやま」が届いてます。

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いてます。

・桐生市国際交流協会より「ニュースレター」が届いてま

す。

・ファッションタウン桐生推進協議会より「第１５回桐生

ファッションウイーク」開催のご案内が届いてます。

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城、足利の各ＲＣ

より週報到着。

・本日例会終了後、１号室にてクラブ協議会を開催致し

ますので、理事役員ならびに各委員会委員長の皆様は

出席の程お願い申上げます。

委員会報告                                  

出席委員会

本日の出席(平成 22 年 10 月 25 日)

総員 64 名：出席 42 名

平成 22 年 9 月 27 日例会修正出席率：81.03％

平成 22 年 10 月 4 日例会修正出席率：84.75％

ニコニコボックス

塚越紀隆君…地区大会で皆様に大変お世話になりまし

た。優良従業員表彰で社員が表彰されますので／澤田

匡宏君・竹内靖博君…卓話者として鳥井英雄様をお迎

えして／塚越平人君・山口正夫君、川村隆君…優良従
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業員表彰で社員が表彰されますので／前原勝良君…

昨日は、本田幹事に「クラシックカーフェスティバル」の

ラリー予行演習並びにＲＣ会員の協力内容説明の会に

参加頂き誠にありがとうございました／吉野一郎君・矢

野昭君・北川洋君・阿部高久君・舘盛治君・養田隆君・

塚越紀隆君・金子篤郎君・山口正夫君・吉田栄佐君・前

原勝君・高橋昇君・岸田信克君・松島宏明君・吉野雅比

古君・村田勝俊君・竹内靖博君・桑原志郎君・柳明彦

君・木村洋一君…写真いただきました。

米山奨学金

藤井征夫会員 \30,000

国際奉仕委員会

10/23 国連ＵＮＨＣＲ協会の「第５回ＵＮＨＣＲ難民映画

祭」にイオンシネマ高崎まで観にいってきました。

新世代奉仕委員会

第１０回ライラ研修 10/16（土）～17（日）

館林文化会館にて、ＲＡＣ7 名参加しました。

優良従業員表彰式

―次  第－

      司 会 職業奉仕副委員長 堀    明

１．開 会 の こ と ば      職業奉仕委員長 澤田 匡宏

2．挨 拶           会  長 塚越 紀隆

3．受賞者紹介及び表彰状・記念品授与

               職業奉仕委員長 澤田 匡宏

4．受 賞 者 代 表 謝 辞       丸幸株式会社 飯塚 弘 様

5．閉 会 の こ と ば      職業奉仕委員  矢野   昭

6．卓 話  

「桐生市における産学官連携の取り組み

～大学と自治体のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟが地域産業を支える～」

                 桐生市産業経済部産学官推進室

室 長 鳥井 英雄 様

被表彰者(敬称略)

被表彰者名 事業所名
勤続

年数
推薦者

飯塚  弘 丸幸株式会社 34 澤田 匡宏

山本 敬三 桐生建設株式会社 31 吉野雅比古

不破 隆之 株式会社ﾄﾖﾀﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 23 山口 正夫

須田 英幸 川村株式会社 23 川村  隆

藤島 正右 桐生瓦斯株式会社 21 塚越 紀隆

卓 話

◆産学官連携の背景

世界の経済環境が大きく様変わりする中、わが国では、

国の借金がこれ以上膨らむことがないよう、歯止めをか

ける政策の一つとして｢簡素で効率的な政府｣を旗印に、

行財政改革が進められて参りました。そして、平成１６年

には国立大学の経営にもメスが入れられることとなりまし

た。これまで大学が必要とする経費は、当然のごとくす

べて国の予算で賄われてきましたが、国立大学法人に

組織の改編が行われたことを契機として、大学は、ルー

ルに基づいた一定額の交付金しか国から受けることが

できなくなってしまいました。

また、特に工学系の大学では、大学で行った研究の

成果を特許化し、地域の企業などに利用してもらうこと

でロイヤリティー収入を得て、その収入を再び大学での

研究費に充てるといったサイクルを回し、研究費を確保

することも行わなければならなくなりました。

このような背景とともに、低迷する地方の経済を立て直

すため、中小企業を中心とした企業振興策の１つとして、

国では大学の研究成果を地域の産業界に率先して活

用してもらうための橋渡し役を自治体に求め、大学と地

域の企業が協調して、それぞれの利益につなげようとい

う考えが生まれ、産学官の連携がスタートいたしました。

◆群馬大学工学部との連携

群馬大学工学部の前身は、大正４年、桐生織物協同

組合をはじめ、多くの住民からの寄付を受け、産業界や

住民から設立を熱望される形で誕生した「官立桐生高

等染織学校」であります。

その後、昭和２４年には新制群馬大学となり、現在に

至っておりますが、これまでの間には、織物業界をはじ

めとして産業界への技術指導や製造技術の革新などに

多大な貢献を果たすとともに、数多くの先進的技術や

優秀な人材を世に送り出し続けていただいております。

桐生市が、この貴重な地域資源である群馬大学工学

部との連携を重要視し、産学官連携を通じたまちづくり

に積極的に取り組み始めたのは今から１０数年ほど前の

ことになります。

「桐生市における

産学官連携の取り組み
～大学と自治体のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟが地域

産業を支える～」

桐生市産業経済部産学官推進室

室長 鳥井英雄 様



平成１１年、市に産学官推進係を設置し、行政として

の産学官連携に向けた取り組みを開始いたしました。こ

の動きに連動する形で同年には商工会議所、群馬大学

工学部、桐生市の関係者による「まちの中に大学があり、

大学の中にまちがある推進協議会」という組織が発足し

ました。

この協議会は産学官の関係者が相互に連携を図りな

がら、まちと大学が共存共栄を図り、かつ地域産業の活

性化にも寄与していくことを目的として活動を開始いた

しました。その一環として桐生市では、大学が市有施設

を使用する際の使用料の免除をはじめ、大学の研究活

動や市民との交流事業に対する助成制度を創設しまし

た。更には、キャンパス周辺の環境整備事業として、学

生向け駐車場の確保や歩道整備、照明灯の設置など、

大学に対してできる限りの側面支援を行って参りまし

た。

大学側もこのような活動に呼応して、産学官連携を通

じた地域貢献を一つの大きな目標に掲げ、地域との連

携を大学自らが積極的に進めていただきました。

そして、平成１３年には、産業界と大学との橋渡し的な

役割を担う組織として「北関東産官学研究会」が設立さ

れ、群馬大学工学部との連携を軸に、大学と企業との

共同研究の促進や新技術・新産業の創出を目指した各

種事業を展開していただいております。こうした施策の

推進により、企業は大学などとの共同研究の成果を企

業活動に活かしていったわけであります。

◆産学官連携の成果

市内のある企業は、染色機械のメーカーから、偏光板

製造装置のメーカーへと見事に業種転換を図りました。

同社はそれまでの染色機械製造業で培った技術力と大

学の持つ研究シーズを融合させ、大型テレビなどの液

晶ディスプレーに欠かすことのできない偏光板を一貫生

産する装置を開発し、今では国内シェアはほぼ独占、

世界でも５割以上のシェアを占めるトップメーカーへと変

貌を遂げ、現在は次なる事業として、次世代電池の部

材を製造する機械の開発を進めております。

このように、群馬大学工学部を核とした産学官連携に

よる成果が知れわたるにつれ、大学などとの共同研究

に取り組む地域企業は徐々に増加し、マスコミなどでも

しばしば扱われるようになるなど、内外の注目を集める

ようになりつつあります。

◆群馬大学工学部と市民との交流

群馬大学との産学官連携は、決して産業振興に限っ

たものではなく、国立大学法人に組織改編が行われて

からの群馬大学工学部は、以前にも増して地域交流事

業に力を入れていただいており、行政や産業界との連

携以外にも、市民との交流促進につながる多くの取り組

みを積極的に推進いただいております。

その一例を紹介いたしますと、子どもたちの理科離れ

が深刻化する中、大学は自らの手で「工学クラブ」を組

織し、子どもたちに理科の楽しさを知ってもらう取り組み

を数多く実施し、ものづくりのまちの将来を支える人材

の育成にも力を注いでいただいております。

また、かつては市民にとって敷居が高いと言われてい

た大学の構内に大勢の市民を招き入れ、大学の存在を

身近にした「しだれ桜を観る会」は、１日のみの開催にも

かかわらず、今では毎年４千人以上の市民が集う一大

イベントとなりました。このほかにも、桐生八木節まつりの

中で、群大生が中心となって企画運営を行っている「ま

ゆ玉ころがし」は夏の恒例行事となり、市民交流の柱の

一つとして定着しておりますし、秋に大学構内を開放し

て開催されます「クラシックカーフェスティバル」も桐生市

内外から大勢の来場者を集めるイベントとして知られる

ようになるなど、四季折々で大学と市民との交流事業も

進められております。

そして、現在は、自然エネルギーや小型の電気自動

車などを活用した環境関連のいくつかのプロジェクトを

大学、企業、市民、そして行政が、一体となって進めて

おります。

このように、桐生市における産学官の連携は、単なる

「企業と大学の連携」から進化を遂げ、まちも市民も巻き

込んだ、ある意味「まちづくりのための新しい連携スタイ

ル」として、桐生市に根付きつつあります。

◆その他の企業支援施策

本市では産学官連携のほかにも地域産業界の活性

化を目指した多くの施策を展開しております。最後にそ

の施策の１つをご紹介させていただきます。

桐生市には、これまで培ってきた素晴らしい技術をお

持ちの企業がたくさんありますが、企業が新技術の確立

や新製品の開発を行うためには、開発にかかります経

費のほか、リスクに対する負担も求められます。しかし、

中小企業の多くはこれらの負担が障害となり、せっかく

の技術やアイディアが企業活動に活かしきれない傾向

があります。

このようなことから、本市では、平成１５年から職員を経

済産業省関東経済産業局に派遣しております。派遣さ

れた職員は、２年間にわたり国の中小企業支援策を実

践し、派遣期間終了後は本市に戻り、企業訪問や企業

からの相談を通じて個々の企業のニーズや課題を把握

し、それぞれの企業にマッチした国の支援施策を紹介

し、活用いただくことで企業活力向上のお手伝いをさせ

ていただいております。

特に国などの支援制度は、申請手続きや制度内容が

大変複雑なため、それらの事務を専門に処理する人材

を置くことが難しい中小企業にとりましては、制度の使い

勝手が悪く、応募すら困難な場合もございます。本市で

は、このような複雑な制度の内容や手続きを熟知した職

員が地域企業のサポートをさせていただいておりますこ

とから、公的支援施策の活用実績は近隣自治体と比べ

ても群を抜いております。これらの取り組み内容になど

について、お問い合わせやご相談などがございましたら、

産学官推進室へご連絡いただきたいと思います。

企業の活力はまちの活力に連動します。そして、豊か

な市民生活に直結します。我々も地域企業の力になれ

るよう、より一層の努力を重ねて参りますので、どうか今

後ともよろしくお願いを申しあげます。



―例 会 次 第―

司会：桐生赤城ＲＣ幹事 草処 晋一君

1.点鐘桐生赤城ＲＣ会長           渡辺 幸男君

2.ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱「奉仕の理想」

3.桐生 5ＲＣ会長・幹事、地区役員・委員紹介

桐生 5ＲＣ会長・幹事

桐生ＲＣ会長代理副会長      岸田 信克君

桐生ＲＣ幹事             本田雄一郎君

桐生南ＲＣ会長              鈴木 章弘君

桐生南ＲＣ幹事              山根    明君

桐生西ＲＣ会長              片貝 良一君

桐生西ＲＣ幹事              近藤 幸利君

桐生中央ＲＣ会長              酒井    豊君

桐生赤城ＲＣ会長            渡辺 幸男君

桐生赤城ＲＣ幹事            草処 晋一君

地区役員・委員

国際ロータリー第 2840 地区

第 2 分区Ａｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  川堀 良治君（桐生南ＲＣ）

ｶﾞﾊﾞﾅｰ諮問委員会委員 矢野  亨君（桐生西ＲＣ）

社会奉仕委員会委員長 疋田 博之君 （桐生ＲＣ）

管理運営委員会委員長 竹内 靖博君 （桐生ＲＣ）

管理運営委員会委員  石関  厚君 （桐生南ＲＣ）

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会委員   坪井 良行君（桐生西ＲＣ）

G SE・学 友 会 ・ﾎﾟ ﾘｵﾌ ﾟﾗ ｽ委 員 会 委 員 菊池雅子君（桐生中央ＲＣ）

米山奨学委員会委員   松島 宏明君（桐生ＲＣ）

4.物故会員への黙祷

物故会員 該当者なし（平成 21 年 10 月 8 日以降）

5.会長報告桐生赤城ＲＣ会長         渡辺 幸男君

6.幹事報告桐生赤城ＲＣ幹事         草処 晋一君

7.点鐘桐生赤城ＲＣ会長             渡辺 幸男君

         ガバナーノミニー挨拶

―懇 親 会 次 第―

司会：桐生赤城ＲＣ親睦活動委員長 星野 榮助君

1.開会挨拶    桐生赤城ＲＣ会長  渡辺 幸男君

2.挨   拶    第 2 分区Ａｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 川堀良治君

3.乾   杯    桐生中央ＲＣ会長   酒井  豊君

4.親睦チャリティーゴルフコンペ

成績発表並びに表彰式

桐生赤城ＲＣゴルフ部長 奥野 勲君

5.諸事お知らせ     桐生赤城ＳＡＡ 山崎 倫義君

6.閉会挨拶   桐生ＲＣ会長代理副会長 岸田信克君

7.手に手つないで

個人準優勝 野間 義弘君   個人 20 位 養田 隆君

個人 45 位 竹内康雄君    閉会挨拶 岸田信克君

第２７５２回例会
（10月 18日(月)第２例会 ―例会変更―）

2010-2011 年度 桐生５ＲＣ合同夜間例会
日時：平成 22年 10月 22日(金)    点鐘：午後６時 30分   会場：桐生プリオパレス

ゴルフ団体成績

優 勝 桐生赤城ＲＣ

準優勝 桐生西ＲＣ

３ 位 桐生ＲＣ

ゴルフ個人入賞者

準優勝 野間 義弘君

２０位 養田 隆君

４５位 竹内 康雄君

【次回例会予告】

11 月 8 日(月)

国際ロータリー第 2840 地区

福田一良ガバナー公式訪問


