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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． 退会挨拶            中村 純 君 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

８． 卓 話 

「桐生市の産業観光の取り組み」 

桐生市長 

   亀山 豊文 様 

９． 点 鐘 

 

 

〈卓話者〉桐生市長 亀山 豊文 様 

 

 

退会挨拶 

 

 

 

 

 

会長の時間 
《報告事項》     

6/6：例会終了後、第１２回定例理事会開催 

 

《予 定》 

6/13：例会終了後、次年度理事役員会  

     ：新入会員オリエンテーション（ミスティ） 

  6/14：家族会役員会（泉新） 

  6/20：最終夜間例会 18：30～ 点鐘 

    

幹事報告 

・米山記念奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」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。 

・次週２０日(月)は、最終例会です。桐生倶楽部にて、

午後６時３０分点鐘となりますので、お間違えのないよ

うお気をつけください。 

 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

本日の出席(平成 23 年 6 月 13 日) 

総員 66 名：出席 47 名 

平成 23 年 5 月 30 日例会修正出席率：86.67％ 

 

ニコニコボックス 

塚越紀隆君、阿部高久君、疋田博之君、牛膓章君、養

田隆君、吉田栄佐君、佐々木裕君、前原勝君、岸田信

克君、森末廣君、吉野雅比古君、前原勝良君、村田勝

俊君、石島久司君、大友一之君、澤田匡宏君、竹内靖

博君、桑原志郎君、山上達也君、月門快憲君、水越稔

幸君、山田実君…亀山市長をお迎えして／藤井征夫

君…塚越会長、本田幹事１年間ありがとうございました

／吉野雅比古君…桐生建設株式会社が 2011 年(平成

23 年) 6 月１日付にて「ＩＳＯ１４００１環境マネジメントシ

ステム」を認証取得することができました。尚、「環境Ｇ

Ｓ」も申請中です／横山順一君…結婚祝。 

 

 

 

 

 

 

ようこそビジター 

中村 純 君 



 
 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

●桐生市における産業観光の位置づけ 

桐生は、織物産業とともに発展してきた街である。織物

の歴史はまさに桐生の歴史ともいえ、まちの至る所で織

物工場や織物に関係した街並みを見ることができ、また

一歩細い路地を入れば機織りの音を聞くことができる。 

このように、桐生の日常の中にごく普通に息づいている

「機織りの伝統と歴史」これらの産業を新たな「観光」と

いう視点で、観察し生活の為の織物産業として第一線

で最高の品質を提供している産地の強みを活かしつつ、

その現場や多くの近代化遺産と古き良きまちなみ、そし

て織物産業をきっかけとして行われるようになった「市」

や「からくり人形芝居」などといった伝統文化や食文化

に触れ、さらに桐生の街を肌で感じてもらうことにより、

伝統的な織物の良さと桐生の魅力とが相まって、「どこ

か懐かしく、又訪れたい街」となることが、産業観光とし

ての位置づけである。 

 

●桐生市における産業観光資源の活用の経緯と現状 

桐生織物を生産している工場は「北側に窓がついてい

るのこぎり型の屋根」という独特の形をした工場が多く、

数は以前と比べて減ったとはいえ、まだ市内に２００棟

以上もののこぎり屋根工場が残っており、まさに桐生の

ランドマークともいえる。のこぎり屋根工場は、外観のデ

ザイン生や内部の機能性などから、織物の生産をやめ

た後でも美容室・ベーカリー・ワインセラー・和菓子屋・

アトリエなどに改装して再活用される例がかなり多く見受

けられる。まちなかには、織物産業の発展による経済的

な豊かさを背景に明治から昭和初期に立てられた「近

代化遺産」と呼ばれる建造物群が数多く残り、どこか懐

かしいまちなみや、のこぎり屋根工場などを組み合わせ

て見学・体験を行うツアーが行われている。また最近で

は、稼働中の織物工場も見学できるようになるなど、市

民の意識にも変化が起きてきている。生産の現場の体

験だけでなく、実際に身につける体験も始まってきてい

る。観光客にも着物に親しみを持ってもらおうと「着物の

着付け体験」を行ったり、着物に関連するイベントで着

物の大衆化を図るべく、様々な工夫を行ったりしている。

また織物産業をきっかけとして始まった催しや伝統文化

を観光資源として活用していこうという取り組みも始まっ

ている。絹織物や日用品の取引をしていた「古民具骨

董市」や「買場紗綾市」、「楽市蓙座」をあわせて三大市

と総称し、毎月第一土曜日に集約して開催日している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織物産業からの派生の文化を目的に、まちあるきと「市」

を楽しむ観光客で賑わっている。また「桐生からくり人形

芝居」は衣装や人形の仕掛けにも織物の技術を用いて

いる。織物産業の発展は桐生の経済活動の活発化を

促し、織物産業で得た富を、鉾や屋台の建造など文化

や近代的な建造物にあて、このときの建築物などが、現

在の「近代化遺産」としてまちの中のあちこちに残り、桐

生を織物の町にたらしめている。織物産業は桐生のま

ちを形作り、桐生人の気質を作りあげてきたもので、まさ

に織物の歴史は桐生の歴史と言っても過言ではない。 
 

●桐生市における産業観光資源を活用した事業モデル 

1.平成 20 年度、関東運輸局による「観光まちづくりコ

ンサルティング事業」において、モニターツアーを

実施。 

2.まちなかの魅カを伝えるため、古い街並みを歩きな

がら、毎月第一土曜日に開催されている「古民具

骨董市」・「買場紗綾市」・「楽市蓙座」の三大市を

廻るツアーを開催中。 

3.平成 21 年度から、JR 桐生駅構内に観光案内機能

と物産販売機能を持たせた「観光物産館わたら

せ」を設置し、地域の特産品や物産品の販売と観

光案内を実施中。また「NPO 法人桐生再生」が常

駐し、その場から観光案内ができるよう対応。 

4.群馬 DC「全国宣伝販売促進会議」のエクスカーシ

ョンでは、市内の近代化遺産や織物産業の活用事

例、また織物産業の発展による伝統文化の育成事

例などを PR する体験ツアーを H22.9 実施。 

5.着物を着てイベントめぐりやまち歩きを楽しむことを

目的に、毎月第一土曜日に桐生おりひめ倶楽部

による着物のレンタルと着付け体験を実施中。祭り

期間中には、浴衣のレンタルと着付けも実施。 

6.桐生ファッションウィークイベント期間中では、一店

一作家や繊維製品等の展示即売や着物を着て来

店すると特典が付くなど、着物を積極的に着る工

夫を実施。 

7.のこぎり屋根工場を改装した和菓子屋では生産現

場を見学できます。 

8.現役の織物工場で、生産現場や出来上がった製

品を見学でき、安価で製品を購入することもできる。

(要予約、後藤織物・泉織物等) 

9.桐生観光基本計画策定委員会で機屋さんの内部

を見学できるツアーを実証実験として H22.11 実施。

(機屋さん 10 件、延べ約 600 名参加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

「桐生市の産業観光の 

取り組み」 

桐生市長  

亀山 豊文様 



 
 

 

 

 

 

[桐生商工会議所・ﾌｧｯｼｮﾝﾀｳﾝ桐生推進協議会関連] 

☆H20.6 ノコギリ屋根博覧会の実施会場:1 

日金谷レースエ業附属工場(織物関係資料の展示、

産業観光ツアー、産業観光マップの作成等) 

☆H21.11 全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞

奨励賞受賞(ノコギリ屋根工場の活用による産業観

光の推進が評価される) 

☆H22.1 産業観光ツアーの実施コース:有螂館・後藤

織物・森芳工場等(全国産業観光フォーラムのエク

スカーション) 

 

●産業観光まちづくり大賞金賞受賞 

平成 23 年 2 月 17 日に兵庫県姫路市で開催された「全

国産業観光フォーラム in 姫路」の開会式席上において

表彰式が行われ亀山市長が出席。 

名称   第 4 回産業観光まちづくり大賞 

・金賞  桐生市 

・銀賞  大垣商工会議所(岐阜県) 

・奨励  賞昭島市(東京都) 

社団法人真庭観光連盟(岡山県) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「過去の金賞受賞」  

第 1 回名古屋コンベンションビューロー 

第 2 回浜松観光コンペションビューロー 

第 3 回北九州市 

主催  全国産業観光推進協議会、(社)日本観光協会 

評価  桐生市は、「ノコギリ屋根」をはじめとする豊富な

近代化遺産を、美容室・べ一カリーカフェ・アトリ

エ等の日常空間に用途転換し、新たな産業創

造拠点としている点が高く評価される。織物とい

う伝統産業の持続カと繊維分野を裾野とする産

業分野の広さと厚みを生かし、体験プログラム

のメニュー開発や多彩なイベントを開催し、織

物を観光客に触れさせ身近なものに確立させ

てきたなど。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成２３年度の主な産業観光の取り組み 

ぐんまデスティネーションキャンペーンの主なイベント 

○桐生市 DC のキックオフ・イベント 

7 月 2 日(士)四鉄道合同 

   「桐生のまちなかイベントめぐりハイキング」 

・各駅から新川公園に集合し、新川公園をゴールと

設定。 

・桐生の三大市を見ながらの街歩き 

・街なか等で「子供地元探検隊」による観光案内 

○JR 期間限定、駅からハイキング 

・まつり期間を中心とした、8 月の 1 ヵ月間、三大市、

古い街並み、食等を歩きながら楽しんで頂くもの。 

○桐生八木節祭り 8 月 5 日(金)～7 日(日) 

・市制施行 90 周年記念   

鉾の曳き違い、鳴門の阿波踊りの招へい等 

○ 9 月 3 日(土)4 日(日) 

   ぐんま vs とちぎウマいもん合戦 in 桐生 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ぐんま DC 東部エリアメインイベント 

・三大市(2 日間開催、骨董市は土曜日のみ) 

・からくり人形芝居、子供地元探検隊 

・新川公園イベント 

ステージイベント(八木節、ジャズ、ダンス八木節等) 

東部県民局管内物産展 

  足利・佐野・栃木市も参加予定 

・JR、ビュートラベル、クラブツーリズムの旅行商品化に

よる送客あり。 

○「両毛線沿線のほほん着物さんぽ」 

・JR と桐生市、前橋市、伊勢崎市、足利市の女性観光

担当職員で企画。 

・H23.9.17(土)～9.25(日)の 8 日間 

・期間中に着物を着て各市協カ店で割引やプレゼント

等もらえる。 

・各市の駅等でのスタンプラリー実施。 

・着物着付け体験実施 

(期間中に各市で２日間ずつ実施) 

桐生市 9.24(土)、25(日)桐生織物記念館  

体験料 2500 円 

特典…抹茶、和菓子、写真撮影データ、桐生まちな

かマル得パス等 

○そのほかでは、 

・からくり人形芝居 DC 期間中 毎週土・日展示、上演

予定。 

有隣館被災により、7 月 8 月は本町三丁目のトポスで

実施。 

・八木節交流広場 DC期間中 毎週土・日・祝日開催、

合わせて、鉾・屋台の見学もできる。 

いずれも会場は「あ一とほ一る鉾座」です。これらの施

設のガイドに市民による観光ボランティアの方々にも協

カをいただく予定としている。 

 

ぐんまデスティネーションキャンペーンを活用した主な

取り組み 

○「桐生の一押し商品」の PR 

・桐生ブランド推進の一環として、地場産品で「これぞ」

というものを募集し、H23.5に同認定委員会で 94 件を

認定した。食品 66 件(藤屋のソースかつ丼等)民工芸

品・その他 28 件(後藤織物の京袋帯ハープ花模様

等) PB 用パンフを作成し、駅からハイキングや観光キ

ャラバン、HP等を活用して11情報発信をする。また、

この桐生の一押し商品の中から市長が出張等の際必

要に応じて「桐生の逸品発信事業」として市長自らが

トップセールスを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

○「桐生まちなかマル得パス」の実施、活用 

・まちなかの商店振興を図るため、パスによる割引やサ

ービスが受けられる仕組み作りをしている。現在、登

録者を募っている。登録者には、トイレや休憩場所、

パンフレットの配備等も依頼。 

・旅行商品や駅からハイキング、レンタサイクル利用者、

着物着付け体験者等の特典として配布予定。 

 

 

●桐生市における今後の産業観光推進の方向性と展

望 

このような取り組みを通じ、織物産業は生活の手段とい

うだけではなく、市民の誇れる歴史ある伝統文化であり、

それらを活用し公開していくことで理解と共感を呼び、

今後の織物産業の発展にも力になるということが少しづ

つ市民の間に浸透してきたような気がする。今後、産業

観光として収入面でも訪問者数としても確立していくた

めには、他地域よりも優位性のあるものにさらに磨きを

かけ、それに従来からある観光資源をうまく掛け合わせ

て他地域では経験できないメニューを提供できるように

差別化を図っていく必要がある。加えて、情報を発信し

ていく機会を増やし、産業観光という位置付けの確立と

市民への意識付けも有効な手段であると考える。歴史と

伝統ある織物の産地に住む桐生人として、織物の良さ

を積極的に PR していく地域住人を増やしていくとともに、

地域が産業としても観光としても両立していけることを目

標としていきたい。 

 

 

 

【次回例会予告】 

 

6 月 27 日(月)  休 会 

 

7 月 4 日(月) 

♦卓 話 会  長 養田  隆 君 

      副会長 前原勝良 君 

      幹  事 村田勝俊 君 

 

♦食 事 美喜仁   

     


