
 

 

R.I 会長 ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

国際ロータリー第2840地区 2014-2015年度 国際ロータリーのテーマ 

LIGHT UP ROTARY 

善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１４年 

会長 坪井 良廣 幹事 須永 博之 
  クラブ会報・情報委員会   後藤圭一・桑原志郎・塚越平人・吉野雅比古・立澤俊明 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２９１７回例会 
(１０月６日(月)第１例会) 

１０月２０日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 四つのテスト唱和 

５． 来訪者紹介 

６． 結婚・誕生祝 

７． 乾 杯 

 ８． 会長の時間 

 ９． 幹事報告 

１０． 委員会報告 

１１． 卓 話 「市政雑感」 

              桐生市長 亀山 豊文 様 

１２．点 鐘

 

〈卓話者〉桐生市長 亀山 豊文 様 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

会長の時間 

今日は、十三夜の月見ですが、台風で雨かと思いまし

たがまさかの晴天です、たいしたこと無くて良かったで

す。総会一ヶ月前に次々年度の発表の規定から、ご本

人が体調不調でお休みの時に発表しましたが、お二人

がおられますので、改めて紹介致します。次々年度会

長候補の吉田栄佐君です。また次々年度幹事候補の

柳明彦君です。これから、大変ですが宜しくお願いしま

す。また、山口正夫会員の桐生商工会議所会頭に就任

されました。おめでとうございます。桐生ロータリーにとり 

ましたても名誉なことで、これからのご活躍を期待いたし

ます。 

  

 

卓話では、亀山市長さんがお見えですので明るいお話

が聞けるよう期待したいと思います。 

 豆知識です 

 御岳山噴火の、新聞やニュースで「心肺停止」という言

葉が盛んにきかれます。そこでネットで調べて見ました。 

 自衛隊にも医官はいるし、山の上での応急手当やトリ

アージもしているから医師はいるが、山の上で死亡を確

認すると地上への搬送が「遺体の搬送」になって、緊急

性がなくなります。死亡を確認してないから「救急搬送」

になって災害派遣でも運搬できるそうです。 

 東日本大震災での遺体捜索も、正式には「行方不明

者の捜索」でした。海の底に何ヶ月も沈んでいても、死

亡が確認されていなければ行方不明者。ちなみに、津

波に襲われた家屋内は本来、自衛隊の災害派遣の対

象外ですが、自衛隊は「流失物の捜索」というこじつけ

です。 現地のマスメディアで「自衛隊は私有地の捜索

をできない」ことに気付いた人がいて質問がありました。

基地指令の答えが、自衛隊は「流失物捜索という名目

でやっています。問題になった場合は中止しなければ

いけません」と説明したら、記者全員が納得して記事に

ならなかったそうです。 
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吉野雅比古君 
坂入  勝君 
立澤 俊明君 
石島 久司君 
朝倉剛太郎君 
大島千賀子さん 

牛膓  章君 
養田  隆君 
塚越 紀隆君 
坂入  勝君 
新井 智二君 
柳  明彦君 
吉野雅比古君 
高橋  昇君 
小倉 康宏君 
高橋 弘史君 

ようこそビジター 



 
《報 告》 

・9/30 長期計画特別委員会 家庭集会 

《予 定》 

・例会終了後、定例理事会 

・10/9 桐生第一高校進路ガイダンス 飯塚君・松田君 

・10/11～12 ライラ研修会  

 村田室長、朝倉青少年奉仕委員長、ＲＡＣ3 名 参加 

・10/12 桐生 5ＲＣ合同ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 

      赤城ＣＣ 6 名参加 

・10/13 体育の日(祝日)のため、休会 

・10/16 桐生 5ＲＣ会長幹事会 合同例会前 

      桐生 5ＲＣ合同例会 桐生プリオパレスにて 

・10/19 佐沼ＲＣ創立 50 周年記念式典  

         会長・村田パスト幹事 出席 

      ＲＬＩセミナー 前橋問屋センター会館にて 

       会長エレクト・副幹事 出席 

・10/20 優良従業員表彰 

 

幹事報告 

・米山記念奨学会より「2013 年度事業報告書」「2013 年 

 度決算報告書」が届いております。 

・2014-2015 年度生方ガバナーエレクト事務所開設のご 

 案内が届いております。 

・群馬自閉症協会より、会報等ご案内が届いておりま 

 す。 

・次週 13 日(月)は、祝日の為休会となります。 

 16 日(木)桐生５ＲＣ合同夜間例会です。桐生プリオパ 

 レスにて 18 時 30 分点鐘となります。次回桐生倶楽部  

 での例会は、20 日(月)優良従業員表彰となりますので 

 お間違えのないようお気をつけください。 

・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので、  

 関係理事役員の方々は、ご出席お願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 26 年 10 月 6 日) 

総員 64 名：出席 39 名 

平成 26 年 9 月 22 日例会修正出席率：88.3％ 

 

ニコニコボックス 

第 2840 地区米山奨学委員長田中久夫君…9/22 卓話

謝礼分を／坪井良廣君、須永博之君･･･山口会員の商

工会議所会頭就任を祝して／金子篤郎君、坪井良廣

君、堀明君、吉田栄佐君、本田雄一郎君、野間義弘君、

森末廣君、澤田匡宏君、須永博之君、桑原志郎君、山

上達也君、水越稔幸君･･･亀山市長をお迎えして／牛

膓章君、養田隆君、吉野雅比古君、高橋昇君、柳明彦

君、高橋弘史君･･･結婚祝／吉田栄佐君…出席 100％

／北川洋君、舘盛治君、牛膓章君、坪井良廣君、野間

義弘君、森末廣君、桑原志郎君･･･写真を戴きました。 

 

 

 

 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

 

桐生市を取り巻く状況（最近 10 年間の主な出来事） 

H16 ・桐生市、新里村、黒保根村の 1 市 2 村で「桐生 

     地域合併協議会」を設立 

    ・新市建設計画を策定 

H17  ・錦桜橋完成 

    ・桐生市行財政改革方針スタート 

    ・新里村、黒保根村と合併 

    ・県立ぐんま昆虫の森開園 

H18  ・地域包括支援センター開設 

    ・上毛電鉄「桐生球場前駅」開業 

H19 ・黒保根高齢者生活支援施設つつじの家開設 

    ・亀山市長就任 

H20 ・北関東自動車道伊勢崎～太田桐生開通 

    ・桐生市新生総合計画スタート 

    ・中央中学校開校 

    ・桐生ふれあいメールサービス開始 

H21 ・桐生みどり消防署開設 

    ・総合福祉センター開設 

    ・清流中学校開校 

    ・桐生観光物産館わたらせ開館 

    ・新里総合センター開設 

H22 ・中通り大橋線開通 

    ・赤ちゃんの駅利用開始 

    ・川内小学校開校 

    ・事業仕分け実施 

H23 ・桐生市マスコットキャラクターをキノピーに決定 

    ・桐生市制施行 90 周年 

     水道創設 80 周年記念式典 

H24 ・桐生新町重要伝統的建造物群保存地区に選定 

H25 ・絹撚記念館を郷土資料展示施設として 

     リニューアルオープン 

H26  平成 17 年の新里村、黒保根村との合併から 

     10 年目を迎える。 

桐生市の主要政策 

３つの基本政策 ☆：新規事業 ◇：継続事業 

元気で活力あるまちづくり 

地域の活性化 ５億３００万円 

☆武井西地区工場適地調査 

◇桐生新町重伝建地区保全整備 

◇ググっとぐんま観光キャンペーン 

☆プレミアム付き商品券発行支援 

☆織都桐生千三百年事業補助 

◇海外販路開拓支援 

◇北関東産官学研究会連携支援など 

環境先進都市 １，９００万円 

☆環境都市推進事業 

◇太陽光発電システム等設置費補助 

◇電動アシスト自転車等購入補助 など 

  「市政雑感」    

 

    桐生市長 

      亀山 豊文 様 



 
安心して暮らせるまちづくり 

災害に強いまちづくり １３億８，５００万円 

☆災害対策用貯水槽設置 

☆災害対策用自家発電機設置 

☆自主防災会活動支援 

◇東日本大震災・原発放射能対策 

◇消防救急無線デジタル化整備 

◇市営住宅施設改修事業 

◇消防車両、防火水槽の整備など 

都市基盤の整備 ２０億５，７００万円 

◇中通り大橋線周辺整備 

☆幸橋線整備 

◇（仮）梅田浂水場詳細設計 

☆境野水処理センター汚泥処理機器整備 

◇道路の新設改良・補修工事 

◇上下水道事業整備推進 など 

生活環境の充実 ２３億１，３００万円 

☆桐生球場施設改修 

☆国民健康保険税按分率の見直し 

☆清掃センター大規模改修 

◇放課後デイサービスの拡充 

◇桐生厚生総合病院負担金など 

子供のための未来づくり 

育てる環境の充実 ３億９，３００万円 

☆保育園保育料の第 3 子以降無料化 

☆幼稚園保育料の第 3 子以降無料化 

☆子育て応援サイトの開設 

◇保育士処遇改善補助 

◇子育て支援センター運営 

◇放課後児童クラブ健全育成 

◇私立保育所施設改修補助など 

学ぶ環境の充実 ４億８，３００万円 

☆小学生の織物体験 

☆商業高校海外研修 

◇学校教育相談体制の拡充 

◇校務支援システム整備 

◇「サイエンスドクター」の拡充 

◇「未来創生塾」支援 

◇小学校施設改修 など 

 

桐生市の課題 

人口減少、少子化・高齢化の進行 

 ・特に生産年齢人口(15～64 歳)の減少が顕著。 

 ・平成 17～24 年度の間に約 10,000 人減少。 

●人口減少対策 

本市における対応経過 

◎平成24年度に人口減少問題への対応策を見出すべ 

 く、内部組織である「桐生市人口減少対策検討委員 

 会」を組織し、「人口減少対策に関する提言書」をとり 

 まとめる。 

◎平成 25～29 年度を計画期間とする「桐生市新生総  

 合計画後期基本計画」において最重要課題として位 

 置付ける。 

◎平成 25 年度に人口減少対策を掌る「人口対策室」を 

 設置し、「人口減少対策に関する提言書」を基礎資料  

 として、全庁体制で具体的施策の検討・準備を進め 

 る。 

・「子育て世代」をターゲットに、「住宅」「雇用」「子育て」   

 「教育」などの分野から、子育て世代が“住むなら桐 

 生”と思えるような施策を複合的かつ有機的に実施し 

 ていく。 

・これまでも注力してきた「定住促進事楬」の更なる拡充 

 を図る。 

・実施に当たり、「情報発信」にも工夫を凝らす。 

人口減少対策(平成 26 年度主な実施事業) 

子育て 

◎保育園・幼稚園の第３子以降保育料の無料化 

 保育園：所得制限の完全撤廃 

 幼稚園：国の制度に上乗せした桐生市独自の支援 

    国   ：兄姉が小学校３年生以下 

   桐生市 ：学年や年齢等に関係なく、 

         同一世帯で扶養している 

         第３子以降まで対象拡大 

◎子育て応援サイトの新規開設 

（株）アスコエパートナーズとの官民協同事業である子

育て応援ウェブサイト「ママフレ」を導入し、子育て関連

情報発信機能の強化（群馬県内初） 

雇用 

◎新たな工業団地の整備…武井工業団地周辺西地区 

◎企業立地優遇制度の拡充… 

             雇用促進助成金の対象者の拡大 

   新規雇用者 →新規雇用者 ＋ 転入者 

住宅 

◎住宅取得時の経済的負担を軽減するための施策 

 住宅取得応援事業（平成 26 年 7 月実施） 

  最大 200 万円 

◎「子育て世代」や「市外からの転入者」に優遇策を付 

 加した宅地分譲（川内町一丁目） 

 桐生市土地開発公社が協賛して事業実施 

教育 

◎サイエンスドクター事業の全中学校での実施 

  モデル校３校 → １０校 

◎未来創生塾への支援強化 

    ２クラス → ３クラス 

定住促進 

◎空き家見学会や首都圏での移住相談会等の各種イ 

 ベントの充実による情報発信・PR の強化 

婚活 

◎各種団体が実施する婚活パーティー等への支援 

次年度以降も成果に繋がる切れ目のない「支援や施

策」を実施していく。 

●桐生市の課題(市有施設整備) 

・昭和４０～５０年代にかけて、人口の増加や市民ニー  

 ズの拡大に応じて、小学校、中学校、市営住宅、体育 

 施設、文化施設など、多くの施設を建設し市民サービ 

 スの充実に努めてきた。 

急激な人口減少、厳しい財政状況、市有施設の老朽化

及び過大な保有量など当市の現状を踏まえると、今後、

全ての市有施設を現在のまま維持保全・管理していくこ

とは困難。 



 
平成 25 年 9 月 

「市有施設整備基本方針」を策定し、市有施設整備の

基本的な考え方を定める。 

◎予防保全による施設の長寿命化 

◎施設総量の縮小 

重要性や緊急性を勘案し、計画的に市有施設整備を

進める必要がある。 

第 1 段階としては、市有施設状況調査報告書において

評価点が 60 点未満となった 10 施設について、優先的

に整備の検討を行う。 

・桐生市役所本庁舎（S40）  

・桐生スケートセンター（S39） ・中央公民館（S54） 

・桐生市民体育館（S44） ・桐生市斎場（S57） 

・陸上競技場（S38） ・桐生市民プール（S48） 

・桐生消防署東分署（S43） ・北体育館（S55） 

・桐生市学校給食中央共同調理場（S44） 

●環境先進都市を目指して 

・産学官民の連携により、これまでに様々な事業を実施 

 ◎独立行政法人科学技術振興機構（JST）研究開発  

   プロジェクト 

  「地域力による脱温暖化と未来の衔－桐生の構築」 

  平成 20 年 10 月～平成 25 年 9 月 5 年間 

 ◎チャレンジ 25 地域づくり事業（実証事業） 

 ◎環境対応車を活用したまちづくり実証実験 

   平成 22 年度 

 ◎緑の分権改革事業 平成 22～23 年度 

 ◎先導的都市環境形成促進事業 平成 23 年度 

・低炭素型のまちづくりを推進 

 ◎太陽光発電システム等設置補助 

 ◎電動アシスト自転車購入補助 

 ◎レンタサイクル事楬 

 ◎環塿に配慮した公用車や路線バスの導入 

 （電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、 

  バイオディーゼル燃料利用自動車） 

 ◎公共施設における太陽光発電設備の設置 

 ◎利平茶屋森林公圐における小水力発電 

 ◎清掃センターにおける廃棄物発電 

  （排熱を温水プール・福祉センターで活用） 

 ◎低速電動コミュニティバス「MAYU」の活用 

 ◎市有地にメガソーラー誘致 

 ◎桐生球場の LED ナイター設備設置 

 ◎防犯灯のＬＥＤ化 

●歴史まちづくり 

桐生市桐生新町重用伝統的建造物群保存地区 

・平成 24 年７月 国の重要伝統的建造物群保存地区に 

 選定される。（全国で 94 番目、関東地方で 5 番目、群  

 馬県内で 2 番目） 

・平成 25 年度より保存計画に基づき、保存整備事業や 

 防災計画書の作成を開姊 

歴史を生かしたまちづくり 

・本市固有の歴史的風致の維持及び向上を図り、市内

全域の歴史を生かしたまちづくりを進めていくため、歴

史まちづくり法に基づく「桐生市歴史的風致維持向上

計画」を平成 29 年度を目途に策定する。 

郷土資料展示施設の整備 

・市民ギャラリー・織物資料展示室・桐生市近代化遺産 

富岡製糸場の世界遺産登録決定や NHK 大河ドラマを

生かした地域活性化 

世界遺産登録決定効果及び大河ドラマの盛り上がりを

本市の地域活性化に繋げる。 

●みどり市との合併 

平成 19 年 7 月 専門部署「広域調整室」の新設 

↓ 

平成 19 年 11 月 桐生・みどり連携推進市長会議を設置 

↓ 

平成 21 年 11 月までに、6 回の会議を開催 

両市の連携・交流事業は、7 項目 47 事業 

➢「赤ちゃんの駅」設置事業 （桐生市内74か所、みどり

市内 41 か所、吅計 115 か所） 

➢職員の人事交流 （職員の人事交流と合同研修の実

施） 

➢バスの利便性の向上 （おりひめバスのみどり市への

乗り入れ） 

➢広域観光連携 （北関東自動車道の全線開通に向け

た観光ＰＲ） 

↓ 

平成 22 年 4 月 26 日 

みどり市に「(仮称)桐生・みどり地域将来ビジョン研究

会」 の設置を申し入れ 

↓ 

平成 22 年 5 月 31 日 

「両市の一体的なまちづくりや都市基盤整備による行政

経費の削減、さらなる住民サービスの向上のための研

究」についての調査研究を開始することに同意する旨、

みどり市より回答。 

↓ 

平成 26 年１月 16 日 

桐生・みどり市長会議において、両市を一体的な地域と

してまちづくりを進め、「安全・安心」「環境への配慮」

「賑わいの創出」といった視点に立ち、一層の連携強化

を図っていくため、両市が共通して直面する喫緊の課

題について研究を行うことを目的とし、（仮称）桐生・み

どりまちづくりビジョンを設定することで合意。 

【研究テーマ】 

◎両市インフラ環境（社会基盤）の整合に関する研究 

◎桐生・みどり地区の一体的な環境先進都市の実現 

◎桐生・みどり地区における産学官の連携推進の拡充

◎地域特性を活かした観光プランの開発 

◎両市のスポーツ施設の改修・整備 

◎災害時における連携 

↓ 

平成 26 年 5 月 12 日 

みどり市長に任意合併協議会の設置について、申入れ

を行う。 

 

 

 

 

【例会予告】 

10 月 27 日(月) 桐生第一高等学校 

          インターアクトクラブ創立 30 周年 

          記念式典 

          点鐘：18 時 30 分 

          場所：桐生倶楽部 

        


