
 

 

平成29年度 第2回桐生市環境先進都市将来構想推進協議会 議事録 

 

 

１.日時 

平成29年10月16日（月）18：30～20：30 

 

２.場所 

桐生市役所 6階 605会議室 

 

３.出席者 

（１）出席委員(11人) 

   副 会 長：近藤 圭子 〔きりゅう市民活動推進ネットワーク 代表〕 

   委  員：西薗 大実 〔群馬大学教育学部 教授〕 

根津紀久雄〔特定非営利活動法人北関東産官学研究会 会長〕 

籾山 和久 〔桐生商工会議所 副会頭〕 

大澤  豊 〔桐生商店連盟協同組合 理事長〕 

田中 忠雄 〔新田みどり農業協同組合 常務理事〕 

今泉 芳雄 〔桐生市家畜自衛防疫協議会 会長〕 

佐羽 宏之 〔2015年からの生活交通をつくる会 会長〕 

坂本久美子〔桐生市女性人材リスト（農業委員･花き栽培）〕 

中野 久美 〔桐生市女性人材リスト（建築設計）〕 

関口 寿明 〔桐生瓦斯株式会社 総務部次長〕 

欠席委員(3人) 

 会  長：宝田 恭之 〔群馬大学大学院理工学府 特任教授〕 

委  員：天谷 賢児 〔群馬大学大学院理工学府 教授〕 

栗原 和人 〔桐生広域森林組合 総括課長〕 

 

（２）事務局（5人） 

   助川市民生活部長 

寺澤環境課長 

大木環境都市推進係長 

高橋主事 

   遠藤主事 

 

４.議題 

（１）桐生市環境先進都市将来構想の進捗状況等について 

（２）桐生市環境先進都市将来構想の推進に係る委員意見･提案等について 

（３）その他 

 

 



 

 

５.議事要旨等 

（１）桐生市環境先進都市将来構想の進捗状況等について 

①将来構想実施計画（平 成 28年 度）の実績について 

   ②将来構想実施計画（平成 29 年度）の中間報告について 

   ③10 年間のロードマップにおける進捗状況の報告について 

□平成28年度実施計画の実績及び平成29年度実施計画の進捗状況について説明 

 

（２）将来構想の推進に係る委員意見･提案等について 

□将来構想を推進するためのアイデア出しについてフリートーク形式で実施 

 

（３）その他 

  □桐生市市民活動支援センターゆいより、クリーンアップ活動のお知らせ 

 □協議会の意見を市の各部局へ周知し、協議会の意見を踏まえた来年度予算の編

成について検討するよう依頼する旨のお知らせ 

 □委員謝金について、謝金を11月中に支払う旨のお知らせ 

 □次回会議を次年度6月頃開催する旨のお知らせ 



 

 

６.委員意見（質疑応答） 

〔議題１〕桐生市環境先進都市将来構想の進捗状況等について 

【委  員】 

  菱町の桐陽台に住む高齢者が免許返納を検討しているが、高齢者の移動としてバスが

使いにくいとのことであった。地域により年齢が上がっている所は菱町の他に堤町でも

あると聞いている。おりひめバスの運行ルート見直しを検討していただきたい。 

 

【事務局】 

  バス運行ルートの改変は行ったばかりである。路線変更した場合、利用者が定着する

ために時間を要してしまうため改変後直ぐの変更については様子をみさせていただきた

い。高齢者の移動手段の問題は市内全体の懸案事項であることから、全体のニーズを把

握しながら検討できればと考える。 

 

【委  員】 

  黒保根は公共交通の利用者が多いと思う。堤町は道が狭いのでバスの運行は難しいが、

マユであれば運行が有望なのではと考える。勾配の急な地区が多いためデマンド導入も

良いが、団地の自治会等が率先して利用者を増やす努力が必要となる。若い人は比較的

無関心である。岡の上団地のデマンド交通は、自治会内での呼びかけにより利用が上が

っている。 

  公共交通は利用者がいなければ無くなってしまう。団地・自治体などで利用を呼びか

ける必要があると思う。 

 

【委  員】 

  宮本町でのマユの運行実験のように実験から本格運行へと広がると良いと思う。 

 

【委  員】 

  高齢者は情報を仕入れづらいと思う。実験運行をしていたとしても情報を知らない方

が多いと思う。誰にでもわかりやすい周知をお願いしたい。 

 

【委  員】 

  公共交通もいろんなシステムがあると混乱してしまうと思う。 

  新里のデマンドタクシーは当初不便だったが、最近はうまく利用していると思う。い

ろいろな実験をするのも良いが、バスよりデマンド方式での移動手段の方が良いことも

ある。おりひめバスよりデマンド方式の方が運行費用が安価であるのも利点だと思う。 

 

【委  員】 

  デマンドの利用方法は地域により様々である。新里のデマンドはドアtoドアで家の前

までくるものである。みどり市はバス停方式でのデマンド、黒保根は時間帯で定時運行

とデマンド運行のような形態をとっている。 

  黒保根では利用者の目標を1日20名に設定しているが目標達成は難しいようである。 



 

 

  利用してもらう仕掛けづくりが重要。利用が少ないと廃止の方向に進んでしまう。 

 

【副会長】 

  地域の声を吸い上げて欲しい。 

 

【委  員】 

  地域でのコミュニティを作り上げるのが大切だと思う。地域で老人とふれあいその中

から自治会が行政とつながる方式が良いと思う。 

 

【事務局】 

新里のデマンドタクシーについて、フルデマンドシステムを採用している。ただし、

地域により導入しやすい所としにくい所がある。公共交通事業者の運行の兼ね合いもあ

り、他の交通事業者等と競合しないようにすることが条件とされる。 

 

【委  員】 

  環境先進というが、先進のどこが先進なのか。総合的な話にしか聞こえない。市民も

意味がわからないと思う。先進の特徴はどこか見えてこない。市がやることは何か。桐

生市としてどこが先進なのか見えにくい。 

 

【事務局】 

  桐生市では構想で示す30年先を目指して事業を行っているところである。他の市でも

低炭素なまちづくりについては取り組んでいると思う。桐生市の特色は面積の70％が緑

であること。地産地消を守り、エネルギー施策へつなぐことが目標として考えられる。

構想では、バイオマス発電等の新エネルギー整備への強いイメージであると思う。 

  市として構想のイメージの出し方がうまく伝えられていないため、出し方を含め委員

の意見を聞きながら活かしていきたいと考える。 

 

【委  員】  

現状を山登りで例えると、山の頂上が見えず下で迷っている状態にあると感じる。市

民にもわかりやすくビジョンを見せる事業をおこなってはどうか。 

 

【事務局】 

  将来構想の計画自体は出しているが、要約されたわかりやすくしたものはまだホーム

ページ等で周知できていない。今後は周知を行っていきたい。 

  また、構想の進捗状況としては、最終目標に向かい様々な課題を研究しながら進めて

いきたいと考える。表現の仕方については検討していきたい。 

 

【副会長】 

  将来像についてはすでに構想を策定した時点で設定されている。30年後の目標に向か

い10年のロードマップと実施計画で進捗を管理している。 



 

 

  30年後の暮らしを思い描いたものに向かい山の頂上まで計画を見直しながら進んでい

くことで良いと思う。現在は、ローリング作業により見直しを行いながら委員より意見

もらい歩みを進めている状況であると思う。 

 

【委  員】 

 30年後の目標に向かってどこまで達成できているかわかれば良い。頂上へ向かう道標

に向かって現在どこまで進んでいるのか。現在の位置がわからない。 

頂上に向かう計画が必要だと思う。実施計画やロードマップだけでは目指す将来像ま

でどのくらい近づいているのかわからない。単に項目を羅列されているだけだと感じる。 

 

【副会長】 

  総体的なかたちが見えるようにしていければ良いと思う。 

 

【委  員】 

  市民が見たときに桐生の方向性がわかるようにすれば、市民への信頼性が増すと思う。 

 

【副会長】 

  いろいろある中でこれというものが無いのが現状と感じる。 

 

【事務局】 

  構想の大きな3本柱に基づいて各事業をおこなっている。現状では何をもってゴールの

かたちかとなるかは不透明な状況であるが、項目にある事業を地道に進めていくことが

現在は重要と考える。 

 

【委  員】 

  市の見せ方の問題が考えられる。10年間のロードマップは全体の進捗がなんとなくわ

かるが、市民にはわかりづらい。認知度をどうアップしていくか。一覧表を見ていくよ

り、目に見えるものを画像にして欲しい。絵に写す準備をして欲しい。当該委員は計画

に対し意見を出すだけであり、市民がメインであると考えて欲しい。 

市民に対しどんなことが進んでいるのか、ＨＰに出していくのが一番がわかりやすい

のではないかと感じる。それぞれの分野で桐生市が進めていることを見えるようにして

はどうか。何をやっているかある程度理解できると思う。 

 

【事務局】 

今後は、項目ごとにわかりやすく写真等で示していきたいと考える。 

 

 

 

 

 



 

 

〔議題２〕桐生市環境先進都市将来構想の推進に係る委員意見･提案等について 

 

【委  員】 

 看板の効果について、群馬県のサイクルロード整備を手伝っている。その中で看板は

重要なものであると感じる。現在地を示すものや橋の名称など表示することで利用者よ

り好評を得ている。現物表示が効果的であると思う。 

ホームページの表示は「こんなまちを目指している」を出せれば良いが、「こんなこと

が進んでいます」を表していければ良いと思う。 

コンパクトシティに関しては、桐生の旧市街地地区はもとからコンパクトシティであ

る。先進都市としてヨーロッパでやっていることだが、街全体を車の制限速度30ｋｍに

規制するゾーン30として打ち出せば先進都市として注目は高くなると思う。 

桐生はもとより道路が狭いこともありゾーン30に近い状況であると思う。車社会をい

ためつけるくらい地域を特化する等車の使用を限定的にする等にしてはどうか。市街地

の空洞化や空き家対策にも繋がると思う。 

 

【委  員】 

  どの計画も今の姿ありきでやっているうちは画期的なことはできない。市ができるこ

とが何かをよく理解してほしい。市は予算の範囲でしか事業を行わない。そのため、波

及効果が出にくい。市の主体は市民であり、市民が自立して動いていく仕掛けづくりが

必要だと思う。上毛電鉄ＬＲＴ化も自動車社会を動かすくらいの考えがないと実現でき

ないと思う。大幅な見直しを行うためには、発想の転換が必要でありそれは市にしかで

きないことであると思う。 

 

【委  員】 

  桐生市の人口減問題が危険であると感じる。未婚率は群馬県内１番で50％になるとい

う。また、65歳以上の人口は全体の38％にもなる。このままいくと10年後には市内の空

き家が3分の1に上るおそれがある。必然的にコンパクトシティにならざるを得ないと思

われる。 

  人口が減ると税制面においても影響が大きいと思う。これらの問題も考慮し桐生市を

どう環境先進都市にするのか検討する必要があると思う。 

 

【委  員】 

  桐生市は人口が減少し税収が下がっているのは商店街としても問題視している。 

水路の復活として、本町通りを川に戻し、水車を設置すると楽しみのある街になると

思う。昔は、本町通りの西側は全部水路であり水車があった。水車でからくり人形を動

かし八丁撚糸を織る風景があった。昔のような街並みにすれば観光化にも繋がると思う。 

 

【委  員】 

  近年黒保根地区はメガソーラーが乱立している。部落のほとんどがメガソーラーにな

るところもある。山も大規模にメガソーラーができている。桐生の山は水源である。木



 

 

を伐採すると水源が失われる。桐生市は自然があることが強みであると思う。自然を失

うことは悲しい。他県から黒保根に移住した方もメガソーラー開発により自然が減った

ことが原因で転出する方もいる。 

  太陽光施策も重要であると思うが、20年先になると全てが産業廃棄物になるのではと

危惧している。 

  黒保根は環境が良い所と他方には言えない状況である。 

 

【委  員】 

人口問題にかかるものは総合戦略の方で検討してはどうか。ここでは環境やエネルギ

ーについてしぼったほうが良いと思う。 

自然の景観と太陽光発電のような再生可能エネルギー施策は折り合いをつけないとい

けないと思う。 

木質バイオマス発電は、民間で推進協議会を実施している。市が市有林・民有林の木

材を使うとすれば、発電所を作りたい企業もある。市で発電所建設は難しいが、民間の

力を活用すれば良いと思う。小水力発電所も同様に民間資金を活用し、新規で電気小売

事業を行えば手をあげる事業者もいると思う。構想においてメニューが沢山あるが全て

市はできないと思う。民間活力を使って欲しい。 

  鳴神山の森人プロジェクト実行委員会が植樹する協定を締結したと思う。森人プロジ

ェクトの事務局はＪＲ高崎支社であるが、計画は現在進んでいるのか確認して欲しい。 

 

【委  員】 

  太陽光パネルの問題は全県である。設置することは、パネル設備が建築物でも工作物

でもないため、法律的に規制ができないのが現状である。 

  前橋や高崎でも環境に係る委員として参画しているが、同様の会議でもこのような話

題は出てくる。なお、高崎市・前橋市においては既に条例で規制をしている。高崎市は

観音山からの眺望で見えないようにするといった規制がある。前橋市は地区との事前協

議が必要になる。 

 

【委  員】 

  新里地区でも問題になっている。以前市長との懇談の中で、桐生市での条例化を要望

している。農地についても農業委員会に相談しているが、規制はなく事業者へ口頭で協

力を願う程度である。 

 

【事務局】 

  桐生市においては、景観条例、開発行為、樹木伐採等関係する各課で情報共有を行っ

ているのが現状である。施策として太陽光発電の必要性はあるが、今後開発規制も必要

と考える。現在桐生市としてどのように対応していくか検討し始めた状況であり、その

都度機会を捉えて庁内に伝えていきたい。 

 

 



 

 

【委  員】 

  ＦＩＴの価格がさがっているので、新規での着工を行う業者は少なくなると思う。 

今後は、事業を維持できなくなる倒産業者が多くでてくる。 

今ある設備が廃棄物としてでてくるので、廃棄物の問題が今後多いと思われる。 

 

【委  員】 

 住宅の耐震改修補助金を利用したが、予算件数が2件分しかなく、1件分の利用しかで

きなかった。昨年から打ち合わせし、お客さんにも補助金の受付時期まで待ってもらっ

ていたが申請することができない方もいた。周知の仕方を考えて欲しい。 

  耐震シェルターや簡易補強等他のメニューへの予算もなくなる。分散した補助金支出

ができるよう検討して欲しい。 

補助対象となる昭和56年以前に建てられた住宅に居住されている方は高齢の方が多い

ので、枠を個別に設ける等の措置を検討いただきたい。 

  街中に街路樹を植え、日陰を増やし、夏場等での過度なエアコン利用を減らせるよう

にできれば良いと考える。また、河川敷の官地に植樹もしくは花を植えて観光名所にし

てはどうか。景観としても良いイメージになると思う。 

 

 

 

 

― 以上 ― 

 


