
第 59 回まち研リーダー等会議結果報告 

◆と き 平成 17年 8月 12 日（金） 午後 7時 10 分～8時 55 分 

◆ところ まちやサロン 

◆出席者 １５人（まち研メンバー 9人、オブザーバー 2人、事務局 4人） 

花水木（幹事）  谷田川リーダー(進行)、増山（書記） 

       空創店舗     熊倉リーダー、猪俣さん、山本さん、三田さん 

       ロマンロード   毛塚リーダー 

       チュンタン    春山リーダー 

       ガイトーメイファ 森リーダー 

       オブザーバー   自治ネット協議会(旧県政モニター) 渡辺座長（邑楽町）、 

               須永副座長（堀工町） 

事務局（まちづくり推進係）野村係長、中村主査、奈良主事、津久井主事補 

              

◆内 容 

 ● オブザーバー自己紹介  

～県政モニター渡辺さん、須永さん 

   県内に 13グループある自治ネットワークのひとつ、館林・邑楽グループに所属。 

  メンバーは、17人（館林市 5人、大泉町 3人、邑楽町 3人、板倉町 2人、明和町 2  

人、千代田町 2人）。毎月 1回、行政事務所で話し合いを行っている。 

 活動は、今年で４年目になり、初年度は教育問題、2年目は環境問題（水質、廃 

棄物）、3年目は救急医療、4年目は、観光・まちおこし・地域づくりについて「東 

毛地区の観光振興策について考える」をテーマにしている。 

本日は、今年の研究テーマの参考のため、“まち研”の集まりを見学に来た。 

 

● 報告事項 

（１） 七夕まつり、お疲れさまでした！ （8月 7日） 

 ・ 花水木 ～谷田川リーダー報告 

    七夕では、イルミネーションと灯ろうを設置・点灯した。昨年の雨で紙灯

ろうが濡れてしまい飾れなくなったので、新しく 70点作りなおした。 

      材質をダンボール紙からプラスチックへ変更。三小の家庭教育学級の子ど 

もたちなどの協力を得て製作。いくつか、設置期間中に破損もあったが事務

局の努力で補修し、無事に終了した。 

   ・ ロマンロード ～毛塚リーダー報告 

      三田さんの芝生広場で紙灯ろうギャラリーを行った。昨年は子どもたちに 



     紙灯ろうを作ってもらっていたが、当日の人手不足等から、今回は飾るだけ 

     になった。 

   ・ 七夕プロレス ～猪俣さん報告 

      七夕プロレス小委員会より。まち研に所属の方から、体力的・経済的に助 

けていただき感謝している。これからも、七夕のコンテンツの 1つとして残 

したいし、それだけのスキルもあると思う 

     ～山本さん意見 

      七夕プロレスは、昨年より各企業から協賛金を集めたが、礼状を出さなか 

った。今回は、内々ではないところからも協賛金をいただいているので、報 

告及び礼状を商工会議所で作成、発送した方がいい。 

   ・ 反省材料？  ～山本さん提案 

      昨年、まちピカ隊が出ていたが、今年は出ていなかったので、ゴミ箱など 

     があふれていた。まちピカ隊の威力に驚くとともに、来年はまちピカ隊に出 

     てもらいたい。 

     ～野村係長より 

      反省材料がある方は、七夕実行委員会で報告してください。 

（２） シャトル連載中、反応は？ 

 ～野村係長 

連載について反応はどうか？役所の中では「載っているね」と声をかけて

くれた人が２人いた。 

～猪俣さん 

知人から電話をもらった 

その他、特に反応はきかれなかった。 

（３） まち研メンバー募集の広報活動 

～野村係長より 

 メンバー70人中実働しているのは 50人。最近は特にメンバー募集につい

て広報していなかったが、いろいろな意味での活性化のため、広報紙掲載

のＰＲのほか、各メンバーが誰かを誘って増員できればいいと思う。 

（４） ＮＰＯ法人マネジメント講座、開催中！ 

～野村係長より報告 

 8 月 3 日から開始され、空創店舗は定例会に位置づけている。最終回は、

猪俣さんがコーディネーターを務める。是非、よろしくお願いします。 

～猪俣さんより補足 

     現在、50 名程参加している。アンケートを取っているので後日報告で

きると思う。だが、まち研のメンバーの参加が少ないと思う。まち研の内



部的に抱えている問題を講師が話してくれているので参考になる。行政も

予算をつけてくれたので、参加をよろしくお願いします。 

（５） 第 11回 下町夜市開催！ 

～三田下町夜市実行委員長より報告 

 8 月 20 日（土）開催。7 月は、館林まつりと重なってしまい、本来は人

を歩かせるために店を出していたはずだが、人が歩いているところに店を

出すということになってしまった。今回から通常に戻る。 

 このところ夜市では、空創店舗のノウハウが生かせてきたように思う。 

   また、音楽関係者の参加が増えてきた。なかには、オペラ歌手やオカリナグ

ループの参加もある。 

これからは、まち研のなかで研究したことの発表の場として、夜市を利用

していただきたい。 

（６） まちづくり行政担当者ミーティング ～野村係長より報告 

9 月 6日（火）午後 1時～県内のまちづくりに関わっている行政担当者の前

で、ロマンロード 小平さんが発表する。 

（７） 創業塾受付中！ ～野村係長より報告 

9 月 7日（水）～9日（金）午後 6 時 30 分～8時 市役所産業政策課へ申込 

     時間がとれれば、是非参加して欲しい。 

（８） まちづくり「パートナーネットワーク講座」の開催 ～野村係長より報告 

まちづくり入門編（第 1回目） 9月 17 日（土）または 18日（日） 

     〃    （第 2回目）10月 28 日（金）または 11月 9日（水） 

     まちづくり発展編      11 月 26 日（土）～27日（日） 

     まちづくり応用編      12 月 17 日（土）～18日（日） 

     群馬県主催。時間がとれれば、是非参加して欲しい。 

（９） 都市計画審議会の結果 ～森リーダー（まち研代表委員） 

    8 月 3日 通算第 49回都市計画審議会開催。 

    ・花山町の一部の用途地域の変更があった。県道沿いは第一種低層住居専 

    用地域だったが、区画整理が進んだことから、第一種住居地域になった。 

    また、つつじが岡公園付近を第一種中高層住居専用地域になった。 

 

 ● 各グループからの報告事項 

（１） チュンタン  ～春山リーダー 

①9月 3 日（土） まちピカ開催（22回目） 

②9月 21 日（水）  まち研・商連のソフトボール大会開催[城沼多目的広場] 

         午後 6時集合/午後 7時試合開始/午後 9時 30 分懇親会       



               ※雨天中止。午後 3時に決定。 

            会費 2,000 円（予定）懇親会費、傷害保険含む 

            特別ルール採用（昨年同様、全員打撃、女性全員で守備） 

（２）ガイトーメイファ ～森リーダー 

     ①商店ＩＳＯ（愛があって素敵なお店づくり）をすすめている。消費者側と

店主側に分かれて研修している。7月の例会には、館林商工の先生に消費

者側として来ていただいた。まち研の皆さんに参加してもらって意見を聞

きたい。 

     ②リーダー、サブリーダーの交代について検討予定 

  （３）ロマンロード ～毛塚リーダー 

   ①市民ホールのパネル展示「まちなかロマン探検隊」9月 14 日～30日開催 

       今年 3月のシンポジウムで、ＮＰＯ法人・文化財保存計画協会・県設計

士団体より励ましの言葉を受けた。 

少し遅いかもしれないけど、今ならば、まちなかの趣ある建物の保存が

出来ることを目指している。シャトルの記事掲載にからめて周知するので、

是非見に来て欲しい。 

  （４）空創店舗  ～熊倉リーダー 

     ①まちなか情報マップの作成をお盆開けに商連当地合わせて、具体的なスケ 

      ジュールですすめていく。館林商工の吉原先生の指導の下で夜市のＨＰ作 

      成中。情報マップとの連携を。 

     ②まちやサロン運営委員会について話し合いをしている。 

      （詳細については、この後の協議事項でふれる） 

     ～ 三田さんより補足 

       館林商工の生徒の情報について。一昨年は、明和の味覚（ぶどう・梨） 

      の飴の商品化。昨年は、たてばやしのガイドマップ作成。今年は、ガイド 

マップの Web 版を作成中。 

～ 猪俣さんより補足 

 まちラボについて。8月中に第 1回目の会合をしたいので、まち研以外 

の方にも参加いただける広報をしたい。日程等が決まり次第、まち研メン 

バーにはメーリングリストで流す予定。 

   （５）花水木 ～谷田川リーダー 

      ①灯ろうの作成に多くの協力を得たことに感謝。 

      ②鶴生田川に関するアンケートの実施について。これまで、例会中花水木

メンバーによりアンケートの内容について推敲してきたが、前回のリー

ダー会議で、地域の方に未だ出せないのではないかという意見をいただ



き、現在中止になっている。今後、実施等について更に検討する。 

 ● 協議事項 

（１） 館林市中心市街地活性化基本計画策定について（別添資料Ｐ 3,4,5） 

～野村係長より 

まち研からは、猪俣さんと三田さんが委員になっている。 

     資料に基づき、策定のながれ等について説明。 

     中心市街地活性化基本計画ワーキンググループとして庁内ＷＧと市民との 

意見交換会を予定している。その際は、参加及びご意見をお願いしたい。 

また、各グループは、予算・実現性に関わらず、おおまかな意見をまとめ 

て欲しい。ジャンルは問わない。 

～猪俣さんより会議に出席しての感想 

 策定委員会の委員長は、本町一丁目区長 遠藤和昭さん。副委員長に猪俣 

さんが決まった。今回参加して、内容に行政との理解の開きを感じた。今後、 

効率のよい話し合いを行うためにも、流れと法規を分りやすく解説してもら 

い、まち研の中で話し合ってから会で報告したい。自分もより予習をして望 

みたい。 

～中村さんより 

 今後具体的にするが、全体は主要項目フロー（別添資料 P 4）のような形 

でつくる。ご意見等があれば検討を願う。 

～谷田川リーダーより 

 まち研からよりよい提案がだせるように、勉強会を是非開いて欲しい。 

（２） まちやサロン運営委員について ～猪俣さん説明 

    まちやサロンの有効活用を図るために設置。まちづくりの情報交換の場と

してサロンがどれだけ活用されているかというと、感想としてはまだまだ利

用者が少ないように思える。どうすれば人が利用してくれるか、その運営の

ための勉強会をしたい。8月下旬から実施予定。話し合われた結果を随時報

告いただき、必要なときは協議する。（駅前の「屯」のデータも参考にしな

がら）サロンスタッフの吉田さんに参加していただきたい。 

（３） まちや塾の開催 ～野村係長 

 最近、まちや塾を開催していないので開催していただきたい。 

このことを受けて、次の協議事項、まち研全体会議の開催について協議に

入る。 

（なお、全体会議を第 34 回、まち研・商連ソフトボール大会を第 35 回

まちや塾とする結果となる） 

（４） まち研全体会議 



協議の結果、次のとおりまち研全体会議を開催する。 

《決定事項》 

 第 34 回 まちや塾「十五夜 音楽の夕べ in 武鷹館」開催 

・日 時 平成１７年９月１８日（日）午後６時～７時３０分 

 ・会 場 武鷹館 

 ・懇親会 ＭＩＴひろば  

 ・会 費 ２，０００円程度（交流会・懇親会費のみ） 

 ・役 割 ①司会・進行 → チュンタン 

①催し物（出演者選定・交渉）→ 空創店舗 

      ②音響（武鷹館・ＭＩＴひろば）→空創店舗 

      ③照明（    〃     ）→ガイトーメイファ 

      ④会場演出（  〃     ）→ロマンロード 

      ⑤料理・飲み物 → 花水木 

      ⑥チラシ・広報 → 事務局 

・その他 ＭＩＴとコラボして、武鷹館の演奏をとばす 

《協議の内容》 

～猪俣さんより 

  空創店舗は、最近女性会員が増えた。が、女性会員いわく「まち研っ

てどういうところだかわからない」との声もある。全体会議、まちや塾、

ソフトボール等懇親できる機会をもって、横の連携事業を行いたい。 

～山本さんより提案 

 昨年、武鷹館でお月見と三線の会を行った。今年も全体会議と地元の人

たちとの交流会をやってはどうか。 

・開催についての各リーダー等の意見 

～毛塚リーダー 

 開催については賛成。全体会議は、周辺の方が来ることも大事だが、ま

ずは、まち研メンバーが多く参加することを考えたい。 

～森リーダー 

 若い人、新しい若い力の勧誘の機会にしたい。 

～春山リーダー、熊倉リーダー、猪俣さん 

 開催したい。 

<検討事項> 

①今年の十五夜は 9月 18 日(日)だが、チュンタン開催のソフトボール大

会（9 月 21 日）に日程が近いがどうか？また、前日、夜市が開催される

がどうか？ 



      ②催し物はどのようなものがいいか？⇒アコースティック系音楽とする 

       ～山本さん 電気系よりもアナログのものがいいのではないか。 

       ～猪俣さん オカリナはどうか？またその機会に、音響設備をライオン 

ズクラブより寄付いただいたのでお披露目したい。 

（５） 戦略検討用ワークシート（別添資料） 

～野村係長より概要について説明 

 各グループ、例会のときに読んでご理解いただき、記入いただきたい。 

※10月のリーダー会議のとき、各グループのシートを配布できるように 

～猪俣さんより 

 グループ・団体運営の手段として、これをひとつの参考にしていただき

たい。どこかに、こういった考え方を持つといいのではないか。 

  ◇ 次回リーダー等会議 

     ９月１８日（日）午後７時 30分または 8時ごろ ＭＩＴひろば 

全体会議終了後、懇親会をはじめる前に開催。 

       ・9/18 の日程 

    Ｐ6:00                  Ｐ7:30          Ｐ8:00 

     まちや塾（十五夜 音楽の夕べ）    まち研全体会議   懇親会 

          武鷹館               ＭＩＴひろば 

  

● オブザーバー感想  

 ～自治ネット 渡辺さん 

  自治ネットは、政策提言にとどまっているが、まち研では企画・実行しているので、 

頼もしく感じた。邑楽圏内での交流が必要な場合や県新政策課とのつながりがあるの 

で、役に立てるかもしれない。また、聞きたいことがあったらよろしくお願いします。 

 ～須永さん: 

  今年は県の観光振興がテーマ。茂林寺の近くに住んでいるが、年々観光客が減って 

 きているようだ。自分たちの観光を考えているが、本日の会議のすすめかたなど参考 

 にしたいと思った。 


