平成29年1月27日発表
担当課：産業振興部
企業活動支援課

熊谷市
記者クラブ取材情報
事業の名称等
第11回 熊谷市産学官連携まちづくりフォーラム

１． 日時

平成29年2月18日（土）

２． 場所

立正大学

1号館

13時30分(開場13時)～16時00分ころ

1101教室（熊谷市万吉1700）

３． 事業概要
○目的：市、立正大学、熊谷商工会議所、くまがや市商工会が締結している産学官連携に関する基本
協定に基づき大学との連携による協働のまちづくりを推進する。
○経緯・経過：平成18年度の第1回から、毎年1回、産業・教育・環境等の各分野における産学官連携
についての講演や事例報告を行っている。今回で第11回となる。
○影響・効果：フォーラムを通じて、市民の立正大学への理解が促進され、地域に根ざし、地域に開
かれた大学としての発展に寄与する。
○当日の主な内容
●基調講演
「人口減少と日本の経済」
（13：45～15：15）（予定）
講師：立正大学経済学部教授/東京大学名誉教授

吉川

洋

氏

●事例報告
「市民協働『熊谷の力』タグラグビー普及啓発事業」
（15：25～15：55）（予定）
報告者：ＮＰＯ法人 ＡＲＵＫＡＳ ＫＵＭＡＧＡＹＡ
（コーチ 中嶋真也氏）
熊谷市教育委員会学校教育課

４． 特徴やPRポイント
立正大学教授/東京大学名誉教授であり、中公新書『人口と日本の経済 長寿、イノベーション、経済
成長』の著者である 吉川洋氏を講師に迎え、「人口減少と日本の経済」と題してご講演いただく。
「人口減少ペシミズム（悲観論）に陥ったままでは、成長の機会をみすみす失ってしまう。衰退は不
可避ではない。」（著者対談抜粋、読売新聞Ｈ28.10/10より）
熊谷市教育委員会学校教育課とＮＰＯ法人ＡＲＵＫＡＳ ＫＵＭＡＧＡＹＡとの連携により、市内全
小学校で実施したタグラグビー普及啓発事業についての事例報告を行う。
参加申込方法：電話、ＦＡＸ又はＥメールで氏名、住所、電話番号、参加人数を
熊谷市役所企業活動支援課へ連絡（〆切：2月13日、定員：先着200名）
電話：048-524-1111(内線219・477)、Fax：048-525-9335、
Eメール：kigyokatsudoshien@city.kumagaya.lg.jp

５． その他
主催：熊谷市
共催：立正大学
後援：熊谷商工会議所、くまがや市商工会、公益社団法人熊谷青年会議所、熊谷・桜・橘交友会、
埼玉県北部地域地方創生推進協議会

※ 資料の有無（ 有 ）
産業振興部企業活動支援課 腰塚、湯本
担当者
048-524-1111(内線219・477)
連絡先

参加費無料
定員２００名

第１１回 産学官連携
まちづくりフォーラム
ところ・時間

◆立正大学 １号館（ゲートプラザ）
１１０１ 教室 （熊谷市万吉1700）
※できるだけ公共交通機関をご利用ください。
熊谷駅南口からバス（10分）
※お車でお越しの方は、学生駐車場をご利用ください。

～基調講演～

◆開演 13：30 （開場 13：00）

「人口減少と日本の経済」
講師：立正大学経済学部教授
/東京大学名誉教授 吉川 洋 氏
事例報告
「市民協働『熊谷の力』
タグラグビー普及啓発事業
〜KUMAGAYAから世界へ〜」
報告者：NPO法人 ARUKAS KUMAGAYA
熊谷市教育委員会学校教育課
申込み・問合せ先

〆切 2/13（月）

熊谷市産業振興部企業活動支援課 産学連携担当
〒360-8601 熊谷市宮町二丁目47番地1
☎ 048-524-1111（内219、477） Fax 048-525-9335
Mail kigyokatsudoshien@city.kumagaya.lg.jp
主催：熊谷市 共催：立正大学
後援：熊谷商工会議所、くまがや市商工会、（公社）熊谷青年会議所、
熊谷・桜・橘交友会、埼玉県北部地域地方創生推進協議会

「第11回 産学官連携まちづくりフォーラム」 参加申込書

ＦＡＸ048-525-9335
熊谷市産業振興部企業活動支援課
申込〆切 2/13（月）
〒360-8601 熊谷市宮町二丁目４７―１
電話048-524-1111 内線219、477
メールにてお申し込みの方は、kigyokatsudoshien@city.kumagaya.lg.jpへ
下記申込み項目をご連絡ください。
氏

名

住

所

電

話

参加人数

※ご記入いただいた個人情報は、本フォーラムの目的以外には使用しません。

お車で来場される方は、
学生駐車場をご利用
ください。

至森林公園

至熊谷

これまでの産学官連携まちづくりフォーラムの開催状況について
回数 年度

テーマ

内容

熊谷市誕生１０周年記念「立 (1)あいさつ
正大学と連携したまちづくり」
富岡 清／熊谷市長

10

2016年2月27日(土)
13：30～16：30
立正大学1号館1101教室

藤岡 明房 氏／ 立正大学研究推進・地域連
携センター長
藤間 憲一 氏／熊谷商工会議所会頭
(2)基調講演
「立正大学ラグビー部の取組
～地域との連携を通じたレガシー創り～」
講師：立正大学ラグビー部監督 堀越正己氏
(3)事例報告
「市民協働『熊谷の力』バリアフリーマップ作成
事業
～あなたの知らないくまがやがきっとみつかる
～」
立正大学社会福祉学部ボランティア活動推進
センター センター長 新藤こずえ氏
同学生スタッフ
熊谷市都市整備部都市計画課

「防犯まちづくりの手法～

(1)あいさつ
富岡 清／熊谷市長
藤間 憲一 氏／熊谷商工会議所会頭
山崎 和海 氏／ 立正大学学長
(2)基調講演 13:45～15:15
「防犯まちづくりの手法
～地域安全マップとホットスポット・パトロール～
立正大学文学部教授 小宮 信夫 氏
(3)事例報告 15:25～16:30
① 「地域安全マップ教室の事例報告」
東京海上日動火災保険株式会社
代理店㈱アシスト
代表取締役 原島 生慈 氏
②「立正ブランドの日本酒を造ろう
～日本酒制作・販売企画プロジェクト～」
の事例報告
立正大学プロジェクトメンバー
権田酒造㈱代表取締役 権田 清志 氏

H27

地域安全マップとホットス
ポット・パトロール～」
2015年2月22日(日)
13：30～16：30
立正大学1号館1101教室

9

8

H26

その他
・共催 立正大学
・後援 熊谷商工会議所
くまがや市商工会
熊谷青年会議所

・事例報告関係の掲示
・共催 立正大学
・後援 熊谷商工会議所
くまがや市商工会
熊谷青年会議所

「大学と地域をつなぐコン (1)あいさつ
・事例報告関係の掲示
シェルジュ ～立正大学地
富岡 清／熊谷市長
・共催 立正大学
域連携センターの３つのし
木島 一也 氏／熊谷商工会議所会頭
・後援 熊谷商工会議所
かけ～」
(2)基調講演「大学と地域をつなぐコンシェルジュ
くまがや市商工会
2014年3月22日(土)
～立正大学地域連携センターの３つのしかけ～」
熊谷青年会議所
13：30～16：30
立正大学経済学部教授 研究推進・地域連携セ
H25 立正大学1号館1101教室 ンター長 藤岡 明房 氏
(3)事例報告「聖天山を核とした観光まちづくり」へ
の貢献
立正大学地球環境科学部 片柳 勉教授と町な
かゼミのゼミ生の皆さん

回数 年度

7

6

テーマ

「大学のあるまち～立正大 (1)あいさつ
学の地域連携の取り組み」 富岡 清／熊谷市長
２０１３年１月２７日（日）
木島 一也 氏／熊谷商工会議所会頭
１３：３０～１６：３０
(2)基調講演 13:40～14:10
立正大学６号館６１０１
立正大学長 山崎 和海 氏
③事例報告 14:15～16:15
H24
・「聖天山を核とした観光まちづくり」
立正大学地球環境科学部 片柳 勉教授
｢子ども大学くまがや」活動報告
立正大学社会福祉学部 大竹 智教授
（子ども大学くまがや実行委員会委員長）

・事例報告関係の掲示
・共催 立正大学
・後援 熊谷商工会議所
くまがや市商工会
熊谷青年会議所
（子ども大学実行委員
会構成団体）
・

(1)あいさつ
富岡 清／熊谷市長
山崎 和海 氏／立正大学長
木島 一也 氏／熊谷商工会議所会頭
(2)基調講演 「地域経済発展のための
産学官連携～地域イノベーション・エコ・
システムの構築に向けて～」
吉澤雅隆氏／関東経産局地域経済部長
(3)産学連携の現状報告
後藤 真太郎 氏／立正大教授
東江 真一 氏／ものつくり大教授
矢嶋 龍彦 氏／埼玉工大教授

３大学、熊谷商工会議
所、北部研究所のパネル
展示あり

「人と自然との共生を目ざ (1)あいさつ
して」
富岡清／熊谷市長
２０１０年２月２０日（土）
髙村弘毅氏／立正大学長
１０：００～１２：００
(2)講演
立正大アカデミックキューブ
・「温暖化対策のための緑の道、風の道
のまちづくり」
Ｈ21
福岡 義隆 氏／立正大教授
・「自然住宅のすすめ」
白井 裕泰 氏／ものつくり大教授

「緑と木を生かした住宅」
の紹介として、（社）埼玉
建築士会大里支部等に
よるパネルや模型等の展
示あり

２０１１年２月２６日（土）
１３：３０～１６：００
立正大アカデミックキュー
ブＡ１０１

4

その他

「大学と地域のさらなる連 (1)あいさつ
携へ」
富岡清／熊谷市長
～新産業創出と環境共生
木島一也氏／熊谷商工会議所会頭
都市～
(2)報告 13:50～14:10「新産業創出研究会の報告」
２０１２年２月２１日（火）
千葉 亮 氏／彩ノ国総合研究所代表
１３：３０～１６：１５
(3)新産業創出 に向けた事例報告14:25～16:15
緑化センター研修室
中里 一夫 氏／㈱エコ環境システム
Ｈ23
吉田 昭雄 氏／㈱ユーパーツ
コメンテーター
龍前 三郎 氏／ものつくり大教授
増田 伸二 氏／埼玉県産業技術総合
センター北部研究所

「大学と地域で創る産業力」

5

内容

Ｈ22

回数 年度

3

2

テーマ

熊谷市まちづくりフォーラ (1)あいさつ
ム＆中心市街地活性化シ
富岡 清／熊谷市長
ンポジウム「環境共生都市 (2)基調講演
『熊谷』の中心市街地活性
・「道づくりから始まる中心市街地の活性化」
化を考える」
久保田 尚 氏／埼玉大教授
２００９年３月１８日（水）
(3)パネルディスカッション
１３：３０～１６：１５
環境共生都市「熊谷」の中心市街地活性
マロウドイン熊谷
化を考える
Ｈ20
○コーディネーター 久保田教授
○パネリスト
富岡 清／熊谷市長
福岡 義隆 氏／立正大教授
鹿野 正人 氏／国交省大宮国道所長
松本 光弘 氏／熊谷商工会議所会頭
植竹 知子 氏／㈱PIP代表
「温暖化防止への地域から
の挑戦」
２００８年３月１５日（土）
Ｈ19 １３：００～１５：３０
立正大８号館

「地域から連携を広げよう」

２００７年３月３日（土）
１４：００～１６：００
商工会館

1

内容

Ｈ18

(1)基調講演 13:45～14:45
・「都市の温暖化緩和対策と風の道構想」
福岡 義隆 氏／立正大教授
(2)講演 14:55～15:55
・「わが国における産学官連携の現状と環
境問題への展開」
吉岡 茂 氏／立正大教授
(1)講演「地域連携における大学の役割」
高村立正大学長
(2)事例発表
・「幼児教育における熊谷市との連携事例」
原田壽子立正大教授
・「マイクロバブル発生装置ミクロスターの
効能」 株式会社富喜製作所
・「マイクロバブル発生装置ミクロスターの
環境改善の原理と工夫」
渡辺泰徳立正大教授
(3)講演
・「立正大学産学官連携推進センターの機
能と役割」 後藤真太郎同大センター長

その他
産業振興課・商業観光
課・都市計画課３課合同
開催

