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第６回 富岡市総合戦略検証委員会  概要 

 

日時：令和元年 10 月 31 日（水）13：30～16：00 

会場：富岡市役所 行政棟 2 階 21 会議室 

 

委員長   戸所  隆（高崎経済大学 名誉教授） 

副委員長  茂原 史則（甘楽町かんらふるさと大使、㈱ジャパンツーリズムソリューション） 

岩崎 比奈子（公益財団法人 日本交通公社 主任研究員） 

齋藤 公昭（富岡青年会議所 理事長） 

佐々木 茂（東洋大学 教授）【欠席】 

下田 貴美子（富岡市青少年健全育成推進協議会 会長） 

上原 直也（富岡市ＰＴＡ連合会 会長） 

野口 智子（ゆとり研究所 所長） 

三ツ木 敦男（群馬県甘楽富岡振興局 局長） 

 

１． 開会 

２． あいさつ    戸所委員長 

３． 議事 

１）富岡市総合戦略検証委員会の役割について  ≪委員会：了承≫ 

２）富岡市総合戦略に係る検証について 

（１）基本施策Ⅰ．新たな価値の創造について 

富岡市検証委員の主な意見・助言 

・ 製糸場が世界遺産になって観光客は増えたが、このところ製糸場への入場者は減って

きているので、これをどこで抑えるか、新たな展開をするかどうか、検討が必要。 

・ 製糸場をどの様に活用し、かつ、これまでと違ったコンセプトでリピーターを確保す

る。SNS との連携も大切。そのあたりの戦略的検討検討が時期に向け必要。 

・ 新たな価値として、新しい研究結果や戦略があれば、ともかく行ってみよう、もう一

回行ってみようと、いくつかの層が出てくるので、それぞれの対応を考えることも必要。

もう一度落ち着いて新たな展開を図ることが必要。 

・ 調査方法の精度上げて、観光客の属性や、観光経路を調査する必要がある。市がやる

のは難しいので、大学とタイアップし、学生がやると、結構細かなものでも答えてもら

える場合がある。榛名神社で十数年データを、年間通して定期的に行ったことで、詳細

なデータをかなり蓄積することができ、それによって観光客の動きや要望がわかり、戦

略を練りやすくなった。 

・ ポイントや、時期を決めて何年計画、今回は交通との関係、食との関係とかかなり細

かく聞くと、業者が納得するような内容になる。簡単な内容では役に立たない。大学と

の関係を細かくし、ゼミの訓練と同時に年間計画と組み合わせてやれば、論文等も作れ

るようなことができ、よい連携ができる。そういったものを、やることで何年か後には
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成果がでる。すでにベースがあるのであれば、是非行って欲しい。 

・ 昨年の会議では、数が減ったことをどう考えるのかということを議論したのですが、

滞在時間を延ばして消費枠を上げるといことが大事かと思うので、２時間以上の滞在者

が多く良かったと考えている。 

・ 今後、人口が減るので数を追求するのは無理だと思うので、第２期の総合戦略を作る

ときに、２時間どう過ごしているのかを詳細に調査、分析し、次期戦略のＫＰＩにする

と決めたほうが良いと思う。そうすると観光客数の増減で一喜一憂しなくなり、満足す

る人や、消費額が上がれば良いという結果になる。 

・ 本市に愛着や誇り持つ市民の割合で、これは昨年の会議でも、誰が愛着を持っている

のかの、「誰」が、というのが大事ではないかと言っていたが、若い方が愛着を持ってい

るのか、そうでないのかによって事の重大さが違う。高齢者の割合が多く、若者の割合

が少ないのであれば、危機感を持たなければいけない。次期戦略を立てるタイミングな

ので、市民の割合をとる調査の仕方、項目をもっと検討し、誰がどういう愛着を持って

いるのかを分析し、次期計画で反映させるように検討することが重要。 

・ 佐賀の嬉野温泉では、老舗旅館の若者たちが、嬉野茶時というプロジェクトの中で、

レンタルサイクルを使ってお茶畑の中でお茶を楽しんでいる。行動範囲を見ると、自転

車でも遠くまで行動していることがわかった。観光地でどこに行くかは、お客さんが考

えることで、地元の人が絶対に行かないような場所でも、行きたいと思わせる仕掛けが

あれば行く。そのため、ルート開発は固定概念を持たずに考え、市内の方たちでできる

取組みを考えて欲しい。 

・ 次期戦略を立てるのには、結果を重視するのでなく、プロセスを重視し議論をして欲

しい。 

・ 高崎の榛名神社では、「幽玄の杜音楽会」を、定期的に実施している。20回ほど実施し

てきたが、少しずつ来場者が増えている。また、半分くらいの方がリピーターで、近隣

の方が多いが、中には遠方の方もいる。製糸場でも定期的にピアノコンサートなどを開

催することで、来場者を増やせると思うので検討して欲しい。 

・ 製糸場の入場者数減っているのは致し方ないと思うが、観光的な価値としては、一度

見ればもういいかなと個人的には思っていて、そうなるとリピーターを期待するのは難

しいと思う。 

・ 世界文化遺産、文化的な価値はあるので、観光的というよりも、そういった文化を伝

え続けるという視点に立ち、明治の代表する産業近代化を代表する施設ということを、

子どもたちに伝えていく教育力の場として、県内、あるいは近隣の小中学校、高校にそ

ういった働きかけを行ってはどうか。また、富岡製糸場だけでなく、教育的な価値のあ

るものと一緒に売り込むために、近隣の市町村と連携してパッケージを作って小中学校

等に働きかけ、修学旅行への取り組みとして活動してはどうか。 

・ 新たな価値の創造ということで、富岡製糸場を中心に魅力を内外に高め、入場者数を

増やすだけでなく、努力して、魅力を伝えていただきたい。 
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（２）基本施策Ⅱ．持続可能な基盤整備について 

富岡市検証委員の主な意見・助言 

・ 防災の点で、沖縄県の世界遺産、首里城の火災や、今回の台風などから、どう文化財

を守っていくかを考えながら、他方で文化財の活用方法を検討することが重要。 

・ 製糸場に関わりだが、パッと見ただけでは市民はあまり関係ないように思える。市民

が、富岡製糸場に、正直観光で行くことはない。世界遺産になってからも、草むしりな

どの環境整備でたまに行くくらい。子供を連れて行っても、あまり価値がわからない。

教育していくのが大人の仕事だと思うが、富岡製糸場の価値について教育されていない

ので、なかなか思い入れが持てないというのもあるので、これからの子どもたちに教え

ていく体制作りは、手厚くして欲しい。 

・ 子どもに学校で富岡製糸場についてどういう勉強しているのかと聞くと、一通りは知

っているが、それが地域の宝と思い、愛着を持つことと繋がってないと感じているので、

その辺をしっかりやっていったほうがいいと思う。 

・ 施策１の市民の愛着のところに関わってくるが、DMO の作り方で、もしかしたら教育、

地場産業の雇用の問題も、議論できるのではと感じている。 

・ 今は DMO でなく、観光庁は、観光地域づくり法人言っていて、地域づくりをするため

のかじ取り役をする組織ということで設立が議論され、草津町では３つ部会が立ち上が

っていて、デジタルマーケティングと、コンテンツ開発と、人材の確保、定着育成につ

いて議論する部会を立ち上げているので、誘客だけでなく、地場産業を雇用の問題から

支えていくかということが DMO 議論になりえる。教育、雇用の問題とか地域の人がどう

観光を活用して、地域づくりしていくかということが、DMO の設立のところで議論でき

るのではと思う。 

・ 大学の教員をしていた時に、地元を離れたて来た学生に、地元のこと聞くと、パッと

答える学生と、そうでない学生がいた。答えられる学生は、地域教育が実施されていた

ので、自信をもって答えることができた。そう言った地域はだんだん強くなるし、同時

に故郷に戻る人の率も高い。 

・ 県単位では、沖縄県と、長野県の地域愛が極端に強く、地元に戻る率が高かった。ま

た、愛着があったとしても、地元にいるときは、あまり効果がなく、地元を離れた時に、

仲間などに情報発信するなどの効果がでている。 

・ 近年、全国的にも災害が多発して、市民が常に災害に敏感になっている時なので、富

岡製糸場にだけに気を配っているのでなく、市民レベルの安全さを際立たせていく必要

があると思う。 

・ 異常気象というより、恒常となりつつある中で、どの様に、これまでと違った災害対

応をしながら精度を高めていくのか。逆に言うとこれまでの基準でいいのかＫＰＩにし

てももう、少しきつくする必要が出てくるかもしれない。そのあたりの検討はしている

か。 

・ 今まで森林であったところに、巨大な太陽光発電が作られたことで、水の出方が変わ

るなど、環境がどんどん変わっている。それに対応してハザードマップなども変えてい

かなければならない。規制が緩いままでは開発が進んでいく。特に環境規制が弱い地域

において、開発が進んでいく傾向がある。今まで安全でも、これからどうなっていくの
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か。環境を変えてしまうと、水の排水系等も変わり、内水災害が起こる可能性がある。 

・ 安心安全という中で、地元の人や、観光客が安全で安心して暮らせる環境を、どう作

っていくのか、それが最終目標。常に時代、土地が変化しているその中でどうしていく

のか。動的な見方で変化に対応していくことが必要。 

・ ハザードマップと違うところで災害が起こったが、見落としなのか、環境の変化に伴

ってなのか、理由に対してハード面で強靭化と、ソフト面での規制をかける必要がある。

この判断は難しいが、安く済ませるなら規制の方が良い。その辺を人口が減少してくる

中で、どういう土地利用計画を立てるかが、問われていると思う。 

・ 支援とか補助だけでなく、採算性とか、やりがい意欲が無いと長続きしないと思うの

で、子どもの教育とかそういうものも、持続的行うのであれば、地元の人たちが、どう

いう風に考えているのか、特に若い人たちがどう考えているのか、よく聞いたうえで、

支援や補助をしないと持続しない。 

・ この町を、どういう風な町にしたいのか、市民がどうやってコミュニケーションをと

っていきたいのか、そういうのを拾い出すために、市は、いろんな知恵を絞って、いろ

んな切り口を作って提示をして、吸い上げる。そういう手法をとっていく必要がある。    

・ 養蚕に係るところは、どれだけ稼働させ、やりがいが作り、他の人に進めてみたくな

る、そういう発想になってくるような手法でないとなかなか前に進まない。地元の方々

の意見を聴く機会、吸い上げる機会が必要ではないかと考える。 

・ 子どもたちが、富岡製糸場のことについては勉強していて文化祭などでも発表してい

るが、学校で富岡製糸場のことだけでなく富岡学について学ぶ機会をいれてもらえない

か。 

・ 子どもが、自分たちの街をどんな街にしたいとイメージを持つ機会がないので、考え

てもらう機会を与えたほうがいいと思う。機会を増やして、実際の自分の住んでいる街

が、どんな街になったらいいか、子どもたち自身にイメージさせて、年寄りの感覚では

なく、これから支えていく若い方の感覚を取り入れたまちづくりができるように、勉強

のさせ方と経験をさせてあげて欲しい。 

・ 大人も若い人もどういうまちにしていきたいかを考える機会を作ってあげられたらい

いと思う。 

・ 富岡製糸場に、観光の波に乗ってただ来たのでなく、本当に来て良かった、聞いて良

かった、見て良かったと思え、また来たいと思わせる必要がある。それには、解説の仕

方だけでなく、この町の雰囲気や、様々な経験をして良かったと思えることが大切。 
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（３）基本施策Ⅲ．多様な連携の推進について 

   富岡市検証委員の主な意見・助言 

・ インターンシップ利用学生が少なが、観光関係の学生など受入れ体制はあるのか。大

学としては受け入れていただければありがたいが、ミスマッチがあるのか。 

・ この前伺ったときに、市役所内でお蚕がいたので、動画でフェイスブックに上げたら、

皆さんがコメントしてくる。ここの土地で当たり前のことが全国的に見たら珍しい。市

民だけでなく、この楽しみを全国に分けてあげるというのもいいのではと思う。 

・ クラウドファウンディング型のふるさと納税で、富岡でやっている市民養蚕を応援す

る仕組みや、ふるさと納税の返礼品として養蚕セットなどお渡しするとか、市民養蚕や

養蚕キットを、観光ＰＲのツールとして使い、全国の人に養蚕をしてもらって、わが家

のお蚕さんが最後ここに集まって、ここで絹織物が最後できていくという関わり、そん

な大きなプロジェクトにしても面白いと思う。 

・ 子どもたちの夏休みの研究とふるさと納税を結び付けて、親たちが立派な返礼品とし

て受け取る、子供たちが関わって、学校へ持って行くことで、記録として残るし、広報

にもなる。 

・ 仕掛けをうまくすれば、自然に養蚕が広まっていく。ただで配っているものでも、収

入にできる仕組みを作っても良いと思うが、生き物であるので、慎重に検討し欲しい。 

・ ５，６割と見越して、製品を作ることになっているのであれば、100 頭が市民ならただ

で、市外の方なら郵送料もかかるので有料で募集してみてもいいのでは。全国から何キ

ロ集まって、どうなったかを公表しても面白い。難しいところもあると思うが、一つの

アイディアとして、前進させるよう検討して欲しい。 

・ SNS の関係、ホームページのアクセス数はなかなか伸びないが、突拍子もないニュース

を掲載するなどすれば、伸びるのでないか。 

・ 芸能人が上信電鉄を使って歩くという番組で貫先神社を見ました。珍しい神社だと取

り上げていたが、少し膨らましたらどうか。 

・ 美術館運営事業のところで、少子高齢化の時代で、家を継ぐ者がいなく、旧家の文化

財などのなかには、貴重な物が散逸しているので、今ある物だけでなく、貴重な物や、

今後、貴重となるものを、廃校舎にとりあえず集めるとか、ワンクッションおけるよう

な取り組みを考えてみて欲しい。 

・ 大学の教員でも、定年で辞めた方が研究室を閉鎖するとき保管場所がなく、貴重な図

書あってもどこも受け入れてくれず、ごみに出している。 

・ みなかみ町では、東京芸大とリンクしている事業で、東京では保管しきれない絵の一

部を受け入れている。その中には、後年に文化勲章など有名になる人の作品がある可能

性もある。絵を通じて地域と製作者の交流を深めるなどいろいろな形で交流人口･関係人

口を拡大することも必要と思う。 

・ 手を打たないと貴重な文化財がいつの間にか消えてしまうことが結構ある。富岡市の

中に隠れた文化財、資源をどう確保していくのか重要であり、集めることで、将来、人

が訪ねてくれるきっかけになる。大変だが、積極的に検討して欲しい。 
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（４）基本施策Ⅳ．地域経済・地域づくりの基盤となる定住人口減少への対策について 

   富岡市検証委員の主な意見・助言 

・ 企業誘致事業、工業団地の造成、開発について、土地利用として戦略的にやっている

のか。工業団地開発で優良農地をつぶしているところがあるが、これから食料の問題も

出てくる。農業は潰さないためにも、それを保ちながら工業団地開発をするなど安心、

安全な土地利用形態を守る必要があると思う。 

・ 農地をつぶして工業団地にして、それによって排水系等、貯水池を造ることで、浸透

などの問題が起きる。その様な問題が起きないように、あるべき土地利用を守っていた

だきたい。 

・ 30 年の結果より、次期の戦略に向けての話だが、担い手確保のところで、これまでは、

農業、工業を活性化するイメージで書かれていたが、今後は、外国人労働者の問題も含

めて全産業で人手が不足している観点で、次期戦略の時に、どの様に今働いている方に

定着していただくか、また、新たに確保していくか、さらに、働く職場も大事だし、暮

らす街もいい街だよと打ち出せる総合戦略としてはどうか。 

・ 先程、草津温泉で人材の確保・定着・育成の話をしたが、草津は、今も宿泊希望者が

多いのだが、仲居さんがいない理由で宿泊を断るなど、機会損失しているところもある。 

・ 持続可能な地域経済、人の動きについては、人材をどう確保するかが重要となるので、

そうしたことを施策の柱として計画は立てていただきたい。 

・ 空き家バンクは、どこも確保できないで困っている。空き家はあるけれど登録はして

くれない現状について、民間での空き家利活用が進むようソフト面での先進事例等の取

り組みが必要であると思う。 

・ 別府では、アーティストがふすまにすごい絵を描いたり、竹細工が施されているとこ

ろがあり、人が集まっている。雲仙市では、空き家を利用して障子の紙をわざと貼らな

いで、紙を貼ることができるスペースとして、小学生の子どもが描いた絵などを張り展

示するなどの利活用をしている。この様な、様々なことに使えるスペースとして空き家

を貸し出せるようプロデュースすれば、住むだけでない違う利活用ができると思うので

検討して欲しい。 

・ 一ノ宮で、ずっと空き家だったが、内装をほとんど改装なしで、そのまま使っている

カフェがある。雰囲気が昭和 40～50 年代で、インスタ映えすると大人気である。 

・ 空き家には、良いイメージと悪いイメージが重なっていて、一般的に空き家というと

空き家問題とイメージが悪く、使えるのだろうかという気持ちを持ってしまう人もいる。

建物のこと知っていないと、危ないという感覚があるので、富岡方式でうまくイメージ

アップできるような仕組み、市が税金掛けて壊してというのとは違って差別化して、十

分活用できるという風にしたらいいと思う。 

・ 宿泊業界では民泊新法ということで住宅を宿泊施設に変えるというのがあるが、最近

京都市では分散型宿泊施設ということで、街にある一定の空間の中に小さい施設が分散

していて、チェックインは共通のカウンターでして、宿泊場所を振り分ける形の施設も

できてきている。富岡市で行うときは、アメニティにシルクの物を絶対いれるとか、統

一的なコンセプトで小さい宿泊施設が分散させても面白いと思う。 

・ マッチング方法については、時代とともに変わってきている。そこは地域性も含めて
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考える必要がある。滋賀県草津市では、行政と市民がいつでも交流できる場としてアー

バンデザインセンターを作った。最初はうまくいかないが、サポートできる職員が居る

ことで、少しずつ良い方向に進んできている。富岡市もこうしたプラットホームを作る

必要があると思うので、どうか検討して欲しい。 

 

４． その他 

 

５． 閉会 


