
平成29年12月

富岡製糸場周辺の
まちづくり事業のアンケート

ご協力のお願い

　ご回答されたこの用紙は、無記名のまま12月20日(水)までに
各区の組長の方へ、ご提出ください。

アンケート対象区 ( 7区・中央区・10区・11区・12区・城町区・仲町区 )

富岡市 経済建設部 都市計画課 都市計画係
電話:0274-62-1511(内線1312,1313）　　　 FAX:0274-62-0357
E-mail:tosikeikaku＠city.tomioka.lg.jp

　市民の皆様には、日ごろから市政に対し、ご理解・ご協力をいただき

誠にありがとうございます。

　市では、富岡製糸場の世界遺産登録から3年が経過し、この3年間に富

岡市や群馬県が実施してきた、または実施中の様々な「製糸場周辺での

取り組み」を地域の目線で評価し、地域住民のくらし満足度の向上と地

域の活性化へつなげていきたいと考えています。

　このアンケートは、現在の居住環境への満足度などを測り事業効果を

検証するとともに、今後のまちづくりの取り組みに反映させるために実

施するものです。

　お忙しいところ誠に恐縮ですが、本アンケートの趣旨をご理解いただ

き、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○○区

☆　注意

　1.　　この調査は、世帯を対象にしていますので、世帯のどなたか1名が
　　　　ご回答いただくようお願いいたします。
　
　2.　　無記名でお答えいただきますので、個人が特定されることは
　　　　ありません。
　

富岡市長　岩井　賢太郎

◎お問い合わせ先
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・問1 あなたご自身のことについて、項目ごとにお答えください。

(それぞれ当てはまる番号1つに〇)

性　別

　5　60歳代　　　6　70歳以上　　

今の場所の

居住年数

（当てはまる番号全てに○）

・問2 あなたは、今お住いの地域を住みよいと感じていますか。

(あてはまる番号1つに〇)

　1　20歳代以下　2　30歳代　3　40歳代　4　50歳代　

　1　1年未満　　　　　　 2　1年以上5年未満　　　　3　5年以上10年未満

　4　10年以上20年未満　　5　20年以上30年未満　　　6　30年以上

　1　住みよい　　　　　　　　　         2  やや住みよい

　3　やや住みにくい　　　　　　　　     4　住みにくい

職　業

　1　この地域で仕事をしていて　　　　　2　この地域で仕事をしていて
　   事業を経営している　　　　　　　　　 商店等に勤めている

　3　この地域外で仕事をしている　　　　4　その他(無職または学生など)

　※この地域とはアンケート対象区
（ 7区・中央区・10区・11区・12区・城町区・仲町区 )の地域を指します。

問2の3,4を選んだ方にお聞きします。

その理由を記入してください。

暮らしやすさについて

年　齢

あなたご自身のことについて

居住地
について

　1　今の場所以外（市内）で暮らしたことがある

　2　今の場所以外（市外）で暮らしたことがある

　1　男性　　　　2　女性
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・問3 あなたは、今後も今お住まいの地域に住み続けたいですか。
(あてはまる番号1つに〇)

・問4 あなたの住んでいる地域が、この3年間で変わったと思う点はありますか。
(どんな点か記入してください。)

　1　ずっと住み続けたい　        　　 2  どちらかといえば住み続けたい

　3　どちらかといえば住み続けたくない 4　住み続けたくない

その理由を記入してください。
問3の3,4を選んだ方にお聞きします。
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・問5　 富岡製糸場世界遺産登録後の3年間で市や県が実施した、または実施中の次の
事業に関して、地域の活性化や住民の暮らしやすさの向上への貢献度について
当てはまるものに〇をつけてください。

ある ない わからない

1 市

2 市

3 市

4 市

6 県

7 県

5
県
・
市

景観重要建造物である富岡倉庫
（４棟）を整備し、世界遺産セ
ンターをはじめとする集客施設
として活用。また、市役所から
上州富岡駅までの間をおもてな
し広場として整備中

おもてなし広場づくり

富岡倉庫の改修と
市役所周辺

仲町通りの
無電柱化歩道

整備事業

　　　実施済み、実施中のまちづくり事業への意見など

番号 　  事業名　
事業
主体

内　　　　容
貢献度

歴史的建造物の
改修と活用

ゲストハウスや日本酒バー等と
して活用するために、まちなか
の歴史的建造物（旧守谷歯科医
院など）を改修

まちなかの広場整備
区画整理で先行買収した土地等
を広場として整備

まちなか路面整備
おもてなし空間演出のためイン
ターロッキングブロックなどに
よる路面修景を実施

旧韮塚製糸場改修
地域や観光の拠点として活用す
るために、景観重要建造物であ
る旧韮塚製糸場を改修中

富岡交差点（諏訪神
社）改良事業

歩行者の安全と車両の円滑な通
行を図るため、富岡交差点から
市役所までの改良事業（歩道設
置）を実施中

歩いて楽しい歩行者空間を確保
して、住民や観光客にとって魅
力的かつ安全な道づくりを推進
するために道路改良や電線類の
地中化を実施中
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ある ない わからない
番号 　  事業名　

事業
主体

内　　　　容
貢献度

8 市

9 市

11 市

12 市

13 市

14 市

15 市

組み合わせによる街並
みづくり

10 市

まちなかで幅員の狭い道路に接
している建物の建て替えの促進
や、雰囲気を守るために、建築
基準法の三項道路指定・地区計
画を策定

花と緑による
歩いて楽しい
沿道づくり

上州富岡駅から富岡製糸場まで
の歩行者動線を中心に、花や緑
で魅力的な沿道づくりを実施中

街並み景観の
保全・創出

景観重要資源・市民景観協定対
象の住宅や店舗等の外観の修
景、外構の修景に対して助成金
を交付

屋外広告物の
計画的是正指導

景観上好ましくない違反屋外広
告物の是正指導を実施中

サイン（案内看板)
誘導計画の策定

富岡製糸場や市営駐車場への適
切な誘導を図るために、世界遺
産にふさわしい景観に配慮した
標識を設置

地区計画と三項道路の

空き家
再生推進事業

空き家の除却や利活用を促進す
るための、費用の一部を助成

木造住宅
耐震改修補助

木造住宅の耐震化を促進するた
めに、耐震改修費用の一部を助
成

空き店舗対策支援

空き店舗の活用のため商店街団
体への支援を実施。また、リノ
ベーションスクールなどにより
空き店舗の活用を検討中
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ある ない わからない
番号 　  事業名　

事業
主体

内　　　　容
貢献度

16 市

17 市

18
県
・
市

19 市

21 市

市営住宅の
建て替え事業

まちなかに位置しているもの
の、老朽化のため入居者募集が
できない市営住宅について、建
て替えを行うことでまちなか居
住の促進を図る。

製糸場周辺の
時間帯一方通行

富岡製糸場へ来場する歩行者の
安全確保のために、城町通りな
ど昼間の時間帯（午前９時から
午後４時まで）に車両の一方通
行を実施中

まちなか防犯
対策事業

安心安全な歩行環境を確保する
ために、防犯カメラを設置する
などの防犯対策を推進

移住・定住
奨励金事業

移住定住を目的に市内に住宅を
建築した方への奨励金の交付

公共下水道事業
宅地内排水設備
工事費補助

汲み取り処理や浄化槽から公共
下水道に転換接続した場合の補
助金交付

上州富岡駅と
富岡製糸場間の
低速車両運行実験

20 市

まちなか周遊観光バスを運行
中。乗り降り自由でガイドによ
るまちなかの見どころを案内し
ながら周遊
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最後に、本市の事業やまちづくりへの取り組み、行政改革などについて
ご意見がありましたらお書きください。

自由意見欄

ご協力ありがとうございました。
ご回答されたこの用紙は、無記名のまま12月20日(水)までに

各区の組長の方へ、ご提出ください。
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