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001

002 観光バスや県外ナンバーの車が多く、通行量が増えた。
時間帯車両一方通行の方向を変えた方が通行がスムーズに行くと思う。
今は車も減少して来たので、一方通行を解除してもよいのでは。
地元の生活者が不便な思いをしているので。

003 老人が多い。空家。
004 進入禁止・一方通行の為 住ずらくなった。一方通行の為 市に意見をのべても応答なし

005 交通規制多し、やや住みにくい。

富岡製糸場全国的に有名になった。(世界遺産)
不の点として、区内の道路が一方通行になり日常まこと
に
不便を感じている。良くなったとは思わない。

富岡製糸場や市営駐車場への誘導看板を市外(市内)含む、どの方向から
入っても、分かり易いよう早目に実施していただきたい。
現在有るにはあるが、中心部になく分かりにくい。

上町通り、龍光寺前、信号車両待ち停止線の位置を改善してほしい。
現在地から東に10メートル、深沢の前に移動してもらいたい。
現在の車両停止位置・峰岸歯科北、11区の車両が254に出る際
信号で停車する車両が出口をふさぐ為。
防犯カメラの取り付けについて、郊外主要道路(市の出口)に取り付ける
ことにより、犯罪効果に役立つと思う。

006

地域の方々の高齢化がすすみ、
子供は少なくなる一方で育成会が成り立たない状況です。
若い世帯が住みやすい地域作り住宅をすすめて欲しいと
思います。
町中とはいえ過疎化が進んでいっています。

観光客などの増加
(3年前からくらべつと落ちついた様に思います。)
空き地の増加。

007

008 片倉工業が、3年前に世界遺産になったこと。

009

010
一方通行が不便。
観行客の来る道が狭い。危ない！
(車の運転でも歩いていても。)

問2と同じ答え。
アンケートを答えても、意見会に出席しても
何も改善されていないこと。

空家・空地ばかりなのだからもっと車道と歩道を確保できないものかと思
う。
車でヒヤッとすることが多く、本当に心身共に生活していて疲れる。

中々改善されないのでアンケートの意義がわからない。
011
012 富岡製糸場が世界遺産になった事。
013
014

015

富岡市製糸場の北側道路の一方通行につては、
必要を感じない。
この所通行量も少なくなり、今後の検討課題となり
市の職員により通行りょう調査が必要。特日中の調査を。

城町の一方通行については、時間帯を10時～3時までの
実施にならないか。
また製糸場の北の通りについては取り消にして良いと思う。

016

017
・おみやげなどを売る店が増えた。
・富岡製糸場に来る観光客がいる。
・一方通行の時間は車で出掛けることに不便を感じる。

富岡製糸場の案内看板が少なすぎると思います。
今まで道路にあったあと何メートルというのもきれいになったので
それもありませんし、見学に来られた方(個人)がわかりずらいと
よく言っています。角あたりには右、左といった標識はあった方が
よいと思います。

身体障害者の駐車場は近くにないので不便だと思います。
2020年のパラリンピックに来る人もいると思いますのでそういう所も
整備しておいた方がよいと思います。

018

019

製糸場への来場者の予定時間・予測数等を前もって教えて頂けたのに
今は全く教えられないとの事ですが、それはおかしいですよね。
町の商店をバカにしていますよね。
来場者の方達のお出迎え、お見送りが出来ない。
町全体で「おもてなし」をする心が薄れてしまう。
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020

富岡製糸場が世界遺産・国宝となり、観光のお客様
学びの目的で訪ずれる方々が大そうお越しくださるように
なったこと
お土産やさん・食べ物やさんが製糸場の開場時間に
合わせたお店さんが目立つようになった
街中の駐車場の整備・ポケットパーク・路面がきれい
になり休憩場所も増えた
街中の住民の高齢化と共に若い方の移住がほぼ無い
ことにより街中の人口が減ってきた

街中の路面をインターロッキングブロックになったことにより美しい変化は
良かったと思います
しかし交差点(富岡製糸場北東の交差点～銀座まちなか交流館)に
「止まれ」の文字が路面に書かれず注意喚起不足と感じています。
「止まれ」の立看板の位置に工夫が必要と思われます。

若者が地元富岡で一生涯働きたくなる環境と他地域からの若者が移住
したくなる富岡になっていって欲しいと思います

一生涯住みたいと思っている富岡の20年・30年後がとても楽しみです

021 観こう客が多くなって道が通りにくくなった。(ツアーの客)

022 観光客の増加とそれに伴う交通規制の為
全て世界遺産と観光客用の取り組み
ここに居住している市民の事は二の次

023
確かに3年前富岡製糸が世界遺産になり富岡の商店街も
大変活気づきましたが最近は当時か見ますと大分下火に
成りました。一寸先行が不安ですね。

024

車での出入りが不便になった事。
(交通規制を含む)
峰岸歯科さんの所から出るのに出にくい。
源氏さんの前を通らないと(狭い通り)東方向に出られない

他にいまさら住むのは
資金的にも無理です

変わりはしたが、良くなったわけでは無い

025
026
027

028

観光客の増加。
昔から商店が閉店し、新しい商店(みやげ物屋、飲食店)
が増加した。しかし、新しい商店が2.3年の内に閉店
している事も見受けられる。

029

030
道路幅が狭い。
一歩通行の道が多い。
空家が多く、外観が悪い。

市長へ。
小・中学校の給食費無料化の公約はどうなっているのですか？

031

032

富岡駅、市役所無駄にぜいたくがある。
街中のお休み処も木の板を使ってあるが板は、くさりやすく、数年で作り
かえなくてはならない。木の板ではなく、もっとながもちする材を使ってほし
い。
長イスのあるところは屋根がある方がよい。
駅と製糸場を往復できる自転車があれば？
無料駐車場からのバスを回ゆうした方がよいと思う

033 製糸場近くなので一方通行が多く、商売も出来ない。 交通規制が多く人通りがない。

034

035
道路事情。
高齢化。

人口減少。
空家・空地。

空地　　特に夏場の雑草の問題
　　　　　地主が他所の為処置に苦慮

空家　　当地区で火事があり心配
　　　　　製糸場の近くでもあり景観も良くない

036 交通規制で非常に不便になった。 死亡者、転出者多く世帯数・人口の減少目立つ。

037
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038
一般生活道路が一方通行になったため
車の移動が不便になった

・たしかに観光客が増え、にぎやかになったが、
一般市民が町中に入りこめず商売に影響
がでたのでは？と思う！
・富岡製糸場北道路が一方通行になったため非常に
不便になった。

13～19以外はすべて製糸場を軸とした観光客対策事業でしょ！
今現在一般市民が町中に入り込めない状態です。
製糸場北道路は一方通行だし、宮本町・城町は観光客で非常に危険。
どうやって町中で買い物するんですか？この車社会で・・・！
これからの「まちづくり」を考えたときに、やはり市民を町中に引き込む
世界遺産を中心に行政・一般市民・商店が共生していくことが大切では
ないのでしょうか。
この状態だと数年後には富岡中央商店街は衰退しますよ！
これからは市民のための「まちづくり」をしてください。
21の城町通りの一通はしかたないが、製糸場北道路は渋滞の緩和もなく
危険性もない、まして幅5ｍ道路の歩道付き、3年前とはだいぶ状況も違う。
ぜひ早急に一方通行解除してください！近隣住民の願いです

039 製糸場に来る人が多くなった。

040 特になし
温泉施設、温水プール、遊園地等魅力ある住み安い
まちづくりをお願いします。

041 車がうるさい。古い家なので時代おくれのため。 他に良い家がみつかればそちらにしたい。 老人ばかりで子供たちが少なく、あき家も多い。

042 空き屋が取り壊されて空き地になった
観光バスの駐車場は降りる場所と乗る場所を分けて
製糸場を見学しながら商店街も散策出来るような人の
流れを作ると良いかなと思います。

043 道路のデザインがバラバラになった。

「まちづくり」の考えがまとまっていないと思います。
あちらこちらと、思いつきで手をつけているとしか思えません。
最終的なビジョンがなく統一されてない所が
残念です。
富岡製糸場は何度もリピートして来る所ではないと思いますが
1度来た人が、誰かに話す時「行って見る価値あるよ！」と
言ってもらえるような魅力的な町にしてほしいです。

044

1.街中の美化ばかりでなく裏道の美化もお願いしたい。
　富岡製糸場周辺又は通じる道路などの整備も必要であるが古くなって
　改修が必要な裏道の整備もお願いしたい。
2.公営の温水プールの設置(建設）について(要望）
　（1）要望の主旨
　　　　高令化社会と言われて久しいが、高令者等にとって健康の
　　　　維持・増進に大いに寄与する公営の温水プールが1つもないのです。
　　　　そこで富岡市でも公営の温水プールの設置を要望するもので
　　　　あります。
　（2）周辺地域の温水プールの設置状況
　　　　安中市、藤岡市、高崎市新町等周辺地域には、
　　　　○休日を除き、いつの時間帯でも歩行や泳ぐことができる。
　　　　○歩行や泳ぎのほか筋力トレーニングの設備も併設され
　　　　　 使用できる。
　　　　○公営のため低使用料金で利用できる温水プールがあります。
　　　　　 なぜ富岡市に公営の温水プールがないのか不思議でなりません。
　（3）設置(建設）の必要性(要望の理由）
　　　　市民の体育の向上(小・中・高校生を含む）、健康の維持・増進、
　　　　病後の機能回復、ストレスの解消等に非常に役立ち市民に悦ばれる
　　　　施策と確信しています。
　　　　富岡製糸場が世界遺産となり、同施設の維持管理に莫大な予算を
　　　　組み後世に残そうと取組みしていることは十分承知しており、
　　　　そのご苦労に対し深甚なる敬意を表するところであります。
　　　　ところで富岡製糸場の維持管理はそれはそれとして市民の
　　　　体力の向上、健康管理等のため、何とか予算を組んで
　　　　温水プールの設置に向けたご検討をお願いしたいと思います。

045
046 歩いて行けるスーパーがない パーキングが多くなった
047
048
049 空き家が多くなった。
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050

女性の立場から

製糸場(国宝、世界遺産)の所在地として、本市
を訪れる方にチクワを原料としたホルモン揚げが
名物と販売されていることに猛省をうながしたい。
露店商さんが商う商品。国宝が笑う。商工会の研究を求む。

051
052

053
世界遺産の富岡製糸場だけでなく、ご当地特産物の開発やロケ地への
提供など町なかの開発が進むだけに広い視野で人を呼び込む工夫が
必要かと思います。

054
富岡製糸場が世界遺産に登録されたが、街自身の
変化が見られない。しかし周辺に付いては進化が有るが
全体イメージが確立されていない。

富岡製糸場優先の政策には大きな疑問が有る。
例えば商工会館周辺の道巾拡張など全く無意味。
狭い所にも、又違った活用策が有るはずでは。
広議に対策を施すよりも、城町に絞り強化して行く。
そして宮本町から駅前へと順次実行しないとバラマキで終わり
集約効果は見出せない。
まちづくり富岡(株)の純民営化が必要。船頭は誰？
社長に委ねるべき。

055

製糸場が世界遺産になり、観光客(団体)予約の方が通る
時はにぎやかになりましたが、地元の方が減った様に
思います。

道路がきれいになった。

056 普通の街から観光地になった。

057 町の中、ゆったり感がない。 定住者に特実があってもいいのでは？
観光客がうろうろしています。
腰をやすませる所がほしいと思います。
通りに。

・富岡駅、市役所　富岡製糸場にふさわしくない。

・商工会議所の位置(場所)
　商工業が発展するように考えてほしかった。
　器が小さいのでは。
　産業会館もかねた物にしてほしかった。
　他市から来ても受け入れできるように発展するよう考えてほしかった。
　富岡市発展の為。

058

今後、少子高齢化が更に加速するのは確実であり、高崎や県外に
出ていってしまう人達を市内に止めたり戻したりする事は、余程の事が
ない限り難しいと思われる。
地域行事や特に当地区では、子供が非常に少ないので、富岡まつりの
参加も大変になるのでは。
市役所や道路が整備されても、人が増えなければ、いずれゴーストタウン
になってしまうのではないでしょうか。
地元で育った人が、学校卒業後、戻りやすい施栄を真剣に考えないと
我々も老後は、高崎へなんて考えてしまうのが現実です。

059

平成維新の大改革で町中が大きく変化しています。
ドーナツ化した町に住む者にとって、昭和の頃の賑わいが
戻るかが期待されます。
建物自体が明治時代にタイムスリップするだけの改革では寂しい限りで
す。

060

061
観光客が増え街が少しにぎやかになったが、
一般住民にとってはあまりメリットがあるとは思わない。

062
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063
064
065
066
067 特に無し。

068

環状道路開通後街中を歩ったり、自転車等で来る人が
ほとんど無くなった。あちこちの不要住宅が解体
(とりこわされ)され、空地が多くなったが駐車場になる
沢でもなさそうで、なんとも街の中がさみしくなった。
観光客が少なくなっているのが良くわかるくらいの状況
になった。
🅿から製糸場までの導線になっている所は昼間
にぎやかだが夜になるとその反対にとってもしずかで
不気味な街に感じる。飲食店が少なくなった。

富岡製糸場に対する取り組みはとっても良いと思っています。しかし今日
明日という具合で良くなる方向がわからないですが、長い目で見れば
しかたないと思っています。
　最近市の事業の中で何かやろうとする時に、安易に寄附を集る事が多く
感じています。市報で説明されている様に本当に財政はだいじょうぶ
なのですか？それとふるさと納税について、市広報にて富岡の良い処
こんな事やっていますとかもっとPRが必要だと思っています。
美術館や文化ホール、サファリワールド、妙義温泉等の入場券や富岡のう
まいもの紹介などを全国に向けてPRして製糸場も知ってもらうことで、協力
者が少しでも増えるのではないかと思います。
　市議会議員数はまだ多過ぎるのではありませんか。
消防職員や消防団員等防災に関わる人員を増やす為に。また、議員がい
る割に発言する人質問する人の少ない事残念です。

069

070 観光客が増え人通りが多くなった。
たくさんの事業が計画され、すばらしいと思うが、これらが無駄に
終わらないようにやってもらいたい。

071 狭い小さな広場を整備してもあまり利用している人がみられません。

072 大型の商業施設。デパート等がなくて不便 下排水工事をしていただき感謝。富岡駅、市役所など。

073 問5にある様な諸事業の施こう。

074
075
076
077
078
079
080
081

082 災害少ない。 土地から動くことが出きない為。 製糸場の廻り、役所の廻りがさまがわり

歩道つまづきやすいもっと平らに！！
お年寄り、自転車などに、あぶない。
段差がありすぎ。景観ばかりでなく、足元の道をていねいに
工事してください。

市長も自転車で通ってみって下さい！！

083

084 昔より住んでいるので、天災が少ない。 行く所がないので。

世界遺産になり多くの人達が来るようになったが我々庶
民
には何も良い事なく、10年20年を経た時の子供達の事が
心配だ。増税にはなるし、役に立たない物ばかり残り大変
だと思う。

085
人々が皆んな考え方が明るい。
良く考えて前向きに生活していらっしゃる。

086
富岡製糸場が世界遺産になり、城町はもちろん宮本町
も日中の人通りが多くなり良いが、マナーが悪く車道まで
広がって歩く為、車で移動中は気をつかう。

087
088
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089

・もっとメディアを使った宣伝やインターネットを使ったPVなど若い世代を
　呼び込んでほしい！

・もっと街並みを整備して家賃を安くし、店を増やして観光客が散歩を
　楽しめるようにしてほしい！

・SNS映えするスポットを造り、季節折々のイベントを全国に
　配信してほしい！（話題作り）

090

水曜日に店がみんな休んでしまうのでｼｬｯﾀｰ街の様になっ
て
しまっているので、もっと活キがあると
住みやすいと思います。

少しずつ、廃キョがかたづいてきているのでもっときれい
な街づくりをつづけて欲しい。

低速車両はお金のムダ使いな気がします。利用者も少なそう。
駐車場が製糸場の近くにもっとわかりやすくあると良いと思います。
(場所をきかれるので）

091
092

093

◎S.20～30年頃の街中にしたいとの事であるが、おとみちゃんちは近代的
で
はないか、電柱地中化はよいが、上記○印の件では不可能である。
看板、建築物等改善には経費等で不可である。

094
095
096 観光客が多くなった。
097

098

市が、中心になって色々な事業を行っていますが、この中には元来、市民
が行うべきものが、多く見られます。
現在日本は「市場経済」です。当然良い物は残り発展しますし、悪い物は
消滅します。これを行政が行うことで競争原理を歪め
サービスも低下します。当然コストも上昇してしまいます。
競争原理こそが、地域が発展することになります。
現状の行政が行っている事柄は、費用対効果がとても悪い状態で
これは是非とも改善したいと思われます。

099
100

101 車をとめにくい。
新規のお店がたくさんできた。
道路(路地）がきれいになった。
人通りが多くなった。

102
・道路が狭い、一方通行になってしまった。
・観光客が増え騒音、催し物による音楽等本当にうるさい。
・商人中心に全てが動いている。

住んでいくしかない。 問２の答え
製糸場のまわりには商人だけでなく普通の住人もいる事も忘れないで欲し
い。
静かにくらしたい。

103 観光客が増えた。 無電柱化範囲を少しずつ広げて欲しい

104

製糸場を見学したお客さんから聞こえた声
・美味しいパンを製造、販売しているお店が駐車場の近くにあるとうれしい。
・富岡に来ないと購入又は食べられない製品、食品をもっと増やした方が良
い。
・日本語が話せるフランス女性が製糸場で案内してくれたら雰囲気が華や
ぐ。
・街並みが全体に沈んでいる。
・製糸場だけ観てハイサヨウナラ、観るべき場所がない。
・誰も乗っていない電動バスが走っている。
・冬場に楽しめるイベントは何かないのか
・外観の汚れたみすぼらしい家が数軒あって街のイメージダウンだ。
・もっとメディアに情報を伝えて製糸場をアピール・宣伝してもらったら良い。
・男女のカップルのデートスポットとしてより魅力ある建物にして欲しい。
・街並みの整備が必要。

105
106 富岡製糸場が世界遺産になった 市役所を改築したが4億円もかける必要があったのか？
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107

遺産になって、車・人が多くなっている時に電気式バスは
よくないと思う、なんのために走しているかわからない。
町を見て歩くことによって潤う、プラス製糸場のよさがあるの
ではないか。観光に見える人が一度くれば、、、、と言って帰
る人が最近多い。それを聞くと、とても残念です。人々は楽し
みで来ると思います。

盗難に注意したい。 問い、3、4、書きました。

108

109
町の中に空家がふえている事に不安を感じます。
10年後には、どうなっているか、皆さんどう思っているの
かしら？

富岡市の住民税が高くなると、若い人達が市外に家を建てるようになるの
ではないかと心配です。住民税が高くならないよう願っております。

110
111 今まで来ていた、地域のお客サマが減少した。

112
人通りが多くなった。
観光客の交通マナーが悪く、車の運転がキケンな時を感
じる。

富岡製糸場が世界遺産になっていなかったらこのまちはどうなって
いたかと思うとゾットしますがすべての事が観光客に合わせて進められて
いるように感じます。
もっと住民にやさしく、住みやすいまちづくりも考えて下さい。でないと観光
客は増えても人口は少なくなると思います。

113
変わった事ばかりです
住み易さとは別と思います。

114

製糸場が世界遺産登録になった頃はお店も人も増えたが
すぐにお店も撤退し、シャッター通りに元どおり、昔から商
売している店には「あの辺は通りずらい、歩行者が多い」
と風評被害、常連客には説明しても、すでにおそく、遠の
く一方、商店の売上はどんどん下がり、暗くなる一方。来
場客には「見学するところがほとんどない」と暴言をはか
れ、富岡の一代表としてなぜか来場客にあやまる日々、
常連客が戻って来るような手を打ちたいが、いろいろ市の
方で規制がかかり、商売しにくい。

市の偉い方は製糸場に血税をかけすぎなのでは？1～21の事業でも地元
民がわかりにくいものが多く「えっ？そのような事やってたの？」というものも
ある。
かたよったお金のかけ方もいかがなものかと思うが。歴史的建造物と言っ
て
ゲストハウスや日本酒バーにするのもどうかと思うが、聞こえてくる話だと
旧守谷歯科には数千万ものお金をかけるのだとか？旧韮塚製糸場は億の
金を投じるのだろう、市民の税金を増税してむだな使い方だけはしてほしく
ないものである。どうせなら、製糸場と同じ位すてきで、まだまだ利用できる
富岡講堂だって再び使える様にしてほしい。
市民の中でも温度差が大きい、妙義方面の方々には、製糸場周辺ばかり
きれいになって、うちの方は道路もきれいにしてもらえない、といやみを言わ
れるしまつ。
もっと取り組みをオープンに、わかりやすく、机の上だけで事をすすめるの
ではなくいろいろな角度から、年れい層から、いろいろな意見（良い意見だ
けでなく反対意見をもしっかりと聞き）も取り入れ、他の地域の方、市外の方
もぜひ富岡に住みたい！！という市にしてほしいです。

115
日当たりがあまりよくない
駐車場が敷地にとれない等

人道り(観光客）が多くなった。
役所からの指導がうるさくなった。

116 日常の買物例えば野菜菓子小物

117
買い物に行くにも車ででかけなければならない
近くに店がなくなったから

だんだん人が少なくなりなにするにも
決まった人でするしかなくなったから

区民が少なくなった
観光客のマナーのわるさ
ゴミは散らかすし、道路は我が物顔で道いっぱい広がって、車が来ても
寄けない、困った

118

119
・通行量の増加
・観光客増加

120
空家が多くなった事
町がゴォスト、タウンの様になって来た

121
122 アンケートの意味が解らない所が有り
123

124
観光客が増加した。
観光地になった。

観光地とするなら、富岡製糸以外の富岡の見どころを、当地からアピール
す
る必要があるのでは例ば有名な画家、有名な詩人を取り上げる等、考えれ
ば色々ある、それをどう発信してゆくかで色々な人が製糸場プラスで来るの
ではないかお金をあまりかけず、マスコミを利用するのが良い
中途半ぱの観光地はマイナスになる
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125
商店が少なくなり空地になってしまった。
人道りも少なく活気がなく夜はさみしい限りです。

126

127 買物か不便。交通の足が無
人家が少なく。住人もどんどんいなくなり
過疎になり買物を不便で駐車場が多いので危険が増う

128
無秩序な世界遺産を中心としたまちづくりにより
市民生活に支障を来たしているから

今後もそのまちづくりの為にそこに住んで
いる住民には多大な犠牲がのしかかって
来るから

無駄な公園、道路を作られ、ものすごく生活が苦しくなった。
税金のムダ使いは、やめてもらいたいが、何を言っても黙殺されるだけなの
で
はたはた迷惑この上ない。

129
車の出入りが多く、スピードを出す人が多い
のんびり歩いているとあぶないことが多い

住み続けたくけど、駅にはちかいのでまあ
いいかな、もう年などで出ていくわけには
いかない

観光客が左右の確認をしないで駐車場に入るのであぶな
い店ができてもすぐやめてしまい、行って見ようかと思う
けど見ることができない。もっと定着してほしい。

老朽化の建物をなんとかするのもたいせつだけど
もっとかんたんに空き地の草やごみをかたづけ
整理してまわりの環境をよく考えてほしい

130 富岡製糸場への観光客の増加

131 問2以降問5まで「別紙」ご参照。　→

132
133
134 交通量がふえました
135 空地、空屋がふえて、駐車場ばかりふえた。

136 封建的で干渉しすぎる
老人社会。若い人々が少なく地域の
活動に負担がかかりすぎる。

富岡駅舎周辺、富岡市役所庁舎
ひかり公園等が大きく変わろうとしている。
老人が増加し若い人々がいなくなった。

137
138 高崎→富岡駅までの上信乗客が多くなったと思う 色々整備されるのは良いが市の財政が心配です
139 近くに（徒歩）スーパーコンビニがない。 減ってきてはいるが、人の往来
140 無し

141

県道拡張工事によりひかり公園がせまくなり淋しさを感じ
て
いる。市庁舎新築に伴いこの地区が変った感あり
これを機会に富岡市の益々発展を望んでいる

傅富岡製糸場世界遺産登録に一俊と町の賑かになって居ると感じている。
ただ心配なのはこの賑やかさを保っていく為に収客の業事と宣傅に尚一層
の努力につとめて頂き度い、年々来客数が減少に心配している。
市民局の一層の政治力の発揮を切望して居ります。

富岡製糸場周辺のまちづくり事業のアンケート

「富岡製糸場周辺のまちづくり事業」のconceptは、何なのか？解りかねます。従前から富岡市が取組んでいる掲題事業については、否定するものでは有りませんが、残念ながら
アンケート全ての項目について、場当たり的な対応としか評価できません。まことに勝手では有りますが、私の所見を以下のとおり、思いつくままに列挙させて頂きます。
「空き店舗」「空き家」対策について、当面の対応は検討され遂行されているようですが、なぜ「空き店舗」、なぜ「空き家」になったのか？原因を把握し
その施策を検討すべきと思料。どうしたら豊かな住みやすい環境を構築できるか？
富岡で暮らしてゆくため働いて、収入を得られる企業は有るのか？「富岡製糸場」は、世界遺産になって、その恩恵で周辺の一部の事業者は収入を得ているもいると思いますが
富岡市の住民のごく一部しか恩恵を被って有りません。
恩恵を被っている事業者だけで、「富岡製糸場周辺のまちづくり事業」を推進出来るとは、到底考えられません。「歴史的建造物の改修」について、その活用を遂行しているようで
すが、市としてどこまでやる気が有るのか？仕事の関係上、地方都市に行く機会が有りその町並みを見ておりますが、私が見た「歴史的建造物」は市が取組んでいる「歴史的建
造物」とは程遠いものでした。また、私の知る限りにおいては、昔の富岡市の町並みは、残念ながら川越市、栃木市、倉敷市などの立派な建造物が有った訳ではないと思いま
す。改修した建造物をどうしたら良いか？よく考える必要があります。例えば、改修した歴史的建造物を全て移設して、町並みを造るとか。今空いている更地、更には「空き店舗」
「空き家」も更地にして、養蚕農家の家屋を移設して、町並みを創生するとか。観光客が興味を引くようなことを考え、移設した農家の中で、昔ながらの「おきりこみ」など郷土料理
を食べることが出来るとか。魅力の有る付加価値を持たせるような施策をよく考えた方が良いと思います。1872年に富岡製糸場は、明治政府が殖産興業の政策のため創設した
八幡製鉄所、造幣局の官営工場の一つである事は周知の事実で、当時は日本の中で最先端を行っていた訳です。例えば、昔は最先端を行っていた富岡製糸場も有れば、現在
の最先端技術が見られる施設を創るとか。富岡に工場が所在し、医療分野で活躍している日本光電等の協力を得て、当社で最先端を行く物が有れば展示に協力してもらうと
か。たしか、「はやぶさ」が持ち帰ったカプセルは、富岡に有る工場で製作したものではないでしょうか？他にも富岡にある工場で技術の先端を行っている物が有ると思われます。
富岡に行けば最先端を行く工業製品が見られるとか。最先端を行く施設は、森の中に有り、癒しの有る空間の中に建っているなど。その中には、子供も楽しめるキッズコーナー
が有るとか。ゲームも三次元の最先端を行くゲームを体験でき楽しめるとか
富岡は、「楽しみ」「癒しの空間」、「癒しの地域」が有り、「また富岡に来て見たい」と言うリピーターを創ってゆくことが必要で、その為に必要な施策を展開する必要が有ります。
「まちなか周遊観光バス」についても、「無いよりまし」と言うところでしょうか。もう少し工夫して、例えば自動車業界に働き掛け、自動運転車を導入し実験を含め富岡市が協力して
ゆくなど。今の最先端の技術を採用し魅力的な物を検討、もっともっと市が真剣に検討すべきと思料。
「花と緑による歩いて楽しい沿道づくり」も部分的なもので、「富岡製糸場周辺のまちづくり事業」のconceptが理解できない。将来を見据えた、もっと広大な「富岡製糸場周辺」の
「まちづくり事業」のconceptを速やかに構築して対応してゆくことが必要と思料。富岡市の町並みは、前述のとおり、川越市、栃木市、倉敷市などとは根本的に異なる為、従前
行ってきた、またはこれから行おうとする富岡市が考えてる「歴史的建造物の改修」工事についても、税金の無駄遣いかも知れない。などよく再考し対応すべきものと思料。
まことに申し訳ありませんが、上記のとおり、現行の施策「富岡製糸場周辺のまちづくり事業」その「アンケート」も自画自賛で「いの中の蛙」が考えたものとしか思われません。厳
しいようですが、現行に施策そのものが、将来を見据えたものとなっているとは、到底考えられないため、残念ながら情けない結果と言わざるを得ません。
以上、止め処も無い思いを列挙させて頂きました。以上
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142

市役所の建替が完成
ひかり公園が小さくなる
富岡交差点の改良事業の為隣組の二軒が取りこわしと
なり一軒の家は建替が始まりましたがもう一軒の家は
もどってくるかどうか今の所わからない
（地主さんとの話し合いが
思い通りにいってないようなので）隣組としては何十年と
いう間共に暮らしてきたのでもしもどって来ない場合の
事を考えると淋しい思いがあります。

富岡交差点から市役所までの改良事業が行われていますが、ひかり公園
と
もてなし広場がお客様だけでなく市民にとっても改良してくれて良かった思
えるような景観と使いやすさ、利用しやすさにして下さい。
また新しい樹木ばかり利用するのでは無く今までひかり公園にあった樹木
も思い出の為にぜひ利用して下さい。

143 ない

まちなか、商店街などまちなみ景観など外観保修など一部の者だけに優遇
されていることに不満。
収入(対象者）などを基準など調べ実施しているのか？
ただ商店の並びだから？一般よりも収入が高いのにという場合等あるので
はないか？

144
観光客の増加
若年層のまちづくりへの意識が高くなった
子供の減少

145
146
147
148
149 空き家が増えた
150 市役所及び周辺道路の拡拡張

151
観光客の人たちでにぎやかになったが、道路を歩くのに
運転するのに今まで以上に注意が必要になった。

152

153
上州富岡駅の改築、新庁舎の完成、又、それに共なう
周辺の改良工事の完了を楽しみにしています。

154
過疎・高齢化により、あまり活性化への
希望が感じられない。
首都圏へのアクセスも不便。

世界遺産登録により、他県ナンバーの車両の増加に
わか仕込みの飲食店の増加道路の整備、etc.

155
今、富岡中心部に大規模な店や、コンビニが周囲にない。
歩いて、5分位の所に食料品等(大規模）の店がほしい。
バイパスまで購入に行かなければならない。

・富岡製糸場の見学者が、家の前の道路を多数歩くよう
　になった。
・現在、市役所の新築工事で、中央区が、日々変化して
　行く景観が興味深い。

・今後、富岡市の人口は、市報等で確認すると確実に減少傾向に有る。
　従って、市の事業等も効果の大きい物から取組んでもらいたい。
・市職員やその他公務員（地方）も行政改革を実施して、減少計画を
　策定してほしい。
・公共建築物は周囲に今後作らず、削減集中化(市財政の効果的活用)が
　必要と考察します。
・６５才以上の高齢者の有効活用
　意欲有る高齢者で特殊な資格（免許等）を持った人を市として把握して
　必要時活用する。
　これから増加する人材をどのように活用できるかで市の発展に
　貢献できると考えます。

156 人が少くなったね。

157 道路が整備されてきている

かぶらウォーターランドがなくなり残念です。市外や県外から足を
運んでくださる方もたくさんいたのに、、、。
夏休みはプールで遊んで、製糸場で勉強をしてという方もたくさん
いたと思います。
富岡製糸場＋α のプラスアルファの部分がないと思う。

158

他県からの車が増えた事により、信号のない
交差点などで一時停止無視等
(駐車場を探している様子がわかるが、、、）
交通安全がなされなくなっている気がします。

159
新築市役所
設計者は有名人だが中に入ってもう少し近代的にした
のが良かった感じです

なし
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160
161

162

昔より現在においても地域コミュニティの要である、三角公園
（ひかり公園）が三分の一も削られて残念でなりません。
桜や藤の古木も無慈悲に切り倒され、遊具も破壊された姿は見るに
耐えられません。このような行政の蛮行はこれ限りにしていただきたい。

163
164

165
駅前が一方通行でなくなったので
とても便利になった

長年富岡に住んで居てもあまり富岡の事は分かりません
先日何回か散歩をして見て市内に草ぼうぼうの空家が多いと思いました。
空家をきたなくしている持主には少し税金を高くするとか何かあまり空家を
増やさない工夫はないかと思います

166

167
新しく富岡庁舎が出来駅集変もにぎやかになり北の方も
道が広くなりそうで、、、、

168 お店が増えた。
169 なし

170
今現在変化している途中です。
今後の良き変化に期待しています。

171

諏訪神社付近の道路改良事業は毎日見なれて居る
サクラの木を何本とえいながら切られると思うと
心苦しいですね
残念ですが道が広がると事で仕方がありませんね！！

172

173

いつも、まちづくりのためにお仕事おつかれ様です。
自分達のまちが、活気づいたり、きれいになるのはうれしいことです。
工事中の騒音や、ホコリ、危険さは、正直、子供がいるので、不満や
不安はあります。車も洗車しても、２～３日でホコリだらけになります。
可能でしたら、工事箇所と隣接している家には、何らかのお気づかいを
頂けるとうれしいです。
高齢の方々も、かなりのストレスを受けていると思います。
是非ともご検討をよろしくお願いします。美しく、人にやさしいまちづくりを
今後も期待しています。

174 駅が変った

175 製糸場の駐車場が近くにあるので人通りがふえた

富岡製糸場関係事業に予算をつぎ込みすぎでは？
市在住の方の福祉等、、、他の事業にも使ってもらいたい。
製糸場の世界遺産も他に人を引きつける物がないと先細りでは？
これからも市の予算をつぎ込み続けなくてはならないのでは？
世界遺産になった時の喜びにうかれて維持しつづける大変さ、難しさを
もう考えなかったのでは？少し考えるべきだったのでは？と思う。

176 空き家が増えた。
177
178
179 となり組がこわい。 家が何家がこわされました。
180 騒音 交通量
181
182 市外の人々の交通マナーの悪さ
183 人が多く来る様になった。
184

185
・年と共に空地、空家が増て来た。
・高令者家庭や母子家庭が増て来た。

まちなか周遊観光バス料金を高崎市の様に無料にしてはどうか。

186
観光客が道いっぱいに広がって歩くので地元民の車、自転
車など通行しにくくなっている

観光客の多さ

187 駅前そしてアイアイ広場等多様に利用出来る
188
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189

富岡製糸が世界遺産になり、一部の道路が混雑する(宮本
町等）
飲食店やお土産店は繁盛しているかもしれないが一般的な
人々は市民税の減額などの対応をしてもらいたい

市長はフランスに出張したそうですが、それほどひんぱんに海外に行く
必要があるのなら、定例会なのでていねいにわかりやすく説明する
責任があり(市税からの税金から出ているの？）
市長個人のお金ならぜんぜん問題ありませんが！！
※市の財源と市収入を考えムダのない予算にしてもらいたい

190
商店が少なくなり、高令者が多くなった。人通りも市役所
方向に誘導しているので、ますます衰退していくと思う。
税金や市の計画には不公平感を感じる

別にありません
富岡市に対し希望も夢もありません、あれだけの大金をかけた市庁舎が必
要か？
もっと地元にお金を落とす様、考えた方が良いと思います。

191

192
道が狭いまわりに空家がおおい
良い(心のある)医者がほとんどいない

不便である、キンカ堂の(昔あった)様な
ぶらりと出掛け時間をつぶせる場所がな
い

空家が増えた

世界遺産無料駐車場の案内をもっともっと他県からのいらした人に
解りやすくした方が良いと思います。
よく迷って聞かれる時があります
富岡駅に綺麗な花など一年中あればいいのにと思います。

193 ノーコメント ノーコメント ありません

194
・観光客が増えた。
・外部からの出店が増えた。

①上町駐車場が大型車専用となってしまったため、お客様の駐車場に
   とても困ります。宮本町駐車場を案内してますが、遠すぎます 
   市役所等利用出来るよう速急に手配お願いします。
②まちづくり事業はとても大事ですが、住人の生活レベル(所得）の向上が
   一番です。住み良いまちづくりとは、人口を増加させていくには、どうした
ら
   良いかもう少し具体的に知恵をしぼり、少しづつ実行していく事です。
このままでは、数年後が不安になります。
市職員一人一人が、もう少し危機感を持って計画的に具体策を実行して
行ってください。

195 世界遺産で人どうりが増加した。
196

197

ｼｬｯﾀｰ通りになってしまった。
街中で商売(小売店）をすることが出来なくなった。
里物の傾向が２０年前と異なった。
街づくりとは、なんなのかわからない。
(住民の便利、住み心地）

市役所前の庭、景観のためのものはいらない全部駐車場にすべきである
上町通り(旧２５４号の電柱の埋設又、舗道の拡張）
街中の人口増加対策
街中に駐車場付の大型マンションの建設
街中の区画整理事業の推進

198

199
車の往来が増えた。
昼は賑やかさを感じるが夜は活気がない。

製糸場周辺を一生懸命整備しても、お客が来ない事には
無駄遣いになります。
製糸場に次から次へと客が来るよう宣伝する事をお勧めします。
人が来ると自然と道は拓けるはずです。

200
・空き家が増えた、取壊わされて駐車場になった。
・高齢化が進んだ。
・市街地に観光客が増えた（現在は減少傾向）

201
観光客が増えたしかし近年は減少していることが
分かる車の通り道だけである

202 駐車場が遠い 人が通るようになった
203
204
205 長年住み続けた所だから 余り無し
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206
・商店街の空き店舗の増加
・空き家、空き地の荒れた状態

・国道２５４号、電線類の地中下促進
・空き店、家の有効活用
・荒地の整理
アンケートがアンケートのみで終わってしまわない事を前提に書かせて
いただきます。２０１４年３月に７０００形デビューした新富岡駅３２年ぶりの
新造車「上信電鉄」は今、富岡製糸場への観光客を迎えるに駅舎も
新しく生まれ変わりました。
しかし駅そのものに歴史を全く感じ取ることができない。今年１２２年を
迎える明治５年製糸場開設設立された生糸などを運ぶための輸送手段
としても大変意義深い拠点駅でもある。
私は以前もアンケートに富岡駅発祥から現在に至るまでのｺｰﾅｰを設けて
ほしいと願いました新駅舎は３代目、１代目、２代目の写真をお客様に
見ていただく、中には鉄道マニアがいます。上信電鉄に非常に関心を
寄せているのです、このような空間が全く無いということをお考え
願いたいと切に思います。

207

・富岡市の本来有している魅力をしっかりと観光客等に伝えられる取組が
　必要、観光都市が行っている景観事業も必要だが富岡市独自の特色を
　だしたほうが伝わると思います。
・明治時代に由来が深い本市であるので他市にない魅力を発信できるよう
に
　期待しています。

208 以前に比べ交通量が増えた。

市役所の近くに住んでいます。市職員に朝夕、会いますが、こちらから
あいさつをしないと無視しています。県内外からも多くの観光客もくる
わけでありあいさつくらいしてもよいと思います。
社会人としての当然のマナーではないでしょうか。

209 空家の増加 買物が不便である 人口の減少！
間違いだらけのまちづくり事業と遣る気のない富岡市の事業担当者達に
申し上げます。税金の無駄遣いですよー

210
211

212 所謂、買物弱者です。 町中の「みどり」がへりつづけている
よき古さをうたっていこうとしているらしいのに、処処の厚化粧はいかがな
ものでせう。

213
214 通行人が増えた。

215
変化があるのは街中で周辺はさほど変化がないように
思う。

216 富岡製糸場の世界遺産登録後、人通りが多くなった
217 観光客の増加



平成２９年度　都市再生整備計画事業富岡中央地区事後評価業務　　『富岡製糸場周辺のまちづくり事業のアンケート』意見欄 ２０１７年１２月～２０１８年１月実施　　

                                                                ／

Ｎｏ 問2の3,4を選んだ理由 問3の3,4を選んだ理由 問4　この３年間で変わったと思う点 全体に関する自由意見

218

1、地域活動が細部に渡り活発化しており今後共がんばっ
て
下さい
1、富岡製糸場への走行ライン作りが左寄りすぎる
(市役所前～公園地方面）？現状でも総体的には富岡の
良い所イメージ作戦の点仕方ない。
そこで提案
市役所前コース、駅前コースの案内も明確に
１、愛々プラザの活用、例えば地域別市民集会

総体的地域活性を忘れずにいてほしい。
※メーン作りは必要不可決であると思うが片寄り活性はいたしかたないが
駅前通り、上町通りの活性化を具体的な施策は自分的には思い
あたらないが市行政のため、常に議会とか、市長さんの意識に期待しま
す。

219
夜昼人通りが少ない、空店舗が多くなった。
世界遺産になっても、何の効果がない。

新市役所が出きましたが、外装が倉庫、内部が工場で金がどこに４７億円
が
つかわれたのか別からない。
富岡駅も冬になると風、雨、雪が、居場所がない。
景観を感考えて、設計してもらいたかった。
富岡製糸場前から電気自動車に乗せて、富岡駅まで運べば決して
町の活性化にならない、町の中を歩いてもらった方が商店舗など
助かるのではないでしょうか？

220
観光客が増えて、よろしいですがゴミ
(竹ぐし、タバコのすいがら、マメのつつみ
紙等が落ちている）が多くなっている

歩道の色わけの所がはがれている所が多いので直して下さい

221
世界遺産になったらそちらの方に重点をおき
老人の楽しみがなくなりました
もう少し復活させてほしい

空家対策早くしてほしい
防犯が心配です

222 交通の便が悪い、税金が高くなってきた
市民のために行政があるように
感じられない

223
一部の観光客による、マナーの悪さ、ポイ捨て
駐停車など

夜中、旧254を高速で走りぬける大型トラックの音に目が覚める
旧道なんだから、夜間の大型トラックを規制しても良いのではないか？

224

若い頃から、都市計画等、変わる話は色々だいぶ
聞きました。
しかし、あまり変化しませんでした。
製糸場が世界遺産になって、ようやく変わり始めたと
思われます。(道路、駅、市役所etc.）

電気自動車で直接、多くの人々を乗せて駐車場から製糸場へ運行するの
は
反対です。（但し、身体障害者や足の悪い高齢者は除く。）
と言うのは、当初世界遺産になりたての頃は、観光客も多かったし徒歩で
散策しながら、「製糸場への道は、こちらですか？」「あと、どの位ですか？」
等々聞かれたり、かなり、ふれあいがあったものです。
今ではその様な観光客もほとんどいません。
また、運行経費も結構かかるのでは？一考を！
製糸場の入場料見なおしては？

225
226

227
富岡製糸場の無料駐車場の通り道に面している為、交通
量が増え横断その他で危険を感じる事がある。

228

229

富岡製糸場が世界遺産になってから、観光客が増えた。
、、、３年経ち人数は減ったけど、以前と比べれば賑わっ
ていると思う。
、、、地元でないお店が増えた。

230
231
232
233

234

・近くにスーパーがない
　(年齢を重ねる毎に歩いて買い物に行きたい）
・製糸場へのお客様が多いのはとても喜ばしい事ですが
　道幅が狭い中歩行者、車などにより混雑の為危ない。

ルート２５４線に面して家が建っているのですが、
バイパスができたおかげで交通量が少なくなったと思う。
しかし土、日は観光客でにぎわう。

235
236
237 製糸場関連で来富する人がふえたお土産屋がふえた
238
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239
貸し店舗が増えたと思う。
もっと、時代に合う若い世代に貸店舗として
貸し出した方が良いと思う

中心市街地の空家、空き店舗を子育て世代に改修して、貸し出す。
(住い付店舗として）

240
241

242 空家が増えた。
市役所前広場が造成になりましたらできるだけ
自由にイベントが出来るようにしていただきたい。

243 近所の人の土地と建物持っている人がちがう親近感がない
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244 世界遺産登録後交通量が増えました。
245
246
247

248

・古い家や、建物自体が、どんどん片付けられ
  空き地化している
・市がその跡地を、整理しているが、殺風景なだけで
  暖か味が無い
・トイレや観光客用の物はきれいに整ってきて
  気持が良い

249

250
・製糸場関係で人が多く見うけられること。
・商店が少なくなっていること。

ひとつ、ひとつの事業は、きれいになったり安全になったりで
良い事だと思われるが、いろいろするのに予算(お金）がかかる事なので
そういう事ばかりにお金をかけていられるのか心配。

251

３年前の街中は平日にも製糸場の観光の人が
結構いましたが今では以前の振いがありません
ですから当然商店にも売上が減少していると思います
又、週遊観光バスは必要ありません

上州富岡駅と富岡製糸場間の低速車両運行実験の件ですが一言意見を
言います。私も中央区に祖父の時代から住んでいる者ですが富岡駅と
製糸場までの距離が９００ｍ位しか無いなかでお客さんに街中歩きながら
行きも帰りも見物してもらいたいですので低速車両は必要ありません
反対です

252
253

254

近りんの人づきあいが良い人悪い人
相半ばして塩配がよろしい、住宅の
道路区画がきちんとして使いやすい
但し住人はすべて退職後の
無職ばかり。

各戸の植木に生気が失せていると云うより
種類が増えない
新しい種を植えようとする意欲が無い
古い妻と夫のせいか。

新市役所庁舎について市民及び来訪者の者より様々の感想を聞くが
全面的に「すばらしい」とほめる人はいない。一般から見えない所で
使い勝手とか安全度とかいろいろ良い所があるのでしょうが、もっともっと
せめて市民だけにはこんなすばらしい庁舎ができたのだと全体的にも
細部に渡っても再度にていねいに知らせて下さい一般公開も
毎週毎月なん度でもして下さい。最後に屋上のないのが残念です。
高さがないのがあこがれが無いです。

255 新庁舎ができた事です。

256
富岡製糸場が世界文化遺産に登録され以前より
街中が活性化してきた。

富岡製糸場の来客者がより長時間滞在できるよう宿泊施設や
道の駅などを設置することを希望する。
現在の状態では、ただ富岡製糸場を見学するだけで市として収入を
得ることができない。

257 ない
258

259 駅、市役所等建て直され、きれいになった
町がきれいになる事は大変うれしく、幸福な事と、心待ちに楽しみにして
おります。
どのようになるのか、待ちどおしいです。

260
261

262
自宅前の道路が特に休・祭日には県外ナンバーが
多くなり、歩行者が危険な場合もある

①市の健全財政を維持する為、総体的な事業を行なう事なく、的をしぼった
　 事業を行ってほしい。
   （今頃になって仲町の電柱地中化は本当に貢献しているのでしょうか）
②観光客を引きとめる為には、ホテルの建設が必要、製糸場内でなく
   民間の力を借りて夜のお客を増加させる事が必要と思われる。

263 製糸場への見学者がふえてきた

264

市役所が近くなり人の通りがにきやかになった。
大きく変化していく中で夜間の照明をしっかり
お願い申し上げます。
防犯にもなるので電灯、防犯カメラ等の設置も
お願い申し上げます。

265 防犯カメラや街灯をもっと増やして頂きたい。
266 ヘリがうるさい（頭上を飛んでもらいたくない）
267
268
269 かわらない
270
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271
272 特になし
273



平成２９年度　都市再生整備計画事業富岡中央地区事後評価業務　　『富岡製糸場周辺のまちづくり事業のアンケート』意見欄 ２０１７年１２月～２０１８年１月実施　　

                                                                ／

Ｎｏ 問2の3,4を選んだ理由 問3の3,4を選んだ理由 問4　この３年間で変わったと思う点 全体に関する自由意見

274
散歩すると、箱物ばかりになぜ税金を投入するのか
疑問に思っています。昔ながらの建物を、耐震強化
しながら使用できないのかなと。

275

①駅舎が新しくなり、市役所、公園などが様変わりして
　 うれしく思う反面、さみしく、どんな風になるのか 
   期待感もある。
②空き家が多くなり、危険と感じる。
   （暗い、雑草、猫が住んでる）

世界遺産ばかりに金をかけないで、介護保険を利用していないかつ
免許証を返上した人でなく、免許を最初から持ってない元気な高齢者が
買い物行や、病院に行く時はタクシー代とかを補助する制度とかは
あるのでしょうか？
1人暮らしをしていると不便だという話をきくので、もしなかったら
考えてもらいたい。

276 富岡駅の混雑

277 工事が多い、早く静かになって欲しい、観光客が多くなった。
ひかり公園がせまくなり、遊具も少なくなり、子供が楽しく遊べる公園
を市役所や駅周辺に造って欲しい。
車イスの方が安全に走れる歩道（ガタガタしない）があると嬉しい。

278
無料駐車場が出来たので車の出入、人の出入が
多くなった。

有まり必要性ない建物や意味のない物にお金をかけてほしくない
高齢化が進んで居るので、後の子供達のためにも、借金が沢山残る事は
大変だし何年続くかわからない世界遺産のためにも意味有る事をして
ほしいと思う

279
世界遺産駐車場の近くなので、お客様の往来が
多く交通渋滞、防犯など大いに不安である。

前問に同じ。 前問に同じ。

280 特になし

281 若者が少ないように思う。

・まちづくりに対しての取り組み等、なかなか伝わってこない事の方が
 多いと思われる。
・富岡製糸場という世界遺産であると同時に観光資源を、いかに有効に
 活用していくかが、富岡市の将来を左右するものであると思います。
 その為に市や商工会など公的機関のホームページ上でコンテンツを
 充実させ積極的な情報発信を行う。写真や動画を充実させ
 富岡の名所、名物を数多く宣伝する必要があると思います。
 ソフト面の充実をすることで日本だけでなく世界へ情報発信をする必要が
 あると思います。また外国人観光客が来た場合の受け皿として
 ワイファイによる市内情報案内の充実も必要となってくると思います。
 いづれにしても富岡市へ人を呼びこむ仕組作りこそが
 地域創生の柱になると強く感じております。

282
新庁舎の建設で大きく変わりつつあります
今までは庁舎北通りが暗く不安に感じておりました。
今度の計画でぜひ防犯灯の設置をお願いいたします。

城町通りに急な出店でにわか作りの落ち着かない商店街と感じます。
長い目でみて統一感のある町づくりを希望します。

283
世界遺産がある事により、観光客が増えた一方
夜の街中は、寂しくなった。

284 人が多く歩くようになった。土・日に車が多く少しあぶない。
市外の人達と、市内の人達との価値感が違うので、観光客の意見は
私達市民の思っていることと少し見方が異なることを聞くことがあり
世界遺産のある街として、有効なまちづくりを目指してください。

285 まわりが工事だらけでうるさい
まえはしずかでよかったが今は工事だらけで
住みにくくなった

286
市外からの観光客が増えた
新しいお店が増えたり減ったり
そこらで工事の音がひっきりなし

表通りのｼｬｯﾀｰ通りが寂しいのでお店など再利用を。
町の奥では人通りが見られないのでバスで通り過ぎるだけでない
見所がほしい。
製糸場通りに面していない店にあまりお客が入っていないとの話も
あったのでそちらへの支援があれば。
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287
来年からまったく変わるでしょう
みんなが変って良かったと思う結果を期待します

高齢になり新しい事業にはあまり興味がありませんこれからの時代の為に
取り組んでいる皆様には努力に感謝します。
私は７番の事業に何も関係ないはずの住民です。
今年の半年間工事音振動に悩まされました。
長年生活を共にしていた親戚は土地の問題で元の場所に帰って来ません
土地問題では無関係だと思っていたのに、この土地は道路ではないので
家に入るにはもっと土地を借りなければならないそうです。
自由意見ではないかもしれませんが、書かせていただきました。

288

・高齢化
・道路及び公園周辺が変りつつあり寂しい
・市役所も新しくなったのに会社か工場のように
 見え情けなくも感じる、税金のむだ使い？

・三角公園がせまくなり今、屋台倉のある信金駐車場まで公園として
 借りられたら嬉しいです。

289

・年寄りには、横文字の理解できない。
 住としてでも、説明が必要と思う
・無料駐車場と製糸場の「サンユーバス」は・・・
 当初、街中を散策してもらうとか云っていたと思うけど街中を歩く人が
 少なくなってしまい、商店などにはマイナスだと思う。
・意味がわからない事が多いので、本当に市民の声を聞きたいのか
　疑問に思う。もっとていねいな説明と質問にしてほしい。

290 観光客対象のまちづくりで、住民のためにはなっていない。
291 まだ、この地になじめない。
292

293 人が多くなった（観光客）
市役所北（上信線踏切北）の道路にも歩道を整備して欲しい
市役所周辺に緑の樹木を多くして欲しい

294

295
゛地域づくり゛の名のもとにプライベートが
侵害せれるような事がある。

゛人が暮らす゛゛助け合う゛ということを
理解し、上部ばかり整えても、現状は
変わらずそこに住む指揮をとる人以外は
迷惑となるような勘違いにならない
ことを望む。

人の出入りが増えたこと。
町並みがきれいになったこと。
ゴミが増えたこと。

まちづくり事業が進む中、それぞれの事業の成果が問われてきています。
町がきれいに整備されていくことはたいへんいいことだと思います。また
゛人にやさしい町づくり゛がもっと求められているような気がします。
外見だけでなく、ソフト（内面）をもっと重視していかないと
そこにくらしている人は、置いていかれてしまいます。

296
297 製糸場遺産になってから町が賑やかです。
298
299

300
県外ナンバーの車が目立つ様になった
人の往来が増えた。

301
一方通行が増えたり、観行客の往来などにより
交通が不便になった。

302
①人の通りが増えた。
②車の〃

303

304
空家が多くなり、高令化、１人暮らしが多くなっている。
商店・飲食店が大分閉店している。

305

富岡製糸場が世界遺産となり、観光客の団体さん通行に
より、車、自転車での往来には細心の注意を・・・
道路がきれいになり街並みも他県からのお客様に
誉められます。

306

商店街であった以前から１軒、２軒とｼｬｯﾀｰを下す為
寂しい通になって仕舞った反面富岡製糸場え見学に来る
人々が通行してくれてくれるので多少前より活気が
出ている状態です。

市の行政にご活躍の職員の方々ご苦労様です。市の街造りや
富岡製糸場の運営に対策を思考される事に様々な意見が多く出る
ことで市の発展に貢献出来るアンケートを充分に活用される様望みます。

307
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308
税金高すぎ。
無計画な道路工事で経済を止めすぎ。

世界遺産になる事が、以前から決まって
いたにも関わらず、具体的な街の
活性化に具体的なビジョンが今だに無く
年度ごとに市政が右住左住して振り
回されるから。

当然ながら観光客が多くなった。
空き店舗が多くなった。
デザインの違う道路が多くなった。

・インターネットが自由に利用できる街にしてほしい。
・上記を利用するにあたり、メールアドレスを登録してもらい、観光用の
メルマガやブログなどで再度訪れたくなるような情報発信をしてもらいたい。
・製糸場の車の誘導員や警備員を明治の衣装にすると、話題にもなり
　楽しいと思う。
・下仁田町のように高齢で未来のない店舗に後継者をつのり育成できれば
　空店舗対策になるのではないか。
・彦根城のヒコニャンのように若年層に興味をそそるキャラを常時おいて
　話題づくりにしてもいいのではないか。既存のお富ちゃんに関わらず
　ぐんまちゃんやヘリテイジ仮面など市内外に協力をしてもらって
　ローテーションをしもも良いと思う。

309 城町通りを歩行者天国にした方が良いと思う
310 観光客により自動車での通行が不便になった。

311
富岡製糸場が世界遺産となり、観光客、見知らぬ方の
往来が増えた。

312
町の中心部でありながら高令者にとって買物難であること。
近所付き合がない、（人が減少しているので）

高令なので
人口の減少で区が心配
若者がふえてほしい。

313

世界遺産がある町にふさわしくないみやげもの店が
多くなった。
又、これらの店の呼び込みが他の人の
迷惑になっている。

314 地域で事業をしているが、人の流れが悪い
生糸場の世界遺産になってから市営駐車場から
生糸場の間だけ人が多い。バスツアーも多く立ちよる
ことは少ない。

315 一方通行になってから不便 世界遺産になってから常連客が来なくなった

316
317

318 うるさい、交通が不便。
一方通行が増えて、観行客が増えたので
車で出ずらくなった。

319
商店街の店舗数が減った。
ポケットパークが出来た。
道路補装面<ＩＲＢ>

市民アンケート（２９年１２月）
・行政に期待すること・
①富岡製糸場を核とした（町づくり・街創り）
・民間公共施設（バッファゾーンのリノベーション）建設推進
　特区をつくる（民泊・ゲストハウス・地産米でどぶろく・地産農作物ｅｔｃ.）
・公共交通システム（完全自動運転車）の運用
・インバウンド（外国人観光客）取り組みの仕組みつくり
・ポケットパークの利用方法・路地の開発？
②安心・安全な地域維持
・反社会的勢力の完全排除・防犯灯、防犯カメラの設置増加
・空き家対策・繁華街の騒音（カラオケ・酔っ払い）対策
③人口増加（特に若年層）
・若い女性の増加・２０歳台の定着化・高齢者の医療費削減策
・市内出身学生の帰郷定着化の方策・外国人就労者の勧誘
・面白いこと（祭り）、魅力的な人物を集める（人が人を呼ぶ）
④幼少期からの英語教育
・３０名教室で英語教育（文法ではなくヒアリングを重視し会話が出来る
　レベルに授業中は、英語のみで会話）
・外国人世帯との交流密度を深める（サークル活動）

320 公口、集会所<交流館>等がふえた。
321 町中アンケートはもっと早くしてくればよかった。
322

323
住でる地域が若い人が少なくなってきている事
片倉製紙がにぎやかになった事。

324

325
地域の高齢化が進んで子供の声がない。
世代交代が出来ない・・・。
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326 高齢化により過疎化です。 長く住んでいるので行く所なし。
３年前に比べると人の流れは半減です。
まったくの不景気です。

327

328
道路が整備されてきれいになった。
市民以外の観光客が通る様になった。

329
330

331
道路がきれいになった
観光客が増えた

332
・観光客の増加。
・商店や住宅（新規店舗、駐車場の増加）

333

334
市、県外からの人や車が増え戸惑いも感じるが通りに
活気も出来、整備が徐々に進んでいるので今后に期待。

観光でのまちづくり、まちおこしの為には、富岡製糸場の他に大きな目玉が
必要ではないかと思います。昭和初期まで有った、゛神田の吊り橋゛の復活
高速インター近くより、仲町、宮本町をつなぐ日本一の吊り橋は
どうでしょうか。又、人口減に歯止めをかける為に企業誘致に力を
入れてほしい小さなＩＴ企業でとＰ.Ｒの為には良いと思います。

335 道路が一方通行で不便
騒騒しいので、もう少し静かな所で
暮らしてみたいです。

道路がきれいになりました。

336 歩道を平らにしてほしい、自転車や車イスで通るのにひと苦労しています。

337
観光客がゆっくり休息出来るトイレ付無料休憩所（冬暖かく、夏涼しい）
があったら良いと思う。

338 都会的で無い
買物にも不便
アカぬけた商店が一つもなし

・一年・二年間大ぜいの人達が驚く程来ました
・急の生活での変化で住みずらくなった
・以前のように落付いて生活ができない
・年々静かに変化して行くことになれば大変

製糸場世界遺産から３年目一般の方が言われる様に３年目は見学者の
人数が変化してくると言われ少くなって来た事は確かに感じます
このアンケートも少し遅い様に思う。現在が市庁舎の囲いを力を入れて
工事が進んでいますが市役所が新しく大金をかけても目立ってすばらしい
建築物とは思えずそこを中心に廻りを変えても変りばえがしないのでは
新築した建物とは思えず残念、市役所らしくない。城町通りはなぜか出店
しても一つなくなり又一つと淋しく感じ３年前の様に市の方で力をそそが
ないと無くなってしまうのではなかろうか心配当時の用に意気込みが
なくなってきている様に見えるこの先新しい感確で振り返りながら進んで
良き通りになったと思えるよう良い知恵を持っている方々が出てこない
ものでしょうか、機待してます

339

・やや人通りが多くなった
・通りに花がかざられる様になった
・公園らしき物が出来た
・道路がよくなった

340

341
街に活気が無い
欲しい物が手に入らない（故にネット利用になる）

このアンケート、市政報告会、費用はどこから支出？
○○のためでしょう。皆言っています。みえみえ・・・

342

343

色々な食品を売っているお店が少くなって不便です。
スーパー、コンビニがほしいなあと思います。
車に乗れないから、遠くまで行けない。
今はＣＯＯＰｄｅｌｉを利用しています。

老人世帯が増し、空き家も増加している様です
小さなお店でも、ちょっと寄って食事、お茶等、楽しめる場所を考えてほし
い。

344

・製糸場が世界遺産になってから観光客が増え一時は
　車で乗り出すのも大変だったが今は幸か不幸か年々
　お客さんが少なくなり支障ない。
・防犯カメラの増設をお願いしたい

市庁舎が完成真近かですが見学した所、天井が低かったり全体的景観も
大変残念な出来ばえで・・・・

345

346 観光客がいやだ！ うるさくなった、車の交通量が多くなった。
これ以上税金のムダ使いはやめて欲しい。
富岡市がなにをしたいのか方向性が解らない。
観光客より住民の事を考えて欲しい。
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347

大有りです製糸工場が世界遺産に成ったことから大変な
変化が起こった事です以前静かだった前通りもにぎやか
な
大勢の人達が見学に来る様になり道路もきれいになり広
くなった様な気がします（なぜか？）側溝の部分が道路に
化した様です向かって左側の側溝は個人の土地の１部で
あったと聞いて居りますこの溝に雨が降っても水が
流れません、しみ込む用に出来ているとはいえ何の水で
も
流れて欲しいです道路が広くなり過ぎの点も
あるようですがもう少し立派な商店が出てほしいです
（両側商店が並んでほしいです）
（魅力のある店は非常に少なく市の観光課に力を
注いでほしいです）

遺産に成立した時は城町通りも道路、家商店などに力をそそぎ市が
力をプラスして通りをにぎやかにと云うことでしたそれらしい場所は何軒か
出来ましたが三年も過ぎると消えてしまった。
家も出はじめている様に最初の頃のように活気が無くなって来ている
感じがします。製糸場の正門より通りの半分までの旧１２軒長屋と云われ
ている所も現在は８軒しかなくその二分の一つまり４軒しか商店が出来て
いない、屋根は1つの建物として市が瓦をふきかえてもきれいな長屋ではな
し
信州屋の駐車場も休憩の場所（家屋なし）、じゃまな気がします商店が
切れてしまいます北側は商店街らしくなし広い所を直すよりメイン通りは
城町通りですから最初の用に市役所が力をそそいで今もやって頂かないと
世界遺産が可愛想です中心地が淋しすぎます家並にしてもこれ以上美しい
楽しい通りになりませんでしょうか大きくガラット建物から変化させたらと
思います行政がやらないと変化しませんね。
市役所の件ですが第一印象として新しく建て替えられたのですから
シンボルの存在感がある建物にしてほしかったです高崎市役所
県庁の様に私の意見は残念です。

348
人通りもすくなかった町が世界遺産のある町になり町が
にぎわいあること商店も増え以前とはちがい明るい町に
なりました。

私はすこし変だなァと思っている事が有ります
町仲観光バスです。どうして製糸場の門まで乗せて行くのですか、せめて
今ある商工会議所位でいいのでは、そして町の中を歩いてもらいたい町も
うるおうのではないでしょうか。お年寄りも多いのもわかりますがちがう考え
もあるのでは、たとえば車イスを増やす見学のあとも同じです。製糸場の門
でまっていて乗せて行くのはなんかおかしいと思います。

349
道路がきれいになった。
商店が閉ってくのは家賃が高いせいでしょう。
せっかくお金をかけて出たのにもったいないと思う

350
351
352
353 道路が大変混雑して大変目感している 旧住宅を保存する事を守って求しい
354
355 若い方が少ない
356

357
富岡製糸場が出来てから通りがはげしく県外の車が
せまい所に入ってくる。子供たちの身がキケン

358

359 特にありません

色んな世代の人たちに興味を持ってもらえる様なイベントやまちづくりを
増やしていってほしい。
また、観光客だけではなく市内に住んでいる人たちも集まれる、定期的に
出かけたくなるまちを目指してほしい。
住人が自分たちのまちを好きになればアピール力も高まり、他地域からの
観光も増えるのではないかと思う。

360

富岡製糸場が世界遺産になり観光客で賑わい活気が
あるのは良い事ですが、高齢者が多く・・・空き家が
あちこちに・・・あき地になりさびしい事が・・・
変わったと思う点です。
富岡市内に観光客の泊れるホテルがあればもっと
うるおうと思います。

361 町が活性化されてきたと思う。
362

363
大雪で困った年もあったが、特に災害等で困る事も無いし
事件もなく平穏な町だと思う。

若い人や、子供が少なくなった事
いろいろな行政改革もいいと思うが、その為市民の税金が高くなっていくの
でわ？不安
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364
富岡の駅のまわりの飲食店が製糸場バスのかんけいで
売上が下がっているので、もっとお客さんを歩ってまちの
中を見てもらいたい

昼間の製糸所へ来る人が夕方５時にみんな帰るので、もっと市が
（イルミネンション）を作って２２時ごろまで明るく町の仲にして下さい

365

366
住んでいる地域が商店が多くなった
人通りも多い
車の一方通行で不便をしている。

367

富岡製糸場が世界遺産になってから
幼い頃から見てきた通りがきれいになり、様々なお店がで
き活気がでてきたと思う。しかし、まだ世界遺産を抱えこ
んだ町としたら、消極的な雰囲気のように思える。道をは
さむ家と家の空間をもっと上手に使い、「○○○通りを歩
いている」といった印象を持っていただけるようにしたらど
うだろうか。

ふるさとが美しくにぎやかになっていくことは、とてもうれしいです。
子どもの頃毎日見ていたあたり前の風景の中の富岡製糸工場が世界遺産
になったなんて、今は亡き両親に伝えたいです。
富岡はとても良いところです。県外遠くから、他国から来られた方々に
心満たしてもどっていただけるよう何かできたらなと思います。
いつの日か←１～２年後、まちづくり事業ＮＯ1～ＮＯ21の中のどれか
使わせていただける支援を受けて、魅力ある富岡の町づくりに参加
できたらいいなと思っています。
姉弟ともふるさとである富岡が大好きです。一度ふるさとを離れてみて、
改めて平和な富岡を再確認するばかりです。

368
369
370 色んな都市に住んでみたい。
371 観光客の増加
372
373

374
食料品の店舗が少ない
夜カラオケがうるさい

製糸場のおかげで多少活性化された事は喜ばしい事だと
思います。

375
この地域は外来者に対して閉鎖的で人の
悪口ばかり言っている。

観光事業（富岡製糸場）には住みたい。

開設以来観光客様の減少にて人道りが少なくなり
※おもてなしの心をもっとたくさんの人達に
していただけたら良いのに！
（事業をしている人も一般の町民も賛同
していただけるように）

376
377

378
・自分達の車のおきばに困る。
・町の中のごみ問題（出店の人の）
・人のモラルの低下

税金が高い。

・富岡製糸が世界遺産になったころから、夜の町が非常
に
  静かになった。
・辞めていく店も多い。

・富岡市職員の方は、富岡市に住み（家の新築など）、富岡市に住所を
  おく事がゼッタイ条件ではないでしょうか？
  また、職員採用は、富岡市民を採用してもらいたい。
・市が日本酒バーなどをやる事に疑問を覚える。

379

人が少なくなりました。特に夜。飲み屋街に人が歩いて
ないですね。夜のお店をやっている方はとても大変だと
思います。税金も上がっているというのに・・・
生活が苦しくなる。

380
381 観光客で以前よりにぎやかになった

382
くれのさ中にこのようなアンケートくだらない
観光客ゆう先で地本なにも考えてない

383
384
385 近隣の付き合いがうるさい。 他に静かな所があれば。 世界遺産登録後街の通りがうるさい。
386

387
何もない通りだったのが製糸場のおかげで人通りもふえ、
お店も出来て（お土産やさんだけど）活気づいて来た様な
感が少し出て来ました。

388
389
390 もっと城町を、町なみを良くしたいと思っている。
391 製糸場の観光客が、激減してきている。
392
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393
事業しているから・・・・
生活地は別にあるため。

町は製糸場でにぎやかになったが、自宅付近は、全々
変わらない（人通り）これからも変わらないだろう。

まち作り〃と云うけど、実際に動いているのは近辺（製糸場）の人たち・・・
営利的に働いている方たちの為みたい。
世界遺産としては、りっぱな事ではあるが、早３年して、かんこう客の
減少・・・・それなのに今になり、そしてこれからも町づくりに、予算をかける
もっと別の視点で考え直した方が良いのでは？私は、製糸場に対しての
発展は無いと思う

394 人口が減少して来た。
395 観光者向けの店が増えた
396 商店が増え、人通りと多くなり雰囲気が変った。
397

398
道が狭い。観光客で歩きにくいので遠い所まで行き用事を
済ませる事も

観光客を優先し地元の人が
お座なりにされている。

399

市の將来を考えてバランスよく予算を考えて戴きたい
観光に力が入りすぎて、狭い道路に誘導の人が立っていて迷惑するので
指導して戴きたい
下水道の整っている処は浄化槽の人にも協力して貰って1本化する様
お願いします（不衛生の時もあるので）

400 道が狭く、製糸場関連の交通規制があり通行しずらい。
・交通規制があり通行しずらくなった。
・観光向きの店舗は増えたがそれまで商売を行っていた
　店舗が減り少し寂しい感じもする。

観光者向けの事業も大事ですが、そこに住む人達のくらしやすさなどを
一緒に考えてもらいたい。
例えば、交通規制を設けるのならそれに対する迂回路の整備など
（道が狭いところなど）

401
402 空家の増加
403

404
富岡製糸場の北側道路の昼間の一方通行をやめて
もらいたい。城町に住む者として大変不便だ。

405

406

小学生の減少
街路灯・防犯灯・防犯カメラの設置等
道路整備がなされた。世界遺産登録3年経過し
観光客の増減。(しかし町内住民及び出店者のおもてなし
の心は変わらないと思います)

高齢者が多くなって来ています。より一層安全安心の街づくりの啓発を
希望します。

407

408
道幅がせまい。
対面しづらい(車が)
他の地域とくらべて補助が少ない。

環境整備が整ってない。
子どもの遊ばせる所がない。
(特に遊具がない)

世界遺産になった市なのに、観光客の配慮だけで
地元住民への配慮が感じられない。

・花と緑によるまちづくりを実施しているのに、どうして桜の木を
　切っているのか分からない。

・町中の空き地の設備なりの意図が分からない。

・住民無視のまちづくり

・公園は無くなり遊具も少ない、子育てしずらい。
　休日になると車の量も増え県外ナンバーは道に迷っており
　子どもだけで外で遊ばせられない。

409
観光で来る人のためではなく、住民のためになる事をして下さい。
観光客は一時のものです。

410
観光客が増えた。→車の通行が不便になった。
お店が増えた。

411
新しいお店が出来たかと思うとすぐなくなっていて
移り変わりが激しい。
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412

①最近、観行客が最近減少している。
②小さな公園(広場)が増え、花等が飾られるように
　 なって良かった。
③道路がきれいになった。
④車が増え、交通ルールを守るようになったが
　 女性の運転手は、まだルール無視の人が多い。

①新庁舎のヒビ破れについて
　 市役所を新築したが、デザインを重視するあまりに安全面での
　 配慮が欠けている。具体的には西側の壁が大きくヒビ破れ、これから
　 寒くなってヒビ破れした部分に水が入り、これが凍結すればあの大きな
　 壁は崩れ落ちる可能性が大である。
　 非常に危険であり、早急に根本的な対策が必要である。

②城町通りの電柱の地中化ついて
　 かつて訪れたイタリアのヴエンスやローマをはじめ、パリやロンドン等の
   観光地には電柱は無く、全て地下又は壁に設置されていました。
　 城町通りは道巾が狭く地下に埋めるのは無理とのことであるが
　 現代の土木技術をもってすれば工事は可能と思います。
　 防災対策の面からも至急に電線の地中化を推進すべきと考える。

追伸

　 市役所のホームページに掲載されている統計状報の更新が
　 毎年9月で、他の市町村に比べて遅く、前年度数値が半年以上
　 経過後の発表では遅くて役に立たない。
　 他の市並みに情報発信に努力すべきである。
　 (小中学生が夏休みの自由研究に富岡市の情報を使おうとしても
　　9月更新では資料として使えないのが実情である。)

413 観光客が増えた。 特になし。

414
表通り(城町どおり)は商店と多くなり
よい方向へ変っていると思うが
北の夜の街はさびしくなって来た気がする。

415
税金が高い(都市計画税に対し地域の恩恵なし。)
買い物に不便。

・道路が一通になり動きずらい。
・世界遺産になりゴミのポイ捨てがある。
・1日にら塚製糸の調査(解体等)でうるさく
　作業(活用方法)が不明確である。

意見はたくさんありますが今まで繁栄していません。
意見が一方通行です。

416
417
418
419

420

1・人が多く一方通行などにより、行動が制限され
　 不自由を感じる。
2・騒がしくうるさい。アナウンス・店のかんゆうなど。
3・行事やイベントの日程をまわりの住人に知らされない。
4・都市計画税を取られているが
   めいわくをかけられているのだから減税。

うるさい。
一方通行
騒音
無け画な公口整備

421
422
423
424 住民が少なくなった。室屋が多い。

425

メイン通り、や駅などにスピーカーを設置し、ジャズや(時間を決めて)
お正月、クリスマスに合った音楽を流したら、活気が出てくると思います。
又、クリスマスの時期などは、駅の植木に、イルミネーションを点灯
したら素敵になると思います。

426
まちなかは、狭い道路が多いが、信号もない抜け道としてスピードを出す
車が多いため、車のスピードが出しにくい道路の整備(ハンプの設置など)
など、住民の安全面にも重点を置いた検討をお願いしたい。

427 車の通行が多くなり、自分の車の出入りが大変になった。

製糸場周辺、宮本町等の道路はきれいになった反面仲町(北)通りは
車の通行も多くなり、特に十字路周辺は亀甲模様に割れ目が入り
歩く時はつまづく様になっている所もあります。
宮本町程、広々キレイにしなくても、何とか平らにして
割れ目から小石や砂が出ない様にしてほしいです。

428

429
固人商店の数が減少して
郊外型に移行しており、将来的には、日常生活が不便
になるのではないかと懸念される。

歩行者の動線に花や緑の沿道づくりは良いと思いますが、住人
の高齢化を考えると、樹木ではなく、手入れの楽な鉢植えの花で
四季の変化をつけるのがいいのではないでしょうか。

430
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431
駅及び市役所のデザインがひどい。
赤レンガの富岡製糸場と同じにすべきだった。
製糸場に通じる道路のデザインも同様。

432
・古い家の空き家が多くなった。
・空き地の利用が少ないような気がする。

433

観光客は増えたが、それに頼らず、住民の有志が
自らも楽しみながら、富岡を盛り上げようと、活発に活動
している姿が、目立つようになった。
とても喜ばしいことであり、ぜひ、これからも良きリーダー
がまとめ役となって、住民を引っぱって行ってほしいと
願っています。

Uターンして、富岡付近で働きたいけど「仕事がないから戻って来られない」
という話は、よく耳にします。
製糸場に注目が集まり、予算もたくさんかけているようですが、住民の
願いは、また別の所にあることも事実です。
若者の雇用を生み出す奴力を最大限していただきたいと思います。
若者が、増えることが市全体が活気にあふれることになるでしょう。

434

古い(居住無)の建物の取壊が進んだ。
道路がよくなった。
観光客が増加した。
土産販売店が出来た。

（上信電鉄・上州富岡駅・市庁舎）の建替えは失敗だと思います。
古い建物の方がよかった。

435
436
437 1.アオキのスーパーが出来て便利になりました。
438 野良猫が多くなりました。
439
440
441 商店が少ない。 個人商店が少なくなった。
442 観光客が増えて、にぎやかになった事。
443

444
買いものするのにお店が少ない。
子供を連れて遊ぶ所が少ない。
高崎や前橋に出ていきにくい。

もう少し便利な所に住みたい。
電車を使うとしても高いため、今後子供が
高校で他の所へ通うとしても大変そう。

一時、観光客がものすごく増えたが、最近はまた
減ってきた気がする。
建物が新しく建てかえられたりして、古いものだけでなく
きれいな街並になってきた。

445

446
観光客が増えた。
高齢化で独身家庭が増えた。
地域で活力がなくなってきている。

公共施設や道路などインフラについては、老朽化に伴い
同時期に大量の更新時期を迎え、大きな財政負担に直面し、今後は
高齢化や人口減少などとあいまって、ますます財政状況は
厳しくなると思う。何かをやると今の現象だけを捉え反対意見も出るが
30～50年後を見据え未来の富岡市民に富岡市を残して、もらいたい。

447

・製糸場への車の出入りが増えた。従って、歩く人の
　道幅が狭く感じ、特に高齢者、子供への安全性に充分
　気をつける事が大切！！と思うが良くある。
・ポイ捨て「ゴミ」等への、マナーに欠けている人が
　多いので(タバコ、ティッシュ、菓子類空箱)等
　”クズ入れ”を置くことも良いと思う。

448

観光バスが多く来る様になり
街がにぎやかになった。
自家用車での世界遺産見学者も多く
城町通りなど見違える様になった。

449
仲町交流館が整備されて、仲町が明るくなった。
夕方になると感じます。

450 夜2時過ぎうるさい新聞屋。 近所周りの家が無くなって空き地が多くなった。
451 隣り組の関係が、うすくなった。
452
453 空き家が目立つようになった。
454 歩いている人。車が増えた。

455
若い人がどんどんいなくなっている
気がするから。

外観の計画だけが目立ってしまいますが
富岡製糸場から離れた事にも力を入れて欲しい。
小児医療や教育等にも手を入れて欲しい。

456
457
458
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459
道路が良くなる。歩道も良くなると思ったがつかいずらい。
道路と少道になるげでがっかりした。

富岡市は住民に道路などの意見などの会議などをしたが、住民が
こおしてくれといっても県で決まっているといってなおすきがない。
住民より観光客を優先する計画で地元の人より東京の大学の先生の
計画した方を優先し、地元の人の意見は聞くきがない。
いないが地元の人は24時間365日以上いるので地元優先に考えてほしい。
富岡市の計画は富岡製糸ばっかりでほかの観光にも力をいれてほしい。

460

461

低速車両通行
観行客のみでなく市民ものれるのかな？
どこで乗ってどこでおりるかこまかい事がわからない。
路面整備、夜中車が通るとガタンガタンと地ひびきがして目がさめる。

462
通行人が少なくなった。
道路がいたんで来た。

市会議員の人数を少なくする。
市会議員の給料の削減。
役所の職員の人数を減らす。

463
製糸場見学者が増え、それにともない新店舗も増えた。
見学者と町中ですれちがうことが増えた。

464

465
世界遺産になり、観光バス・他県の車など交通量が
多くなったが、歩道を広げたので車道が狭くなり
利便性が悪くなった。

466
467

468

道路整備のお陰で車道がせまく、補道が広すぎる。
車が止められなく(車が止めづらく)生活がしずらくなった。
市民の為の道路整備でない。
住民の生活やすさを第一に考えてほしい。

①番をえらんだが生まれ育った
場所だし、他に行く場所は
考えられない。

富岡製糸場が世界遺産になり見学者も多くなったが
自分の生活には変りないが観光客の歩行や
(道路の真ん中を歩いたり)車のマナーが悪く危ない。
(一時停止しない)
街の所々がきれいに整備されて良く(明るく)なったことは
事実です。

469
商店が閉店になってしまった後、新たに入居
される方々がおらず、シャッターが閉ったままなのは
さみしい事だと思います。

470 観光客がふえた。
471
472
473

474
人や車の通る数が少なくなった。
車が止められなくなり、住みずらくなる。

475
仲町通りの車の車はばは今少し広くした方が
良いと思う。歩道は今少しせまくも良いと思う。

476

477
254号線のしののめ信用金庫通りの街灯の色かオレンジで
車の運転をしていると、目が痛くなる。歩行者もわかりずらい。

478 空き家になった家が壊され、空き家が増えた。
479
480
481
482
483
484
485

486

地区の住民(特に老人)の集まる場所が無くなってしまい
子供・若い人・老人達の集いの場所が無い。
生き場づくり・・・と言う事ではあるが基本となる場所が
無いと言うのは・・・どうかと思う。

「現在は」
富岡製糸場にばかり、現在市では力を入れているように思われます。
もっと市民に、より「こうしてもらいたい」と言う意見も市長みずから
考えてもらいたい。
いろいろなところで希望(願い)がある様ですよ。
もっと市民に目を向けて頑張ってもらいたいと思います。
岩井市長はこれが出来る人だと思いますので。

487
都内に行く事が多いため
交通の便が悪い。
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488

①世界遺産でない川越に人が集まる理由。
②逆に石見銀山のように世界遺産であるにもかかわらず
　 集客力の低下を招いている地。
①・②等を分析する必要有り。

489

490
仲町通りの車道は大分狭くなり大バスが仲町通りに入って来る
(守谷歯科前)のにとても大変らしい。歩道が広すぎる。

491

492

富岡製糸場の世界遺産登録により大勢の観光客が
来富しましたが、その割に市内が潤っているようには
思えません。
これから先を心配する声も聞かれます。

493
・観光客の増加により、街中に地元の人が
　寄りにくくなった。
・富岡の古い商店等の閉店。

・活性化等の企画については、早い段階で関係者(市民)に
　相談して欲しい。
・年度が変わると、前年度に始めた事業等が急に動かなくなる。
　継続性を考えて欲しい。
・観光客の中でも、団体は街にお金を落としてくれないので、
　個人客の誘客もすすめて欲しい。

494
観光客が増えた。
飲食店で市外の人と思える人が増えた。

川場村の田園プラザ川場のような、大きな道の駅が
出来れば、町の活性化にも繋がると思う。
安く野菜も買え、食事も出来る様な場所
「道の駅甘楽」をもう少し大きくした感じ。

495 観光客の数が増えた。
496
497

498 製糸場関係で、町がにぎやかになった。

郵便局前の通りが、工事をしているが・・・
現状を見て、歩道がきちんと整備されるのかな、という不安があります。
せっか工事をしているので、早くきれいな道に
なって欲しいと思います。

499
500

501
助成金を出す項目が多いようですが、市県民税が高くなるのでは
ないですか？
住みにくい町になるのではないか心配です。

502 家の前の道路を他県ナンバーの車が通るようになった。
503
504 道路巾にたいして車、大型の車が大きい。 道巾のせまい割には、車制限してほしい。 車代数。
505
506
507 なし。
508
509

510
富岡製糸場、市役所、等に税金をかけすぎている
と思います。
もっと、子供・老人にお金を使ってもらいたい。

富岡製糸場とかに税金をかけすぎている
為、市民税が、高い。これから、今は、
健康保険も会社ですが、市民になると
すごく高いと聞いています。

市役所等、建設に税金をかけていると思います。

511
512

513
・製糸場付近の商店(地元っぽくない)。
・七夕祭り。

514

東高校通りは何も変っていません。
小さな子供がいるからか分りませんが朝早くから
路上駐車を長時間続けている人がいますので
とても迷惑です。2～3年前から現在まで。

515

高齢者が多くなった。
小学生はほとんどいない。
高齢者が集い、ゆっくり話し合えてる所がほしいです。
いきいきサロンがなくなって考へて下さい。
現在個人の家を借りてお茶など！？をしていますが
きのどくでゆっくり出来ません。
私は一人暮しですので皆さんとおしゃべりする事が
とても楽しいです。
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516
街中が整備されてきれいになってきたと思いますが
必要がないと思われる場所もあると思います。
製糸場関係で人が多く行き交うようになりました。

大切な税金を有意義に使っていただきたいです。

517
現在のところはB・K近いし局が近いし店も近い。
廻りか近いので嫁いだ娘もここがいいと言っています。

仲町道がせまくなり、少し止められないのが不便。
市はお金があるのですか、軽の車が何台もあり、ありすぎると思います。
いきいきたいそう。公民館でも、保健所でも。　
いいかげんでごめんなさい！！

518 以前より店舗が少なくなった。

あまり町の中をゆっくり歩いてみていないのでハッキリとは分りませんが
住民はもちろんそうですが、他から来てくれた人達も気持良い
印象を残して(又来たいとは少々無理かも知れませんが)くれたら
良いなあーと思います。(年寄りの一言)

519 観光客が増えた。
520 一年未満なので特にわかりません。 　
521
522
523
524


