
添付資料

地域の課題

活用計画提案募集範囲

富岡倉庫オープンハウスの結果について

目次



添付資料

地域の課題

活用計画提案募集範囲

富岡倉庫オープンハウスの結果について



①不動産 

 

 

②人口減少 
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［背景］地域の課題 

（遊休不動産、地価下落） 



2003年 2008年 2013年 

空き家数（戸） 2,050 2,780 3,280

空き家率（％） 11.6% 13.4% 16.4%
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［課題①］不動産の課題（富岡市） 総務省 統
計局 住宅
土地統計調
査 

（データ元：総務省 統計局 住宅土地統計調査） 

◆空き家数と空き家率 ＝増加傾向 

17,630 20,820 19,960 住宅総数（戸） 
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［課題①］不動産の課題（富岡市） 

（データ元：国税庁） 

◆地価（2006年） 

富岡製糸場 
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［課題①］不動産の課題（富岡市） 

◆地価（2015年） 

（データ元：国税庁） 

１０年で３５％下落 

市役所 

富岡製糸場 
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［課題①］不動産の課題 

遊休不動産（空き家等）
の増加 
↓ 

「地域で稼ぐチャンス」 

のロス（経済損失） 

↓ 

地域経済の縮小 

↓ 

個人の所得や 

資産の減少 

地価の下落 

↓ 

固定資産税収の減少 



①不動産 

 

 

②人口減少 

6 

［背景］地域の課題 
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［課題②］人口減少の課題（富岡市） 
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富岡市の人口推移と将来人口の推計 

年少人口 生産年齢人口 老年人口 データ元：富岡市・国立社会保障・人口問題研究所 
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［課題②］人口減少の課題（富岡市） 

9 
（データ元：国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口・世帯数 」調査） 

生
産
年
齢
人
口 



500 1,500 2,500

5001,5002,500

0～4歳 

10～14歳 

20～24歳 

30～34歳 

40～44歳 

50～54歳 

60～64歳 

70～74歳 

80～84歳 

90歳以上 

2015年男性 2015年女性 

［課題②］人口減少の課題（富岡市） 

（データ元：国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口・世帯数 」調査） 
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［課題②］人口減少の課題（富岡市） 
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（データ元：国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口・世帯数 」調査） 

生
産
年
齢
人
口 



500 1,500 2,500

5001,5002,500

0～4歳 

10～14歳 

20～24歳 

30～34歳 

40～44歳 

50～54歳 

60～64歳 

70～74歳 

80～84歳 

90歳以上 

2025年男性 2025年女性 

［課題②］人口減少の課題（富岡市） 

12 
（データ元：国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口・世帯数 」調査） 
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［課題②］人口減少の課題（富岡市） 

13 
（データ元：国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口・世帯数 」調査） 
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［課題②］人口減少の課題（富岡市） 

14 
（データ元：国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口・世帯数 」調査） 
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［課題②］人口減少の課題（富岡市） 
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富岡倉庫オープンハウスの結果について 

 オープンハウス実施期間：平成29年1月17日（火）、１月23日（月）から29日（日）まで 計８日間 

 来場者の延べ人数：1,294人 

 提出されたアンケート数：965件 

日付 性別 年齢 住まい １号倉庫 ２号倉庫 ３号倉庫 乾燥場 全体 

17日 男性 70代～ 市内       現在まで第１級のまま保存したことにおどろきの一言   

17日 男性 60代 市内 

・あい愛プラザの広場と一体化する（へいとりこわす） 

・レンガを表面に出して活用する 

大谷石の特性を生かして建物（市内には少ない石材建物）のＰＲを行う 白かべ（しっくい）と木（斜め）を生かして欲しい 

・とりこわした方が良い 

・弱い躯体？ 

・市内外にほこれる活用にして欲しい。 

・市民も活用できる内容にして欲しい。 

・横浜のレンガ倉庫のような活用を！ 

17日 男性 70代～ 市内 

・活用に条件はすべて可 

・２Ｆ展示物によってどうか 

・下屋について部分的に残す 

・扉など良い 

外装を生かしては 

メンテナンス要 

使用するには暗く、利用は少ない 一定の手入れをして公開して展示 

・立ち位置からも建物現況としても良好に感じる 

・他の建物とつり合いの取れることを望みます 

17日 男性 40代 市内 

2号、3号間に出入口があるので、新しくブロックをくずし、

出入口を作るのは反対 

2Ｆの市民の交流の場があるが、地元の人々 が使用できるホールな

どがあると良い 

17日 男性 60代 市内 展示室etc レストラン 売店etc カフェ   

17日 無回答 60代 無回答 

・レストラン 

・カフェ 

・売店 

資料館 ？ 資料館 協力します 

17日 男性 70代～ 市内         

・耐震計画→費用 

・観光客減少といわれるときに耐震補強費、維持費、改装費（店、

レストラン）を掛けて採算がとれるか非常に不安である。つけ

は5年、10年後に？ 

・観光バス等で富岡製糸場関連施設見学に要する時間とのかね

あいで、こちらまで廻ってくれるのか？ 

悪い意見ですみません 

17日 男性 60代 市内         とても良いと思います 

17日 男性 70代～ 市内 駅方面への通り抜けのために一部取壊しは反対です。       基本的にはこの案に賛成です。 

17日 男性 60代 市内 良いと思う 良いと思う 良いと思う 安全に見学出来るようお願いします 富岡の魅力を十分に出せるよう検討してもらいたい 

17日 男性 70代～ 市内   市役所内に飲食店がないから、レストラン内は軽食・定食も出来る様に     遺産センター内は模型等で展示を多くして楽しめる様に 

17日 無回答 70代～ 市内 

2階 

レンガ作り 

天井が高いので中が広いのでキッサ等 

2階 

トタン張り 

イベントに使用     

17日 女性 60代 市内 

1Fレンガ 

2F 

おしゃれなカフェ いこいの場所として 

2F トタン 

地元の名産品、販売 

直売所 

糸とり・織物の体験、見学   
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17日 女性 60代 市内 レンガがきれいなので、いこいの場になればいいな 土産物店や野菜の販売 体験場     

17日 無回答 無回答 無回答 

煉瓦の造りもしっかりしていて、外観よりもきれいで、材木も

すばらしい 

大谷石の外観で二階は蔵の中に入ったようで、外温とはちがい温暖の差

がないようだ 

小学校の校舎を移転した旨ききました。ここだけはしっくいか

べが傷んでいてもったいない 

板のかべ落ちが痛々 しい 

かべなどが傷んでいるが、とても貴重な機会と思われる 

是非補修してほしい 

とてもすばらしい計画と思う 

富岡では民間の建物としては製糸場につぐものと思う 

17日 男性 70代～ 市内 レンガ壁を生かし、歴史的展示会場 天井もきれいで喫茶店向き ギャラリー   

現建造物を観光に使用出来れば、富岡駅・市役所周辺が良くな

ると思います 

17日 男性 70代～ 市内 

2階への安全確保 

1階及び2階の空間は大変良く、活用させてもらいたい 

1号・2号とも保存状態が良好で、いろいろな催し物会場に期待できま

すね 

2階の小屋組は見たことの無い構造、必見 

建物の老朽化はいなめないが、中の機会、特に乾燥機はスゴイ 

年代もののボイラーも必見 

富岡の歴史を基に補強対策、集客方法を希望します 

とても良い施設と思いました 

ありがとうございました！！ 

17日 男性 60代 市内         計画どおり進めて下さい 

17日 無回答 60代 無回答 カプセルホテル コンニャクレストラン 富岡製糸場へ移転しては   

ブックカフェとVRシアターで客の時間が係ることで、建物の

「価値」を見せるのか。イベント広場なのか。わからない 

17日 男性 70代～ 市内         

現存の建築物を出来るだけ残したまま改装を希望します。 

計画案について適切と思います。 

1号・2号・3号館の再利用についてよい案と思います。 

「東側通り抜け」については、既存建物を出来るだけ失わない

ようにしたいと思います。 

17日 男性 60代 市内 現況通り手を加えず保存願いたい     見てふれて体験出来るエリアとして検討していただきたい 

・おおむね良いのでは 

・要望事項 

 敷地内の排水・雨水対策を検討願いたい 

 衛生害虫（蚊・コウモリ）対策 

・ひかり児童公園と一体となった計画を進めていただきたい 

17日 男性 50代 無回答         

・全体的にすばらしい計画ですので、早め早めの対応をお願い

したいと思います。 

・いつおとずれても、にぎわいのある空間にしていただき、飲

食は大事ですので、特に考えていただきたいと思います。 

17日 女性 60代 市内 カフェと軽食 糸とりや織物の体験 地元の名産品販売等     

23日 男性 60代 市内         

今のままの計画ですすめてください。 

アイディアがつまったすばらしい計画だと思います。 

23日 女性 30代 県内 

広々 とした空間、造りそのものが出来上がっているものに近

く、あとはのっかるだけでなぜいたくな空間なのでなんでも出

来そうです！！個人的にはライヴがみたいです。（聞きたいデ

ス） 

広々 とした空間、造りそのものが出来上がっているものに近く、あとは

のっかるだけでなぜいたくな空間なのでなんでも出来そうです！！個

人的にはライヴがみたいです。（聞きたいデス） 

広々 とした空間、造りそのものが出来上がっているものに近

く、あとはのっかるだけでなぜいたくな空間なのでなんでも出

来そうです！！個人的にはライヴがみたいです。（聞きたいデ

ス） 

  すばらしいです。 

23日 男性 50代 市内 展示場 機械を動かす コンサートステージ 物置き 

・場所が市役所の前なのでいい 

・タクシー会社の裏の長屋よりはるかにいい 

23日 女性 50代 県外 外観に似合ったアンティークな雰囲気のカフェ兼ショップ 大谷石なので和風の何かが良いのかな？     ・広く、色々 な意見を聞き、参考にするのはとてもよいことと
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思います。 

・何度も訪れたくなる街造りをおねがいします。 

23日 男性 40代 県外 

このままのレンガ造りのレトロな雰囲気のまま公開しても充

分良いと思うが、コンサートや現代アートギャラリー展を催し

ても良いとも思います。他にはカフェも良いかと思います。 

石造りと合う写真展など、あと土地の物産のお土産屋   

・当時の機械があるのが良い。 

・中までもっと見れると良い。 

・当時の建造物を公開する試みは嬉しいし、楽しかったです。

・無料ドリンクは冷えた体においしかったです。 

23日 男性 60代 市内 美術品等の展示はどうか   絹全般の展示やまゆの実演など   建物だけでなく、中身を伴った内容の企画を希望します。 

23日 女性 70代～ 県内         

養蚕、生糸づくりの基本を学べるような展示スペースを独立し

て設けてはどうですか 

23日 女性 50代 県外 この建物のふんいきを活かしたまま この中でカフェタイムなんてすてきだと思う。   繰糸機が動く様子をみたい 

・大変よい。 

・感動した。 

・富岡市がうらやましい。 

23日 女性 70代～ 県外 イベントの活用にしては？       

・とても良いと思います 

・雪国より来ました 

23日 男性 50代 市内 来場者が入りやすい入口にしてほしいです。 外観はそのままにし、内装を明るくしてもらいたいです。 

最も道路に接しているいまの建物なので、入口を来場者が気軽

に通行出来るようにしてほしいです。 

  たいへん良い計画です。 

23日 男性 50代 県外 

・カフェ 

・アルコール 

・食事 

展示場 即売場 軽食 非常に良いと思う。 

23日 男性 20代 県内 

・映画 

・音楽 

・イベント 

  縁側広場   

・とても楽しみです。 

・地域住民の方の主体的な活動に期待。 

・若者が住みたくなる場、仕事の生まれる場所へ 

・世界遺産にたよる必要もない魅力的な場になりそうですね。

23日 女性 40代 県外 

・ビアガーデン 

・レストラン、バル（ピアノ、バイオリン） 

・外も使って 

美術館 

・マルシェ 

・カフェ 

まんがきっさ（ゆっくり座れるソファ付） 駐車場とたくさん確保して、人がたくさん集まると良いですネ

23日 女性 40代 県外           

23日 男性 70代～ 県内 小屋組が変則になっている？ 内側の土壁は大切にしたい。   

・国宝級の価値 

・製糸場にも負けない価値がある。 

・広い空間は多様性があって大切にしたい。 

・市庁舎とも一体のデザインで結びたい。（配慮する） 

・外壁の素材の色を活かして活用して下さい。 

・空調はどうなるのですか？ 

・広いスペースは再活用できるのでは？ 

・機械は価値が高いと思います。 

・市の責任で自由に変更できるようにして欲しい。（食堂、ライ

ブ、交流広場等） 

・製糸場とダブラナイようして下さい。 

23日 男性 60代 県内 美術展示 コンサートイベント     活用方法はいっぱい有ると思います 
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23日 男性 40代 県外 

・おみやげ 

・ショップ 

服のアウトレット売場 

・食事、レストラン、カフェ 

・体験型 手造りこんにゃく 

23日 男性 60代 県外         

富岡製糸場からここまでの距離がけこうあるので、上州富岡駅

を利用する人を増やすことがポイントかな 

23日 男性 60代 市内 

・食堂 

・定期的なイベント 

・映画、シアター 

・地元の人も使える施設 

・人が集まる場所 

・実現させて下さい。 

23日 女性 60代 市内 

県内・外問わず、多くの人に利用されるコンベンションセンタ

ーの様なものがあったらすてきです。 

      良かったです。 

23日 男性 60代 県外 天井が高くて、重厚である。 

・寒い 

・ギャラリー等に 

海外からのアート展示だできる   多目的に利用を 

23日 男性 40代 県外 

・一番良い感じの建物なので、VRシアターよりはレストラン・

カフェとかにした方が良い。 

・VRや展示では人は呼べないと思う。 

  そんなに魅力的な建物には思えないが…     

23日 男性 40代 市内 

内壁のレンガ造りを生かした活用が出来れば、もっと良いと思

う 

良いと思います 良いと思います 

・乾燥機が大きいため、建物が南北に分断されてしまうのではない

かと思う。 

・動態展示を外から見えるようにすれば良いと思う。 

・富岡倉庫をこのような形で活用することは賛成です。 

・良いところに目をつけたと思います。 

・富岡駅、富岡倉庫、市役所庁舎を一体としてうまく活用出来

ると良いと思います。 

23日 男性 20代 市内 

・駅⇔市役所を通り抜けることができるのは良いと思う。 

・展示等、見る部分が多いので、体験できるスペース、企画が

増えるともっと良い 

・レストランにするなら、外の風景が見えいるように窓を増やし、開放

的な空間の方がいいと思う。 

・屋根の大間口はいいと思う。 

・富岡について知ってもらえるブックカフェは良いと思う。 

・「市民向けの空間」が強いので、市外・県外向けのものを増やした

方がいいと思う。 

あくまで製糸場メインであるが、この空間を集客の一番となる

くらい力を入れていって良いと思う。 

23日 男性 30代 市内 

今の計画がよいと思います。唯一レンガ積みの倉庫なので、製

糸場にちなんだ学習の場になると製糸場での感動も増すと思

います。製糸場は文化庁のしばりもあり、おもいきった改築は

できないので、１号倉庫は製糸場ではできない 

レンガ積みではなく雰囲気も変わるので、提案のレストランや憩のスペ

ースとした方がいいと思います。レストランだと利用客の数が多いとき

はいいけど、利用客が少なくなった場合には、フードコート的におかっ

て市場で買ったお弁当や地元の人がお弁当をもってきて食べられるス

ペース利用をしてもいいのではないかと感じました。 

市場の中に市内の地域づくり協議会が出店するようなスペー

ス確保があってもいいなぁと思いました。おかって市場自体は

現状で運営されているので、このままの計画で良いと思いま

す。 

建物が古く、動態展示をする同一建物にカフェがあるのはどうでし

ょうか。また2号倉庫にレストランがあるのにさらにカフェまで

というのは多い気がします。ミニ図書館＆有料のコピースペースく

らいの方が良いのかとも思います。 

建物の活用について良いと思います。建物ごとに目的を分けて

利用者が使いやすくなっていると思います。今後は中央の通り

抜け部分を利用してのイベントだったり、集客するものをでき

る整備をしておけば、よりよいのかなと思いました。 

23日 女性 40代 市内 イベントやコンサートなど   レンタルスペースを設置して市民に活用してもらう 当時の様子が残るようにした方がよいと思います 

観光客だけでなく、市民の方も利用できるようなものが出来れ

ばいいと思います 

23日 男性 70代～ 市内           

23日 男性 50代 市内           

23日 女性 60代 県外       道の駅に たいへん良いと思います 

23日 女性 60代 県外         

イベントスペース等に利用して、沢山の人々 が集える場所に良

いのでは 

雪国札幌より来ました 

23日 無回答 60代 県外 多用のイベントに活用       いいと思います。 

23日 女性 60代 県外 こういう物を活用して公開することは良い     なつかしく子供の頃を思いだしました 良い計画だと思います。 

23日 女性 70代～ 県外         計画通りでよろしいのではないでしょうか。 
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23日 女性 30代 県外 カフェ 

・レストラン 

・バー 

・立ち飲み 

    古いたてものを活用してすばらしいと思います。 

23日 男性 60代 市内   

特に有りませんが、まちなかガイドの会の事務所が有れば良いと思いま

す。 

電動バスのガイドの事務所も 

23日 男性 20代 市内 

・世界遺産を総括する施設がのぞましい。 

・どの建物にも言えるが 

・たいへんよい雰囲気です。 

・寒さ、暑さ対策が難しいと思う。 

製糸場と相互によい影響を与えられるようにできるのがよい

と感じる。 

23日 女性 20代 市内 

構成資産の3資産の来場者はかなり減っている。その3資産

の価値を伝える場となり、よいと思う。 

昔の建物内に食事ができるのはよい。昔の雰囲気を一部残すのもオシャ

レな内観だとオススメしたくなる。 

レストランの並びに買い物ができてよい 

製糸場内で繰糸器の動態展示ができないのでよい。3/3のパネル、

“操糸器”になってましたが、ただしくは“繰”です。 

人の集まる場として、すごく素敵だと思いました。 

23日 女性 60代 県内         

みんなが集まれて食事や音楽会など楽しめる場所になれたら

いいかなと思いました。 

大変良いと思いました。これからも遺産を活用出来る様、みん

なで力を合わせて続けられたらと思います。 

23日 男性 60代 市内     コンビニの入居があれば良い   良く計画されている 

23日 男性 50代 県外 

一階：イベント、コンサート 

二階：織物等の工房 

ギャラリー 映画上映室 まゆの乾燥実演 

偶々 おかって市場のおかみさんにさそわれて来てみました。い

きなり意見を尋ねられてもとまどってしまいますが、日本だけ

でなく海外の例も参考にして、良い活用ができる様祈ります。

23日 女性 30代 市内 音楽イベント     遺産として展示、残して 

なかなか見る機会がないので、見れて良かったです。 

遺産として残しつつ、新しく子供達も一緒に楽しめる場所にな

る事を楽しみにしています。 

23日 女性 60代 無回答 センターとして 

・ギャラリー 

・レストラン 

ギャラリー そのままで   

23日 女性 40代 市内         

飲食スペースをもっと取った方が良いと思います。 

シアターはギャラリーか美術館のような常設展があっても良

いかと思いました。 

動態展示も良いですが、製糸場とかぶるので、いろんなクリエ

ーターの（群馬県内外の）セレクトshopでも良いなと思いま

した。 

23日 男性 30代 市内         すごく楽しみです。 

23日 女性 60代 市内 市民の為の広場（ミニ集会等） カフェ・軽食ができて憩いの場？ 貸出しの場（個人の作品展示）など ？ 良いアイデアと思います 

23日 女性 30代 市内         期待しています。 

23日 女性 70代～ 市内         現存の建物の活用法として、最適だと思いました。 

23日 男性 50代 市内 広いので着物ファッションショーなどのイベントスペース 製糸場にちなんでフレンチレストランやライブ会場にして欲しい 地元のみの物産の販売でアピール 再現展示して解説して欲しい 早めに活用して、街を活性化させていってください。 

23日 男性 70代～ 市内         

市内に65年住んでいますが、この見学は初めてでした。なん

とも言えません 
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23日 男性 70代～ 無回答           

23日 女性 70代～ 市内         

初めて入って見ました。想像以上立派の保存でびっくりしまし

た。完成を楽しみにしています。 

23日 女性 70代～ 市内 見事な建物でびっくり       

立派な建物にびっくりしました 

完成が楽しみです 

23日 女性 70代～ 市内         

はじめて中を見て、しっかりしている建物でびっくりです。 

出来上がりが楽しみです 

23日 女性 70代～ 市内 どこを見てもとってもすばらしいです いつでも来られると思っていました。     

とってもすばらしいです 

いつでもたのしくはいれるようにしてほしい 

23日 女性 70代～ 市内         

市内に半世紀住んでいますが、初めて見学させて頂きました。

珍しく大変良かったと思います。 

役所の方々 、おつかれ様です。 

23日 女性 40代 市内         

良いと思います。 

駐車場はどこにとめるのですか？→ないと市民は使いにく 

23日 男性 40代 市内 

VRシアターはどう？ 

他になにか 

大変良いと思う 

コンビニをゆうちしてほしい。街中にコンビニがない。 

23日 女性 30代 市内         

すてきな計画案でした。完成したらぜひ来てみたいと思わせて

くれました。市民のための憩いの場になるといいです。 

駐車場の確保をお願いします。 

23日 男性 40代 市内 コンビニ レストラン     

駅舎、市庁舎とともに一体的に整備されており、製糸場と並び

富岡のシンボルにふさわしい場所になりそう 

23日 男性 40代 県内 イベントホール 

・レストラン 

・カフェ 

・居酒屋等 

23日 男性 70代～ 市内 

展示場 

富岡市の養蚕に関するものを展示する 

    現状のフクゲンに展示する 1月25日中之条の展示場を見学するので参考としたい 

23日 女性 60代 市内 

1ヶ所パンやがあっても良い 

1,2,3号いずれかに 

23日 男性 20代 市内           

23日 男性 20代 市内           

23日 男性 40代 県内 イベントホール レストラン ショップなど     

23日 男性 70代～ 市内         駅の北側や製糸場西側に目を向けた企画も必要 

23日 無回答 50代 市内 

レンガをいかした使い方に 

とても素敵だと思いました 

とても雰囲気のよい建物なので、素敵な施設になって、たくさ

んの観光客や市民が楽しめる様になることを期待しています。

古い建物なので、それぞれの安全性をしっかりやって頂けたら

よいと思います。 
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23日 男性 70代～ 県内         

製糸場と新築市役所（製糸場要素的）と倉庫オープンハウスで

総合的な歴史・文化の富岡市と国内にPR国民に価値を与えて

欲しい。 

23日 男性 70代～ 市内 

横幅が狭く、活用方法が・・・ 

絹糸を取る繰糸場として（富岡製糸場内には出来そうもないか

ら・・・）実動例を・・・。 

喫茶室？   全体に作り直して小ホールにする（催し物が出来るように）   

23日 男性 70代～ 無回答 特になし         

23日 男性 70代～ 市内 

イベントを増やし、定期的に催し物を行い、お客さんに来ても

らったらどうか 

ボイラーがあるので、お湯を沸かし足湯などを作ってサービスを提

供したらどうか 

計画を進めてもらった方がいいと思う 

23日 男性 70代～ 市内 良い計画だと思うが、駅からの動線（通路）をどう取るか？ 特になし   特になし 動態展示を中心に進めてほしい 

23日 男性 60代 市内 

明治34年 イギリス積み 

34年につんだ物とは思えない 

少しずつ建物がふえて観光の建物が観光客を呼ぶのに大変だ

と思いますが頑張って下さい 

23日 男性 70代～ 市内 

駅からの引き込みに取外すレンガの活用はどうするのか 

展示場（展示物）のレイアウトは 

レストラン、イベント 

計画通りで良いと思う 

計画通り進めてもらいた 

但し原型をできる限りとどめて置ける様 

23日 女性 40代 県内 レンガをそのまま活かしてほしい 

吹き抜け案は良いと思う扉に残された数字など（新聞がはられていた

り）リノベーションの際、活用してほしい 

新しいおかって市場が楽しみです 

富岡の歴史を知るうえでとても良いと思う。古いガラスも活かして

ほしい 

・カフェ、レストランはコンセプトをしっかり持ち、かつハイ

センスなものを望みます。・本（ブックカフェ）富岡のものはも

ちろん、本はセンスが問われるので、良いものを選んでほし

い。・群馬といえばここだよね、と言われる場所に生まれ変わり

ますように。 

23日 男性 70代～ 県内         

製糸場でできない事をやる。そして製糸場の入場者を多くする

方向にと思う。 

23日 男性 20代 県内 特になし 特になし 特になし 特になし   

23日 男性 40代 無回答 特になし 特になし 特になし 特になし   

23日 女性 60代 無回答 レストラン カフェ 本屋 販売店 良い 

23日 男性 60代 市内 1階の展示室を多目的に利用できるようになれば良いと思う 楽しみです。   BOOｋカフェの本棚スペースが良い カフェ・レストランの運営が大事だと思います。 

23日 男性 70代～ 県内     

北面の壁を取りはずしてオープンにした方が、お客を呼び込み

易いのではないか 

繰糸機の動態展示に期待する 非常に良い 

23日 男性 60代 県内 概ね同意 概ね同意 

壁の意匠の活用を考えた方が→カフェ・コンサートホールは1

号館よりこちらの方が良いのでは 

繰糸機の動態展示に期待するタイプについては時代構成上、どの時

期を考えているのか？ 

①全体として製糸場との住み分けがどうなるのか今一つ不明

（展示内容の重複） 

②県と調整中の世界遺産センター設置に関する配慮がなされ

ているとは思えない。次善の策としての活用案と考えてよいの

か 

23日 女性 40代 市内 

雨の日でも子供が思いきりあそべる場所＆ママたちがくつろ

げるカフェ 

石のかべがいい感じなので、コンサートとかしたら良いと思う オシャレな雑貨・服屋さん おかって市場とつなげてレストラン にぎわいのある街になっていけば良いと思います 

23日 女性 40代 無回答 映画・音楽ホールにしてほしい！       

昔ながらの構造を活かして、耐震性が高められた未来型ホール

だと思いました。懐かしくとてもオシャレなホールだと思いま
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す。これから人とモノによってどう化学反応がおこるかワクワ

クしてきました！！ 

23日 女性 40代 市内         

富岡市の交流の場として、素敵な場所となるよう楽しみにして

います。特に趣きがある1号館のオープンを心待ちしていま

す。 

23日 男性 60代 市内 ブロック塀の解体はとても良い。新たな動線ができる。     動態展示はぜひ平日も 資金面が心配 

23日 女性 50代 県内 

床の敷いてあるのが、あかりのふんいきとマッチしてステキで

した。 

少し1号館と比べ暗い感じでした     

希少価値のある建物をステキに一般公開して下さり、よかった

と思います 

23日 無回答 無回答 市内         

すばらしい基本計画だと思います。 

まずこれで計画して行ければ良いと思います。（私が構想して

いた感じと同じです） 

観光客減少に歯止めをかけたいですね 

23日 男性 50代 市内         駅に近く、動線としていいと思うので、開発に賛成です 

23日 男性 40代 市内         良い 

23日 男性 40代 県内 富岡製糸場との関連性をもたせ活用して欲しい       良いと思います。 

24日 女性 60代 県外         

食と音の立体ホールは良いと思います。 

「駅に近い」という条件を生かしてほしい。 

24日 男性 60代 県外 

音響効果が高いと思われるため、コンサート会場等が考えられ

る。 

製糸場も近いので、タイアップして総合的な拠点を計画できる

と思う。 

24日 男性 60代 市内 

センターとしての（群馬シルク）全般の役割（資料、シアター

等／デジタル化） 

食堂（市内生産品使用） 

カフェ（市内生産品使用）／物産に 

売店（お土産） 

ホルモン揚げや焼きまんじゅう等含む 

歓送場そのもの展示／修理 

良いと思う。富岡製糸場を中心に観光（明治）を推進する。ま

た、富岡駅前からの全体的に明治時代（建物含む）（富岡倉庫だ

けでなく）（街中） 

ボンネットバスの運行とか！ 

24日 男性 60代 無回答 展示場 催事場 資料館   良いです。 

24日 男性 40代 県内         職員の方々 頑張ってください！ 

24日 男性 60代 県内 ４資産の展示 繰糸機を動かしたらどうか。     駅の近くですし、しっかりした展示を期待いたします。 

24日 男性 70代～ 県内         

歴史のある建造物なので有効活用をしてください。 

安中市松井田町元養蚕家 

24日 男性 70代～ 県内         

駅に近く製糸場に近く市役所に最も近い。こんな恵まれた場所

が、このように保存され、それを市が確保できたことに双手を

あげて大きな拍手を送ります。計画は充分練られたことと思い

ます。実行してください。出来上がった姿を見るのが楽しみで

す。 

24日 女性 50代 市内 

地域のサークルで作っている作品等展示売店できるようなス

ペースがほしい。 

当時のままで保持できるようにしてほしい。   昔のガラスはそのまま残してゆがんでいる状態で使用してほしい。 良いと思います。 

24日 女性 30代 市内 VRシアターでVRの貸し出しが無料であるとうれしいです。 レストランメニューが手ごろだとうれしいです。   ブックカフェはこのあたりにないのでとても良いと思いました。ゆ 思ったより現代的な出来になりそうなので楽しみです。建物も
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ったり休める場所になるといいです。 新しい建物にはない重厚感があるのでどんな仕上がりになる

か楽しみです。 

24日 女性 40代 市内 

音楽ライブ等、日常的に楽しめるイベントが多くあると嬉しい

です。ブックカフェもとても楽しみです。 

どんなレストランが入るのか楽しみです。 市民も観光客も活用できるマーケットになれば嬉しいです。 

ガラス窓など古いものの味わいをなるべく活かしてリノベーショ

ンしていただけると素敵だと思います。 

想っていた以上に楽しいイメージが広がりました。完成が待ち

遠しいです。 

24日 男性 50代 県外 金庫をきちんと置く。   扉の古新聞や落書きはそのまま残すとよいです。 ガラスが戦前のものなのでそのまま残す。   

24日 女性 50代 市内         若者が集客できるような活用法をお願いします。 

24日 女性 50代 県内 レストラン レンガ造りで良い。       １号と２号の間を壊してしまうのはどうかと思う。 

24日 男性 50代 県内 コンサートホール シアター等 

レストラン 

窓から富岡駅が見える様になるとよいと思います。 

おかって市場 展示スペース 

富岡製糸場と比較すると建物がだいぶ新しく感じます。建物と

して、製糸場との比較（古さや、構造上のもの）ができるスペ

ースがあれば良いと思います。 

24日 女性 40代 県内         

人が集まりそこで過ごせる空間は町づくりにとても魅力的で

す。食事スペースだけでなく雑貨なども買えるお店（定期的に

入れ替わる）もあったらいいと思います。 

素敵な建物なのでぜひ活かしてください。 

24日 女性 40代 市内 

お買い物ができるほうが良い。 

地元でもの作りしている人の作品など。 

中之条の道の駅？みたいな 

地元の食材のカフェがほしい     とても楽しみにしています。 

24日 女性 20代 市内 

レンガ造りの外装、内装がオシャレなので、１号がカフェ・レ

ストランのほうが良いと思う。 

駅からの導線もそうだが駅方面から見て何の建物が全くわか

らないので、外壁のコンクリートをすべて壊して中が見えるよ

うな柵状のものにしたほうが良いと思う。 

カフェ・レストランなどこの富岡倉庫の運営は市でみるのか。

働く従業員の扱い、給与などはどこからでるのかを説明がある

とよい。 

24日 女性 60代 市内 レストラン         

24日 男性 70代～ 県内 

展示物等見ながらみんなが気楽にくつろげる場所 

軽音楽を流したり、喫茶等もできてテーブルや洋風のイスも置

いて 

色々 な富岡に関する資料 

案内、説明板等（パネル） 

催し物等をする場所 

案内所 機械を修復して見学者に見せる 

とても良い計画だと思います。 

木々 などを植えかつモダンにして、富岡の玄関口になれたらよ

いと思います。 

24日 女性 40代 市内 

常設展示だけでなく今までおかって市場でやていたパン祭り

や道楽市などのイベントもできるスペースとして活用するの

はいかがだろうか。 

吹き抜けレストランでウエディングとか。製糸場と連携が可能であれば

挙式を製糸場で披露宴をそのレストランで。レトロな雰囲気の中での式

は想い出に残るかなと。 

おかって市場は今のままで移転で良いと思う。 

動態展示の隣に体験できる施設をつくるのはどうだろうか。繭から

糸になる過程をみたあと、お土産にもなる。コースターつくり体験

やろうけつ染め体験など。可能であれば大竹夏紀さんを講師に招い

てイベントを行えばかなりの集客が見込めるかも。 

車での観光客が多い中で、駅から製糸場までの人の流れを作る

のは容易でないと思う。その中で、コストをかけず、今ある歴

史的な空気を活かして新しい仕掛けをつくり、お客さんが増え

るなら良いと思う。 

24日 女性 50代 市内         食事ができれば良いと思う。 

24日 男性 60代 県内 良いと思います。 良いと思います。       

24日 男性 60代 市内 イベントホール カフェ、レストラン みやげ物、おかって市場 製糸つくりコーナー 良いと思う。 

24日 男性 40代 市内 お店 お店 お店 ？ 実現してほしいと思います。 

24日 女性 40代 県内 レンガ、はり、扉、窓などできるだけ残す形にしてほしい。 石壁でレストランにはピッタリだと思う。     使われていない建物をリノベーションして活用することは良
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いことだと思います。 

群馬は車無では生活できない所だと思っています。駐車場はど

のくらいの広さが確保できるのでしょうか。 

24日 女性 70代～ 市内         

市内に住んでいる私自身今回初めて見学することができまし

た。このような貴重なものをやはり広く皆さんに知っていただ

くことが大切かと思います。 

24日 男性 70代～ 市内         

１・２・３号乾燥場共に大変感激しました。より一層立派なも

のにして頂ければと思います。 

24日 男性 70代～ 市内         

人の流れを考えた楽しい計画だと思います。早期完成を期待し

ています。 

24日 女性 50代 無回答 アニメ関係（人が集まる） 

体験型イベント 

地域の特色あるお店や食べ物 

ミニコンサート 

講演会 

  いいと思います。魅力ある富岡市になって欲しいです。 

24日 男性 30代 市内 

ミニシアター 

モノクロームのフランス映画など上映してほしい。 

ミニコンサートホール   

動態展示 

養蚕～製糸工程まで 

絹産業・絹文化に関する展示 

賛成です。素晴らしいと思います。県及び関係自治体と調整し、

充実した世界遺産センターにしていただきたい。外国人観光客

を見据え多言語対応にしていただきたい。 

24日 男性 50代 市内         

施設全体を管理する事務所スペースが設けられていないと感

じました。 

24日 男性 50代 市内       一部を観光案内所にする。 

良いと思います。市民が使えるスペースがもう一つあるとうれ

しいです。 

24日 女性 50代 市内 レンガ作りをきれいに見せたほうが良い。       素敵な場所になりそうですね。 

24日 女性 40代 県内 

富岡製糸場だけでなく、他の３資産について知ることができる

スペースを広くとり、世界遺産センターの役割がしっかり果た

せるようになってほしい。 

１階のレストランの客席の上が吹き抜けになっているのは空間の広が

りを感じられる反面、上からの視線が気になりそう。 

通りに開いた市場は入りやすそうでよいが、冬が寒い気がす

る。空調を考えた方良い。 

動態展示とカフェスペースの区切りをきちんとしないと臭いとか

が気になるかも。 

完成が楽しみ 

24日 女性 20代 市内 

展示・VRシアターがコンパクトなスペースなので内容もかな

り厳選されると良いと思います。わかりやすくかつポイントを

押さえられる内容を期待。 

飲食スペースが同施設内にあるのはすごく利用しやすいと思う。 

壁の補強材が意外とオシャレなのでそのまま残してもいいく

らい。 

動態展示の繰糸機はどの時代の機械を置くのでしょう。直接繰糸を

行っていたわけではないこの場所でどのように「見せる」のか気に

なった。 

静態・動態展示による音・臭いは、ブックカフェやカフェスペース

に影響はないのか、どのような対策をとるのか気になった。 

フューチャーセンターの使い道、どんな内容を考えていらっしゃる

のでしょう。 

駅からの入りやすさが向上するのは非常に良いと思う。富岡は

お店もだけど「中が見える」「開かれている」「気軽に立ち寄り

やすい」というポイントが欠けていると感じるので。 

駅降りてすぐの場所に面白そうな場所がある！というのは大

きいと思います。 

24日 女性 40代 県内 １F・２F それぞれの壁を充分生かしてほしい。 

吹き抜けが大きすぎるのではないでしょうか。 

レストランとしての活用は良いと思う。 

今のおかって市場とくらべ暗くなってしまわないか心配。この

スペースは明るいスペースになるといい。 

繰糸機の動態展示とカフェが同一の建物になっていますが、臭いの

対策が気になりました。 

トラスや壁、乾燥機など製糸場を通じるものを生かし、製糸場

のあるまちの玄関口として活用してほしい。 

完成が楽しみです。駅近の立地はとてもいい。 

24日 男性 60代 県内 製糸場のレンガ倉庫との違いを比較展示 大谷石造りを生かすレストラン   乾燥機の利用状況、必要性に関する展示 製糸場を盛り上げるのは良い。 

24日 女性 70代～ 県内 

中に入ったら広いので寒さを感じました。夏は涼しいと思いま

す。 

大正時代の大谷石での建物の中に入り感動しました。 暗くて中がわかりづらかったです。 現建物と違い、次回完成後見学するのが楽しみです。 

とても素敵な計画だと思います。完成を楽しみにしています。

今日見せていただきありがとうございました。又ごちそう様に
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なりました。 

24日 女性 60代 市内 

入ったらゾート寒かったです。冬だからかしら。夏は涼しいか

も。 

すばらしい大谷石ですね。期待しています。     

難しすぎてわかりません。 

歴史を感じました。 

24日 女性 70代～ 市内           

24日 男性 無回答 市内 イベントホール         

24日 男性 60代 県内 

音響効果が良さそうなので製糸場見学の前段階のビジターセ

ンター等 

老若男女、最近の人はまゆに実際に触れた人は、数少ないと思うから、

実物のまゆをその当時の容器、籠または枠に入れて展示する。（大量に）

天井部分の木の梁が立派なのでそれを活かす方向で工夫して

欲しい。 

ボイラー及び乾燥設置を外、又は２～３ｍ近くで見れたら圧巻で、

乾燥の為の説明を含めて紹介をした方が良いと思う。 

後世に富岡製糸場を永く継承する為に内外（特に地元の人）に

もっと、富岡製糸場に誇り価値を再認識してもらえる様、計画

を実現させて欲しいと思います。 

24日 女性 40代 市内 

レストランのように雰囲気を楽しむ場合に、ここのレンガと３

号の内壁の方が宣伝しやすい。 

内壁がシンプルなので、レストランよりも１号的に使ったほうが良いと

思う。 

駅から近いので、夜にも音楽系のイベントを行ってほし。 

フランスとつながっていることを活かして、日常的に今のおか

って市場で扱っている食材の他にチーズとか珍しい野菜とか

フランスのマルシェのようにカラフルな一角もあったら勧め

やすい。 

繰糸作業風景は興味を持たれているので、常設で行ってほしい。

カフェ大歓迎です。風除けしてオープンカフェにしてほしい。 

とても良いと思います。完成させる前に色々 あると思います

が、製糸場のある風情ある町づくりが出来るよう応援していま

す。 

24日 女性 50代 市内         

色々 な目的に活用されるようなのですばらしいと思います。 

駅に近いので、お土産が買えるようそんなお店もあったらいい

と思います。 

中庭はグリーン（木）があるといいかな？ 

24日 無回答 無回答 無回答 庇の撤去 庇の撤去 庇の撤去、下屋を板張り等和風で     

24日 男性 60代 市内 現状維持 現状維持 室内をもっと明るく 中をもっと見えるように   

24日 男性 70代～ 市内 

レンガをより多く見せる様に前の下屋（ひさし）を半分にする。

鉄骨部を余り見せない様に 

前の庇を取り除く 外部を白壁にする。出来れば元の様に。     

24日 男性 50代 県外         

初めて見学させてもらいましたが、全般の説明不足に思いま

す。 

駅あたりからのPRが必要と思います。 

24日 女性 60代 県外         

何と言ったらよいかわからないのですが、「レンガ」はお初かも

（みるのが）。 

出来たら残していてほしいです。 

24日 女性 50代 市内       

機械がすばらしい。 

カフェは開放感がありつつも西陽対策をお願いします。 

とても良いと思う。 

市民も利用したくなるような場になるといいと思います。それ

ぞれの建物を移動するときは、軒や屋根があると雨の時など傘

なしで移動できていいです。 

自然環境にやさしい建物、冷暖房は自然エネルギーを利用した

ものが良いかなと思います。 

24日 男性 70代～ 県内 パネル展示で良い 良い 良い 繰糸の動態展示は大いによいと思う 

近年他県にある製糸養蚕を展示する展示施設（山形県新庄市、

長野県岡谷市）が増えているので、ぜひ参考にしてほしい。富

岡市のこの施設は土地が狭いので、多くの内容を盛り込むのは

難しいと思う。専門家のプランを取り入れたら。 
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今の段階では隈研吾氏の計画設計内容に好意を感じる。 

24日 男性 30代 市内 

プロジェクションマッピングで製糸場が動いていた時代の中

にいる演出当時の服のレンタル、写真撮影。 

群馬の食の魅力を出せるメニュー群馬（富岡）の人のあたたかさを感じ

る空間に（主に人づくり）小さなお子様連れも利用しやすいように（世

代間交流を創出） 

群馬の美味しいものを紹介群馬の職人がつくる伝統的な品の

展示、販売体験→お土産持ち帰りできる場所 

養蚕の歴史を話す場所。地域の元養蚕家農家さんが日替わりで語る

場所 

登録されて３年目。様々 な取り組みをすることは良いことだと

思います。時代に併せ変化させていくように考えていくと良い

のではと思います。 

24日 男性 60代 市内         

世界遺産センターとは製糸場内か近くの韮塚製糸場の跡地が

ベストだが、市役所前の富岡倉庫の位置では離れすぎていて入

場者減少のなかとても集客は見込めないでしょう。とにかく判

断が甘すぎます。それでもセンターの設置をするのであれば、

トイレと厨房は新たな別棟に設置して、歴史ある建物の破壊は

最少にしてください。 

24日 女性 50代 市内 富岡歴史のシアターホール 

ミニコンサート会場 

各種のイベント会場 

富岡シルクの実演販売   

外観からだけではわからない重厚な作りに当時の建築技術の

素晴らしさを感じました。あまり手を加えず後世に残していた

だきたいです。 

24日 女性 30代 市内       

どんな繰糸機を使うのか気になります。 

カフェが近いので臭いが大丈夫なのでしょうか。 

初めて中を見た部分もあって興味深かったです。素敵な空間に

なりそうで楽しみです！！ 

24日 女性 50代 市内         オープンが楽しみです。 

24日 男性 70代～ 市内 

繰糸機（動態展示）は明治末～大正期のものが展示されると良

い。 

24日 女性 50代 市内   レストランはOK。２Fにワイン庫、ワイン醸造庫とか   マルシェを毎月開催する 良いと思う。楽しみです。 

24日 男性 50代 市内 ジャズ喫茶がいい。音響的なことはあるが、雰囲気はいい。         

24日 男性 60代 県外 展示室 カフェ、イベント利用が良い。 案どおりオープン市場が良い 歴史の保存が重要 

せっかくの財産なので、保存だけでなく活用して多くの人が楽

しめれば良いです。市役所と一体化は良いアイディア。 

24日 男性 40代 県内 

音楽環境のととのった施設。（ライブ、DJ イベントなどでき

る！） 

カフェ 軽食 物販 トイレ 楽しみです 

24日 女性 60代 無回答 計画通り 計画通り 計画通り 機械類は保存するのが良いと思う。 計画通りにするのが良いと思う。 

24日 男性 60代 市内 

イベント会場 

レンガの積み方の説明 

甘楽社の歴史の展示 富岡新田改発について 製糸場と合わせた説明 

富岡駅（駅東駐車場）→市内観光→製糸場→市内で食事（名物

が必要）→市内巡回観光 

24日 女性 50代 市内 残された建物を味を残さず利用してほしい。     珍しい乾燥用具貴重だと思います。 市役所と連動して素敵なセンターにしてください。 

24日 男性 70代～ 市内 

歴史的な建造物であり具体的な活用方法はわかりませんが、悔

いのない活用を考えていただければ市民として大変うれしく

思います。今計画されている案を実現していただけることを期

待しています。特にブックカフェ、レストランに期待します。

大変すばらしい実施である。友人、知人、家族に話してあげよ

うと思ってます。 

24日 女性 60代 県内 カフェ レストラン ダンスホール 映画館 

正直イマイチ主旨ががまだよくわからないです。でも、中年の

市役所の方に聞き理解しました。出来ればこんな寒い冬場でな

く夏にでも実施して欲しかったです！ 

24日 男性 40代 市内 １号館の活用方法はいい 全体的にはいいと思う １号・２号館が雰囲気があるので、１号・２号にあった改修が 特になし 大変すばらしいと思います。 
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今のままの状態でカフェが出来たらすばらしい 

夜もやってほしい 

出来ればいい 滞在期間を多く取れる場所をもう少しほしい。 

24日 男性 50代 県内 赤レンガの中で昔を思うスペースはOKです。 あまり新しく補修をしないでイベントが出来ればどうでしょう。 ２と同じ オープンスペースでゆっくりできる場所にしてほしい。 レトロな感じを生かしたセンターになってほし。 

24日 男性 40代 県外         良いと思います。 

24日 男性 40代 県外 

音響が素晴らしかった。天井から降り注ぐ音が心地よい！２階

の床がちょうど左右に開いているのを利用し２階にスピーカ

ーを２つ置くアイディアが素晴らしいです。この形のままシア

ターにしてもらえたらなと思いました。 

24日 女性 60代 市内 レストランなどに ショップ       

24日 女性 60代 市内 ライブやコンサートなど         

24日 男性 60代 県外 

フランスとの交流やお客様（県外）の人たちが来た時などに、

有料（ワイン）などの食事場等に利用する。 

富岡の歴史資料を中心に展示し（繭倉庫やその当時の）人々 の生活も理

解を深める必要あり 

繭の乾燥も今の若い人たちはわからないと思われますので、一部実

演（小さい機械で）してもらうことも必要。 

よく、この古い資料館を催行してくれました。歴史と文化が製

糸場と組み合わせることによりよりよくわかります。 

24日 男性 60代 県外 

一部コーナーで蚕袋出荷前に置いていた現物袋をかざるコー

ナー 

一部映画でこの倉庫近辺の明治時代大正時代説明のスライド

でも 

  大変良かった 

24日 男性 無回答 県内       

ブックカフェというよりは喫茶店的なほうが良いなー。女工さんが

行っていたような。 

過去を継承して欲しい（良き日本・富岡）。 

活用することは喜ばしいことだが、どこの町や観光地にあるよ

うなものにはしないでほしい。 

24日 男性 60代 県外 雰囲気のあるレストラン、カフェ壊さないでほしい 出来れば壊さず有効な活用を 歴史館 土産品売場 

良いと思う。富岡の特徴をつかんだ何かが欲しい。→富岡を一

か所で紹介できる案内所等 

24日 女性 50代 県外 

レストランとしてこちらの方が雰囲気が良い。駅からの引き込

み用通路を作るのは、建物的にもったいない。（壊さないで）

おかって市場はここのほうが良い。お土産（地元の）野菜 

展示物VRシアターではなく昔の養蚕場の再現 

桑の上に蚕が並んでいる様子や蚕をあげた模型など 

乾燥場だけでなく市内を魅力的に廻れるスポットをつなげる

事は、観光的にも満足度が高いので良い。建物を壊しての引き

込みを考えなくても、裏側も素敵なので、壁を生かしたルート

を考えてほしい。 

24日 男性 70代～ 市内         

富岡駅より直接に富岡倉庫に入場できるようにすることも一

考 

24日 無回答 70代～ 市内 レストラン、カフェ、学習、教育関係 衣料 小物 雑貨 ブティック 多目的フロアー 富岡の活性化に大変良い案だと思います。 

24日 女性 50代 県内         

松井田から来ました。ので、駐車場を広く作っていただきたい

です。 

24日 女性 60代 県内         

旅がらすじゃダメ、ガトーフェスタハラダ等人気のものと提携

しなきゃダメ 

24日 男性 60代 市内 

こんにゃくの手作り実演 

プロジェクターは映像だけでなく音声で解説をする必要あり 

地場食品を活用したレストラン 実際の保管状況の再現 機械の実演 良いと思います。 

24日 男性 60代 市内         

歴史的に価値ある地域遺産を将来に引き継ぐことが出来れば

良いと思う。課題は費用の問題でこれをどう評価するかである

と思う。俗に云う費用対効果で地域にとって将来に渡って価値

あるものと判断できることなのか今の自分にはわからない。し
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かし、遺産として残せる方策を探ることは必要と思う。 

24日 男性 60代 市内 イベント会場 小コンサート会場 軽食、いこいのスペース等気軽に立ち寄れる場所     まちなかの商店と調和した空間利用を考えた方が良いと思う。

24日 男性 60代 市内 思い浮かびません。（イベント会場くらい？） 〃 土産物売場？ ？ 維持費が大変かな？ 

24日 男性 60代 市内 定期演奏会の実施（有料）音響良い       

１１月～１２月LEDライトアップ、上信富岡駅とコラボして

集客し食事ができるようにしてはどうか。 

24日 男性 60代 市内 

世界の特色ある遺産のレプリカ５０分の１又は１００分の１

を制作して展示してみてはどうか。ヨーロッパ、アフリカ、ア

ジア、北米、南米 

西側 カフェ 軽食 

東側 ミニコンサート会場 

芸術文化 市立美術館内の収蔵品を春夏秋冬で展示 

取り壊しておかって市場 

駐車場 扱い品目を増やす 

今朝、世界遺産センター報道がされたが、県の支援が受けられ

るものの、修繕等多額の費用が想定される。富岡製糸場にも４

分の１の持ち出しがあり市財政は大丈夫でしょうか。 

24日 男性 60代 市内 

カフェコーナー 

コンサート会場 

各高校の発表会場     一般の人がどれだけ入るか 集客方法？ 

24日 女性 50代 市内           

24日 女性 70代～ 市内 ライブ 店         

24日 男性 50代 無回答 

横浜レンガ倉庫の様に、オクトーバーフェストなどビール祭り

を時々 開催！ 

大谷の近下空洞のイメージで時々 コンサートホールとして使用       

24日 女性 40代 県外 

音楽が流れてしまいましたが、音の響きが良いですね。市民コ

ンサートなどいかがでしょうか。 

珍しい施設ですね。見学用に良いと思いますが…修理が大変でしょ

うか？ 

ぐうぜん通りかかったので見学しました。いろいろ良いものが

多い町ですね。 

24日 女性 60代 県内 

レンガ造りの古い建物が補強工事をして市民や観光客に使っ

てもらえたら素晴らしいと思います。桐生市の有鄰館を思い浮

かべました。手作りの地元のいい商品を提供できる場としても

活用してほしいです。イベント会場にもなりそう。 

大谷石のすてきな建物。いいレストランになりそうです。地元の食材を

使って体にいいものを。 

初めて中を見て木の使い方がモダンでびっくりしました。おか

って市場さんもこの構造の雰囲気を生かしてくれますよね。 

ここも初めてみました。昔の道具がたくさん！ぜひ展示物に実際に

体験する施設もぜひ 

駅前にこのような施設が眠ったままではもったいない。と思い

ました。いろいろな方の考え（中学生からお年寄りまで）取り

入れ、富岡の活性化に役立つ施設にしてほしいです。 

24日 男性 60代 無回答 楽しみにしています 〃     〃 

24日 女性 60代 市内 

広いのでいろいろイベントが開けると思う。以前テープを売っ

ていた時おもしろかったです。 

コンサート等ぜひ来てみたいです。   

いろいろ残っていてびっくりしました。市民でも初めて見るのでた

くさんの人に見てもらえる様整備してほしいです。 

駅に近いのでおみやげや野菜等買えたらとても良いと思いま

す。 

24日 女性 40代 県内   イベントホール大賛成     

参加型、体験型、滞在型は観光地を資源化していくのに欠かせ

ない要素なので良い計画だと思います。ハコモノだけにならな

い魅力、活用力を創り出せるよう、本当の意味で地元の人の力

が活きる地方創生の舞台になったらいいなと思います。そこに

協力出来たらまた嬉しく思います。 

24日 男性 40代 県内 

最低限の修繕を行い道楽市などで出店者に貸しても良いのか

と思いました。 

１号と同じ カフェにする このままで 良いことだと思いますがセンス良くしてください。 

24日 女性 30代 県外 

コンサート会場 

ビール、ワイン、バーなどカフェ ビアホール 

レストラン食事 ショップ、観光案内所など 歴史的な物として（案内） 良い物を残すとして良い計画だと思う。 

24日 男性 20代 県外 コンサート会場（ジャズ、クラッシック） 食事（レストラン）できるスペース 観光案内所 歴史展示等（見学スペース） 街の良いところを発信できるような施設になればいい。 

24日 女性 50代 県内 Ｃａｆｅ 展示 ライブ等 Ｃａｆｅ お店 展示 

歩いてまわれるところに、ステキな建物があり県外だけでなく

県内からの集客もかなり期待できるのではと思います。 

完成が楽しみです。 
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25日 女性 70代～ 市内         大変良いと思います 

25日 男性 10代 市内 話題のＶＲを使うのは良いと思った 

レストランハすごく良い 

イベントがない時何するかわからない 

おかって市場で売るものが何かわからないけど、小物とか売る

お店があってもいいかなと思った。 

機械動かすのは見る人もとてもわかりやすいと思った 

全体的に魅力を感じた。市民でも来たい、観光客も来たいと思

える計画でとても良い。 

25日 女性 40代 県内 

レンガ雰囲気は素敵な空間！音響も映像も演出効果が感じら

れ、ホールとして使用は最高！カフェとしてもありですが…木

のレンガの雰囲気はほっとします♡ 

石造りの外観がレンガと対比でまた違う雰囲気を楽しめてよい！モダ

ンなレストランやホールとしても有効な活用が出来そう。木と花壇との

組み合わせもおしゃれで良い♡ 

壁の木の演出効果はおかって市場のイメージにピッタリです。

よりOPENな雰囲気で誰もが立ち寄りたくなる所にしたいで

すネ♡ 

まゆの乾燥機、初めて見ました！これは保存する必要＆展示＆活用

する案に賛美！カフェ＆ブックは都会的、で多くの方に興味を持っ

てもらえるような感じがします♡ 

大変良いと思います。 

25日 男性 40代 県内 レンガの壁がとても良いのでぜひ活かしてください。 料理は本当にうまいものにしてください。 壁の木がイイ 乾燥機がみられるのは良いです。 すごく面白そうです。きたいしています。 

25日 男性 60代 市内 

世界遺産センターは不要、つまらない展示はやめて！本物が近

くにあるのだから。 

吹抜けの一体感は良いが大人数でいつもにぎわうだろうか。小さく使う

方策を検討したら。 

特になし 

今まで通りやってほしい。 

建物の状態が悪いのでどのように保全するのか。 

あまり雰囲気をこわさないのがいいと思う。 

計画だおれにならないよう、誰がどのように運営していくの

か、それぞれのプレーヤーが必要と感じる。 

税金が無駄に投入されないよう、持続可能な運営を示してほし

い。 

25日 無回答 70代～ 市内         イベントを多くやってほしいです。 

25日 女性 50代 市内           

25日 男性 20代 県内 

イベントスペース 

（手作り市など）（楽器演奏会） 

カフェ レストラン 物販・休けい 展示・歴史紹介スペース 

良いと思う。 

無料駐車場から製糸場までの道中がより楽しくなれば、観光客

も増えるのでは。 

25日 女性 30代 県内 

イベントスペース 

（フリマスペース） 

レストラン・カフェ 物販 市場など 展示・学習スペース 

良いと思います。 

外国人・若者にも好まれるよう、カフェやオープンスペースを

多く取るといいと思います。 

25日 女性 30代 市内 VRシアターいります？ オシャレにできればいいですね。 見てないです、すみません。 機械が残ってすごいけど設計図だけ見てよくわからなかった。 

入りやすくなるのは良いけど、つめこみすぎな気がする。市民

が来るか（利用するか）は疑問。 

カフェとレストラン一緒にして大丈夫ですか？ 

おそらく、子どもは一緒にゆっくり来れなそうなので、あまり

期待してません。 

子どもと一緒に来やすければいいと思う。安全面、遊ばせられ

るところなら… 

25日 男性 60代 市内         

非常に良い。 

繰糸機及び絹織物とのつながりの展示等、絹糸つづら等 

25日 男性 70代～ 県内         非常によいが、繰糸機及び絹織物とのつながりの展示 

25日 男性 70代～ 市内       いま少し内部が観賞できるといいですね。   

25日 女性 60代 市内           

25日 女性 40代 市内   

吹抜けを活かした音楽イベント等に活用できる現案とても良いと思い

ます。 

パネルではあまりイメージがわかなかったのですが、ガラス越しに

乾燥機を覗き込めるというのは良いと思います。 

古いまま残っているものを皆さんに見て知ってもらうという

事がとても素晴らしいと思います。残す部分はしっかり残して

いただきたいです。完成楽しみです。 

25日 女性 30代 市内 

市内、県内その他でもさまざまなアーティストさん（工芸、絵、

手芸品など）も会場をレンタルで貸し出し、展示出来たらいい

オシャレでレトロな雰囲気が出せたらよさそう。 

昔にあったナンジャタウンのような食のイベントがあったら楽しそう。

通りからよく見えるのはいいと思う。 

日差しに弱い食品や味が悪くな食品の配置に気を付けるとい

ブックカフェは利用したいと思いました。（本の種類にもよります

が）コーヒーなどをこぼした時や、本を汚してしまった時の対処に

良いと思います。むしろ製糸場のような古い建物を利用した飲

食店が出来てないなと思っていたくらいなので、こまめなアン



16 

かも 個人的には町のクマさんのケーキが食べられるとか、ファミレスパンプ

キンの大盛りメニューが食べられるとかがいいです。 

いかも。 気を付ければ良さそうだなと感じました。 ケート調査やマーケティング（？）とかで安定した人の出入と

収入があればいいなと思います。 

25日 男性 60代 市内         

現在市の木がモミジですが、桑の木にしたらいかが。市庁舎の

中庭と富岡倉庫の庭に植えて、天蚕を観光客に見せたら良いと

思います。 

25日 男性 30代 市内       動いているところを見たい。 

観光客のおもてなしをする気持ちを富岡市民が親しみやすく

利用できるようにしえ欲しい。（サロンや地域交流の場として

の貸出し） 

25日 男性 60代 無回答 

ミニシアター 

美術館などの展示物（小中学生が利用できるような絵画、その

他の展示物） 

喫茶、レストラン   迫力ある乾燥機が動かせてそれも見学できれば良いと思います。

市民、観光客が気軽に利用できるスペースになって欲しい。あ

い愛プラザの建物利用者との話し合いも必要かと思います。 

25日 男性 60代 市内 音が響くので良い 休憩所によい 売店でよい     

25日 男性 50代 市内 

屋根が壊れそう 

レンガがとてもきれい 

世界遺産センター 

２階の床を壊すのがもったいない   乾燥機が動くところが見たい   

25日 男性 30代 市内 特になし 特になし 

特になし 

今まで通りやってほしい。 

立て替え いいと思います。 

25日 男性 30代 市内 事務室の確保 無 無 動態展示している乾燥機がみたい。 人が集まる場所となればそれで良し 

25日 女性 50代 市内           

25日 無回答 70代～ 市内   耐震構造ぞうはあの時代ではすばらしいと思います。 暗くて、もうちょっと明るくしてほしい。     

25日 女性 30代 市内 壁も床もオシャレで展示向けで良いと思う。 貸し切りウエディングなど出来たらおもしろそう 

市場で買った野菜など調理して提供して食べられるレストラ

ンなどが良い 

観光客だけでなく市民が気軽にいつでも利用できるような空間に

して欲しい 

長い目で見て有効活用できると思うので良いと思う。 

25日 男性 40代 市内 イベントワークショップ等に使えたら 立体型ホール良いですね   カフェ等 賛成です。 

25日 女性 30代 市内         

歩いている人から、建物の中が見えるよう窓を大きくしたら良

いと思う。 

25日 男性 40代 市内 セブンイレブン ローソン 飲食店 特になし   

25日 女性 40代 県内         庭を取り入れた計画にしたら良いのでは？と思った。 

25日 男性 60代 市内         

建物を壊して通路にしないで、他の方法を考えた方が良いと思

います。 

25日 女性 60代 市内         建物を富岡市民のために使用できるように 

25日 無回答 60代 市内 音が良い       

市内に住んでいて今回初めて来てみました。頑張っているんだ

なあとすごいと思いました。各場所にお花がきれいに飾ってあ

りました。コーヒーあたたかかった。美味しかった。 

25日 無回答 60代 無回答 レンガ作りがおもむきがあって良い 大谷石の２階は初めて入りましたが良々 に使えそうです   そのまま残っていて素晴らしい そのまま保存してあり感動しました 

25日 男性 30代 市内         

駅前という立地が良い 

レンガ造りなどレトロな雰囲気を残しおかしゃれなカフェを
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多く入れると、若者は入りやすいと思います。 

25日 男性 20代 県外 

しっかりとしたシアターと展示で世界遺産の価値を発信して

欲しい。 

ワインを飲みに来たい     非常に良い 

25日 男性 40代 県外 VRなどの映像を見ることができるのはとてもいと思います。 音楽の他に４Kのきれいな映像を見れるといですね。 

市民が自由に使えるスペースもあるといいと思います。古い資

料のアーカイブとかも 

機械がかっこよくて、いい雰囲気で残してほしいと思います 

古い建物を活かした町づくりはすごく魅力があっていいと思

います。 

25日 男性 40代 県内 VR体験ができる施設に期待します コンサートを良い雰囲気で体験したいと思います にぎわいのある商業施設があると良いと思います 貴重な機材を見学できる。ぜひ残していただきたい 富岡らしい計画で完成がとても楽しみです 

25日 女性 60代 市内         

今回の計画はとっても良いと思います。具体的にはまだわから

ない所が多いのですが、子どもにも年寄りにもやさしい施設で

あってほしいと思います。 

25日 女性 70代～ 市内 広い場所なので一通りの絹の過程でも ちょっとした店とかカフェひと休みをしても 展示用にするといいと思います。 とりあえず外観が直すのが大変だと思います いいと思います 

25日 男性 40代 県内 映像体験が出来るシアターに興味があります。 素敵な人が集まる場になりそうな印象でした。   昔の施設が興味深いです。 

市内、県内、県外の人が集まる活力のある計画で非常にワクワ

ク感がありました。 

25日 女性 60代 市内         駅に近いので良いのでは。 

25日 男性 60代 市内   

音楽イベントの発想はとても良いと思います。 

地域の人たちのミニコンサートも出来れば楽しみも広がるかと思いま

す。 

とても良い計画だと思います。 

来富者も市民も楽しめると思います。 

25日 男性 60代 市内 

富岡製糸場を見たくなるような展示 

富岡製糸場の魅力を伝える。特に明治時代における富岡製糸場

の貢献をわかり易く。 

      非常に良い 

25日 男性 70代～ 県内 

外壁のレンガが色彩構成がすばらしい。できるだけこのままの

状態で 

壁、柱等できるだけこのままに       

25日 無回答 無回答 無回答 歴史ギャラリー年代毎の写真展示 

製糸場のすべてが理解できるもの 

工場建設前の段階からの資料、関係者のすべての名前 

実物の繭、蚕、卵等の展示 縮尺サイズの実物をつくりどう動くのか見せる 

全体的に見わたせる所にカフェレストランが良いのでは 

サナギ、繭、桑等を使ったケーキ販売 

25日 無回答 60代 無回答 そのまま残して見学してもらいたい 

白壁のはがれ有り 

改修するのも良い 

  棟が落ちそうなので、見てもらうには改修を施たい様に思う。 

製糸場の見学者が年々 少なくなっている様に思いますが、計画

をするのには慎重に考えて行ってもらいたい（無駄ににならな

い様に） 

25日 男性 30代 県内 

減築はもったいない 

既存はできるだけ残した方が良いように思う 

トップライトも 

通りに対してよりも囲まれた広場的スペースに開いた方が良

いのでは 

やはり減築はもったいない 

広場側に面した横につらなった窓が残ると良い 

新しくするというよりも、現状のままできるだけ手を入れずに

使う方が永い目でみたときにこの場の魅力につながると思う 

25日 男性 30代 県内 飲食店での利用がシンプルで良いと思う 

レストランはOK 

イベントホールは通常CLOSEにしておくのでなく、日常的に客席と

して利用できるように 

機能上今のおかって市場を移すことはOK 機器を見せながらのカフェは良いと思う 

導線や感覚の問題で減築等は賛成できません。より今の形態を

維持した方が良い。 

市の管理上VR シアターや郷土資料展示は後々 使用されなか

ったりするので飲食店等で統一する方が良い気がします。 

25日 男性 40代 市内         このままの計画で進めて下さい。なるべく早くに 

25日 男性 60代 無回答 レンガ造りの特長をいかした工夫をお願いします 富岡市の特長を表わした物、参加型のイベント等も考えてください。   乾燥機は貴重品ですので残してください 

富岡市の表、玄関としての整備をお願いします。古い物を大切

にして展示等を工夫してください。 
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25日 男性 60代 無回答 レストランは良いアイディアである     乾燥機は一台残したい   

25日 男性 60代 無回答 レンガの積み方が大変よくできている     今の機械を点検出きて動けば良いが模型でも良いのでは   

25日 男性 30代 県内 共通して現代アートの展示や映画などの上映       とても良いと思います。ぜひ進めて下さい。 

25日 女性 70代～ 市内         

あいあいプラザ側、通り抜けレンガ造りを壊すのは！！周りの

生活している我々 はもったいないの声があります。 

25日 男性 50代 市内         大変良いと思います。 

25日 男性 60代 県外       

説明図が見る方向と上下逆で分かりにくい 

乾燥機の動態展示は良いと思うがボイラーはどうするのか？ 

建物を文化財として残すなら耐震補強のみとすべきと思う。特

に１号棟の一部を切取って通路にするのは問題だと思う。改造

するにしても後で現状復帰出来るような程度にすべき。改造す

ることによって法令に適合させるのは色々 と大変そう！ 

25日 女性 20代 県外 

シアターで世界遺産を学べたらわかりやすいし良いと思いま

す。 

レストランで地元産の野菜など食べれたらとても良いと思います。 

市場では地元産のお野菜や果物等買えるのでとても良いと思

います。 

カフェや本、とても良いと思います。オリジナルのグッズなども置

いて販売したらカワイイと思います。 

全体的にとても楽しく良い場所になりそうだと思います。オリ

ジナルの商品のパッケージやグッズなど、デザインをかわいく

したら若い女性にも人気がでるんじゃないかなぁと思います。

リピーターも増えると思いますが、全体的にとても寒いので、

そこが大丈夫になればとても良いです。 

25日 男性 20代 県外 

暖房等の設備を整えればVR シアター活用は興味深いと思っ

た。ただ、シアター内容のクオリティは高く仕上げる必要はあ

ると思う 

地元の食材を使った食事はぜひ食べたい 

市場で買った食材ですぐ調理してもらって食べたいと思いま

した 

耐震補強が大変だと思いますが、興味深い展示が見れそうで楽しみ

コンセプトから計画案までクオリティが高く完成イメージが

わきました。頑張ってください。 

25日 女性 50代 市内 

２階のビデオがすばらしかったです。 

階段が急で恐かったです。 

学習するっていつもは人がこない気がしますが… 

レストランはとても良いと思います。楽しみです。ぐんまの食事はおい

しいです。（パネルの２Fにあるはずの階段が抜けてました） 

おかって市場は今まで入ったら買うものがなくても買わない

と出られない感じで入りづらかったけど、通り抜けできるよう

になるならすごく入りやすくなります。とおりぬけばんざ～

い！ 

コーヒーを飲みながら本を売るというのはニューヨークぽくてい

い！！ブックカフェで売る本を若い観光客にも買ってもらえる物

にする。おしゃれなフランスの絵葉書とか、ステキな世界遺産の写

真集とか旅行関係のものとか。世界とつながるというコンセプトに

しないといけません。「次はどの世界遺産行こうかな？」と思って

もらいたい。そういう風に考えるような人にたくさん来てもらえる

と未来があると思う。養蚕を懐かしむ世代は先細りです。 

すばらしいです。県にはお金があるのですね！ 

今回音楽が流れているのが良かったです。花やコーヒーサービ

スなど、いき届いたおもてなしを感じました。こんな感じでや

れれば、たくさんの人が何度も来てくれると思います。企画が

サンプルを配るなど、お金をかけないで、何かサプライズがで

きるといいなーと思いました。（渋谷とかではふつうに色々 配

っているので.） 

25日 女性 30代 市内         

ターゲットが観光客なのか市民のためのスペースかによって、

もっとかわってくるので、やるのであればそこをもっと絞った

ほうが良い。例えばブックカフェにおいてあるとされる養蚕関

連の本というのは観光客にとっては何の興味のない方も多い

のでは。 

それより観光の本、近隣の案内、紹介などにした方が興味ある

と思われる。 

ここを通り抜けにして誘導すると駅前商店がもっとさびれる

のでは。そちらの商店の方々 のためにも製糸場から駅への帰り

道はそちらを通るように工夫をしては？ 

この敷地から道路に出るとき、道のつくり的に車が急に来て危
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ないので、この敷地から市役所の方へ渡る空中道路をつくって

ほしい。 

※計画ではなくこのオープンハウスについての意見ですが、２

階へ登るところ等に矢印や上に登れますなどの看板がないと

見逃す。たまたま１階にいて２階で音がしていたので気づいた

が、２階に登れると思わず帰る方もいるのでは。 

25日 男性 60代 市内 イギリス積のレンガを表現して活用する 大谷石の建物は少ないので大事に残して活用する 食事が出来る棟にする 乾燥機やボイラーを残して活用する   

25日 女性 60代 無回答 たまにはコンサートなどに活用してもいいかな     

もう少し整えて乾燥機（場）をよく見てもらうようにした方がいい

のでは 

25日 男性 60代 県内 店 イベント会場 イベント会場 店 カルチャーセンターetc ？ とても良い 

25日 男性 70代～ 県内 保存状態も良いので発信基地としてかつようされたい １号に同じ   現状のまま残し展示されたい 

養蚕絹産業の発信基地として富岡を中心に計画されたい 

私は下仁田の住民ですが、県を中心に群馬の発展に中心になっ

てもらいたい 

一貫性ではなく続けて観光面でも見学者がくる様に 

25日 男性 60代 県外         

保存か観光目的かはっきりしていない。又来てみたいと思うよ

うなものがない 

25日 男性 60代 県外         

製糸場から 

製糸場からみやげ物、フードコート、休憩場所、イベント広場

製糸場内以外の画像、影像、当時のままをみせる 

25日 男性 50代 県内         

それぞれの利用計画は適切だと思います。 

美術館のような利用も良いかもしれません。 

25日 女性 50代 市内         

それぞれの倉庫の内装が違っているので、その違いも見せ方し

だいで活用の方法がわかって良いですね。 

なんとなく落ちつく空間をゆっくりお茶でも飲んで長居して

も良いようにしていただけたらと思います。 

25日 男性 60代 県内   移動屋台フェア   

①絵本の部屋 

②読み聞かせワークショップ 

大変すばらしい計画だと思います。世界遺産ばかりだけでなく

何か又来てみたいと思える何かはないかと地元民として思っ

ておりました。文化の香りや何か発言がある施設やイベントが

くり広げられることを期待します。 

25日 男性 50代 無回答 

立派な建物なので展示室 ミニコンサート等イベントに活用

してほしい 

やや狭いので会議室等の活用があるのでは   機械が大きいので活用は難しいのでは？ 

全体を拠点と考え市民や観光客にも利用できるものにして下

さい。 

25日 男性 30代 県外 非常にマッチしていた 古くからの建物を古いまま使えるのは幸福だと思う もっと広くみたかった バックヤードも見たい 古くからの部分は古くからの部分として使用できればと思う 

25日 女性 60代 県内           

25日 男性 70代～ 市内 

１，２，３号 流れが（お店）あると良い 

建物が細長いので 

    見学できる場所の検討（動態） 富岡製糸場、商店街、個人の家との関連を見直してほしい。 

25日 男性 40代 市内         良いものになることを期待してます 
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25日 男性 40代 県内 

世界遺産センター？はここになくてもいいのでは？高崎駅な

どにもうけて人手を呼び込んだほうが良いのでは。 

現計画が良いと思います。 

おかって市場が良いと思います。通りから様子が見えるのが良

いです。 

全部機械を残さなくて良いと思います。 

素晴らしいと思います。 

行政が運営しない方が良いと思います。 

25日 女性 60代 市内         

庭が歩きにくいので直してほしいです。 

活用方法はわかりません。今のままで良いです。 

25日 無回答 40代 県内 

道楽市、参加ショップや常設でないショップなど県内のこだわ

りショップを定期的に呼び込む 

おかって市場２Fでの企画を大きく定期的にやって欲しい     

貴重な建物を残して活かす計画はとても素晴らしいです。 

台湾、台北市内のリノベーションカフェ、リラクゼーションク

リエーターショップを参考にしたら素敵です。 

25日 女性 60代 市内 なるべくレンガ壁を見せるようお願いします。窓もそのままで クラッシックを聴けるカフェに 下から天井が見える様希望します 出来るだけそのままの状態で 良いと思います。楽しみですが駐車場は？入場料は？ 

25日 女性 60代 市内 

入ったとたんビックリ！！すごく素敵です。レンガの壁とアー

チの窓と…展示物で埋めてしまうのはもったいないようです

ね。ゆっくり腰をかけて雰囲気をあじわいたいような空間で

す。 

素晴らしい計画だと思います。 

もっと早い時期ならなお良かったですね。 

たくさんの人に見てもらいたいので駐車場をなんとかしてほ

しい。入場料は無料にしてほしい。 

25日 女性 40代 市内 

シアターだけでなく若手アーティストのシルクをタイトルに

した展示や３D映画の上映も良いと思う。 

フランスシルクとうたっているので、フランスの展示方法と和

の展示方法をうまくコラボしても良いと思う 

レストランOK。ただし地元の方をターゲットにしたプライスでない

とのちのちは赤字になってしまう。その点はよく考えた方が良い。 

市場で良いと思う。 

のちのちは３－２、３－３もお店が入って活用してほしい。 

入ってすぐの奥の空間（車輪や物がらんざつに置いてある）が今の

現在にとっては、一つのアート・オブジェにみえる。ガラス張りに

してみせるアート（ライトアップ必要）にした空間として活用して

も、カフェテラスなどとして活用して空間をしながらお茶してもと

てもすてき。 

とても良いと思う。ずっと前から活用した方が良いと思ってい

た。ただし、負のいさんにならないよう、利益を考えたプラン

が必要。 

25日 無回答 30代 県外 定期的に自主制作映画の上映 富岡市の同窓会を定期的に開く 地元の農家の方達の交流会・販売展示会 地域活性化のためのディスカッション場所 ステキだと思います。 

25日 男性 40代 県内       

ブックカフェには、富岡製糸場の解説員さんを常駐して若い住人

（富岡市）へ引継ぎできるような場に 

小さな子供も楽しめる空間にしてほしい 

25日 無回答 60代 市内 イベントで食事も コンサートでも 食品あつかう場所 古い物をみせる？   

25日 女性 50代 県内 

レンガ倉庫がすてきです。 

ライブ会場いろいろなイベント会場に使っていただけたら夢

が広がります。 

有名な人とかも来てくれそうですよネ 

ライトや使い方でどうにでもできそうですネ 

おかって市場をいつも利用しているのでよりセンスの良い場

所として期待しています。 

あっとうされる様な機械がまた、見ものです。どう変わるか楽しみ

です。 

とても良いと思います。群馬の中で全国的にもセンスの良い場

所、スポットとなる事を期待しています。 

25日 男性 70代～ 市内 女工さんが食べていた食事を希望します     乾燥の機械を残してほしい   

25日 男性 70代～ 市内           

25日 女性 50代 市内 

シアターで気軽に色々 な映像を見られたらいいと思います。楽

しみです。 

どんなレストランになるのか楽しみです 

現在のおかって市場はここに入るのでしょうか？なくさない

で欲しいです。 

ブックカフェができるのはうれしい！ 

車を停める場所が心配です。有料P だと気軽に来られないの

で。 

25日 男性 60代 市内         良いと思います。 

25日 女性 20代 市内 

シアターは良いと思うが、製糸場関連よりイベントに関連した

ことを上映すると良いと思う。 

コンサートができたら素敵。音響は大丈夫なのか。 開口を設けられるとよさそう。 とても良い雰囲気なので囲いなどできるだけ残してほしい。 

とてもいいと思う。 

歴史のあるものを残しながら、様々 な世代の人が集える場にな

ることを願います。 

25日 男性 70代～ 県外 バスの客団体50人が入れるレストラン     乾燥設備を残してほし。なぜ乾燥させるのか等の説明文をつける

25日 男性 60代 市内 

富岡製糸場との関連ガイドとその後の富岡への流れ説明資料

要では無いか。 

来場客減少の中で、これだけの施設改善の必要が果たして有る

のか検討では 
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25日 男性 50代 県内         良いと思います。期待しています。 

25日 男性 60代 市内 

展示内容によるがわざわざ見に来られる人がどれだけいるだ

ろうか？ 

展示内容しだいという事になろう 

ここにレストランをつくるのでなく、まちなかの飲食店のメニューや接

客態度をみがきあげて、食べに寄りたくなる飲食店を増やし、まちなか

をにぎやかにすべきでは？ 

まったく理解できないプラン。この地区の農産物、特産物の販

売に特化するのであれば意味もあろうが、たんに野菜などの販

売所であれば重い野菜を歩いてきた人が買って帰るだろう

か？ 

珍しい設備でもないもの展示しておいても見る人はいないので

は？ 

全体的に集客効果が期待できないプラン（イベントを含めて）

だと思った。これではリピーター確保も無理であろう。 

25日 無回答 60代 県内 各種イベント   レストラン   建物をいかして、元気に活用してください 

26日 男性 50代 県内         良いと思います。 

26日 無回答 40代 県内 いいと思います。 いいと思います。 いいと思います。 いいと思います。 いいと思います。 

26日 無回答 70代～ 無回答 音響効果が良いのでイベントに適していると思います。 

・レストランや若者が集まる場所として活用できる。・駅より近いので

便利が良い。 

市の憩いの場所としてほしい。     

26日 男性 60代 市内 コンサート会場に合っていると思う。   地域交流の場として使用。   全体的には駅に市役所に近く、人員参加にはよい。 

26日 女性 60代 市内 レンガが見えて、昔を思い出しました。         

26日 男性 70代～ 県内 富岡の歴史館 ミニコンサートホール ミニギャラリ 設備がもっと見える様にして欲しい 妥当 

26日 無回答 無回答 県内 

ライブハウス 

音響効果が素晴らしい 

26日 男性 60代 無回答         改修に疑問 

26日 男性 70代～ 市内 

どこかに燃えている火を置いてみたら、火を見る機会の少ない

現在に訴えるかも 

採光と夏冬対策のうえ… 閉塞感をどう生かすか 

倉庫と乾燥場との関係がはっきりしない。 

大量の蛹を殺しているわけだが、その霊の供養の姿がない。 

富岡製糸場との関連を明確に！ 

プロのつくったものだろうから、それに沿ってつくり上げてみ

てはどうか。 

26日 男性 60代 市内         

対象を明確に 

大きさが中途半端 

将来的に考え、無駄にならないよう願います。 

26日 男性 60代 市内         現状がどのように変化するのか想定不能 

26日 男性 60代 市内         

富岡駅から通り抜けられる計画は良いと思う。 

観光客や市民が楽しめる場として欲しい。 

全体の計画は良いと思いますが、道の駅的ないこいの場として

貰いたい。 

26日 男性 60代 市内           

26日 男性 60代 市内 見て学ぶだけでなく、様々 な体験学習ができるとよい。 

レストランではおきりこみやこしね汁など群馬や富岡ならではのもの

も出してもらえるとよい。 

現在おかって市場は市外、県外産のものも多い。地元産（甘楽・

富岡産）の物に限定したほうがよい。地元の人が自由に出店で

きるようになるとよい。 

素晴らしい計画であると思うが、課題はやはり集客（観光者数

の継続）だと思う。 

この課題の解決なしには、今回の計画も画餅となってしまうの

ではないでしょうか。 

26日 無回答 50代 市内         

市役所跡を広場としてだけでなく有効活用し、倉庫と一体とな

った経営をお願いしたい。 

フランスワインを取り扱って欲しい。 

26日 女性 50代 市内         できるだけ駐車場のスペースをそばにつくってもらえればい
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いのではないか 

駅から入ってくる流れをうまく作るのはいいと思う。 

道の駅としての活用をするのはどうか→地元の野菜、おきりこ

み等販売する 

26日 男性 60代 市内         フリーマーケット的なものをやってほしい。 

26日 女性 30代 市内 現代アートギャラリー企画展で映像作品を流してほしい。 

ジャズコンサートを開催してほしい。ワイン祭りなども。 

通り側から中の様子がわかるように工夫してほしい。 

おかって市場は必ず存続してほしいし、現在おかって市場で開

催しているイベントも継続してほしい。 

廃墟マニアが好きそう…。 盛り上がってほしいです。楽しい場になりますように。 

26日 女性 70代～ 市内 これからもに利用したらいいのでは… ジャズコンサートでも出来たら最高だと思います 通りがかり寄らせてもらい本当に良かったです。 当日として、素晴らしいと思います。 

もり上がってほしいです。富岡市のために頑張って下さい。あ

りがとうございました。 

26日 男性 70代～ 市内           

26日 男性 30代 県内         

歴史的建造物の素晴らしさを体感できる場所だと思います。 

なるべく現在の状態を保っていただけたらと思います。 

26日 男性 40代 県内 ライブハウス・カフェ     ドラマの撮影 

古い建物を市や地区の活性化の為、イベントを開催することは

良いと思う。マルシェの様なイベント回数を多く開催すればよ

り多くの人が集まるのでは？ 

26日 女性 40代 県内         

・市の活性化のために色々 なイベントに開放することは良いこ

とだと思う。 

・広場？は砕石のままだと歩きづらいと思う。 

26日 無回答 70代～ 市内 コンサートホールに再利用すべき レストランやカフェに利用を   中に保存されているスチームエンジンは保存し公開すればベスト

倉庫の活用は当然ながら、乾燥場にあるスチームエンジンや乾

燥機器は是非とも一般公開すべき。絹産業を支える別の分野が

より理解できると思う。 

26日 無回答 50代 市内 

レンガの模様がきれいです。吹き抜けがあり、夏場でも涼しそ

うです。 

音響があり、ホールになるのが楽しみです。 梁に使われている木材は、太くしっかりしています。 古い機会がそのまま保存されています。 市民や観光客の方が集えるので楽しみにしています。 

26日 無回答 70代～ 無回答 ４世界遺産が群馬にあることをしっかりＰＲして欲しい。 イベントホールとして世界遺産を多いにＰＲすることが大事。 

総合観光案内所として利用してはどうか。 

富岡のみなら、群馬県内及び近隣の長野・埼玉・栃木も含めた

面で遊客を呼んでは。 

現物保存に賛成 

好企画と思う。 

群馬の世界遺産は製糸場一人勝ちであり、総合的にオール群馬

のセンターとして役割をはたして欲しい。 

26日 男性 60代 市内         賛成ですが、動向が遅いと思います。 

26日 女性 40代 県内 

ギャラリーなど。２Ｆのシアタールームはとても良かったで

す。 

お蚕から繭を取る様子等を見られたら楽しい。 地元の野菜等を扱ったマーケットなど。 ミュージアムとしてこのまま残してほしい。 とても良いと思います。 

26日 男性 30代 県内 

internal furniture should be made of wood to fit red 

brick style 

（内装は赤レンガ造りに合うように木製とするべきた） 

Idea to show old machinery is very good! 

It is a part of the history that should be protected. 

（古い機械を見せるアイデアはとても良い！これは保存され

るべき歴史の一部である。） 

26日 女性 70代～ 市内 

今もフラワーアレンジなどやってますが、もっと色々 市民が集

まってくるようにして頂きたいと思います。 

なるべく早くコンサート等できるようにして頂きたい。 

文化不毛の富岡に皆が集える場所があるといいと思います。 

駅からのとおりとしては明るくなってよいと思います。 貴重な機械など、見られるように整備して頂きたいと思います。

とても良いと思います。早く実現するようにお願い致します。

別棟でよいので、トイレをお願いします。 
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アカ抜けたおしゃれな場所になるように…。 

建物が周りにあって庭のスペースが最中にあるととても良い

感じです。 

26日 女性 70代～ 無回答         

良いことと思います。 

市の金をあまり使う様なら考える方が良い。 

26日 女性 70代～ 市内 大変良いと思います       

良いと思いますが？ 

あまりお金をかけない方が良いと思います。 

26日 女性 70代～ 市内         大変よい企画だと思います。 

26日 無回答 60代 市内         良いと思います。が、あまりお金をかけないように。 

26日 男性 60代 県外 

音響が素晴らしい。 

映像と音楽が建物とマッチしていて、有限なエリアを作りだし

ている。 

今流行のハリの見える建物もいい。     

知らずに入ったが、古いものが見学できて歴史にふれることが

できた。続けてほしい。 

古いものの有効利用の参考になる。音響効果が良い。 

26日 女性 70代～ 市内 

皆が出入り出来る様なｵｶｯﾃｲﾁﾊ゙ として新鮮な野菜、季節感のあ

る品を活用してほしい。 

26日 男性 70代～ 県内         大変に良いと思います。 

26日 無回答 60代 県内           

26日 男性 40代 県内 

一番湿度が高い気がするのでワインセラーや味噌蔵等貯蔵に

向いていると思います。 

壁が厚く、天井が高いので音楽に向くと思います。 

北窓で日の光が安定しているので、八百屋は良いと思います。

外を歩く人からも見えるので日配品等が売っていれば入りや

すいと思います。 

陽が入り、小さくて暖かそうなので、人が長く居られる場所だと思

います。 

建物ごとに様々 なスピード感を感じられる場所になると面白

いと思います。 

例）日々 の生活、過去、未来、熟成…ｅｔｃ 

「文化を継承する場」としての軸をブラさず、短期的な経済性

にとらわれることなく、ちょっとずツ本質的に価値のある物が

集まる場所になると良いなぁと思います。１００年後、２００

年後にこの世界遺産センターが世界に誇る世界遺産になった

ら面白いです。そうであれば協力は惜しみません。 

26日 女性 30代 県内 

人が思わずくつろぎたくんらる様な、シアターや資料を見たく

なるような座り心地のいいイスやソファ―などを置くのもい

いのでは？ 

心地よい音楽とか。 

２号館のレストランスペースは補助金などを使わず運営できる位の魅

力のある飲食店を是非入れてほしい。（利権にとらわれず） 

現在のおかって市場のゆるい、なごやかな雰囲気がそのまま残

るとうれしいです。 

ブックカフェと言う発想がとても良いと思います。スタイリッシュ

すぎず年齢、性別問わずだれもが入りやすい雰囲気になったらいい

なと思います。 

できる限り、今の建物の良さを壊さずに進めていってもらいた

いです。 

壊すことはできても再びつくることはできないので。 

色々 大変なことも多いと思いますが、頑張って下さい。 

楽しみにしています。 

26日 女性 40代 県内 

・コンサートや映画鑑賞 

・２Ｆは貸し事務所、コミュニティースペース。ヨガなどの趣

味のカルチャースクール。 

・絵や写真等の展示会 

・結婚式の二次会や、婚活パーティなど。 

・食のプロを呼んで食育イベント 

・ケータリングサービス 

・外でのアウトドアイベント 

・地元産の野菜や食品を使っての料理教室や味噌、醤油作り。

・郷土料理の伝承、こんにゃく作り 

・絹を使ったＷＳ（まんだら、織り） 

・朝活（おすすめの本の紹介や英語等の勉強） 

・語り部による歴史の紹介、説明（いろりを囲んで話をするような）

前々 からレンガ造りの倉庫を活用してほしいなと思っていた

のでとてもうれしいです。 

昔の古いものを残しつつ、新しいものを取り入れて、ぜひ人の

集まる場にしてもらいたいと思います。 

かといって交通渋滞や駐車違反等が起こらないように、市民の

日常に集まるゆとりもほしいです。 

26日 女性 50代 市内         おかって市場を富岡祭りのお囃子の稽古場で利用していた頃
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より、うまく利用できればよいと思っていました。 

遺産として残しつつ、観光の一つのスポットとして表現できれ

ばよいと思います。 

おかって市場は近所のお年寄りが利用しているので、その方面

でも使いやすさは残してほしいと思います。 

26日 女性 50代 市内           

26日 女性 50代 県内           

26日 女性 50代 市内 

とても素敵な空間です。手作り品、陶芸等、展示、販売のショ

ップを作ってリピーターを増やす考えをして欲しいです。 

26日 女性 40代 市内         思っていたよりステキでした。 

26日 男性 50代 県内 ワインカーヴ       Ｇｏｏｄ 

26日 女性 40代 県内 図書、資料館 カフェ、レストラン ショップ   

良いと思います。 

素敵なのができるといいですね。 

26日 男性 50代 市内         オープンが楽しみです。 

26日 男性 50代 市内 

レンガ積みがイギリス積みであり製糸場と異なり、トラスも片

トラこと製糸場より少し新しくできたものを感じさせ、素晴ら

しい建物である。 

26日 男性 50代 市内           

26日 男性 20代 市内       ブックカフェとはどういうものを想定しているのか気になった 

・県の世界遺産センターが入るとのことだが、その青写真を提

示してもらいたい。 

・思っていたより施設の状態が良いように思えたので、ぜひ多

くの人が立ち寄れる場にしていただきたい。 

26日 無回答 無回答 無回答       子供たちに見学させたら喜ぶと思います。 

とても良いと思います。 

各団体が利用できるようにお願いします。 

26日 男性 70代～ 県外 イベントホール等 展示場 展示場、レストラン 現状での活用   

26日 男性 60代 県内 

蚕が育ちまゆを作り、まゆが生糸になり、絹の布になるまでの

流れがわかるよう展示して欲しい。 

動態展示あるいは立体模型などで。 

良いと思います。 良いと思います。 繰糸機の発展の様子がわかると良いかと思います。 

大変良い計画と思います。 

駅東駐車場や駅からのお客様には、アピールできる位置にあり

ますが、他の駐車場を利用するお客様の取り込み方法を検討す

る必要があると思います。 

26日 男性 30代 市内           

26日 女性 50代 市内 

世界遺産４カ所の説明の場はあると良い。レンガの様子は製糸

場イメージを保つために必要。 

レストラン・カフェ等倉庫を出す部分は必要かも。（駅から来た人、電

車を待つ人たちへの場の提供として） 

吹き抜けが必要かは不明。 

市場、マルシェとして賑わうようイベント、店など、検討して

入れてもらいたい（リピーター確保）。 

手土産品購入者をターゲットとする。 

ブックカフェも田の市が、絹・繭を使ったアート作品展示、又は、

ワークショップの場も良いのでは？外国人対応ができればかなり

の購買層が見込めるかも？ 

今まで使われていなかった倉庫を利用するのはありがたい。

（中を見て、当時の建築内容がわかるので） 

現在の駅のモダンと、当時の建物とのギャップを逆手に取り、

利用してもらいたい。 

３号倉庫内乾燥場も興味深い。機械等の説明がつくとさらにイ

メージがわきやすい。 
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他に、“路地造り”なら昔のイメージのまま残せれば楽しい。見

どころ紹介（トマソン的なもの） 

建物、路地の雰囲気作りがあるとおもしろい。（例：大黒屋の店）

街中が楽しかったところは、瀬戸内の“直島”。アートがメイン

だったが、富岡はアートではなく、現状維持費用的に良いのか

も。 

市内を案内するには、ガイドブック又はスマホ等、情報発信を

こまめに追加してほしい。 

26日 女性 60代 県外 イタリアンレストラン お土産屋       

26日 男性 60代 県外 店 店 店 駐車場 （見本）横浜赤レンガ風？ 

26日 男性 20代 県内 

観光する（立ち寄る）なかで、伝統的な気づきを感じられるよ

うな提案がされていてとても共感しました。 

改修することで場の賑わいを創出するとでも合理的だし、早く

見てみたい。 

26日 女性 20代 市内 

今でも魅力ある空間。 

小さい子からお年寄りまで、様々 な人々 に利用してもらえるよ

うにしたら、もっと良くなると感じました。 

昔の使われ方が知れて学べることが多いと思った。 

歴史会ぽくして多くの地域の人、また、観光客の人に広めていって

ほしい。 

昔の空間の中で生活している感じが素敵でした。非常に良い案

だと思いました。 

ぜひ、完成したらまた来たいと思います。 

26日 男性 60代 市内         良いと思う。 

26日 男性 60代 市内 

１号館は見学できるが、２，３号館は閉ざされている（市の書

類を片付けてから）開室して意見、利用方法聞くべき。 

レストラン→和食→学校給食。 

今和食ブームである。昔懐かしい学校職提供（見学者の年齢層によるが）

子供向け繭を利用した工作室、大人は絹を使用した織物室な

ど、富岡に来た時年になる物の作成や、時間を過ごせる空間利

用。 

1/23～1/29 の間は一番寒い時期なのにトイレは市役所を

利用するようにとは市外や老人が見学するのに道路横切るの

は危険があるしわかりづらい。普通一般的には簡易トイレを借

上げするが（一週間）予算的には難しいのか、利用者目線や親

切がない。 

26日 男性 70代～ 県外         良いと思います。 

26日 女性 60代 県外         

富岡製糸場に来ましたが、無料駐車場に車を置いてきたのでち

ょうどよい中間点なので良いと思います。 

26日 女性 60代 県外 

レンガ積みは趣があり、また頑丈な建物かな？と感じました。

スケールの大きさ 

倉庫も材料によって（造り）長短があったのでしょうか。 

土壁は三つの内、倉庫としての役割はどうなのかな？ 

私の疑問でした。 

おかって市場を見学し、楽しかったですよ。 

係員さんご苦労様です。 

26日 無回答 70代～ 県外 コンサート コンサート レストラン   

３つの倉庫を見学できたことうれしく思いました。 

旧製糸場だけかな？と思っていたので、また新しい発見ができ

ました。 

26日 女性 30代 無回答 住宅（レトロな住まい。デザイナーに任せる） 教室、ダンス等 住宅（レトロなアパート） 作業場、会議室（機械や昔の機能を残しつつ「使える」場所に 

大事に保存するのも大切だが、実用的にするのが一番効率よく

楽しんでもらえると思う。 

26日 男性 40代 県内 （メキシカン）レストラン ダンスホール ダンスホール ？   

26日 男性 60代 県外 明治時代を彷彿させる雰囲気の空間 音楽演奏 レストラン、ビアホール   

月並みなものではなく皆をアッと言わせるような空間に。（プ

ロの意見を聞くのが良い？） 

26日 男性 40代 市内   

トップライトをつける、レストランにするは良い案だと思いました。レ

ストランにはまた来てみたいです。 

駅からのルートができるのは良いと思います。 

賑わいの創出になれば良いなと思います。 
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26日 男性 60代 市内   ミニコンサートホールの活用等     

富岡市役所周辺を拠点として、市内の活性化を図っていただき

たい。 

26日 男性 50代 県外 小さなウエディング ２号の２階はミニコンサート     全体的に面白いと思います。 

26日 男性 50代 市内 世界遺産センター レストラン、イベントホールとして活用 土産も売ってみてはどうでしょう 動態展示が見られれば良いと思う。 県と協力して計画を進めてもらいたい 

26日 男性 50代 市内 

２号倉庫より響きがよさそうなので、こちらも音楽イベントが

できるようにしたらどうか。 

レストランにするには、もっと明るい開放的な感じにした方が良いと思

う。 

お土産屋富岡ならではの特産品を多く置き、ＰＲしてみてはど

うか。 

動態展示をいかにおもしろく、人を引き付けるかにかかっていると

思う。 

駅・市役所・製糸場という点を線でつなぐ素晴らしい計画だと

思う。これによって、観光客が回遊できワクワクする体験がで

き、リピーターの増加につながると思う。 

26日 男性 70代～ 市内         

富岡製糸場は今まで何回も見学しましたが、富岡倉庫はキレイ

に保存されてきましたので、今後とも保存されていければと思

います。 

立地条件も良く、駅には近くもと甘楽社もあったことなので。

特に甘楽社の方も活用していければと思います。 

26日 男性 60代 県内         

大変良い試みだと思います。提案されているアイディアでやっ

てみてください。 

26日 男性 50代 市内 情報発信基地 コンサート、演劇、フランス料理 講演会、文化発信 木造をアピール 良い。 

26日 男性 70代～ 県内         

初めての見学なので、もう一度良く学びこの結果をインターネ

ット等で意見を述べたい。 

解説がほしい。 

26日 男性 50代 市内 レンガ造りが大変良い。この景観を活かしたもの。       

富岡駅から製糸場を繋ぐ導線にあり、一体的な計画整備が望ま

れる所です。 

景観に配慮することも必要ですが、過度になり過ぎない様メン

テも考え整備してもらいたい。 

26日 無回答 無回答 無回答 

ガラス張りにして通りから見やすくするのがとても良いと思

います。興味をそそり、見てみよう、入ってみようと思えるの

で、電車側からもガラス面がたくさんあると良いと思います。

採光を取り入れることであたたかみと造りに見入ることができるので、

明るさは重要だと思います。 

空間を活かせるスペースなので当時の空気感を残して活用で

きると良いと思います。 

静態展示ですが、工女さんのもみじ平にあるような人形を置くとよ

りリアリティーが上がると思います。 

とても良いです。観光客のみならず、若者や外国人、地元の方々

まで、幅広い活用が期待できると思います。 

26日 女性 70代～ 市内 明治時代によくこのような建築ができたと感銘しています。 同上 同上 同上 

製糸場に続いて歴史的なものなので、非常に良い計画だと思い

ます。今後が楽しみです。 

26日 男性 50代 市内 展示施設、土産販売 フレンチレストラン     

１号のレンガ内壁が素晴らしい。観光客が回遊できる施設にし

て欲しい。 

26日 男性 40代 市内 ＶＲシアターでよい。 

レストラン、イベントスペースありきでなく、市民のニーズにあったも

のを造るべき 

おかって市場でよい。 

コンビニ作ってほしい。 

ファミマカムオン！ 

カフェは、スタバかターリーズ希望 スタバとコンビニがあれば賛成です。 

26日 女性 50代 市内 賛成します 賛成します 賛成します 賛成です 賛成します 

26日 女性 30代 市内 

県内ではあまり見かけない、レンガ造りが印象的、この雰囲気

を活かしたギャラリーは魅力的で良いと思う。 

大谷石も今はもう手に入らないと聞いています。音楽と食は人を惹きつ

けるものなので、良い活かし方だと思う。 

ブロックを壊して明るい印象にするところが良い。３号が一番

閉鎖感があるので 

個人的にも活用したいと思う場所。 

カフェは絶対に必要だと思う。 

数年前から富岡は古き良き街だと思っていました。これからは

田舎の良さを活かした街づくりをした場所が県内や国内、国外

の人を惹きつける場所だと思います。 
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県内の人ですら、冨岡ってわざわざ行かないと言います。だか

らこそ、わざわざ行きたくなるよう場所に近づくのではないで

しょうか。 

26日 男性 60代 県内 

養蚕が盛んだったころのイメージができるようなイベント等

が開催される場所 

    実際の動態を見てみたい 基本的に全体として養蚕を理解して頂ける会場が作れたら。 

26日 女性 60代 無回答 和服のファッション展示会などは良いのでは。       

富岡製糸場につながるイメージの様に出来ることは良いこと

なのでは。 

26日 女性 60代 無回答         

初めて富岡倉庫を見学して、中の造りが思ったよりもしっかり

としていました。 

改築後集客がぐーんと広がる為には、数多くのイベントをし

（例えば和装のスタッフがもてなす、解説をする等々 ）、お客様

からの意見や感想を最大限活用してほしいと思います。 

26日 男性 60代 市内 美術館、市内のイベント会場 

・老人たちのコミュニティーの場所 

・農耕具（古いもの）等の展示場 

・会議場 

・飲食物 

・コーヒー喫茶 

道の役風にして地元産の野菜などの販売所 

この時期にして、かなり経費の無駄の様な気がします。 

人口減少の折、地場産業も減少中。今後の経費等、心配です。

26日 無回答 無回答 無回答 

冨岡の文化財、他、地理物（河岸段丘）等の資材中心に展示す

れば 

二階は市民による     

全国的に箱もの行政が多いのでお金を最小限で運営してもら

いたい 

26日 女性 20代 市内 

工女さんのいる店員さんのいるカフェ 

若しくは２階は映画館、シアタールーム（古い映画もいいか

も？） 

お食事処、レストラン、ヘルシーサラダバー（おかって市場の野菜を使

った） 

ＳＮＳをうまく利用した何か 

・美術館 

・アクセサリー、シルク製品販売 

歴史ある建物と若者を呼べる取り組みがうまくコラボしてリ

ピーターが獲得できればと思います。 

26日 女性 10代 県内 

ライブハウスとかも出来そう。 

反響が好き！！ 

ワインバー（静けさが好きです） 

地物がほしい。 

おかって市場 博物館？歴史をどう伝えるか 

交流の場を期待しています。 

冷たい雰囲気なので温かさを。 

26日 女性 20代 県内 飲食店、西洋料理がたくさん集まるスペース ステージetc…を置いて、市民の発表等の機会となるようなものに 資料、収集出来る様な学びの場 機械を見れるよう保存、実物と触れ合える学びの場 市民と世界遺産が近くなるように活用してもらいたい。 

26日 女性 20代 県内 

１階 レストラン（雰囲気がいい） 

２階 ライブハウス、コンサート会場（音が奇麗に響く） 

どちらか一つでもいい 

①調理場（レストラン） 

②控室（コンサート） 

①グッズコーナー（コンサート） 

②食材売り場（レストラン） 

①機械置き場（コンサート） 

②食材置き場（レストラン） 

製糸場以外の歴史的な建造物を見られるのはとても良いです。

たくさんの人に知ってもらえたら良いなと思います。 

有効活用ができるといいですね。 

26日 女性 50代 県内 

カフェが出来たら利用してみたいです。パンなども買えたらう

れしいです。 

  体に優しい食事が出来たらいいです。（野菜中心、マグロなど）   とても楽しみです。 

26日 女性 60代 県内 

倉庫前の片流れ鉄板屋根は落下の恐れがある。 

レンガ壁が前面に映る方が絵になると思われる。 

土間のコンクリートも冷ややか 

大谷石積倉庫はいつ頃の建物なのか。耐震をどのように施すのか気にな

るところです。 

明治時代の木造で和洋取り入れた面白い建物です。解体、保存をさ

れると思われますが、できるだけ、現状を残してほしい。ボイラー

室も見てまわるようにして！ 

非常によくまとまっていると思います。 

ただ４棟の年代が違っているので全てを一色にまとめるのは

大変かな？ 

26日 女性 40代 県内         

うらやましい限りです。それぞれの建物に合った計画だと思い

ます。古き良きものを新しい未来へつなぐ素晴らしい取り組み

だと思いました。 

完成したら何度も遊びに来たくなる場所になるのではないで

しょうか。 
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県内様々 な人も巻き込んでいただきたいです。 

26日 男性 30代 県内 ・フリースペース（仕事等をする場所）を設ける。 

・地元の食材での料理教室。 

・屋台などの出店 

・地元の農産物の直売。 

・農家とのふれあい場 

・絹織りなどの体験 とても良いと思います。感性がとても楽しみです。 

26日 女性 30代 市内 

１部取り壊しよりくぐり抜けが良い。 

道より門のイメージの方が入口にふさわしいのではないか。 

×強度？ 

良いと思う。 良いと思う。 

ボイラーも見れたらいい。 

３段階は良いと思う。 

新しい動線が出来るのは良いと思う。 

26日 男性 20代 県内 

２階部分の有無や乾燥機を活用する等、各建物の特色を活かし

た計画となっていると思います。 

階段が急だったり、出入口の段差が気になるので改装時に解消されると

よい。 

同上 同上 

駅からの動線が出来、情報の発信や交流の場、対流の拠点とな

ることを期待します。 

26日 女性 50代 県内 

広く、天井も高かったので展示以外にも広く活用できそうです

ね。 

富岡名産店 梁の美しさを前面に長さを活用した何か。 

既存の機会を整備して動いていた当時の様子が見られたら良いと

思います。 

周知・告知が弱かったかな？ 

ツイッターでつい最近知りました。見るだけのもさびしいもの

がありました。 

26日 男性 その他 市内         おもしろかった 

26日 女性 40代 市内 お土産屋、軽食などが楽しめる場所 イベント用のライブハウス的な ん～～～ 

整備して当時のままを展示。機械？が動くと楽しいカモ。レトロ感

を残して欲しい。 

頑張れ富岡！ 

26日 男性 20代 県内 ＶＲシアターがもう少し大きくても良い。   ガラスを使うのは良いと思う。   

世界遺産だけというイメージをなくしてほしいので、街が変化

することは良いと思う。古い雰囲気を残して改装してほいい。

26日 女性 60代 市内 シルバー世代の人達を中心とした楽しい遊び 富岡市の特産を使ったレストラン       

26日 無回答 無回答 無回答 

・レンガ積みがとても良い。この景観を活かす方法を考えると

良い。 

・窓枠部分はガラス（強化ガラス）を入れ、採光を考慮したい。

・冷暖房を考慮したい。 

・富岡駅に近いので、「上野鉄道」関係の物の展示が欲しい。 

・モノクロ写真などを展示などはどうでしょうか。 

・大谷石造りはそのままに、中の証明を考慮したい。 

富岡の歴史が一目でわかるような企画をしたらどうでしょう

か。 

・製糸場と関連付けて、このままの形態で活かしてほしい。 とても良いと思います。 

26日 女性 50代 県内         

近隣の商店、農家さん、事業をしている人皆が参加できる場所

として、活躍して頂きたいです。 

26日 男性 40代 県内     結婚式やコンサートとか出来るといいですね。     

26日 男性 60代 無回答         安全を確保した上で極力現状を残すことを希望。 

26日 男性 30代 市内 

全体的に桐生市の有鄰館のようなイメージです。市民団体や若

手作家の発表の場や、小中学校との連携で、夏休みの宿題図工・

美術の授業等の会場として、貸会場にするとか。 

富岡だけに市内・県内・全国のシルク作家さんを招いてイベン

ト・ワークショップを展開できそうな気もします。 

富岡にこのような場所があることを初めて知りました。駅前の

好立地で、電車待ちの方々 がほどよく時間をつぶせる空間にな

ればと思います。 

26日 男性 20代 市内 

音楽が落ちつけます。 

今の時期に来たので、暖があれば尚良しかと。 

絵画など、富岡市民のワークショップのブースや飾りがあると

見てみたい。 

・フリーマーケットやバザーがあると・ 

・DIY商品やリメイク古家具など。 

・古着屋等服飾 

古民家改装、リノベーションの流行の中、市活性化に対しての

こういった計画は◎。 

古民家カフェや自然食（オーガニック）など、市特産の商品を

頂ける所があると若者には興味尚◎。 

26日 女性 20代 市内         

・コンサートとかのイベントを開催する。 

・見るだけではなくて、体験型のスペースを作る。 
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・月一マルシェのようなイベントの回数を増やす。 

・ｃａｆｅスペースの常駐などがあったらうれしいです。 

26日 男性 70代～ 市内       見学コースの整備が必要 

製糸場に行く前に見てもらうのか、帰途に見てもらうのかによ

っても整備の方法が異なると思う。 

26日 男性 70代～ 市内 

・何よりも当時のままを見やすく見せる。 

・冷暖房をしなければならないような。 

・居心地よく。 

・一階あるいは二階をカフェとか、くつろげる所に。 

・階段が急すぎて危ない。 

・同左 

・できるだけ動態展示を多く 

・同上 

・一回りすると分かるストーリー性を。 

蔵を見て客が感動するストーリーの組み立て。 

同上   

26日 男性 60代 県内         

養蚕に関する展示施設を考えてはどうか。蚕・まゆ・織機を総

合的に理解できるもの 

26日 女性 40代 市内 お客さん参加の催しものとかをやってみる 地元の食材を使ったメニューがあるといいです。 通りに面しているので集客にいいと思います。 乾燥機がどのように動いていたか等の説明があるといいです。 昔の建物の良さを引き出して活用していいと思います。 

26日 男性 60代 県内 

遺産センター 

群馬県の蚕糸行の横の繋がりが理解できる展示施設 

  特産品売り場は不安ではないか   

県や日本中の集客ということで、市民の交流センターを設ける

というのは別の場所にすべき 

26日 男性 60代 県内         ホテルを、どれかの倉庫を利用して作ったらいかがですか 

26日 男性 60代 市内       

製糸場で乾燥場修復しようとしています。 

両方の比較があれば面白いと思います。 

（明治５４年、明治３４年製の…） 

良いと思います。 

但し予算がどの位かかり適当なのか明確化が必要と思う。 

26日 女性 20代 県外         

時間外で中身を見られなかったのですが、看板やお花が飾って

あり、おしゃれでかわいいなと思いました。建物もレンガで素

敵で、次回このようなイベントが開催された、時間内にきて、

ゆっくりしたいなと思いました。 

26日 男性 30代 県外 

音楽の聞けるレストラン。 

夜はBAR。 

若い人が来れる。（JAZZコンサート） 

シルクを使った商品を売る アーティストの展示 

・地元の野菜や花を売る 

・肉（道の駅的な） 

良いと思う。 

近隣のお土産屋、飲食店のお店も売り上げが低そうなので、コ

ンサルティングをつけてみては。 

26日 男性 70代～ 市内           

26日 男性 40代 市内       

養蚕？富岡？関する本？ダメでしょ。スタバ誘致しなよ。ツタヤ誘

致しなよ。終わるよ富岡。いいの？終わっても…。これ全面リニュ

ーアルだね。使えない（外観古くて） 

良いと思う。老人ホームに金を使いすぎ。老人より若者（次世

代）に金を使え。２０年後に人口30,000人。早く計画を推

し進めないと大変なことになるぞ！コンテンツも考えてね。し

ょぼいと人来ないよ。下仁田や南牧村の様になってしまう。再

生不可能のような事態は避けるべき。 

27日 男性 60代 市内           

27日 女性 30代 県内 良い ２階：トタンの壁の所で食事はあまりしたくない。 良い 

人をより集めるならブックカフェ・書庫スペースを充実させたらい

いと思う。 

動線をしっかり考えないと展示しか目につかないかも。 

みんな共通で明るさが欲しい。 

どこでもいいけど、シルクを使ったハンドメイド小物とか富岡

市民が出店できるフリマスペースとかあってもいいかもしれ

ないです。 
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27日 男性 40代 県内 

シアター機能はコンテンツの内容やバラエティにかかってい

ると思います。 

古いレンガ倉庫がおしゃれなレストランになればマッチすると思いま

す。 

全てに共通するのですが外からの採光が欲しいと思います 

今はやりのブックカフェの需要がどのくらいあるかは不明ですが、

落ち着いて調べ物をしたり読書を楽しめる場所になると良いと思

います。 

27日 男性 70代～ 市内         

・駅から製糸場への流れをつくる意味としてよいと思います。

・富岡製糸場への“案内”として楽しみ方、歩き方を案内する

機能を重視したい。 

・石造りレンガ造りの音響効果を活かした演奏ステージへの活

用もよいと思う。 

客席と演奏が一体感のある。 

27日 男性 60代 市内 歴史館、展示 イベントホールにしては 宝物殿 

マシンを保存 

案内環境を整える 

周辺を整備し建物保存を計り、末代まで残す 

27日 男性 60代 市内         賛成です。１号館は減築でなく一区も考慮できませんか？ 

27日 男性 60代 市内 おかって市場だけではもったいない。 ファストフード店を募集し、軽食でもてなす。   取り壊して、来客の休憩場所とする。現状の庭部分は狭すぎる。

土地は取得すべきです。乾燥機は製糸場にて保存し、このスペ

ースを来客の休み場所にする。 

27日 女性 40代 県内         

とても良く保存されていて感謝です。 

１号のレンガはとても素敵なイメージでした。観光客も地元の

人も楽しめる拠点になりそうでとても良いと思います。 

27日 男性 60代 県内 柱がすごい虫食いなので心配です。   一部分二階を吹き抜けにしたらよいと思いました。 

屋根が目立つので、ぼろいのが。 

面積広が、直した方が良いと思いました。 

世界遺産センターになるということですが、もう少し早い段階

でやってほしかったです。 

27日 男性 70代～ 市内 展示の中心建物だと思います。 

レストランは必要ですね。地元の業者にチャンスを与えて欲しいです

ね。 

車に乗れない人達の頼みのお店の様ですので、ありがたいです

ね。 

動態展示が楽しみですが、どれくらいかどうできるのか。ここが１

号倉庫と共に展示の中心となる。 

期待できそうですね。 

閉鎖的倉庫群からオープンハウスでいいですね。 

出入口や通路を楽しいものにしてください。 

27日 男性 70代～ 県内     

落ち着ける雰囲気なので、休憩所などに使ったらよいかと思い

ます。 

27日 女性 60代 県内         素晴らし遺産ですのでぜひ活用してほしいです。 

27日 男性 20代 市内 いいと思います。 吹き抜けは特にいいアイデアだと思いました。 

おかって市場をこちらに移転sるのはいいアイデアですね。そ

のおかげで元の建物を最大限に活用できてとても楽しみです。

動態展示がようやく具現化しますね。楽しみですね。 

進めてください。 

応援します。 

これで富岡は更に魅力的な街になります。 

まさに「世界遺産にふさわしいまちづくり」の実現ですね。 

注意＝世界遺産と言うことで外国人観光客に十分配慮してく

ださい。（外国語対策）こちらは、企画段階から考えてください。

27日 男性 20代 市内 

・更正資産の発信拠点としては良い。・製糸場の倉庫とは、レン

ガの積み方や建物の構造、年代等が異なるので、そこをどこで、

どう説明するのか。・市民の利用率をどう高めるのか（公共施設

との比較？検証？） 

・地元の人もよりやすい建物にする。メニューや価格もよく検討したほ

うが良い（観光客だけをターゲットとしない） 

・単なるお土産品ではなく、地元ならではの物が買えるように

する。・駅の利用客を想定しているので、宅配サービスがあると

良い。・運営をどんな団体が行うかも大切。 

・富岡倉庫の歴史や機能（役割）を最も表現できる建物だと思うの

で、解説などを充実させてほしい。・市民にも知ってもらえるよう

にブックカフェにも紹介コーナーがあると良い 

・全体的には良いと思う。・駅の利用客を今後どのように増やし

ていくのか。・維持管理の方法やコスト面についても考えてい

く必要がある。・地域に開かれた活用案を想定し整備を進めて

もらいたい。 

27日 男性 50代 市内 ホテル 蚕飼育所 市場 ブックカフェ   
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27日 女性 20代 市内 

３つ建物があるがレンガ積が分かるのは（内部）一号なので、

高い間仕切りなどは設置しないで空間を楽しめるものにして

欲しい。 

駅からの動線もあるのでレストランの活用方法はよいと思う。夜もお酒

が飲める空間にして欲しい 

乾燥機が実際に動いている様子を見たい。 

蚕の生態展示もあるので流れがあると分かりやすい。 

富岡倉庫という歴史を残しつつ、富岡市民や観光客があつまれ

る場、交流できる所ができることはいいことだと思う。 

27日 男性 60代 県外 アウトレット         

27日 男性 20代 市内 

広いので、できるだけ多くの人をVRシアターに入れるように

した方がいいと思う。 

柱をうまく活用し、おしゃれに収用できるようにした方がいいと思う。 横長でドアが三つあるためお客さんが入りやすいと思う。 建物の特徴を活かして素敵な動態展示をしてもらいたい。 おとまりがあっていいと思う。 

27日 男性 40代 市内 

VRシアターの他に店舗も一つくらい会ったほうが良い。売店

的な 

レストランとして、吹き抜けをおしゃれに使い雰囲気作りを大事にして

ほしい。 

地元の人が毎日買い物ができるものをそろえてほしい。 

・貴重な道具類を大切に残してほしい。 

・動くものは動かしてほしい。 

うまく活用できるものは、どんどん活用したほうがよい。 

27日 男性 30代 県内         

「温故知新」という言葉が頭を過りました。 

どのような活用法になるとしても、「日常的に来る」がうまくい

けば大成功する企画であると思います。とても期待していま

す。 

個人的には、やはり「学校」を造ることが出来たら面白いかな

ぁと思っています。 

27日 女性 50代 県内 

レトロなレンガ造りの中での映像は雰囲気がありよい。 

レストランでもよいと思った。 

内装に工夫を。 良いと思う。   

歴史的な建造物を残し良いと思う。 

ここから製糸場までの町も活気が出ると思う。 

27日 女性 40代 市内       

・乾燥機が動いている様子CGで再現し、保存展示のみではなく

映像展示してはどうか。 

・書棚スペースは学術研究者が絶版になった資料等閲覧できるよ

うになると良いと思う。（問い合わせが多い製糸場建造物報告書等）

良い活用が出来ると活きる場所だと思います。 

27日 男性 50代 市内         計画通り進んで欲しい。 

27日 女性 50代 市内         

良い計画だと思います。 

計画通り進んで欲しい 

27日 男性 50代 無回答           

27日 男性 70代～ 無回答       乾燥の流れを分かりやすくして欲しい。 

・「まゆ」から「生糸」が出来あがるまでの工程を設置してほし

い。 

・世界遺産センターの具体的説明 

27日 男性 40代 県外 シアターは良いと思います。 飲食店 レストラン、カフェ 物販店舗 

富岡製糸場に来た方が100％来たくなる物になれば町の活性

化にもつながり良いと思います。ポイントは食＋物。 

短期的な出店ができるスペースも必要 

27日 男性 30代 県外 サンルーム的にバルコニー下を使えることもできると思った。 音響が良いというのはなるほどと思った。 外観と内観のギャップが面白い。 

展示は１号館にまとめて、集客要素（地元の方にとって）を入れて

もいいと思った。 

極力既存のまま残す提案でよいと思った。 

ただ、もう少し増築して使い方に幅を持たせてもいいのではと

も思った。 

27日 女性 60代 市内   

壁部分のレンガが素敵な雰囲気です。ギャラリーやカフェにも素敵です

ね。 

27日 女性 無回答 市内 映像室は何か映し出していましたが、何か説明をしてくれると         
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なんだか分かるかも？ 

27日 男性 30代 県内       

乾燥機は製糸場でも国内他施設でも見られないものなのでぜひ積

極的に公開できるような整備をしてください。 

街中を回遊してもらう取り組みとして非常に良いと思います。

富岡倉庫だけでも整備の完成が今から楽しみです。市役所・製

糸場・商工会議所・他の歴史的建造物の整備がこのように連動

しているとは思いませんでした。一方で、整備に伴う市市場の

景観の影響は最小限に留めていただきたいです。（操業当時の

まま残っていることが世界遺産として大切と思います。） 

27日 女性 50代 県内         

どの建物もとても良いと思います。 

現状も歴史ある建物として価値があると思うので、改修する前

に様々 な記録をとってもらえればと思います。（たとえば映像

等で振り返れるように） 

完成するのが楽しみです。 

製糸場の周りは、ゲシュタルト舗装はしない方が良いと思いま

す。雰囲気が壊れます。 

27日 男性 30代 市内   

駅から直接入れるような動線をつくれるとおもしろい。屋根でつなぐ

等。 

面白い計画だが、富岡倉庫だけが目新しいものになると町とし

てういてしまいそう。 

27日 男性 20代 市内 

駅からの動線をつくるのに、建物はそのままにする方法はない

のか。 

ただの倉庫で残しておくよりは、大変良い活用方法だと思う。

早急な整備をしてオープンして欲しい。 

27日 女性 50代 市内 

・音を流してたのが響いていて重量感があり良かった。 

・新しく活用へ向けて改造するのに天囲天窓しないで、暗いま

までライトアップで演出するのもありかと思った。（倉庫のう

ち一つは倉庫らしいままで活用してもいいかなーと思う。） 

乾燥機の重量感に迫力を感じた。 

出来るならぜひ残す形で見せる形で活用してもらいたい。 

図書室あるのが魅力あると思う。 

地元の人が来るところになると思う。 

駅に近く気軽に楽しめる場所になると思います。 

カフェメニューもおいしいのがあったらいいなと思う。 

ゆっくりできる場所があれば、富岡へ来る方も今までと違うパ

ターンで来るようになり、リピートも増える。 

絹に興味ある人、近代産業遺産に興味ある人の集まるセンター

になればよいと思う。 

27日 男性 60代 県内 ピザ屋 軽食（コーヒーケーキ、たこ焼き、焼きまんじゅう、アイスクリーム） うどん屋 野菜・鮮果トマト、こんにゃく、ほうれんそう 

もう少し広場を整理整頓して、噴水（観光スポットに、ちょっ

と大きめなのを。関東一ぐらいの）や飲み水場ペット禁止、き

れいな環境に。車の出入り禁止 

27日 女性 60代 県内         とても良いと思います。 

27日 女性 50代 市内 

レンガの壁が明治期とは思えないほどに美しいです。是非保存

して下さい。 

天井の柱の表情が美しい。 

白い内装を活かして、シアタースクリーンの活用もいいと思う。 

明るいイメージ。お買い物を楽しめるようなPOPな空間が良

いのでは。 

大規模な乾燥機は是非残して見学できるようにしてください。こん

な貴重なものは類がないです。周りの白壁の空間も素敵です。 

古い部部を活かして新しい感覚の交流、発信の場所ができると

良いです。とても楽しみです。 

27日 男性 60代 無回答 土産物 レストラン シアター イベント 良いと思う。ライバルは小樽や郭賀かな？ 

27日 男性 70代～ 市内 建物の中に商業施設を造らない方が良い。       使用目的とすればよいと思う。 

27日 女性 60代 県内 

薄暗い倉庫を活かしミュージックイベントが出来るのはいか

がでしょう。 

イギリス積みがとってもきれいですので、これを十分に活かした何か

（ショップ・イベント活用等） 

壁の模様がとても美しく感動しました。   

富岡市市場に養蚕関係の提示が少ないので、養蚕関係の提示が

あるとここで事前に群馬の養蚕の概略がわかり、製糸場に行っ

て見学に役立つと思います。 

27日 男性 60代 県内 レンガ造りすばらしい       これからそれぞれの建物の修理などを経て一般の人には憩い
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の場として歴史を知るには絶好の機会です。 

27日 女性 30代 市内 

室内の雰囲気が一番素敵なので、美術館のようなミニコンサー

ト室のようなのが似合うかと思いました。 

県外の方は、絹になるまでの過程を知らない人が多いので、是非見

せつけて欲しいです（笑） 

あの大きな機械に圧倒しました。 

何になるのでもいいのですが、このレンガの素晴らしい雰囲気

が損なわれないようにお願いします。 

本物のレトロを残して欲しいです。 

27日 男性 60代 県内   白壁に映像をそのまま流すのもいいのではないか     

市民の人に活用されることを基本に置くのがいいのではない

か。 

27日 女性 30代 県内 

・地ビール、地元のお酒が楽しめるビアレストラン。 

・ベーカリーカフェ 

ライブレストラン、クラフト工房 カルチャー施設（ヨガ、フラダンスとか！？） ・焙煎からできるコーヒーショップ おしゃれな施設が出来たら嬉しいです。 

27日 女性 30代 県内 Caféやイタリアンレストラン、バーなど飲食店がよさそう。 農産物直売所や観葉植物の店など、高さがあるので 暗いので、深海水族館のミニバージョンや、シアター等 焙煎ができるcoffee shop 

とても良い案だと思うので、ぜひ活用できると市がうるおうと

思う。 

27日 男性 70代～ 市内 

富岡市の製糸場を中心とした世界遺産群全体（荒船風穴等）の

情報発信を強めてほしい 

レストラン（食堂）は必要です。       

27日 男性 70代～ 市内 

新しい耐震改修により近代的な建物となり光を取り入れた事

により明るくなり良い。 

レストランの設定は良い。 

集客来条に繋がるおいしい食事の提供をすることによりリピーターを

増やせる。 

27日 男性 60代 市内 世界遺産センターにしたら広いのではないでしょうか 遺産の展示、映像室、観光 ギャラリー、カフェ、市場 機械等の見学が出来る棟にしてはと考える 

屋根等が落ちてきそうな箇所があり、見学者等に危険のないよ

うに改修が早急に必要です。 

世界遺産センターに決定したことにより、製糸場とともに注目

を浴びると考えられ、観光、文化施設になるかと思います。 

市民・県民が溢れる場所にしてください。 

駅方面から見て、興味がわく様な建造物にして頂き、入ってみ

たいと気持ちが動く景観建造物にして欲しい。そして街づくり

を願う。 

27日 無回答 70代～ 市内 良い計画です。 計画良い。       

27日 男性 70代～ 市内 

建物はしっかりしていて歴史を物語っているが、改修に膨大な

費用が必要になると思われる。 

しかしながら遺産として残すことが重要。 

特にレンガ造りは大切と思う。 

石造りの建物もしっかりしている。 

用途は利用目的しだいで、費用が大きく必要となる。 

しかし取り壊したらそれまで。 

遺産として残すことが重要。  

建物も古くなり、特に機械の古くなったものを処分するのが大

変であるが、場所からしても駐車場（広場）が望ましいと思う。

当建物も左記に同様取り壊して駐車場（広場）とするのが良いと思

います。 

願ってもないチャンスと思います。世界遺産はその名のとおり

半端じゃない。県・市として積極的取り組み、世界へ尚一層ア

ピールしていくよう期待します。 

27日 男性 60代 市内 世界遺産センター レストラン おかって市場 展示場 

・現状の雰囲気を大切にして、よりよい改造を行って欲しい 

・バリアフリーに配慮した施設 

・駐車場の確保 

全体としては良い計画に思う！ 

27日 男性 60代 市内 休憩に利用したい 別になし     良いと思います。 

27日 男性 50代 県内       

今は機械が雑然と置いてあるが、大切な文化遺産なのでうまく展示

できればよいと思います。 

どの棟でも良いと思いますが、細かくブースを作りやる気のあ

る若者が商える場所があると良いと思います。 

27日 男性 70代～ 市内           
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27日 女性 50代 県内 カフェ   斜めの筋交いがきれい。野菜を買いたい。   ずーっと気になっていた建物なので見られてよかったです！ 

27日 女性 60代 市内         

全て計画通りでよいと思います。街中の活性化は観光客が対象

ではなく、住民が集まり楽しめ、利用できる施設が基本だと思

います。 

市民のための無料で近い駐車場を整備していただきたいと思

います。 

27日 女性 70代～ 市内         

こういうものがほしかったです！ 

待っていました。観光客だけでなく市民が集える場として、市

民ファーストでお願いします。 

併せて、街を回遊できる場になっていく様に。 

27日 女性 50代 県内           

27日 無回答 無回答 無回答 国道→駐車場→製糸場への案内         

27日 女性 60代 市内         

富岡製糸場と交流館をつないで地場物産などの販売また気軽

に食事をしたりお茶をしたり、また、年間を通して催物をした

り観光客を集客につなげたり、市民の人達も寄れるような場所

にして欲しいと思います。税金の無駄のないような事業をして

欲しいと思います。 

27日 女性 60代 市内         

新たな交流拠点として活用するのは良いと思いますが、長く愛

される交流の場として工夫をしていってほしい。 

27日 男性 50代 市内 

思ったよりきれいで驚きました。 

うまく活用できそうですね。 

      期待しています。 

27日 女性 40代 県内         

・富岡市の発展につながる計画だと感じた。 

年代の差、材質の差を活かした活用がいいと思いました。 

27日 女性 40代 市内 2階は使わない方が良いかと思います 明るくして 明るくして   活性化には良いかと。周辺の道路を整備。 

27日 男性 40代 県内 

レンガ造りの1号倉庫が一番ステキに感じました。レストラン

等が良いと思います。 

  お店を出すならこの場所が良いと思います。   

大変良い計画だと思います。 

アイディアもとても良いと感じております。とても楽しみで

す。 

27日 女性 50代 市内 

メインの建物だと思うので、富岡市場について展示・学習室・

シアターは良いと思う。 

レストラン良いと思います。 

地場産の野菜などを使った料理。山菜やキノコなどの料理があると良い

と思います。 

おかって市場がこちらに来るのですね。 

ギャラリーなどもいいと思います。 

こちらで買ったものを食べられるイスやテーブルがあると良

い。 

ブックカフェは楽しみです。 

仕事帰りによれるよう少し遅くまであいていると良いと思います。

全体的にいいと思います。今の雰囲気を出来るだけ残していた

だきたいです。 

市民が仕事帰りに利用できるよう、閉店時間が８～９時頃だと

ありがたいです。（カフェ等は特に） 

おかって市場の駐車場は無くなってしまうのでしょうか？市

役所、ふれあいなど共通でおける駐車場が近くにあればと思い

ます。 

市民がギャラリー、ワークショップ、イベントなど、手軽に借

りられるスペース出会って欲しいです。 
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テラスで倉庫に２階が繋がるのでしょうか？ 

車いすやお年寄りの方も２階に行けるよう、エレベーターの設

置やバリアフリーをお願いします。 

27日 女性 60代 無回答 

倉庫内が案外広かったので色々 活用ができそうな気がしまし

た。学習室、展示等工夫次第で面白くなりそうです。 

中が寒くて大変だった。 

かなり暗い感じがしました。 

採光の工夫をしてもらいたいです。 

吹き抜けがあり、響きもよさそうなので、音楽イベントなどにも使えそ

う。 

入口が狭かったのでけっこう暗いイメージ 

こんな機械があったんだ！と驚きました。 

見学用に整備は大変でしょうが、展示できるよう検討して欲しいで

す。 

駅から近い場所にこんな広いスペース、貴重な建物、機械が残

っていたことにびっくりしました。 

大変かと思いますが、整備を進めて富岡の名所にしてほしいと

思います。 

27日 女性 50代 市内 

意外に広くてびっくりしました！ 

意外に寒かったです。 

もっと採光があれば明るい感じになると思います。 

・老朽化しているので管理が大変と思われる。 

・吹き抜けをぜひ活用して欲しい。（音楽イベン等で） 

BGMがよかったです！ 

市場に活用してほしい！ 

天井の木が大きくてビックリしました！ 

・貴重な機械があってビックリしました！ 

ブックカフェいいですね。絵本の展示もしてほしいです！ 

貴重な建物なので、えき、 市役所にも近いので、若者が集え

るような、憩いの場や市内、市外からも集える観光スポット良

いですねー。 

カフェもぜひつくって下さい！利用したいと思います。 

27日 女性 60代 市内           

27日 女性 無回答 市内           

27日 男性 70代～ 県内 郷土資料館的展示室 地域交流の場 農産物、特産物販売など 構造、方法等の説明 良いと思う（2階映像投影が明確でなく残念でした） 

27日 女性 60代 市内         楽しみです。ぜひ来たいです。 

27日 女性 30代 県外 

製糸の歴史等が分かるとうれしい。 

建物の模型などもあると、映像見なくても分かるのでよさそ

う。 

駅近くに食べるところができるとよさそうです。群馬の野菜などを使っ

たランチやディナーが食べれると良さそう。 

群馬の野菜やお土産がもっといっぱいあると嬉しい。雑貨など

もあると嬉しいです。 

あまり修理はしすぎずに、残して見れるようにしてもらいたい。

建物自体がとてもステキなので、上手くリノベーションされる

ことを期待します！ 

27日 女性 40代 県内         

レンガ倉庫がもう少し違う使い方が出来た方が良いと思いま

す。 

楽しみにしています。 

27日 男性 50代 県外         大切に残してほしい。 

27日 男性 20代 県内         

歴史を感じる雰囲気を感じることができ、富岡に来る観光客が

リピーターになる一つの要因になる良い計画だと思います。 

27日 男性 50代 無回答   

レストランは良いと思う。他にはない雰囲気を出してほしい。市民も利

用できるおいしいメニューを考えてほしい。 

    人々 が憩える場所は街に安らぎを与えると思う。 

27日 無回答 無回答 無回答 2階も1階もそのままのほうがいいです。 内装の壁は白くきれいに塗り直してください。 

内壁の模様がステキです。 

でも木を白く塗って白壁を黒く塗ったりすると面白いかもで

す。 

このままの方が迫力があってよい。 

足場さえあれば奥まで見学出来そうです。 

パーキングをしっかり確保してください。 

たくさん来ます。人が…。 

よろしくお願い致します。ありがとうございました！ 

27日 女性 40代 県内   

うちにも大谷石の倉庫があるので、どのように活用されるのか見てみた

い。雰囲気のあるレストランになるのでは。楽しみです。 

どんなふうになるのだろうとワクワクします。完成したらぜひ

来ます。すごい！富岡 

27日 男性 40代 県内 

展示・学習施設は必要ないと思いました。 

にぎわいづくりだけに主眼を置いた方が良いと思いました。 

・公民連携手法（PPP/PFI）を採用し、民間事業者より提案を

受け付けてはいかがでしょうか？ 

・既存建物の改修費がかなりの負担になると感じましたので

PPP による計画で、予算の平準化を検討してみてはいかがで

しょうか？ 
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27日 男性 30代 市内 

展示、学習、良いと思います。 

冬期、荒船風穴は閉鎖してしまうので、その展示が出来ると良

いと思います。 

2階ライトでもっと明るくすると良いかも。 

天井の梁や柱がライトに照らされ、屋根裏に映る影が良い。 斜めに入った壁の板が逆にモダンに感じる。 

歴史を直に感じる乾燥機。 

ぜひ保存してもらいたい。 

良いと思います。 

イベントや販売をたくさんして、集客度を高めてもらいたいと

思います。 

27日 女性 20代 市内 レンガと暗さでレトロな雰囲気が良かった。 

2 階の天井の梁の造りをライトアップさせて、昔の構造が際立って良

かった。 

壁の補強材が可愛い。 道具がたくさんあり、興味深かった。 集客できると思った。 

27日 女性 40代 市内 レンガの倉庫は珍しいのでそのまま残してほしい。 建物の梁の具合がすばらしいので、その部分は残してほしい。     

カフェやレストランなどとても良い案だと思います。たくさん

の方に富岡の魅力を知ってほしいです。 

27日 女性 70代～ 無回答         

素晴らしい計画ですね。楽しみです。 

茂原議員の言っていることが少し気になりますが、四季折々 の

花が咲いている様な所がほしいです。 

27日 男性 30代 市内           

27日 女性 60代 県内 ステキな建物ですね。       

とてもいい計画だと思います。 

期待しています。 

27日 女性 30代 県内 

キャンドルヨガが合いそう。とても素敵な雰囲気。音の響きも

よい。 

    老朽化が心配 

古い建物を活かすために、まず中を開放し、意見を聞くという

のはとてもいいと思いました。 

27日 男性 60代 市内 

レンガを活かした改修をして展示物が見学出来れば体験（VR)

する場所もよい。 

今の状況が分かるような改修をしてレストラン・イベントホールにする

と良いと思う。 

観光客が寄って、買い物が出来るような施設にすると良い。 全体を改修して、機械などが見学できるようにする。 全体的には良いと思う。 

27日 女性 50代 県内         

とてもいいと思います。 

駅前にゆっくり食事ができる場所が少ないのでブックカフェ

は特にいいと思います。子供が出来るような体験コーナーみた

いなものがあってもいいのではないでしょうか。 

27日 女性 70代～ 市内   床を下足着用のフローリングに     大変良い計画だと思います。 

27日 女性 30代 市内 イベント会場、コンサート、ライブなど ショップ（おしゃれな…） カフェ、ショップ 保存をして展示する 

とても良いと思う。 

横浜レンガ倉庫みたいにしてもらえると人を呼べると思う。 

27日 女性 40代 県内 世界遺産センターにふさわしい建物と思う 色々 な木材を使って建てられているので、それをうまく活かしては… 他の建物と雰囲気が違うので、事務スペースなのかなと思った 動態展示が楽しみ 

ユニークで、実現すれば人が集まると思う。費用がたくさんか

かるので、市民（県民）参画の募金のようなものをしてもして

もよいのでは。 

27日 女性 30代 市内         

建物がとてもしっかりした状態で残っているのでそれを活用

してほしいと思います。世代を問わずに利用できる案でぜひコ

ンサートなどを実現してほしいと思いました。 

27日 男性 20代 市内         

現在、有効活用されていない倉庫が、人の集まるスペースに変

わることで、集客が期待されると思います。 

それぞれの利用計画が建物の構造、築年数、景観等、考えられ

た計画になっていて良いと思います。 

27日 女性 30代 市内 直すのが大変そうだけれど雰囲気そのままで活用してほしい。 コンサートができたらすごくいいなと思う。 おかって市場がなくならないのはよかった。 今のままでも面白い 全て実現したら素敵だと思うが、続けていくことができるかど
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内容が充実すればなお良いと思う。 うかを考えてほしい。作りっぱなしのものが多くて困るので。

27日 無回答 無回答 無回答         

バイパスから市営駐車場への道。市営駐車場から駅までの道が

わかりにくい（舗装の統一） 

施設の利用料 

28日 女性 20代 県外 カフェ レストラン 甘いスイーツをあつめたショップ。カフェ。 子供がいる家族ができる体験コーナー   

28日 無回答 50代 無回答           

28日 無回答 50代 無回答 4分の4 4分の2       

28日 男性 30代 県内         

有意義な計画だと思います。あまり手を入れすぎない改修を望

みます。ありがとうございました。 

28日 男性 50代 市内 市の案で良いと思います。 市の案で良いと思います。 市の案で良いと思います。 

カフェと動態展示という組み合わせは意見が分かれるところと思

う。どうしきるかがポイントと思う。 

全体的に良いと思います。この敷地を外から見てどう魅力的に

するか。（入ってみたいと思うような外観にするかがカギと思

います。） 

28日 女性 40代 市内       

昔の機械を見学できるようそのまま保存してほしい。ブックカフェ

はありきたり。 

全体的にとても良いと思います。文化的活動ができる場所をも

っと増やしてほしい。※他県のお客さんがもう少し楽しめる場

所になると良い。富岡・群馬の良さをもっと知れる場所に。 

28日 男性 40代 市内 

VRシアターと体験型のイベントをやっては？糸をつむぐとか

… 

レストランで賛成！気軽に入れる雰囲気づくりを。（あまり気取らない

感じで…） 

1,2号に比べ、外観が地味なので、プラン通り市場で良いと思

う。 

大きく目を引く機械があるので、展示スペースで良いと思う。 

観光資源として、富岡製糸場と＋αのが欲しいと思っていたの

で、本計画は大賛成である。 

28日 男性 60代 市内 計画通り 計画通り 計画通り 計画通り OK（古いものできるだけ残す計画） 

28日 無回答 無回答 無回答         

市内には小規模の駐車場、土産物店、食堂が多くあり、大型バ

スの駐車場と直結する土産店、食堂レストランの完備がありま

せん。一元化できた集客設備をお願いいたします。訪問客の滞

在時間を少しでも長くできるように。 

28日 女性 50代 市内 賛成します。楽しみにしています。 賛成です。 期待しています。 大賛成です。 大賛成です。待ち遠しいです。楽しみです。 

28日 女性 70代～ 県内         

なるべく原型に近いことを望みます。採光が無くてもコンサー

トや講演会等、足元にあかりがあれば○では？例えば栃木県の

大谷石の採掘跡は、有名なミュージシャンがコンサートをやっ

ています。これからの若い人達に活躍の場や小さな展示会場等

にどうですか。 

28日 無回答 60代 無回答         

よくわかりませんが、にぎやかになり観光客が増えれば良いと

思います。 

28日 女性 60代 市内         

見学する場所ができるのは、素晴らしいと思います。出来るだ

け今のままで残してほしいと思います。 

28日 男性 40代 県内 

・1号と2号は2Fをつなげてスムーズな人の動きをする。

・横浜赤レンガ倉庫のようなショップを展開する。 

・駅前の立地を生かして観光客の休憩スペースを大きくつく

る、 

  中を明るくする（今は暗い） 歴史をそのままにする。   
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28日 男性 20代 県外 ビアホールもあり？ 石と光の空間がよかった。 斜め45°の材を活かしたい。 においがよかった。 

もとの魅力を活かそうとしていて、素晴らしいと思います。市

庁舎、製糸場へと人を導き、駅前から富岡のまちへ活力を巡ら

すきっかけとなることを祈っています。改修完了後のオープン

ハウスのようなイベントを期待します。 

28日 女性 20代 県内 

暗く静かな場所なので、それを活かしてあえて静かな空間とし

て活用 

空間が広いので人が集まれる場にしてほしい 壁を見せた活用をしてほしい 建物のにおいを活かしてほしい 感動しました。 

28日 男性 50代 市内         

問題なく思われますが、欲を言えば、ITを駆使して世界に開か

れた場所となることを願いたいです。 

28日 女性 30代 市内 子供たちの興味が持てる映像が流れるといいと思う。 子供たちの作品の展示やイベントができたらいい。       

28日 女性 10代 市内 

・富岡の昔の道具体験（なにかのイベントに使う。） 

・ギャラリー（絵を描いてもらって展示する）。富岡製糸場の絵

やぐんまちゃんの絵やシルキーちゃんの絵。 

フリーマーケット       

28日 無回答 無回答 無回答 

VR シアターを運用していく時にどうリピーターをつくるの

か。色んなVRが見れる場所となるといい。 

フレンチ食べたい。 休憩できる場所になるといいな。 日曜でも開いているといい。 富岡のにぎわいにつながると思う。 

28日 男性 20代 県外 今の庇も残してほしい 良いと思う。 良いと思う。 少し汚れた生きた感じをのこしてほしい 完成したらまた来たいと思う、 

28日 男性 無回答 市内 多目的ホール レストラン     計画通り賛成。 

28日 女性 70代～ 市内 多目的ホール レストラン     計画通りに賛成です。 

28日 女性 10代 市内 フリーマーケット 昔の道具体験       

28日 女性 50代 市内 季節に合ったイベント。たとえば3月はおひな様とか。         

28日 女性 60代 県外 産直 レストラン ライブハウス 老人が楽しむための何か？ 

青森からきたけどいい所ですネ！！また来てみたいです。あり

がとう。 

28日 女性 50代 県外           

28日 男性 50代 県外 

動線の考えはとても良いと思う。駅からの人がその方向へ行く

かんじがつくれると良いと思う。 

来た人はあまり長居しないと思うのでブックカフェは集まるか？

乾燥機は一部展示、リピート要因にはならないので、他のもの多く

した方が良いかも。 

28日 女性 30代 県内 良いと思います。     良いと思います。   

28日 無回答 40代 県内 

外観を維持しつつリニューアルして欲しい。2階は柱がないの

で音楽イベントには適していると思う。 

イベントをやる時の室内の暗さを確保するとしたら入口の扉の位置等

に注意するべき。 

外観は維持してほしい。 

カフェはキッチンを四角く囲んでカウンターがあると活気が出る

と思う。 

県内の文化財は素晴らしい物が多いのにほとんど認知されて

なくスペースサファリ等の音楽イベントにより初めてその存

在を知るということがあった。大体の文化財が利用に関して

OPEN ではなく、また貸してしたとしても営利目的がほとん

どなので、せいぜい老人のお茶会に使われているだけという残

念な現状。もしくは行政主催の地味な町おこしレベル。富岡倉

庫は県内にいるセンスの良いクリエーターをリサーチしてお

もしろい企画を発信してほしい。 

28日 女性 60代 市内 

現状コンクリートの床だと冬寒いので、改良していただきたい

です。 

楽しみです。日当たりがとてもよくて良い場所ですのでいろい

ろ音楽ホール、カフェ等できるのが楽しみです。 
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28日 女性 70代～ 県内         

大変良い計画だと思います。静かで計画実行の際にはぜひ足を

運びたいと思います。 

28日 男性 40代 県内 イギリス積みってはじめて聞いた。 平積み知ってました。 板張り良くありますね。 機械の中に繭玉1個発見。忘れ物でしょうか。 

昔親戚が繭やってました。なつかしい感じがして良かったで

す。 

28日 女性 40代 県内 煉瓦の味わいが空間を満たしている。 松と桧を組み合わせた骨組みに工夫が感じられます。 明るいところで見たかった。キレイな葉脈のよう。 稼働状況が想像できない。 

これから製糸場に行くので、事前学習になりました。おかって

市場のことはネットで知っていたので、場所がわかりました。

28日 男性 50代 県外 

シアター1つではすぐマンネリ化する。展示室に小シアターい

くつか作って世界遺産はそこでやる。大シアターは世界遺産と

強くリンクしてなくとも自由に色々 変化させて上映した方が

リピーターにも地元民にもよい。 

吹き抜け良い。下でライブやれるようにしておりgood。奥も柱なくし

て吹き抜けにし、2Fのテーブルから下のライブ見れれば最高。生ビー

ルがとても似合うスペース！！ 

通りに開かれるとのこと。Good。駅からすっと入れる目立つ

入口を作るのが良いと思います。 

ブックカフェ来てみたい。 

・駅側に入りやすい入口を設けてはどうか。（通りに開かれて作

るのはgood） 

・成功するかどうかは役所がどれだけ黒子に徹するか。営業時

間等々 役所の倫理だと人は来ない。 

・青森からきました。 

28日 女性 50代 県外 ワインハウス。地元のワインを料理。チーズ チョコレートハウス（オリジナル生チョコ）. 若者。アート作品。   楽しかったです。 

28日 男性 50代 市内 コンサート レストラン 着物、繭製品の展示。 説明書を展示。 

良いと思う。大人より子供たちが夢のある話をしていました。

子供たちの意見を参考にした方が良いのでは。 

28日 女性 50代 県外 ビアホール   図書館 機械はそのままで展示。 せっかくの広い建物。有効的でみんなが集まる場所に。 

28日 女性 20代 県外 

1F 

・涼しくて夏によさそう。 

・音が響いて良いので音楽系のイベントとかよさそう。 

2F 

・オシャレで雰囲気がいいので、ナイト映画ショーにたいなす

てきなやつがいいかも… 

壁がわりと白いから写真展示とか。 

・ワークショップ 

2F 

・演劇とか。 

光がもっとあって明るい感じになればキッチンスタジオも素

敵だと思う。 

乾燥機はすごいから保存した方がよい。 

・歴史あるものを活用することはステキだと思う。 

・無機質な感じを払しょくしていったらいいと思う。（今は淡々

としているので緑を増やすとか。親子で来れるような雰囲気に

するとか。） 

28日 女性 20代 県外 

音が綺麗に響くのでお食事コンサート等やったら良さそう。2

階の空間がステキだったのでギャラリーとしてアーティスト

とコラボレーションすると良さが引き出されそう。普通の映画

を上映して欲しい。絶対いきたい。ゴザを敷いてみる。 

室内が寒いからそれに適した事を考える図書館。2階とても暗いから

子供たちのために影絵のショーをする。プラネタリウムとか。 

キッチンスタジオにするにはもう少し外からの光が欲しい。 ブックカフェ良いと思う。この機械をそのまま残してほしい。 

みんなにアイデアを問うこの計画展はとてもいいと思った。

（トイレがないのは不便に感じた。） 

28日 女性 20代 県外 

音が響くので生演奏とかしてほしい。涼しいので涼しさを活か

してほしい。 

  キッチンスタジオにするには少し閉鎖的すぎる。 ブックカフェはいいと思う。 

・トイレがないのが不便。 

・全体的に方向性が定まっていないように思える。家族連れを

ターゲットにしたいのか、個人なのか、友達同士なのか、カッ

プルなのか、企業なのか、釈然としない。 

28日 男性 30代 県内 

内部は写真映えもするので、それも生かせるのではないでしょ

うか。 

レストラン良いと思います。周辺に飲食店が少ないので、何か名物にな

るメニューがあると若者受けもするのではないでしょうか。 

暗いので証明を増やしてほしい。 乾燥機やコンベヤ等のレトロなものは残してほしい。 

富岡製糸場の近くに観光スポットが無いので良いと思います。

あと倉庫内には車を乗り入れできないようにした方がよいと

思います。 

28日 男性 60代 市内         

1,2,3号はきれいですが、乾燥場がかなり傷んでいたので手を

入れた方がいいと思った。 

28日 女性 10代 無回答 パーティー ものおき いちば しごとば いいよ 

28日 女性 10代 無回答 パーティー ものおき いちば しごとば さんせい 
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28日 女性 10代 無回答 パーティー ものおき いちば しごとば さんせい 

28日 女性 40代 県外 VRシアター。一度はみたいかな？二度目があるかは？です。

音の響きが良さそうだから、とても良いと思います。小さな音楽イベン

トなら何度も来たいと思います。 

市場って道の駅みたいなもの？食も大事だけどなんだか… 

映像ではなく本物の展示は迫力があります。残せるものは展示にし

てほしいです。 

建物はとてもステキですね。良さを残して保存するのは大変で

しょうが期待しています。数年後また来ます。 

28日 男性 40代 県外 

展示学習室はとても良いと思います。VRシアターは現代的な

かんじですが、煉瓦造りの壁をなんとか生かせないものか…と

少し感じました。 

吹き抜けになったイベントホールで室内楽が楽しめそうです。弦楽4

～5重奏やピアノとソロ楽器、ギターとオカリナ等々 、色々 な小規模な

生演奏が合いそうで、とてもいいと思います。 

ここだけ他号棟にはないカビのにおいがするので一番手がか

かりそうです。個人的には1号と2号で十分なかんじがしま

す。 

ブックカフェ良いと思います。残された乾燥機は廃棄でしょうか…

大変大きなものなので、色々 なひとにみてもらいたいかんじ。ここ

に無くても構いませんが。 

駅と製糸場を結ぶ位置にあるので、ぜひとも残せるところは残

して再利用してほしいと思います。 

28日 無回答 40代 市内         

・色々 な計画があっていいと思います。 

・ミニコンサートができるような場所もほしいです。 

・カルチャースクールのような（繭玉で何かできる。とんぼ玉。

手芸品等）…有料OK。 

ちょっとしたお土産を作って持って帰ると楽しいと思います。

28日 女性 40代 市内 

小さなカルチャースクール的なもの。（寄せ植え、繭クラフトな

ど） 

レストラン、カフェ おかって市場的な場所でいいと思います。 とても興味深い機械があるので、それを利用した展示場所。 

活気があり、良いと思います。若い人達も集まるような場所に

できたらステキかと思います。 

28日 男性 60代 県外 OK！ OK！ OK！ OK！   

28日 男性 60代 市内         

新市庁舎とペデストリアンデッキで結ぶなどして往来を密に

し、本施設にコンサートホールを設けるのはいかが。また、駅

とも直結させるのも。 

28日 女性 60代 市内 回遊式ギャラリー、シアター ステージ式コンサートホール   カフェ、レストラン 

通り抜けの道の整備、舗装、照明、アーチなど、雨天時も利用

しやすいように。 

28日 女性 10代 市内 

つくりがオシャレなので、食べ物屋や、グッズ売り場とかいい

かなと思います。 

イベントや蚕の養蚕。 

休憩・カフェ。入口手前にあるので、ガイドブックもありかな

と思います。 

資料館。そのままでもいいかなと思います。 今回の計画のこともいいと思います。頑張ってください！！ 

28日 男性 50代 県外 

クラシック、J-POPなど幅広いコンサート。リピートで人を

呼ぶならコンテンツのめづらしさと変化が必要。音響はgood。

レンガもgood。 

壁全面にプロジェクターで街の風景を投影してバーチャル観光ができ

るルームに。富岡の少し離れた名所など。 

28日 女性 40代 県内 良いと思います。 

ちょっとお酒が飲めると良いと思います。イベントホールにはステージ

を。 

暗いので窓がほしい。   

どこかに音楽が演奏できるスペースがあり、周囲からも「何か

やっているな」とわかったらいいと思う。 

28日 女性 40代 県内 

通常はシアターや展示室でもよいと思いますが、何かの折りに

富岡製糸場や富岡（及びその周辺）の歴史やまちづくりに関す

るトークイベントetcを開催してもよいと思います。（ここの

空間は文化、歴史etc、ちょっと学術的な空間ということで2

号で行われるイベントとは分けて開催、で良いと思います。）

レストランと音楽etc イベントホールとして開催するのはよいと思い

ました！吹き抜けとして吹き抜けの周りを人が立てるようにしてイベ

ントに参加できるのもいいと思います。 

窓がなくて暗い倉庫内を倉庫の一面を窓として明るい空間に

するのもとてもいいと思いました。どういう形になるか想像つ

かない部分もありますが、ぜひ今のおかって市場と同じような

明るいわくわくするような空間であってほしいと思います。も

ちろんおかって市場はこの富岡倉庫と同じ空間にあり続けて

ほしいと思います。 

まずブックカフェにし、繰糸機なども公開することで今話題のブッ

クカフェに来たひとが乾燥場の内部の様子も知ることができる相

乗効果になっていいと思いました。繰糸機や乾燥機はぜひ公開して

欲しいと思っていたので、いいと思います。 

古き良き富岡倉庫の建物や製糸が盛んだった頃の様子も体験

できつつ、ブックカフェやレストランなど、新しい注目される

ものも取り入れて、おかって市場のように富岡で暮らす人たち

も利用できる。駅や製糸場からの導線も考慮し、市役所の前を

広場にして屋外イベントもできる、総合的にとてもいい計画だ

と思いました！ぜひ実現させて私たち市外や県内のひとがま

すます富岡に行きたくなるような街づくりにしてください。楽

しみにしています。 

28日 女性 30代 県内 

とてもステキな空間なので…お酒を飲みながらライブなどで

きたらいいなぁと思います。 

レストランを入れるなら、小洒落ているだけでなく、ぜひ美味しいお店

にしてほしい。美味しくないお店だとリピートしないので…（他の場所

窓がないので、アートな空間に…。気軽に入れるようなイメー

ジがいいなと思います。 

ブックカフェはすごくいいアイデアだと思いました。マニアックな

書籍も扱ってほしい。 

とってもいいと思います。この雰囲気を壊すことなく、ステキ

な場所になればもっと頻繁に訪れたいです。 
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でよくありがち） 

28日 男性 50代 県外         

今のままではリピートする気になれないので、食べ物など名物

の開発を考えるべき。B-1グランプリなど。 

28日 女性 50代 県外         

イベント企画だけではリピーターを呼ぶことは大変なのでは。

建物の特性を活かすだけではどうかな？例えばアニメ企画（コ

ミケ等の企画）等とのタイアップで、若年層をつかむ。コンサ

ートをするにしても、スタッフ、空間を利用しにくい。富岡と

してフェスタをうつのもいいかも。 

28日 女性 40代 市内 VRシアターはよくわからないです。 

レストラン、お茶をする場所があるのは駅前にいいと思います。イベン

トも最近色々 あるので、このような場所ができると市民も参加しやすい

と思います。 

おかって市場とレストランはとなりにあって行き来しやすい

と思います。 

人が集まりやすいブックカフェをもっと広く確保してもいいと思

います。 

駅前をもっと人が集まるような計画は良いと思います。市民が

楽しめて観光客も寄ってもらえることを望みます。 

28日 男性 40代 市内 

VRシアターはよくわからないです。放映する内容にもよると

思うが、製糸場が稼働していた当時の様子や女工さん達の生活

などは見てみたいと思う。 

倉庫自体が中が非常に寒い印象なのでレストランとして活用するには

採光等の考慮が必要。 

今ある市場が移動するものと理解したが、広くなって充実して

くれるとありがたい。 

ブックカフェは面白いと思う。本は世界遺産の内容に関わらず、い

ろいろな雑誌や本を置くと賑わうのでは？ 

現状の状態で保存していても活用できていないので、外観は活

かしつつも色々 な設備を作るのは良いことだと思う。観光客だ

けでなく地元の人も活用できてありがたいものになってくれ

る事を期待する。 

28日 男性 50代 市内 繰り返し訪れたくなる工夫が大事だと思います。 1号に同じ 絹に関するものや地元産の商品を安く提供してください。 当時のものをしっかり残しつつ、楽しい空間にしてください。 市民として応援したいと思います。 

28日 女性 60代 県外         色々 な活用を考えることはすばらしい。 

28日 女性 60代 市内         

すべて楽しみです。オープンしたらぜひきてみたいと思いまし

た。大変興味深くすばらしい計画だと思いました。いつでも誰

でも集える場所になっていけるといいですね。町の歴史が記憶

として残り、今を生きている私達にもわかるような場所、つな

がる場所になっていけたらステキですね。 

28日 女性 30代 県内 倉庫に感じない程すごくおしゃれな空間でした。 

屋根に使われている木の工夫が細かいですが工夫されているなぁと感

じました。 

    倉庫の中を見る機会がなかなかないので、貴重でした。 

28日 女性 50代 県外       

県外から訪れる人は、富岡を感じたくて来ています。ブックカフェ

は他の街の差別化した本のラインアップが重要だと思います。 

オープンハウスとしてこの場所を見せたいのであれば、スタッ

フの車は外に駐車した方が良いと思います。雰囲気が… 

観光の人だけでなく、地域のまつりやイベントもここを活用し

て、富岡の子どもたちがこの倉庫を身近に感じ県外で暮らすよ

うになっても友達を連れてきたり帰ってこれるような場所に

なれば良いと思いました。又訪れるのを楽しみにしています。

28日 男性 60代 市内 

1,2F 富岡市の文化を発信できるスペース。富岡駅からの乗降

客の新たなスポットとなり得ると思います。 

イベント及び交流スペース。市民の絵画展、ピアノ発表会や楽しめる場

とする。 

歴史的に価値の高い建築物を活用して人の交流の場とするこ

とは大変良いことです。製糸場への来場者にとっても新たな拠

点となり得ます。逆に活用しなければ、いずれ解体するのみの

運命になってしまいます。 

28日 男性 30代 市内 良い 良い 良い 良い 

よく設備が残っていたと感じます。全体的によい計画だと思い

ます。 
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28日 女性 10代 県外 カフェ 子どもが遊べるスペース（吹き抜けから1Fへすべり台とか） おみやげを買うところ お食事処 魅力的だと思います。 

28日 女性 40代 県外 ミニコンサートホール coffee 絵をかざる。 資料館 みんなで考える。良いと思います。 

28日 男性 50代 県外 飲食スペース。二階は少し暗くして、落ち着けるように。 展示スペース。少しゆったり目に。 市場でいい。 できる限り使用されていた時代のイメージで見学可能に。   

28日 女性 無回答 市内 思いつきません。       

先ずは拝見させて下さりありがとうございます。活動していた

女性の方々 の姿が見えるようです。できたらその姿なりちょっ

と人形なりで表現されているといいなぁと思いました。 

28日 男性 70代～ 市内 

素晴らしい計画でぜひ完成させてほしいが、予算的に若干心配

になる。 

素晴らしい計画でぜひ完成させてほしいが、予算的に若干心配になる。

素晴らしい計画でぜひ完成させてほしいが、予算的に若干心配

になる。 

素晴らしい計画でぜひ完成させてほしいが、予算的に若干心配にな

る。 

市民に開施する云う事は本当に素晴らしい。このような企画は

今後も随時行ってほしい。 

28日 男性 50代 市内 食堂 演奏会場 休憩所 資料館。養蚕飼育所 良いと思います。 

28日 男性 40代 市内         

このままでいいのかと。なるべくいまの建物の内装などをいか

してもらいたい。 

28日 女性 30代 県内 内装もレンガ造りで雰囲気がありシアター上に丁度良い。 ステージつくるのに雰囲気がぴったり合っていて良いと思います。 市場をつくるのに開けたスペースで良いと思います。 貴重な機械もあるので、そのまま保存でよいと思う。 

初めて知識がない人が来てもこれだけ色々 な資料館として用

意すれば良くわかり楽しめて良いと思います。私は高崎なので

すが、同じ群馬としてがんばってほしいです。 

28日 男性 30代 県内 窓があるのでオープンレストラン ライブハウス、映画館 お土産売り場とトイレ 機械が残っているので、歴史展示館 

おもしろそうだと思います。キレイになったらまた来たいで

す。 

28日 女性 40代 県外 

音の響きが良さそうなので、コンサート、ビアホール、ウェデ

ィングパーティ、卒業パーティetc. 

柱や梁が多くあるので、美術大学や、服飾大学、新進デザイナー等の現

代アートや作品展示等で活用。卒業制作、修了制作展で安価で利用させ

てあげたい。 

特産物の販売。県内作家さんの作品の販売（新進の方） 灯、光を利用した文化施設・図書スペース 

とても良いと思う。軽いかんじにならないように、日本の良さ

が出る空間にしてほしい。地元の方にも還元できるような仕組

みができると良い。コミュニケーションの場ができると良い。

県内・県外・海外の方にも楽しめる空間づくり。 

28日 男性 40代 県外 

【食べる】 

・ビアホール 

・レストラン等の飲食ブース 

＊レンガの壁が飲食ブースのデザインを醸しします。 

【見せる】 

アートギャラリー 

＊個展（絵画）壁間が長く多く整列して飾る。 

イベントホール 

【休む、憩う】 

・キッズコーナー 

・喫煙コーナー 

・休憩コーナー 

【売る】 

・特産品、物産品売り場 

・お土産売り場 

・産地野菜等直売コーナー 

・駅から近いし、富岡製糸場に行く途中にあり立ち寄りやすい。

倉庫を活用すべきと実感。 

・駐車場のスペースかな。確保した方がよいと思います。 

28日 女性 20代 県外     

中に入れないのであれば、案内板を外に出し、内部で一番みて

ほしい（わかってほしい）ところを写真付きで解説がある、案

内板があると良いと思う、 

特に意見が思いつきませんが、敷地を含めてのバリアフリー化

を期待しています。 

28日 女性 60代 県外 

中のレンガづくりを生かしつつ、修復し、常設展示、売店、音

楽イベントetc.活用 

外先が少ない事を利用し、写真、絵etc.の四季を通じ展示 内壁の板張りが目を引く。これを残し活用。 イメージがわきません。 

ニュースで見てこの機会にぜひと思い立ち寄りました。次回訪

れた時は、改築、イベントetc.実施されている事を期待します。

28日 男性 70代～ 市内 

古い建物なので、採光に配慮しながら若者にも使用できるイベ

ント会場に… 

地元名産物等を主とした食べ物で食堂にしたらと… 

建物が南に向いているので、見学者のお休み所、お土産の販売

等 

備品等の置物所にしたら… 

文化遺産にふさわしい素晴らしいものにするために大変良い

計画だと思います。 

28日 男性 30代 県外         

当時を保ち変にいじらない。支障のない経年劣化も良いと思

う。 

28日 女性 30代 県外 

なるべく現状を保っていただきたいので、可動式にいつでもま

っさらにすることができたらいいと思う。 

結婚式場として利用     

現状をどう保つか、難しいところですね。でも安全を確保しな

がらも古い建物を残してがんばってほしいです。 

28日 男性 70代～ 県内 2階の使い方に工夫が必要です。荷重オーバーになる。 2階の補強が必要です。   日本の宝物です。立派な産業遺産です。 レンガ、大谷石、蔵（板塀）と3種類あって建築的には楽しい
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と思います。子供達の遊び場も確保してください。 

・駐車場の確保をトイレの新設も忘れずに。スピーディーに設

置して下さい。給水設備も必要です。 

・中庭はレンガ敷（インターロッキング？）が良いと思います。

植栽も必要です。通り庭風に配慮する。 

28日 男性 50代 県外 レストラン 資料展示 ショップ カフェ 

おおむね良いと思う。レストランや土産に上州や富岡の名産品

があればよい。 

28日 男性 30代 県外 地元産直市場 地元産直市場 軽食スペース 喫茶スペース（屋外）（休憩）   

28日 女性 30代 県外 群馬県の特産物の店舗 富岡市の特産物の店舗 食事処。休憩所。 季節の催し物店舗。外部の業者等、個人店舗を集結し販売する。 市民、人々 の声を聞くというのが斬新で良いと思う。 

28日 女性 30代 市内 

展示室とVRシアターはよいと思う。展示室やシアターの内容

は子供も楽しめる内容にしてほしいです。 

レストランは大賛成です。富岡の食材を使った低価格なメニューだと嬉

しいです。 

今までのおかって市場もいいですが若い人でも気軽に買い物

できる場所にしてほしいです。 

本物の乾燥機が見れるのは貴重なのでいいと思います。 

とても良いと思います。どんどん活用をして富岡の魅力をどん

どんアピールしてほしいです。 

28日 男性 30代 市内 

外装材がそれぞれ違うので、何かこう、素材感がブワーっとそ

れぞれで対比がガツンとくるようなコンセプトがとれれば。 

外装材がそれぞれ違うので、何かこう、素材感がブワーっとそれぞれで

対比がガツンとくるようなコンセプトがとれれば。 

外装材がそれぞれ違うので、何かこう、素材感がブワーっとそ

れぞれで対比がガツンとくるようなコンセプトがとれれば。 

面白い！ 

リノベーションは歓迎ですが、レトロなものを残すのはいいと

して、ただ古いものを残すと中途半端に古臭さが残る施設にな

ってしまうと思うので、改修するなら徹底的にやってほしい。

28日 女性 50代 県外         

県外から初めて来たので、歴史や地理も勉強不足でした。市場

が充実して、メインになるものを置いたりすると人が来るか

も。寄せ植えも置いてあったので、植物を売るのもいいかも。

ブックカフェや市民ライブなど市民が利用できて楽しめて、

又、観光に何度も来たくなる季節のイベントなどあるといいか

も。 

28日 男性 50代 県外 

・古民家カフェ 

二階建てを活かせます。 

道の駅。 

富岡に限らず県内の食を集める。 

ギャラリー 

月変わりに古典から現代までの絵・書物を展示 

このままで良い 

この場所を一つの商店街にして、物品購入、食事などでポイン

トを集めさせて活性化させる。 

28日 女性 70代～ 市内 観光客に興味のある活気あふれる店 案で良いと思います。     

とても良いことだと思います。市民全体で考え、活気ある富岡

市になればと思います。 

28日 無回答 70代～ 市内         

アイデア的には良くできていると思います。駅からの入場者動

員の利便性からみると、良いアイデアと思いながらも折角の1

号倉庫の一部を抜き、通路（入り口）にするのは、少し惜しい

気もしますが… 

28日 女性 70代～ 市内         

良いと思います。イベントには、友人が絹の手作りをしている

ので参加させたい。 

28日 男性 30代 市内 

富岡市には映画館がないので、VRシアターと映画館としての

機能を付与しても良いのでは？ 

観光客が大口でも食事をしていただける場所として、有効な使われ方だ

と思います。 

地域物産販売として、おかって市場の活用に賛成です。 世界遺産センターとしての機能を充実してほしい。   

28日 女性 60代 市内 手作りの作品を出店 案で良いと思います。       

28日 女性 70代～ 市内 手作り作品も置いてほしい。東入り口は必要なし。 良いと思います。     とても良いと思います。 

28日 男性 50代 市内 

１F：映画撮影スタジオ 

２F：映画館(ミニシアター) 

映画撮影スタジオ フィルムコミッション拠点 地元作家ギャラリー 

・何度も来たくなる拠点にしてほしい。 

・映画撮影に使ってほしい。 
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28日 女性 70代～ 市内 

私達は裂くき織り編みをしている者です。裂いて織って作って

仕上げていて非常に手の込んだ作業です。お願いがあります。

どの倉庫の一角でもよろしいですので、街中の人が作り上げた

作品を置ける空間を是非作ってほしい。切に願います。織物も

手がけていますので…。世界遺産センターにふさわしい内容を

期待しています。 

感動しました。これぞ世界遺産センターの名の元にしっかり残して

分かり易く外部から来て下さった皆さんに説明、あの当時の繭に対

して、生地に対しての熱意が伝わるでしょうか。是非再現再生と同

時に３つの乾燥機の原動力ボイラーの凄さをみてもらうべきです。

絶対に残して下さい。 

28日 女性 70代～ 市内         

どのような活用になるか楽しみにしております。以前に銀座通

りを中心に手作り市が開催されておりました。市民の方で手作

りしておられる方がたくさんおります。その方々 の作品をだれ

もが出品し、生きがいとして生き生き過ごせる様に、そんなコ

ーナーをもうけたらと思います。レストラン、カフェは必要と

は思いません。 

28日 男性 60代 市内 

関連物の展示。 

※今まで知らなかったような物。一部は売り物。 

2号～または3号から小さな製糸場を造り稼働させる。特に乾燥機は

機械が残っているので。 

地特産の物をおかって市場とちがう目で。桑と同時にその関連

でお茶をたくさん造っていた！これを！ 

2号～または3号から小さな製糸場を造り稼働させる。特に乾燥

機は機械が残っているので。一部でもこの機械を動かせないか。

基本的に良いと思うが、特に乾燥機もやはり動いている物一つ

欲しい。 

28日 男性 70代～ 市内 

2階部分が1階から見えるように一部オープンで見えるよに

してもらいたい。 

２階をなくし、仕切りを撮ってオープンにしたら。 

この棟は、天井まで見えてとてもすばらしい。手を加えてすれ

ばすばらしい物になる。 

乾燥場の機械を油などできれいにして見栄えよくしてみたら。又ゆ

っくりでも良いから動かしてみたらどうか。 

非常に良い企画だ。一週間と言わず、もうちっと考えて通常的

に見られるように。 

28日 男性 30代 市内 

世界遺産センターを設置することで、駅からの観光客の流れが

良いように思う。 

1つのレストランではなく、複数もしくは季節ごとに入れ替えるなど、

リピーターを飽きさせない工夫が必要と感じる。 

案の通りで良いと思う。 

動態展示は奥ではなく、通りからガラス越しにも見えたほうが良い

と思う。 

庁舎を含め一体的に整備するのはにぎわいも生まれて良いと

思うが、維持管理費や今後の観光客減少を考えると心配なとこ

ろもあるので、リピーター確保に向けた取り組みが必要である

と思う。 

28日 無回答 60代 県内 

絵画等の展示。光をうまく照らして地元の方達の作品等の展

示、あるいは誘致しての開催。 

コンサートホール。音が綺麗に響き、タテ長でせまい様ですが、まとま

りやすいかと…。 

ミニシアター。窓が小さく、まとまりやすい。でもシアターに

しては、小さすぎる（？）かもしれませんね！ 

内部の機械を見てびっくりしました。この乾燥機、このままなんと

か保存できないのでしょうか。びっくりしました。 

春はまだ遠く感じられる1月末。こんな時季に寄せ植えの機会

を頂き、心は春を待つ気持ちでいっぱいになりました。群馬は

なづくりの期間も楽しみにしております。楽しく春を感じるこ

とができました。ありがとうございました。この企画はとても

すてきです！！(*̂ -̂ *) 

28日 男性 60代 県内 音を聞かせる企画 ジオラマ向き 華やかな企画物 

手直しが大変かもしれませんが、メンテナンス次第で見せる感は強

いと思います。 

歴史的な建物を残す事は素晴らしい企画だと思います。集客に

対しては、ビジュアル面での手直しがかなりあると思います。

１号倉庫の非常に音の響きが良いので、音楽を通じた企画が良

いと思うし、高齢化に向かって若い人が来られるようなイベン

トを企画継続していかないとリピート性が保たれない。 

28日 男性 20代 市内         ありだと思います。 

28日 男性 60代 県内 １，２Fの連続した展示物。 壁にマッピング 

３つに分かれているので、他の荒船風穴、高山社跡、田島弥平

宅に使用。 

動態展示を是非。 積極的に進めて下さい。 

28日 男性 40代 県内 展示体験ができる場所 喫茶、休憩室 セレクトショップ 原案どおり 

とても素晴らしいと思う。願わくば、休憩室や椅子、体験スペ

ースが広ければと。 

28日 女性 30代 県外 子供メイン（家族）のレストランや遊具などを置いてみてはど 結婚式の二次会や立食パーティーなどにも使えるレストランだといい 物販はいいと思います。地産地消の物を売れば宣伝にもなる ブックカフェのところにVRや展示を設置してみては？ とても良いと思います！応援してます！！ 
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うでしょうか？WCも子供用トイレ、おむつ交換ができるトイ

レなどの設備はどうでしょうか？VRシアターや展示は、乾燥

場へ設置し、そのまま書棚で色々 調べたりもできるという風に

してみては？ 

と思います。 し、いいと思います。 

28日 男性 40代 県外 2階も有効に活用したVRシアターで良いと思います。 

イベント兼レストランで良いと思いますが、駅からの入り口はもっと見

栄えする入り口にしてはどうでしょうか。 

市場、物販はとても良いと思います。北側にももう一つメイン

の顔を出してはどうでしょうか。 

案のカフェで良いと思います。 

低速電動バスがとても名案だと思います。将来的には、もっと

広域にライトレールの整備なども良いのではないでしょうか。

28日 男性 40代 市内 

かたい内容の物だけでなく、若者、子供向けのやわらかい内容

のものの上映も 

地産地消（西毛地域で） 良さを残しつつの移転、期待しています。 おいしいコーヒーを期待しています。 

中を見たのは、初めてでしたが、すばらしい建物だと思います。

今まで眠らせていたのはもったいない。それを無駄にしないよ

うなセンスある活用をお願いします。 

28日 女性 50代 県外 

気軽に立ち寄れるスペースとして利用したい。外観もとてもす

てきなので、保存してほしい。 

コンサート、すばらしいと思います。プロだけでなく、地元の方の小さ

な発表の場とするとか…料金は多くてもワンコインまでなど(大人

500円、子供300円など）小さな披露宴とかも良いと思います。 

産直市など新鮮で安い野菜を置く。何か地元の目玉商品を考え

て置く。 

歴史的な資料としてできるだけ保存してほしい。 

色々 と考えられていて、良いと思います。児童生徒や、地域住

民、そして観光客も参加できる体験学校などできるようにして

ほしい。糸取りとあｋ。繭を使っての工夫など可能でしょうか。

時期にはかいこに桑の葉をやったりすることなども。（もう考

えられているのかと思いますけど…） 

28日 無回答 30代 県内 

イベントスペースがいいです。クラフトの作家さんたちが集ま

る場所。物作りができるスペース 

レストランすごくいいですね。証明の少ない（キャンドルやアルコール

ランプだけ）の雰囲気あるものにしていただきたいです。 

おかって市場が移動するんですね。暗くなってしまいそうです

が、楽しみです。 

非常に楽しみです。レストランはどんな物が食べられるのか、

想像するだけでわくわくします。古い建物を活用するっていい

ですね。期待しています。 

28日 男性 30代 県外 VRシアターは適切だと思う。 

美術品、工芸品など地元の芸術に関連するものを展示しても雰囲気に合

うのではないか。 

良いと思います。 良いと思います。 

各倉庫、建物自体は人口感があって良いと思う。ただ、そこか

ら競り出ているトタン屋根が中途半端に古くなっているので、

このままだと単に「古くなった建物」という印象になってしま

う。屋根を外して、スタイリッシュなレトロさを出した方がい

いのではないでしょうか。 

28日 女性 50代 県内         

観光の拠点としてすばらしい場所だと思います。レトロな雰囲

気を残しつつ、最先端のものが取り入れられたら良いと思いま

す。 

28日 無回答 60代 県内 レンガの美しさを残して下さい。       

楽しめるスペースだと思います。 

なるべく古いものを残して下さい。 

28日 男性 30代 市内 移動流れとても良い。建物を紹介するのは良い。 もっとカフェー的にした方が良い。 内部の空間をもっとうまく使い方はあるはず。 交流場としてよい。 

活用方法を柔軟に変更できる計画にすると良いです。それぞれ

の倉庫の違う造り方をもっと計画的に見せてほしい。 

28日 女性 60代 市内 

内部が美しいので、事務ではなく、一般の人が見たり感じたり

できるところにして下さい。 

・ミニコンサートのできる場所 

・食事のできる所 

スーパーではなくて、それでいて魚、肉もおいしいのが買える

所が欲しいです。 

機械を見られるように整備できたら素敵ですね。 

やっと楽しい富岡になりそうでよかった。まず、市民が楽しめ

て、誇れる所がほしい。 

28日 無回答 60代 無回答           

28日 女性 50代 県外 レストラン＆カフェ VRシアター   展示 

駅前カフェを充実させることで、観光客取り込みができると思

う。電車の少なさから富岡製糸から途中、休める所がない！富

岡製糸内もない為、カフェは必要！気軽に入れる場所を作って

ほしい。 
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28日 女性 60代 市内   ミニコンサートなど     

趣味を生かして発表の場として使えたらと思います（押し花、

三味線、その他） 

28日 男性 50代 県外 イベントとして利用。絵、写真や講演などで利用。 カフェや、和を意識したレストランなど。 地元の食材や名物などの販売。実演販売も。 コミュニティスペースとして活用 

製糸場の観光客が多いからその人々 に気軽に立ち寄せる場に

できたらいいのでは。又、外国からの人に和を感じてもらう工

夫がるとなお良し。 

28日 男性 70代～ 県内 レストラン 音楽       

28日 無回答 40代 無回答 中に展示物があれば見栄えがしますね。 音響がよさそうですね。 壁の斜目に貼られた板が良いですね。 趣のある内部だと思いました。 どのようになるか楽しみです。 

28日 無回答 40代 無回答 

かべの落書き？等も当時のものを出来るだけ保存してくれた

ら嬉しいです。 

天井の圧迫感が良い。屋根裏部屋的な雰囲気が良いです。 階段がさすがにこわいです。   

製糸工場と双璧を成す、街の名所になって良いと思います。部

分が全体を構成し、全体が各部を活かせる様な、街全体が世界

遺産というにふさわしい空間に育っていければ良いとおもい

ます。 

28日 女性 10代 市内 

広いから、たくさん人が入れるから、もしイベント会場になっ

たら入ってみたいです。 

中心（富岡製糸場）周辺に本屋さんがなくなってしまったので、近

くにあったら嬉しいし、ついでに買い物できるから良い！（おかっ

て市場で） 

通り抜けになったら、すぐ駅から来ることもできるし、大成ポ

リマーの駐車場に停めたお客さんがすぐわかると思うのでよ

いと思う！ 

28日 女性 40代 県内         

建物のそれぞれを具体的にどのような施設に向いているのか

は、専門家ではないと答えづらいです。見るだけで、歴史的に

貴重な建物であることはわかるので、あまり、製糸場や絹遺産

ということにこだわりすぎずに、ミニコンサートや貸ギャラリ

ーなどがよいかと思います。また、街歩きは楽しいですが、疲

れるので、街全体に休む場所や喫茶、トイレがたくさんあると

いいと思います。無料でなくてもいいと思います。民間や、若

い人の力をかりることが大切です。街全体の動線を考えるのは

とても良いことだと思います。 

28日 無回答 無回答 無回答 フリースペース カフェ、レストラン おみやげやさん、直売所   

とても良いと思います。たくさんの人が来てくれて、地元の人

たちも気軽に来られるとこになるといいです。 

28日 女性 50代 市内         

いいと思いますが、観光客重視での計画ではあまり賛成できま

せん。 

28日 女性 40代 無回答 カフェ 子供があそべる場所 おみやげ   とてもいいと思います。 

28日 女性 30代 県内 カラフルな床は何のため？ 

・養蚕農家の蚕室と同じかべなんですね 

・二階はブリキ…乾繭になった気分です。 

・トラスに壁の板は何？ ・いつまで使用していたのですか？   

28日 女性 50代 市内         この雰囲気を十分に残した改修だったらいいなと思います。 

28日 男性 60代 県内 いずれかに、倉庫そのものの構造機能のかわる展示を設ける。 いずれかに、倉庫そのものの構造機能のかわる展示を設ける。 いずれかに、倉庫そのものの構造機能のかわる展示を設ける。 当時の様子を再現した展示 

駅と製糸場との間にあり、立地的にとてもよい。様々 な来客に

何か一つ喜ばれる「物」を！！ 

28日 無回答 60代 県内 シアター レストラン おかって市場 カフェ 

とても良いことだと思います。前回の時より説明の人が親身に

なり、しっかり説明してくれたので良かったです。 

28日 女性 30代 県外 おみやげうりば カフェ、レストラン てんじ、ワークショップ センター、イベント 楽しかった。 
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28日 女性 60代 県外         

①地元の特産品による朝市（ネギ等の野菜） 

②売り手は生産者、+学生等ボランティア。特に地元学生を使

う。又、ボランティアの人には特売。 

28日 女性 70代～ 無回答 喫茶室、展示会場         

28日 男性 30代 県外 ・カフェ 入り口にあると引きつけられる 

・歴史館 

・写真（富岡の昔の） 

・富岡製糸場の歴史がわかるような 

・土産物 

・富岡グッズなど 

・ビジターセンターなど 

富岡製糸場だけでなく、これを起点とした回遊型の街づくりに

力を入れるべき。歩いて富岡の歴史を楽しもうというコンセプ

トで。 

28日 男性 50代 市内 世界遺産センター機能のほか、くつろぎスペース レストランやカフェなど、市民や来訪者がくつろげる空間。 市民活動に利用するスペース 動態展示 ぜひ進めていただきたい。 

28日 男性 60代 無回答         良いと思う。 

28日 女性 40代 県内 

１Fシアター最適です。 

２F会議室、学習室としての利用、よいと思います。 

１Fギャラリー、絵画、インスタレーション、彫刻など、重い作品も置

けるように１F 

  ブックカフェは良いと思う。 

全体的に段差をなくす、トイレの充実を図る、砂利を舗装、庭

石をおいたりして庭園風に。街づくりの中心的な存在になると

思います。歴史、風土を感じさせ、富岡のシンボルになります

ね。 

28日 女性 60代 県内 美術品（絵等々 の展示） イベント（売店）       

28日 男性 60代 県内 美術館、並びにコミニテーホール 物産館 子供広場   ぜひ活用をして下さい。 

28日 女性 60代 市内 とてもレンガづくりできれいです。       

古い建物をそのままのかたちで使うことはとても良いと初め

て来て思いました。こういう計画は市民の人たちに良いと思

う。 

28日 女性 60代 市内 音楽会 展示物     古い建築が見られて良いことだと思います。 

28日 男性 70代～ 市内         

全体的な計画は良いと思うが、観光客を集める為にはおみやげ

や野菜果物食品等物販のスペースが絶対必要です。富岡市には

小さい物販の施設はあるが大きい所がないので、主に甘楽町に

行ってしまうのは本当に残念です。是非作ってください。 

28日 男性 50代 県内 

通り抜けの入り口は小さくしてほしい。なるべく旧来の工場の

構えを残したい。 

2階のたたずまいを残すべき。とても保存状況がよい。1階は最小限活

用すべき。 

表側なので、積極的に再活用するべきと思う。 修理して機械は保存することがよいと思う。 

活用するならば、やむを得ないと思うが、なるべく現状の工場

のたたずまいを残すべきと思う。 

28日 男性 60代 県内 個々 の建物よりも全体として楽しめるものをつくってほしい 個々 の建物よりも全体として楽しめるものをつくってほしい 個々 の建物よりも全体として楽しめるものをつくってほしい 個々 の建物よりも全体として楽しめるものをつくってほしい 県内外のお客様は楽しめるような活用をお願いしたい。 

28日 男性 60代 県外 

運営団体をプロポで募集してはどうか。小布施の図書館など格

好いい。 

浦和のサポセンの運営は、当初NPOがやっていて日本のなかでもす

ごくうまくいっていたと思う。その後市議会（自民）が介入して市の直

営となった。このようにならないように願います。 

構造計画に関しては、旧本庄商業銀行の改修案（新谷先生の設

計）は良い案です。今回の原案も楽しみです。 

構造計画に関しては、旧本庄商業銀行の改修案（新谷先生の設計）

は良い案です。今回の原案も楽しみです。 

駅→富岡倉庫→市役所→街中 うまくつながるといいですね。

良い案ですね。 

28日 女性 50代 県外 代官山のTSUTAYAさんのかんじ レストラン、コンサート。前橋のピザ屋さんのような。 

外が楽しめる。学生さん他、駅利用者他、みなさんのフリース

ペース 

道の駅のような   

28日 女性 40代 市内 VRシアター楽しみ！       

可能な限り当時のものを残しつつ、生まれ変わってくれると良

いと思います。 

28日 男性 20代 県外         コスプレの撮影会、お泊まり会 

28日 男性 30代 市内 

レンガ造を活かし、製糸場や関連施設について学べる場所とし

て活用したらいいと思います。 

レストランという案いいと思います。 正直思いつきません。 案のとおり動態展示のスペースとして。 全面的に賛成です。 
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28日 女性 40代 市内 売店に。地元の資料、本等も置いてほしい。 

富岡市が製糸で栄えた頃の写真や体験談のVTRを流すスペースに。せ

っかく赤レンガの壁面になっているので、当時の雰囲気を味わえる空間

にしてほしい。 

地元の人がいろいろな展示をできるスペースが良いと思う。無

料で貸し出し。 

当時の姿を復元してほしい。(現存する機械等を資料や勤めていた

人達の話に基づきどのように繭を乾燥したのかを） 

販売や食事所だけでなく、歴史が学べ、当時の繁栄を感じられ

るような空間にしてほしい。他から来る人以上に、地元の人も

来やすく、安らげる、騒がしくない場所であってほしい。 

28日 女性 70代～ 市内 レンガ造りを活かして、展示場所に。 おみやげ広場、売店 

無料で使えるイベント広場、写真、絵画、いろいろな手作り品

など、個人、団体が自由に使えるスペース。 

初めて見ました。倉庫といってもいろいろな用途で使われてい

たのだなーと再発見。富岡製糸場に絡んで、色々 なものが市内

にあることにびっくりしました。 

28日 女性 50代 県外 イベントホール、コンサート、シアター、結婚式 カフェ、レストラン バザー会場、市場 展示会場 

遊休地の活用をすることで活性化を図れるので良いと思いま

す。 

28日 女性 50代 県外 音楽を聴きながら、コーヒー、軽食が取れるような所。 物産、パン、野菜 

光が差し込むような明るい緑が置いてある。雑貨、工房などの

展示 

展示場、このままの形を復元してみせられる。   

28日 男性 50代 県外 食と音と絵など、良いと思います。 食と音、良いと思います。 

市場かな？道に面しているので、販売所がいいです。おしゃれ

なディスプレイも良い！ 

パンをつくる レンガを活かした活用はすばらしいと思います。 

28日 無回答 40代 県外 家具屋 雑貨屋 カフェ＆ギャラリー   

とても雰囲気のある場所ですね。市街を散策した後にほっと一

息つける憩いの場になればと思います。 

28日 女性 70代～ 県内         

全体にしが答えられませんが、子供の頃(小学校5年くらい）

蚕を育て、繭づくりを両親として、とても懐かしい富岡の町で

す。（生まれは青梅市です。）よい利用方法と思います。うまく

書けなくてごめんなさい。 

28日 女性 30代 県内 

少しもったいない気がします。もっとたくさんの人が気軽に使

えるようにしたらいいと思う。 

ワクワクします！利用したいです。 道路面のガラス張り、かっこいいです。 一番変化しそうで今は想像つかないかんじでした。 楽しい空間になりそうで楽しみです。 

28日 男性 50代 県外 ミニコンサート会場 カフェレストラン 展示即売会場 各種資料館、歴史展示 老若男女が集まる場所にすることが大切と思います。 

28日 男性 40代 県内 計画されいる活用方法でよいと思います。 計画されいる活用方法でよいと思います。 計画されいる活用方法でよいと思います。 計画されいる活用方法でよいと思います。 

ブロック塀を解体して周囲に開かれた施設にするのは大賛成。

駅からの誘客で、ダサいのノボリ旗とか立てず、おしゃれな誘

導に。都市計画というとハード整備が中心だが、大事なのはコ

ンテンツ。富岡には、スマとみ、げんき塾など活動が活発なの

で、人の魅力を活かす。 

28日 女性 30代 県外 レストラン カフェ、多目的スペース 子供達の遊び場として カフェ、レストラン   

28日 男性 50代 市内         

新たな交流拠点として良い案だと思います。観光客相手も大事

ですが、ぜひ市民の新たな活動の場、交流の場として賑わって

欲しい。特に、コンサートやイベント等、若い人達にとって新

しいライフサイクルを生み出す可能性を持っていると思いま

す。 

28日 男性 50代 市内         

富岡を訪れる人の回遊性の拠点のなるため、いいことだと思い

ます。 

28日 女性 50代 県内 音楽関係       良いと思います。駐車場はどうするのか？ 

28日 男性 30代 市内 とくになし とくになし とくになし このまま ●●●●のある法●とならないように。市民のサービスの窓口
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でもある市役所の利便性を殺してはいけない。 

28日 男性 50代 県内 

すぐには具体的なアイデアがなかなか思いつきません。しか

し、それぞれ造りが特徴的ですし、古くて趣のあるおのが大切

に残されてきたことにとても関心します。 

すぐには具体的なアイデアがなかなか思いつきません。しかし、それぞ

れ造りが特徴的ですし、古くて趣のあるおのが大切に残されてきたこと

にとても関心します。 

すぐには具体的なアイデアがなかなか思いつきません。しか

し、それぞれ造りが特徴的ですし、古くて趣のあるおのが大切

に残されてきたことにとても関心します。 

すぐには具体的なアイデアがなかなか思いつきません。しかし、そ

れぞれ造りが特徴的ですし、古くて趣のあるおのが大切に残されて

きたことにとても関心します。 

歴史を感じる古い建物をそのまま保存というのは難しい反面、

取り壊して面影なく再開発ではもったいない。上手に活かした

リニューアルを大胆に進めてもらったら。とても素晴らしいと

思います。 

28日 男性 50代 市内 映像で世界遺産を紹介 世界遺産を構成する４資産のジオラマ等展示   乾燥機や展示の価値があるか疑問。老朽化が激しいことから撤去。

28日 男性 40代 県内 ホテル、レストラン ドミトリー 自転車、サイクルステーション 体験場 やってみるべきたと思います。 

28日 女性 50代 市内           

28日 男性 60代 市内           

28日 無回答 40代 市内 

1F：世界遺産センター 

フランス積みとイギリス積みの違いを知ることができる。 

２F：世界遺産センター 

１F：壁に市民が作ったものを展示。または、キャンバスとして絵を描

いてもらう。 

２F：音の反響は？ライブやコンサートもできる？防音するのか？ 

一年を通して、快適な室温が保たれるのか？窓が少ないので、

どのように室内の明るさを保つのか？ 

29日 無回答 無回答 県内 展示スペースを広くとってほしい 自かべに映像をうつすのはどうか     富岡の町の発展に生きるかたちにしてほしいと思います 

29日 男性 30代 無回答 良いと思います 良いと思います 良いと思います 良いと思います すてきな計画だと思います 

29日 女性 60代 市内 ・ライブなどのイベント ・ギャラリー ・ライブなどのイベント ・ギャラリー 富岡製糸関連の展示 ・富岡製糸関連の展示 ・ギャラリー 中の様子が見れて良かった きれいでびっくりした 

29日 男性 30代 県外 

すこしやりすぎかなと（床の色）もう少し落ち着いた感じの活

用がいいのかなと思いました。 

とても良かったです。2階建て横浜の赤レンガを思い出しました。レス

トラン、できたら一度足を運びたいです。 

壁に斜めに入っている木の形が、音響の反射板材のようでライ

ブハウスみたいでした。音楽に関する場所に合うなと思いまし

た。 

地元って感じで良かったです。 いいと思います。完成楽しみにしています 

29日 男性 60代 県内 世界遺産センターの主要施設として活用 

憩ゾーンとして活用 

原案にレストランがひろくとられているが、果たして維持できるか厳し

いのではないか。カフェ位にとどめておくだけで良いかと思われる 

富岡製糸場、富岡倉庫、市内関連工場その他の施設及び甘楽郡

も含めた立地状況のレクチャーゾーンとして活用 

機械の保存（動態保存ならなお良い）等具体的なものを示すゾーン

として活用。一部販売コーナーも併設 

良いと思う。しかし建築物のリニューアル等を含め、具体的に

どう詰めていくかが課題だと思われる。どの部分を残し、どの

部分を減または削除、リフォーム等まだへであり、頑張って欲

しいと思う。期待しています。 

29日 男性 30代 市内 

シアターや資料展示等が集中することで、とても良いと思いま

す 

イベントスペースとして良いと思いますが、吹き抜けは無く2階も使

えたらいいと思います。 

現在のおかって市場を移設する事によって地元の利用者が少

なくなることが心配です。 

ブックカフェはなぜ必要なのかわからない。レストランがあるのに

カフェは必要があるかはぎもん 

交流拠点としてターゲットがわからない。（市民？観光客？）3

号倉庫の西面は外から見える部分なので木壁ではないように

してほしい。観光客が製糸場より先に見る方が良いのか後に見

る方が良いのかわからない 

29日 男性 無回答 市内 特になし 

１Ｆ レストランより、市内飲食店が参加するフードコートのような形

の方が良いのではと思った。レストランとして外部から出店を募る位な

ら市内の飲食店を紹介してあげる方が良いと思う。 

２Ｆ あえて吹き抜けにはせず、コンサートや講師を呼んだ勉強会等の

イベントスペースとしての利用が良いと思う。 

おかって市場として利用・活用することに異論はないが、現状

のおかって市場を見て思うのは販売物を富岡産・県内産をメイ

ンにした方が良いのではないかということ。普通の規模の小さ

いスーパーみたいな感じを受けてします。 

ブックカフェとは何なのか良くわからなかった。ブックカフェだと

通常のカフェより滞在時間が長くなる気がするがそれで良いのか。

何と何の交流なのか、誰と誰の交流なのかが今一つはっきりし

ない。ただ、交流拠点としては立地場所も含め適していると思

う。 

交流拠点や、滞留拠点をまちにたくさん作る必要があるのか疑

問 

拠点というものは、そもそも一地域にそんなに存在するものか

疑問 

市役所とオープンハウスが拠点の役割を果たせば十分だと思

う。 

新商工会議所は商工業者の交流の場としては拠点であるべき
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だが、漠然とした交流の場である必要は無いと思う。 

29日 女性 60代 県内 

すばらしいのでいろいろなイベントに使ってほしいです。たい

せつにしてほしい 

たいせつにのこしてほしいです。群馬の宝なので、みんなからすこ

しずつきふをしてでも 

たいへん良いと思います 

29日 男性 60代 県内 歴史のあるものですのでこのまましてほしい     このままのこしてほしい 歴史的にかちがあると思うのでのこしてほしい 

29日 女性 10代 県内 特になし 特になし 特になし 特になし いろんな人に見てもらうと良いとおもいました 

29日 女性 50代 市内         

このままにしておくより、すごい建築物だと思いますので、い

ろんな人に見ていただき活用していただければと思います。以

前から思っていましたので良かったと思います。 

29日 女性 20代 県内 

学習室や研修室は何のために利用するのか必須でなければ１

Ｆ展示室（もしくはＶＲ）２Ｆ ＶＲ（展示室）で良いと思う

レストランかカフェはどちらか一方でよいのでは？ 

近隣にもレストランやカフェはありますし・・・・ 

地元の野菜やお土産が帰ると嬉しいです 

繰糸機や乾燥機を見ながらくつろぐスペースは魅力的だと思いま

す。 

子どもが遊べる（体験）スペースがあると良いと思います 

１カ所に多様な施設がありすぎると思う。静かでのんびりでき

る施設（空間）が駅前にある方が魅力的だと思う。 

※案は素晴らしいと思うが、密集しすぎていて１つ１つの良さ

が薄れてしまうのではと思う 

29日 男性 20代 県内 ハチュウ類の展示 両生類の展示 ホ乳類の展示 魚介類の展示（テーブル、イス、カフェ的な） 電車に難有り。だけど期待しています。 

29日 男性 40代 市内 

館物内での展示、学習だけでなく他の絹産業遺産への学習ツア

ーの出発拠点にするなど、富岡以外への波及を考えても良いと

思いました。 

2号、3号とも飲食店で多少多いようにも思いますが、もし2号はレ

ストラン、乾燥場はカフェとするなら、レストラン利用者も料理を持っ

て乾燥場へ行きカフェ内の展示物を見られるようにし、カフェ利用者も

飲食物を持って2号のイベントに参加できるようにすると良いと思っ

てます。 

おかって市場利用者の駐車場はどこになるのでしょうか？ 

あまり遠いとおかって市場利用者が減ってしまう恐れがあり

ますし、近いと世界遺産センター利用者が近くの駐車場に止め

て、そのまま歩いて富岡製糸場に行ってしまうことが考えられ

アイディアが必要です。 

「現物」の展示が乾燥場に集中されていますが、もっといろいろ建

物に分散させて展示した方が良いと思います。 

「新たな交流拠点」というわりには、フューチャーセンターと

おかって市場は市民向け、それ以外は観光客向けになってい

て、なかなか交流は生まれにくいと感じました。イベントホー

ル、レストラン、カフェを市民をターゲットにした戦略で運営

し、市民だけでも十分にぎわっている場所とし、そこに観光客

を呼び込むのがよいと思います。 

（地元市民が寄り付かない場所に観光客も寄り付かないし、交

流もうまれません） 

29日 女性 50代 市内 

映像は、わかりやすいのがいいです。 

例えば、群馬県住みます芸人アンカンミンカンさんがわかりや

すく説明してくれるなんて言うのはどうでしょう？？ 

レストランは建物に見合った継続性のある素敵な場所にしてほしいで

す。 

市民も利用しやすいようにしてほしいです。 

継続性が持てるようお願いします。 

機械や機械周りの壁、扉がステキです。 

それらを眺めながらのカフェはとてもいい空間になりそうな感じ。

カフェは、その雰囲気に見合った継続性のあるステキな場所になれ

ばいいなと思います。西陽対策はよろしくお願いします。 

観光客だけでなく、市民も利用したくなるような場所にしてほ

しいです。お願いします 

建物もそうですが、中庭なども暑さ寒さ対策は自然エネルギー

など自然環境に配慮したカタチでお願いします。ともかく富岡

は夏があつく、冬はからっ風で寒いです。 

案内の文字は大きくわかりやすくお願いしまう。 

年をとると、暗いのがつらいです。自然光、照明など工夫をお

願いします。 

屋根にトップライトを設けてあるは、とてもいいですね！！ 

雨の日など、建物間移動に配慮をお願いします。（例えば、屋根

のついた通路など） 

29日 無回答 30代 県内         

建物の雰囲気も良く、活かし次第で、幅広い年齢層の人に受け

入れてもらえる施設になるかと思います。 

一過性のものにならないよう、製糸場、地域との連携を図りな

がら、その時に合った活用方法をしていけば、有効なものにな
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るかと思います。 

また、ターゲットを誰にするのか（地域なのか、観光客なのか）

にもよって、活用法が変わってくるのではないかと思います。

29日 女性 50代 市内 

以外に、傷んでいないことに驚きました（建物全般） 

ＶＲシアターは製糸場でも行っているので必要ないと思いま

す。（リピートしない） 

学習室もいそがしい観光客にはあまり興味がないかも・・・・

地元作家の発表と販売の場にした方が変化があってまた人を

呼べる。 

レストラン これは本格的なものだったら、地元の人から口コミがひろ

がるかも 

ラーメンとかホットドックとか、サービスエリアにあるようなものだと

さめる。 

きちんとした、おしゃれなおいしいものならいい。 

おかって市場は残せばいいとおもいます。 

パン屋さんとかテイクアウトのコーヒーなんかがあると、長く

いてくれるかも 

そとにパラソルやテントをおくと・・・ 

そんな雰囲気で・・・ 

ブックカフェ 製糸場関係にこだわりすぎると魅力に欠けます。こ

れも地元の作家の方々 、作品、農産物、食品をあつかってアピール

の場にした方がまたお客をよべるとおもいますが・・ 

カフェも期間で様々 なシェフをお店を変えていけば楽しいかな 

地元の方々 も来るでしょう。 

残っている機械をおしゃれに展示したら。 

いままで、眠っていた財産を生かすのは賛成 

中途半端はあきられる。 

リポートをよぶなら常に変化してほしい。 

29日 男性 30代 県内 ギャラリーイベントとして活用 雰囲気を活かしたレストラン、カフェ アスレチック（雨でも遊べる）こどもが遊べる所   

駅前に魅力的な所があるのは、とても良いことだと思います。

県内の常識にとらわれない世界の富岡になることを期待しま

す。四季を感じる場所がいいとおもいます。ターゲットをしぼ

った活用が結果、人気を呼ぶと思います。 

29日 女性 20代 市内 

レンガ造りであったり、窓・扉の上部のアーチが、製糸場を連

想させるので、ＶＲもそうですが、資料室として活用してほし

いです。 

鉄扉のままがいいな～。 

格子もそのままで、ぜひ・・・ 

2Ｆは妙義、浅間が良く見えるので、眺めのよさを活用してもらいたい

です。 

上信の車庫（基地）でもあればなを良いのですが・・・・。 

雨樋が知人のブリキ屋さん作、という思い入れがあるものなの

で、壊す前に良く記録してほしいです。 

とにかくガラスが可愛いので、これはこのまま保存（利用）してほ

しいです。 

乾燥場としての機能していたときと同じ方法で空調したり・・・な

んてのはむずかしいでしょうか？（パイプがとても魅力的だった

の） 

景観的に考えれば利用しないのはもったいないと思います。 

ただ、製糸場関連として整備するのであれば、製糸場自体が恒

久的な観光地でない[整備はしたけどお客がこない]ことになり

そうな気がします。 

よその観光客ばかりでなく、市民こそ利用したくなる施設とな

るように調整して欲しいです。 

29日 女性 50代 市内 

桐生のレンガカフェのようにレンガ壁を特徴とした施設作り

に向けていると思う。できるだけ現状を残してほしいと思っ

た。修学旅行の受入となるように席数を十分確保できる工夫が

必要か？ 

大谷石の雰囲気と調湿などの特性をきちんと生かせればと思う。広い空

間が取れているので、活用できそう。 

ひんやりとした空気で、食品の取り扱いには向いていると思

う。 

奥行きの狭さを生かす（特徴でもあるので）使い方がいいと思

う 

レンガの組み方の断面も見せて（ブロックで実演できる）と、

レンガ創りの難しさ、壁としての特性がもたらすもの＝製糸場

がいかにコストより機能重視だったかを伝えるものだと思う。

よく機械が残っていたと思う。自然の屋根の作り方で空気の流れを

作る工夫には驚いた。当時の最先端技術があったのだろうと思う。

トタンや手延べガラスなど、難しいかもしれないが、残せるものは

残して欲しいと思う。 

古い機械がせっかくそのままあるので、松本零士や宮崎駿にみても

らったらいいと思う。 

駅～製糸場のルートの確保とともに、学習の場、資料の展示を

充実させて製糸場の補助施設の役割をもたせられればいいと

思う。前から思っていたがもみじ平の美術館の資料展示コーナ

ーの活用も同時に連携させ、子ども、ファミリー層の総合的な

学習機会の提供（運動場、博物館、美術館、サファリ、荒船湖、

妙義山までふくめて）宿泊型長期のリゾートも視野に入れては

どうかと思う。都心から近く雪や台風の被害の少ない正に製糸

場の立地場所として選ばれた事をフルに活用するべきと思う。

29日 男性 50代 市内         

良いと思います。ぜひ進めてください。 

ただもう少し考えた方が良い所があります。ブックカフェ必

要？ 

ＶＲシアターは製糸場では良いのでは？ 

29日 男性 70代～ 県内 全部遺産としてこのまま残す。         

29日 女性 40代 市内 

展示室に何を展示するのか？製糸場にパネル類は十分展示さ

れているのではないのか？ 

暗さを活かしたオーセンティックなバーが入ってほしい。 

学習室にした場合、稼働時間が短いせっかくの建物、立地がも

2号はレストランでも良いと思う。 

1号も2号も短期間でテナントを入れかえる。 

ポップアップにしたらどうか？ポップアップでエルメスやブルガリ、ロ

ブションなど一流店に入ってもらう。 

おかって市場にはますます活用してほしい。窓が小さくなるの

がマイナスに影響しないか心配。 

あくまでも地域のおとしよりに寄りそうお店でありつづけて

ほしい。 

乾燥機かっこいい！ 

ブックカフェも楽しみ、文化レベルの高い本を置いてほしい。 

生態展示もウィットに富んだものにしてほしい 

入っている内容が役所すぎてかたい、つまらない。もっと文化

を感じるスペースにしてほしい。 

衣食住の要素と絹をコンセプトに結びつけ100年後に富岡市

の宝となるようにしてほしい。 
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ったいない ここ数年どのブランドもポップアップのノウハウを持っているので対

応できると思う。 

 常に人のぬくもりが感じられることが大切だと思う。そのた

めににはめったに使われない学習室やただパネルが並ぶ展示

スペースより、テナントを入れた方が良いと思う。 

29日 男性 40代 市内     

窓が小さいことで露出が下がるのは市場にとって心配です。 

キッチンスタジオ・ギャラリーは不要では 

市場というからにはボリュームも必要だと思います。 

養蚕関係の展示は製糸場に集約し、富岡倉庫には地元住民を共

訪れる商業施設に徹した方が良いのではないのか？ 

高感度なショップブランド、シルク関係の店舗、その他デザイ

ン事務所等のオフイスなど絶えず人がおり、集まる場所になっ

てほしいと思います。 

学習センターや交流室などの有効性に疑問を感じますし、こう

いった施設ほど製糸場にあればと思います。 

29日 無回答 60代 県外 似た発想の施設は街中にすでにありませんか？       

建築家隅氏に依頼をされたようですが、有名建築家に頼めばな

んだか安心と考えるのはお役所の人の発想では。街づくりは各

地で行われており、そうした事例を探り、この人いいね！で取

り組んだ方が良かったのでは。多少は調べたのでしょう

が・・・・・隅とか妹追とか坂とか、どこでも同じ人を使いた

がる。 

富岡製糸場、富岡倉庫、同じ赤レンガ倉庫があって、名称もど

こか似ています。 

ソコ（イメージ）がポイントでは。観光客はこの２つを一体の

ものとみるのであれば誤解を利用して、客を呼び込んではどう

でしょうか 

29日 女性 60代 市内         

とても良い計画だと思います。 

乾燥場はすばらしいので、見学しやすくしてほしい。 

29日 女性 60代 市内 とても良い建物なのであまりリフォームしない様に   いろいろなものを置いてもらいたいです。 

市民が使えるという事は、いい事です。子育ての親も使用できる何

かも必要です。 

計画はとても良いのですが、お金のかかることなので、市民の

皆が活用できる様にしてほしいです。 

29日 無回答 無回答 無回答         

古い建物を活用することで、人が集まるのは良いことだと思い

ます。 

29日 女性 50代 県外   音楽コンサート     

とてもいい案だと思います。 

活用できるということが大切だと思います。 

29日 女性 30代 市内 

学生が電車の待ち時間に使えるスペースがあった方が良い。 

ＶＲシアターを利用したヨガスタジオとか。 

いやしの風景、おとにかこまれてヨガをしたら気持ちよさそ

う。 

お花と緑にかこまれたレストラン。なるべく雰囲気はそのままで。 

冬はこたつカフェ。だんろが欲しい。ボグワーツ風なレストラン。 

ブックカフェは良い。富岡産の野菜でがレットも食べたい。 

ヨガレッスンをやりたい。 

窓を大きく。 

川を作ってほしい。 

中庭はしばふで広場を作ってほしい。 

ピクニックが出来る様な。（夜のピクニックとか）森を作りた

い。ツリー。 

都市計画課だけじゃなく観光おもてなし課が担当した方が良

い。 

29日 女性 20代 市内 風鈴カフェ。風のそよぎを目、耳、体で感じられるスペース。

水族館。滝。水を流して、せせらぎ音を楽しむ空間。ヒーリングスペー

ス。2階から1階に滝を流す。吹き抜けに木を生やす。 

いろり（カフェ）・バーベキューのできるスペース。 このままでいきましょう。 

とても素敵な建物でした。壁も屋根も柱もできる限り今の状態

で残して欲しいと思います。静かに建物を楽しめる空間があっ
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て欲しい。住民に開放するだけでなく、建築関係やファッショ

ン関係等分野を決めず、有識者（最近注目されている人）にみ

てもらい意見を求めてほしい。 

29日 女性 20代 市内 

2階でヨガレッスン！お花教室！日替わりで教室。市民の健康

つくりの場 

ソファーカフェ。周りにお花など飾って、かわいいカフェ作り。薄暗い

ライト。冬はこたつカフェ。季節に合わせたカフェ。お花教室の作品を

飾ってもらう。 

安い手作りクッキーなど気軽におやつができるメニュー。季節でメニュ

ーを変える。全てのイベントに乗っかる。（ex)ハロウィン・クリスマス）

ＳＮＳにのせたいようなこと。 

学生などのたまり場。 

ベンチなどを置いて、電車待ちの居場所 

実際に学生から意見をもらってレイアウト 

とても楽しみです。 

いつでもにぎわう広場になればいいなと思っています。 

庭は、ピクニック広場。芝生にしてほしい。 

29日 男性 40代 県内         

色々 な人がつどえる場所にしてほしい。（市内の方だけでなく

県内、県外の人が気軽にイベントが出来るように） 

29日 男性 70代～ 県内         

現状の確保・維持をしかっりしてから世界遺産センターとして

の組み立てを行うこと。 

乾繭の処理のため乾燥機2セット及び箱形乾燥機については

現状のままとしボイラー設置の場所に乾燥機の導入は考えも

のである。 

29日 男性 無回答 市内 レストラン 八百屋   歴史資料館 

富岡に興味をもってくれる人がたくさん増えることが期待で

きよいと思う。 

29日 女性 10代 県内 レストラン 博物館 店 歴史館 良いと思う。 

29日 男性 70代～ 市内         

２～30人位規模の案内 

富岡市・富製の案内コーナー 

発表 

29日 男性 無回答 県内 レストラン スーパー ホームセンター 博物館 良いと思う 

29日 女性 無回答 市内 

レンガ残して欲しいです。 

レンガの雰囲気がいいのでカフェスペースがここに欲しいで

す 

難しいですかね。イベント開催時のイベントスペースですか？

レストラン いいと思います。 売場広くとってほしい 

資料として残したいものがたくさんありましたので、是非生かして

ほしい。 

楽しみです。市民として協力できることはしたいと思います。

たくさんの意見をとり入れて欲しいし、市民をたくさん巻き込

んでほしい。ひとごとにさせないでほしい。 

29日 女性 70代～ 無回答 

マツ・ヒノキでできていると知りその力を利用して（夏は涼し

い）コンサートとうやってみたらと思います 

耐熱、耐火性のあるところではやはり安全面から考えて広く空間にした

方が（避難できる所）になると思う 

集合目的のためそのまま残しておいてください。社会科見学

（子供たちの） 

駅にくるたびかねてから中をオープンにしてみたいと思って

いた。今回の提案で構造がわかり、昔の人たちがすぐれた建築

方法がわかって、改めてすごいことだと思っています。 

29日 男性 50代 県内         中庭に噴水が欲しい 

29日 無回答 40代 市内 シアタールーム 

吹き抜けを利用した開放感あるれるカフェ＆レストラン、もしくは色々

な種類をそろえたワインバーなど。ピアノ生演奏がきけるレストラン

  岩盤浴・泊まれるホテルなど 

いやしのばとしても、お風呂、サウナ、エステなど（リラクゼ

ーションできる） 

若い女性や年配の女性も好むものをとり入れても良いと思う。

29日 女性 50代 県内         

明治・大正時代の建造物が現代も生かせる形で残っていること

に意味があると思うのでそれが生かされた使い方なら、富岡市
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民の皆様の納得された使い方で良いと思います。カフェやレス

トラン、シアターその中で過ごす時間が充実した時間になる事

に期待します。 

蚕糸産業を伝えるスペースも設けてあるので良いと思います。

29日 男性 50代 県内         

全体的にスペースが中途半端であり、駐車場も小さい。観光客

がわくわくするような魅力を感じることができない。 

29日 女性 40代 県外 

レンガがすごく良い。おしゃれ、カフェにしてほしい。2Ｆは

映画館が良いです。 

ミュージシャンのミュージックビデオ場所とか良いのでは 

食と音のホール 

音楽をききながら食事は良いですねレストラン 

ミュージシャンのミュージックビデオ場所とか良いのでは 

おみやげ屋さん 

ブックカフェ良いですよね。 

図書館もどうでしょうか 

すごく良い計画だと思います。 

県外（埼玉）から来ましたが、参加できて良かったです。頑張

ってください。 

29日 男性 50代 県外 

1Ｆ 展示物のギャラリー 

2Ｆ ミニシアター 

音楽を聞きながら（ミニコンサートecc) 

食事を楽しむのに良い。（カフェ＆レストラン） 

物産＆土産販売 音楽を聞けるパーソナルリスニングルーム（ヘッドホン） 

中庭を利用した屋外コンサートも見てみたい 

文化的な建物を後世に残す良い計画だと思う。現代のニーズに

あったものになる事を期待します。 

29日 女性 10代 県外 

レンガがきれいで女性は好きだと思うので、町の資源からでき

る服とか、バッグをショップで売るのが良いと思った。 

ホールで音楽聞きながらごはんは良いと思うが、もう少し地域感をだし

てみてはと思う。 

もう少し光が入れば野菜などもおいしく見えるのでは。 

ブックカフェ良いと思う。 

もうすこし光が入ればさらに。 

町づくりするのは良いことだと思うが、倉庫や製糸だけではな

くもう少し地域性をだしたほうがいいと思う。 

29日 女性 10代 市内 勉強・読書・シアター（えいがのかんしょう） 

カフェ（子供だけでも来れる。）（休憩場としても使いたい）レストラン

（休憩場としても使いたい）（カフェもレストランも両方ともネコがい

るとうれしい） 

ブックカフェ（本も読めてお茶も飲める。もちろん勉強もでき

る） 

草花や動物を見て楽しむも結構良い（育てたりもしたい） 

私の好きな読書やカフェなどもあってとても良いと思った。パ

ネルもわかりやすくて良かった。映像もあってすごく良かっ

た。ぜひ実現してほしい。 

29日 女性 10代 市内 勉強・読書 読書 カフェ(子供だけでも入れる・読書） 植物・動物などを育ててみたり見たりする 

まわりがどうになっているか、何でつくられているのかなどパ

ネルできちんとまとめてあってよかったと思う。映像もあって

どういう構造もわかったから勉強になったとは思う。 

29日 男性 50代 県内 レンガ・瓦・わからない 大谷石・瓦・わからない 土壁・モルタル・瓦・わからない 土・壁・モルタル？ガルバニュウム・トタン・わからない 

外から来る人たちを対象とした計画に思う。観光客が少なくな

ったらやっていけるの？ 

地元の人が寄って、集まる場所にしたほうが良いのでは？ 

29日 男性 70代～ 市内         

レンガの積み方に先人（大正時代）の創意工夫に感激しました。

プーリー（ベルトコンベア用）が保存されていた貴重なので後

世迄保存されますように 

良かったです。市内に残っている他の建造物についても計画し

てください。 

29日 女性 10代 県内 まどを作って、明るくした方がいいと思います。 

音つかっていた。きかいなどの体験や見学できるようにしたりするとお

もしろいと思います。 

かべのもようがステキなので、カフェやレストランのようにし

てみたらいいと思います（富岡の名物をだしたらいいと思う）

今置いてある機械や物などは残しておいて、見学ができて、クイズ

などを作ってみると子供たちが楽しめると思います。 

とてもいいと思います。 

29日 女性 70代～ 市内         

良いと思います。今まで何もしないでおいたのはもったいなか

ったと思います。駅から製糸場へ行く前に必ずここから見てい

ただくような動線、非常に良いと思います。 

29日 男性 20代 県外 カフェ、レストラン イメージ：横浜赤レンガ倉庫 

絵画などの展示会場 

切り込み？（名物の平うどん）の体験エリア 

道の駅の目的は何か 図書館・ドックカフェとか 

建築物の再利用としては良いと思う 

もう少し駅前としての利点をいかせたら良いと思った。 

29日 男性 無回答 県外 レンガの音響効果を活かせた施設で良いと思う。 県外も含めた集客を考えて群馬にこだわらない食文化づくりも・・・ 駅前の建物なので、道路側にアピールをさせる。 市民への空間サービスの場所で良いと思う。   
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イス等は固定式でなく、ケースによって床全体を様々 な形で使

用できる方が広がりある使い方が・・・ 

高齢者も多いので使いやすい施設を 

29日 女性 50代 県外 若者の芸術家に手作りの商品を紹介、販売させるブース 北欧などの輸入雑貨店 おそうざいなどの手作り食品館 ？ 

花がいっぱいで良かった。 

色々 な年令の人に来てもらえる工夫が必要 

人も少なく街並みも古いからといってレトロ感なくさびれて

いる町の気がした。 

多くの意見でまた来たいと思えるよう頑張ってください。 

29日 無回答 70代～ 無回答 レンガ作りなので夏はビアホールにでもどうか 大谷石なので各種イベント 道の駅のように富岡周辺の特産物の販売     

29日 女性 60代 市内 

冬場は喫茶店 

夏はビアホール 

イベントホール 道の駅のように市の特産品を売る 食事処   

29日 男性 無回答 市内         

特に何もないので予定通りで構いません。 

富岡市の活性化につながると思います。 

29日 男性 40代 県外 ＶＲシアター 建築工法へ展示     歴史の説明があった方が良い。 

29日 男性 60代 県外 

ワイナリー又はビールのマイクロブルアリー（レストラン併

設） 

日本酒等の蔵（夏でも涼しい特性を考慮する）   撤去して芝の広場 集客・利用ひん度をもっと検討する必要あり。 

29日 無回答 60代 県外 音楽関係ホール アート関係展示ホール 商業用多目的ホール 伝統産業の展示 

伝統的な建物を保存し、若い力を助けにこれからの富岡の発展

を考えていってほしい。 

29日 男性 60代 県内 体験イベント 実演   現形を残し改装した後を見たい   総合的に現形を残し、コンサート等も可能で良いのでは。 

29日 女性 60代 県内 コンサート 

手作り品のイベント 

若い人達の物作りのイベント 

個、この部屋として使うことも！ 

安心して見学ができるように老朽化している部分を直して見学し

てみたいです。 

実現するにも費用も大変かかって難しいと思いますが、なんと

か進めてほしいと思います。 

29日 女性 30代 県内 

2Fは床に直接座れる多目的スペースがいいと思いました。ブ

ックカフェで借りた本などをもって来て読むことができたり、

お茶をのんだりできたらいいなと思える空間でした。 

gallenyスペース+体験 ヨガスペースなど少し気を抜ける場所 ブックカフェ＋Bar 

昔の物、今の物、融合はとても素晴らしいです。これから先に

残すことで、その時の時代を感じることができたりとか、また

新しいことを感じることができたりとかすると思い、本当にす

てきな計画だと思います。 

29日 女性 30代 県外 

レンガの雰囲気が良いので、結婚パーティーとかに使えると良

いのでは。 

2Fで映画が見れたらステキ 

音楽イベントとか楽しそう 

産地市場だと用がなくてもフラッと立ち寄れるので良いと思

う。 

ブックカフェ素敵だと思います 良いと思います。 

29日 男性 60代 県内         

富岡駅近くにあるので、富岡製糸場見学までのアプローチ会場

的な使い方や、西上州をアピールする場所としてトータル的な

情報発信場所として利活 

具体的には？ 

29日 無回答 60代 県内 芸術祭 コンサート     

とても良いと思います。子どもたちが集まりやすい空間や建設

当時再現コーナーなどもあると良い 

新しい文化の発信ともコラボ 

中之条ビョンナーレみたいなのも参考になると思います。 

29日 男性 40代 県外 アートハウス的な感じがよいんじゃないですか ゆっくり音楽を流したカフェスペース 3 号館はただ古いそこ？って感じなので商業スペース化して そのまま展示、保存もありでは なんでもかんでも新しく商業スペース化というよりも現場の
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も良いでしょう？ 保存の文化的歴史的かちを大切にするのも良いのでは？ 

29日 女性 40代 県内 駅に向かう通路側、建物、こわさずに済ませられたら・・・ 2Fの内側壁面がなるべく現状をのこせるように。 内側壁がとても良い。のこして欲しい。 できるだけ作業場等 現状をのこして欲しい。 

広く多くの人に観てもらうのと保存のために改築は良いこと

と思うが、なるべく変更が少ない方がいいと思う 

29日 女性 50代 県外 ライブやコンサート 軽食・喫茶等高齢者の集いの場 子どもの遊び場 温泉、でなくてもスーパー銭湯的なもの 

これだけの敷地面積、建物の構造を有意義なものにしていって

ほしいです。 

皆が集まるコミュニケーションの場になって欲しいです。 

29日 男性 60代 県外 コンサート会場 画廊 画廊 温泉・コミュニケーション広場 

このままでは、なにもない状態 

富岡物産のレストラン 

29日 男性 30代 県内 いいと思います 

音楽と食事もあり 

食とアートの展示や様々 なアーティストのイベントが良いと思います。

いいと思います かっこいいいと思います 

とても良いと思います。古い物と新しい環境で食+音楽+アート

や様々 なコミュニケーションの場となる事を楽しみにしてい

ます。たくさんこういう場所があるとすてきだとおもいます。

町も人も自然も見つめられる場所 

29日 女性 50代 市内 

雰囲気が良いので、JAZZコンサートや語り部などに利用した

らどうでしょうか 

採光がむずかしそうなので、ゆっくり静かに居られる空間として利用し

たい。 

2F ヨガスタジオなど良いのでは 

日常を離れゆっくりとでき心のいやしとなる時間をすごせる

空間となることを望みます。雰囲気があるので工夫次第で活か

せると思います。 

29日 女性 60代 市内 

レンガ造りが落ち着いた雰囲気で、それを活かした本を読むと

ころとか、お茶を飲むところにしたらよいと思う。 

明るい雰囲気なのでレストランに向いていると思う。 富岡の名物や野菜など置いて観光客に買ってもらいたい。   

富岡の駅前が、以前はさみしかったが、今回の計画でにぎわっ

てくれたらうれしいです。 

29日 男性 50代 市内 

世界遺産センターの規模がこの1 号倉庫のみでたりるのか 

もう少し広いスペースが必要なものと思っていた。 

29日 女性 70代～ 無回答 

北南部分を解体するのですか？ 

あいあいプラザの駐車場はあいあいプラザのために確保して

おくべきと思います。抜け道にするのは、いかがなものかと思

います。防災上・非常用はともかく、普段は〆切あるいは開け

なくて良い。建物もなるべく現状がよいと思います。 

あいあいプラザは、幼児高齢者が多く利用する場所なので！！

レストランはアイディアとしては良いと思いますが、建物を生かした雰

囲気で富岡地区ならでは・・とメニューが生まれるように願いたいです

ね。○○を食べにいこうというように。 

内側をみると1部減築は惜しまれますが、この企画を進めるに

は、人々 の通交も考えるとやむを得ませんか？ 

盛りだくさんの計画ではよくわからない感もありますが、楽しみを

感じます。期待感です特に動態展示はよいかも・・・ 

計画についてではないですが、みなさんの声ではアンケート

は、答え方がむずかしいようでした。全く選択肢もなく困惑し

ている声が聞かれました。 

29日 女性 20代 市内 

4資産の価値がわかるように、蚕の基本情報を盛り込んでほし

い。 

製糸場までのまちなかをくまなく回ってもらえるよう、まちなかをぐる

ぐるめぐるVTR や市職員の方のおすすめスポットなどを紹介してほ

しい。 

絶えず人がいてくれるよう、ここに住んでいる人が立ち寄れる

（ちょとした仕事や勉強ができる）スペースを 

富岡倉庫さんの歴史も知りたい。 

希望があると思います。いつ行っても人がいるというところが

肝だと思います。地元の人が「あってよかった」と思える施設

を期待しています。 

29日 男性 70代～ 市内 1号館は特に保存が良く完成が楽しみです。         

29日 男性 50代 県外 ライブ会場 群馬県出身プロ野球選手を呼んでピッチング 落語寄席 ギャラリー 現状のままで展示   

29日 女性 50代 県外 

イベントホールとして使用するのが良い 

ライブとか。 

  物産展など展示物を置いてみては・・ とても古く感じるので、使用するのはどうかと思う。 

これだけ素晴らしい建物をうまく活用することは活気的で良

いと思います。倉庫がすずしいので、夏のイベントには最高で

すね 

29日 無回答 60代 市内 

4資産を生かした展示開場を1階全体に設置する。 

2回部分は4資産の特徴的な部分を深く掘り下げ動態展示と

し、1号棟は全て4資産だけの展示とする。 

健康的空間を考え、音楽センター的なイベント建屋を目指し、市民、観

光客一体の楽しめる空間とする。常にイベント開催の場として確保す

る。 

市場の機能を残し来客者の楽しめる場所を実利が得られる特

徴的な売場を確保する。 

特になし 

構想案でOK 

今後1年間内に立ち上げ希望 
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29日 女性 20代 県外 夏にビールまつり ウエディングレストラン開場 野菜とか市場 展示品 富岡についての興味がよりわいてよかったです。 

29日 男性 60代 県内 記録的映像があれば編集、映写     機械の全体展示 定期開催がよいです。 

29日 女性 50代 県内 ギャラリーとして 

音が響きそう 

音楽ホールとしてもいい空間 

木造をいかして、カフェ食堂   とても魅力的です。楽しみにしています。 

29日 男性 70代～ 無回答 レンガ造りがすごくきれいでした。思ったより広い 大谷石の高さにはびっくり！ 部屋の中を手を加えて明るく 現存保存を望む 近代的なものもみてみたい。 

29日 女性 60代 無回答 

レンガの張り方がすばらしい。このまま残してイベント等に使

ってほしい 

ぜひ、残しておいてください。すばらしい機械ばかりです。あっと

うされてしまいました 

とても良いと思います。今から楽しみです。古い物が残ってい

たと思います。すべての建物の特性を出して良いと思いまし

た。 

29日 女性 60代 県内 未来へのすばらしい案に感心しました。 大谷石の活用は先人の人達のすばらしさを思いました。 古い機械がこれだけ残っている（どっしりと）すばらしい 

以前は古い機械がざつぜんとあったが、これほどきれいになると

は・・ 

ただ、壁やいたる所までは古いままですね 

動線を生かしてのゆったりとしたプランはすばらしいですが、

「車」の通りは？駅前なので歩きの人拠点なのでしょうか 

29日 男性 60代 市内 

内部はきれい 

食堂・食べ物などの場 

東置繭所の二階に繭の生産に使われていた器具が乱雑になっている。展

示をここでしよう 

学校で教える教室として歴史を話したら 

ブリューナエンジンのような機会があるようです。観光ができるよ

うにしてもらえたら 

富岡製糸場と繰なげて興味を持たれるよう観光に来富される

人達に紹介したい 

29日 男性 40代 県外 

スイーツのお店 

パンケーキ・パフェ 

食事のお店 

・上州牛・お酒が飲めるイメージ 

フリーマーケット的なお店 

・色々 な出展者にかす 

富岡市の名産を見るイメージ 

道の道的なお店 

とても良いと思います。歴史的な建物なので味わいがあること

を十分活用できればと思います 

29日 女性 10代 県外   VRシアターは良いと思う 良い ブックカフェよりカフェのほうが家族連れにとって良い がんばってください。 

29日 女性 40代 無回答 コンサート（クラッシク）会場＋レストラン コンサート（クラッシク）会場＋レストラン イートインできるパン屋さん ブックカフェ 

とても素敵だと思います。全て3枚目にある案で十分魅力的で

す 

29日 女性 10代 県外 良い 良い 良い 良い 

良いと思う 

頑張ってください 

29日 女性 70代～ 市内 

レンガの壁がきれい 

広いスペースを生かした展示場に 

体験的な活動的な展示 

例えば総指揮を動かして展示するなど 

壁の木組みが美しい屋根を開けてしまうのがもったいない。ラ

イトアップして壁を楽しめるのが良い。コーヒーコーナーなど

迫力ある乾燥機がすごい 

乾燥機が見れる展示場に 

建物を活用するのはとても良い 

どの建物も花が似合うのでどの季節も花が飾れるようにして

ほしい。 

29日 女性 70代～ 市内 世界遺産センターにして4資産の展示をしていただきたい 自壁に映像を流して養蚕明治の時代を知る所としていただきたい 

壁、板組が美しい自然を残して欲しい（窓を開けるのはいかが

なものか？） 

かんそうの様子 動かして残していただきたい 

すばらしいと思います。 

明治大正の何代が残しそれをうまく利用される事 市民とし

てお願いいします。 

29日 女性 無回答 市内         

それぞれの特徴を生かして素敵なスペースにしてください。 

富岡にはおしゃれなスペースがほとんどないので、若年層がつ

どえる空間づくりを期待しています。 

せっかく駅近なので、よその人も多く訪れる工場になるといい

です。 

29日 男性 30代 県外 良い 良い 良い 良い 良いと思います 

29日 女性 50代 市内 レンガが美しいのでそれをそのまま生かしてください 大谷石のどっしりとした感がすばらしいです。生かしてください   

是非、今ある機械すばらしい！！ 

よく残りましたね。大切にしてほしいです 

書籍スペースと動態展示の音、大丈夫でしょうか？音と静かさ

は？書籍も動態もどちらも大切なので活かして欲しいですが。

29日 女性 30代 県外 ビアガーデンが良い ビアガーデンが良い 良い 良い 楽しみです 

29日 女性 30代 県外 音の響きが良いのでライブや楽器演奏にも向いていると思う レストランに賛成 体験工房 資料館 現存の古い文化施設を活用し、街おこしに使用する取り組みは
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スタッフの制服やランチョンマット他・店内で使用する布製品は全て」

富岡の絹を使用する 

絹糸でつくる缶バッチ、コースター他富岡の文化を体験できる

施設があると県外からも来たくなる 

現存の機械を残し展示 

ブックカフェに賛成。歴史に関する書籍も展示 絹で作ったハンモ

ックカフェコーナーなども良い 

すてきだと思う 

県外の人が楽しめる工夫をしてほしい 

29日 男性 50代 県外 

落ち着いた雰囲気なので展示室として活用するといいと思い

ました。もう少し照明は明るい方が良い 

2F をイベントホールとして考えているようですがレストランのスペ

ースが狭いので2F も別の飲食店を入れたらどうでしょうか。近くに

も郷土料理や名物などがありました。おいしかったのでここで食べれた

らうれしいと思います。 

おかって市場の計画というのは野菜とかお土産でしょうか。絹

の製品を全面に出した方が良いと思います 

そのまま乾燥場としての利用が1番良いと思いますが、このまま

では見学しにくいので、中まで入れるようにするか窓をはずして外

からでも見えるようにした方が良い。カフェはあった方がよい 

良いと思います。総合的な案内所が欲しいです。全体的にゆっ

くり無料でくつろげるスペースがすくないし寒すぎて落ち着

かないので温まる場所が欲しいです。 

29日 男性 30代 市内         

資産（土地・建物）を有効に活用し、多くの人でにぎわう「明

るい富岡市」が展開されることを期待します。 

29日 男性 70代～ 市内 子どものよろこぶ蚕の展示。カイコ、マユ、絹糸、その他色々

ボイラー室は見ごたえがあるので本物の火でなくても赤く火をともす

工夫が必要 

建物のスペースがせまいのでレストラン、又はおみやげ売場に

使用か？休憩所、冷暖房完備 

乾燥場として展示物として使用するのにはかなり無理があるよう

が気がします。 

29日 無回答 無回答 市内 地元の人たちも利用出来る施設として使えないものか・・・   篠美術館として連動した使い道を考えたい   良い企画でした。 

29日 男性 50代 県外 

わかりやすく解説することになり良いと思う。各建物の元々 の

用土・特徴等は改修しても詳細を展示しておいて欲しい 

レストランは良いが、収容数が心配。少な過ぎると二度と行かない（行

きたくない） 

とにかく明るくしてほしい。商品が台無しになりかねない 乾燥場・ボイラー等設備を見たい 

たいへん良い事だと思います。歴史ある建物を大切に後世に残

すことは、我々 の役目であり、必ず伝わる物があると信じます

29日 男性 50代 県外 

2F展示・学習スペースは集客に寄与できる？。建物を切って、

導入導線の案はとても良い 

レトロなレストラン。駅にも近く便利。 

北西側の建物の取り壊しはとても合理的。市場スペースは少し

狭い？ 

ブックカフェ、良いが匂いは大丈夫？ 人気が出た歳、駐車場の需要に応えられるか？ 

29日 女性 70代～ 市内       すごい設備に驚きました。解説欲しいなと思いました。 

市内に住み始めてみたので各場所にびっくり。特に乾燥場につ

いてはそのキボにびっくり。見せたいただき勉強になりまし

た。 

29日 女性 70代～ 市内 

どのような解説や映像が見れるか楽しみです。わかりやすいシ

アターを期待しています。 

テラスがついて（1.2号とも）開放的なところが良いです。天井の木組

みを生かした魅力的な空間を！ 

乾燥機・ボイラーともにすばらしい財産ですから展示を工夫、わか

りやすい解説が欲しい 

製糸場と一体化・すばらしい計画です。駐車場の確保と街中の

整備を進めたい。市役所あと地の広場の活用を！ 

29日 女性 70代～ 無回答 良くわかりません 明るく楽しめる場になることを期待します。窓・色彩・おもてなし 

現在のおかって市場がよい物を置いているので今後もよい物

を安くお願いします 

明るく楽しめる場になることを期待します。窓・色彩・おもてなし

全体的にたいへんよい計画です。31年完成よていとか、大変

期待しています。 

29日 女性 50代 県外 

レンガ壁が歴史を感じさせ良いと思う。パーティ等でも使用で

きそう。 

採光が取れれば明るくて落ち着けるレストランになりそう。ただし夏・

冬の空調は気になる。（全体的に防災面には力を入れて欲しい。老朽化

が心配） 

市場スペースは広めに取って欲しい。買い物袋を持つと通路も

ゆとりが欲しくなる。 

乾燥機保存の場所に地元の作家さんの作品も展示してはどうか？

良い取り組みだと思います。母の故郷なので増々 の発展を祈っ

ています。 

29日 女性 70代～ 市内 

しっかりした建物を生かして、魅力ある説明もわかり易く大勢

の人に来ていただけるように 

乾燥場とはどんな作業をするのか興味があった。すばらしいしかも

100年も前に建てられたのことで、感動しました。現代の人にわ

かり易く資料など配れるようにするとよいと思って 

すばらしいと思いました。こんなにすばらしいとおどろきまし

た。ありがとうございます。 

29日 女性 40代 県外 幻想的な雰囲気を活かした結婚式場         

29日 男性 40代 県外         

利用目的が良く理解できません。何を主にして来客をさせるの

か？具体的な案が必要だと思いました。 

29日 男性 40代 市内 音響がよくVRシアターはよろしいかと思います。 

地元産野菜（有機野菜）を使ったレストラン、カフェをNPO法人が、

もしくは学生が運営できれば（埼玉県小川町のように）地元の農業高校

の農産物を使えればベストかも 

地元産の農産物など、道の駅のように販売できれば。駅も近い

ので買ったものが電車で持ち運び易いように工夫できれば良

いかも 

見られる箇所が限られていたので難しいが、動態展示が可能であれ

ば、とても面白いかと思います。 

ちょこっと敷地面積的にせまいかなぁという印象です。観光客

対象がメインかもしれませんが、地元小中学生の学習の場とし

ても活用できればありがたい。また中学生などのボランティア

学習の場としても 
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29日 男性 30代 県外 

ピンとこない。近隣のカフェと競合しないお酒の試飲所とか内

装を生かしてほしい 

良いと思います。市のフォーマルなイベント授賞式等が良いのでは。

市場にするときのターゲット客層として何を狙っているのか

よくわからない 

繰糸機を見せる目的は何なのか・・・ 地元の飲食店とWin-Winは難しいと思いました 

29日 男性 30代 県外         

観光客を集めるのか、地域に役立てるのかが中途半端。地域重

視なら・・図書館、カフェを併設して双方に効果を。建物が歴

史的なので、子どもを遊ばせるような場所にして古い建物に解

れさせる。市役所もちかいので、職員が当番で子どもの見張り

もできる。 

29日 女性 60代 県外 おりもの、こけしetc 工房とかの展示・体験 好きなのは、カルッテとかのミニコンサート・こどもミュージカル お試し出展コーナー   

宮城県大崎市に旧酒蔵をリニューアルした飲食・雑貨の店が集

まっているところ「かむろ」があります。 

29日 男性 30代 県外 

「製糸場へのにぎわいの連続」をビジョンとする。→市場のタ

ーゲットは一致する？ 

良いと思います。 良いと思います ブックカフェ→外からの人は利用するのか。 

製糸場と富岡倉庫の周遊ルートが分かりやすい方がいい。製糸

場までの道のり→一般的によいと思います。 

29日 男性 60代 県外 イベントホール（若い人のコンサート） レストラン（和風）レストラン（洋風）（外国人対応） 農産物等直売施設 富岡製糸場との連携は？ 外国人観光客への対応をどうするのか見えてこない。 

29日 女性 30代 無回答 カフェレストラン 地元の野菜やスイーツ売場   お年寄りなどの休憩所 いご、将棋 とても良いと思います。 

29日 男性 無回答 県外 ショップ カフェ ショップ そのまま展示   

29日 無回答 無回答 無回答 フラット過ぎて実在感に乏しい フラット過ぎて実在感に乏しい フラット過ぎて実在感に乏しい 中がもっと見たい   

29日 男性 30代 市内 美術館 何か体験できる場所 レストラン 富岡の歴史博物館 実現させてほしい 

29日 無回答 無回答 無回答 

世界遺産センターと展示室と映像シアターを設置する。展示室

をシアターは壁で区切る 

1 階で音楽のコンサートなど開くイベント会場、もしくは物品販売店

舗 

みやげなどの販売店舗にする 

安全性に注意し、見学コースを作る。静態だけでなく動態展示もで

きれば素晴らしいが可能なのか？ 

東側のブロック塀解体し、駅からの通り道にすると、通行者と

観光客がぶつかることになるので東側は開けずに、北側の塀を

開ければよい。あくまでも観光客向けの施設であり、通り道に

はしたくない。レストランは火を使うので疑問である。 

29日 女性 20代 県外 

小学生の習字、絵など、入賞作品を展示してはいかがでしょう

か 

イベントにぐんまちゃんを呼んではどうかなと思いました。市場の食材

を使って料理教室ができる部屋（キッチン）があっても面白いかもしれ

ません。 

レストランよりカフェの方が良い気がしました。花に囲まれた

和カフェの方が私には魅力的です。市場がスーパーと対等に戦

うにはよりこだわりのある食材を置くべきですね 

ブックカフェは良いと思います。老若男女問わず様々 なジャンルの

本、そして空間をつくることで、誰もが立ち寄る場所にしてほしい

です。座るスペースをたくさん設けるべき 

とても良いと思います！！ただ、冷暖房設備はどうなったのか

なと心配です。できるだけ地球に優しく、人にも優しい空間に

なるといいなと思います。いつかは赤レンガ倉庫（横浜）のよ

うに、人が集まれる場所になるといいです。3Dマッピングを

やっても良いかもしれません。ただここには明治からの歴史を

感じさせる場所なので、どこにでもある近代的な場ではなく、

歴史が感じられる場所にしてほしいという気持ちもあります。

29日 男性 40代 県内           

29日 女性 40代 県内 婚活パーティーなどイベント         

29日 男性 30代 県内 いいと思います 雑貨屋さん・ネイルサロン・美容室 おしゃれです いいと思います 耐震は大丈夫ですか？ 富岡がおしゃれスポットになるといいですね。 

29日 男性 50代 無回答 ライブスペース レストラン ギャラリー 店 お土産・名産品 全体的にいい計画だと思います。実現してください。 

29日 男性 40代 県内 素通りされてします。展示室にはしないで 大人の楽しめる落ち着いた空間に 今まで通りのセレクトを 動態展示をぜひ 

来訪者がまた来たいと思える施設にしてもらいたい。押し着せ

の行政指導の箱モノは作らないでいただきたい。 

29日 女性 50代 市内 

以前、イベント（MT展）があった時、始めて中に入りとても

良い感じでした。若い人が集まるイベントを出来るようにして

いきたい。 

富岡には映画館がありません。映画上映してもらいたいです。 おかって市場さんは無くてはならないものです。 本だけでなく、雑誌も置いてください。 とても良いと思いまう 
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29日 女性 60代 県外 レンガの色、臭いをそのまま生かしてほしい。外観もきれい 

石による頑丈さ、冷ややかな空気、これも「石」とそのままで。2階に

は高齢者、不自由な方はどうやっていくのか？ 

案のとおり皆が入りやすく 今ある店がすてきです。地場産をだいじにしてほしい 

調べてみると「車」で来るのが一番みたいな状況」なのでもう

少し電車の利便性を考えてほしい。「絹」の歴史（明暗）をちゃ

んと展開してほしい 

29日 女性 無回答 県内 

建物の構造のパネル、興味深く拝見しました。全般に展示が上

手で整備後のイメージにつながり、期待が広がします 

禁煙の文字が素敵。ここでジャズライブをさせてほしい。SAX吹いて

います 

市場としてスケール感もよいと思います 修復しすぎない、動き流れのわかる展示がよいと思います。 

駅からのアプローチは、今のように（ブロック塀）して建物を

通す必要はないと感じます。すばらしい。おかって市場、駅、

市庁舎の位置関係を初めて認識しました。何度も来ているの

に。遠方からのお客様を案内する場のしつとして、今すぐ、修

復しながらでもこの3棟を公開してほしい。今すぐしないと、

リピーターにつながらない。今の製糸場だけでは魅力が1/10.

評判になるよう直ちに公開を切に願います。 

29日 男性 70代～ 県外 イベントホール シアター ブックカフェ おかって市場 歴史を感じながらも魅力ある全体がいいと思う。 

29日 女性 30代 県外 展示室 体験コーナー カフェ（パンorピザ）外にテラス席 お土産屋さん   

29日 男性 60代 県外 コンサートホール、イベント広場 レストランで良いと思います 直売所 直売所 富岡の良い物、食など他外の人に知らせてほしい。 

29日 女性 50代 県外 展示室（陶器や絵画） イベントホール、学習室、図書館 野菜とかの直売所 倉庫 

老若男女、たくさんの人が楽しくなりそうで、とてもいい計画

だと思います。この場所が変わったらまた、来てみようと思い

ます。 

29日 男性 50代 県外 花売場 小演劇ホール 小バンドステージ、バーカウンター まちなか見学の機会がないので、良いと思う   

29日 男性 40代 県外 レストランなど 音楽イベントホール カフェ お酒が飲めるバーなど すごく良い活用だなと思います 

29日 男性 30代 県外 

戸を閉めると真暗になり音の響きもあるので瞑想やヨガなど

の場所としていいと思った 

賛成 

ファッションブランドの店や体験ができる場がいいと思う。布

など食品は少し違う気がするというか県外から電車で来たの

で帰宅途中の保存含め、買う気がしない。加工品やオシャレな

デザインの小物であれば別 

賛成 

全体的に市内の人向けだと思う。県外からの人も楽しんだり、

休んだりできる場が欲しい。ただ、今回のように実際アンケー

トを取ること自体はすばらしいと思う 

29日 男性 30代 県外 

横浜（みなとみらい）赤レンガ倉庫のように新旧の良さを生か

すような場所にしたい。但しどこにでもあるような商業施設に

はしたくない。 

100 年後も残せるように修繕だけし何もしないでそのままにしてほ

いしい 

人が集まれるような（カフェ・図書館）にして市民のいこいの

場としてほしい。 

2号と同じ 計画自体は非常に良い取り組みだと思う。 

29日 無回答 無回答 無回答         あまり興味がありません。天井が良いです。 

29日 女性 無回答 県内 目で見ることのできる展示良いと思います（VRシアター） 

レストラン楽しみです。その土地の食べ物を使った料理が食べられるの

でしょうか？ 

おっかて市場と同じ3号館に入るキッチンスタジオではどん

なことをするのか楽しみです 

ブックカフェ楽しみです。動態展示のスペースがあるのも良いと思

います 

おかって市場には、イベント等で良く来ます。その場所が素敵

な広場になるのですね。また足を運ぶ回数が増えそうです。 

29日 女性 20代 県内 

古き良き世界遺産を最新のＶＲで学べるのは、新鮮でとても興

味が湧きます。外観の古いレンガ造りは、味があるので、その

ままであってほしいなと思います。 

吹き抜けがあることで、倉庫の暗さを払拭できるのでいいと思います。

開放的なデザインは、立ち寄り易くていいと思います。新鮮な

地元の野菜や名物を楽しめそうです。試食コーナーが多いと嬉

しいです。 

ブックカフェは、素敵なアイデアだと思います。若い人もたくさん

集まると思います。 

とてもすてきだと思います。構想の時点で広く意見を募集して

いるので、みんなの期待に応えるものが出来るだろうと私も期

待しています。出来たらぜひ遊びに来たいです。 

29日 女性 30代 県内 レンガ壁はきれいにして残したら良いと思います。     建物の耐震性が必要と思います。 

レンガ壁はきれいにして残したら良いと思います。 

建物の耐震性が必要と思います。 

29日 女性 60代 県内           

29日 女性 50代 県内         造りがとてもすばらしい 

29日 男性 60代 県内 いいですね。ハリの太さといい。 ミニコンサートなど、良いかな。     大変良いと思います。 
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29日 女性 30代 県内 

良いと思います。製品が身近に感じられる展示になると良いと

思います。 

お年を召した方々 もいらっしゃいますが、やはり人を呼ぶのは若い人達

です。若い人達がＳＮＳで自慢できるようなメニューをぜひ。 

ここはやはり富岡の特産物をたくさん置いてほしいです。今の

おかって市場の品ぞろえもステキです。 

とても良いと思います。 

富岡で生まれ育った自分として、今回の計画はとてもうれしい

です。嫁いで隣の市に住んでいますが、魅力ある町づくりをと

ても楽しみにしています。 

29日 男性 10代 県内 

とても良いと思います。静かで涼しいので良い展示が出来ると

思います。 

幅広い層の人に楽しんでもらえる料理（メニュー）があるといいと思い

ます。 

富岡ならではの限定品を売るといいと思います。 大きな乾燥機をとり囲んだ展示は、迫力があっていいと思います。 たくさんの人を呼び込めるとても良い計画だと思います。 

29日 男性 無回答 市内         街の活性化につながるので、大いに賛成です。 

29日 女性 50代 市内 

１階：クラフト作家による期間を決めてのイベント 

２階：ワークショップ等 

カフェ・レストラン・おみやげ 

①民間募集・レンタル店舗・県外・東京重視 

②観光案内場 

場所、広さ、景観、富岡市の宣伝に使っていただける条件がそ

ろっていると思います。観光案内場が駅の近くに欲しい。 

29日 男性 50代 県外       

アーティストや作家の工房を集めて富岡からの発信地としたら。

Made in Tomioka.Brand 体験型の工房あるいは施設 

現状では、昼間の1stopのみが対象なので、一泊して楽しめ

る施設が必要。宿泊施設。その際に天然温泉があればなお良い。

29日 女性 70代～ 市内         

イベントホールとして使用出来たら、上信の駅より近い場所に

あり、便利だと思います。 

29日 女性 10代 県外 

美術館や歴史博物館のような芸術スペース。１・２号館に言え

ることだが、階段を中につけてほしい。 

手作り市のスペースや貸店舗。体験スペース（ものづくり、衣装など） 図書館 食事スペース。休憩所。体験スペース（食べ物作り） 

・昔の建物を再利用するのは、とても良い考えだと思います。・

町の皆で中のそうじなどしたら、きっと楽しいだろうなぁと思

いました。・完成したら絶対行きます！！ 

29日 男性 60代 市内 床のもようがおもしろい。 

ホールのような使い方があっているように感じた。２階のトタン張りの

空間は、マユの保存の展示によいのではないか？ 

  大切に保存し動く状態での展示。 だいたいよいと思う。 

29日 男性 30代 市内 

ＶＲシアターとして活用した場合、コンテンツの充実が必要不

可欠だと感じる。中途はんぱならしない方が良い。 

レストラン、イベントホールは鉄板？ 

おかって市場にするのはどうかと思う。壁面の構造美をもっと

アピールしてほしい。 

カフェは良いと思う。市民が集うカフェになってほしい。 

全体的に新市役所庁舎とどのように一体感を出すのかがテー

マのようですが、この富岡倉庫を誰が主体的に運営していくの

かがキーになってくると思います。 

29日 男性 40代 県外 

ＶＲライブシアターに参加した。ライブとかあると楽しいか

も。 

展示物がもう少し欲しい。 

ライトアップして明るく見たかった。入水防止の段差になるほ

ど。 

特になし。 細かい設計図を置くなど楽しかった。 

29日 無回答 無回答 無回答 レストランに適していると思う。２号館と通じさせて レストランに適していると思う。     

改造次第だと思う。レンガの部分次第でよくなると思う。２階

はなくして高い天井にする。 

29日 女性 50代 県内 

カフェ（オープンカフェも）。雑貨屋。２階を展示会場（階段を

上りやすくして） 

プチレストラン（ファーストフード） プチレストラン（地産の物を使って） 体験学習の場。手作り（工作や小物）が出来る場。   

29日 女性 50代 市内         

全ての活用方法に好感が持てます。活気ある富岡市になると良

いと思います。賛成します。 

29日 男性 40代 市内         

全ての活用方法に好感が持てます。楽しくなりそうですね。賛

成です。 

29日 男性 20代 無回答 

ＶＲシアターと展示室を一緒の建物にするとシアターでの音、

声が展示室に聞こえてしまいよくないと思う。全体を使い大き

な空間での展示室の方が魅力的だと思う。（間、間に小さな映像

スペース） 

「食と音の立体型ホール」なのに音楽イベントをやってしまったら（規

模にもよるが）「食」が消えてしまう（スペース的問題も）。吹き抜けス

ペースが広すぎ。作るのであれば客席と客席の間に小さく入れる方が良

いと思う。 

富岡市発展につなげるためには、少し物足りない。若い人（２

０代以下）のほとんどは来ないと思う。たまたま立ち寄ってア

ンケート用紙を渡されて、何が何だかわからなかった。最初に

少し説明が欲しかった。 

29日 女性 20代 県外         

ご当地グルメやお土産を充実させて若者をたくさん集めて下

さい。☺！！ 
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29日 男性 20代 県外           

29日 女性 60代 県外 

１階①ギャラリー、売店。（富岡の歴史の写真展示）②音楽空間

③演劇空間 

２階カフェ、レストラン、くつろぎ空間 

催し物（イベント）館、音楽空間、演劇空間   展示館   

29日 男性 20代 県外 

１号と２号をつなげて大型フードコートとして作る。中のお店

は、近くのお店の方々 の支店として経営。 

１号と２号をつなげて大型フードコートとして作る。中のお店は、近く

のお店の方々 の支店として経営。 

市場として群馬の名産を広く提供 計画通りいけるといいと思います。 

計画は非常にいいと思います。計画通りオープン出来たらまた

来ます。 

29日 女性 20代 県外 ”音楽と食”融合させる。 吹き出しを作り、場を明るくする。良い考えだと思います。   

ブックカフェ もしあるなら行ってみたいと思うような素敵なデ

ザインでした。 

”町の回遊性を促進させる”素晴らしいと思いました。 

29日 男性 20代 県内         

ありだと思います。全体的な街の商業があがればサイコーッ

ス。街と駅の間の人力車的なのが欲しいです。（お年寄りを大事

に） 

29日 男性 50代 市内 各種レストラン、カフェ ＶＲ及びストア 展示スペース 乾繭の動態展示 

南三社についても、ふれてみてはいかがですか。市役所に以前

は、甘楽社が有ったわけですから。 

29日 女性 50代 市内 良いと思う 良いと思う。パーティーホールもよいと思う。 良いと思う もう少しきれいにし、見やすく動かすようにする。 良いと思います。 

29日 女性 40代 県内   

皆が楽しめるようなイベントを沢山して頂きたいです。カフェや食事な

ど気軽にできるスペースを作って頂きたい。軽井沢にある星野リゾート

のようなおしゃれなお店も入れて欲しい。 

この建物の造りを皆に知ってもらいたいと思います。先日新聞

で見て思いました。期待しています。 

29日 女性 10代 県内 皆さんが楽しめそうなのでいいと思う。 木で出来ていて厚みもあるのですごくいいと思います。 広々 としているのでいいと思います。   上からも下からも見られる状態なのでいいと思います。 

29日 女性 70代～ 市内         良いと思います。 

29日 無回答 50代 県外 レストラン カフェ 資料館・おみやげ   雨の日も楽しめて駅に近いので良いと思う。 

29日 男性 40代 県外 資料館 レストラン 休憩所・各部屋は富岡の名産品のイメージ別で お土産コーナー   

29日 男性 20代 県外 賛成（ＶＲシアター面白い） 音楽イベント、講演などに向いていると思います。 賛成。お土産をたくさん買えるようにしてほしい。 ビデオなども充実していると良いと思います。 

古い建物を利用して地域の発展につなげるのは、素晴らしいと

思います。 

29日 男性 20代 県外 

歴史を学ぶとともに、有効な土地活用が出来るので良いと思

う。 

１号と同じ 名物品（特産品）を置いて富岡市をＰＲすればなお良いと思う。 １号と同じ 

試みは良いと思うが、それ以外（製糸場）の魅力や売りが無い

と県外の人は富岡市へ訪れないと思う。温泉やテーマパークあ

るいは名物料理等をつくる必要があると思う。 

29日 女性 20代 県外 

テラスのような場所もあって街を見渡せそうな点と、集まれる

場という点で良いと思います。 

音が響くし、こういう場所があっても良いと思いました。 通り沿いだし、集客に良いと思います。 

歴史に興味を持った観光客も多いと思うので、BookCafe？は良

いアイデアだと思います。 

街づくりは大変だと思いますが、素敵な試みですね。頑張って

ください！ 

29日 男性 40代 県外 別にナシ 別にナシ 道路側にも市場の姿が見せられたら良いと思われる。 

外壁がトタンなので、何とかしたい。エントランスをもっと利用し

てほしい。 

今、各所で古建築物を再利用している流れになっているので、

問題ないと思う。 

29日 女性 50代 県外   音楽堂、コンサート会場、小舞台+レストラン ワインセラー、レストラン レストスペース、スペース工房 

なるべく今の型を壊さないで、若い芸術家さんが、工房（アト

リエ）をもち、発表できるスペースとして活用してもらいたい

です。 

29日 男性 30代 県外       

カフェがgoodです。ＳＮＳ（Facebook,Instagram)でシェアし

たくなるラて、パンあると良い。（２０代）女子は、カワイイに引か

れ集まってきます。 

市民の声を取り入れる点から素晴らしいと思う（多市町村居住

がある立場で） 
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29日 女性 50代 県外 音響が良い   内装の構造がおしゃれなのでそれを活かしたもの   

古い建物を活かして新しく活用していくのは、とても良いと思

います。 

29日 男性 50代 県外 とても良いと思います。       

古い倉庫を活用するのは良いと思います。小さなお店を複数置

くのも良いのではと思います。 

29日 女性 70代～ 無回答 喫茶室など こじんまりとしたイベントが出来そう 読書室他お稽古ごとの場でも   色々 な案が出れば幅広い利用が出来そうに思えます。 

29日 男性 70代～ 無回答 

ドミトリー（外国人が泊まれる）+宿泊設備。食事なしでコスト

がかからないものとする。 

レストラン。市民の使う（サークル）。小室がいくつか。ピアノがある

小コンサートホール。 

市場とおかって市場   集客が出来たら素晴らしい。 

29日 女性 50代 県内 ワークショップ。コンサート、ジャズetc 各種教室 

花と緑のフェアー（キラキラフェスティバル）を機に各種コン

テスト等を発信し会場としてほしい。 

見学のみで 

中央の庭を整備しお花の植栽をしてほしい。レンガ造りを見る

だけでも大変勉強になりました。 

29日 女性 10代 市内 広くてきれいだった。上も広くて床は少し壊れそうだった。 柱がしっかりしていた。涼しかった。上は暗くて広かった。 窓が少ない。ほかの所より狭い。 大きい機械などがあってすごかった。 直さないで残したほうがいい部分もあると思います。 

29日 男性 70代～ 県内 レストラン 蚕貝etcの展示 整備して、中が見学できるように 整備して乾燥機・ボイラーetc見学出来るように！！   

29日 男性 70代～ 県内 レストラン 展示、学習 売店 整理取り壊し   

29日 女性 60代 県内 素晴らしい建物感動しました。 吹き抜けのイベントスペース、レストラン期待しています。 時々 来ていますが、買い物が楽しみになります。 たくさんの本を読みながらの見学、楽しみにしています。 

色々 な工夫がなされて完成が楽しみです。足を運ぶ回数が増え

そうです。 

29日 女性 40代 県内 

コンサートホール。音の響きが良いので、クラッシクなどのイ

ベントに向いていると思います。たて（よこ）に長いので、ス

テージをどちらにするかが大切になると思いました。上と吹き

抜けになっているので、舞台上演にも使えるかも 

シルク製品の発表会（ファッションショー）。県内の専門学校などに声

を掛けてみると名乗りを上げるところは多いと思います。高崎～太田、

前橋にあると思いますが、ゲーム系の学科でも３Ｄが出来るので、県内

の映像をつくっている専門学校の学生の方々 は、プロジェクションマッ

ピングも出来ると思います。 

手作りアクセサリなどを作っている若い作家のフリーマーケ

ットなど（入口/道路からの）は華やか方が良いと思う。美大の

人の展示発表会も若い人を呼ぶのには良いのでは。 

レトロ感がるのでで、レストランがあるといいですね。横浜や神戸

でも外見はレトロ、中身はＮＹスタイルのようなところをよく見ま

す。ワインバーとファミリー向け無添加レストラン（地産）を昼夜

でわかるのも良いのでは？ 

発展していく可能性があるのでい良いと思います。製糸場も補

修されて新しくなるので、何度か来たくなる街の要素はあるの

では？楽しみですね！ 

29日 女性 10代 県内 

展示したらいいと思います。静かで落ち着いた雰囲気なので、

いいと思いました。日の光が当たらないので絵画の展示もいい

と思います。 

市、県の特産品などのショップがいいと思います。シルクの糸で作った

ものを置いてもいいと思います。 

貴会の展示や体験のコーナーがいいと思います。繭から糸を作

ったりする体験は、小さな子に楽しんでもらえると思います。

カフェ、休憩所として活用できると思います。２階も使えるとたく

さん人が入れると思います。 

昔からの建物を身近に感じられるようなきっかけになると思

います。 

29日 男性 30代 県外 

駅との連続のしつらえ方と顔としての機能がより重要になる

と思います。その上で、減築して通路を設ける際に駅と製糸場

を結ぶ軸線とするなどより大きなストーリーがあると魅力的

だと考えます。 

２階の吹き抜け周りの床の強度が心配です。中２階を設け、ステージと

する方がより音と空間を楽しめると思いました。 

内装の耐震補強の斜材を活かしつつより明るい空間が作られ

ることを期待します。 

展示が展示然というものでなくより興味を引くことができる見え

方、見せ方を期待します。 

非常に夢のある計画と思いますが、都市として、文化として５

０年後、１００年後と続いていく計画、ストーリーを見せてい

ただけると、より良い”まち”になると考えます。 

29日 男性 30代 県外         

全体的に小屋組みが良いため、屋根は変えず２階窓で採光を検

討した方が良い。各ルーフは不要。１号と２号館の接面は重要

なので残す。 

29日 男性 40代 県外         

共通ですが、現在の状態を活かせば何でもよいのではないかと

思う。ハリとレンガ、モルタルなど見えると良いと。木造部の

組み方が見える明るさがあればなお良いのではないか。良いこ

とだと思う。 

29日 男性 40代 県内 穏やかになれる。日が出れば電気を点けなくても良いと思う。

壁色をピンクや展示に合う色にした方がいいと思います。木の傷などを

消すといいです。 

チャペルにして教会式などに活用する。 

使用されなくなった機材の活用方法はあまりなく、解体として別の

利用方法を考えた方が良いのでは？ 

３号をチャペル、１号、２号を結婚式場又は宴会場へ。乾燥場

は解体して庭園などへ再利用させる。 

29日 女性 40代 県内 屋根、２階かっこいいです。展示は良いがＶＲシアターは必要 食と音！楽しそうで！暗いままでも雰囲気合って好きです。 市場、遊びに来たい。 ブックカフェいいです。窓ガラスがいい！ どんどん活用してよいと思います。富岡市の名所になれば。 
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ないかと思います。 

29日 男性 40代 県内 

音がいい。ライブハウスの活用（Ｕ、Ｋロックとかも）。ＶＲシ

アターより“生”がいいのでは。 

２階に上がってみたいです（上がれた）。２階からの風景。ライブハウ

スの活用。レストランならワインを。 

市場いいですね。骨董市とかがいいですね。入口も多くして。 いい感じ！古き良きを残してほしい。 

富岡市は、世界遺産もあり街の活性化するのによいと思いまし

た（うらやましい）。市外の物から見て。 

29日 女性 40代 県内 

レンガの様子が中からも見られるので、とても雰囲気が良いと

思います。おしゃれな感じがするので、それを活かした空間に

なると良いと思います。 

殺風景（内は）なので、どのようにでも内装を工夫できるのかな…。個

人的には１号がレストランとかの方が良いと思いました。 

地元の人も利用できるような沢山の野菜をそろえてほしい。今

ある所のは、あまり種類や量も多くないので…。道の駅のよう

な感じになると良いのですが。 

昔の食器や電気なども上手に利用して、インテリアになると良いと

思いました。 

県外からはもちろん、市民や県民もまた来たいと思うような施

設になると良いと思います。 

29日 男性 50代 県内 

スペースを分割するのは、もったいない。空間の広さが実感で

きるようにしてほしい。 

１号との外観の違いを際立たせる工夫（ライトアップ等）があると面白

いかもしれない。 

土産物屋はいらない。 ブックカフェ？イメージできない 周辺（商店等）との共存を重視してほしい。 

29日 女性 30代 市内 

雰囲気（趣のある）落ち着いた室内。広さや空間がアーティス

トが使用し、旅行者を楽しませる空間としてもってこいだと思

った。 

音響が良い。     

市内の人も楽しめる憩いの場として、また他県の人からも気に

入って頂ける会場として、前向きな計画だと思いました。 

29日 女性 20代 市内   

分煙スペースは、出来れば設けた方が良い。もし、仮に禁煙にするなら

ばどこか敷地内に喫煙スペースを設けた方が良いかもしれない。 

置く本の種類は考えるべき。小さい子供がいる場合は、絵本等ある

と良いと思う。春、夏、秋ごろは、屋外にもカフェスペースを作る

のも有効であると思う。富岡オリジナルのマグカップ等、カフェで

提供しているコーヒー等の豆の販売をしても良いと思う。（おみや

がようなどに） 

建物全体については、レンガ造りで趣があり大変良いと思う

が、建物自体老朽化が進んでいるため、今回の計画を実行する

に当たりかなりの費用がかかると思う。計画自体は、富岡の文

化や歴史を知ってもらったり、新たな動線を設けることで、駅

への行き来もしやすくなると思う。また、子どもの安全を確保

する上で、歩道は設けていただきたいと思う。 

29日 女性 30代 市内           

29日 男性 50代 市内 

世界遺産を楽しく学ぶことができ、体験型の施設でよいと思い

ます。（今回のオープンスペースの２階の演出素敵でした） 

２階も見事な構造なんですね。大開口を設け明るいイメージを演出し良

いと思います。現在の建造物の良いところを活かしつつ新しい視点を織

り込み、憩いのスペースとして活用される姿が目に浮かびます。 

減築することにより、見通しが良くなり通りに開かれたイメー

ジが広がり素晴らしいです。市場が人々 の交流を生むことを期

待します。 

乾燥機やボイラーなど静態展示、繰糸の動態展示と、まちの象徴的

な光景が演出されており、素晴らしいです。 

世界遺産の価値を広く正確に楽しく伝えることができる素晴

らしい施設です。推進していただきたいと思います。 

29日 女性 50代 県外 レストラン ライブハウス、カフェ、おみやげ店       

29日 男性 40代 県外 ナイトバー カフェ、レストラン 庭と３号でマーケット 昼間人が集まってくつろげるスペース。 駐車スペースの確保が出来れば、人は集まりそうな気がする。

29日 女性 30代 無回答 

coffeeがうり、ワインもうり、ワインショップワインの試飲、

ワイナリとcoffeeが楽しめる。 

若手のアーティストのための場所 このまま地元の物産店 そのまま展示 good 

29日 女性 30代 県外   カフェ。地元の野菜や果物を使ったケーキとか 壁を活かしてほしい。 富岡の歴史を紹介するものをいれるといい。 いい。 

29日 男性 10代 県外 ミニコンサート（音が響く。会場にも最適） 展示場   古いものがたくさんあるので、一つ一つ説明し展示場。   

29日 女性 40代 県外 レンガの壁が素敵でした。色々 変わっていくのが楽しみです。

大理石の雰囲気ある建物が生きるのはうれしいです。響きの良さそうな

スペースでライブが聴けたらと思うと今から楽しみです。 

おかって市場が色々 なイベントを企画してくれ楽しい街なの

で、これから続いて行ってほしい。 

古い機会が見られ、どのように使っていたのかわかるのは良いと思

います。本にふれる所が身近にできるのはうれしい。 

古い建物を活かして広がっていく。発展していくのがすごく楽

しみです。 

29日 女性 60代 市内 

天井高くレンガもすばらしい。中央の柱そう太くないが、７本

で上のハリをしっかり支えている様子見られたが、広さには驚

きました。 

１と同様ですがまわりは白壁剥がれている部分もありましたがよく残

っていましたね。 

下に支え柱はないが６本の太い柱で横に支え周囲の板もすば

らしいと感じました。 

柱の傷みあり。他とはチョットイメージが違います。 

眠っていた倉庫を見学させていただきました。いつもは通りか

ら見ているだけでしたので内部の様子がわかりとてもよかっ

たです。ありがとうございました。 

29日 女性 10代 県外 

壁のデザインが少し違うだけでとってもイメージが変わりま

した。あと、とても涼しかった！！ 

吹き抜けがあって、音が響いて、ステージとして使っていたことについ

て、とてもいい考えだと思いました！ 

どんなことに使っていたかがかかれているポスターが、詳しく

書かれていてわかりやすかった！！ 

越屋根の意味や、ベルトコンベヤー、繭袋の事が詳しく書かれてい

た！！でっかい乾燥機が置いてあった！！ 

見たことないものがたくさんあって、それを見たりすることが

できて良かったです！！ポスターが詳しく書かれていてよか

った！！スマホを落としたとき、拾ってくれて親切だと思っ

た！！ 
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29日 男性 10代 県外 くらくてこわかった。 １よりあかるかった。 まっくらだった。 

資料もとても分かりやすく、勉強になりました。昔の様子がよく解

った。 

花と建物の組み合わせもとても良いと思います。あしゃれな場

所だなと思いました。説明や案内もとても分かりやすく、好印

象でした。 

29日 無回答 無回答 無回答 きれいにしてあります。 きれいにしてありました。 昔の造りがすごいです。 乾燥場の説明が分からない。   

29日 女性 40代 県外 ホテル（おしゃれな） レストラン・高級レストラン お店・お土産・短期の休憩部屋（有料） カフェと見学。お昼からお酒OK 

昔の建物を活用するのはとても良いと思います。乾燥機やボイ

ラーなどは、これからも見学出来たらよいと思います。全部の

建物をホテルとして活用も良いと思います。 

29日 男性 40代 県外 画家の展示スペース・B級グルメ大会・宿泊施設 画家の展示スペース・B級グルメ大会・宿泊施設 画家の展示スペース・B級グルメ大会・食事処 キッズルーム・機械の使われ方パネル展示 音は近隣に住宅があるので騒音等の問題があると思います。 

29日 女性 70代～ 市内     

観光客だけでなく地市民に開放してミニコンサートでも音の

響きもあり良いと思う。 

  あれだけのごみを良く片付けたと思う。 

29日 無回答 60代 県内 群馬県養蚕業の歴史の展示を期待します。       

動態展示には期待しています。座繰り、フランス式繰糸器、多

条機、自動繰糸器、製糸技術の変遷を動態展示してほしい。 

29日 男性 70代～ 市内 魅力ある展示内容でないと。       

全体を明るくして。レストランが大きいが、富岡製糸場に来た

お客をうまく入れないといけない。地場の食堂などとも提携し

てほしい。バスの駐車できるような場所が必要である。観光バ

スは、ガイドの後について行ってしまう。 

29日 男性 60代 県内 

低価格コンサート、レコードコンサートなど。音響がいいので

音のイベント。赤レンガがきれいです。 

ハリの木材がすごい。木組みがすごい。     

見学会があってよかった。富岡の資産を有効利用しないともっ

たいない。 

29日 女性 30代 市内 

製糸場だけでなく、歴史等が学べる場所になると良いと思いま

した。また、広いスペースを利用して、イベント（婚活等）に

利用するのも良いかと思いました。 

レストラン等、市民も来やすい場所が増えるのは良いと思います。   せっかく保存してあるので、見られるのは良いと思います。 

製糸場を含め「１度見たら来ない」ではなく、「あそこおもしろ

かったから、また行ってみよう」という市民としては期待して

います。 

29日 無回答 無回答 無回答         とても楽しくていいなと思いました。 

29日 無回答 無回答 無回答 建物の今までの良さを生かした方が良いと思います 同左 同左 同左 

活用するのはとても良い計画だと思いましたが新しさだけで

建物の良さをいかしていかないと思いました。ドリンクがコー

ヒーと書いてあったのになくて残念 

29日 女性 10代 市内         とても楽しくていいなと思いました。 

29日 女性 60代 市内         

いろいろ楽しそうな計画だと思います。予算はどれくらいかか

るのでしょうか。少し気になります。駐車場が近くにあると良

いと思います。 

29日 女性 60代 県外 

しっかりとした作りにおどろきました。BGＭがゆったりとし

ていてとてもよかったです。レンガがロマンチックでした。 

  壁のデザインがとても好きです   とてもよかったです。 

29日 女性 70代～ 市内           

29日 男性 70代～ 市内 

建物がしっかりしているので、世界遺産に関する映画等を見て

もらう様にしたらと思う 

市内の産物等の販売をする店を出したらいいと思う     もっと早く計画を立てられなかったか 

29日 男性 60代 県外         喫茶やライブハウスみたいな若者が好む施設 

29日 女性 60代 県外 シアター、富岡の歴史など、絹産業 ギャラリー カフェ フリーマーケット 埼玉県深谷市でもレンガ倉庫を活用しています。富岡でも色々
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考えて活用してみてはいかがですか。壊すことは簡単ですが、

残していくことは大変です。がんばってください。 

29日 女性 60代 市内 シアター賛成です。2階。皆様にお任せです。 

訪ねてくださる人のいこいの場になるような活用方法をお願いしたい

です。 

何かと大変かと思いますが諦めないで整備してほしいです。 昔の施設が残っているのにびっくり！ 

計画が実行されて出来上がる日が楽しみです。せっかく先人の

残した良いものがあるのに活かさないのはもったいないと思

います。皆様のご努力が実ることをお祈り申し上げます。 

29日 男性 40代 市内 このまま保存 このまま保存 写真展などに利用する このまま保存 ガンバッテクダサイ 

29日 女性 70代～ 市内         たいへん良いと思います 

29日 男性 60代 市内 

目的と趣旨がもう一つ不明。製糸場の中に置いておけばそれで

達するのではないか。学習室などおしつけがましい。この営み

の主体は誰なのか。 

レストラン等の利用は良いのだが、どこが経営するのか。町の食堂等飲

食店との競合をどう考えているのか。町中に人が歩いてもらえるための

施設とは言えない。 

市場とするには中途半端な気がする 

資料として展示するのは良いと思う。ただ製糸場との関係をはっき

りさせないと何の施設か分からなくなる。製糸場を主体とするので

あるならその関係を考えておくべきだろう。 

この倉庫を製糸場の歴史の一部と考えて設置するならそれは

良い。市民が集まる場所と考えているのか、イベント広場的な

利用とするのか、もう一つ不明である。 

29日 女性 70代～ 市内         賛成したいです！！期待してまーす！！ 

29日 女性 60代 市内         期待してます。見られる、体験できる場所づくりを・・・ 

29日 女性 60代 県内 レンガ造りで音響効果もよさそうです。楽しみです。 梁もしっかり出来ていて素晴らしい。外側も大谷石で立派。 

土壁作りで部屋の中も少し手を加えればすばらしい建屋に早

変わり 

現存保存も多少は考え残してほしい 

内は近代的に生まれ変わるそうですが、外観はあまり手を加え

ずに現存のままでも良さそうです。 

29日 男性 50代 県外 ビアーホール ライブハウス カフェ そのまま保存 ？ 

29日 女性 20代 県外 

音が響くのが良いので映像を見ながら学ぶスペースが良いと

思いました。 

音が抜けるのと明るいので、気持ちのいい空間になりそうだと思いま

す。 

地元の名物や特産品などを買えるスペースとして市場はとて

も良いと思います。 

乾燥場がどうやって使われていたかをもっと知れるスペースがあ

ると良いと思いました。 

昔の場所を保存することも大切ですが、それを伝えていくのは

もっと大切だと思いました。子供たちが気軽に学べるスペース

もあるといいと思いました。スズしい環境でいいと思います。

29日 男性 40代 県外 

ＶＲシアター等にはそれほどミョクを感じない。コンテンツ次

第。ただし今日の様な音楽を流してゆっくりできるスペースが

良い。デジタルアートとか。 

レストラン＋Caféで2Fも吹き抜けで明るめにしたらイメージ良い。

ただ3号の壁のデザインとか考えるとそちらがCaféの方が好き。

2号館と同じ。3号がCafé、レストランが良い。 

Bookカフェ＋観光情報発信のスペース、デジタルのKIOSKと

か、富岡の街の中のお店とのコラボとか。 

駅前のこの建物を使うアイディアは良いと思います。敷地の駐

車スペースとか改善（きれいに）されて、街の情報やレンタル

自転車とか、交通手段等を集めた場所なら利用します。コンテ

ンツを変えたりするタイミング見ながら運用されるとリピー

トもある。食事、カフェ、あとはイベント等による活用（アー

ト展示とか） 

29日 女性 30代 市内 

どの建物の活用方法も現在予定されているもので良いと思います。安全面が可能な限り、現在のままの素材感だどは残してほしいです。イベントホールでの音楽イベントは、音の響きなどの問題もあり、利用できるアーティストさんなどが限られてしまうのは残念に思います。ゆ

かりのあるアーティストさんだけでなく、実際に建物などを見た人たちが来てほしいと思ったアーティストさんなどのアンケートを取り、こちらからも出演依頼などをし、実現したらステキだなあ・・・と夢が広がります・・・完成が楽しみです！！ 

とてもステキだと思います！！今回このイベントもたまたま

通りかかって知ったのですが、おかって市場やその周辺で行わ

れるイベントについてメールマガジンなど出していただける

と嬉しいです。（LINEのおともだちなどでも）富岡倉庫とても

トキメキました！！主催、協力会社さんなどをもっと分かりや

すくアピールしても良いと思いました。 

29日 女性 40代 県外 

このような場所での撮影場所をさがしている映像製作会社は

たくさんあります。フィルムコミッションと合わせて発信して

いくのはおすすめです。（もうしてますかね？） 

単なるカフェ、レストランスペースではなく、（古民家風なところはこ

の辺りでもけっこう多そうなので・・・）あえての海外からのお店や食

材を使用するお店があってもいいと思います。 

外壁が特徴的なのでフォトスタジオ等でも使用できそう。   

アートスペース的な使用方法については各地に多いと思うの

で、インパクトのある使用法を考える必要はあると思います。

横浜の赤レンガ倉庫では、倉庫＋周りの風景＋もともと人の多

い場所⇒人気スポットになっています。このスペースだけでな

く、富岡ならではの周囲も魅力ある風景を作ると良いと思いま

す。 
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29日 女性 40代 県外 雑貨売場 ワインの温蔵庫？ワインバー 道の駅みたいな感じで、野菜を主に売る感じ。 お蕎麦屋さんとか・・・。 おもしろいと思いますよー 

29日 女性 40代 県外 雑貨屋さんのお店 米の倉庫、洋服屋さん フードコート 日用品やさん、ベットなど、インテリ Good!! 

29日 無回答 無回答 無回答 実際に様子を使っているところを見てみたかった 2Fにも上ってみたかった もう少し中まで入りたかった 機械のすぐ近くで見たかった、一番面白そう 大変すばらしいと思います。今後も行ってください。 

29日 男性 20代 市内 

内壁がレンガ造りで雰囲気が良かった。レストラン・カフェ・

バー等にも良いのでは？ 

音が響きそうで音楽イベントは迫力ありそう 

電車で駅から来た人が市場でものを買っていくのか疑問（手荷

物が増える）涼しい倉庫でものを売るのはいいと思うので、買

ってもらう工夫が必要と感じた。 

ブックカフェよりも県内の名産品を気軽に食べられるイートイン

コーナーの方がお得感があると感じた。（他の観光地と連携できて、

県として観光客が増えると思う） 

音が響くので、音楽関係のイベントが良さそう。若い人に来て

もらうのであれば、学習室は不安では？若い人は学習をしに来

ないと思う。修学旅行生をターゲットにするのであれば、学習

室は良いと思う。イギリス積み等の関連を活かし、イギリスっ

ぽい屋台とかを出すイベントとかを広場でやっても良いと思

う。（横浜の赤レンガ倉庫を意識して）今売り出している「すき

焼き県」をアピールする料理をアピールするとか。 

29日 女性 20代 県内 学べる場所は製糸場に近い方が良いかと。 道の駅のように地元の野菜を売る場所。   当時のままでもいいかと思います。 

建物全体構造がきれいで、有効活用できれば良い場所になると

思いました。狭いスペースでうまくするのは大変だと感じまし

た。 

29日 女性 20代 県外   このまま大正の様子を残した方がよいのではないか。 レストラン、カフェなどとして利用。 光を取り入れて、乾燥機を見れるようにする。 

とても良いと思いますが、新しく色々 なことをしなくてもこの

場所は素敵です。（このままの古くて懐かしい感じがよいです）

29日 女性 50代 県外 

綺麗に保存されていてビックリしました。上映や音楽、お茶を

飲みスペースがあり良かった。 

歴史の時間の流れを感じられて大変良かった。継続するのは大

変でしょうが、頑張って運営していただき、子孫の方々 にこの

重みを分かっていただけたらいいと思います。お花の飾りつけ

も良かったです。 

29日 男性 50代 県内 

広い空間を活かしていると思います。2階になっていることも

魅力的です。 

梁が見事です。天井部分も魅力的です。 市場はおもしろいと思いました。 乾燥機やボイラーは、産業遺産として非常に貴重だと思います。

レンガ造りと石造りがあって面白い。それぞれ個性があって面

白いと思います。このような施設（建物だけでなく機器や内部）

があって驚きました。 

29日 無回答 50代 県外 

富岡製糸場にくる見学者のための宿泊施設は無理でしょうか。

全体の2分の1程度でも。この倉庫群の活用が成功するか否

かは同製糸場に来る観光客をいかに呼び込むかではないでし

ょうか。 

「食と音―」とありますが、食なら下仁田ネギを使ったすき焼き。肉、

こんにゃくも地元産で。ここだけの味を！庭で夏はバーベキューとかは

いかがでしょうか。 

キャッチフレーズに「細部を観察し・・・」とありました。乾

燥場の歴史ある窓のガラス、隅っこにチョコンとある小屋風の

トイレ、倉庫内の壁の落書き風メモ・・・。こうしたディテー

ルがなんとも楽しいですね。全体の考え方は、なるほどこんな

ものかと思います。コンサルタント会社、設計会社に依頼する

とこうなるでしょうね。桐生などでも似た取り組みをやってい

ます。このアンケートを書いている時、市役所の前を観光バス

が通り過ぎていきました。こうした観光バスをいかに呼び込む

かです。富岡製糸場あっての富岡倉庫。私は世界遺産の調査・

研究をしている者で、富岡製糸場には1990年から来ていて、

ここに来るのはもう20回を超えます。ここの倉庫群はずっと

どうするのか気になっていました。上手に、慎重にやらないと、

行政主導による青森駅前の再開発みたいに大赤字になります。

29日 無回答 無回答 無回答 熊谷の片倉シルク館（？）のような絹産業の展示場に。 コンサート等のイベントができる交流館に。   現状のまま修繕（乾燥機等はそのままで） 富岡駅、富岡倉庫、製糸場を結んで平面で一体的に考えていく
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のは大賛成。富岡市はよくぞ富岡倉庫を購入してくれた。（民間

が購入していたら終わり） 

29日 女性 30代 県外 

VRで学べるのは良いと思う。中がひんやりと涼しいので、そ

れを利用した何かができると良いのでは？ 

大谷石の壁がすばらしい。中をおしゃれにするより建物の良さを活かし

てほしい。 

古い日本造りの建物が素晴らしかった。この状態のまま、造りに生

かされた日本建物について学べる場にしてほしい。 

あまり手を加えないでほしい。それぞれの建物の造りの違い

を、なぜこういった方式が採用されたのかを学べる場や、それ

を体験する場にしてほしい。おしゃれで近代的にしてしまう

と、世界遺産には合わないと思う。 

29日 女性 10代 県内 

上から見たことと下から見れる状態。上の2階もあつみを入

れ、下に音がないようにしているのでいいと思います。 

屋根にもっとあつみを入れて木ですごくいいと思う。窓もあるので快適

だと思います。 

駐車場も広いのでいいと思います。石だとぼこぼこになるので

コンクリートがいいと思います。 

音楽会も広いので快適でいいと思います。 ここを作るにたいしていいと思う。 

29日 男性 40代 県内           


