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例　言

１．本書は、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界

遺産登録年度を起点とし、各年度における出来事

や、保存修理、モニタリング結果、普及啓発及び

調査研究等の事業の実施状況の概要を年度ごとに

記録して冊子としてまとめたものである。今後の

世界遺産関係事業の実施のための参考とするとと

もに、本書を公開し、世界遺産を将来の世代に継

承するための取組について広く周知することを目

的として作成している。

２．本書の編集は、富岡市、伊勢崎市、藤岡市、下

仁田町の協力のもと、群馬県企画部世界遺産課が

行った。
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第１章　 

平成30年度の主な出来事



１．保存修理事業の進展

（１）富岡製糸場

　富岡市では、平成24年10月に策定された「史跡・重要文化財（建造物）旧富岡製糸場整備活用計

画」に基づき、30年に及ぶ建造物群の保存修理が計画されており、大規模な工事では最初となる西

置繭所の修理が平成26年度から７か年計画で開始された。平成30年度はその５か年目にあたる。

・西置繭所

　平成29年度から３か年工事として発注した、保存修理（組立２）工事に加え、平成30年度より整

備活用工事を発注し、保存修理（組立２）工事と整備活用工事を併せて施工している。

　平成30年度は屋根の瓦葺き作業を南西より開始し、瓦葺き及び漆喰塗りの作業が完了した。ま

た、内部に関しては１階に耐震補強のための鉄骨柱、梁の施工が完了し、１階既存床の組立作業を

実施している。

瓦葺き

床組立

漆喰塗り

耐震補強
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（２）田島弥平旧宅

　伊勢崎市では、平成28年３月に策定した「史跡田島弥平旧宅整備基本計画」に基づき、保存修理

や整備活用を計画している。別荘と呼ばれる建物は、現存している建造物の中で最古のものである

可能性があり、また、屋根の劣化破損による漏水、瓦のずれ等も厳しい状況であるため、建造物の

修理としては最初に着手することとした。平成30年３月に策定した「田島弥平旧宅別荘及び冷蔵庫

跡整備実施設計」を基に平成30年７月より史跡田島弥平旧宅別荘整備工事を開始した。

・別荘

　平成30年度に行った工事は次のとおりである。解体工事では、便所及び下屋の解体、瓦、葺き

土、土壁の撤去を行った。揚屋工事に伴い礎石の据え直し、また基礎に差し石を入れて土台が地面

と直接触れ合わないようにし、腐朽が進むのを防いだ。木工事では土台の取り換え、柱の根継ぎ修

理、軸部、床、小屋組み、屋根の修理を行った。耐震補強工事は１階の北西に置き基礎フレームを

設置した。

　また、主な発見としては以下の点が挙げられる。

　・東面において土壁を覆っていた下見板を外したところ、屋根の傾斜の痕跡が見つかり、別荘の

東側にあった香月楼が別荘と接していた。

　・２階の床板の一部に舟板の部材が転用されている。

　・年代等詳細は不明であるが便所の壁に落書きがあることが判明した。

　・２階西側に、移築前のものと思われる開口跡がある。

屋根の傾斜の痕跡

便所の壁の落書き 西側の開口跡

舟板部材の転用
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（３）高山社跡

　藤岡市では、平成25年３月に策定した「史跡高山社跡整備活用基本計画」に基づき、保存修理や

整備活用を計画している。最も腐朽の進んでいた焚屋（風呂や炊事に使用したと考えられる建物）

と外便所の保存修復工事は平成27年度に完了している。長屋門の修復・補強工事は平成27年度に着

手し、平成29年度の第３期工事では左官工事の乾燥期間が必要なため工期延長し、平成30年度に繰

り越して平成30年10月に完了した。

・長屋門

　長屋門は、江戸時代の建築と伝わっており、高山社の古写真でも確認することができる。当初

は、建材の腐朽状態や改築・補修の痕跡調査を行いつつ、腐朽部分を交換する半解体工事を予定し

ていたが、部材の腐朽・損傷が予想以上に著しかったことから、全解体工事に変更となった。長屋

門全体を保護する素屋根とシートを設置し、内部で保存修理作業を進めた。工事の様子は門内に設

けたアクリル窓越しに見学できるようにした。

　第１期工事で解体、礎石の据え直し、第２期工事で建屋の組立を行い、そのなかで水平ブレー

ス・荒壁パネルの設置といった耐震補強を実施した。第３期工事では木舞掻き・荒壁付け・中塗り

といった土壁左官工事、瓦桟木取付け・瓦葺き等の屋根工事、長屋門内部の造作・床板張り・下見

板張り等の木工事を実施し、棟積み内部には耐震補強金具を設置した。

　平成30年度では外部下見板張りの木工事、屋根漆喰・仕上げ塗りといった左官工事、棟積み屋根

工事、建具工事、設備工事、外構工事、木材の年代測定を実施し、平成30年10月に約３年６か月に

わたる長屋門の修復・補強工事が完了した。

棟積み

土間部、焼け跡再現 門扉建具の釘・座金の製作

鬼台の製作 雨落ち
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２．ガイダンス施設の整備

（１）田島弥平旧宅案内所（伊勢崎市）

　①開設の目的

　　福祉交流館しまむら内にあった以前の田島弥平旧宅案内所は場所が分かりにくく、施設が狭

い、土足で入室できないなど、利用者等から改善を求める意見があったため、平成28年３月に閉

校した旧境島小学校校舎の１階西側に移転することとした。

　②場所

　　伊勢崎市境島村1968－40

　　平成27年度末に閉校になった境島小学校内の施設で、資産からは徒歩10分程度、駐車場は敷地

内及び蚕のふるさと公園（案内所より徒歩５分程度）の２箇所。

　③面積

　　鉄筋コンクリート造　２階建て　　床面積約390㎡

　④展示内容

　　「世界文化遺産『富岡製糸場と絹産業遺産群』について」、「島村とはどのような地域か」、「蚕

種製造業とはどのようなものか」、「田島弥平の人物像」、「旧境島小学校の歴史」の５点をテーマ

に解説パネルや展示品を設置している。

伊勢崎市田島弥平旧宅案内所外観及び展示室内写真

展示品（養蚕道具、田島弥平関連資料等）
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（２）風穴冷風体験館及び管理事務所（下仁田町）

　①建設の目的

　　見学者広場は荒船風穴南側の町道4406号線に隣接しており、史跡から約50ｍの場所に位置して

いる。これまで荒船風穴の見学者広場にあった東屋、仮設トイレ、プレハブの解説員詰所を撤去

し、見学者の利便性向上や景観との調和のため、風穴冷風体験館と管理事務所を整備した。この

ほか、見学者広場内には、自動販売機、温度計、説明板などを設置し、観光タクシーの待機場所

や身障者用駐車場としても活用している。

　②場所

　　下仁田町大字南野牧10646

　③面積

　　風穴冷風体験館：木造平屋建　40.80㎡
　　管 理 事 務 所：木造平屋建　14.90㎡
　④概要

　　風穴冷風体験館は、既存の東屋に冷風体験

室、トイレ、スロープを付帯して整備した。

冷風体験室は冷風の吹き出す岩塊を施設内に

取り入れているため、10℃前後の冷風を全身

で体感することができる。また、トイレは

「バイオトイレ」を採用し、自然エネルギーを巧みに利用した荒船風穴にふさわしい循環型のト

イレとなっている。

　　管理事務所は、これまで２坪のプレハブを解説員詰所として使用していたが、緊急時の見学者

の休憩場所が確保できず、景観上も調和していなかったため整備を行った。

見学者広場　（左）風穴冷風体験館　（右）管理事務所

冷風体験室内の岩塊の様子
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３．世界遺産センター（仮称）の開設準備

（１）準備状況

　平成29年度に行った展示設計に基づく展示物の製作をはじめ、その他の開設準備を進めた。しか

し、次のとおり開館時期が延期となったため、建物の改修工事の進捗にあわせて、翌年度にかけて

引き続き開設準備を進めることとした。

　なお、展示物のうち、映像シアターで上映するガイダンス VR映像は、平成30年度中に制作が完
了し、翌年度以降に普及啓発事業において活用することとした。

（２）開設時期の延期

　2019年３月の開設を目標としていたが、富岡市が行う富岡倉庫１号倉庫（世界遺産センターを設

置する建物）の改修工事が、次の理由で遅延したため、2020年３月（予定）に１年延期した。

　・世界遺産の緩衝地帯内にある当該建物の歴史的建造物としての保存・活用に係る耐震・改修方

法の検討に時間を要した。

　・国内における鉄骨の需要が多く、鉄骨の納品に時間を要している。

４．包括的保存管理計画の改定

　包括的保存管理計画は、構成資産に係る個別の保存管理計画及び整備活用に関係する計画を基

に、世界遺産登録のために必要とされる、資産の保存管理・整備活用に関する方針と、具体的な方

策を示したもので、平成24年度に策定されたものである。

　しかし作成から既に６年が経過しており、構成資産の保存管理・整備活用の状況や周辺環境の変

化等、それぞれの構成資産をとりまく状況が大きく変化してきた。そのため、県と４市町担当者で

ワーキング会議を開催するとともに、群馬県世界遺産専門委員会の指導を受け、新たな計画や規

制・条例等の追加、保存管理のためのアクションプランの見直し等、より現状に即した計画となる

よう改定作業を行った。

【改定の経緯】

　・平成30年５月22日（火）　 第１回包括的保存管理計画改定に係るワーキング会議開催
　・平成30年７月９日（月）　 第２回包括的保存管理計画改定に係るワーキング会議開催
　・平成30年８月６日（月）　 第５回群馬県世界遺産専門委員会開催
　・平成30年９月14日（金）　 第３回包括的保存管理計画改定に係るワーキング会議開催
　・平成30年11月19日（月）　 第４回包括的保存管理計画改定に係るワーキング会議開催
　・平成31年２月４日（月）　 第６回群馬県世界遺産専門委員会開催
　・平成31年３月25日（月）　 第11回群馬県世界遺産協議会開催・改定の決定
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第２章　 

構成資産の保全管理・調査研究等に関する状況



１．主な文化財保存事業の実施状況

　平成30年度に各構成資産で行われた主な文化財保存事業については以下のとおりである。

（１）富岡製糸場

　①西置繭所（詳細は第１章１（２頁）を参照）

　　平成26年度からの７か年計画の５か年目にあたり、継続して保存修理工事を行った。屋根の保

存修理が完了した。令和２年４月に完成予定。

　②乾燥場・繭扱場保存修理工事

　　平成26年２月の大雪により被災した乾燥場・繭扱場について保存修理を実施するため、乾燥場

については解体調査工事を行い、また繭扱場については耐震補強基礎の施工箇所の土間コンク

リートの解体工事を行った。

　③社宅76保存整備工事

　　現状保存で修理を行い、展示及び体験施設として公開活用するため整備した。屋根瓦の葺き替

え、内部修繕、耐震補強等の保存整備を行った。

　④社宅85保存整備工事

　　仮設・解体工事中。

　⑤総合防災設備

　　平成30年度から３か年計画で、総合防災設備（１期）工事を行う。

　⑥発掘調査

　　乾燥場・繭扱場保存修理工事に伴う発掘調査、総合防災整備に伴う発掘調査、西置繭所活用整

備に伴う発掘調査を実施（継続）。社宅76保存修理に伴う発掘調査を実施（完了）。

（２）田島弥平旧宅

　①別荘整備工事（詳細は第１章１（３頁）を参照）

　　平成29年度に策定した「田島弥平旧宅別荘及び冷蔵庫跡整備実施設計」に基づき行った。

　②発掘調査

　　別荘と冷蔵庫跡が建つ香月楼跡の基壇について、建造物の変遷と地業方法の確認、平成31年度

以降に予定されている桑場と東門の構築面の確認を中心に調査を行った。

（３）高山社跡

　①長屋門修復・補強工事（詳細は第１章１（４頁）を参照）

　　平成27年度に半解体工事を全解体工事に変更し、３期に分け、修復補強工事を実施し、平成30

年10月に完成した。

　②長屋門前面石垣修復工事

　　石垣に孕みがみられ崩落の危険があるため、平成30年～令和元年度の２か年の予定で実施す
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る。平成30年度には３Ｄ測量を行い、孕みの範囲の確認と石垣石積みの状況の調査研究及び実施

設計を行った。また、孕みの著しい部分のみ番付、解体、石材カルテ作成などを行った。

　③発掘調査

　　発掘調査は、長屋門の土間部や絹絵図に描かれていた東の建物跡、雨落ち、西建物跡の調査を

実施した。

　・西長屋では床下にカマド状遺構、東長屋では土間部に数箇所の火床部が検出された。

　・東建物跡では、建物の痕跡は検出できなかった。

　・西建物跡では、かつて「カンソウバ」と呼ばれていた箇所で新たに明治末～大正期頃の繭乾燥

施設の地下遺構を検出した。調査終了後、中央窯部や壁面の遺存状態が悪いため、養生し埋戻

して保存した。

（４）荒船風穴

　①番舎池調査

　　番舎跡南東に位置する池について、構造把握のため内部の調査と詳細な図面の作成、３次元計

測を実施した。また、池南側の石積みの孕みと石材の崩落箇所を修復し、平面・立面図を作成し

た。

石垣石積みの状況調査 繭乾燥施設地下遺構

池南側石積み　調査・修復前 池南側石積み　修復後
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　②支障木伐採

　　強風や積雪等による倒木から遺構への影響を未然に防ぐと共に、岩塊上にある雑木が光を求め

て風穴側に傾くのを阻止するため、２号風穴上に傾いた雑木２本と風穴南側の高く伸びた杉８本

を伐採した。

　③遺構・隣接地岩塊破損危険箇所への定点設置、観測

　　石積みの不具合が生じている場所、隣接地岩塊で今後施設に影響を与える可能性が大きい岩塊

など19箇所に定点を設置し観測するとともに、歪みなどの変化を継続的に把握するため３号風穴

石積みに伸縮計を設置し、デジタルノギスで13箇所の観測を実施した。平成30年度は６月、８

月、11月、２月の４回観測した。

伐採前　（テープが巻いてある木が伐採の対象） 伐採後
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２．主な現状変更及びき損届一覧

平成30年度　文化財保護法に基づく現状変更届一覧

※重要文化財は文化財保護法第43条、史跡は同第125条による。

富岡製糸場

№ 許可申請者 現状変更等の概要 申請日 許可年月日 許可権者 施工期間 終了届日

１ 富岡市長
乾燥場・繭扱場耐震基礎設置及
び発掘調査

Ｈ30.９.20 Ｈ30.11.16 文化庁 Ｈ30.11.16～
Ｒ03.３.31

２ 富岡市長
西置繭所設備等設置・埋設及び
発掘調査

Ｈ30.９.20 Ｈ30.11.16 文化庁 Ｈ30.11.16～
Ｒ02.４.30

３ 富岡市長
社宅85保存整備・総合防災計画
配管等・仮設事務所の設置

Ｈ30.11.26 Ｈ30.12.20 文化庁 Ｈ30.12.20～
Ｒ06.３.31

４ 富岡市長
桜の木のライトアップ実施のた
めの照明器具設置

Ｈ30.４.１ Ｈ30.４.１ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.４.１～
Ｒ02.31

５ 富岡市長
観桜会に伴う簡易テント及びベ
ンチの設置

Ｈ30.４.１ Ｈ30.４.１ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.４ .６ ～
Ｈ30.４.７ Ｈ30.４.９

６ 富岡市長
個人ガイドツアーの券売機の設
置

Ｈ30.４.９ Ｈ30.４.９ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.４.９～
Ｒ02.４.８

７ 富岡市長
まゆクラフトのワークショップ
開催に伴う長机、パイプ椅子等
の設置

Ｈ30.４.10 Ｈ30.４.10 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.４.27～
Ｈ30.５.７ Ｈ30.５.７

８ 富岡市長
繰糸所煉瓦壁劣化調査に伴う水
分計の設置

Ｈ30.４.20 Ｈ30.４.20 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.４.20～
Ｒ02.４.19

９ 富岡市長 繰糸所内照明設置 Ｈ30.５.14 Ｈ30.５.14 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.５.14～
Ｒ02.５.13

10 富岡市長 叡王戦開催に伴う会場設営 Ｈ30.５.24 Ｈ30.５.24 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.５.24～
Ｈ30.５.28 Ｈ30.５.28

11 富岡市長
「富岡メディアラボ」実施に伴
うパイプ椅子、スクリーン等の
設置

Ｈ30.５.30 Ｈ30.５.30 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.５.30～
Ｈ30.６.11 Ｈ30.６.11

12 富岡市長
「世界遺産登録記念コンサー
ト」開催に伴うステージ、パイ
プ椅子等の設置

Ｈ30.６.４ Ｈ30.６.４ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.６.４～
Ｈ30.６.25 Ｈ30.６.25

13 富岡市長
来場者の熱中症予防のためのミ
ストシャワー設置

Ｈ30.６.11 Ｈ30.６.11 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.６.11～
Ｈ30.９.30 Ｈ30.10.１

14 富岡市長
企画展「富岡市・安中市・軽井
沢町の明治展」開催に伴う長
机、長椅子等の設置

Ｈ30.６.18 Ｈ30.６.18 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.７.６～
Ｈ30.８.20 Ｈ30.８.20

15 富岡市長 七夕イベントに伴う竹の設置 Ｈ30.６.18 Ｈ30.６.18 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.６.25～
Ｈ30.７.８ Ｈ30.７.10

16 富岡市長
「DISCOVER TOMIOKA」 開
催に伴うパイプ椅子等の設置

Ｈ30.７.10 Ｈ30.７.10 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.７.17～
Ｈ30.７.19 Ｈ30.７.20

17 富岡市長
「富岡製糸場でたんけん～お富
ちゃんを探そう！」実施に伴う
アクリル製チラシ台の設置

Ｈ30.７.11 Ｈ30.７.11 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.７.11～
Ｈ30.９.１ Ｈ30.９.１
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№ 許可申請者 現状変更等の概要 申請日 許可年月日 許可権者 施工期間 終了届日

18 富岡市長
首長館内特別公開に伴う休憩場
所設置

Ｈ30.７.20 Ｈ30.７.20 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.７.20～
Ｈ30.９.１ Ｈ30.９.１

19 富岡市長 食堂屋根北面波板鉄板葺き替え Ｈ30.７.27 Ｈ30.７.27 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.７.30～
Ｈ30.８.31 Ｈ30.９.１

20 富岡市長

明治150年・仏友好160周年記念
「ピアノコンサート」の開催に
伴うステージ、パイプ椅子等の
設置

Ｈ30.８.１ Ｈ30.８.１ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.８.20～
Ｈ30.８.27 Ｈ30.８.26

21 富岡市長
地方創生実施塾の開催に伴うパ
イプ椅子、机等の設置

Ｈ30.９.１ Ｈ30.９.１ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.９.７～
Ｈ30.９.８ Ｈ30.９.10

22 富岡市長
「世界遺産劇場」の開催に伴う
パイプ椅子、机等の設置

Ｈ30.９.６ Ｈ30.９.６ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.９.７～
Ｈ30.９.10 Ｈ30.９.11

23 富岡市長
高崎商科大学による模擬ブライ
ダル開催に伴うレッドカーペッ
ト、パイプ椅子等の設置

Ｈ30.９.25 Ｈ30.９.25 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.９.28～
Ｈ30.10.１ Ｈ30.10.１

24 富岡市長

企画展「出土品でわかる富岡 
製糸場～12の質問からみえるも
の～」開催に伴う長机、パネル
等の設置

Ｈ30.９.28 Ｈ30.９.28 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.10.１～
Ｈ30.11.６ Ｈ30.11.７

25 富岡市長
「赤い襷」上映会開催に伴うス
クリーン、パイプ椅子等の設置

Ｈ30.10.１ Ｈ30.10.１ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.10.３～
Ｈ30.10.５ Ｈ30.10.５

26 富岡市長
「福沢一郎生誕120年展」開催
に伴うパネルパーテーション等
の設置

Ｈ30.10.13 Ｈ30.10.13 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.10.19～
Ｈ30.11.12 Ｈ30.11.12

27 富岡市長
総合防災事業着手に伴う外とう
保護のための敷鉄板設置

Ｈ30.10.17 Ｈ30.10.17 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.10.17～
Ｒ02.10.16

28 富岡市長
首長館内特別公開に伴う休憩場
所設置

Ｈ30.11.８ Ｈ30.11.８ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.11.８～
Ｈ30.11.27 Ｈ30.11.28

29 富岡市長
「明治日本の産業革命遺産」企
画展・講演会の会場設置

Ｈ30.11.10 Ｈ30.11.10 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.11.30～
Ｈ31.１.15 Ｈ31.１.15

30 富岡市長
「シャンソン・シルクコンサー
ト」開催に伴うステージ、パイ
プ椅子等の設置

Ｈ30.11.12 Ｈ30.11.12 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.11.17～
Ｈ30.11.17 Ｈ30.11.19

31 富岡市長
樹木イルミネーション実施のた
めの LED球設置 Ｈ30.11.28 Ｈ30.11.28 富岡市教育委員会

教育長
Ｈ30.11.28～
Ｈ31.３.31 Ｈ31.２.８

32 富岡市長
首長館内特別公開に伴う休憩場
所設置

Ｈ30.12.１ Ｈ30.12.１ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.12.８～
Ｒ01.５.31

33 富岡市長
絵手紙展及び表彰式開催に伴う
パネル、パイプ椅子等の設置

Ｈ30.12.25 Ｈ30.12.25 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ31.１.18～
Ｈ31.２.18 Ｈ31.２.18

34 富岡市長
キュービクル設置に伴う樹木の
伐採及び剪定

Ｈ30.12.25 Ｈ30.12.25 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.12.25～
Ｒ01.５.31

35 富岡市長
ユニークベニュー利用促進モデ
ル事業実施に伴う会場の設置

Ｈ31.１.９ Ｈ31.１.９ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ31.１.16～
Ｈ31.１.18 Ｈ31.１.18

36 富岡市長
仮設管理事務所建設に伴う樹木
の剪定・伐採、工事車両用仮設
道路の設置、消火栓用枡の移設

Ｈ31.２.14 Ｈ31.２.14 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ31.２.18～
Ｒ01.12.28
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№ 許可申請者 現状変更等の概要 申請日 許可年月日 許可権者 施工期間 終了届日

37 富岡市長

「幻のピアノと弦楽器５重奏の
調べ　スペシャルコンサート」
開催に伴うピアノ、パイプ椅子
等の設置

Ｈ31.２.19 Ｈ31.２.19 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ31.２.19～
Ｈ31.３.21 Ｈ31.３.22

38 富岡市長
「私の世界遺産」上映に伴うプ
ロジェクター、パイプ椅子等の
設置

Ｈ31.２.26 Ｈ31.２.26 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ31.３.22～
Ｈ31.４.８

39 富岡市長 外周ブロック塀転倒防止措置 Ｈ31.２.27 Ｈ31.２.27 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ31.２.27～
Ｒ03.２.26

40 富岡市長 ポンプ小屋取替 Ｈ31.３.５ Ｈ31.３.５ 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ30.３.５～
Ｈ31.４.30 Ｈ31.３.13

41 富岡市長
女子塾第３弾「美しくスマート
な話し方講座」開催に伴うプロ
ジェクター、テーブル等の設置

Ｈ31.３.13 Ｈ31.３.13 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ31.３.20～
Ｈ31.３.21 Ｈ31.３.21

42 富岡市長
まゆクラフトワークショップ開
催に伴う長机、椅子等の設置

Ｈ31.３.14 Ｈ31.３.14 富岡市教育委員会
教育長

Ｈ31.３.21～
Ｈ31.３.31 Ｈ31.４.３

田島弥平旧宅

№ 許可申請者 現状変更等の概要 申請日 許可年月日 許可権者 施工期間 終了届日

１ 伊勢崎市長
別荘及び冷蔵庫跡修復整備工
事、発掘調査

Ｈ30.３.７ Ｈ30.４.20 文化庁 Ｈ30.７.３～
Ｒ01.６.14

２ 伊勢崎市長 東門傾倒防止修繕 Ｈ30.10.22 Ｈ30.10.22 伊勢崎市教育委員会 Ｈ30.11.12～
Ｈ30.11.22 Ｈ31.１.31

高山社跡

№ 許可申請者 現状変更等の概要 申請日 許可年月日 許可権者 施工期間 終了届日

１ 藤岡市長
（計画変更書により期間変更）
長屋門の修復・補強工事及び腐
朽状態の調査

Ｈ30.２.13 Ｈ30.３.27 文化庁長官 許可後～
Ｈ30.10.31

２ 藤岡市長
高山社跡南面石垣に孕みがみら
れるため石垣修復工事を実施

Ｈ30.12.12 Ｈ31.１.18 文化庁長官 許可後～
Ｒ02.３.31

３ 藤岡市長
下日野神田線電線共同溝工事に
伴い電線を地中化するための管
路埋設工事

Ｈ30.８.８ Ｈ30.８.８ 藤岡市教育委員会
教育長

許可後～
Ｈ31.１.21 Ｈ31.１.22

荒船風穴

№ 許可申請者 現状変更等の概要 申請日 許可年月日 許可権者 施工期間 終了届日

１ 下仁田町長 番舎の池の調査及び修理事業 Ｈ30.３.26 Ｈ30.５.18 文化庁長官 Ｈ30.６.22～
Ｈ30.12.20 Ｈ31.３.29

２ 下仁田町長
２号風穴南側岩塊堆積層背部の
支障木の伐採事業（雑木１本）

Ｈ30.３.26 Ｈ30.５.18 文化庁長官 Ｈ31.１.30～
Ｈ31.３.25 Ｈ31.３.29

３ 下仁田町長
支障木の伐採事業（杉８本、雑
木１本）

Ｈ31.１.17 Ｈ31.１.21 群馬県教育委員会 Ｈ31.１.30～
Ｈ31.３.25 Ｈ31.３.29
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平成30年度　文化財保護法に基づくき損届一覧

※重要文化財は文化財保護法第33条、史跡は同第120条による。

富岡製糸場

№ き損場所 き損の内容 き損の生じた日
き損の事実
を知った日

き損届日 備　　考

１ 社宅71　屋根
経年劣化により、柱に不陸が生
じ、上部瓦屋根が傾き、瓦が落
下する可能性が生じた。

不明 Ｈ30.５.31 Ｈ30.５.31

２
西置繭所内現行リフ
トブロック破断

簡易リフトの基礎の施工中、既
存のコンクリートブロック壁に
新設したコンクリートの外圧に
より亀裂が入った。

Ｈ30.４.20～
Ｈ30.６.８の間 Ｈ30.６.８ Ｈ30.６.11

３
繰糸所北東廊下付近
ガラスのき損

強風のため、建具が倒れ、ガラ
スが割れた。

Ｈ30.12.30 Ｈ31.１.１ Ｈ31.１.９

４
繰糸所西端付近ガラ
スのき損

強風のため建具が倒れ、ガラス
が割れたと考えられる。

Ｈ31.１.９ Ｈ31.１.９ Ｈ31.１.11

田島弥平旧宅

№ き損場所 き損の内容 き損の生じた日
き損の事実
を知った日

き損届日 備　　考

１ 主屋、桑場

主屋： 上段の間西側の竹塀の傾
き、２階南面雨樋のずれ

桑場： １階西部屋の窓の落下及
び窓ガラスの破損、東面
漆喰壁の崩落

Ｈ30.10.１ Ｈ30.10.１ Ｈ30.10.30 台風24号による風雨の
ため

高山社跡

№ き損場所 き損の内容 き損の生じた日
き損の事実
を知った日

き損届日 備　　考

該当なし

荒船風穴

№ き損場所 き損の内容 き損の生じた日
き損の事実
を知った日

き損届日 備　　考

該当なし
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３．群馬県世界遺産協議会及び各市町における有識者委員会の実施状況

　群馬県世界遺産協議会は、県及び構成資産の所在する４市町、またオブザーバーとして「田島 
弥平旧宅」の緩衝地帯がかかっている埼玉県及び本庄市を構成員とし、「富岡製糸場と絹産業遺産

群」の価値を恒久的かつ確実に保存するため、関係者が相互連携を図りながら、包括的保存管理計

画に定める基本方針に基づき、統一的な運用を図ることを目的として、平成24年５月に設置され 
た。

　また、世界遺産登録後も、顕著な普遍的価値を次世代に確実に継承するにあたり、学術的・専門

的な指導助言を得るため、群馬県世界遺産専門委員会が平成27年２月10日に設置されている。

　さらに、構成資産が所在する各市町では、世界遺産登録前後から、その価値を将来に継承するた

めの保存修理や活用方法について、有識者による委員会を立ち上げ、議論を重ねてきた。

　ここでは、各会議等の実施状況を簡潔にまとめる。

（１）群馬県世界遺産協議会

　平成31年３月25日 第11回群馬県世界遺産協議会

 　包括的保存管理計画の改定について

（２）群馬県世界遺産専門委員会

　平成30年８月６日 第５回群馬県世界遺産専門委員会

 　構成資産現況・平成29年度モニタリング調査結果・包括的保存管理

計画改定・世界遺産センター整備について協議

　平成31年２月４日 第６回群馬県世界遺産協議会

 　包括的保存管理計画改定、現地視察（高山社跡、富岡製糸場）

（３）富岡市

　平成30年６月26日 第９回富岡製糸場整備活用計画実行委員会

 　西置繭所の整備活用について報告

 　西置繭所保存修理、整備活用について協議

　平成30年８月25日 第16回富岡製糸場保存修理委員会

 　乾燥場・繭扱場保存整備事業について協議

　平成31年２月22日 第17回保存修理委員会、第10回整備活用計画実行委員会（合同）

 　西置繭所保存修理、整備活用について報告

（４）伊勢崎市

　平成30年７月17日 第16回田島弥平旧宅調査整備委員会

 　史跡整備予定の見直し、東門・桑場の実施設計、応急修繕について協議
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　平成30年10月26日 田島弥平旧宅調査整備委員会小委員会

 　別荘整備工事（現地視察含む）について協議

　平成31年１月31日 田島弥平旧宅調査整備委員会小委員会

 　発掘調査及び別荘整備工事（現地視察含む）について協議

　平成31年３月27日 第17回田島弥平旧宅調査整備委員会

 　別荘整備工事、発掘調査について協議

（５）藤岡市

　平成30年７月６日 第１回史跡高山社跡保存整備計画策定委員会

 　建物修復補強工事、石垣修復工事について協議

　平成30年９月25日 第２回史跡高山社跡保存整備計画策定委員会

 　建物修復補強工事、石垣修復工事について協議

　平成30年11月30日 第３回史跡高山社跡保存整備計画策定委員会

 　石垣修復工事、人道橋本設工事について協議

（６）下仁田町

　平成30年11月21日 第１回史跡荒船風穴蚕種貯蔵所跡保存整備委員会

 　番舎遺構ゾーン整備工事実施設計及び保存工事実施設計（３号風穴

はばき石積み）について協議

　平成31年２月13日 第２回史跡荒船風穴蚕種貯蔵所跡保存整備委員会

 　平成31年度事業について協議
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４．各構成資産への来訪者数の推移

富岡製糸場 単位：人

平成30年度 平成29年度 平成28年度

４月 43,565 ４月 54,376 ４月 63,927

５月 60,834 ５月 71,820 ５月 92,845

６月 43,944 ６月 54,134 ６月 72,462

７月 40,567 ７月 53,171 ７月 75,644

８月 70,915 ８月 94,315 ８月 94,493

９月 48,730 ９月 59,934 ９月 71,680

10月 57,073 10月 74,537 10月 100,275

11月 54,679 11月 69,778 11月 86,660

12月 22,269 12月 24,227 12月 32,230

１月 20,351 １月 21,447 １月 27,716

２月 19,861 ２月 21,237 ２月 27,021

３月 36,282 ３月 38,312 ３月 55,277

合計 519,070 637,288 800,230

田島弥平旧宅 単位：人

平成30年度 平成29年度 平成28年度

４月 1,253 ４月 1,570 ４月 1,263

５月 1,226 ５月 1,800 ５月 1,851

６月 1,626 ６月 1,975 ６月 1,832

７月 873 ７月 1,216 ７月 1,014

８月 1,071 ８月 1,152 ８月 1,120

９月 1,376 ９月 1,110 ９月 1,153

10月 1,467 10月 1,346 10月 1,574

11月 1,552 11月 1,445 11月 1,509

12月 1,001 12月 1,515 12月 808

１月 1,112 １月 920 １月 1,069

２月 1,074 ２月 1,063 ２月 1,172

３月 1,361 ３月 1,199 ３月 1,436

合計 14,992 16,311 15,801
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60,000

80,000

100,000

120,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月
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0
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高山社跡 単位：人

平成30年度 平成29年度 平成28年度

４月 1,832 ４月 2,466 ４月 2,448

５月 1,992 ５月 2,762 ５月 3,208

６月 1,265 ６月 1,533 ６月 1,688

７月 1,169 ７月 1,538 ７月 1,650

８月 1,653 ８月 1,897 ８月 2,099

９月 1,470 ９月 1,444 ９月 1,441

10月 2,122 10月 1,476 10月 2,422

11月 4,821 11月 2,562 11月 2,576

12月 1,656 12月 955 12月 1,183

１月 1,369 １月 716 １月 796

２月 1,389 ２月 904 ２月 1,015

３月 1,546 ３月 1,075 ３月 1,594

合計 22,284 19,328 22,120

荒船風穴 単位：人

平成30年度 平成29年度 平成28年度

４月 1,201 ４月 878 ４月 1,228

５月 1,822 ５月 2,053 ５月 2,672

６月 908 ６月 1,065 ６月 1,188

７月 1,337 ７月 1,299 ７月 1,629

８月 2,795 ８月 1,785 ８月 2,605

９月 1,154 ９月 1,486 ９月 1,210

10月 1,357 10月 959 10月 1,435

11月 1,064 11月 1,273 11月 1,194

12月 12月 12月

１月 １月 １月

２月 ２月 ２月

３月 ３月 ３月

合計 11,638 10,798 13,161

　※12月～３月は冬期閉鎖
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５．周辺整備の状況

　世界遺産登録を機に、資産そのものの整備のみならず、緩衝地帯内では見学者のアクセスや利便

性向上のための整備や修景等が並行して行われている。

（１）富岡製糸場

　上州富岡駅から富岡製糸場への動線上にある、富岡倉庫の整備事業を進めている。平成30年度

は、物販施設として活用する富岡倉庫３号倉庫の整備工事が竣工した。また、（仮称）世界遺産セ

ンターとして、活用する１号倉庫の外観改修工事を進めた。

（２）田島弥平旧宅

　平成30年９月８日、田島弥平旧宅案内所を福祉交流館しまむらから旧境島小学校１階西側へ移転

拡充した。

３号倉庫竣工後内部写真

案内所外観（旧境島小学校）

１号倉庫外観改修工事中写真

案内所周辺地図
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（３）高山社跡

　資産の前を流れる三名川の対岸に、整備した「藤岡市世界遺産高山社跡交流センター」で遊歩道

脇の景観をかたちづくる竹林の整備等を随時行ったほか、ガイダンス施設「高山社情報館」前に整

備された花壇では、地元の群馬県立藤岡北高等学校の協力を得て季節の植物の植栽等を実施した。

　藤岡土木事務所が高山社跡前の県道下日野神田線の既存カードレールを景観色に更新し、高山下

組公会堂から興禅院上り口手前までの間の電線地中化工事を実施した。

（４）荒船風穴

　市野萱から荒船風穴へ行くルートの交通規制の周知の看板や、駐車場から荒船風穴までの案内看

板などを更新、新設した。

新設した交通規制周知の看板（黒枠内のもの） 更新した駐車場の案内看板

県道下日野神田線（電線地中化工事後）
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６．群馬県及び各市町における基金の状況

　群馬県及び構成資産が所在する各市町では、主に世界遺産となった資産を将来の世代に引き継ぐ

ための保存修理や周辺整備、活用を目的として基金を設置している。

（１）群馬県

　「富岡製糸場と絹産業遺産群」をはじめとする「ぐんま絹遺産」の継承に資する事業に役立てる

ため、平成27年10月16日に「世界遺産・ぐんま絹遺産継承基金」を設置した。平成30年度には

3,534,706円を受け入れ、1,000,000円を文化財保存事業に、1,334,000円をぐんま絹遺産保存活用
総合支援事業に充当した。

　　平成31年３月31日時点　　基金残高　13,024,679円

（２）富岡製糸場

　世界遺産・国宝である富岡製糸場の文化遺産としての価値を適切に保存し、後世に引き継ぐとと

もに、富岡製糸場の保存活用及びその周辺整備事業の財源に充てるため平成20年９月24日に「富岡

製糸場基金」を設置した。平成30年度には、2,495,997円を受け入れ、410,940,000円を富岡製糸場
保存整備事業に充当し、2,000,000円を景観形成事業に充当した。
　　平成31年３月31日時点　　基金残高　485,209,361円

（３）田島弥平旧宅

　田島弥平旧宅を活用する事業の財源に充てるため、平成26年12月16日に「伊勢崎市田島弥平旧宅

活用基金」を設置した。平成30年度には25,002円を受け入れた。
　　平成31年３月31日時点　　基金残高　25,174,192円

（４）荒船風穴

　荒船風穴の保存活用及び今後の周辺整備事業の財源に充てるため、平成26年９月16日に「荒船風

穴基金」を設置した。平成30年度には8,077,151円を受け入れ、4,971,000円を文化財調査保護事業
に充当した。

　　平成31年３月31日時点　　基金残高　22,371,005円
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７．調査研究事業の実施状況

（１）調査研究事業

事　業　名 事業主体 内　　　　　　　容

「富岡製糸場と絹産業遺産
群」に関する資料のデジタ
ル化（田島弥平旧宅関連）

群馬県企画部世界
遺産課

平成27年度に整理、目録を作成した田島信孝家（田島武平家）文
書の一部についてデジタル化作業を行った。

富岡製糸場と絹産業遺産群
に関する文献翻訳

群馬県企画部世界
遺産課

Giovanni FEDERICO『An economic history of the silk industry, 
1830-1930』部分翻訳

富岡製糸場内発掘調査 富岡市教育委員会
文化財保護課

富岡製糸場の保存整備等に伴い、保存目的の内容確認調査として
発掘調査を行った。調査の結果、乾燥場では前身施設の遺構が検
出されたほか、各箇所で遺構が検出された。

元従業員ネットワークづく
り

富岡市世界遺産部
富岡製糸場保全課

元従業員ネットワーク（連絡名簿）をつくり、系統だてて聞き取
り調査が行えるようなシステムを構築するため、元従業員の方へ
の「元従業員のネットワーク」の参加を募り連絡名簿の作成をし
た（参加募集は継続中）。併せて製糸場元従業員を参集させた交
流会の開催を行った。

筑波大学松井研究室との共
同研究

富岡市世界遺産部
富岡製糸場保全課

礎石及び煉瓦の劣化防止や建物内の環境調査など、保存科学的観
点から、文化財建造物の保存環境について調査研究を行った。

女性労働環境等研究委員会
による調査研究

富岡市世界遺産部
富岡製糸場保全課

「女性労働環境等研究委員会」を設置し、各委員に於いて富岡製
糸場の女性労働者による技術移転や労働環境等に関する専門的な
調査研究を行った。
平成30年８月第３回の委員会を開催（第２回中間報告会）、平成
31年３月第４回の委員会を開催（最終報告会）した。翌年度報告
書の発行を予定。

田島弥平旧宅発掘調査 伊勢崎市教育委員
会文化財保護課

香月楼基壇の使用変遷、新蚕室跡の調査を実施。その結果、水は
けや防湿のためと考えられるコの字型の溝状遺構の検出等、香月
楼基壇の使用変遷を追うことができた。また新蚕室跡では、隠居
の一部と考えられる土間、またその土間面の下からカマドが検出
され、新蚕室の下には２つの時期の建物跡の存在があることが明
らかになった。

田島弥平旧宅史資料調査 伊勢崎市教育委員
会文化財保護課

田島弥平旧宅所蔵の史資料のうち、島村蚕種株式会社の書類、主
屋、桑場の史料を対象とし、未整理分の史資料の分類、目録作
成、写真整理を行った。現在の主屋建築以前の敷地内の様子を示
した万延元年（1860年）の絵図、田島弥平家の古写真など、今後
田島弥平旧宅の調査を行ううえで参考にし得る史料が発見された。

長屋門修復にかかる周囲の
遺構調査 藤岡市教育委員会 長屋門西側の「カンソウバ」と呼ばれていた場所から、繭乾燥施設の跡と思われる遺構が確認された。

番舎池調査 下仁田町教育委員
会

番舎跡南東に位置する池について、構造把握のため内部の調査と
詳細な図面の作成、３次元計測を実施した。また、池南側の石積
みの孕みと石材の崩落箇所を修復し、平面・立面図を作成した。

（２）報告書等の刊行

書　　名 発行機関 発行日 内　　　　　容

史跡旧富岡製糸場内
容確認調査報告書３ 富岡市教育委員会 Ｈ31.３.22

平成25年度に実施した、診療所北、便所15周辺、西置繭所
周辺、西置繭所北・社宅71西、繰糸場・揚返工場西・寄宿
舎南の遺構編調査報告書

荒船風穴蚕種貯蔵所
跡調査報告書８

下仁田町教育委員
会 Ｈ31.３.29

・番舎池調査の報告
・平成30年度実施の支障木の伐採について
・番舎遺構ゾーン整備工事実施設計について
・観測結果（３種類の定点観測、温湿度、風速）について
・見学者広場の整備について

下仁田町指定文化財
春秋館跡調査報告書

下仁田町教育委員
会 Ｈ31.３.31

荒船風穴の経営母体であった春秋館について、現在は町指
定史跡になっている春秋館跡の建屋や敷地、調度品の調査
を行い報告書にまとめた。
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８．日本遺産・ぐんま絹遺産

（１）日本遺産

　群馬県からは、平成27年４月に「かかあ天下－ぐんまの絹物語－」が認定された。これは、絹産

業に従事した女性の活躍の物語である。桐生市・甘楽町・中之条町・片品村に所在する計13件の構

成文化財からストーリーが成り立っている。

　平成30年度は、群馬県公式アプリ「きぬめぐり」を活用したスタンプラリーを実施したほか、県

内外のイベントにおいて普及啓発活動を行った。

（２）ぐんま絹遺産

　群馬県では、県内各地に残る絹に関連する遺産を再評価し、保存活用を図るため、平成23年度か

ら「ぐんま絹遺産」の登録を行っている。絹遺産をネットワーク化することにより、世界遺産「富

岡製糸場と絹産業遺産群」と各地に残る絹遺産の連携を推進し、本県の地域振興、観光及び文化的

事業の新たな核にしようとするものである。また、今も群馬県に息づく養蚕、製糸、織物などの絹

産業を、観光文化産業的な面から再生を図る一助とするものでもある。

　平成30年度には新たに３件を追加登録した。これにより、「ぐんま絹遺産」は100件、県内25市町

村に所在となった。

　平成30年度に追加登録したぐんま絹遺産

登録番号 登録日 名　　　称 所在地 文化財指定の状況等

１ 第30–98号 Ｈ31.１.24 旧新町紡績所 高崎市 国指定重文、史跡

２ 第30–99号 Ｈ31.１.24 春秋館跡 下仁田町 町指定史跡

３ 第30–100号 Ｈ31.１.24 正円寺の馬鳴菩薩像及び馬鳴堂 沼田市

旧新町紡績所

正円寺の馬鳴菩薩像

及び馬鳴堂

春秋館跡
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第３章　 

普及関連事業の実施状況



１．周遊アプリ「きぬめぐり」～絹の国ぐんまナビ～

　世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」をはじめとして、日本遺産「かかあ天下－ぐんまの絹物

語－」やぐんま絹遺産などの多数存在する絹遺産の情報入手を容易にし、複数の資産・施設や観光

スポット等をあわせて総合的に発信することにより、県内の広域周遊や滞在型の周遊観光を図るた

めのアプリを制作した。

　平成29年９月末に公開し、様々な周遊チャレンジ（スタンプラリー）を開催し周遊促進を図って

いる。平成30年５月末に更なる活用を図るため、ナビや掲示板機能など一部の機能追加を行った。

（１）言語：日本語、英語（対象外部分あり）

（２）特徴：・ 世界遺産、日本遺産を含めた「ぐんま絹遺産」、観光スポット等を紹介
　　　　　　・ いろいろなスポット検索が容易にできる
　　　　　　・ 検索したスポットをマイルートに登録しオリジナルルートの作成が可能
　　　　　　・ 周遊チャレンジ（スタンプラリー）を自由に登録、削除が可能
　　　　　　・ ナビ機能、掲示板、クイズの作成が可能　　など
（３）活用： スタンプを集めると抽選等で記念品がもらえる、公開記念周遊チャレンジの開催や、

他部局等と連携したチャレンジ、イベントとタイアップしたチャレンジを開催した。

　　　　　　・ 世界遺産周遊チャレンジ、日本遺産周遊チャレンジ、きぬめぐりスタンプラリー、
世界遺産キャンペーン周遊チャレンジ

　　　　　　・ 上野三碑と富岡製糸場周遊チャレンジ、ぐんま三大梅林とのタイアップスタンプラ
リー

　　　　　　・ シルク博 in下仁田周遊チャレンジ、かあちゃんの天下一品スタンプラリー
（４）実績：・ ダウンロード数　1,459件（Ｈ31.３.31現在）
　　　　　　・ 応募者数　　　　　153件（４チャレンジ）

きぬめぐりリーフレット アプリ画面
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２．シルク博 in 下仁田

　群馬県と上毛新聞社等は、世界遺産やぐんま絹遺産をはじめとする県内の絹遺産や、絹に関する

歴史文化を活用した新しい地域づくりの更なる強化充実を図るため、平成24年度に「シルクカント

リー群馬プロジェクト実行委員会」を発足。この実行委員会が主体となり県内各地で多彩なイベン

ト等を展開している。

　平成30年度は「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産である「荒船風穴」のある下仁田町で、

「第５回全国風穴サミット in下仁田」と同日開催の普及啓発イベントを実施した。
（１）日程： 平成30年８月25日（土）、26日（日）
（２）会場： 下仁田町文化ホール、下仁田町保健センター、荒船風穴、道の駅「しもにた」
（３）主催： 群馬県、下仁田町、下仁田町教育委員会、群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実行委

員会、シルクカントリー群馬プロジェクト実行委員会、シルクカントリーぐんま連絡

協議会、富岡製糸場世界遺産伝道師協会、フィールドミュージアム「21世紀のシルク

カントリー群馬」推進委員会、上毛新聞社

（４）内容： 25日（土）　１日目
　　　　　　◇オープニング：群馬県立下仁田高等学校による「荒船風穴テーマソング」の合唱

　　　　　　◇開会式（主催者挨拶、来賓紹介）

　　　　　　◇シルクカントリーシンポジウム

　　　　　　　○基調講演「世界遺産　荒船風穴の実態と魅力」

　　　　　　　　講　　師：秋池　武さん（下仁田町歴史館館長）

　　　　　　　○研究発表・アトラクション

　　　　　　　　・下仁田高校の生徒による荒船風穴についての研究成果発表

　　　　　　　　・絹の歌「おかいこさん☆ロックンロール」披露（丘Ｅ子＝岡柚瑠さん）

　　　　　　　○パネルディスカッション「今に生かす自然の宝」

　　　　　　　　パ ネ リ ス ト：大河原順次郎さん（荒船風穴友の会会員）

　　　　　　　　　　　　　　　　　傘木　宏夫さん（NPO地域づくり工房代表理事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　勝部　秀雄さん（八雲風穴活性化グループ「風太郎」会長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　一六さん（上田地球を楽しむ会会長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　富孝さん（氷風穴の里保存会会長）

　　　　　　　　コーディネーター：関口　雅弘さん（上毛新聞社取締役編集主幹）

　　　　　　26日（日）　２日目

　　　　　　◇「荒船風穴」体感・解説ツアー

　　　　　　◇下仁田レトロ巡り

下仁田高校生徒による研究成果発表の様子
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３．絹文化継承プロジェクト

　県内には、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」をはじめとした絹遺産が多く残っており、絹

文化や絹産業も脈々と受け継がれてきた。しかし、子供達がこれらに触れる機会が減少し、次世代

への継承が困難になっている。そこで、絹文化を知る機会として、本事業を実施した。

　第４回目となった平成30年度には、過去最高の58校が参加した。

（１）校旗を作ろうプロジェクト

　①内容

　　○小学校１校当たり約500頭の蚕を飼育

　　○繭を製糸し、できた生糸を利用して100㎝×75㎝の布を作成

　　○布に刺繍や描画で校章をあしらい、校旗を完成させた。

　②事業の実施状況

　　　４～５月　参加校の募集・決定（58校）、教員向け説明会及び飼育講習会の実施

　　　６～７月　蚕の飼育と繭の収繭（合計49.2㎏の繭ができた）
　　　７月　　　製糸（合計9.35㎏の生糸ができた）
　　　８～11月　機織・染織

　　　11～12月　刺繍

（２）絹文化継承プロジェクト発表会

　学習発表会及び完成した校旗の展示を県総合教育センターで開催した。

　　○学　習　発　表　会…平成31年２月２日（土）

　　○校旗及び取組の展示…平成31年２月２日（土）～６日（水）または20日（水）

　　　　　　　　　　　　　※展示期間は学校により異なる

小学校でのカイコの飼育の様子

完成した校旗 県総合教育センターでの発表会
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４．各市町における普及関連事業

　構成資産の所在する４市町においても様々な普及啓発事業が行われた。主な事業は以下のとおり

である。

（１）富岡市

実　施　日 事　　業　　名

平成30年６月23日 世界遺産登録記念コンサート

平成30年７月６日 座繰りボランティア養成講座

平成30年８月22日～23日 世界遺産キッズプログラム

平成30年10月19日 日仏交流160周年記念講演会
「～富岡市とフランスの絆に光を当てて～」

平成30年12月１日～
平成31年１月14日 明治150年記念　明治日本の産業革命遺産展

平成30年12月２日 明治150年記念「世界遺産講演会」

（２）伊勢崎市

実　施　日 事　　業　　名

平成30年５月20日 第22回島村渡船フェスタに伴う田島弥平旧宅公開イベント

平成30年６月17日 世界遺産登録４周年記念フェスタ

平成30年11月18日 田島弥平旧宅秋の普及公開事業

平成31年３月17日 田島弥平旧宅と絹産業遺産めぐり

毎月１回第３日曜日 田島弥平旧宅主屋１階上段の間公開

（３）藤岡市

実　施　日 事　　業　　名

平成30年５月３日 高山社情報館フェスタ

平成30年５月３日～５月６日 高山社跡床の間展覧会

平成30年５月６日 長屋門修復・補強工事（第３期工事）現場公開
荒壁塗り体験

平成30年７月21日～７月22日 藤岡祭り「世界遺産フェア」

平成30年７月21日～９月２日
藤岡歴史館夏季企画展
「カイコの学び舎、そのつながりとまじわりと」
　－高山社・競進社を中心に－

平成30年８月11日 講演会「高山社と競進社の競争と協調」

（４）下仁田町

実　施　日 事　　業　　名

平成30年７月３日 荒船風穴プロジェクト実践研修

平成30年８月25日～26日 第５回全国風穴サミット in下仁田
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５．主な民間の活動

（１）富岡製糸場と絹産業遺産群全体

活動名 活動団体 実施時期 活動概要

各種普及広報活動 富岡製糸場世界遺産伝道師
協会 通年（のべ200回） イベント会場や学校での解説、

体験等

世界遺産キャンペーン シルクカントリーぐんま連絡協議会他 Ｈ30.８.４～８.５ ショッピングモールでの展示・
体験イベント

シルク博 in下仁田 シルクカントリー群馬プロ
ジェクト実行委員会他 Ｈ30.８.25～８.26 第３章２（29頁）参照

伝道師養成講座 富岡製糸場世界遺産伝道師
協会 Ｈ30.９.１～９.２ 新たな伝道師の養成

（２）富岡製糸場関係

活動名 活動団体 実施時期 活動概要

清掃ボランティア

富岡市職員共済会、まちづ
くり推進協議会、鉄道 OB
会富岡支部、あいおいニッ
セイ同和損害保険㈱群馬支
店富岡支社、㈱ミツバ等

第２・４土曜、第４
日曜 場内除草

花壇維持管理 群馬県立富岡実業高等学校 随時
場内の花壇定植、維持管理、地
元の園児に定植の体験機会を提
供

解説ボランティア 群馬県立富岡高等学校 年間約50回 富岡製糸場のポイント解説のボ
ランティアを実施

お富ちゃんボランティ
ア 群馬県立富岡高等学校 年間約120回 お富ちゃんの写真撮影のボラン

ティアを実施

観桜会 観桜会実行委員 Ｈ30.４.６～４.７ 場内の桜の花見と各種交流イベ
ントを開催

世界遺産キッズプログ
ラム

富岡市世界文化遺産活性化
事業実行委員会 Ｈ30.８.22～８.23 富岡市内の小学生（５・６年

生）を対象とした体験学習

工女まつり NPO法人富岡製糸場を愛
する会 Ｈ30.11.16～11.17

工女姿や富岡製糸場に関連深い
人の姿になって、上州富岡から
富岡製糸場まで歩く

（３）田島弥平旧宅関係

活動名 活動団体 実施時期 活動概要

ふかや花フェスタ みちくさ塾 Ｈ30.４.28～４.29
まゆクラフトの作製体験、富岡
製糸場と絹産業遺産群のチラシ
を配布

島村渡船フェスタに伴
う田島弥平旧宅公開イ
ベント

ぐんま島村蚕種の会 Ｈ30.５.20 現地において来訪者に対してガ
イドを行った

世界遺産登録４周年記
念フェスタ

世界遺産登録４周年記念
フェスタ実行委員会 Ｈ30.６.17

うどん、野菜等の販売、芸能発
表会、写真展、大型養蚕農家公
開、お茶会等の実施
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活動名 活動団体 実施時期 活動概要

七夕まつり
にぎわい広場 みちくさ塾 Ｈ30.７.14～７.15 まゆクラフトの作製体験を実施

田島弥平旧宅秋の公開
イベント

ぐんま島村蚕種の会、みち
くさ塾 Ｈ30.11.18

みちくさ塾はまゆクラフト体
験、ぐんま島村蚕種の会は田島
弥平旧宅でガイドを行った

ボランティアフェス
ティバル ぐんま島村蚕種の会 Ｈ31.２.３ 田島弥平旧宅のパネル展示・解

説、パンフレット、桑茶の配布

（４）高山社跡関係

活動名 活動団体 実施時期 活動概要

講演会 高山社顕彰会 Ｈ30.４.14 講演会「世界遺産の楽しみ方」

高山社情報館フェスタ 高山社顕彰会 Ｈ30.５.３
座繰り、繭クラフト、まゆダー
マンとのふれあい、お茶席の実
施

高山社床の間展覧会 高山社顕彰会 Ｈ30.５.３～５.６ 書軸「救世済民」やまゆ花の展
示

藤岡市まちづくりシン
ポジウム講演会

藤岡市まちづくりシンポジ
ウム実行委員会 Ｈ30.10.20 講演会「食と女性と養蚕文化」

高山社跡長屋門修復工
事完成記念コンサート 高山社顕彰会 Ｈ30.11.23

長屋門の修復工事の完成を記念
して、篠笛によるコンサートを
実施

まゆ花の会高山社跡清
掃 まゆ花の会 Ｈ30.11.26 まゆ花の会会員による、高山社

跡の清掃ボランティア活動

藤岡市まちづくりシン
ポジウム

藤岡市まちづくりシンポジ
ウム実行委員会 Ｈ30.12.８

藤岡北高校生による「事例発
表」と「養蚕という文化が後世
に残したもの」をテーマとした
パネルディスカッションを実施

高山社跡解説ボラン
ティア 高山社顕彰会 通年

藤岡市内の小中学校（小学４
年・中学２年）を対象とした
「高山社学」や GW等の解説対
応を行った

（５）荒船風穴関係

活動名 活動団体 実施時期 活動概要

荒船風穴除草作業 荒船風穴友の会 ①Ｈ30.４.24
②Ｈ30.７.14

史跡内や周辺の外来植物（ヒ
メジオン・ハルジオン）の除
草や清掃

平成30年度通常総会及
び学習会 荒船風穴友の会 Ｈ30.５.16

総会後、下仁田町歴史館秋池
館長による荒船風穴に関係す
る学習会開催

第５回全国風穴サミッ
ト in下仁田

下仁田町全国風穴サミット
実行委員会 Ｈ30.８.25～８.26

シルク博 in下仁田と同時開催
シンポジウム、ポスターセッ
ション、解説ツアー等を実施

荒船風穴安全祈願祭 荒船風穴友の会 Ｈ31.３.31 荒船風穴見学再開の前日に、
安全祈願祭を実施
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６．群馬県及び各市町からの発行物一覧、群馬県提供写真利用許諾件数

（１）群馬県

名　　　　称 発行部数 概　　　　　要

平成29年度「富岡製糸場と絹産業遺産群」年報 700
平成29年度における出来事や事業記録をま
とめた冊子

富岡製糸場と絹産業遺産群メインパンフレット 30,000 富岡製糸場と絹産業遺産群の世界遺産とし
ての価値を普及するための冊子の増刷

富岡製糸場と絹産業遺産群公式ブックレット
 （日本語）

　
7,000

富岡製糸場と絹産業遺産群をより深く理解
してもらうことを目的とした冊子の増刷（英　語） 5,000

（韓国語） 1,000

しるくめぐり絹体験施設ガイドブック 20,000 絹に関する展示・体験施設のガイドブック

ぐんま絹遺産ガイドマップ 50,000 ぐんま絹遺産を紹介するガイドブック

（２）富岡市

名　　　　称 発行部数 概　　　　　要

富岡製糸場しおり（一般用・日本語版）
　　　　　　　　 （一般用・英語版）
　　　　　　　　 （一般用・フランス語版）
　　　　　　　　 （一般用・中国簡体字版）
　　　　　　　　 （一般用・中国繁体字版）
　　　　　　　　 （一般用・韓国語版）

300,000

富岡製糸場しおり（子供用） 30,000 子供用・見学者用しおり

富岡製糸場チラシ（日本語版）
　　　　　　　　 （英語版）
　　　　　　　　 （フランス語版）
　　　　　　　　 （中国簡体字版）
　　　　　　　　 （中国繁体字版）
　　　　　　　　 （韓国語版）

100,000 富岡製糸場場外で配布する案内チラシ

富岡製糸場内ガイダンス展示室内用４種類パン
フレット

50,000 ガイダンス展示室内に置くパンフレット

（３）伊勢崎市

名　　　　称 発行部数 概　　　　　要

田島弥平旧宅ポスター 2,000 ロゴと主屋の絵を掲載

田島弥平旧宅パンフレット 20,000 世界遺産について、田島弥平旧宅の概要、
周辺関連資産

田島弥平旧宅リーフレット 50,000

田島弥平旧宅リーフレット（英語版） 6,000

田島弥平旧宅リーフレット（中国語版） 6,000

情報満載マップ 13,000 市内観光スポット及び市内公共施設を掲載

まっぷるいせさき 20,000 市内観光スポット及び市内公共施設を掲載
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（４）藤岡市

名　　　　称 発行部数 概　　　　　要

高山社跡リーフレット（日本語） 20,000 高山社跡の歴史や功績等を解説

高山社跡リーフレット（英語版） 1,000

高山社跡リーフレット（中国語・繁体字版） 1,000

高山社跡リーフレット（中国語・簡体字版） 1,000

（５）下仁田町

名　　　　称 発行部数 概　　　　　要

荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書８ 300 発掘調査及び平成30年度実施事業報告書

下仁田町指定文化財春秋館跡調査報告書 300 荒船風穴経営母体である春秋館の建屋、敷地、調度品等に関する調査報告書

（６）群馬県提供写真利用許諾件数

　国機関…１件、県機関…２件、県内市町村…３件、民間企業等（※）…14件

　（※）民間企業等の利用目的の主な内訳

　　　 広告・広報…８件、書籍・雑誌…６件
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第３章　 普及関連事業の実施状況



県及び各市町の組織・体制

（１）群馬県
　《世界遺産課》

課長

次長 世 界 遺 産 係 係長以下４人（世界遺産の包括的保存管理・世界遺産センター準備、調査研究）

活 用 推 進 係 係長以下４人（世界遺産・日本遺産・ぐんま絹遺産の保存活用、民間団体連携）
（内１人富岡市から派遣）

　《文化財保護課》

課長

次長 文 化 財 活 用 係 係長以下９人（構成資産保存活用に係る指導助言、補助事業に係る事務）
（内世界遺産担当２人）

埋 蔵 文 化 財 係 係長以下７人（世界遺産等の埋蔵文化財調査に係る調整）

（２）富岡市
　《富岡製糸場保全課》

課長 管 理 係 係長以下５人（富岡製糸場の維持管理、保存修理、整備活用等）

保存活用研究係 係長以下３人（富岡製糸場の調査研究、資料の収集・保管・活用等）

　《富岡製糸場戦略課》

課長 企 画 広 報 係 係長以下６人（富岡製糸場の企画・広報、国際戦略、視察・メディア対応等）

シルクブランド係 係長以下６人（富岡シルクブランド協議会の事務局、絹文化の普及等）

　《文化財保護課》

課長 文 化 財 管 理 係 係長以下４人（富岡製糸場の指定文化財としての保存管理）

文 化 財 調 査 係 係長以下７人（富岡製糸場の発掘調査、出土品の管理・調査研究・活用）

（３）伊勢崎市
　《企画調整課》

課長 街づくり推進係 係長以下４人（内世界遺産担当２人）（世界遺産の周辺環境の整備）

企 画 係

政 策 係

管 理 係

　《文化財保護課》

課長 文 化 財 保 護 係 係長以下６人（内世界遺産担当３人）（史跡・建造物の保存整備・調査）

埋 蔵 文 化 財 係 係長以下６人

（４）藤岡市
　《文化財保護課》

課長 世 界 遺 産 係 係長以下３人（世界遺産の保存整備活用・普及広報・民間団体連携）
嘱託職員７人（高山社解説）

文 化 財 保 護 係 係長以下２人

埋 蔵 文 化 財 係 係長以下３人

（５）下仁田町
　《教育課》

課長 文 化 財 保 護 係 係長以下３人（世界遺産担当兼任）（荒船風穴の保存整備活用、普及広報、民間団体連携）
臨時職員６人（内荒船風穴解説員４人）

下仁田町歴史館 館長（非常勤）１人（世界遺産担当兼任）
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利用案内

■富岡製糸場

［場所］ 富岡市富岡１－１

［交通］ 公共交通機関／上信電鉄上州富岡駅から徒歩

約15分

 車／上信越自動車道富岡 I.C.から各市営駐
車場まで約10分、有料駐車場から徒歩約10
分、無料駐車場から徒歩約20分

［時間］ ９時～17時（受付は16時30分まで）

［休日］ 12月29日～31日

 ※点検・整備等で臨時休場となる場合があり

ます。

［料金］ 大人1,000円、高校・大学生（要学生証）250円、
小・中学生150円

［見学ガイド］ 

 定時解説（約40分）あり

 （有料１人１回200円）

［問合せ先］ 

 富岡市観光交流課

 TEL 0274－62－5439
 ※本書記載事項に関する問い合わせ先

 富岡市富岡製糸場課

 TEL 0274－64－0005
［ホームページ］ 

 http://www.tomioka-silk.jp/hp/index.html

■田島弥平旧宅

［場所］ 伊勢崎市境島村2243
［交通］ 公共交通機関／ JR高崎線本庄駅からタク

シー約20分、東武伊勢崎線境町駅からタク

シー約15分、JR上越新幹線本庄早稲田駅か
らタクシー約25分、土日祝のみ東武伊勢崎線

境町駅から無料シャトルバス約25分

 車／関越自動車道本庄児玉 I.C.から駐車場
まで約20分、駐車場から徒歩約10分

［時間］ ９時～16時

 ※個人宅で現在も居住しているため、見学の

際はご配慮ください。見学範囲は庭及び桑場

１階。その他の建物内部は原則非公開。

 ※第３日曜日に主屋１階上段の間を公開して

います。

［見学ガイド］ 

 サポートガイド職員による解説／団体見学の

際は案内所に問い合わせください。

［問合せ先］ 

 田島弥平旧宅案内所

 TEL 0270－61－5924
 伊勢崎市教育委員会文化財保護課

 TEL 0270－75－6672
［ホームページ］ 

 http://www.city.isesaki.lg.jp

■高山社跡

［場所］ 藤岡市高山237
［交通］ 公共交通機関／ JR高崎線新町駅または JR

八高線群馬藤岡駅からバス約35分、JR八高
線群馬藤岡駅からタクシー約20分（観光タク

シーあり）

 車／上信越自動車道藤岡 I.C.から約20分、
駐車場から徒歩約５分

［時間］ ９時～17時

 （高山社情報館では、高山社に関する資料を

展示しているのでご利用ください。）

［休日］ 12月28日～１月４日

［見学ガイド］

 解説員が常駐（無料）

［問合せ先］ 

 高山社情報館

 TEL 0274－23－7703
 藤岡市教育委員会文化財保護課

 TEL 0274－23－5997
［ホームページ］ 

 http://www.city.fujioka.gunma.jp/

■荒船風穴

［場所］ 下仁田町南野牧甲10690－2 外
［交通］ 公共交通機関／上信電鉄下仁田駅からタク

シー約30分（観光タクシー）

 車／上信越自動車道下仁田 I.C.から約50分、
駐車場から徒歩約20分

 【注意】 急勾配な山道のため、動きやすい服

装でお越しください。

［時間］ ９時30分～16時（受付は15時30分まで）

［休日］ 12月～３月は冬季閉鎖

 （下仁田町歴史館では、荒船風穴に関する資

料を展示しているのでご利用ください。）

［料金］ 大人500円（高校生以下、下仁田町在住者、

障害者の方は無料）

［見学ガイド］ 

 解説員が常駐（無料）

［問合せ先］ 

 下仁田町歴史館

 TEL 0274－82－5345
［ホームページ］ 

 https://www.town.shimonita.lg.jp/
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