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第 35号

レンタサイクルで出かけよっ♪ぎふのまち

受付所 ＜5箇所＞ ※返却はどのポートでも可能です。

利 用 料 金
１００円／１日１回

利 用 期 間
２日まで（2日200円）

●JR岐阜駅南口
9：00～19：00（12～2月は18：00まで）12/29～1/3休み
●岐阜市役所南庁舎
9：00～17：00　市役所休庁日休み
●岐阜公園
9：00～18：00（12～2月は17：00まで）12/29～1/3休み
●鵜飼観覧船のりば
9：00～17：00　12/29～1/3休み
●長良川うかいミュージアム
9：00～17：00（5/1～10/15は18：00まで）
12/29～1/3休み、10/16～4/30は火曜
（ただし祝日の場合は翌平日）休み

※自転車の利用に際しては、ルールを守り、安全運転に心がけましょう。
※新成人の皆様へ：新成人無料券はその年の12月28日までの
利用が可能です。

にぎわいまち公社では、
こんなことをしています。

●市民の皆さんのまちづくり活動をお手伝いします。
・まちづくり団体が主催するイベントやシンポジウムのお手伝い
・まちづくりに関する相談・提案
・再開発や街並み整備等に取り組んでいるまちづくり団
体への支援
・まちづくりアドバイザー（コンサルタント等）の派遣

●まちづくりに関する調査研究と情報の提供をしています。
・まちづくりに関わる制度や事業手法の調査・研究
・まちづくりに関する展示や情報誌の発行
・まちづくりに関する他都市や関係者との交流
・まちづくりに関する講演会や講習会の開催・啓発活動

●ぎふ景観まちづくりファンド事業を実施しています。
●岐阜公園総合案内所を運営しています。
●中心市街地活性化事業を行っています。
・レンタサイクル事業
・空き店舗等調査・商店街等意向調査・空き店舗情報提供
・まちの魅力PR事業・中心商店街活性化総合対策事業　等
●岐阜市まちなか情報交流拠点『柳ケ瀬あい愛
ステーション』を運営しています。
●ぎふし減CO2倶楽部・岐阜市と公社による
低炭素型まちづくりを推進しています。

●市営駐車場の管理（指定管理）をしています。
・岐阜市駅西駐車場
・岐阜シティ・タワー 43地下駐車場

　じゅうろくプラザや岐阜シティ・タワー43、ＪＲ岐阜駅などをご利用の際は、
近くて便利な岐阜市駅西駐車場、岐阜シティ・タワー43地下駐車場をご利用下
さい。

◆お出かけの際は下記の駐車場をどうぞご利用ください。
岐阜市駅西駐車場、岐阜シティ・タワー43地下駐車場

●営業日：24時間営業、年中無休　●利用料金：30分150円～
●お問い合わせ：☎058‒262‒3301
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駐車場を
活用してもっと
遊びにいこう！

　地域の人の声を引き出し、人とまちをつなぎ、まちの進むべ
きビジョンを示す「まちづくりコーディネーター」を育てる講
座『つなぐ人カレッジ』の第二期が開催されました。
　昨年度の第一期よりもボリュームアップし、全五回の講座と
なった今期は、まちづくり活動を行っている地縁団体の方にも
ご参加をいただき、より実践的なまちづくりの学習と、幅広い
世代の人や、地域の方とのつながりができました。

つなぐ人カレッジ  第二期 ぎふまちづくりコーディネーター
　　　　　　　　養成講座２０１３

平成２５年度  まちづくり団体
（岐阜市景観形成市民団体）の活動紹介

川原町まちづくり会 井の口まちづくり会

伊奈波界隈まちつく
り会 加納まちづくり会

　昨年開催されたぎふ清流国体、清流大会の炬火の
到着地として式典に参加しました。今年度は、第３
回ぎふ清流ハーフマラソンにおいて選手をおもてな
ししました。
　また、岐阜市や公社が行う助成制度も活用しつつ、
昔ながらの建物などを維持・復元する景観整備や風
情あるまちなみの形成に取り組んでいます。

　四季を感じる自然景観と、伊奈波神社の門前町特
有の祭り文化を生かし、「絆づくり」の事業を展開し
ています。設立当初から続く「桜まつり」には多く
の地元飲食店が出店し、地域ぐるみで年々来場者を
伸ばしています。また、プランターで歩道を彩る「花
飾り」や清掃活動を行ない、伊奈波通りの美化にも
努めています。
　また今年度からは、広報やイベントの運営に携わる
意欲的な人材を募集し、会の活性化を図っています。

　歴史豊かなまちの資源を発掘し、地域内外に発信し
ています。これまでに、灯籠の光に照らされた旧中山
道をそぞろ歩く「燈火会」などの事業を実施。加納の誇
りを伝える「和傘教室」は毎年恒例となっています。
　まちづくり会設立10年目となる今年度は、加納の歴
史をシリーズで紹介する「加納草子」の創刊や、初代加
納城主の妻で徳川家康の長女「亀姫」をモデルにした
ご当地キャラクター募集を行ない、さらなる地域おこ
しを展開しています。

５周年記念事業
「井の口のお宝展」
当日は地図を片手に多くの方が、
お宝の展示会場をまわりました。

まちなか七夕アート
地域のお宅に笹飾りを配布しました。夕暮れのまちなみに笹飾りが良く映えま
す。夜には会員や地域の人が集いコンサートを行ない、歌声と拍手が響きました。

桜まつり
太鼓の迫力で場内に活気がみなぎりました。
地元飲食店と協力して来場者におもてなし。

「井の口まちづくり会通信」
会員や地区内住人に配布する
だけでなく、
市役所や岐
阜公園など
にも設置し
ている。

　岐阜城の城下町として発展してきた歴史を大切に、
４つの部会が精力的に活動しています。昨年は、会
の発足５周年を記念し、地区の方からお宝をお借りし、
まちなかで展示をする「井の口のお宝展」を盛況に
行ないました。会の活動や地域の魅力を紹介する「井
の口まちづくり会通信」の発行も行なっています。今
後は地区の景観重要建築物等の表彰を行ない、歴史
的なまちなみを見守る活動をしていきます。

炬火リレー・炬火キャラバン

ぎふ清流ハーフマラソン 門松づくり

和傘教室　伝統の和傘作りを体験。オリジナルの一張が完成。
　　　　　県外からの参加もめずらしくないほど大好評。

燈火会　地元の子供たちが描いた絵で手作りの灯籠約500個を作成。
2キロにわたって旧中山道沿いに並べられました。旧加納町
役場前でのジャズコンサートに約100人が足を止めました。

花飾り
伊奈波通りに彩りを添えるた
め、育てた花をプランターに
植え替えて準備します。

とう　か　  え



つなぐ人カレッジ　第二期　開催結果報告
ぎふまちづくりコーディネーター養成講座２０１３

平成２５年６月７日～平成２５年７月１５日　全５回

　「公」という字を日本人は官=行政と同じように考えているが、公とは本来、誰もが
使える共有という意味。市民、企業、行政がそれぞれ使える力、モノ、場所を出し合い、
みんなが自由に使える共有財産が多い方が暮らしやすいまちとなる。
　景観、観光、福祉など様々なまちづくりがありますが、
まちづくりは子ども達の将来のために行なうことが大切。
しかし、まちづくりを始めたい人がいても、色々な知識も
必要ですぐにはうまくできません。そこで、構成力と調整力を
持ち、まちづくりをしたい人の後押しなどをする人が必要で
す。それが「まちづくりコーディネーター」です。この講座はど
ちらが先生でどちらが生徒というわけではありません。一緒
にまちづくりについて考えていきたい。（講話より抜粋・編集）

まちづくりって何だろう（２０１３．６．７）第一回

講義「まちづくりとは」
　カフェのようにリラックスした雰囲気で、メンバー
を変えながらテーマについて話し合うワールドカフェ
という手法を使い、「つなぐ人カレッジで何を学びた
いか」など３つのテーマについて受講生・講師・スタッ
フで話し合いました。
話しをよく聴くこと
で、お互いのまちづ
くりの考えを知るこ
とができ、自分の講
座への目的も明確に
なりました。

つなぐ人カフェ①

講師 大滝 聡さん
（NPO法人まちづくり学校代表理事）

　まちづくりは行き当たりばったりで行なっても成功
しません。きちんと計画を立てて実行することが大切
です。計画づくりには、「こんなまちにしたい」という、
みんなの思いを集め、まちづくりの目的である理念を
つくることが必要です。その理念に照らし合わせて、ま
ちの現状を分析し、「このままだとどうなってしまう
か？」を考え、「今なにをすべきか？」その要所に対して
手を打つことが肝心です。（講義より抜粋・編集）

まちづくり計画の組み立て方（２０１３．６．２２）第三回

講義「まちづくり計画の組み立て方とその実際」
　まちづくりコーディネーターに最も
必要なスキルの１つが聴くことです。
１５分間、相手の話しに相づちやメモ
を取りながら、しっかりと聴き、聴いた
人の紹介文をつくるインタビューゲームを行ないました。書い
てもらった紹介文は、自分が書いた自己紹介文と合わせて冊
子にして、受講生に配りました。お互いのことがわかる冊子が
できて、講座後の交流にも大いに役立ちました。

インタビューゲーム

事例紹介「新潟市ボランティアガイド」

　「次世代が憧れるみんなの岐阜まちを担ぎたい」と
いう理念を基に活動をしている「若旦那会」について、
その会員である藤居さん、蒲さんより、設立したとき
の計画づくりについて話していただきました。今回は、
第二回で学んだファシリテーショングラフィックを活用
して、受講生にレコーダー役をやってもらいました。岐
阜で活躍している団体の話を聞いて、理解が深まると
ともに、まちづくりへの意欲もわきました。

事例紹介「若旦那会」
　計画の組み立て方を体験する学習では、
まちづくりの大目標である理念を岐阜市の
地区に当てはめて考えます。「歴史と伝統を
活かし次の世代に繋げるまち」など、将来の
ことを考えた理念が作られました。次に、理
念に照らし合わせて現状を分析します。好
ましい現状、気になる現状に分けることで、
今やるべきことが改めて見えてきました。

実習「まちづくり計画の組み立て方」

発表

講師　安田文子さん
（ＮＰＯ法人まちづくり学校理事）

　良い話し合いは良い関係から。
リラックスをして話し合いをす
るために、自己紹介をしてお互
いのことをほめ合い、握手をす
る「自己紹介ゲーム」を行ない
ました。最初は固かった雰囲気
も、笑いのあふれる雰囲気に変
わりました。

ワークショップとファシリテーションの手法（２０１３．６．８）第二回

自己紹介ゲーム

　今回、参加してくださった４つ
の団体の参加者に、自分たちの
団体の紹介をしてもらい、地域
が抱える課題や悩みを受講生
と一緒に考えました。長机で行
なう会議とは違い、受講生から
意見を引き出すファシリテー
ターと、発言内容を書きこんで
いくレコーダーの役を分担する
ことで、議論が活性化され、参
加者全員に内容がわかりやすく
なることを実感しました。

まちづくり団体のプレゼンテーション
＆地域課題抽出ワークショップ

　ワークショップを行なう際には、まず目的と
当日の達成目標を考え、それに合わせた手法
を行なうことが大切です。次に、会場や道具の
準備を考えます。ドリンクコーナーを設置した
り、会場のレイアウトを貼りだすなど、様々な
配慮が必要。また、最後のまとめをどのように
するかを考え
るのもコーディ
ネーターの重
要な役割です。
（講義より抜粋・
編集）

　プレゼンテーションをしてもらった４つの地区について、
その地区の課題の抽出と、こんなまちにしたいという理念
を考えました。ファシリテーターとレコーダーの役を交替し
ながら、グループで話し合い
を行ないました。カッコよく
ファシリテーションをするに
は、まだまだ練習が必要でし
たが、講師の安田さんのよ
うになりたいという目標がで
きました。

講義「ワークショップと参加の場の
コーディネート術」

　会議などで発言をわかりやすく板書する方法「ファシリテーショングラフィック」
の演習を行ないました。カラーマーカーをはじめて使う受講生にもわかりやすく、
太く書く方法、細く書く方法、色の使い分け方など、丁寧に教えて頂きました。

ファシリテーショングラフィックの基礎演習 ローテーションゲーム

　まちあるきをする黒野地区について、ポ
イントを掴んで探検をするために、地区に
ついて詳しい地元の方にお話をしていた
だきました。黒野城を中心とした歴史につ
いて研究し、広める活動をしている『黒野
城と加藤貞泰公研究会』の方に紙芝居を
してもらい、自治会連合会長からも地区の
特徴についてお話をしていただきました。

まちの宝物探しとそのまとめ方（２０１３．６．２３）第四回

まちあるきのコース説明
　私たちは新聞やテレビなどの二次情報を見て知るこ
とが多いですが、まちあるきなどで実際に見て、聴いて
調べた一次情報による気づきが重要です。
　まちあるきをする際には、どのようなものに注目するか
あらかじめテーマを決めておくと効果的です。そのテーマに沿って、まちづくりに活
かせる資源を路地やお店に入ってみたり、住人にインタビューをしたりして探します。
　まちの資源を発見したら、次はその活用法を考えます。まちの資源の独自の
活用法を考えることがまちづくりと言えます。（講義より抜粋・編集）

講義「まちあるきによる地域資源の探し方と活かし方」

まちづくり計画の提案づくり（２０１３．７．１５）第五回

まちあるきで発見した資源を活かしてまちづくりプランをつくる
　岐阜の観光、まち
おこしとして、とても
注目されている『長
良川おんぱく』につ
いて、そのプロデュー
サーである蒲さんか
ら、おんぱくの目的や
理念、計画について聴きます。「岐阜な
んて何もない」そういった声が悔しく
て、おんぱくは始まった。共感できる受
講生も多く、とても参考になりました。

　まちあるきで発見した、黒野地区の資源を活かし
て、具体的なまちづくりのプランを考えます。講座で学
んだことを思い出し、理念を考え、１年後、２年後、３年
後どのように展開していくかを計画していきます。ど
のグループも短い時間でプランを発表することがで
き、住民の思いを受け止め、まちづくりのビジョンを示
すことがで
きました。

　講座の最後は、講座に関わった全員で「講座後
どんなまちづくりをしていきたいか」について、話
し合いました。講座で学んだノウハウ、そして知り
合った仲間の絆を活かして、もっと
ステキなまちになるようにまち
づくりをがん
ばっていきた
い。参加者み
んなの思いを
共有すること
ができました。

事例紹介「長良川おんぱくの舞台裏」 つなぐ人カフェ②

　黒野会館を出発して、黒野
地区をまちあるきします。歴史
を感じる立派な塀や、天井絵
のあるお寺、黒野城祉のお堀、
同じ岐阜市に住む受講生も知らなかった黒野地区の発見がたくさんあり
ました。普段気に留めていなかった看板や露店のあたたかい雰囲気も、注
意深くまちあるきをすることで宝物だと気づくことができました。

まちあるき
　まちあるきから帰って
きた後は、さっそく発見
したまちの資源をまとめ
ていきます。商店街につ
いてまとめるグループ
や、巻物のようにまとめを作るグループ、まとめるテーマや方法も
アイデアを出し合い、それぞれの発見をまとめていきました。

まちあるきのまとめ作業

講師　蒲 勇介さん
（まちづくりNPO-
ORGAN理事）

つなぐ人宣言


