
             

 

一般財団法人 岐阜市にぎわいまち公社 

平成３０年度 事業報告書 
（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで） 

 

Ⅰ 事業の概況 

１ まちづくり活動支援事業 

  地域住民の主体的なまちづくり活動の推進を図るため、活動の支援・育成を主な

目的として以下の業務を行った。 

 

(1) 景観まちづくり活動支援業務 

まちなかの再生や個性ある魅力的なまちなみの形成を目指し、『景観整備機構』

として岐阜市景観基本計画に基づき各種の事業を行った。 

 

① 景観まちづくり活動の支援に関すること 

      岐阜市景観形成市民団体等の活動状況を把握するとともに、必要に応じて情

報提供・助言・まちづくりアドバイザーの派遣等の支援を行った。 

景観まちづくりを推進する人材を育成する「まちづくりリーダー養成講座」

の開催については、発注者の発意による協議を行い、養成講座の開催（４回程

度）から旧加納町役場跡地施設整備に伴う地元や利用者の意見集約のための検

討会の開催（３回程度）に業務内容を変更し、検討会を３回開催した。 

 

② ぎふ景観まちづくりファンドに関すること 

市民の景観形成に対する意識の向上を図るとともに、歴史的景観を守り育て、

岐阜ならではの個性豊かな美しいまちなみを後世に継承していくため、民間の

歴史的景観形成事業に対して助成を行った。 

また、令和元年度に岐阜市が景観計画重要区域に指定した中山道沿道区域を

助成対象区域に追加するため、要綱等の改正を行った。 

○歴史的建造物の維持復元 ：7件 

○景観重要建造物の維持復元：2件 

○一般建造物の修景    ：1件 

 

③ 景観まちづくりの啓発に関すること 

市が行う景観まちづくりの啓発事業の支援を行った。 

〇岐阜市景観賞表彰式等の補助業務 

〇中山道沿道景観計画重要区域の指定に向けた支援 

 細畑地区、厚見地区、加納地区の意見交換会開催支援 

   

 



             

 

(2) まちなか歩き回廊推進業務 

   歴史ある岐阜の魅力と心の豊かさが感じられる「まちなか歩き回廊」の実現に

向け、「歴史・文化等の資源による回遊性の向上を目的としたイベント」を実施

した。 

○歴史クイズウォーク ～信長公からの指令～（参加者数 延べ約 3,100 名） 

 

    (3) 岐阜公園総合案内所運営業務 

岐阜市民や岐阜市を訪れた人が、岐阜の歴史や文化等を感じながら「まちなか

歩き」を楽しむことができるよう、イベントなどの情報を収集し、案内・情報提

供を行った。 

 

２ 中心市街地活性化事業 

中心市街地の活性化と都市機能の増進を図るため、『中心市街地整備推進機構』

として、岐阜市中心市街地活性化基本計画に基づく各種事業等を行った。 

 

(1) 中心市街地活性化推進業務 

 

① 遊休不動産の利活用促進事業 

新規出店やまちなか居住の受け皿となる空間の創出を図るため、候補物件の

掘り起こし、遊休不動産利活用の啓発及び事業化への技術的支援を行った。 

今年度は遊休不動産を利活用したリノベーションによるまちづくりの機運

を高めるため、「岐阜市リノベーションまちづくりシンポジウム」を１０月に開

催した。 

〇参加者 約２００名 

 

② 中心市街地活性化支援事業 

まちの魅力となるコンテンツの創出に向け、取り組みを行っている中心市街

地の地域コミュニティやまちづくり団体等に対し、エリアマネジメントの視点

で意見調整や技術的支援を行った。 

    ○主な支援団体・事業 

柳ケ瀬ジュラシックアーケード実行委員会、クリスマスかざり inやながせ、

小学校 3年生柳ケ瀬商店街の社会見学、柳ヶ瀬を楽しいまちにする株式会

社、大学等の研究機関、中心市街地活性化協議会等など 

 

(2)ぎふ信長楽市運営業務 

 中心市街地の実店舗の活性化によるエリアの価値向上を図るため、「ぎふ＝信長」

ブランドを広域に発信し、実店舗と集客イベントを連携させた「ぎふ信長楽市」を

実施した。 

 



             

 

(3) 中心市街地にぎわい創出事業 

 ① 柳ケ瀬 PR事業 

     柳ケ瀬エリアの情報発信を行うため、新旧の魅力コンテンツを収集し、冊子

「WE WANT.」を作成した。 

 

  ② 中心市街地情報発信拠点事業（柳ケ瀬あい愛ステーションの運営） 

まちの活性化とにぎわいの創出を目指す柳ケ瀬の拠点施設として、ラジオ 

等による情報発信、まちなかギャラリーや集会等の交流拠点、多目的トイレ・

授乳室の公益的機能のサービスの提供に加え、柳ケ瀬のエリアマネジメントの

窓口としての機能を提供した。 

 

(4) レンタサイクル管理業務 

       スローライフのまちづくりの理念の下、市民や来訪者が自転車を近距離交通

の手段として利用することで、「健康増進」、「まちのにぎわい」、「まちなか観光」

の促進を図ることを目的とした、レンタサイクル管理運営業務を行った。 

○レンタサイクルポート ― 市内に 7か所設置 

ＪＲ岐阜駅南口、岐阜市役所本庁舎、岐阜公園総合案内所、鵜飼観覧

船のりば、長良川うかいミュージアム、ぎふメディアコスモス、岐阜

市長良川防災・健康ステーション 

○レンタサイクル管理台数：130台 

 

（5）岐阜市リノベーションまちづくりセミナーの開催 

    令和元年度に開催するリノベーションスクールに向け、リノベーションまち

づくりに対する理解と気運を高めることを目的とした、「リノベーションまち

づくりセミナー」を開催した。 

    〇参加者 約１３０名 

 

  (6) 中心市街地都市開発まちづくり支援業務 

玉宮地区に点在する低未利用地を、区画整理手法により都市機能施設等を建設

する事業の実現に向け、権利者により組織された準備委員会の開催補助等を実施す

る業務であるが、各権利者別の条件調整段階となったため、本年度は受託なし。 

 

３ 駐車場指定管理等事業 

岐阜市駅西駐車場 623台及び岐阜シティ・タワー４３地下駐車場 56台、岐阜市

金公園地下駐車場 145台の指定管理者として、公社の定めた「運営管理の基本方

針」に基づき、「利便性があり、安全・安心で、防災に強い駐車場」を目指し、管

理システム、機械式駐車システム等の故障の際も、適切できめ細かな対応を行い、

公平・公正なサービスを提供した。 

また、岐阜駅北口の団体バス乗降場の緊急故障等に対応した。 



             

 

 

 

 

Ⅱ．役員等に関する事項

理事

評議員

監事

Ⅲ．行政認可・許可・登記に関する事項

業務執行理事 花井　敏博 H30.6.21再任 H30.6.30

業務執行理事 丹治　克行 H30.7.1

役　　職 氏　　名 就 任 日 辞 任 日

代表理事 丸山　幸太郎 H30.6.21再任

理事 國島　正人 H30.6.21再任 H30.6.30

理事 武藤　浩文
H30.4.1

H30.6.21再任

理事 松尾　一 H30.6.21再任

理事 廣瀬　康之 H30.6.21再任

役　　職 氏　　名 就 任 日 辞 任 日

評議員会会長
（H27.12.22就任）

石田　敦 H28.6.29再任

理事 浅野　直哉 H30.7.1

評議員 西村　貢 H28.6.29再任 H31.3.31

評議員 今岡　哲也 H28.6.29再任 H30.6.30

評議員 齋藤　博之 H28.6.29再任

評議員 合田　昭二 H28.6.29再任

役　　職 氏　　名 就 任 日 辞 任 日

監事 栗本　利泰 H28.6.29再任 H30.6.30

評議員 楢橋　康英 H30.7.1

種類 年 月 日 内　　容

監事 片桐　猛 H29.4.1

監事 市村　敦史 H30.7.1

登記 H30.4.9 　理事変更登記

登記 H30.7.6 　評議員・監事・理事及び代表理事の変更登記



             

 

 

開催日 番号 議案名

H30.4.1 6 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社理事の選任について

H30.5.16 － 平成２９年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社決算監査

H30.5.31 第4回 通常理事会 15 平成２９年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社事業報告の承認について

16 平成２９年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社計算書類の承認について

17 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社公益目的支出計画の承認について

18 平成３０年第３回一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社定時評議員会の招集について

H30.6.21 第3回 定時評議員会 7 平成２９年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社計算書類の承認について

8 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社理事及び監事の選任について

報告1 平成２９年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社事業報告について

報告2 平成２９年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社公益目的支出計画実施報告について

H30.6.21 第5回 臨時理事会 19 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社代表理事及び業務執行理事の選定について

20 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社事務局長の選任について

H30.6.29 第6回 臨時理事会 21 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社評議員の選任について

22 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社業務執行理事の選定について

23 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社事務局長の選任について

H30.7.1 9 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社評議員の選任について

H31.1.16 第1回 臨時理事会 1 平成３０年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社補正予算

2 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社定款の一部改正について

3 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社評議員会運営規則の一部改正について

H31.1.18 第1回 臨時評議員会 1 平成３０年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社補正予算

2 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社定款の一部改正について

3 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社評議員会運営規則の一部改正について

H31.2.26 第2回 通常理事会 4 平成３１年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社事業計画

5 平成３１年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社一般会計予算

6
一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程の一
部改正について

7 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社就業規程の一部改正について

8 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社嘱託職員の就業規程の一部改正について

9 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社給与規程の一部改正について

10 平成３１年第２回一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社臨時評議員会の招集について

H31.3.25 第2回 臨時評議員会 4 平成３１年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社事業計画

5 平成３１年度一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社一般会計予算

6
一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程の一
部改正について

7 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社評議員の選任について

報告1 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社就業規程の一部改正について

報告2 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社嘱託職員の就業規程の一部改正について

報告3 一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社給与規程の一部改正について

第4回臨時評議員会
（決議の省略による）

（決議の省略による）

（決議の省略による）

監　査

内容

Ⅳ．会議等の開催

第２回臨時評議員会
（決議の省略による）

（決議の省略による）

（決議の省略による）



             

 

事業報告の付属明細書 

 

平成 30年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」

第 34 条第 3 項に規定する付属明細書に記載すべき「事業報告の内容を補足する重要

な事項」が存在しないので、これを作成しない。 

 

 

 

 


