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にぎわいまち公社 平成25年度年間事業予定
４月

６月

「柳ケ瀬商店街探検隊」
（4 〜 3 月）
《柳ケ瀬あい愛ステーション》
ぎふ景観まちづくりファンド第一回 (締切5/31)

５月
ぎふまちフォトコン写真展示 (5/9~6/10)

ぎふまちづくりコーディネーター養成講座 (6/7 〜 7/15)
瑞龍寺山歴史ウォーク (6/9)
ぎふ景観まちづくりファンド第二回 (締切 9/30)

７月

一般財団法人 岐阜市にぎわいまち公社〈中心市街地整備推進機構・景観整備機構〉平成25年6月発行
岐阜市神田町1丁目11番地 TEL・FAX 058−266−1377 ホームページ http://www.gifu-nigiwai.org

公社の年間事業のご案内
ぎふまちづくり
コーディネーター養成講座

ぎふまちづくり
コーディネーター養成講座

瑞龍寺山歴史ウォーク

鶯谷中学・高等学校の講堂で瑞龍寺山頂遺跡に関する
講演を聴き、その後史跡見学を行いました。

わがまち探検
マップコンクール

まちづくりを行なう上で必要なスキルとハート（考え
方）を実践的に学ぶ講座です。今回はまちづくり活動
を行なっている団体の方に多く参加いただき、一般の
参加者と一緒にまちづくりを考えます。

８月

たなばたまつり 《柳ケ瀬あい愛ステーション》
空き店舗ツアー
第9回わがまち探検マップコンクール(応募締切 9/20)

岐阜まち物語

ぎふ景観
まちづくりファンド

わがまち探検マップコンクール
ワークショップ（8/7）

レンタサイ
ク
出かけよ ルで
っ
ぎふのま ♪
ち

わがまち探検マップ
コンクールワークショップ

９月

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。

10 月
第９回わがまち探検
マップコンクール公開審査会 (10/26)
空き店舗ツアー
ぎふ景観まちづくりファンド第三回 ( 締切 1/31)
わがまち探検マップコンクール

地元の方と一緒にまちを探検し、岐阜大学教育学部
の学生と一緒に教わりながら絵地図のつくり方を学
ぶ体験教室です。
募集締切７月１２日（金） 定員３０名

受付所 ＜5箇所＞ ※返却はどのポートでも可能です。
●JR岐阜駅南口
9：00〜19：00（12〜2月は18：00まで）12/29〜1/3休み

4・6・10 月

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（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

空き店舗ツアー

・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
・中心市街地魅力づくり事業・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（排出削減事業共同
実施者）による低炭素型社会に向けたまちづくりの構築。
●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

岐阜まち物語
ぎふ景観まちづくりファンド啓発事業
クリスマスかざり《柳ケ瀬あい愛ステーション》

１月
３月

◆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
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。
●お問い合わせ：☎058 262 3301

●営業日：24時間営業、年中無休

●利用料金：30分150円〜

岐阜シティ・タワー43
地下駐車場

長良橋通り

柳ケ瀬のまちの魅力、岐阜市の
歴史・文化・文学の魅力を伝え
るイベント・展示を開催します。

金華橋通り

岐阜まち物語

空き店舗ツアー

利 用 期 間
２日まで
（2日200円）

※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。

12 月
11 月

利 用 料 金
１００円／１日１回

●ぎふ景観まちづくりファンド事業を実施しています。
●中心市街地活性化事業を行っています。

●長良川うかいミュージアム

金華地区の歴史的なまちなみを維持復元するための
工事費の一部を助成します。年３回行われる審査会
への事前申請が必要です。

●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。

●岐阜公園総合案内所を運営しています。

9：00〜17：00 12/29〜1/3休み

まちを探検して発見したコトを楽しい絵地図にして
みませんか？小中学生の絵地図のコンクール。最終
審査では一般の人の前で作品の PR を行います。
募集締切９月２0 日（金）

・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

●岐阜市役所南庁舎

ぎふ景観まちづくりファンド

２月

34号

名鉄岐阜駅

岐阜市駅西駐車場
JR岐阜駅

駐車場を
活用してもっと
遊びにいこう！

中心市街地活性化事業のご紹介

中心市街地活性化のために、私たちは次のような取り組みをしています。

柳ケ瀬あい愛ステーションのご紹介

空き店舗対策事業

柳ケ瀬あい愛ステーションとは…

❶ワンストップ相談窓口の開設
中心市街地にある空き店舗への出店を希望する方に空き店舗の物件情報や行政等の空き店舗に
関する補助・支援制度の紹介などの情報を一元的に管理し提供する窓口です。
出店希望者のみでなく、中心商店街に空き店舗を所有している方からも、店舗情報を募集しており
ますのでお気軽にお問い合わせください。
ワンストップ相談窓口の開設

︿イメージ図﹀

●日 時 土・日祝祭日を除く、10：00〜16：00
●場 所 一般財団法人 岐阜市にぎわいまち公社事務所内
岐阜市神田町１−１１ 岐阜市役所南庁舎１階
●相談内容
・空き店舗の物件情報の紹介
・空き店舗への出店の際の補助・支援制度の紹介
・創業・起業支援制度等の紹介
・その他中心市街地への出店に関する情報
●料 金 無料
●連絡先 一般財団法人 岐阜市にぎわいまち公社
TEL 058-266-1377
（担当：白橋・武田・杉野）

柳ケ瀬あい愛ステーションは、岐阜市柳ケ瀬商店街にある「まちなか情報交流拠点」です。ま
ちなかの情報を発信したり、休憩スペースやトイレを備えるほか、にぎわいを生むイベントが開
催されるなど、楽しさいっぱいの空間です。
柳ケ瀬あい愛ステーションには、ボールプールや絵本などの「キッズパーク」や「授乳室」もあります。
柳ケ瀬にお出かけの際には、ぜひお気軽にご利用ください。

空き店舗物件所有者

岐阜市

空き店舗出店に関する
補助・支援制度の情報

空き店舗の情報提供

にぎわいまち公社
商店街

商工会議所

・セミナー情報
・創業・起業支援制度

空き店舗に関する情報の一元化
相談

商店街のイベント情
報など

「柳ケ瀬商店街のひみつをリサーチせよ!!」

情報提供

出店希望者

❷空き店舗ツアー・出店希望者相談会の開催
中心商店街において実際に空き店舗のシャッターを開け、空き店舗をツアー形式で見学できる空き
店舗ツアーや、出店にあたる事業計画などの相談も行える出店希望者相談会も随時開催していきます。
平成25年度は、4回の開催を予定しており、第1回の空き店舗ツアーを7月13日
（土）
に行います。興
味のある方はご連絡ください。

チビッコ隊員たちに大人気の企画が「柳ケ瀬商店街探検隊 ※２」。
「まちのひみつ」や「お店のひ
※３
みつ」をリサーチする指令書を片手に、基地 を出発していきます。
待ち構えるのは、映画館、化粧品店、画材店、履物屋、焼きそば屋、珈琲屋、雑貨屋、着物屋な
どの専門店。如何に店のウンチクをかみ砕くかが腕の見せ所…。
「へぇ〜」
「すごい！」という子どもたちの「笑顔」と、商店主の「得意気な顔」がまちを元気に
してくれます。
（※２：おもに岐阜市内の小学校３年生を対象にした社会見学プログラム ※３：あい愛ステーション）

店舗 子
き
空 の様
ー
ツア

❸空き店舗の利活用方法の企画・提案
商店街活性化プロデューサーが中心となり、にぎわいまち公社と美殿町商店街の役員の皆さんで、
家具展示場として使われていたビルの１階〜４階を、シェアオフィス兼店舗としてリノベーション※１した
「まちでつくるビル」が４月２７日にオープンしました。
㈱全国商店街支援センター「平成24年度 商店街の創業促進事業」を活用し、大家さん、商店
街役員さん、公社そして入居予定者が協力して作り上げた「まちでつくるビル」には若いクリエー
ターたちが集まりました。
まちで働くということの新たな価値を生み出す拠点となるよう今後も支援していきます。

みんなにやさしい機能を備えています

（※１：既存建物を改修し、用途や機能を変更し、価値を高める手法 ）

改装前

改装後

よる
者にング
居
入 ティ
ミー 風景

トイレ 男・女

授乳室

ベビーベッド付トイレ

身障者用トイレ オストメイト対応トイレ

AED

岐阜市まちなか情報交流拠点
者、
入居 さん
、
ん
員
さ 役
を
大家 街の 作業
商店んなで た。
み しまし

「柳ケ瀬あい愛ステーション」
〒500-8875 岐阜市柳ケ瀬通2-17 TEL 058-216-0371
開館時間／AM11:00〜PM7：00 休館日／毎週木曜日・年末年始

イベント情報などはブログ あい愛ステーション

