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瑞龍寺山歴史ウォーク

岐阜市が進める「まちなか歩き」ならびに「スマートウエルネスぎふ」の一環として、昔から市民に親しま
れている “水道山”（標高１５６ｍ）に眠る史跡「瑞龍寺山頂遺跡」に関する講演＆史跡見学会を開催しました。
●開催日：平成２５年６月９日（日）
●参加者：１４９名
●内 容：第１部 講演「瑞龍寺山に起つ、古代「はじめの王」との出会い」
講師 愛知県埋蔵文化財センター 赤塚次郎氏
場所 鶯谷中学・高等学校小講堂
狗奴国（くなこく）についての興味深いお話をお聞かせいただきました。
第２部 史跡見学
場所 鶯谷〜瑞龍寺山頂遺跡
道のり約３．
１キロメートルの山道を登り、史跡に到着後は現地解説を交えながらグルー
プ単位で見学しました。

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１２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

わがまち探検
マップコンクール

まちなか歩き

公開審査会と表彰式

愛知県埋蔵
文化財センター
赤塚次郎氏による講演

山道の一部には
手をつかなければ
登れないような場所も

展望台駐車場
入り口付近に設置された
説明板前での解説

体験教室

空き店 舗ツアー

瑞龍寺山歴史ウォーク
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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。

史跡見学の様子

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

●岐阜市役所南庁舎

9：00〜17：00 市役所休庁日休み

●岐阜公園

空き店舗ツアーの開催

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

・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。
●中心市街地活性化事業を行っています。

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

利 用 料 金
１００円／１日１回

●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

●長良川うかいミュージアム
公社では、岐阜市からの委託を受け、中心商店街への出店を検討されている方に対して、実際に空き店舗の
シャッターを開け、10件程度の空き店舗をツアー形式で見学できる空き店舗ツアーを行っています。
平成25年度は、7月、10月、11月に3回開催しました。参加者の皆さんからは、
「限られた時間で多くの物
件を内部まで見ることができた。
」
「市の行っている支援制度などの情報が得られて良かった。
」という感想を
いただいています。
本年度は2月にも開催を予定していますので、中心商店街へ出店をお考えの方はぜひこの機会をご利用いた
だければと思います。
2月の空き店舗ツアー参加者募集については、広報ぎふ、公社ホームページなどでお知らせいたします。

・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

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。

・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

岐阜市駅西駐車場、岐阜シティ・タワー43地下駐車場

金華橋通り

◆お出かけの際は下記の駐車場をどうぞご利用ください。

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！

第9回わがまち探検マップコンクール
入賞された
皆さんおめでとう
ございます！

入賞作品決定！
！

第９回

第９回を迎える『わがまち探検マップコンクール』は、将来のまちづくりを担う子ども達
（小・中学生）から、合計６９作品の絵地図をご応募いただき、第一次選考会と公開審査会
で以下のように各賞が決まりました。また、優秀な作品を多く出した学校に贈られる学校賞
には長良東小学校、網代小学校、岐阜大学教育学部附属小学校が選ばれました。

伏屋有彩 さん
長良東小学校４年 内田夢華

三輪真千 さん
じこゼロをめざしま賞

えがおのたえない
まちで賞

市民特別賞

岐阜小学校３年

さん

長良東小学校２年 青木健太朗 さん
長森北小学校１年 福手 萌さん

スゴロクで探検で賞

市議会議長賞

岐阜大学教育学部附属小学校３年 垣津貴琉 さん

９月２０日まで

マーサ２１ショッピングセンターで７月１９〜２９日まで、
昨年度の入賞作品の展示を行ないＰＲしました。

in 金華

グループでまちを探検し絵地図のつくり方を学ぶ体験教室を、夏休みに歴史的なまちなみが多く残る
金華地区で開催しました。３６人の小学生が参加し、地元の「井の口まちづくり会」の方や岐阜大学教
育学部の学生サポーターに教えてもらって、楽しい思い出ができました。
1

探検

3

発表

5

表彰式

３つのコースに分かれて地
元 の 方 の 案 内 で 探 検しま
す。途中でお店やお寺の人
にインタビューもして、いろ
んな発見ができました♪

完成した絵地図を地元の方
や み ん な の 前 で 発 表しま
す。ちゃんと言えたかな？

絵地図づくり

2

学 生 サポーターに教 えて
もらいながら、グループで
発見したことを地図にして
いきます。絵を描いたり、
牛乳パックで工作したもの
に説明をつけたり、楽しい
地図ができました。

4

投票

どのグループの地図と発表が良かっ
たか、保 護 者や地 元 の 方も含めて
投票をしました。
最も票が多かったＤグループには、
井の口まちづくり会より、「ふくろう
の壁飾り」が贈られました。

コンクールの表彰とあわせて優秀
賞の発表を行ないました。作品の
紹介をし、賞状を受け取りました。
来年度もまた参加してくださいね。
加納小学校３年 久松玲大

作品募集期間

たんけんマップづくり体験教室

木之本小学校４年 田邊百々香 さん

N＆Ｍで重ねて読みま賞

長良東小学校５年 小寺崚介 さん

メダカを通して
身近な環境を考えま賞

岐阜大学教育学部附属小学校６年 青木彌宜 さん

探検マップコンクール

マンホールから地域の
特ちょうをつかみま賞

市教育委員会賞

市長賞
厚見小学校４年

わが
まち

８月７日

第一次選考会

さん

１０月２日

応募いただいた全作品を審査員がじっくりと見て、
入選作
品に選びます。
どれを入選にするか議論も白熱しました。

一般 投票

１０月１１〜２３日

市民特別賞を決めるため、
柳ケ瀬あい愛ステーションで入
選作品から２作品を来場者に投票してもらいました。

公 開審 査会と 表彰式

１０月２６日

お客さんの前で入選者から作品のＰＲをして、審査員からの質問にがんばって答えていました。表彰式では
「たんけんマップづくり体験教室」の優秀賞と、今年度から設けられた学校賞の表彰も行ないました。

全作品展示

１１月３０日〜
１２月１５日

今年度は応募いただいた全作品をマーサ２１ショッピングセン
ターとハートフルスクエアＧにて展示を行ないました。

