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平成２８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＊

川原町まちづくり会はまちなみの保存と住民の暮ら
しの共生を目指し活動を行っています。
まちなみの維持として昔ながらの建物の維持・保存
だけではなく、地域に昔から伝わる文化を継承してい
くため、川祭りの復活や岐阜提灯のつり下げ、正月に
は手作りの門松を飾るなど地域住民の皆さんがそれぞ
れの季節に応じて情緒ある川原町を継承していくため
の活動の他、高橋尚子杯岐阜清流ハーフマラソンなど
のイベントにおいても協力を行っています。
昨年度には川原町に暮らしてきた人に昔の生活や文
化の様子を聞取り、
「記憶」を「記録」に残すための
冊子を作製されました。

岐阜城下町としての歴史を受け継ぎ、5つの部会が
精力的に活動しています。
7月には般若寺にて幻想的な雰囲気の中での「まち
なか七夕コンサート」
、年末には周辺の幼稚園児や小
学生を含め広い地 域から大仏様 へ の年賀状を募り、
年明けに画廊光芳堂にて3日間展示を行い、たくさん
の来場者が詰めかけました。
また、井の口エリアの魅力を紹介する「金華・井の
口マップ」を発行したり、
「まちの文化的建造物」顕
彰制度を設け、現在までに18件のお宅を選定・顕彰し、
地域の歴史的なまちなみを守る活動を続けています。

川原町の夜景

門松飾り

まちなか七夕コンサート
笹飾りや灯篭により七
夕の 夜 を 美しく演 出し、
会員や地域の人が大勢集
まる中、歌声と拍手が響
き渡りました。
＜大仏様への年賀状展＞
大仏殿に投函箱を設置し、大
仏様への年賀状を投函と郵便で
受付。
約300枚の素敵な年賀状が画
廊光芳堂にて展示されました。

「金華・井の口マップ」
岐 阜 大 仏や 妙 照 寺、地 域
の店 舗 など、井 の口の 魅 力
を詰め込んだマップを発行
し、ま ち づくり会 の 活 動 も
いきいきと紹介しています。

高橋尚子杯岐阜清流
川原町の提灯飾り 「ぎふ川原町」 ハーフマラソンへの協力
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＊加納まちづくり会＊

伊奈波界隈まちつくり会は、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活かした
事業を展開しています。
主な事業として、毎年伊奈波神社で行われる岐阜
まつりを盛り上げる「桜まつりイベント」を開催して
おり、ステージイベントや 特設 バザーが 開催される
「伊奈波桜まつり」や 参道にあるしだれ桜 の並木の
ライトアップ、夜 桜 見物に 来られた 方をおもてなし
するオープンカフェの出店などを行っています。
また、美しい花で歩道を飾る「花飾りプランター事
業」や清掃活動を行って伊奈波通りの景観整備にも
努めています。

加納城や中山道など、加納地区の歴史や文化を発
掘し、地区の内外に発信しています。
毎年講演会や視察研修のほか、地区の魅力を紹介
する和傘教室やまちあるきツアーを開催しており、常
に学びながら心豊かで明るく暮らしやすい
まちづくりを目指す活動が認められ、昨年
度岐阜市民参画賞を受賞しました。
初代加納城主の妻で徳川家康の長女亀
姫をモデルとした「加納かめ姫」が活動を
盛り上げます。
和傘教室
伝統の美しい和傘作りを体験する大人気の講座です。

中心市街地の「にぎわい創出」・「回遊性向上」を
目的にイベントの開催をお考えの方に対して、公共
空間の利用に関する手続きや、後援名義取得アドバ
イス、イベントの事業案作成支援、他のイベント開催
状況、他都市の事例の紹介などの相談に応じます。
ぜひご活用ください。

※イベント相談窓口については相談に対してアドバイスを行うものです。
イベント開催に必要な人的、物的支援を行うものではありません。

日 時

場 所

土・日祝祭日を除く、9：30〜17：00
一般財団法人
岐阜市にぎわいまち公社事務所内
まずは電話でご連絡ください。

にぎわいまち公社では、
こんなことをしています。
・まちづくり活動の支援及び相談に関すること
・わがまち探検マップコンクール事業
・ぎふまちづくりコーディネーター養成講座
・ぎふ景観まちづくりファンド事業
・まちなかライブラリーの設置
・まちづくりの調査研究、情報提供など
・まちづくりアドバイザーの派遣

●まちなか歩き推進のための事業を実施しています。
・ウォーキングイベントの開催
・ぎふいざナビを活用したイベント

●中心市街地活性化に関する事業の推進をお手伝いします。
・中心市街地建替え促進事業
・まちの魅力ＰＲ事業
・柳ケ瀬プロデュース事業
・柳ケ瀬にぎわい創出事業
・まちなかレンタサイクル管理業務
・柳ケ瀬あい愛ステーションの運営・管理

バザー

オープニングイベントとして、
４月17日〜５月８日にレンタサ
イクルを使って７ケ所のポート
をめぐる、
「 ぎふ・まちなかレン
タサイクルキ ーワードラリー」
を 開 催しました。68 名の方に
参加いただき、大好評でした。

レンタサイクル

9：00〜19：00（12〜2月は18：00まで）12/29〜1/3休み

●岐阜市役所本庁舎

9：00〜17：00 市役所休庁日休み

●岐阜公園総合案内所

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）
10/16〜4/30は火曜休み
（ただし祝日の場合は翌平日）
12/29〜1/3休み

●岐阜市長良川防災・健康ステーション

9：00〜18：00
（12〜2月は17：00まで）
木曜休み（ただし祝日の場合は翌平日）
12/29〜1/3休み
9：00〜18：00
（12〜2月は17：00まで）
毎月最終火曜休み12/29〜1/3休み

利 用 料 金

１００円／１日１回

◆お出かけの際は下記の駐車場をどうぞご利用ください。

花飾り
プランター事業

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

名鉄岐阜駅

岐阜市駅西駐車場

４時間を超え２４時間まで1,200円。
（お得な回数券もあります。
）

長良橋通り

参道のしだれ桜

利 用 期 間

２日まで
（2日200円）

※自転 車の利 用は、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。

岐阜市駅西駐車場、岐阜シティ・タワー43地下駐車場

オープンカフェ

受付所 ＜7箇所＞

●JR岐阜駅南口

金華橋通り

加納まちあるき
毎年秋頃に地区の魅力を案内するまち歩きツアーを行って
います。

岐阜市長良川防災・健康
ステーションポートがオープン！

●ぎふメディアコスモス

●その他岐阜市からの受託事業を実施します。
・指定管理者として市営駐車場を管理
・岐阜公園総合案内所を管理

伊奈波桜まつり

レンタサイ
出かけよクルで
ぎふのまっ♪
ち

イベント相談窓口を開催！

●市民の皆さんのまちづくり活動をお手伝いします。

＊伊奈波界隈まちつくり会＊

46号

JR岐阜駅

駐車場を
活用してもっと
遊びにいこう！

ま ち づ くり 支 援 係 の 主 な 事 業 紹 介
ぎふまちづくりコーディネーター養成講座

「つなぐ人カレッジ〜２０１６〜」
H
27

年度 市長賞

地域でまちづくりを行う際に、みんなの思いを引き出し、
目指すべきビジョンへ導く
「まちづくりコーディ
ネーター」
の基本を、講義と実習を通して学びます。今年度は全５回を３つに分け、具体的な手順や手法を
学ぶ『基礎編』、実際にまちづくりのタネを探すまち歩きとそこから計画作りを行う
『実践編』、
さらに、参加
者が自分の活動について考える
『ステップアップ編』
として開催します。
地域の方やまちづくり活動に取り組まれている方、
これから参加してみたいという方も一緒に考え学
ぶことで、仲間の輪を作ります。
（今年度は９〜１２月にかけて５回開催）

わがまち探検マップコンクール
子どもたちがまちづくりに関心を持つためのきっかけづくりとして、
自分の
住んでいるまちを描いた絵地図
（たんけんマップ）
のコンクールを毎年開催
しています。
（平成28年度の応募締切は9月16日
（金）
）
自分の大好きな風景、通学路や普段通る道、
お店、駅や建物、地域で大切に
されているものなど、まちを探検して発見したことを絵地図にして応募し
てもらい、最終選考では、審査員や一般のお客さんの前で子どもが発表す
る公開審査を行って、賞を決定します。
公開審査
の様子

平成２７年度
つなぐ人カレッジ
〜２０１５〜の
様子
▲ファシリテーション
グラフィックに挑戦！

▲グループでわいわいと
意見を出し合います。
▲昨年は加納地区でまち歩きを行い、
伝統の和傘を見せていただきました。

ぎふ景観まちづくりファンド
歴史的なまちなみを守るための工事に係る費用の一部を助成する
「ぎふ景観まちづくりファンド」
の
募集を年３回実施しています。事前審査が必要ですので、
お早めにご相談ください。
〈募集締切 第１回6月17日
（終了）
、第２回10月14日、第３回１月31日〉
■助成対象工事
①戦前の建物などを維持・復元する工事
（２００万円まで）
構造耐力に関する工事
（上記工事にプラスして100万円まで）
②戦後の建物などを歴史的なまちなみと調和させる工事
（１５０万円まで）
③附属工作物等を設置して歴史的まちなみと調和させる工事
（50万円まで）
■助成対象地区
①金華地区
②鵜飼屋地区…平成２６年度〜２８年度は、助成率が高くなる重点取組期間：
通常1/2 ⇒ 期間中2/3 今年度まで！
！
■改修事例

たんけんマップづくり出前教室
子どもたちが探検の方法や絵地図の作り
方を楽しく学ぶことができる出前教室を行っ
ています。講師や学生サポーターと一緒に
探検することで多くの発見ができ、完成した
「たんけんマップ」は地域の宝物になります。
今年度は白山小と常磐小の放課後児童クラブ
で開催します。
▲探検の様子
（H27年度）
▲マップづくりの様子
（H27年度）

まちづくりアドバイザー派遣
まちづくり活動に取り組む団体に、専門家をアドバイザーとして無料で派遣
しています。活動に悩んでいる団体の方はぜひご相談ください。

※これまでの過去8年間で約８０件の活用事例があります。

改修内容

改修前

表彰式

瓦葺き替え
漆喰改修
格子設置など

改修後

まちづくりライブラリー
まちづくりに関するさまざまな本の貸出しを行っています。
※開館時間は平日午前９時〜午後５時。１度に５冊まで（最大１５
日間）貸出可能です。初めてご利用いただく際には身分証明
書が必要です。

