第
景観形成市民団体の紹介

加納まちづくり会

加納地区の景観
加納地区は、江戸時代に加納藩10万石の城下町、中山道有数の宿場
町として栄えました。
藩主の居城であった加納城は、徳川家康の命により岐阜城から建材を
運んで築城されたと言われており、初代城主は、家康の長女・亀姫の婿で
長篠城の攻防戦で活躍した奥平信昌です。明治維新後、廃城令により破
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却されましたが、野面積の石垣が残っており、国の史跡となっています。ま
た、中山道沿道には、加納天満宮をはじめとする歴史的建造物が趣のある
景観を形成しています。

加納まちづくり会
平成１６年に「心豊かでより明るく安心して楽
しく暮らしやすいまちづくり」を目的に設立され、
加納地区の歴史や文化を発掘して魅力を発信す
るなど、
さまざまな活動を行っています。

岐阜市にぎわいまち公社が魅力UPのお手伝い

▲
「地域実践編」
と
「ステップアップ編」
では、芥見東まちづくり協議会の皆さんと一緒に
まちあるきと計画づくりを行いました。

主な活動の紹介
◆和傘教室

レンタサイ
出かけよクルで
ぎふのまっ♪
ち

◆加納まちあるき

加納地区を中心に生産される岐阜和傘は、生産量が日
本一です。岐阜市和傘振興会の協力により、伝統工芸品で

「長良川おんぱく」の体験型プログラムとして、地区の魅
力を紹介するまちあるきを開催しています。

ある和傘作り教室を開

●市民の皆さんのまちづくり活動をお手伝いします。

も応募がある人気の講

レンタサイクル
●JR岐阜駅南口

座です。

●岐阜市役所本庁舎

催しています。市外から

受付所 ＜7箇所＞

9：00〜19：00（12〜2月は18：00まで）12/29〜1/3休み
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

フェイスブックで地区の魅力の発信や活動報

るさとまつりに参加し、活動の紹介や地区内を巡

●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。

●ぎふメディアコスモス

る
「おさんぽラリー」を開催しました。

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

検索

◆研修旅行

まちづくり活動の先進地の調査・研究や地区と関係が

深い史跡等を巡り、見識と親睦を深めるため、研修旅行を
行っています。

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
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

期発行しています。また、今年度は美濃中山道ふ

加納まちづくり会

●まちなか歩き推進のための事業を実施しています。

●岐阜市長良川防災・健康ステーション

告を行っているほか、会報誌「加納の風」を不定

利 用 料 金

１００円／１日１回

◆まちづくりへの提案

利 用 期 間
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。

・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

●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

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

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

◆お出かけの際は下記の駐車場をどうぞご利用ください。

金華橋通り

旧加納町役場跡地の活用に
ついて、自治会連合会、中山道
加納宿文化保存会と連名で歴
史や文化の発信の地として、来
訪者の休憩・案内施設の設置を
市に提案しました。
また、中山道沿道の景観形成
に関する意見交換会では、景観
計画の変更に関して意見を発
表しました。

・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

9：00〜17：00 12/29〜1/3休み

●長良川うかいミュージアム

◆情報発信

にぎわいまち公社では、
こんなことをしています。

JR岐阜駅

駐車場を
活用してもっと
遊びにいこう！

第1回

講義「つなぐ人とは？」

「つなぐ人とは？」

開催日 ９月24日（土） 場所 長良川うかいミュージアム

大切なのは、さまざまな
世 代や立 場 の 違う人を
いかに巻き込むか？
「構
想力」
と
「調整力」
を持つ
「つなぐ人」
が必要。

「つなぐ人」
とはどんな人か？なぜ今求められているのか？また、講座
や今後の活動での心構えなど、講義と実習を通して受講生の想いを共
有しました。

●講義
「つなぐ人とは？」
●実習
「つなぐ人カフェ」
●実習
「カードを使った情報集約法
（集類と統合）
」

講師 蒲

勇介さん

（NPO法人ORGAN理事長）

実習「つなぐ人カフェ」

実習「カードを使った情報集約法（集類と統合）」

３つのテーマについて、
テーブルメンバー
を入替しながら話し合いました。和やかな
雰囲気で、今の活動や実現したい未来な
どについて、
おおいに盛り上がりました。

第2回

話し合いの場の手法としてカード
（ふせん等）
を使った意見出しをする時の、単なる分類で
はなく、想いを一つにする
「集類」
とその意見
の本質を見て質を高める
「統合」
の練習です。

講義「現場で生きるファシリテーション」

「参加の手法を学ぼう」

開催日 10月15日（土） 場所 長良川うかいミュージアム
話し合いなどの場における、いけてる議長さん
（ファシリテーター）
と
いけてる書記さんとしての具体的なスキルを学びました。あとは実践
あるのみです！

●講義「現場で生きるファシリテーション」
●ファシリテーショングラフィックの説明と演習
●実習「ヘビーローテーションゲーム」

グループに分かれ、全員がファシ
リテーターかＦＧを体験しました。
実際にやってみることが一番の練
習になります。また、講義の内容
もより理解が深まったようです。

恵さん

（NPO法人まちの縁側育くみ隊事務局長）

第3回

講義「まちあるきによる地域資源の探し方と活かし方」

「まちの宝物探し」

開催日 12月３日（土） 場所 芥見東公民館
「何も無い」
まちはありません。ただ気づかないだけなのです。では、
ど
んな点に注意して見たらよいのでしょう？そこを講義でしっかり学んでか
ら、
グループに分かれてまちづくりの種を探すまちあるきに出発しました。

●講義「まちあるきによる地域資源の探し方と活かし方」
●芥見東まちづくり協議会活動の紹介
●実習「まちの地域資源（宝物）探し」
●実習「まちあるきのまとめ作業」

芥見東まちづくり協議会活動の紹介

山田

正行さん

聡さん

Ｂ班「あたたかみを感じる大洞の資源」
❶旧集落を通り山田川に流れる水路
〜水と生活が共存する地域
❷願成寺の中将姫誓願桜
〜 1300 年の歴史があるご神木
❸子どもを大切にする地域
〜世代を超えて受け継がれるものや文化

Ｃ班「ふるさとになるまち『芥見南』」

副会長）

❶住人の余暇活動が活発だ
〜老人会やブルーシートの会などで
さまざまな活動をしている
❷ボランティア精神が根付いている
〜自発的に行われている草刈りや
清掃、特技を生かした活動など
❸人の集まる場所がある
〜岡本グランド、つくし公園など

まちづくりにおける
「まちあるき」
は、普段は見過ごしているような
地域資源を再発見し、まちづくり
の「種」
を探すために行います。ま
ち全体を俯瞰したり、住民が大切
にしているもの、まちのサインな
どに目を向けたりしましょう。自分
の目と足で
「気づく」
ことが大切です。

（NPO法人まちづくり学校校長（代表理事））

Ａ班「大洞里山めぐり」
❶元祖尚子ロード
〜金メダリストの通った道
❷大洞幼稚園跡地
〜世代間交流のシンボルへ
❸里山ステージ（いこいの広場）
〜守り育む地域のシンボル

市内でも高齢化
率の高い地域で
すが、住人同士の
絆を大切にし、み
どりっこバスの運
行 、見 守り活 動 、
文化活動など、さ
まざまな取組をし
ています。

（芥見東まちづくり協議会

講師 大滝

参加者みんなの想いを引き出し、目指すべき方向へ導く「まちづくりコーディネーター」
（つなぐ人）を養成する講座です。今期も、基礎
的なスキルを学ぶ「ファシリテーター基礎編」と地域で計画作りを行う「地域実践編」
「ステップアップ編」に、多くの方に受講いただきました。
今期は、芥見東まちづくり協議会の皆さんと一緒にまちあるきと計画づくりを行いました。地域内外の人が一緒になって取り組むことで、
お互いに刺激を受け、新たなアイディアも生まれたようです。

第4回

講義「まちづくり計画の組み立て方とその実際」

「まちの計画づくり」

講師 大滝

開催日 12月４日（日） 場所 芥見東公民館

●講義
「まちづくり計画の組み立て方とその実際」
●実習
「資源からまちづくりアイディアを生み出す」
●実習
「発案されたまちづくりアイディアの理念設定」

Ｄ班「桜台」
❶可能性にあふれてる‼
みんなでつくった
「みどりっこハウス」
❷ひとが集まってくる
「桜台公民館」
❸桜と坂が多いまち

❶里山・水辺の活用

里山をみんなの遊び場に
プロジェクト

・硯石で書初め大会
・山菜で天ぷらパーティ
・そうめん流し大会
❹賑わいのイベント

音楽と人のあふれる
「まち」にしたい
〜みんなで創る〜
「第九を唄う会」
岡本グランドで第九合唱

第5回

実習「発案されたまちづくりアイディアの理念設定」
各アイディアを具体的な事業計画に
組み立てます。まずは未来デザインの
ステップ１として、何のためにやるの
か？という理念を設定します。その後、
組織・予算・事業期間など、プロセスデ
ザインで計画づくりに取り組みました。

❷坂道の活用

地区対抗

三世代駅伝

「魅力的な坂道のあるまち」
をアピー
ルし、坂道を使って三世代対抗の駅
伝をすることで住人の絆を深めたい

❺特産品の開発

地元の資源を活用した芥見東
ブランドを売り出し、自立した
まちづくり活動を続ける

シデコブシの里
（芥見東）
株式会社
（ブランドイメージにする）

❸景観整備

大洞緑山の美しく統一された
景観は住民全員参加の絆でつくる
芝桜オーナー制度で、ゆくゆくは山
田川の法面から中将姫誓願桜へつ
なげたい

❻みどりっこハウスの活用

暖（ほっと）な心の囲炉裏を
つくりたい
「寺子屋Café」
子どもの居場所
＋地域の人の活躍の場

講義「まちづくりの計画づくりの紹介」

「計画づくりの実践」

講師 蒲

開催日 12月17日（土） 場所 芥見東公民館
まちづくりの計画づくりは、どれだけ多様な人や組織を巻き込める
か、予算やスケジュールまで、いかに具体的な計画にできるか、それら
をトータルプロセスデザインの手法で組み立てます。

●講義
「まちづくりの計画づくりの紹介」
●実習
「まちづくりの計画づくり」

実習「まちづくりの計画づくり」
前回と同じグループにな
り、
トータルプロセスデザ
インの手法で、さらに具
体的な計画に作り込みま
した。最後はお互いに
「共
感性」
と
「発展性」
の視点
で評価し合いました。

聡さん

計画づくりをする時の基本的な思考ステップが「未来
デザイン」です。現状を見て問題点を洗い出すのでは
なく、未来の視点に立ち、みんなの思いを集め、理念
（＝究極の目的）を定めることが大切です。

前日のまちあるきで、まちづくりの種をたくさん発見できましたが、
そこからどんなまちづくりができるでしょう？ワクワクするアイディアが
飛び出しました。

前日のまちあるきで発見したたくさんの種。そ
こからどんなまちづくりができるでしょう？みん
なでワイワイとたくさんのアイディアが出まし
た。それを６つのグループに統合し、
各自がやっ
てみたいと思うグループに分かれました。

受講生も板書
（ＦＧ）
に挑戦！

講師 名畑

つなぐ人カレッジ〜２０１6〜 を開催しました。

実習「資源からまちづくりアイディアを生み出す」

話し合いを促す
「ファシリテーター」
と議論を見える化する、書記のスキ
ル「ファシリテーショングラフィック
（ F G ）」によって 、水 平 的コミュニ
ケーションを生み、参加者に当事者意
識が芽生えるなどの効果があります。

実習「ヘビーローテーションゲーム」

ぎふまちづくりコーディネーター養成講座

勇介さん

「地域に眠る“本物”を掘り出し、みんなを巻き込む観光まちづく
り〜長良川おんぱくを事例に〜」
と題して、地域の人が当事者と
なり、地域の魅力を発信、そこからさらに異なる人を結ぶ「観光
まちづくり」
の過程を紹介していただきました。

おわりに
地元の皆さんからは、
「地域以外の人からの意見で、いろいろ
な気づきができた」
「元気の出る提案だった」
といった前向きな
感想がありました。
また、受講生からは、
「計画を具体化する難しさと楽しさを実
感した」
「自分の地域で何ができるか考えたい」
といった感想が
あり、
この講座をきっかけに、
今後の活躍を楽しみにしています。
最 後に、今 期 も 多くの 方 のご 協 力 で「 つ なぐ人カレッジ
〜2016〜」
が開催できましたことにお礼申しあげます。

