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井の口まちづくり会

「井の口」の景観

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 2 9 年 3 月 発 行
岐阜市柳ケ瀬通1-12（岐阜中日ビル2階）
TEL 058−266−1377 FAX 058−215−7155 ホームページ http://www.gifu-nigiwai.org

「井の口」は、道三公・信長公が築いた城下町の中心に位置し、現在も寺社仏閣や、町家など
の歴史的建造物が建ち並ぶ良好な景観を形成しています。

井の口まちづくり会
平成20年3月に設立した「井の口まちづくり会」は、岐阜大仏や妙照寺など由緒ある歴史的財産や文化資産に恵まれた地域を
中心に、住民自らが活動することにより良好な景観形成及び文化の継承と発展に寄与することを目的に活動しています。
7月には般若寺にて、笹飾りや灯ろうにより幻想的な夜を演出した中での「まちなか七夕コンサート」や、10月には井の口のま
ちなかに隠されたアート作品を探すスタンプラリー「まちなかお月見アート」、
さらに1月には、岐阜大仏様への年賀状が展示され
る
「大仏様への年賀状展」、2月には全日本学生落語選手権「策伝大賞」へ参加した学生が集まり、身近な地元で落語を聴くことが
できる
「井の口寄席」が、継続的に開催されています。
また、平成25年度より、地元に残る町家の魅力を再認識するとともに、町家にお住まいの方への感謝を込めて、
「まちの文化的
建造物 顕彰制度」を発足し、定期総会にて標札を贈呈しています。
これ以外にも、
まちづくり会が実施した活動内容を紹介する
「井の口まちづくり会通信」を年2回発行し、会員や地域の住人など
に配布したり、
井の口のまち歩きに訪れた方々へ、
まちの見所などを紹介した
「金華・井の口マップ」
を作成し提供したりしています。
今後も、岐阜市発祥の地で活躍される井の口まちづくり会のさまざまな活動を、楽しみにしています。

岐阜市にぎわいまち公社が魅力UPのお手伝い

活動の紹介

●まちなかお月見アート

●大仏様への年賀状展

イベント相談窓口を開催！
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

土・日祝祭日を除く、9：30〜17：00

場 所

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。

平成29年は、岐阜市と近郊の地域より、3歳児から
お年寄りまでの幅広い世代から380枚の年賀状が届
きました。投函数は年々増加しており、展示された作品
には大仏様を描いたものや、
「大仏様 本年も見守って
下さい」など親しみを込めた言葉も多数寄せられまし
た。

満月にあたる10月15日（土）は、夕
方6時からクイズラリーが開催されまし
た。スタートは松尾芭蕉か滞在したこと
もある妙照寺。1人ずつ鐘をついたら、
マップを手にいざ出発です。井の口のま
ちなみに隠された5つの「しつもん」を
全て見つけて、答えをマップに書き込ん
だらゴールへ。ゴールの伊藤家（ふくろ
う絵工房）では、手作りの美味しいぜん
ざいが振舞われました。

レンタサイ
出かけよクルで
ぎふのまっ♪
ち

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。

レンタサイクル
●JR岐阜駅南口

●町家の勉強会

●「井の口まちづくり会通信」と「金華・井の口マップ」

「熊本地震から学ぶ木造住宅の備え」
と題し、京町家
の耐震性能評価等の研究の専門家である京都大学大
学院教授の林先生をお招きし、地震に対する住まいの
備えを考える勉強会を
開 催しました。住 民に
とっても大変わかりや
すく興味のわくお話で、
講演後の質疑応答も活
発に行われました。

地元の方やまちを訪れる多くの方たちへ、
「井の口」の魅力を発信
しています。
「金華・井の口マップ」は平成28年に3回目の改訂がさ
れ、
さらに内容が充実されました。
井の口まちづくり会
通信

受付所 ＜7箇所＞

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

▼

▼

金華・井の口マップ

●まちなか歩き推進のための事業を実施しています。

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

●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。

●岐阜市長良川防災・健康ステーション

●ぎふメディアコスモス

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

織田信長公岐阜入城・岐阜命名４５０年記念プレ事業として
まちなか歩きイベントを開催しました。
まちなか歴史ウォーク〜信長公ゆかりの地めぐり〜

１００円／１日１回

信長公からの指令を達成し、戦を勝利に導くというス
トーリー仕立てのウォーキングイベントを開催。
親子連れを中心に、多くの参加者が岐阜のまちに点在す
る信長公ゆかりのスポットを巡りました。

ステーション)の様子

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。

・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

◆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

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

■日時：１１月１９日
（土）
・
２０日
（日）
１０時〜１６時
■受付場所：①柳ケ瀬あい愛ステーション
②ぎふメディアコスモス
（せせらぎの並木 テニテオ）
▲受付（柳ケ瀬あい愛
■参加者：約8００名

利 用 期 間

・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

金華橋通り

▲歴史講演の様子
■日時：５月29日
（日）
９時〜１２時３０分
■内容：第１部 歴史講演「信長公居館と濃姫御殿」
（岐阜公園総合案内所前広場）
第２部 信長公などのゆかりの地をめぐる
まちなか歩き
（岐阜公園〜ぎふメディアコスモス周辺） ▲まちなか歩き
（現地解説）
の様子
■参加者：約６０名

利 用 料 金

まちなか歴史クイズウォーク〜信長公からの指令〜

・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

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

信長公居館跡の発掘調査に基づく歴史
講演と信長公などのゆかりのスポットを
巡るまちなか歩きを開催。
岐阜市教育委員会や岐阜市まちなか
案内人の協力により、信長公や岐阜の歴
史を楽しく学ぶことができました。

49号

JR岐阜駅

駐車場を
活用してもっと
遊びにいこう！

ぎふ景観まちづくりファンド助成制度のご案内

ファンド助成物件のご紹介

道三公・信長公が造った城下町の金華地区、1300年以上続く鵜飼の里である鵜飼屋地区など、現代に引き継
がれてきたこれらの歴史的なまちなみは、岐阜市民の誇りであり、残すべき財産です。こうした景観が評価され、
平成２６年には「長良川中流域における岐阜の文化的景観」が国の重要文化的景観に認められ、また平成２７年に
は「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜が日本遺産に認定されました。
にぎわいまち公社では平成２０年にぎふ景観まちづくりファンドを創設し、金華地区・鵜飼屋地区の歴史的なまち
なみに合わせて修景する工事などに対して、これまでに約100件の助成を行ってきました。
平成２９年度もファンド助成を行いますので、金華・鵜飼屋地区で修景工事をご検討の方はご相談ください。

事例
工
象
対
Cafe Chat 茶人

オーナー

❶歴史的建築物の維持復元を行う場合（200万円まで）
例：日本瓦の葺き替え、格子や木製引き戸の設置、外壁を黒漆喰
仕上げにする工事など

❸伝統的な素材（木材・漆喰など）
を
用いた門・塀を新設する場合
（50万円まで）

❹駐車場出入り口に木製格子などを
新設する場合（50万円まで）

山崎夫妻

❻建築設備への目隠しを
新設する場合
(5万円まで)

改修前

改修後

❷歴史的工作物
（門・塀）
の維持を
行う場合
（200万円まで）
ご主人自慢の手打ちそばや、 奥の中庭では、お客様が記念
飛騨牛ハンバーグのランチな 撮影されていかれることもし
ばしば。
どが楽しめる。

❺屋外広告物の設置や
除却をする場合
(30万円まで)

珈琲茶館 左岸

※歴史的建造物
に限り、構造補
強（筋交い等の
新設等）を行う
場合は、追加で
100万円まで
助成が可能

空き家になっていた築
100年以上経つ奥様の
実家を改装し、念願だっ
たカフェを始められまし
た。ランチでは岐阜三大
畜産物を使ったメニュー
を提供し、食材だけでな
く美濃焼の器や、春慶塗
りのスプーンや箸を取り
揃えるなど、岐阜愛に溢
れ、オーナーのこだわり
が感じられるお店です。

事前に申請が必要です。

オーナー夫人

桑原さん

美術館の学芸員もされ
ていたオーナーは、かつ
てパリでセーヌ川の左岸に
お住まいだったことから、
長良川の左岸とかけて店
名を決められました。
助成対象の塀と同じく明
治時代築の建物を活用し
た店内は、高品質の木材
と当時最先端の芸術性の
高い装飾により、気品と優
雅さが漂っています。

正面の腰壁部分は洗い出しから鎧張りに改修。
開口部は格子で統一し、趣のある外観になった。

改修前

改修後

この機会にぜひご相談
ください。

お店のオススメは見た目も
美味しいカプチーノとシフォ
ンケーキ。

都市景観奨励賞に輝いた素
敵な看板がお出迎え。

門の入口を広げ、雰囲気のある木製引き戸に改修。
巾着の鬼瓦など歴史を感じる外観を残して頂いた。

