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大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 平成29年度第1回会議 会議録 

 

 

平成29年4月22日、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 平成29年度第1回

会議を大垣市多目的交流イベントハウス1階・展示室において開いた。 

 

 

１ 議題 

⑴ 平成28年度大垣市市民活動助成事業について 

⑵ 平成28年度大垣市かがやき市民手づくり協働事業について 

⑶ 大垣市まちづくり市民活動支援センターの運営実績について 

 

２ 委員の出欠 

出席委員（敬称略） 

委 員 長  菊 本   舞   委  員  久 本 たき子 

委  員  山 下 洋 平   委  員  山 崎   守 

委  員  長 瀬 ちえ子   委  員  髙 木   誠 

委  員  上 田 弘 美   委  員  中 村 広 美 

 

欠席委員（敬称略） 

副委員長  小 林 昌 廣   委  員  大 橋 浩 司 

 

３ 事務局出席者 

市民活動推進課長  杉 田 昭 子 

市民活動推進課主幹  國 枝 義 典 

市民活動推進課主査  後 藤 実穂子 

市民活動推進課主事  大 橋 良 太 

 

４ 出席団体 

みんなの未来をつくる会 

福和家 福和会 

日本クレイアニメーション協会 

翠耀会 

   ＯＥＶみどりの会 

大垣市グラウンド・ゴルフ協会 
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   公益社団法人岐阜県建築士会西濃支部 

 

10時 開会 

杉田市民活動推進課長 

皆さま、おはようございます。定刻になりましたので始めさせていただきます。 

本日は大変お忙しいところ、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 平成29

年度第1回会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。私は、本日の司会

を務めさせていただきます、大垣市市民活動推進課長の杉田でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

まず、本日の資料でございますが、事前に送付させていただきました、次第、事業一覧、

事業報告の資料№1から№8までとなります。不足がありましたら、係員の方までお申し

付けください。 

ここで、本日の会議の欠席者をご報告させていただきます。本日は小林委員と大橋委員

から欠席の連絡をいただいております。また、昨年度まで委員としてご助言をいただきま

した市來委員におかれましては、3月末で辞任されまして、新たに髙木委員が就任されま

したので、ご報告させていただきます。 

それでは、以降の進行につきましては、菊本委員長にお願いいたします。 

 

菊本委員長 

皆さま、おはようございます。大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の委員長

を務めております菊本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

早速ですが、本日は、昨年度の市民活動助成に関する事業報告をしていただきます。 

報告につきましては、お手元の資料に従いまして、進めさせていただきます。各団体に

おかれましては、10分以内でご報告をお願いしたいと思います。その後、委員の皆さま

から質疑をいただきます。委員の皆さまにおかれましては、団体を育成する、あるいは支

援するという観点から、ご意見やご助言等をいただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

それでははじめに市民活動団体設立助成について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

國枝市民活動推進課主幹 

平成28年度大垣市市民活動助成事業・かがやき市民手づくり協働事業の事業実績を 

ご覧下さい。こちらに市民活動団体設立助成を掲載させていただいております。市民活動

団体設立助成につきましては、助成率は10分の10、助成の上限は2万円となっており、団

体設立に伴う備品等の購入費に充てることとしております。昨年度助成させていただきま
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した内容につきましてですが、ＯＥＶみどりの会さんにコンパクトデジタルカメラ、大正

琴ＯＢ会さんにアンプ、時そばの会さんに播種機、人物デッサンの会さんに折りたたみ

チェアほか、ＯＳアンサンブル風さんにアンプとケーブル、筝曲「あかねの会」さんにデ

ジタルカメラとＣＤラジオということで、全部で6件の助成をさせていただきました。説

明は以上でございます。 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。 

続きまして、団体の皆さんからご報告をいただきたいと思います。初めの一歩助成を受

けられた市民活動団体さんは、昨年度2団体ございました。 

まず、みんなの未来をつくる会さんからご報告をいただきたいと思います。ご準備よろ

しいでしょうか。みんなの未来をつくる会さんの事業は、資料№1「発達支援についてみ

んなで学ぼう 交流ワークショップ＆講演会事業」になります。 

それでは、みんなの未来をつくる会さん、よろしくお願いいたします。 

 

※みんなの未来をつくる会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございます。それではただいまの報告につきまして、委員の皆さま、ご質問

あるいはご意見、ご助言等ございましたらお願いします。 

 

髙木委員 

 賛同者の増加ということがありましたが、どれぐらいの方が増えられたのでしょうか。 

 

みんなの未来をつくる会 

みんなの未来をつくる会は、スタートが10名だったのですが、会員は現在50名近くと

なっております。実際には会員にはなっていないですけれども、講演会を実施するという

計画をお伝えしたところ、知り合いに伝えてくれるということで、数には表れていません

が、そのように言っていただいた方もありました。 

 

髙木委員 

ありがとうございます。 

 

菊本委員長  

 ほかいかがでしょうか。 
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私から、質問させてください。助成申請をいただきました審議会の際には、講演会の日

程が平日ということもあって、より多くの方に来ていただけるような、広報の仕方をご意

見として伝えさせていただいたのですが、結果としては78名という、大変多くの方にお

集まりいただけたということですけれども、参加された方、あるいは参加できなかった方

も中にはいらっしゃると思いますが、それについての情報は今年度の取り組みではどのよ

うに整理されているか教えてください。 

 

みんなの未来をつくる会 

 実際に参加できなかった方に対しては、今年は10月28日に予定しているということは、

すでに個別のメッセ－ジで伝えてあります。また昨年度は平日開催ということもあり、学

校関係の方に来ていただけなかったのですが、学校関係の方にもチラシを配り、また、自

分の関係する学校の先生には、10月28日が都合つきそうでしたら出席お願いしますとご

案内してあります。 

 

菊本委員長 

ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

それでは、みんなの未来をつくる会さんにおかれましては、今年度もすでに市民活動助

成申請をいただいているところでして、今年も講演会を開かれるということですけれども、

合わせて親さん同士の情報交換の場となる交流ワークショップやお悩み相談会等も継続し

て計画されているところですので、ぜひ今年度も大きな広がりを見せていただければと思

います。どうもありがとうございました。以上でみんなの未来をつくる会さんの発表を終

わらせていただきます。 

続きまして、資料№2の福和家 福和会さんにお願いしたいと思います。福和家 福和

会さんには、「からだに美味しい健康講座＆調理実習事業」の報告を行っていただきます。 

それでは、福和家 福和会さん、よろしくお願いいたします。 

 

※福和家 福和会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。委員の皆さまから、ご意見、ご質問等いただければと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

久本委員 

事業効果のアンケート調査で、8名のアンケートということでしたが、参加者の平均年

齢はどれくらいでしょうか。 
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福和家 福和会 

 年齢は聞きにくくて、聞いてはいないのですが、定年退職された男性の方が1名あった

ほか、平日の昼間でしたので、主婦の方が多かったです。三世代で参加された方もあり、

おばあちゃん、娘さん、お子様、そういった形の参加もありました。 

 

久本委員 

 どちらかというと、高齢の方が多かったですか。 

 

福和家 福和会 

 高齢の方が多かったです。若い方もいらっしゃいましたが、名古屋から毎回参加される

40代の方もいらっしゃいました。 

 

久本委員 

高齢の方ばかりではないということですね。 

 

福和家 福和会 

月によってばらばらでした。内容によって変動していました。 

 

久本委員 

 分かりました。反省点のなかで、毎回20名程度の参加を見込んでいたが、参加費の  

2,000円が高いという意見が多く、予想を下回る参加者数だったとありましたが、参加費

は材料費だと思うのですがどうですか。 

 

福和家 福和会 

 はい、2,000円というのは材料費で、今後は500円位にしていきたいと思います。 

 

久本委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

 ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

 

髙木委員 

参加者が増えるということも重要かもしれませんが、今回参加されている方が非常に満

足であれば、あまり数の増加にはこだわらなくてもいいのかなと思いました。また、主婦
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の方が多いとか、定年の方がいらっしゃるとのことですが、趣旨を存じ上げないので分か

りませんが、お休みの日に子どもさんが来るような機会を設けるとか、そういうことも

あってもいいのかもしれないなと思いました。 

 

福和家 福和会 

検討したいと思います。ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。 

 

長瀬委員 

メニューを見ますと、すごく興味深いのですが、8回のうち参加された方はだいたい同

じような方が参加されたのでしょうか。それとも毎回違った方が参加されたのでしょうか。 

 

福和家 福和会 

ほとんど参加される方は同じ方が多かったです。たまに入れ代わりで新しい方が入って

みえたり、広報おおがきを見ての参加の方も、初めて参加される方もありました。 

 

長瀬委員 

会を重ねるごとに、チラシの枚数が増えていますが、これはより多く集めたいというこ

とでしょうか。 

 

福和家 福和会 

そうです。20名という人数にこだわっていましたが、届かなかったので、チラシの配

布を増やしました。 

 

長瀬委員 

 実施された場所は、みなさんで調理をするスペースがあるキッチンなのでしょうか。 

 

福和家 福和会 

6畳2間のスペースです。 

 

長瀬委員 

その中で皆さん一緒に作られるのですか。コンロとかの設備は写真を見る限り分からな

いのですが。 
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福和家 福和会 

家庭のキッチンです。 

 

長瀬委員 

手軽にできるというねらいがあるということですね。ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

 ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

先程、髙木委員からもご助言がありましたが、参加された方が予定されていた20名に

届かなかったということで、毎回参加されるのは難しいということがあるので、反省でも

あげていただいていますが、ぜひ継続して多くの方が参加できるような形をとっていただ

きたいと思います。ただ、このような調理実習的なものは、色々な地区でやられています

ので、あえて裾野を広げるということだけではなく、団体さんならではの、ここはやっぱ

り大事だというところがおありだと思いますので、そこを大事にして、ぜひ継続していっ

ていただければと思います。 

以上で福和家 福和会さんの報告を終わります。どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして「市民活動助成」の報告に移りたいと思います。昨年度は、市民

活動助成は4団体から申請がございました。 

はじめに、資料№3、日本クレイアニメーション協会さんから報告をしていただきたい

と思います。事業名は「クレイアニメ体験普及事業」です。それでは、日本クレイアニ

メーション協会さん、よろしくお願いいたします。 

 

※日本クレイアニメーション協会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。それでは、委員の皆さまから、ご意見、ご質問等いただけれ

ばと思います。いかがでしょうか。 

 

山下委員 

非常に興味深い内容で、こういう体験が出来るというのは非常に大切だと思いますが、

昨年13回という回数の多い中で、これだけ人数を集められたわけですけれども、回数を

しぼり、毎回20名程にするなど、今後も続けていただきたいと思います。 

 

菊本委員長 

 ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 
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髙木委員 

 こういう教室以外にも、効果に記載してあります病院やアフタースクールなど、そうい

う所の引き合いというのは、どのような状況になっていますでしょうか。 

  

日本クレイアニメーション協会 

実は、デイサービスでの実施が危うくなりそうで、今年から、新しい法令が施行され、

職員数の半数以上を資格をお持ちの方にするということになると、我々のように外部から

入る人間も含めての人数になってしまうので、講座が開けないかもしれないと各務原の施

設の方から言われています。我々が資格をとるということは大変なことですが、有資格者

がたくさんいるような施設でやっていただくことができるよう、様々な施設にダイレクト

メールを送ったりしていますが、もし皆さま方でそういうお知り合いの方がいらっしゃっ

たら、ぜひご紹介いただきたいと思います。 

このクレイアニメというツールそのものが、リハビリに非常に有効だということが経験

上分かりました。我々は何も指導していません。ツールを用意してさあみんなやってくだ

さいと、そこには指導を何も入れないで、とにかく45分間はやりたいようにやりなさい

というような形にしておくと、延々と次は何をつくろう、次は何をつくろうというふうに

やっていっていただき、事業がここまで続いたのですが、もしそういうことが必要な場所

があるならば、ぜひご教授ください。よろしくお願いします。 

 

菊本委員長 

ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

では、クレイアニメーション協会さんについては、今回で助成終了ということで、来年

度からは助成事業から離れていくことになりますが、始められたときは、クレイアニメー

ションをとにかく子どもたちに伝えたいという思いから始められたと思います。様々な支

援のニーズをもっていらっしゃる方々に向けて非常に役立つ、貢献できるものだと、助成

事業の活動を通して感じてこられた、非常に発展的に展開されてきたということを見せて

いただいて、本当にうれしく思っています。ぜひ、皆さんのお知り合いの中で、ニーズを

お持ちの方があるという情報をお持ちでしたら、ご紹介いただければと思いますし、今後

も発展的に活動されますようお願いいたします。ありがとうございました。 

次に、資料№4の翠耀会さんにご報告をいただきたいと思います。事業名は「広げよ

う！ボランティアの輪事業」です。それでは、翠耀会さんよろしくお願いいたします。 

 

※翠耀会：事業報告書に基づき発表 
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菊本委員長 

ありがとうございました。それではただいまのご報告につきまして委員の皆さまからご

意見、ご質問等いかがでしょうか。 

 

長瀬委員 

私は、職業訓練品として作られた鞄が大好きで、これを持って歩いていると、知らない

方と病院の待合室で待っていますと、「それどこで買ったの」と聞かれますので、これは

翠耀会さんという団体の方が、元気ハツラツ市とかがやきライフタウンイベントで販売し

ていますよとＰＲさせていただいています。色合いが変わっていたりして、興味を持って

いただけるので、非常にいい作品だと思っています。今後も活動を続けていただきたいと

思います。 

 

翠耀会 

 ありがとうございます。昨日も養老町のホームセンターへ行き、私がショルダーかばん

を持っていたのですが、「これいいね、ひとつ欲しいわ」と言って注文を受けました。そ

ういう形で、非常に評判であり、ストリートチルドレンの子どもたちが一生懸命作ったも

のは、やはり愛情が込もっているのです。もうひとつ言い忘れましたけれども、私どもの

基本的な姿勢ですけれども、今年も小学校4年生の子が現地へ行ってくれるのですが、ベ

トナムの子どもたちと日本の子どもたちとの比較の中で、やはりゼロの基点を日本の子ど

もたちは間違えているのではないか、ということを私の思想としてもっています。現地は

物がないというのがゼロ、こちらは、物があっても自分の欲しいものがあるかどうかとい

うのがゼロなのです。したがって、ゼロの基点というものを再認識し、本来ないものがゼ

ロということを、きちんと認識させていく必要があると思っています。子どもたちに講演

する場合は、そのことを含めて色々な話を伝えていきたいと思っています。 

 

菊本委員長 

ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

私からよろしいでしょうか。先程、助成を受け、広がりがあったということをおっ

しゃっていただいて、うれしく思いますが、2001年からすでに活動を継続されおり、広

がりをみせている活動だと思うのですけれども、金額が少なくても市民活動の助成をうけ

るということは、団体さんにとってやはりメリットがあると思っておられる点があれば、

率直に教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

翠耀会 

該当するものが、活動団体によって違ってきます。大きなお金をいただけることがひと
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つのプラスになることもあるでしょうし、私どものように、小さな助成金でも非常に助か

ることもある。ただ問題として、助成期間は3年ですので、3年過ぎたあとに、我々のよ

うに貧弱な団体としてはどうしたらいいのかということになる。職業訓練品を売りながら

その中から経費を出して、パンフレットを作っていける、将来的にはそうしたいと思いま

す。初めの一歩助成を含めると、4年で助成終了になりますから、その後の継続について

はそのように考えていますが、大きなお金を扱われるところは、非常に難しいのではない

かと思います。助成金額を減らしてでも、例えば25万円を10万円ぐらいにしながら、 

10年間助成してあげましょうという活動の方がいいような気がするのですけども、非常

に私どもとしては、助かっています。助成金をいただけるということは、非常にありがた

いと思っています。 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。新たなご提案をいただいたということで、受け止めさせてい

ただきたいと思います。ほかにも皆さまいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

翠耀会さんにつきましては、今年度も助成事業を活用されながら活動されていかれると

いうことですが、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

続きまして、資料№5、ＯＥＶみどりの会さんにご報告をいただきたいと思います。 

事業名は「みどり育む学校づくり事業」です。それでは、ＯＥＶみどりの会さんよろしく

お願いいたします。 

 

※ＯＥＶみどりの会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

 ありがとうございました。それでは委員の皆さまから、ご意見、ご質問等いただければ

と思います。いかがでしょうか。 

 

髙木委員 

 今、主に東校区のあたりでやっていらっしゃると思いますが、それが拡大するような、

他の校区での活動を考えていらっしゃいますか。 

 

ＯＥＶみどりの会 

私どもの受け皿としては、あと1か所くらい実施したいと思っていますが、現在実施し

ております三城保育園が再来年の春に幼保園になると、今の場所ではなくなってしまうと

いうことを聞いておりますので、その代替ということもありますし、もう1か所くらいと

いう話がありますが、今実施している3校をやる場合でも、学校側の事情によるものが大
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きく、こちらから希望してそのまま進めていくという形ではないものですから、口コミで

あるとか、紹介をもって初めて学校にご理解いただいているということがあります。 

 

菊本委員長 

今の質問の続きになりますが、団体さんとしては、要望があれば、他の小学校や施設に

もという思いをお持ちでいらっしゃるということでよろしいでしょうか。 

 

ＯＥＶみどりの会 

はい、そう思っております。 

 

菊本委員長 

分かりました。ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

 

久本委員 

先程の活動の中で、高い木に登っての作業とありましたが、今まででけがをされた方は

いらっしゃいますか。 

 

ＯＥＶみどりの会 

おかげさまで、ありませんでしたが、危ない場面はありました。 

 

久本委員 

 収支決算書の支出欄で保険料がゼロということで、こういった活動をされていて保険料

がゼロというのが少し気になったので、すごく色々な活動をされて、危険が伴えば、子ど

もたちにも危険かもしれないですけど、活動されている方も危険な場面があるので、安全

面を考えて、保険も検討されたらいいのかなと思います。 

 

ＯＥＶみどりの会 

ご指摘ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

会としてご検討はされてますでしょうか。 

 

ＯＥＶみどりの会 

中学校に関しましては、学校側の配慮で学校支援ボランティアの活動の一環として、保

険対象として登録させていただいています。 
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菊本委員長 

それは学校や施設との関係の中で、決まっていくというのが現状ということですね。 

 

ＯＥＶみどりの会 

はい、そうです。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。 

どうしても樹木の処理費が多くかかるということで、助成金を使えるうちは、それに充

てられていると思うのですが、実際、団体のみで活動を継続していくことを考えると、こ

の処理費というのはかなり負担になると思います。そのあたりについて、どうお考えです

か。 

 

ＯＥＶみどりの会 

例えば、昨年度から参加費を小額ですが、会員の皆さまから徴収させていただいており

ます。助成を受けた2年間で活動が非常に進みましたので、学校側とも調整させていただ

いて、処理費の中心が高木の処理ですが、低木ですと通常焼却処理で済みますので、先程

ご指摘いただいたように危険という問題もありますので、学校側とも調整しながら高木の

処理に関しては、少し手を引いていこうと考えています。例えば最近の活動の中で言いま

すと、昨年、中学校で5ｍ位の高さで3階位までいく、秋になると非常にきれいな木があ

るのですが、とても私たちだけでは無理なので、教育委員会にもお願いして、高枝調整し

ていただいた。それによって枝葉だけの処理ででき、そうすると焼却だけで済みますので、

学校側との調整が必要となりますが、希望があった場合もそういったことしかやらないと

いう前提で事業を進めていかないと、処理費ばかりかさんでいくので調整したいと考えて

います。 

 

菊本委員長 

今のご指摘はとても大事なことで、市民活動としてできる範囲と、行政や専門的な機関

の方で処理していくべき問題であるのかを、活動の実績と、専門的な知識をもっていらっ

しゃる方であればこそ、市民活動側の意見という形で提言していただけるのではないかと

思いますし、学校との信頼関係もあって、実績の積み重ねの中でできるとご拝察いたしま

す。ありがとうございます。 

ほかいかがでしょうか、よろしいでしょうか。 

では、今年度も引き続き活動を続けられるとのことですので、よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 
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 市民活動助成の最後になります大垣市グランド・ゴルフ協会さんにご報告をいただきま

す。資料№6「グランウンドゴルフで楽しく健康づくり事業」です。それでは、大垣市グ

ランド・ゴルフ協会さんよろしくお願いいたします。 

 

※大垣市グラウンド・ゴルフ協会：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。それでは委員の皆さまから、ご意見、ご質問等いただければ

と思います。いかがでしょうか。 

 

長瀬委員 

 今後の方針ということで、健康増進や老若男女を問わないとありますが、昨年度私も初

めてグラウンドゴルフを地域の方でやらせていただいたことがあるのですが、結構楽しく

できましたので、本当手軽にできるスポーツだと思います。会員の方もすごく増えてきて

いますけれども、大変だとは思いますが、今後とも活動を続けていただきたいと思います。 

 

大垣市グラウンド・ゴルフ協会 

ありがとうございます。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。 

 

大垣市グラウンド・ゴルフ協会 

ひとつ問題点で申し上げれば、大きな大会は400人が限度でございまして、できたら

1,000人規模の大会をやりたいのですが、それができない、会場の都合でできないという

ことです。できたら、杭瀬川の河川敷でグラウンドゴルフができるようになればありがた

いということを、市へ要望として出しております。 

 

菊本委員長 

ありがとうございます。急激に会員数も順調に増えているということなので、うれしい

悲鳴の一方、期待とかニーズにどう答えるか、先程のＯＥＶみどりの会さんと同じなので

しょうけれども、市民活動でできる範囲というところで、市全体で健康づくり、あるいは

スポーツ振興というところでの関係性を、これからぜひ市民活動側からご提案いただけれ

ばうれしいなと思います。 

委員の皆さま、よろしいでしょうか。 
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では、以上をもちまして各団体からの報告を終わります。ありがとうございました。 

次に「かがやき市民手づくり協働事業」の報告に移りたいと思います。資料№7、公益

社団法人岐阜県建築士会西濃支部さんの「杭瀬川河川敷有効利活用プロジェクト」です。

それでは、岐阜県建築士会西濃支部さんよろしくお願いいたします。 

 

※公益社団法人岐阜県建築士会西濃支部：事業報告書に基づき発表 

 

菊本委員長 

 ありがとうございました。それでは委員の皆さまから、ご意見、ご質問等いただければ

と思います。いかがでしょうか。 

 

髙木委員 

 いわゆる地産地消という形でとてもすばらしい事業をやっていらっしゃるなと感じたの

ですが、やはり、地産地消プラス人という意味でも、地産地消といいますか、市民が茅を

葺き替えるということは非常にすばらしいことだと思います。とはいえ、なかなか難しい

部分も非常にあって、建築士会さんということで、自分たちの仕事をしつつ、こういう活

動をされてらっしゃるということで、建築士会さんの中でこの事業、このプロジェクトを

どのように位置付けをしてみえますか。 

 

公益社団法人岐阜県建築士会西濃支部 

実は、建築士会でも助成報告会議をやっています。平成29年度に茅葺き体験実習を手

がけるなど、建築士会の中でも広く計画していこうという方向です。建築士会連合会では、

空き家対策、歴史のまちづくり、防災のまちづくり、福祉のまちづくり、景観のまちづく

りの5つの部門の部会をつくりまして、全国ネットで展開していこうということになりま

した。私がやっているのは景観なのですが、景観の事例はまだまだ少ないです。実際、岐

阜県内での景観の事例としては、多くはありません。歴史というと、例えば赤坂の街道や

美濃の街道などがありますが、景観というと、人と人のつながりをどうもっていくか、昔

は地域コミュニティというのがあったため、景観を維持することができましたが、今それ

が薄れてしまっている、崩壊してしまっているわけです。だから、そういったことまで踏

み込んでいければいいと思いますし、実際上石津で茅葺きをしたときは、合計で5、6名

の方に参加していただき、最後までやっていただけた方が2人みえました。 

 

菊本委員長 

ほかいかがでしょうか。 
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菊本委員長 

今回、茅マイスター養成ということで、参加人数をご報告いただきましたが、参加され

た方の年齢構成ですとか、先程の上石津では5、6名とおっしゃいましたが、大垣市内の

方の割合はどれぐらいですか。 

また、建築関係の方が多いのか、あるいは一般市民の方の関心が高いのか、教えていた

だけますか。 

 

公益社団法人岐阜県建築士会西濃支部 

7割が建築士会員で、3割が一般です。一般のうち、ＮＰＯ団体の校舎のない学校さん

が、2名参加していただけました。校舎のない学校さんは、坂内村に茅葺き屋根の施設を

寄付して、活動を展開している団体です。地域には茅場がちゃんとあり、ススキも生えて

いますが、それを刈る人がいないというのと、技術がないのでどうしたらいいか分からな

いということで、それを勉強するため2名参加いただきました。興味があって来ていただ

けた方もあります。 

校舎のない学校の2名は、大垣市在住の方で、ずっと参加いただいているということで

す。年齢構成は、60代後半くらいで女性が2名で、それ以外は若手が多いです。若手が多

いといっても、40代、50代です。実は茅葺に関するアンケートも準備したのですが、個

別訪問できなくて、実施できていないのが現状です。今後、一軒一軒まわって、維持して

いきたいのかどうか、29年度はきちんとそれをやったうえで、進めていきたいと思いま

す。われわれ建築士としては、やはり日本の郷土風景の茅葺き屋根のほうがいいのかなと

いうことを感じています。それと、上石津地域は都市計画区域外です。だから茅葺きが維

持でき、残る。郊外の水屋建築の集落は残そうと思えば残していけるというふうにも考え

ております。 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。今年からは、建築士会さんを中心にやられるということです

けれども、昨年度事業でやってきたネットワークやＮＰＯの方もご参加いただいたという

ことですので、新たに茅マイスターの方が増えて、一般市民の方にも関心をもっていただ

けるような事業を展開していっていただきたいと思います。ありがとうございました。 

団体の皆さまにおかれましては、ありがとうございました。今年度も継続して助成を受

けられる団体さんもみえますので、引き続き発展的に展開されることを願っております。 

続きまして、大垣市まちづくり市民活動支援センターの運営実績につきまして、事務局

から報告をお願いいたします。 
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國枝市民活動推進課主幹 

それでは、資料№8「平成28年度大垣市まちづくり市民活動支援センターの運営実績に

ついて」をご覧ください。 

大垣市まちづくり市民活動支援センターは、多目的交流イベントハウス内にございます

が、市民活動育成支援のための貸館業務のほか、市民活動団体や事業の情報発信、ＮＰＯ

法人設立や団体運営等に関する相談などのサポート業務を行っております。平成28年度

の主な活動の実績でございますが、まず市民活動セミナーにつきましては、市民活動団体

の活動に参考となるような講座を年4回実施しました。講座内容といたしましては、「相

手に伝わる 伝える会話術」、「マイナンバー制度勉強会」、「ネット社会のセキュリティ対

策～あなたの情報は大丈夫？～」、「～伝える方法、学んでみませんか？～聞き手を動かす

プレゼンテーション」という内容で講座を開催させていただきました。 

市民活動相談でございますが、年間で1,145件相談がございました。相談内容としまし

ては、団体運営について、イベントに参加・協力していただける団体・講師を紹介してほ

しい、他団体と協働したい、市民活動団体登録・登録内容の変更について、事業のＰＲ方

法について、助成金についてというような相談が多くございました。それに対しては右側

の対応のように対応させていただきました。その他に図書コーナーも設置してございます。

図書コーナーは大垣市立図書館の蔵書や間仁田幸雄さんから寄贈を受けました図書を市民

活動団体に貸し出しました。その他、広報活動につきましては、元気ハツラツ市でのＰＲ

やメール配信、ホームページによる情報発信を行いました。 

多目的交流イベントハウスの利用状況でございますが、1階の展示室と3階に会議室が2

部屋ございまして、平成28年度は1年間で25,459人の方にご利用いただきました。その他、

来館者数としては、センターでは観光情報も発信しておりますので、観光案内等で来られ

る方もおみえになりますが、全部で3万人を超える方にご利用をいただきました。参考ま

でに、昨年度の利用状況が掲載してございますのでご覧いただければと思いますが、全体

的に28年度の方が増加しております。説明は以上でございます。 

 

菊本委員長 

ありがとうございました。ただ今ご説明いただきましたまちづくり市民活動支援セン

ターの運営実績につきまして、委員の皆さまからご質問等ございましたらお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、これをもちまして事業報告

を終了させていただきます。ありがとうございました。 

それでは最後「その他」でございますが、全体を通して何かございましたら、ご発言を

お願いいたします。よろしいでしょうか。 

特にないようですので、これをもちまして、議事を終了させていただきます。 
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杉田市民活動推進課長 

皆さま長時間に渡りありがとうございました。委員の皆さまにおかれましては、任期が

6月末までとなっております。今回の報告会が最後の委員会になります。2年間どうもあ

りがとうございました。 

それでは、これをもちまして、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会 平成

29年度第1回会議を終了させていただきます。本日は長時間にわたりありがとうございま

した。 

 

12時15分 閉会 


