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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24年度第2回会議 議事録 

 

平成24年5月27日、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会平成24年

度第2回会議を大垣市まちづくり市民活動支援センターにおいて開いた。 

 

○議題 

⑴ 平成24年度大垣市市民活動助成事業・大垣市かがやき市民手づくり

協働事業公開審議会について 

⑵ 総合評価審議会について 

○委員の出欠 

出席委員（敬称略） 

委 員 長  菊 本   舞     副 委 員 長  小 林 昌 廣 

委 員  加 藤 有 子     委 員  大 橋 庄一郎 

委 員  吉 田 益 代     委 員  溝 口 隆 司 

委 員  川 本   徹       

欠席委員（敬称略） 

委 員  長 瀬 ちえ子     委 員  白 木 久美子 

委 員  蔦 屋 華由子  

○事務局出席者 

かがやきライフ推進部長  河 内 雅 善 

市 民 活 動 推 進 課 長  髙 木 義 彦 

市民活動推進課長補佐兼市民協働係長  髙 木 俊 介 

市民活動推進課主査  中 野 章 子 

市民活動推進課主任  若 園 丈 優 

○オブザーバー 

高齢介護課課長補佐兼在宅福祉係長   三 浦 陽 子 

文化振興課文化振興係長   後 藤 威 博 

商工観光課商工振興係長  中 島 茂 樹 

都市計画課景観整備係長  下 中 正 人 

都市計画課景観整備係主査  髙 木 康 洋 

子育て総合支援センター担当係長  山 田 朋 子 

○出席団体 

向こう三軒両隣を推進する会 

特定非営利活動法人映像プロジェクト 

特定非営利活動法人水都まちづくり 

社団法人岐阜機縁建築士会西濃支部 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 
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特定非営利活動法人ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

まちづくり工房大垣 

 

                               

9時 開会 

 

髙木市民活動推進課長 

皆さま、おはようございます。本日は、大変、お忙しいところ、平成24年

度大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会第2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、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髙木でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。開会に先立ちまして、本日の欠席者のご報告をいたします。長

瀬委員、白木委員、蔦谷委員から欠席のご連絡をいただいております。また

本日は、各事業の協働先となります、市の担当課、高齢介護課、文化振興課、

商工観光課、都市計画課、子育て総合支援センターの職員もオブザーバーと

して同席させていただきます。さて本会議につきましては、個人情報に関す

る事項はないため、公開とさせていただきます。それでは以後の進行につき

ましては、菊本委員長にお願いいたします。 

菊本委員長 

おはようございます。菊本でございます。よろしくお願いいたします。そ

れでははじめに、本日の会議録署名者を決めたいと思います。川本委員さん

にお願いできますでしょうか。 

 （川本委員了承） 

  それで次に、議題1「平成24年大垣市市民活動助成事業・大垣市かがやき市

民手づくり協働事業公開審議会について」、議題2「総合評価審議会につい

て」、事務局から、説明をお願いいたします。 

 （髙木市民活動推進課長補佐兼市民協働係長が次の資料を説明） 

  〈資料説明〉 

・別添資料－平成24年度市民活動助成・かがやき市民手づくり協働事業

の申請書 

 

※平成24年度大垣市市民活動助成事業及び平成24年度大垣市かがやき市

民手づくり協働事業公開審議会後に、総合評価審議会を開催する旨を説明 

 

菊本委員長 

ただいま、資料のご説明をいただきましたが、これにつきまして、ご意
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見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

（意見、質問なし） 

それでは、平成24年度大垣市市民活動助成事業及び平成24年度大垣市か

がやき市民手づくり協働事業公開審議会の後に、総合評価審議会を開催い

たしますが、総合評価審議会につきましては、自由に意見交換いただきた

いと思いますので、非公開とさせていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

（異議なし） 

それでは、非公開とします。ほかにご意見等はよろしかったでしょうか。 

髙木市民活動推進課長 

  事務局から少しお話をさせていただきます。総合評価審議会につきまし

ては、今のところ11時頃から開始させていただきます。その時に菊本委員

長からご説明があると思いますが、溝口委員につきましては、特定非営利

活動法人水都まちづくり及びまちづく工房大垣の関係者となりますので、

総合評価審議会におきましては、退席をいただく予定となっております。

また公開審議の場におきましての発言等につきましては、控えていただき

たいと思います。以上でございます。 

菊本委員長 

ありがとうございました。それでは、この後、平成24年度の市民活動助

成及びかがやき市民手づくり協働事業の公開審議を開催いたしますので、

貴重品をお持ちになって2階会議室へご移動をお願いいたします。 

 

 

                               

9時30分 再開 

 

菊本委員長 

おはようございます。本日は、ご多用のところ、平成24年度大垣市市民活

動助成事業・大垣市かがやき市民手づくり協働事業公開審議会にお集まりい

ただきまして、誠にありがとうございます。 

私、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。 

さて、本日は、今年度の市民活動助成事業、そしてかがやき市民手づくり

協働事業に応募いただきました団体の皆様から、プレゼンテーションをいた

だきます。団体の皆様には、熱意あふれるプレゼンテーションをしていただ

けることと期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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また、せっかくの機会ですので、団体の皆さまには、お互いのプレゼン

テーションを聞き合っていただいて、今後の活動のご参考にしていただきた

いと思っております。 

委員の皆さまにおかれましては、プレゼンテーションに対して、ご意見、

ご質問等をいただきたいと思います。 

それでは、はじめに公開審議の進め方について、簡単にご説明させていた

だきます。 

公開審議は、お手元にお配りしております資料に従いまして、進めさせて

いただきます。今回7団体からご応募いただいておりますので、団体の皆さま

それぞれからご提案いただきます。プレゼンテーションの時間は、1団体につ

きまして7分以内でお願いいたします。残り時間が2分となりましたら、事務

局からチャイムで合図をさせていただきますので、時間内でプレゼンテー

ションを終了させていただきますよう、よろしくお願いいたします。そのあ

と委員の皆さまからご意見、ご質問等をいただきたいと思います。 

それでは、ただいまから公開審議会を開始させていただきます。 

初めに、資料№1、「市民活動助成事業」の「初めの一歩助成」、向こう三軒

両隣を推進する会さんの「地域住民による高齢世帯の相互支援事業」です。

それでは、向こう三軒両隣を推進する会さん、よろしくお願いします。 

 

※向こう三軒両隣を推進する会 事業報告書に基づき発表 

 

ありがとうございました。ただいまのプレゼンテーションにつきまして、

ご質問等がございましたらお願いいたします。 

大橋委員 

活動は非常にいいのですが、どの程度の範囲を考えていますか。 

向こう三軒両隣を推進する会 

将来的には大垣市全体に限らず、この考え方を全国に広めていきたいと思

いますが、まずは、会の協力者のいます2～3地区をモデル地区としてやって

いきたいと思っています。 

大橋委員 

地区はもう決まっていますか。 

向こう三軒両隣を推進する会 

  ひとつは、協力者がいます北地区の一部、そして昨年からコンタクトをとっており 

ました綾野の栄町、そして私の地元の本今町を想定しております。 

小林委員 

具体的なアンケートの内容とか、アンケートの集計結果の使い道とかはあ

りますか。 
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向こう三軒両隣を推進する会 

内容につきましては、今不便に思っている実態は何なのか、例えば買い物

の足なのか、あるいは配達をしてほしいのか、台風時の雨戸を閉めてほしい

などいろいろとあると思いますので、いつくかの選択肢を与えながらの自由

回答式で、高齢者の意見を教えていただきたいと思います。また支援をして

くださる方がどれくらいいるのかということも、探ってみたいと思います。 

小林委員 

配布式のアンケートですか。訪問式のアンケートですか。 

向こう三軒両隣を推進する会 

訪問をして、高齢者の声を聞きたいと思います。 

小林委員 

訪問式で聞き取るということ、それ自体が支援となっているので、そちら

の方がよいかと思います。 

大橋委員 

市社協など、このようなことをかなり行っているようですし、例えば上石

津地区だと実際に買い物を支援していることも聞いています。非常にいいこ

とですが、市社協と重なる部分があると感じます。想定してらっしゃるのは3

地区ですが、いきなり3地区は難しいと思うので、1地区でもよいかと思いま

すが。 

向こう三軒両隣を推進する会 

私が住んでいる本今町は、親戚が近所に住んでいる世帯が多いです。先日

も自治会長と話していましたが、わざわざ近隣の方にお願いしなくても親戚

でサポートできるのではないかという意見が出ました。その実態も踏まえて、

まずは調査を行っていきたいと思っています。 

またご指摘いただいたように、市社協とか福祉に関することなどは、ずい

ぶん進んでいますし民生委員の方等積極的に福祉活動を行っていることはわ

かりますが、先日お聞きしましたが、自治会の方には、防災など非常に負担

がかかっていて、実際、お一人暮らしのお年寄りのサポートが月1回とか2回

とか、あるいは、たまたま見かけたから見かけたという印をつけるという、

その程度で終わってしまっている節があるそうです。となれば、やはり近所

の人たちの、ある程度のサポートが必要であるというところもあり、それも

調査していきたいと思っております。 

溝口委員 

今回のテーマについては、自治会も非常に困っていることであり、これか

らどんどん高齢化が進み、行政サービスはあるけれど、それだけで追いつい

ていくのかどうか、それから費用的な面で多くの負担が財政的にかかるので

はないかという中で、自治会の中で共助により完結していくということだと
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思いますが、当面は、そういったサービスの提供者についてはどのように考

えていらっしゃいますか。会員の中でやっていかれるのか、最初から地域の

中でサービスの提供者を募ってやられるのか、それとももっと広い範囲での

提供者を考えていらっしゃいますか。 

向こう三軒両隣を推進する会 

基本的には地域住民によるというのが、私たちの目的であるので、できれ

ば地域住民の方々を募って、その中でやっていきたいと思います。ただ、あ

まりに近所すぎて照れがあったりすることもあるので、その場合は会員でサ

ポートしていけたらと思います。 

川本委員 

この事業について、私もかなり興味があります。向かう先というのは、会

自体のビジネスとなっていくことなのか、あくまでもボランティアか、どち

らへ向かうのでしょうか。 

向こう三軒両隣を推進する会 

できればビジネスの世界まで持っていければとも思いますが、ただそれを

福祉の名を借りた金儲けとかじゃなくて、あくまで満足していただけるとこ

ろから、わずかな社会貢献としてやっていけたらと思います。たくさんの方

に受益者負担で利用していただいて、規模が大きくなれば、受益者負担額も

削っていくことができると思います。そういった意味では、ビジネス的な考

え方をしないと将来の展望というのは、逆にないのかなと思います。 

川本委員 

私もそう思います。初めは有志でできるかもしれないが、継続的に活動し

ていくためにはボランティアだけでは続かないと思いますので、ビジネスと

いう考え方でやっていかれることもよいと思います。 

また資料を読んでいますと、買い物支援等ありますが、先ほど大橋委員さ

んがおっしゃったように重なる部分があります。まずは高齢者が外出をする、

外出することは病の防止にもつながるだろうし、愛知県の知多半島の星城大

学では、地域にたくさんのサロンを作り、外出の機会を与えることをやって

いますので、そちらの方も参考にされたらよいかと思います。 

向こう三軒両隣を推進する会 

ありがとうございます。いろんな情報を参考にして勉強しながらやってい

きたいと思っています。 

加藤委員 

今の会員数をみますと、今後増やしていく必要があると思いますが、その

あたりはどのようにお考えですか。 

向こう三軒両隣を推進する会 

基本的には、支援をしていく会員さんというのは地域の住民の方々にでき
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ればお願いをしたい、またほかの団体の方々とも一緒に、行政とだけの協働

ではなく、団体同士の協働で行っていけたらと思います。 

菊本委員長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。次に「市民活動助成事

業」に移らせていただきます。資料№2、特定非営利活動法人大垣映像プロ

ジェクトさんの「あほろくの川だいこの事業」です。それでは大垣映像プロ

ジェクトさん、よろしくお願いします。 

 

※特定非営利活動法人大垣映像プロジェクト 事業報告書に基づき発表 

 

ありがとうございました。ただいまのプレゼンテーションにつきまして、

ご質問等がございましたらお願いいたします。 

大橋委員 

昨年もお話したかもしれませんが、アニメ以外ではだめですか。 

特定非営利活動法人大垣映像プロジェクト 

昨年も劇で行おうと思い、「劇団はぐるま」に相談をしましたが、時代劇な

のでカツラが必要だよと言われました。カツラは一人1日1万円します。仮に、

10人の出演で撮影が10日かかるとすると、100万円かかってしまいます。 

大橋委員 

過去に上映されて、何人ぐらいの人が見に来られましたか。 

特定非営利活動法人大垣映像プロジェクト 

1回の上映で、200人程度いらっしゃいました。しかしこれからは、ただ決

まった日に上映会を開くだけでなく、自分たちの方から老人会などいろんな

ところへＰＲ活動を行って、上映しに行くことが課題だと思います。大勢の

前での上映だけではなく、たとえ10人の集まりの会にでも、もちろん無料で

足を運び、大垣市の歴史を映像で伝えていく必要があると思います。上映す

る回数を増やして、より多くの方に見ていただくことを行っていきたいと

思っています。 

川本委員 

声の出演として、対象としている子供さんは、何歳くらいまでの方でしょ

うか。 

特定非営利活動大垣映像プロジェクト 

小学生高学年です。今回の主人公が10歳くらいの子供なので高学年がよい

かと思います。もちろん練習も行います。またその仲間として20人くらいの

子供たちを募集したいと思います。 

川本委員 

私はどちらかというと学校でやるといいと思います。小学生だけでなく中
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学生もです。内容を映像化して伝えることも大切ですが、私は自分たちの住

んでいる地域の方にこういった歴史があるということ、ふるさとの歴史を発

見させる機会を与えること、地域の方に伝えるということが大切だと思いま

す。子供も大人も一緒に、学校の授業の中で、自分のふるさとの歴史を学ぶ

ことが、大切なのではと思います。 

特定非営利活動法人大垣映像プロジェクト 

今回は洪水の話であります。洪水でずいぶん苦しんだことを、今の子供た

ちに伝えていく、映像で伝えていくことももちろんですが、地域の高齢者の

方から子供たちへ言い伝えていくことが大切だと思っています。いつ起こる

かわからない災害をテーマにしていますので、これを機に、皆さんの意識も

高まればと思い、今回はこの話にしました。 

川本委員 

災害の話だけではなく、大垣市にはたくさんの歴史があるので、そちらの

方もどんどん地域の方々へ伝えていっていただきたいと思います。そして地

元の歴史の掘り起こしもお願いしたいと思います。 

特定非営利活動法人大垣映像プロジェクト 

来年度以降も、大垣市の歴史を伝えていけるような事業を続けていきたい

と思います。歴史講座等いろいろ開催されていますので、そこに、私たちの

映像をコラボできるように活動していきたいです。 

溝口委員 

若い人の参加や、若い人の意見を取り入れるとありますが、きっと次へつ

なげていくために若い方にという思いがあると思います。若い方にはどのよ

うなことを望んでいらっしゃいますか。どういった方を考えていらっしゃい

ますか。 

また参加費というのは、何に必要なのでしょうか。 

特定非営利活動法人大垣映像プロジェクト 

私たちよりも若い方々の方が、映像についてはよく知っていらっしゃると

思いますので、ぜひ参加していただいて映像の質、アニメーションの部分を

高めたいです。参加費につきましては、会場使用料がどうしても必要となっ

てきますので、そちらに充てさせていただいております。また当日資料も配

布しますので、その資料代としていただいております。 

川本委員 

情報工房スインクホールは会場費はかなりかかるのですか。 

特定非営利活動法人大垣映像プロジェクト 

はい。しかし情報工房は、映像等の最先端の施設ですし、若い方も集まり

やすいです。 

川本委員 
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先端技術も大切ですが、むしろ逆に古いフィルムを使用する方が、今の子

供たちにはおもしろいのではないかと思います。必ずしも先端技術を追わな

くてもと思います。アニメーション以外にも、昔の影絵っぽいようなものも、

子供たちには逆に、新鮮なのかもしれないと思います。人生のベテランの方

のお集まりの会なので、そちらの方がおもしろいかもと思います。 

大橋委員 

たくさんの作品を作られても上映しないともったいないです。もっとＰＲ

をしていかれるといいと思います。 

特定非営利活動法人大垣映像プロジェクト 

ケーブルテレビなどに上映してもらうなど、ＰＲをもっと行いたいと思い

ます。 

菊本委員長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。続きまして、資料№3、

特定非営利活動法人水都まちづくりさんの「ジャストワンナイト2012事業」

です。それでは水都まちづくりさん、よろしくお願いします。 

 

※特定非営利活動法人水都まちづくり 申請書に基づき発表 

 

ありがとうございました。ただいまのプレゼンテーションにつきまして、

ご質問等がございましたらお願いいたします。 

大橋委員 

出演者は、どの範囲でお考えですか。 

特定非営利活動法人水都まちづくり 

基本的には市内の方、また市内周辺の方です。 

大橋委員 

来場者は、毎年増加しているのですか。 

特定非営利活動法人水都まちづくり 

昨年は1,100人、2年前は1,000人、3年前は900人でした。年々増加していま

す。 

大橋委員 

奥の細道むすびの地記念館がオープンしましたので、ぜひそこを会場に開

催し、たくさんの方に見ていただけるといいですね。 

特定非営利活動法人水都まちづくり 

実現したいと思います。そして、「音楽の町 大垣」となるように進めてい

きたいと思います。 

川本委員 

平成19年に設立されて、クリーン活動などいろいろ模索され、さまざまな
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活動を行っていらっしゃいますが、現在、法人の主としているものは音楽な

んですか。 

特定非営利活動法人水都まちづくり 

私たちの活動は、アートのまちづくりフェスタから始まりました。以前は

「水都ミュージアム」という団体名で、活動してきましたが、もっと広い視

点でまちづくりを考えていこうと、現在の団体名「水都まちづくり」と変更

いたしました。 

他の団体もいろいろな活動をしていますので、重複しない部分を、より進

めていこうということで、アートと音楽を広めていけたらと思っています。 

川本委員 

中心市街地16店舗と記載されていますが、もちろん、16店舗は会場である

と思いますが、どんなお店が多いのですか。 

特定非営利活動法人水都まちづくり 

老舗が多いです。コンサートをやる以上は、ある程度の広さが必要となり

ます。 

川本委員 

16店舗以上の会場を作ることは。 

特定非営利活動法人水都まちづくり 

16店舗だけではなく、もっと募りたいのですが、現状は難しいです。 

川本委員 

せっかくですので、ジャストワンナイトで終わらず、もっとやっていただ

けるといいですね。今はチェーン店が多いですが、今後も昔ながらのお店を

会場にして続けていただきたいと思います。 

大橋委員 

中心市街地活性化に役立っていると思います。ぜひ、元気ハツラツ市と合

わせてやっていただきたいです。 

川本委員 

歌声喫茶風コンサートは、おもしろいと思いますので、ぜひ商店街と組ん

で頑張って頂きたいと思います。 

特定非営利活動法人水都まちづくり 

ありがとうございます。 

加藤委員 

出演団体は公募ですか。 

特定非営利活動法人水都まちづくり 

そうです。しかしお願いして出演していただいている方もいます。 

加藤委員 

今後活動を発展していくためには、会場や出演団体をもっと増やしてくこ
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とで、活動に広がりが見えてくると思います。 

大橋委員 

出演団体が増えるのもよいですが、あまりレベルの低い方はどうかなと思

います。 

特定非営利活動法人水都まちづくり 

今は、プロ、セミプロ、アマチュアの方とさまざまです。地元の音楽家を

育てることも大事だと考えております。 

菊本委員長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。以上を持ちまして、「市

民活動助成事業」のプレゼンテーションを終わります。続きまして、「かがや

き市民手づくり協働事業」への応募団体からのプレゼンテーションに移りた

いと思います。 

はじめに、資料№4、社団法人岐阜県建築士会西濃支部さんの「『おおがき

歴史・景観建造物専門』育成研修事業」です。それでは岐阜県建築士会西濃

支部さん、よろしくお願いします。 

 

※社団法人岐阜県建築士会西濃支部 申請書に基づき発表 

 

ありがとうございました。ただいまのプレゼンテーションにつきまして、

ご質問等がございましたらお願いいたします。 

大橋委員 

受講するというのは、ただ建造物を見て説明を聞くだけですか。 

社団法人岐阜県建築士会西濃支部 

建築士でも、専門分野がありますので、全部がわかっているわけではあり

ません。伝統的建造物に長けている方は、全国レベルなら何百人といますが、

岐阜県の中では、数えるほどしかいません。ただ、地域の歴史などについて

は、その地域の観光ボランティアの方々は、裏のことというか、我々が知り

得ないことも知っていますので、その方々と一緒に、地域の良さなどを習得

してもらいます。知識の共有化をはかっていきます。 

大橋委員 

歴史的建造物を勉強して、何につながっていくのですか。 

社団法人岐阜県建築士会西濃支部 

歴史的な建物が今、崩落してきています。景観という切り口で、その地域、

ゾーンという見方をします。単体の建物という見方でなく、景観という見方

をすれば、まだ残していける、活用していけるという考え方につなげていき

ます。 

大橋委員 
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そういうことを知るために勉強会をやって、そして保存に協力していくの

ですね。大事なことですね。 

社団法人岐阜県建築士会西濃支部 

岐阜県建築士会 景観整備機構が設立しておりますが、建築士会は約80支

部ありますので、それぞれの支部の建物とか景観に対して、もっと学んで保

存活用ができる人材育成をするということです。 

川本委員 

早くこの団体だけでなく、行政や他団体と一緒にやっていかないと研修し

ている間にも、どんどん壊されて行きます。急いでやっていただきたいと思

います。 

社団法人岐阜県建築士会西濃支部 

大垣市は、船町の灯台の東側の通りを景観整備されました。景観整備をす

る中で、私たちは専門家として、指導や助言、サポートができるような人材

を育てて、地域に広げていきたいと思います。 

川本委員 

今、水門川付近では、奥の細道むすびの地記念館など建てられていますが、

昔、旧21号線に川が流れていたことは多分知らない人が多いと思います。今、

あの界隈はほとんど壊されています。住吉灯台のまわりの家の景観整備を行

うのもよいですが、歴史が造った建物を単体で考えるのではなく、景観とし

て昔からの景観のわびさびを大切にしてほしいです。他の団体や市の団体を

巻き込んでやっていただきたいと思います。 

社団法人岐阜県建築士会西濃支部 

歴史的建造物もざまざまです。ですので、宮大工や左官業の方、いろんな

専門分野の方も一緒に入って、我々の知らない部分も教えてもらいながら知

識を習得していこうと思います。 

川本委員 

商店街、昭和30年代に復興された建物も残してほしいなと思います。また、

塩田橋周辺もだいぶ景観が変わってしまっています。水のこともあると思い

ますが、なんとか昔の港町を残してもらえるように働きかけていただきたい

です。 

社団法人岐阜県建築士会西濃支部 

私も、個人的には、船町、塩田橋や赤坂などやってはいましたが、やはり1

人ではできません。今回、建築士会という組織の中で、景観整備機構という

機構もできましたので、一歩でも二歩でも進んでいけたらと思います。 

小林委員 

専門家の建築士、関心を持っている市民の方ですと、どうしても知識の差

が出るのではないかと思いますが。 
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社団法人岐阜県建築士会西濃支部 

皆さんが持っている専門分野や知識を共有することができるので、より早

く専門家を育成することができるのではないかと思います。今後のまちづく

りの方向性を、皆さんで共有することができると思います。 

溝口委員 

とても専門性のある事業ですばらしいと思います。これからの景観整備機

構の役割や可能性はどのようなものでしょうか。 

社団法人岐阜県建築士会西濃支部 

建築士だけでは、景観整備機構を担うことはできないと思っています。地

域のことを知っている市民の方が必要です。まずは市民協働で行っていきた

いと思います。景観を皆さんで考えていけるように進めていきたいと考えて

おります。 

菊本委員長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。続きまして、資料№5、

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕさんの「上石津からの贈り物『森の

中のファンタジーランド』事業」です。それではリトミックＧｉｆｕさん、

よろしくお願いします。 

 

※特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 申請書に基づき発表 

 

ありがとうございました。ただいまのプレゼンショーンにつきまして、ご

質問等がございましたらお願いいたします。 

大橋委員 

非常にいい事業だと思います。上石津昭和音楽村という場所もすばらしい

と思います。ただ保護者が送り迎えしなくてはならないと思いますが、過去

の参加者は何人ぐらいですか。今回の対象者は、上石津地域の子どもですか。 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

情報工房で開催していた時は、250人。上石津昭和音楽村では、160人を予

定しております。対象者は上石津の子どもさんはもちろんですが、旧大垣市

の子どもさんにもぜひ参加していただきたいと思います。お互いが一緒に

なってできればと思います。 

参加者の中には、名古屋からいらっしゃる方もおりますので、その方達に

も、自然豊かな上石津を、ぜひご紹介したいと思います。 

大橋委員 

夏休みの土日にやってもらえるといいですね。なるべく参加しやすい日時

にお願いしたいです。参加者の皆さんに、大垣市にはこんないい場所がある

ことを知ってもらうためにも、今回の上石津町で開催するのはとてもいいと
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思います。学校へもどんどんＰＲしてください。 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

今回は、7～8月を予定しております。親子で自然体験をしていただきたい

ですし、夏の方が参加しやすいと思いました。 

川本委員 

それぞれの時間帯はいつですか。 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

6月30日「星空体験」は、7時から8時30分。7月15日「沢探索」は10時30分

から 15時 30分、 8月 4日「ワークショップ」は10時 30分から 15時、 8月 5日

「ワークショップ」11時から、そして「コンサート」13時から15時を予定し

ております。 

川本委員 

せっかく上石津にお越しいただくのでプラスアルファな部分、例えば、上

石津地域をもっと巡ってもらえるようなことはお考えですか。 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

現在はそこまで考えておりません。 

川本委員 

プラスアルファな部分があれば、もっと集客できるのではないかと思いま

す。著名な先生を講師に招きますので、謝金がかかるのはわかりますが、調

律は毎回必要なのですか。 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

はい。調律は毎回必要です。会で負担して調律を行っています。 

大橋委員 

上石津には、もんでこ太鼓がありますの、ぜひ一緒にやったりしてもらい

たいですね。 

特定非営利活動法人リトミックＧｉｆｕ 

連続性、発展性のふたつが必要です。今回、上石津で開催することをきっ

かけに、今後上石津地域の方々と連携していけたらと思います。 

川本委員 

かなり高尚な内容だと思います。ピアノを習っている方とか、教育熱心な

ご家庭の方とかは参加されるかもしれませんが、一般の方はなかなか参加し

にくのではないかと思います。やはりプラスアルファな企画があるともっと

参加しやすいと思います。  

菊本委員長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。続きまして、資料№6、

まちづくり工房大垣さんの「奥の細道むすびの地検定事業」です。それでは

まちづくり工房大垣さん、よろしくお願いします。 
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※まちづくり工房大垣 申請書に基づき発表 

 

ありがとうございました。ただいまのプレゼンショーンにつきまして、ご

質問等がございましたらお願いいたします。 

川本委員 

全国に、「奥の細道むすびの地記念館」のような、松尾芭蕉に関する記念館

はあると思いますが、そういった施設へＰＲはしていますか。 

まちづくり工房大垣 

今回初めて「奥の細道むすびの地記念館」を利用して開催しますので、Ｐ

Ｒ活動は行っていません。ＰＲしていこうという思いはあります。 

川本委員 

船町界隈を観ていただくとわかる問題とかはありますか。いわゆる元禄絡

みではなく、それ以降の問題などはありますか。 

まちづくり工房大垣 

芭蕉元禄のまち「大垣」ですので、芭蕉の生きた時代の問題や、記念館、

先賢館に関する問題などもありますが、今回の問題の中心は「松尾芭蕉」と

なるかと思います。 

大橋委員 

今回、大垣検定は3回目ですが、実際に41万円ぐらいかかるのでしょうか。 

まちづくり工房大垣 

これまでは、今回は検定の手引きを作成しますし、ポスターやチラシなど

作成しますと、やはり41万円程度の金額はかかります。 

川本委員 

合格すると特典はあるのですか。 

まちづくり工房大垣 

賞状はあります。今回はありませんが、今までは副賞として「枡」を差上

げていました。 

大橋委員 

「奥の細道むすびの地」ＰＲのためにも、ぜひご尽力いただきたいです。 

加藤委員 

今まで3回開催してきて、過去の参加者の人数と合格者数は何人ですか。あ

と、以前はキッズ検定を開催しておられましたが、今回は計画にはありませ

ん。別の形で子どもたちを対象とした、検定か何かがあるのでしょうか。計

画にない理由はなんですか。 

まちづくり工房大垣 

会場の都合もありますが、約100人程度です。合格者は6割程度です。キッ
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ズ検定につきましては、保護者の送り迎え等もあり、1回で1か所に集めるの

は難しいこともあります。今は、学校へ訪問し授業の中で活用させていただ

いております。これからも学校へ訪問し、子どもたちに、大垣市について興

味を持ってもらえたらいいなと思います。子どもさんは学校で行ったことを

親に話し、子から親へとどんどん広まるようになればと願っております。 

川本委員 

100人の内訳を教えてください。 

まちづくり工房大垣 

市民が9割、市外が1割程度です。検定マニアの方もいらっしゃいます。 

川本委員 

近隣の市町村にも声かけをされるとよいかと思います。 

まちづくり工房大垣 

そうですね。今回は、松尾芭蕉を中心とした問題となります。俳句好きな

方もたくさんいらっしゃいますので、参加していただいた方が情報発信とな

り、奥の細道むすびの地記念館や大垣市がもっと広まっていけばと思ってい

ます。 

菊本委員長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。続きまして、資料№7、

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウスさんの「親子のスキンシッ

プを学ぶ楽しむ！自然育児子育て講座事業」です。それではＫＥＮちゃんハ

ウスさん、よろしくお願いします。 

 

※特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 申請書に基づき発表 

 

ありがとうございました。ただいまのプレゼンショーンにつきまして、ご

質問等がございましたらお願いいたします。 

大橋委員 

講座の場所はどこですか。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

当初は、青年の家を予定しておりましたが、子育て支援総合センターを利

用してはというお声をいただきましたので、子育て総合支援センターで開催

しようと思っています。 

溝口委員 

今回、かがやき市民手づくり協働事業ということで、委託となります。市

との協働もテーマとなると思いますが、この事業は、とても専門性が高いと

思われます。どのように市と協働していかれますか。なかなか行政の出番は

ないかもしれませんが、市にも専門の方はいらっしゃると思います。自分の
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団体以外の市に関わっている専門家の方を活用するなど、協働という意味で

は大切かと思います。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

トーク会では、市の保育士さんや園長さんにも入っていただきたいと思い

ます。子育て支援課の方にはもちろん入っていただきたいです。私たちは子

育ての一番根底のところ、スタートラインであるスキンシップというデリ

ケートな部分でありますので、私たちも勉強し発展していこうと思っていま

す。行政とともに学んでいき、その学んだことが、いつかハード面にも活か

されていくのではないのかと思います。 

川本委員 

子育てに悩んでいる親さんの憩いのサロンとして、とても継続性のある事

業だと思います。受講者というのは同じ方が多いですか。それとも別の受講

生で、講座がどんどんふくらんでいっていますか。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

受講生も増え、ふくらんでいっています。ひとつの同じものを学んだとい

う共有意識の人たちが非常に増えています。同じものを学ぶ・共有し合うこ

とにより、受講生同士の絆は深まっていますというような声をよく聞きます。

リピーター、兄弟で受講の方も増えています。 

川本委員 

医療機関の方々や教育機関の方を取りこんでいますし、食に関することも

ありますので、よりお母さん、お父さん方も集客できると思います。特に医

療系の方は講師料が高いのではないのですか。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

講師料以外は、ほとんど支払いはしていません。普通の謝礼程度でやって

いただいていますので、本当に頭が下がる思いです。 

川本委員 

謝金の区分が多かったので、相当かかるのかと思いまして。 

特定非営利活動法人 ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

それは、講座数が多いので謝金が増えてきます。 

溝口委員 

非常に専門性が高いし、高いサービスの提供ができていると思います。受

講料いくらぐらいまでならよいかを、ぜひアンケート調査してほしいです。

将来的に継続していくためにもぜひお願いします。 

特定非営利活動法人ＮＰＯ ＫＥＮちゃんハウス 

今回は、市の事業となりますので受講料は無料になります。他のところで

は、最高で受講料1回2,100円で実施しているところもあります。地域によっ

て高い低いという感じ方も違うと思います。 



１８ 
 

菊本委員長 

ほかによろしいですか。ありがとうございました。以上をもちまして、平

成24年度事業に応募されたすべての団体のプレゼンテーションが終了いたし

ました。ご参加いただきました団体の皆さまにおかれましては、長時間にわ

たり、どうもありがとうございました。 

結果につきましては、事務局から来週中に通知させていただく予定です。

本日はありがとうございました。委員の皆さまはこの後、総合評価審議を行

いますので、貴重品をお持ちになり、1階会議室へご移動をお願いします。 

 

 

以上、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

委員長  菊 本  舞 

                   委 員  川 本  徹 

 

 


