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おかげさまで第20期を迎えました 
伊奈波界隈まちつくり会  会長  川島兵太郎

　今年に入って、誰もが思ってもみなかった、新型コ
ロナウイルスの猛威が世界中を席捲しております。令
和2年春は、例年の私達の活動は殆んど休止して、何
とか枝垂れ桜のライトアップのみ実施するに止まりま
した。 
　振り返ってみますと、2002（平成14）年7月28日、
伊奈波神社参集殿において、伊奈波界隈まちつくり会
は発足致しました。翌年には岐阜市から「岐阜市都市
景観形成市民団体」の承認を受けました。以来19年
を経過。界隈エリア住民の皆様のご理解とご支援に支
えられて活動を推進してまいりました。 
　新築建物の外装や高さ制限など建物外観基準を定
め、「伊奈波界隈まちつくり協定」としてエリア当時
の20町内で締結いたしました。これは、後の市によ
る金華地域全体の住環境基準制定へと進展するベース
となりました。岐阜町としての景観維持推進に寄与出

来たのではと思っております。また、私達住民が楽し
く住めるまちつくりを展開していこうと、岐阜祭り協
賛行事や伊奈波の桜のライトアップなどの活動も続け
てまいりました。 
　これからも、私たちの郷土を愛する活動が、さらに
大きな輪になって笑顔あふれる金華の町の推進に微力
ながら勤めていきたいと思っております。地域の皆様
のご支援、更には活動へのご参加を、何卒宜しくお願
い申し上げます。 

紙上にて、総会議案を提案させていただきます
　新型コロナ禍で三密を避け、今回は誌上総会にさせ
ていただきます。運営委員と広く地域の支援をいただ
いています皆様に、ご審議をお願い申し上げます。 

総会議案 
1. 事業報告、決算報告（次頁以下をご覧下さい） 
2. 事業計画案、予算案（次頁以下をご覧下さい） 
3. 役員改選（最終頁をご覧下さい） 

　創立以来、多くの役員の方々、そして地域の皆様の
ご支援を賜って、川島が会長を務めさせていただいて
きましたが、20年目を迎えるにあたり、会長を交替し
ていただき、新会長のもとに新たな体制にて、更なる
発展を期したいと強く思っておりました。 
　つきましては執行部提案で、金森喜久雄さんを新会
長に推薦いたします。川島は、初心に返り、希望して

今年6月、岐阜県観光連盟より、当会の活動に対し表彰をいただきました。

川島会長（右）と次期会長候補 金森喜久雄氏（左）

副会長職にて継続して活動に当らせていただきますの
で、役員案のご承認をお願い致します。 
　掲載しています議案について、ご質問、ご意見がご
ざいましたら、10月10日までに事務局までお寄せく
ださい。お申し出がない場合は、ご承認いただいたも
のとさせていただきます。 

令和元年度　会長　川島兵太郎 



賑わい委員会

岐阜まつり宵宮への協力 
桜まつり／岐阜まつり本楽イベント開催 
しだれ桜ライトアップ 
伊奈波盆踊り協力

景観形成委員会 まちづくり審議会運営協力

景観整備委員会
花飾りプランター事業 
11月伊奈波通清掃 
12月伊奈波広場清掃

広報委員会 まちつくり会通信の発行 
マスコミ対応等の広報活動

運営委員会

金華まちづくり協議会との連携 
エリア内自治会との連携 
長良川流域の文化的景観委員会への協力 
岐阜市施策への協力　　　　その他

2019年度（19期）伊奈波界隈まちつくり会　事業報告 
（2019年7月1日～2020年6月30日）

年 月日 事業内容

2019 8/10 まちつくり会通信49号発行

9/1 2019年度　伊奈波界隈まちつくり会総会

11/3、10、
17、24 伊奈波通清掃（朝8時から1時間程度）

12/1 伊奈波広場清掃／プランター花入れ替え

2020 1/20 まちつくり会通信50号発行

2/3 桜まつり第１回運営委員会

2/24 桜まつり第２回運営委員会

3/6 役員会

3/12 宵宮第1回実行委員会

3/22 照明器具設置／ライトアップ開始（4/11まで）

※桜まつりイベント／夜桜カフェは、新型コロナの影響で中止
いたしました。

4/12 照明器具撤収

6/22 桜まつり反省会

※以上のほか、運営委員会、役員会を開催

2020年度（20期）伊奈波界隈まちつくり会　事業計画 
（2020年7月1日～2021年6月30日）



科目 予算額 決算額 摘要
前期繰越 250,666 250,666
会費 200,000 91,000 1口（法人10000円・個人1000円）
助成金 40,000 40,000 金華まちづくり協議会
桜まつり協賛金 130,000 31,000
桜まつり寄付金 20,000 0 伊奈波神社より
バザー売上 80,000 0
夜桜カフェ売上 80,000 0
雑収入 2,000 2,000
受取利息 0 2

収入合計 802,666 414,668

科目 予算額 決算額 摘要
賑わい委員会 500,000 124,532 ライトアップ
景観整備委員会 40,000 29,981 伊奈波通清掃 11916

池清掃　9701
プランター植え替え　8364

景観形成委員会 20,000 0
渉外・会議費 70,000 37,120 運営会議費　20910

総会　16210
広報委員会 20,000 5,640 通信印刷代
事務管理費 10,000 10,000
備品費 100,000 0
雑費 20,000 0
慶弔費 0 10,000 見舞金
予備費 22,666 0
小計 802,666 217,273
次期繰越 0 197,395

支出合計 802,666 414,668

2019年度（19期）伊奈波界隈まちつくり会　決算書(案） 
（2019年7月1日～2020年6月30日）

収入の部

支出の部

会計

会計監査



科　目 前々年度実績 2020年度予算額 摘　要
前年度繰越 206,422 197,395
会費 205,000 200,000 1口（法人10000円・個人1000円）
助成金 40,000 40,000 金華まちづくり協議会
桜まつり協賛金 132,000 130,000 協賛店の出店協賛金
桜まつり寄付金 20,000 20,000 伊奈波神社より
バザー売上 93,150 80,000
夜桜カフェ売上 39,700 0
雑収入 9,000 2,000
受取利息 2 0

収入合計 745,274 669,395

科　目 前々年度実績 2020年度予算額 摘　要
賑わい委員会 383,068 400,000 桜まつり、ライトアップ他
景観形成委員会 2,100 20,000 まちづくり審議会
景観整備委員会 40,019 40,000 池掃除、掃除保険料、プランター植替
広報委員会 5,050 20,000 会報発行
渉外・会議費 51,247 70,000 総会及び会議費、自治会体育祭
事務管理費 10,000 10,000 事務費、印刷費
備品費 0 70,000
雑費 3,124 20,000
予備費 0 19,395
次期繰越金 250,666 0

支出合計 745,274 669,395

2020年度（20期）伊奈波界隈まちつくり会　予算(案） 
（2020年7月1日～2021年6月30日）

収入の部

支出の部

伊奈波界隈まちつくり会は、皆様の会費で運営されています。まちづくりの
活動費確保のために、会員のご継続、および新規会員のお誘いをよろしくお
願い致します。ご支援いただける方は、上記役員までご一報ください。 
法人会員　１口 10,000円 ／ 個人会員　１口 1,000円

2020年度（20期）役員(案） 
会長  金森喜久雄 
副会長  川島兵太郎、杉山三四郎 
会計  河合喜三 
事務局長 杉山三四郎（兼務） 
相談役  松原和生 
会計監査 石原忠光 
幹事  小林智尚、平井良樹、鷲見利春、 
　　　　　　　高木　知、伊藤佐記子、伊藤理佐

2020年度（20期）運営委員 
金森喜久雄、川島兵太郎、石原忠光 
伊藤佐記子、伊藤理佐、出口和宏、川村陽一郎 
渡邉克郎、河合喜三、杉山三四郎、川島徹郎 
松原和生、平井良樹、寺澤隆浩、小林智尚 
牧野宇右衛門、藤居進一、稲葉るり子、鷲見利春 
牧野浩之、高橋秀太、田中清豊、徳村洋平 
金森正親、蒲　勇介、高木　知　（順不同）

伊奈波界隈まちつくり会  
2020年度会員募集中


