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平成２９年度つながる事業 第３回報告相談会概要 

日 時 平成３０年１月１６日（火）午後１時 00 分～午後２時００分 

場 所 美濃加茂市生涯学習センター３０１号室 

参加者 ■ふるさと愛好会（代表・渡辺さん、会計・則武さん） 

■選考委員 原 美智子 委員長、佐伯 守 委員、村井 博史 委員 

■アドバイザー 伊藤 慎悟 氏 

■事務局（佐合係長、村雲、川上） 

内 容 （発言は要約です） 

＜報告事項＞ 

▼【11 月】10/22 に延期した芝桜植栽活動は 11/8 に実施。この時、川辺中学校の総合学習と

合わせての実施とし、学生と一緒に八坂山登山と植栽活動を行った。（中日新聞掲載） 

▼【11 月～】川辺中学校の総合学習で、八坂山をキーワードとした木育活動を行っている。11

月に 4 回（上記の登山＆植栽活動含む）、12 月に 4 回、学校へ行き、学生と共に樹木プレートの

作成と八坂山周知チラシの作成を実施している。今年に入って、明日（1/17）にも総合学習を予

定しており、明日で樹木プレートは完成出来ると思われる。チラシについては、ピアゴ（スーパー）

の来店者対象に配布できるものを学生らと作っている。（来店者への配布というのは、学生からの

の提案） 

▼【12 月 2 日・3 日】美濃加茂市で開催された「まんまるフェスタ」に参加。2 日間来場者向け

に活動パネルの展示を行った。 

▼【12 月 8 日】八坂山の井戸、散策道の清掃活動を実施。 

▼【12 月 20 日】大谷山休憩所の建設場所は、以前、町職員に立ち会ってもらったところに決定

した。1 月 15 日から着工し、1 月末に完成予定。会は建設の支援を行う。 

▼【12 月 24 日】鬼飛山の山頂に登山者ノート（登山者が自由に記帳出来るノート）を置いてお

くためのポストを設置。ベンチ等も設置した。 

▼【元旦】八坂山の初日の出登山者を 30 名確認。 

▼【1 月 4 日・5 日】旧大谷池の「たがえ」を見つけたので、周辺を整備。（隧道と合わせて近代

建造物遺産になりうるのではと考えている） 

▼【1 月 12 日】以前から、鬼飛山の登山道位置口が間違えやすいとの声があり、矢印付きの 180

ｃｍの案内看板を設置した。 

 

 

＜今後の活動＞ 

▼学校の総合活動の残りを実施。 

▼引き続き、散策道の整備、安全確認、修繕や清掃を行う。 

▼大谷山の休息所（1 月末完成予定）の支援 

▼旧大谷池の隧道と「たがえ」の整備を行う。 

▼教育委員会、学校、地元企業、行政、美濃加茂市のサポートセンターとの連携を行っていく。 
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＜選考委員・アドバイザーとの意見交換＞ 

（団体） 

 今年度は鬼飛山の整備が進みましたが、まだまだ認知度は低いようです。特に美濃加茂からのバ

イパス沿いに、この 3 つの山を意識できる看板があればと考えています。鬼飛山の登山口は美濃

加茂市側の方が有名なので、美濃加茂市側にも看板があれば連携して案内できそうです。 

 来年はつながる事業補助金が無くなってしまいます。県から助成の話をもらっていますが、地元

のことなので川辺町と連携して実施したい思いがあります。鬼飛山の一件からして、最近、ようや

く川辺町の里山の良さを行政に分かってもらった（※）ので、何とか町と一緒に整備できないかと

考えています。（※補足：下麻生上川辺にある遠見山（城跡）も整備する話が出てきているとのこ

と） 

 ただ残念ながら、私たちの課題として後継者不足の問題は存在しているままです。 

 

（佐伯委員） 

 「たがえ」の報告は今回初めてですね？ これは具体的にどんな働きをしたものなのでしょう

か？ 

 

（団体） 

 まず大谷池は、農業用水のため池でもあると同時に、水害時には雨水が川へ一気に流れる事を防

ぐ調整池の意味もあったようです。「たがえ」は、池が満杯になったとき、決壊を防ぐためにわざ

と作られた水の逃げ場です。この「たがえ」の規模を考えると昔の大谷池は 100ｍ規模の大きな

池であったと思います。ちなみに、前回お伝えした隧道は、この大谷池の底に溜まった泥を抜くた

めの穴だったようです。 

 

（佐伯委員） 

 歴史的に珍しくて、価値があるものなのでしょうか？ 防災ため池という観点でも、情報発信が

できそうですね。 

 

（団体） 

 防災ため池を兼ねた農業用水自体は、川辺町にも複数存在しています。しかし、私の知る限り、

ここまで規模が大きい池はここしかないと思います。価値があるとすれば、土木事業の歴史でしょ

うか。地域の歴史を調べると、雄鶏川の氾濫がとても多く出てきます。記録には多くの人によって

堤を築いたという記録もあります。それでも川の決壊の記録は止まらず、こうした決壊を繰り返し、

最終的に今の形に落ち着いたのではないかと思います。正確な記録が無いので詳細は分かりかねま

すが、少なくとも手掘りで作られた人工物であり、先人の汗と血の結晶が詰まった痕跡ですので、

整備をして後世に伝えたいと思っています。 

 

（佐伯委員） 

 養老町の方に日本で初めて作られた砂防
さ ぼう

堰堤
えんてい

があり、歴史的な価値があることで来訪者が多いと

いう話を聞きますが、このような位置づけになると行政も力を入れやすくなると思います。武田信

玄によって作られた信
しん

玄堤
げんつつみ

もそうですが、広域的にも珍しいという価値で発信できそうですね。 
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（団体） 

 そうですね。この大谷池の隧道や「たがえ」は、人の手で掘られ、完全な形で残っているものな

ので、その点で発信していきたいので、きれいに整備したいと思っています。ただ、入りにくい場

所に存在しているので、行くのも大変です。だからこそ、地元から忘れられてしまったのでしょう。 

 

（村井委員） 

 活動の広がりが出来て、中学生や教育委員会からも頼られ、３年という区切りに向けても良い方

向に向かっていると感じました。だからこそ活動資金は大切になってくると思います。色々と方法

はあると思いますが、私も同じく、行政と一緒に実行できると良いと思います。 

役場へは、お２人で陳情に行かれているのでしょうか？ 

 

（団体） 

 そうですね。常時顔を見せに行っています。最近では行政も前向きに捉えていただいています。 

 川辺町の歴史は古いので、今回の「たがえ」や隧道のように、探せばまだまだ出てきそうです。

この地域の良さを地元の人に知ってもらう事、ひいては、川辺町外の都市部の人たちにこの魅力を

どう発信していくか、私たちの団体をどう PR していくかが大きな課題になっています。 

 

（村井委員） 

 以前、八坂山を登山しましたが、貴重な野草から歴史的な人工物まで、この地域にはたくさんの

資源があります。行政から支援していただくコツとして、この資源の豊富さを売りにしていくこと

も１つの手だと思います。 

 

（佐伯委員） 

 資金については、きっと支援してもらえやすい活動内容なのだと思います。しかし真に大切なの

は、受け皿となる実行側がいる事であって、そうでなければ活動も成り立ちません。だからこそ、

「この活動やりたい！」と思う人を増やしていくために、団体の活動を魅力ある内容に昇華しつつ、

その内容を見直していく事が一番の近道であり、大事なことだと思います。 

 まちづくりではなく「山づくり」とでもいいましょうか。活動内容は、地域の方が「自分の山だ」

という意識を持てるような工夫ができると良いと思います。 

 

（団体） 

 人を呼び込むことの難しさを実感しています。ずっと考えていますが、日本が高度成長期に入っ

て発展したその裏側で、「山や川は危ないから入ってはいけない」という教えを受けて育った人た

ちがいます。ちょうど今４０～５０歳位の方がその範囲だと思いますが、その方たちは、活動の趣

旨に賛成してくださいますが、山や川へ入ることをためらってしまう傾向があります。 

 対して学生らは、山遊びや川遊びがとても好きな様子で、だからこそ私たちも伝え甲斐がありま

す。彼らが将来この活動を担ってもらえるよう、息の長い活動がしたいと思っています。 
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（佐伯委員） 

 40～50 代といえば、ちょうど子育て・働き盛りの世代であり、生活の環境で余裕が無いとい

うこともあると思います。今、種を蒔いている学生たちの何割かが将来を担ってくれると思います

が、それまでの間をどうつなぐかが大切なのです。 

 

（団体） 

 そうですね。登山者ノートを見ると、子供につられて登山したという記録もありますが…。私た

ちの団体も５年が経過して、かなり高齢化が進んでしまっています。 

 

（アドバイザー：伊藤慎悟氏） 

 思いが形になって、取り組みの広がりを感じています。伝える事としては、これからの収入源を

どうするかということと、メンバーをどうつなげていくかの２点に尽きます。 

 以前にも伝えましたが、この活動は社会貢献なので、どうしたいか、どうしていくかは皆さんの

決断次第です。止める事も１つの決断であると同時に、続けていくと決めたのであれば、続くため

に動いていかなければなりません。 

休息所建設のような突発的な事業費はともかく、経常的に活動するためには会費や他の収入に頼

る必要があります。続けていくための収入を得ていく事が大切です。 

 

（団体） 

 町の資源でもあるので、行政にも力を貸してもらいたくて、行政へ相談に行っています。しかし、

どんなに説明しても、100％の利益なら行政も手を貸していただけますが、90％では足取りが重

く、動けないこともあります。私たちの活動は、歴史文化の色が強いのですが、小さな町なので学

芸員もおらず、相談窓口さえよく分からない状況なのです。 

 

（佐伯委員） 

 普段の活動では、作業するメンバーは固定されているのでしょうか？ 

 

（団体） 

 いいえ、毎回、全会員の 1/3 程度が出席しますが、顔ぶれはいつも変わります。 

 

（佐伯委員） 

 それであれば、団体全員で協力されているので安心ですね。 

 話は変わりますが、先ほどの総合学習活動に特化しても良いのではないでしょうか。団体は若い

世代を育てていくことに注力し、隧道の整備は行政に任せてしまっても良いと思います。熱心な職

員を見つけていく事も必要かと思いますが…。ただ、団体としても、せっかくこうして情報提供さ

れているので、団体だけでは難しい部分を、行政にお願いしても良いのではと考えます。 

 

（アドバイザー） 

 経常的な活動の収入のすべてを行政に頼ることは、いきなり梯子を外されてしまう可能性を考え

ると、危ないことだと思います。だからこそ、独自の資金源を持つことが活動の継続にも繋がりま
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す。 

 例えばこんな案があります。登山者の為の自動販売機（飲料水の販売）を設置するという試みで、

設置場所や設置に係わる費用を考える必要はありますが、１日５本売れれば、経費を差し引いても

年間何万円もの収入源となります。このように、少しでも収入を考えてほしいと思います。 

 また、常に活動を知ってもらう活動は続けるべきで、その意味でまんまるフェスタへの参加は有

意義だったと思います。町の広報誌にチラシを折り込んでもらうなど、団体側にも「入りやすい」

雰囲気作りが出来ると良いと思います。 

 

（原委員長） 

 お金の作り方と参加者を増やすことについて、注力していただきたいと思います。 

 私たちも、実現の難しさを知っているからこそ、アイデアの発言を控えるようにはしていますが、

だからこそあえて、「活動の見える化」を図り、活動している側が「やってて楽しい！」という気

持ちを伝えることが大切だとお伝えしたい。「この歴史を残していかなければ」と義務的に言うの

では無く、「孫に誘われて登山したけど、山頂に着いたら爽やかだった」とか、「私たちと一緒に活

動をすることを楽しみにしている学生がいる」とか、「孫ほど年が離れている子どもたちから、ま

た一緒に登ろうと言われて嬉しい」等、参加することが楽しいということを、フリーペーパーや通

信や呼びかけ等に載せて、伝えられると良いと思います。 

 学生との関わりは有意義ですが、８０歳（団体）と１０代（学生）の間がなければ、将来に活動

を残せません。各世代が少しずつ参加してもらえるように、この活動にハマる人を発掘していく工

夫も必要と思います。鉄道に拘る人、トイレに拘る人が居るように、この活動に拘る人は居ると思

います。そういった人達は、驚くほど多くの知識や経験を蓄え、行動してくれます。 

 また、広報活動も川辺町だけに留めるのではなく、来訪者は川辺町外であることが多いので、美

濃加茂市や都市圏の連絡網を利用させてもらったり、フリーペーパー等を活用し、機会を捉えて定

期的に広めてほしいと思います。 

 

（団体） 

 町外にも頼ることは大切ですね。特に鬼飛山の登山口は美濃加茂市の方が有名ですし、鬼飛山含

めて３つの山を歩けば、半日はかかります。そうすれば、登山者が昼食や飲料水を求めて地元にお

金を落としてくれるというメリットも出てくると思っています。 

 

（原委員賞） 

 そうですね。山や川は、行政境に関係なく存在しているものなので、山や川を中心に物事を考え

ていくと、歴史の経過を見る事ができ、流域で考えていこうという発想になっていく、と私は考え

ています。あなた方の団体はそういうことを考えているので、これからもそういう行政的な要素を

排除して、山を中心としてつながっていく切り口を忘れないで欲しいと思います。 

（ふるさと愛好会 終了） 

 

 

 

 



6 

 

日 時 平成３０年１月１６日（火）午後２時０0 分～午後３時００分 

場 所 美濃加茂市生涯学習センター３０１号室 

参加者 ■犬育応援プロジェクト ワンコミ（代表・田原さん） 

■選考委員 原 美智子 委員長、佐伯 守 委員、村井 博史 委員 

■アドバイザー 伊藤慎悟 氏 

■事務局（佐合係長、村雲、川上） 

内 容 （発言は要約です） 

＜報告事項＞ 

▼【１０月】フリーペーパー歩好里人に、コラム（被災時を見据えたクレートトレーニングの必要

性について）を掲載。 

▼【１１月５日】どうぶつフェスティバル in 長良川 2017（NPO：日本動物介護センター主催）

に参加。ペットの防災 PR ブースを出展し、同行避難啓発と非常持ち出し袋の展示、アンケートの

収集を実施した。 

▼【10 月～】わん歩会を企画。１０月からひと月に１回ずつ実施。犬の散歩後、朝食を楽しみな

がら啓発活動を実施。10 月は２組、11 月は 3 組（人間の参加者は計４名）が参加したが、１２

月は参加者がおらず、1 月は雨天により中止となってしまった。 

▼【１１月１２日】みのかも市民まつりに参加。セラピードックによるボランティア団体と一緒に、

ペットの防災 PR ブースを出展し、同行避難の啓発と非常持ち出し袋の展示、アンケートの収集を

実施した。この時は、45 名からアンケートを収集し、中にはペットを飼っていない人からの意見

も徴収できた。 

▼【12 月２日、３日】まんまるフェスタに参加。２日間に渡り、来場者が体験できるブース「防

災めいろ」を企画して実施した。この迷路には４つのクイズも点在しており、参加者はクイズを探

して解きながらゴールを目指してもらった。まんまるフェスタの趣旨的に利益が出せない状況では

あるが、１回 100 円の参加費を徴収し、２日間で９６名が参加した。また、同室において団体の

PR と同行避難の啓発、持ち出し袋の展示やアンケートの収集を実施した。 

 

 

＜今後の予定＞ 

▼【１月１７日】みのかも市民活動サポートセンターが主催する「サポサポカフェ」に講師として

参加。「ペットの同行避難」をテーマに、同行避難について一緒に考え、周知する予定。 

▼【２月１８日】「ペットの同行避難を考える」をテーマに、ワークショップを開催予定。昨年度

の９月に実施したワークショップと同内容ではあるが、今回は美濃加茂市の企画課、環境課、防災

安全課にも声を掛けた（※）他、岐阜県の動物愛護推進委員の人脈を活用し、美濃加茂地区に住む

推進委員にも声を掛けている。また、代表が夏に防災士の資格を取得したことによって生じた人脈

も活用し、防災士にファシリテートを依頼できないかと、現在調整している。 

（※補足）市の市民満足度調査に「ペットの防災」に関する意見があったことがきっかけで、市の

企画課と協議を行い、その結果、団体主催でワールドカフェを行うことになった。 

▼【２月２５日】完全予約制のセミナー「Go Bag」を開催予定。ペットの分を含めた非常持ち

出し袋について考える講座を実施。この講座では、参加者にペットの体重に応じたペットの分を含

めた持ち出し袋を、参加者特典で配布する。歩好里人１月号に掲載済み。 
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※２月の２つのイベントについては、今後、チラシを含め、LINE@や FaceBook を使っての周知

を予定している。 

 

 

＜選考委員・アドバイザーとの意見交換＞ 

（佐伯委員） 

 今年度の収入はどのくらいになりそうですか？ 

 

（団体） 

 現在確定している収入は、「わん歩会」のみです。あとは 2 月 25 日に開催するセミナーでの収

入を見込んでいます。 

 

（原委員長） 

 まず、事業全体の進捗率について疑問が生じています。基本的に、事業は計画通りに実施するこ

とが約束であるはずです。でなければ私たちが採択した意味が無いからです。計画とは関係なく降

ってきた話に飛びついて、その都度活動していては、お金の使い方にも疑問が生じます。 

 何らかの狙いがあったり、より発展するために計画を変更することは、私たちも賛成しますし、

変更した内容に対する助言や、新たに生まれた悩みの解決に向けて一緒に考える事も出来ます。 

 しかし、どうして計画を変更したのか、どうして計画に無い企画を実施しているのか、今の話で

は、その理由が分かりませんでした。 

特に、ソーシャルビジネスはじめる型は、右肩上がりに事業を進めて行く狙いがあるので、事務

局に伝えていることも含め、予算書と照らして事業の進捗を教えていただきたいのです。 

 その上でおたずねしますが、活動を担っていく人材の育成についての進捗を教えてください。 

 

（団体） 

 育成については、防災士資格の受講と熊本視察の２点報告します。防災士は 8 月と 11 月に試

験があり、8 月に私が受講し、無事に合格しました。11 月には 2 名を予定していましたが、都合

がつかず未受講となってしまいました。今後の受講については今のところ未定です。 

 熊本での体験は、帰還後にメンバーと共有しました。実際に被災した話を聞いたことで、必要な

物が何であるかが分かり、それを飼い主に伝えていく必要があると感じています。この視察があっ

たからこそ、2 月 25 日のセミナー内容が固まりました。その意味で、熊本への視察は大変意味の

ある活動だったと思っています。 

 

（原委員長） 

 分かりました。今のように、動いたことに対する説明が伝えられると良いと思います。 

 私は、つながる事業に参加した多くの団体の活動を見ており、トライ＆エラーの様子を知ってい

ます。上手くいかないことは仕方のないことでもあります。一番大切なのは、単純な事実報告では

無くて、その結果を踏まえた上での課題の発見や改善案です。 

 よく活動団体が陥りやすいことが、目の前に降って沸いた話に飛びつき、本来やるべき活動が疎

かになってしまうということです。そうであっては事業ではありません。 
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 不慣れなことは承知していますので、予算の組み方も勉強していただき、最終的に団体側も、補

助を出した行政側も「よかった」と思えれば、あなた方の団体にとっても大きな自信につながると

思います。そうやって事業の質を高めて行ってください。 

 

（佐伯委員） 

 私も委員長に同意です。 

 つながる事業補助がある今のうちに、色々とチャレンジし、その結果を分析することが必要だと

感じました。なぜ今回の企画の参加者が少ないのかという分析や、集客率の高いイベントはどうし

てそうなのかを調べる等、あなた方団体が検証した内容を聞かせてほしいと思います。 

 かねてから私は申し上げていますが、この活動は社会貢献的な要素が強く、内容も難しいもので

す。しかしビジネスとして始めた以上は、自立できるよう、今のうちにチャレンジと検証を繰り返

し、その課題を見つけ、安定した事業収入につながるように努めて行ってください。 

 

（村井委員） 

 率直に、アイデアが豊富なのだなと感心している所です。ただ、少し説明不足と言いますか、次

の機会では、計画にない活動と計画通り実施した活動の進捗を整理して、分かりやすくご報告いた

だきたいと思います。 

 

（原委員長） 

 私は何かのイベントに参加するだけでは、自立はできないと思っています。活動周知を図るため

のボランティアの活動ならまだしも、この事業はビジネスですし、この世の中において、主催した

からといって儲けにならない催事もたくさんあります。 

 情報誌への掲載１つにしても、情報誌の編集者と持ちつ持たれつな関係が築いておらず、お金が

無ければ掲載できないとなれば、金の切れ目が縁の切れ目となってしまいます。 

 

（村井委員） 

 確かにビジネスの観点からすれば、苦言が出がちになりますね。私は地道な努力という観点から

見て、感心しているところです。いずれにしても、残り期間はわずかですし、限られた時間の中で

計画を確実に遂行していただきたいと思います。 

 

（村井委員） 

 2 月のセミナー参加費は、備蓄品代も含まれているのですよね？ 

 

（団体） 

 はい。経費としては参加費の半分くらいが備蓄品の商品代になるように計画しています。私たち

は今まで、被災時にはこういう物品が必要、という啓発をしてきていますが、実際にそれを飼い主

が用意するとなると、人間用の備蓄品ですら、用意していない人もいるくらいですので、かなり気

合がいる事だと思います。だから、セミナーのついでに備蓄品を提供することを考えました。 
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（原委員長） 

 それであるならば、ビジネス化していく手法について、もう一歩考えてみてほしいと思います。 

 近年では、赤ちゃん用品を売り出すメーカーがよく使う手法で、産婦人科に協力してもらい、メ

ーカーと消費者をつなげる方法があります。これを応用し、例えば、ペット用品のメーカーと手を

組んで犬用の背負い袋を作り、ついでに試供品を入れてもらうという方法も取れると思います。講

座の参加者から予め、試供品送付の可否を取っておき、それに基づき、メーカーへ顧客の情報を伝

えることで、団体は参加者を呼び寄せやすい基盤が作れるし、参加者は講座を聞くついでにメーカ

ーから試供品やタイムリーな情報を定期的に得られるようになるし、メーカーは商品を購入してく

れる顧客の情報を得られるという、お互いのメリットが生まれます。 

 他にも、学生を対象に商品の反応を見たり、改良案を募集することをしている企業もあります。

そのペット版も出来そうです。 

 

（佐伯委員） 

 防災用品のローリングストックについては、色々と事例があります。例えば、防災用品のメーカ

ーが自治体の備蓄品としてストックされていた水を買い取り、食糧支援団体へ寄付する活動があり

ます。買い取った水は寄付することになりますが、自治体から新しく水を買ってもらえるので、結

果的にメーカーにも利益があります。こういった取り組みも出来ると思います。 

 

（原委員長） 

 以前、私が携わった活動なのですが、メーカーが抱えていたパッケージ不良のペットフードを配

ったことがあります。２トントラックいっぱいの商品がありましたが、「在庫の置き場がないから、

この日のこの場所に来てほしい」と呼びかけたところ、クチコミや飼い主のネットワークで、とて

もたくさんの人に引き取ってもらう事ができました。こういう話は、まさに情報網が要とする結果

だと思います。 

 防災用の飲料水も、食糧支援用にストックしている組織はたくさんあり、それを犬用に回すこと

だって出来ると思います。 

 利益を上げる事は難しいのですが、ペットという専門性を活かして、水や食料を切り口に参加者

を増やし、参加者とのつながりを作ってほしいと思います。 

 

（アドバイザー：伊藤慎悟氏） 

 ペットの非常持ち出し袋というのは、世の中では珍しいものなのでしょうか？ 

 

（団体） 

 いいえ、今は種類もたくさんあります。しかし、その内容はメーカーによってバラバラです。 

 実は 2 月のセミナーで１つ心配しているのが、参加者が飼育しているペットの大きさで、特に

犬は１ｋｇサイズから 50ｋｇサイズまであり、それぞれ必要な量が全く違うという問題がありま

す。私たちは、当日のセミナーで「これがあればとりあえず 3 日間はしのげる」ということで、

持ち出し袋を配布したいので、中身に偽りが無いように予約が必須となります。まだ参加者が確定

できていないので、周知に悩んでいます。 
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（佐伯委員） 

 わん歩会の件を見ると、防災という切り口だけでは、単体で実施することは難しい内容だと思い

ます。ペット関係のイベントとコラボして組めると、飼い主の比率も高いので、より関心を持って

もらえると思います。 

 

（アドバイザー：伊藤慎悟氏） 

 2 月のセミナーでは、ワンコミだからこそ買う価値がある、という理由を発信できると周知に繋

がりやすくなると思います。 

 今後、実績報告会の時では、この 2 年間の活動を本来の目的を踏まえ、進捗を話せると良いと

思います。防災の普及活動や、担い手の増加について、収支を交えながら目的と進捗についてお話

いただければと思います。 

（犬育応援プロジェクトワンコミ 終了） 


