沼津インターぐるめ街道振興会の歩み

沼津インターぐるめ街道振興会事務局制作

昭和43年
昭和61年
11月5日

東名沼津インター完成。

「沼津インターぐるめ街道振興会」を設立。
沼津インター線周辺の事業者が相互連携につとめ、観光産業の
発展と地域の振興を目的とし、会員52名加入。
会長に（株）石井、代表取締役社長、石井政義氏が就任する。

昭和62年
2月12日

第一回経営者セミナー（25名参加）
演題「これなら出来る販売促進」
4月10日
第一回 通常総会
5月 8日
第一回 地域振興と道路整備についての意見交換会
5月16日
第一回 グルメ・フェスティバル開催。
〜17日
インポートフェアー・汐たきの儀・ツーリングラリー
ゴール会場（2万人来場）
6月 4日
グルメフェスティバル チャリティーショーにおける売上金を、
国際交流事業に寄付。
6月18日
第一回 グルメ衛生講習会（30名参加）
6月20日
インター線拡幅整備計画説明及び、意見交換会
（初の自治会と合同会議）
拡幅周辺地域の自治会長及び、建設省、沼津市が出席
6月30日
第二回 地域振興と道路整備についての意見交換会
7月 9日
第二回 経営者セミナー（40名参加）
演題「焼津さかなセンターについて学ぶ」
7月30日
第三回 地域振興都道路整備についての意見交換会
建設省、沼津市と活発な意見交換を行う。
8月 4日
臨時総会
中央分離帯設置反対についての打ち合わせ
道路対策委員会の設置
＜委員長に（株）あしの商会、代表取締役社長、野秋裕氏就任＞
10月 2日
東駿河湾環状線道路の都市計画が決定される
11月21日
第二回 グルメフェスティバル「秋の味覚祭」開催。
〜22日
一店舗一点フェアー・物品販売（3万人の来場）
12月10日
第四回 地域振興と道路整備についての意見交換会
建設省、沼津市を招き、現況を報告していただく。

昭和63年
1月11日
2月23日
3月 2日

3月11日
3月24日
4月12日
4月23日

第二回 各関連自治会長と振興会役員との合同会議
拡幅問題に対する初の地権者・営業権者の合同意見交換会を開く。
沼津フォーラム 事例発表会参加
甲府商工課・沼津観光協会・沼津市商工観光課・内浦漁協・
伊豆箱根鉄道・グルメ街道振興会
第五回 地域振興と道路整備についての意見交換会
用途地域見直しの陳情書提出。
国道246号線 沼津・裾野バイパス開通式
第二回 通常総会
会長 石井政義氏 再選
第六回 地域振興と道路整備についての意見交換会
衆議院議員 木部佳昭先生を囲み、東駿河湾環状線道路や周辺
道路整備計画などについて意見交換を行う。
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5月11日

第一回 沼津インターグルメ街道道路対策委員会
建設省より道路構造の実物大模型提出。
5月13日
第四回 海人祭 ジョイント参加
5月14日
第三回 グルメフェスティバル開催
〜15日
一店舗一点フェアー・物品販売（5,7万人来場）
5月26日
第七回 地域振興と道路整備についての意見交換会
国道246バイパスの西進問題や、拡幅の現況を建設省及び
沼津市都市計画課に聴く。
中央分離帯の廃止・縁石の高さ・ガードレールの間隔増が
認められる。
6月 2日
グルメ街道沿いの側溝蓋取付を県土木事務所に申請。
6月16日
第二回 グルメ衛生講習会（37名参加）
8月30日
「沼津インター線・拡幅改良事業」に伴い、用途見直し及び
共同溝についての陳情書提出
提出先：建設省・県知事・沼津市長
10月11日
第八回 地域振興と道路整備についての意見交換会
共同溝の設置及び用途見直しについて、建設省、沼津市に聴く
11月19日
第四回 グルメフェスティバル「秋の味覚祭」開催。
〜20日
一店舗一点フェアー・物品販売（6万人来場）
12月12日
電柱地中化に伴う勉強会
平成元年
2月10日
5月16日
5月21日
5月27日
6月19日
7月 3日
7月28日
8月18日
10月19日
11月11日

平成

沼津産業フェアー参加。
第三回 通常総会
会長 石井政義氏 再選
グルメ街道振興会会館 落成式
（東名町コミュニティーホールも兼ねる）
第五回 グルメフェスティバル開催
各店共通食事券を配布。会員の集中送客を計る。（7万人来場）
第三回 グルメ衛生講習会
第九回 地域振興と道路整備についての意見交換会
共同溝問題で、建設省、沼津市、東電、静岡ガスに聴く。
役員会において、再度共同溝について検討。
合同道路対策委員会
各自治会及び役員において、現況を建設省・沼津市に聴く。
道路拡幅説明会
共同溝（キャブシステム）決定。
第六回 グルメフェスティバル開催。
各店共通食事券を配布。会員の集中送客を計る。
（7,2万人来場）

2年
1月26日
2月23日
5月11日

用途地域指定変更に関する陳情書を再度提出。
ゴミ処理問題についての意見交換会
第四回 通常総会
会長 石井政義氏 再選
5月19日
第七回 グルメフェスティバル開催。
〜20日
各店共通食事券を配布。会員の集中送客を計る。
（7,5万人来場）
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8月 6日
8月18日
8月29日
11月17日
11月21日

平成

3年
2月26日

3月23日
5月10日

第二東名高速道路のルート発表になる。
第十回 地域振興と道路整備についての意見交換会
東駿河湾環状線岡宮I.Cの構造改善についての協議
東駿河湾環状線岡宮I.Cの構造改善についての陳情書提出
提出先：建設省・県知事・沼津市長
第八回グルメフェスティバル開催。
各店共通食事券を配布。会員の集中送客を計る。（8万人来場）
第一回 「海・山・川の街」シンポジウム開催。
小田急線相互乗り入れを機会に、インター周辺の街づくりを
考えるパネルディスカッション実施（130人来場）

第十一回 地域振興と道路整備についての意見交換会
（岡宮I.C の構造改善 内定）
東駿河湾環状線・第二東名高速道路・岡宮I.Cの構造改善・
今後の県管理区間のインター線拡幅整備計画・
用途地域見直し・246バイパス西進（沼津・南一色線）などの
経過について論議。
沼津市主催の「沼津体験幸海」に出席
小田急線周辺の新聞・雑誌のレジャー記者30余名と会談。
第五回 通常総会
会長 石井政義氏 再選。
CI導入により、「グルメ街道」を「ぐるめ街道」に呼称変更
「ぐるめ街道キャラクターグッズ」の販売を決定。

5月17日

第十二回 地域振興と道路整備についての意見交換会
ぐるめ街道拡幅工事中間報告・用地買収状況・第二東名・
東駿河湾環状線・街づくりについて論議。
出席者：建設省・各自治会長・振興会役員・道路対策委員会
5月18日
第九回 グルメフェスティバル開催。
〜19日
各店共通食事券を配布。会員の集中送客を計る。
初めての建設省・岡一色・東名町の方々による出店が好評。
7月17日

8月 1日
11月11日

沼津のにぎわいづくりを考える「にぎわい企画推進懇談会」発足
専門委員として石井会長が抜擢され、今後、振興会の意見を
反映するパイプ役となる。
「ぐるめ街道キャラクターグッズ」試験販売開始。
4店舗で販売。（30品目）
第十三回 地域振興と道路整備についての意見交換会
あしたか/21ヒルズパークプロジェクト 提案書提出。
国道246バイパス西進進展状況説明（沼津・南一色線）
東駿河湾環状線・ぐるめ街道周辺地域再開発構想などについて
論議。
出席者：建設省・県土木事務所・沼津市・振興会役員
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平成

4年
1月 4日
2月17日
4月23日

「ぐるめ街道周辺都市構想」、静岡新聞に掲載される。
「にぎわい企画推進懇談会」出席
第六回 通常総会
会長 石井政義氏 再選
5月16日
海人祭ジョイント参加。
カニ汁うどんの販売を中心に、振興会会員のチラシを配布。
5月23日
第十回 グルメフェスティバル開催。
〜24日
共通食事券を7,800枚発行。3983枚回収。（6万人来場）
9月 6日
金岡校区祭 協賛
9月24日
県道沼津インター拡幅改良事業検討会＜県土木事務所＞

平成

5年
3月22日
4月16日
5月16日
6月16日
7月31日
8月31日
10月29日

平成

6年
1月31日
2月 1日
2月15日
3月20日
4月11日

5月15日
6月10日
7月31日
8月26日

9月10日
10月21日

第一回 県道沼津インター拡幅改良事業説明会＜県土木事務所＞
県団体中央会による協同組合設立説明会
県道沼津インター拡幅改良事業打ち合わせ＜役員会＞
海人祭協賛。
第四回 ぐるめ衛生講習会
沼津夏祭り協賛。＜観光協会＞
国道沼津インター線地下道開通式参加。（第一プラザ前）
第七回 通常総会
会長 石井政義氏 再選

県道沼津インター線横断歩道開通式参加。（王将前）
「沼津インターぐるめ街道チラシマップ」製作配布。
第二回 県道沼津インター線拡幅工事に伴う、用地買収説明会
出席者：県土木事務所
国道沼津インターぐるめ街道改良工事全線開通。
全線開通式出席
県道沼津インター線道路拡幅改良工事事業に関する打ち合わせ
（役員会）
海人祭協賛。
「沼津インターぐるめ街道チラシマップ」配布。
第五回 ぐるめ衛生講習会（沼津保健所）
沼津夏祭り協賛。＜観光協会＞
第八回 通常総会
会長 石井政義氏 再選
第三回 県道沼津インター線拡幅改良事業説明会
出席者：県土木事務所
役員会
第四回 県道沼津インター線拡幅改良事業説明会
出席者：県土木事務所
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平成

7年
1月17日
2月15日
3月20日
6月 9日

8月19日

平成

8年
1月25日
第七回 県道沼津インター線拡幅改良事業説明会
〜26日 出席者：県土木事務所・沼津市・振興会会員・地権者・借地権者
2月
県道沼津インター線拡幅工事が、振興会を中心とする陳情により、
かまぼこ型縁石に設計変更される。
3月15日
「県道沼津インター線拡幅に伴う、横断歩道と乗り入れ口の見直し
について」の陳情書を提出。
提出先：県知事 県土木事務所
4月
ぐるめ街道振興会意識調査実施。
5月29日
第十回 通常総会
会長 石井政義氏 再選
第八回 県道沼津インター線拡幅改良事業説明会
出席者：県土木事務所 沼津市
6月 1日
沼津インターぐるめ街道振興会会報「月刊ぐるめ街道」創刊。
これより毎月一日発行となる。
6月10日
役員会
6月18日
地域活性化に関する陳情書提出
提出先：沼津市・商工会議所
6月24日
7月17日
9月 4日
10月28日
11月28日

平成

9年
1月23日
2月18日
3月15日

平成

第五回 県道沼津インター線拡幅改良事業説明会
出席者：県土木事務所
第一回 沼津インターぐるめ街道用途地域改正問題に関する検討会
第二回 沼津インターぐるめ街道用途地域改正問題に関する検討会
第九回 通常総会
会長 石井政義氏 再選
第六回 県道沼津インター線拡幅改良事業説明会
出席者：県土木事務所
県道沼津インター線拡幅改良工事に伴う、安全地帯設置と縁石の形
状見直しについての陳情の署名活動を実施。（2000余名の署名）
提出先：県知事宛 県土木事務所

地域活性化に関する懇談会
出席者：地元自治会長・振興会役員
第一回 ぐるめ街道清掃活動
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（80余名）
第二回 ぐるめ街道清掃活動
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（40余名）
駿河湾環状線地元説明会＜建設省・沼津市＞
第三回 ぐるめ街道清掃活動
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（75余名）
第四回 ぐるめ街道清掃活動
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（70余名）
JH沼津工事事務所事務所棟新築工事安全祈願祭出席
ぐるめ街道モニュメント完成＜県土木事務所＞
（246ジャンクション北側、東側ポケットパーク）

10年〜
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平成

11年
1月21日 沼津市 土地の用途変更に関する資料ぐるめ街道沿線全店に配布
1月26日 青年部 部会
2月 2日 行政への陳情等
沼津市 土木事務所
沼津市 企画部 広報広聴課
沼津市 市民生活課
沼津市 ごみ減量推進本部
沼津市 経済部振興課 観光・イベント係
建設省 静岡国道工事事務所 沼津国道維持出張所
COAST - FM 76.7
2月 4日 ニッポン放送 イベント企画参加（資料を加盟店に配布）
2月 8日 沼津商工会議所 ホームページリンク等に関する協議
2月25日 第13回清掃活動
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（82名）
沼津市事業所に対するゴミの出し方説明会
3月15日 沼津市発行 イベントチラシ加盟店に配布
3月25日 加盟店地域振興県取扱店調査 ホームページ掲載
4月 5日 沼津市発行 ポスター及びパンフレット配布
4月 6日 FM沼津 番組内（BonAppetit!）にて振興会加盟店紹介を陳情
4月12日 会員名簿調査表及びホームページ掲載項目調査
4月28日 沼津市観光課発行 海人祭のポスター配布
5月17日 沼津市役所 年間清掃活動申請
沼津土木事務所工事一課一係 カメ屋跡地の件について陳情
5月28日 第14回 ぐるめ街道清掃活動
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（39名）
静岡新聞社 清掃活動について報告
5月31日 天皇陛下お見送りのため日の丸国旗配
6月 3日 ぐるめ街道振興会ホームページ
天皇皇后両陛下の通過報告ページを掲載
7月13日 第13回通常総会
会長 石井政義氏 再選
道路五ヶ年計画説明会
出席者：建設省、県土木事務所、沼津市
8月25日 ホームページに関する調査 変更調査及び意識調査
9月 2日 第15回 ぐるめ街道清掃活動
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（74名）
9月 9日 建設省 支給品（タオル）を第15清掃活動参加者に配布
10月12日 建設省静岡国道工事事務所
ガードレールについての要望及び車止め案提出
10月18日 門池中学校 ぐるめ街道と商業について講習
10月20日 沼津市 菊花展ポスター配布
11月 1日 県警管制室 ぐるめ街道掲示板のカタカナ表示をひらがなに変更要請
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11月24日 行政への陳情等
静岡県 土木事務所 ぐるめ街道沿線の空き地の管理について陳情
沼津市 企画部広報広聴課
沼津市 市民生活課
沼津市 ごみ減量推進本部 近隣学校の清掃活動状況報告
沼津市 経済部振興課 観光・イベント係
ぐるめの表記を平仮名にするように指示
沼津市 環境交通課 交通安全イベント参加要請を受ける
沼津市 計画課 建設省静岡国道工事事務所
沼津国道維持出張所提出のガードレール案説明
建設省 静岡国道工事事務所 沼津国道維持出張所
FM沼津 清掃時の交通安全呼びかけの放送依頼
11月25日 第16回 ぐるめ街道清掃活動
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（64名）
鉄道管理事務所
新幹線ガードのツタ及び雑草の件でに連絡、清掃要請
沼津市 マンホールのコンクリート補修要請
12月 1日 建設省
裏道（通学路）へのダンプ（無法運転）の乗り入れについて
取り締まりを依頼
12月 7日 沼津市役所 ごみ減量・資源化推進協力店の申請書請求
加盟店各店 ホームページ掲載用年末年始営業時間調査
12月20日 沼津市役所生活環境部環境交通課 移動バスキャンペーン参加
平成

12年
1月20日 自販機荒らし防犯の呼びかけ及びチラシ配布
2月10日 沼津市振興課要請によりチャレンジ伊豆2000に協力
（ポスター、のぼり、パンフレットなどの配布）
2月24日 第17回 ぐるめ街道清掃活動
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（45名）
3月 3日 チェンジ伊豆2000ポスター、のぼり、パンフレット類加盟各店に配布
3月16日 青年部部会 インターネット利用によるぐるめ街道のＰＲ
4月 1日 振興会ホームページ季節のデザイン変更
4月 6日 振興会役員会議 ぐるめ街道道路諸問題と総会について
5月15日 沼津市役所環境課
和風レストランこがね付近悪臭に関する原因究明及び対策陳情
5月25日 青年部部会 総会について
5月28日 海人祭協賛（観光協会）
6月
ぐるめ街道歩み作成
6月23日 門池中学校講演（講師：石井政義会長）
地域学習の一環としてぐるめ街道について講演
7月
沼津夏祭り協賛（観光協会）
7月
東名町夏祭り納涼祭協賛（東名町自治会）
7月 1日 振興会ホームページ季節のデザイン変更
7月15日 沼津市役所観光課 配布物印刷物について意見陳情
8月
金岡校区体育祭協賛
9月19日 青年部部会 総会について
10月 1日 振興会ホームページ季節のデザイン変更
10月11日 第14回通常総会
会長 石井政義氏 再選
10月30日 県土木事務所 道路植樹、舗装（色・材質など）
工事実行日の計画などについて話し合い及び陳情
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11月 2日
11月14日
11月17日
11月20日
11月22日
11月24日

11月29日
11月30日
12月 1日
12月15日
平成

青年部部会 ボランティア清掃について
振興会役員会 振興会新規加盟店募集及び植樹について検討
オートベル様 新規加盟
和歌山らーめん 紀州路様 新規加盟
振興会ホームページオートベル様・紀州路様紹介ページ追加
青年部行政機関訪問
沼津市役所（観光イベント課、ゴミ対策課、交通対策課、計画課）
協力依頼：県土木事務所 カメヤ跡地などの徹底管理を陳情
コーストFM ぐるめ街道との相互協力を依頼
県土木事務所 電柱撤去後の植樹について
第18回清掃活動実施
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（67名）
振興会ホームページ季節のデザイン変更
年末年始各店休業情報調査及びホームページ掲載

13年
1月 1日
1月18日
1月22日
1月27日
1月31日
2月13日
2月22日

振興会ホームページ季節のデザイン変更
沼津市役所観光課 ぐるめ街道との相互協力に関する確認
東海道400年祭ポスター・チラシ・のぼり旗の配布
青年部部会 ボランティア清掃活動について
街道沿線（カメヤ跡地）の不法投棄等について調査
沼津市役所観光課からのイベントパンフレット・ポスター等の配布
第19回清掃活動実施
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（64名）
3月 5日 フリーウェーブ 携帯端末による加盟店情報PR協力依頼
2月28日 青年部部会 門池中学校商業体験学習について
3月 8日 門池中学校商業体験学習実施協力
受け入れ協力店：荒狗路様・ふなと様・やぶ様・こがね様
オートベル様・王将様・ぼんどーる様 以上7店
3月12日 フリーウェーブ 携帯端末による加盟店情報掲載完了
4月 1日 興会ホームページ季節のデザイン変更
4月 3日 燦々沼津パンフレット及びポスター配布
4月19日 青年部部会 配布物等について
5月17日 青年部部会 門池学習講演打ち合わせ
5月24日 第20回清掃活動実施
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（58名）
5月29日 国土交通省ガードレール・パイロン設置について陳情
6月 5日 静岡県土木事務所 株式会社米久前右折レーン・信号機設置を陳情
6月14日 門池中学校講演（講師：青年部部長 渡辺一浩様）
地域学習の一環としてぐるめ街道について講演
講演内容：ぐるめ街道周辺の道路事情及び土地の用途について
6月18日 振興会ホームページ内容更新
6/14の門池学習の様子をホームページに掲載
6月21日 青年部部会 総会について
7月
東名町夏祭り納涼祭協賛（東名町自治会）
7月 3日 第15回定時通常総会
会長 石井政義氏 再選
閉会後植樹について及びインターネット利用について意見交換会
7月 9日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板警告及び排除
7月16日 ぐるめ街道沿い歩道内への違法駐車警告及び警察への通報
7月24日 沼津市役所観光課 観光、イベントなどに関する情報協力依頼
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8月
8月15日
8月22日
9月15日
9月27日
10月 1日
10月16日
10月23日
11月13日
11月20日
11月26日
12月 1日
12月11日
12月15日
12月18日
平成

14年
1月 1日
1月11日
1月22日
1月24日
1月30日
1月31日

2月
2月 7日

2月21日
2月26日
3月
3月11日
3月12日

3月14日
3月18日
3月26日
4月 1日
4月20日
4月23日

金岡校区体育祭協賛
ぐるめ街道沿い歩道内への違法駐車警告及び警察への通報
沼津パンフレット及びポスター配布
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板警告及び排除
第21回清掃活動実施
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（51名）
振興会ホームページ季節のデザイン変更及び内容更新
県土木事務所 道路植樹、舗装（色・材質など）、工事実行日の
計画などについて話し合い及び陳情
ぐるめ街道沿い歩道内への違法駐車警告及び警察への通報
国土交通省 新幹線ガードから246バイパス交差点区間の
中央ゼブラゾーン及び歩道へのパイロン設置について協議
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板警告及び排除
沼津パンフレット及びポスター配布
振興会ホームページ季節のデザイン変更
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板警告及び排除
年末年始各店休業情報調査及びホームページ掲載
ぐるめ街道沿い歩道内への違法駐車警告及び警察への通報

振興会ホームページ季節のデザイン変更及び内容更新
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板警告及び排除
沼津市役所観光課 配布物印刷物について協議
第22回清掃活動実施
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（49名）
ぐるめ街道交通量について県土木事務所に聞き取り調査
国土交通省 歩道橋から246バイパス交差点の区間の
中央ゼブラゾーン及び歩道へのパイロン設置について
現地立ち会い確認
門池中学校商業体験学習 各加盟店に門池学習協力依頼
国土交通省 新幹線ガードから246バイパス交差点区間の
中央ゼブラゾーン及び歩道へのパイロン設置について
現地立ち会い確認
ぐるめ街道沿い歩道内への違法駐車警告及び警察への通報
日本道路公団沼津インター事務所 ぐるめ街道通過台数交通量調査
静岡県土木事務所 株式会社米久前右折レーン・信号機完成
国土交通省 新幹線ガードから246バイパス交差点区間パイロン設置
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板警告及び排除
門池中学校商業体験学習実施協力
受け入れ協力店：荒狗路様・ふなと様・ひろちゃん様・
オートベル様・王将様・ぼんどーる様 以上6店
振興会ホームページ 門池中学校商業体験学習掲載
ぐるめ街道沿い歩道内への違法駐車警告及び警察への通報
大瀬祭りチラシ配布
振興会ホームページ 季節のデザイン変更
沼津市に燦々沼津パンフレット及びポスター追加要請及び配布
青年部部会 配布物について
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5月14日 青年部部会 総会打ち合わせ及び今後の展開について
5月17日 県土木事務所 沼津インターグランドホテル前植え込み撤去を陳情
5月30日 第16回定時通常総会
会長 石井政義氏 再選
新規加盟店として、ローソン沼津岡一色店様・沼津インターグランド
ホテル様の加盟が満場一致にて承認されました。
報告終了後、今後の街づくりについて・会則についての決議・
定期の清掃活動予定についてについて意見交換会 閉会後インター
ネットホームページについて・道路構造設備について意見交換会
6月 1日 違法看板の警告と撤去
振興会ホームページ 季節のデザイン変更
6月 3日 沼津市計画課 スポーツランド付近からローソン付近までの、
捨て看板の撤去要請
歩道内違法駐車警告
6月 7日 青年部部会 会則について
6月27日 門池中学校講演（講師：青年部部長 渡辺一浩様）
地域学習の一環としてぐるめ街道について講演
講演内容：ぐるめ街道の歴史及び道路構造について
6月28日 加盟店全店 門池中学校商業体験学習アンケート調査
7月
東名町夏祭り納涼祭協賛（東名町自治会）
7月 3日 沼津市 屋外広告法規制について調査
7月21日 歩道内への幟旗、電気看板設置に対する警告及び撤去通告。
8月
金岡校区体育祭協賛
8月 6日 青年部部会 清掃活動について9月,1月に実施確認決定
8月12日 沼津パンフレット及びポスター配布
8月20日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板警告及び排除
8月26日 振興会ホームページ 掲載内容変更調査
9月 3日 沼津市 土地用途見直し説明会
9月26日 第23回清掃活動実施
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（51名）
三島保線所 新幹線ガード下除草依頼
県土木課 新幹線ガード脇小川部分除草依頼（歩道はみ出し部分）
ぐるめモニュメント付近にある仮設ガードレールブロック撤去依頼
9月30日 国土交通省 街灯設備破損報告 道路の穴（破損部分）の報告
10月 1日 振興会ホームページ季節のデザイン変更
10月 7日 11/9に行われるJA南駿によるボランティア清掃活動について協議
11月 9日 青年部 JA南駿によるボランティア清掃活動に協力
11月14日 菊花展ポスター配布
11月25日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板警告及び排除
沼津パンフレット及びポスター配布
12月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更
12月 5日 リンガーハット交差点付近歩道違法駐車警告及び警察に通報
12月16日 年末年始各店休業情報調査及びホームページ掲載

-10-

平成

15年
1月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更
1月12日 違法設置店に対し歩道内施設へのたて看板設置の注意撤去を要請
1月23日 第24回ボランティア清掃活動（雨天により中止）のため
青年部道路状況確認巡回
1月27日 沼津市役所観光課 パンフレット等の配布物印刷物について意見交換
2月 4日 青年部部会 違法看板に対する今後の対応等について
青年部による道路状況確認巡回を不定期ながら実施を決定
2月12日 沼津市商工観光課 燦々沼津ポスターとパンフレットの請求
2月13日 沼津市都市計画課 説明会打ち合わせ
2月14日 沼津市都市計画課
土地用途見直しについて意見交換制限緩和について要望
3月14日 藤沢市 市役所及び婦人会による沼津ぐるめ街道振興会視察
街づくりについて討論会
3月17日 大瀬祭りチラシ配布
3月24日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板警告及び排除
3月31日 ぐるめ街道沿い歩道内への違法駐車警告及び警察への通報
4月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更
4月21日 沼津市に燦々沼津パンフレット及びポスター配布
5月14日 舗道上への違法看板に対する警告と指導
5月27日 青年部部会 第17回通常総会について
6月 2日 国土交通省
ぐるめ街道補修に関する打ち合わせ（工期及び工事内容など）
6月 4日 国土交通省 ぐるめ街道246部分の全面舗装工事概要の説明
歩道橋部分ペンキでの落書きと張り紙の対応を依頼
6月 7日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板パトロール
4個所5件について確認、写真撮影（HPに掲載報告）
違法設置店に即時撤去を依頼
一部歩道内設備の破損を確認
6月 9日 静岡県土木事務所 ぐるめ街道モニュメント付近牛繁横歩道内
蓋代わりの網破損 至急修理を依頼
6月12日 第17回定時通常総会
会長 石井政義氏 再選
報告終了後、ぐるめ街道振興会ホームページ・
ぐるめ街道沿いの諸問題について意見交換会
6月18日 静岡県土木事務所 屋外広告物規制に関して調査
沼津市役所都市計画課 屋外広告物規制に関するパンフレット請求
7月
東名町夏祭り納涼祭協賛（東名町自治会）
7月 3日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板パトロール
7月22日 青年部部会 黄瀬川沼津インター線（ぐるめ街道）沿道商業地区
計画変更（案）説明会について
8月
金岡校区体育祭協賛
8月 4日 沼津市都市計画部計画課
黄瀬川沼津インター線（ぐるめ街道）沿道商業地区計画変更（案）
説明会
9月19日 青年部部会 清掃活動について10月,1月に実施確認決定
9月30日 沼津市計画課 屋外広告物撤去許可について
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10月 9日 沼津市役所 年間清掃活動日程報告及びごみ収集依頼
10月16日 沼津保健所 介助犬（盲導犬・介護犬等含む）レストラン等飲食店
入店の許可について指導要請
回答：2003年10月1日より法律改正により訓練を受け予防接種及び
衛生管理された介助犬については入店を許可する。
10月21日 伊豆縦貫岡宮1号跨道橋下部工工事について加盟店に案内
工期：平成15年10月4日〜平成17年3月15日
10月22日 沼津市福祉事務所 介護犬に関する法律に関する問い合わせ及び
法に関する書類受取（送付）申込み
10月23日 第25回清掃活動実施
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（66名）
11月 4日 菊花展ポスター配布
11月11日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板パトロール
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板警告及び排除
12月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更
12月15日 年末年始各店休業情報調査及びホームページ掲載
平成

16年
1月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更
1月22日 第25回清掃活動実施
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（65名）
2月 5日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板パトロール
青年部部会 違法屋外広告物に対しての対応
2月12日 沼津市都市計画部計画課 計画係
黄瀬川沼津インター線（ぐるめ街道）沿道商業地区計画変更原案
説明会
3月 8日 大瀬祭りチラシ配布
3月18日 違法広告設置の建設会社に対して
街道沿い公共施設への違法広告設置警告と撤去依頼
4月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更及び内容更新
4月20日 燦々沼津パンフレット及びポスター配布
4月26日 青年部部会 違法看板・違法駐車について青年部の活動として、
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車の取り締まりをメイン
に道路状況確認巡回パトロールを引き続き不定期ながら実施の確認
5月 1日 振興会ホームページ 内容更新
5月 9日 青年部 ぐるめ街道沿い王将付近違法看板 違法設置会社に
案内看板撤去警告
ぐるめ街道沿い3カ所違法看板 違法店に宣伝広告撤去警告
5月13日 振興会ホームページ ぐるめ街道の歩み追加編集 ホームページ内組織
紹介ページにダウンロード用書類（pdf）としてデーターアップ
5月25日 青年部部会 第18回総会第7号議案について 街づくりとしての違法看板
・違法駐車・事故対策への対応を提案決定
5月29日 役員会議 第18回総会議事内容等について最終確認
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6月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更及び内容更新
6月 8日 青年部部会 駿河の湯にて会合
今後のぐるめ街道について意見交換（植樹・のぼり旗）
6月11日 青年部 六所神社の地下道入口の歩道内クレーン車無断乗り入れ工事に
つき厳重注意
6月15日 第18回定時総会
事業報告・収支決算報告・会計監査報告
報告終了後、ぐるめ街道を中心とした街づくりについて意見交換会
議題：違法看板、違法駐車、事故対策、ホームページ運営などについて
6月24日 役員会 振興会加盟店証明ポップ及び幟旗の件、技能五輪国際大会開催に
向けての加盟店意見交換会について打ち合わせ
6月24日 青年部部会 街道パトロール及び幟旗調査 加盟店プレート・幟旗案作製
7月
東名町夏祭り納涼祭協賛（東名町自治会）
7月 1日 振興会ホームページ 内容更新
7月 7日 青年部部会 新規加盟店募集・植樹の木の種類等について話し合い及び
13日の意見交換会について
7月13日 2007技能五輪説明会（沼津市）
説明会終了後 意見交換会
議題：植樹について（植える植物の種類等）
振興会加盟店証明ポップ、幟旗について提案及び検討後実施決定！
7月14日 青年部部会 振興会加盟店ポップデザイン最終検討
7月21日 振興会加盟店ポップ制作及び配布
県土木事務所 ぐるめ街道沿い道路工事案内配布
7月24日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
8月
金岡校区体育祭協賛
8月 1日 振興会ホームページ 掲載内容調査及び内容更新
8月 9日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
8月10日 青年部部会 16年度清掃活動について 10月に実施確認決定
新規加盟店について会議
8月30日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
9月 1日 振興会ホームページ 内容更新
9月11日 駿河湾環状線側道延長陳情書作製。
駿河湾環状線側道延長の陳情について東名町自治会長様に陳情への
協力のお願い。
9月14日 役員会 駿河湾環状線側道延長の陳情について、振興会新規加盟勧誘に
ついて、ぐるめ街道の駅名称問題、技能五輪につて
9月24日 沼津市役所 技能五輪世界大会について各店駐車場及び取扱商品などに
ついてのアンケート配布及び回収
9月28日 国土交通省 駿河湾環状線側道延長の陳情提出
沼津市 駿河湾環状線側道延長の陳情及び実現に向けての協力依頼
沼津市都市計画課 駿河湾環状線側道延長の陳情協力依頼及びご挨拶
技能五輪国際大会事務局 アンケート提出及びご挨拶
コーストFM 今後の相互協力についての確認及びご挨拶
9月29日 沼津市ゴミ収集課 ボランティア清掃スケジュール提出及びごみ収集依頼
9月30日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
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10月 1日 振興会ホームページ季節のデザイン変更及び内容更新
10月 9日 新規加盟店 愛鷹路伊豆海様
10月14日 ボランティア清掃案内年間予定を加盟店、ぐるめ街道沿線全事業所、
行政等に配布
10月16日 環状線測道土地地主様 駿河湾環状線測道延長についての協力のお願い
10月20日 FM沼津（コーストFM） 清掃時の交通安全呼びかけの放送依頼
10月21日 第27回ボランティア清掃
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（49名参加）
10月21日 静岡県土木事務所 街道モニュメント内不法設置看板、歩道上不法設置
看板、ガードパイプへの旗竿不法設置への警告依頼
10月21日 青年部 ボランティア清掃及び県土木事務所への不法看板警告依頼を
役員に報告
10月26日 国土交通省 ポール及びガードパイプ設置に関する打ち合わせ
10月30日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
11月 1日 振興会ホームページ 内容更新
11月10日 役員会 ポール及びガードパイプ設置の実施等について青年部による
最終判断を許可
11月15日 菊花展ポスター配布
11月30日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
12月 3日 県土木事務所 沼津インター線橋梁工事に伴う付け替え道路通行規制の
お知らせを加盟店に配布
12月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更及び内容更新
12月15日 年末年始各店休業情報調査及びホームページ掲載
12月20日 振興会ホームページ 加盟店の年末年始営業情報を掲載
12月30日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
平成

17年
1月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更及び内容更新
1月11日 沼津市役所ゴミ収集課 ボランティア清掃ごみ収集依頼場所変更依頼
1月20日 国土交通省、県土木事務所、日本道路公団、沼津市から環状線に関わる
工事説明会
役員会 振興会の今後について、モニュメント付近に夏みかんの木を
植える案および新規加盟店募集について会議
1月25日 ぐるめ街道沿い事業所調査
1月26日 沼津食品衛生協会による保健所ぐるめ街道店舗一斉検査の実施について
振興会加盟全店にお知らせ。
1月30日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
2月 1日 振興会ホームページ 内容更新
2月10日 県土木事務所 モニュメント内違法店看板撤去依頼
街道パトロール要請（3月31日までに撤去確約） 植樹に関して意見交換
2月24日 第28回ボランティア清掃
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（64名参加）
2月24日 国土交通省、県土木事務所、沼津市役所 駿河湾環状線道路工事説明会
2月25日 沼津市商工観光課 燦々沼津ポスターとパンフレットの請求
2月28日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
3月 1日 振興会ホームページ 内容更新
3月16日 商工会議所広告掲載 加盟店データ提出
3月 7日 新規加盟店募集配布
3月14日 大瀬祭りチラシ配布
3月30日 青年部 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
違法店舗に舗道上設置幟旗について警告及び撤去要請
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平成17年
4月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更及び内容更新。
4月 5日 燦々沼津パンフレット及びポスター配布（沼津市役所）。
4月 6日 青年部部会 違法看板・違法駐車について。
青年部の活動として、ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車の
取り締まりをメインに道路状況確認巡回パトロールを引き続き不定期なが
ら実施の確認。
街道下り線飲食店に歩道内幟旗設置を注意及び撤去警告。
4月 8日 加盟案内配布
理髪店うさぎ様/龍福苑様/ティ・エス・東部様/第一建設様/アラジン様
4月20日 沼津インター線仮設道路切替えのお知らせ配布
（国土交通省、静岡県沼津土木事務所）
5月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
5月26日 青年部 青年部部長（有）ふなと渡辺 振興会役員として
「街道の歴史について」オートベル様社員の方へ説明会実施。
5月25日 ぐるめ街道の歩み追加編集 ホームページ内組織紹介ページ
「ぐるめ街道の歩みpdf書類」データ更新。
5月31日 青年部部会 第19回総会第7号議案内容決定。
街づくりとしての違法看板・違法駐車・事故対策への対応を提案。
沼津市技能五輪推進委員会 総会後行う説明会についての進行等の確認。
6月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更及び内容更新。
6月 2日 理髪店うさぎ様 ぐるめ街道振興会についての説明及び入会意思の確認。
入会申込み書受取。
役員会 第19回総会議事内容等について最終確認。
理髪店うさぎ様 入会申込み書受取の報告及び入会手続き完了。
6月 8日 伊豆縦貫道 工事ニュース第1号17年/6発行配布
（国土交通省沼津河川国道事務所）
6月10日 青年部部会 新規加盟について募集について検討。
6月14日 沼津インターぐるめ街道振興会加盟店名簿調査。
6月21日 第19回沼津インターぐるめ街道振興会定時総会。
事業報告・収支決算報告・会計監査報告
報告終了後、ぐるめ街道を中心とした街づくりについて意見交換会。
議題：違法看板、違法駐車、事故対策、ホームページ運営などについて
意見交換
6月22日 青年部 街道パトロール
街道上り線建設会社に舗道上設置幟旗の注意及び撤去要請。
紀州路様にHPの掲載内容変更についての再説明、掲載内容変更
6月28日 総会欠席店（9店）へ報告書及び総会時資料配付。
7月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
ダウンロード用ぐるめ街道の歩み修正。
7月 4日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール実施。
駿河の湯付近から天神屋付近の電柱への違法案内看板確認
設置元の建築会社に捨て看板撤去要請。後日、看板撤去確認。
7月 6日 青年部部会
17年度清掃活動について
平成17年10月27日,平成18年2月23日に実施確認決定。
ホームページ有料バナーについて検討及び実施の決定。
年間掲載料金の決定。
＜年間掲載料＞
○トップページ上段表示機能付き 年額 15,000円
○トップページ上記機能無し
年額 10,000円
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平成17年
7月22日
7月29日

7月30日
7月
8月 1日

8月 2日
8月 8日

8月
9月 1日
9月 8日

9月17日

9月12日
9月19日

9月27日
10月 1日
10月 3日

10月 5日

10月 7日

振興会ホームページ内バナー有料化の案内及び有料バナー申込書配布。
有料バナー申込書回収。
お申込み店：駿河の湯様、ふなと様、荒狗路様、こがね様、オートベル様
ひろちゃん様、ぼんどーる様、愛鷹路伊豆海様、味工房様
沼津インターグランドホテル様、以上10店。
県土木事務所 ぐるめ街道沿い道路工事案内配布。
東名町夏祭り納涼祭協賛（東名町自治会）。
振興会ホームページ 内容更新。
有料バナー設置
駿河の湯様、ふなと様、荒狗路様、こがね様、オートベル様、
ひろちゃん様、ぼんどーる様、愛鷹路伊豆海様、味工房様、
沼津インターグランドホテル様。
伊豆縦貫道 工事ニュース第2号17年8/発行配布
（国土交通省沼津河川国道事務所）
青年部 観光会社等からの問い合わせへの対応検討。
観光会社等問い合わせ用に各加盟店のパンフレット類を収集。
問い合わせの観光会社に各店パンフレット郵送。
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
岡一色歩道橋付近 違法設置の住宅建築会社に違法看板撤去勧告。
上り線飲食店に歩道内違法幟旗設置確認 警告。
金岡校区体育祭協賛。
振興会ホームページ 内容更新。
青年部 青年部部長（有）ふなと渡辺 愛知県中央青年会議所にて講演。
講演依頼者：（社）愛知中央青年会議所
講演テーマ：「今を見つめ、未来を考える ぐるめ街道の歴史・
活動内容や取り組み、未来への展望などについて講演。
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
青年部部会 技能五輪について、振興会として協力できることについて
技能五輪推進委員会に要望する内容について意見交換。
技能五輪推進委員会に「振興会として協力できること」について具体的な
話し合いの場を要望。
静岡県警 ぐるめ街道沿い城北高校横の電光掲示板不具合
（文字表示の不具合一部文字化け）連絡。
情報管制センターにて調査・調整との連絡があり。後日不具合解消確認。
コーストFM 今後の相互協力
（ボランティア清掃活動時の交通安全呼びかけ等）についての継続確認
振興会ホームページ 季節のデザイン変更及び内容更新。
技能五輪推進委員会との意見交換会
振興会として協力できることについて具体的な話し合い。
場 所：荒狗路
参加者：市役所 技能五輪推進委員会様2名・ 振興会役員5名
沼津市役所 地域推進課 ボランティア清掃ゴミ収集依頼
ぐるめ街道沿線における街灯設置および植樹に対しての
補助などについて相談
第39回技能五輪国際大会沼津推進協議会
にぎわいづくり・もてなし部会
1.大会開催に合わせた取り組みについて
2.第43回技能五輪全国大会（山口県）視察・調査について
（振興会より石井会長、渡辺青年部部長出席）
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平成17年
10月13日 ボランティア清掃案内年間予定を加盟店、ぐるめ街道沿線全事業所、
行政等に配布。
10月25日 FM沼津（コーストFM）清掃時の交通安全呼びかけの放送依頼
10月27日 第29回ボランティア清掃活動実施 天気雨
参加：ぐるめ街道沿い事業所、中止予想の小雨の中有志25名参加
10月28日 第29回ボランティア清掃参加協力店ホームページに掲載
10月29日 伊豆縦貫道 工事ニュース第3号17年/10発行配布
（国土交通省沼津河川国道事務所）
10月31日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
11月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
11月18日 青年部 ぐるめ街道上り線二輪死亡事故につて検証と確認に伴い、
ぐるめ街道沿い城北高校北側測道の停止線などの書き直し及び
事故防止対策を沼津警察署へ要望。
11月19日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
違法広告物（岡一色歩道橋信号機支柱への広告物）
三島市の住宅建築会社に警告及び撤去勧告。
11月20日 菊花展ポスター配布。
11月29日 横断歩道設置・街路灯設置陳情について内容検討及び陳情書作製。
11月30日 沼津インター南交差点立体化工事のお知らせ配布。
12月 1日 振興会ホームページ 季節のデザイン変更及び内容更新。
12月 5日 年末年始各店休業情報調査及びホームページ掲載（12/15UP）。
12月 8日 横断歩道設置・街路灯設置陳情書提出
静岡県土木事務所・沼津市建設課（市長）・国土交通省国道維持出張所
12月12日 第39回技能五輪国際大会沼津推進協議会 にぎわいづくり・もてなし部会
（振興会より石井会長、渡辺青年部部長出席）
12月14日 伊豆縦貫道 工事ニュース第4号17年/12発行配布
（国土交通省沼津河川国道事務所）
12月28日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
平成18年
1月 1日
1月18日
1月20日
1月22日
1月30日
1月31日
2月 1日
2月 3日
2月23日
2月24日
2月26日
2月27日
2月28日
3月 1日
3月10日

3月30日

振興会ホームページ 季節のデザイン変更及び内容更新。
ぐるめ街道沿い事業所調査。
青年部 ヤマダ電機開店に伴う交通調査。
青年部 ヤマダ電機付近交通誘導に伴う渋滞調査及び写真撮影。
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
沼津市役所ゴミ収集課 ボランティア清掃ごみ収集依頼確認。
振興会ホームページ 内容更新。
第39回技能五輪国際大会沼津推進協議会にぎわいづくり・もてなし部会
（振興会より石井会長、渡辺青年部部長出席）
第30回ボランティア清掃
参加：ぐるめ街道沿い事業所、有志（45名参加）
第30回ボランティア清掃参加協力店ホームページに掲載。
伊豆縦貫道 工事ニュース第5号18年/2発行配布
（国土交通省沼津河川国道事務所）
沼津市商工観光課 2006年度燦々沼津ポスターとパンフレットの請求。
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
振興会ホームページ 内容更新。
青年部 振興会ホームページリニューアル内容検討
平成18年4月1日よりリニューアルオープンを予定し、コンテンツの
見直しとシンプルで見やすく分かりやすいページ構成に変更。
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール

-17-

平成18年
4月 1日 振興会ホームページ 内容更新。（ホームページの更新は毎月1日に必ず
実施、その他掲載情報がある場合は随時更新）
沼津インター線伊豆縦貫自動車道整備に伴う沼津インター線東側の
工事のお知らせ配布。
4月 5日 燦々沼津パンフレット及びポスター配布（沼津市役所）。
4月10日 伊豆縦貫道 工事ニュース第6号/4発行配布
（国土交通省沼津河川国道事務所）。
4月22日 青年部部会 違法看板・違法駐車について検討。
青年部の活動として、ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車の
取り締まりをメインに道路状況確認巡回パトロールを引き続き不定期なが
ら実施の確認。
5月 1日 振興会ホームページ 全面リニューアル。
5月29日 ぐるめ街道振興会役員会 総会について 総会議案検討、開催日決定。
沼津市技能五輪推進室 総会時に行う説明会について打ち合わせ及び
関連ビデオの上映依頼。
5月30日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
5月31日 青年部部会 第20回総会第7号議案内容最終決定。沼津市技能五輪推進室
に対しての協力内容の確認。
6月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
6月 2日 技能五輪推進委員会部会出席。
6月 5日 伊豆縦貫道 工事ニュース第7号/6発行配布
（国土交通省沼津河川国道事務所）。
6月 9日 青年部部会 新規加盟の呼びかけ及び募集について検討。
6月12日 全加盟店名簿調査 総会案内配布。
6月23日 沼津市に街道沿線電柱にプロレス興業の違法ポスター貼りを連絡、
撤去依頼。
6月23日 第20回定時総会
意見交換会。
総会終了後 第39回技能五輪国際大会説明会
（沼津市役所技能五輪推進室）
6月28日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
6月30日 総会報告書・総会資料・技能五輪パンフレット・技能五輪ロゴデザイン
書類配布（欠席店8店）。
金じろう寿司様バナー広告申込み受付。
7月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
7月 3日 振興会HP協賛バナー広告更新案内配布。
（現バナー広告加盟10店 駿河の湯様・ふなと様・荒狗路様・こがね様・
ひろちゃん様・オートベル様・ぼんどーる様・伊豆海様・味工房様・
沼津インターグランドホテル様）
7月15日 観光会社問い合わせに対応。各加盟店について詳しく説明、更にHP利用
による情報収集を提案。
7月15日 青年部部会 観光会社・旅行会社からの問い合わせに対しての対応を
検討。
7月25日 第39回技能五輪国際大会 市民参加型総合歓迎キャンペーン
オープニングセレモニー出席。
7月28日 各加盟店HP保有調査・有料バナー新規申し込み案内配布・HP掲載用
加盟店情報用紙配布。
7月28日 東名町夏祭り納涼祭協賛（東名町自治会）。
7月31日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール実施。
岡宮交番に放置自転車通報、回収依頼。
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8月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
8月 3日 県土木事務所 ぐるめ街道渋滞原因について県土木事務所に解消をお願い。
回答：ぐるめ街道環状線交差付近信号が原因→警察による信号機の間隔
調整を行っている。
8月 4日 ぐるめ街道の歩み追加編集
ホームページ内組織紹介ページ「ぐるめ街道の歩みpdf書類」データ更新。
8月 7日 HP掲載用加盟店情報用紙回収、有料バナー申込み確認。
8月 7日 県土木事務所 ぐるめ街道渋滞にについて県土木事務所に解消を2回目の
お願い。回答：現在信号制御以外に手だてなし。
回答に対し可能な限り改善を強くお願い。
8月 7日 沼津警察交通課規正係 ぐるめ街道渋の原因と考えられる信号機の間隔の
変更を提案、渋滞緩和をお願い。回答：現在コンピューター制御により
最適な状態に設定されているため、道路車線の増幅などがない限り基本的
にこれ以上即効的によくする手だてはなし。
8月 7日 青年部部会 引き続き渋滞緩和に対して各方面への呼びかけをしていく事を
確認。
8月14日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール実施。
岡宮交番に放置自転車通報、回収依頼。頻繁に見られることから
取り締まりパトロールなどの強化お願い。
8月23日 ぐるめ街道沿いガードパイプ数カ所にサラ金業者の違法看板を確認。
国土交通省へ通報、撤去依頼。
8月24日 金岡校区体育祭協賛。
8月28日 有料バナー協賛店に有料バナー継続の確認・HP掲載用データ変更の件
お知らせ。
8月29日 青年部部会 技能五輪国際大会の幟旗について意見交換。
8月29日 有料バナー協賛について継続・新規協賛の報告。
（有料バナー協賛店：駿河の湯様、ふなと様、こがね様、
オートベル様、ぼんどーる様、愛鷹路伊豆海様、味工房様、
沼津インターグランドホテル様、金じろう寿し様）以上9店
8月30日 18年度第2回にぎわいづくり・もてなし部会。
9月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
9月 4日 モニュメント付近花壇に除草剤散布。
9月 5日 青年部部会 技能五輪について のぼり旗の件、PRについての問題点に
ついて検討。
9月 5日 沼津市役所技能五輪推進室より幟旗受取り。
9月12日 青年部 X橋下の草むしりとゴミ拾い。作業時間約2時間
45リットルゴミ袋4袋収集 ゴミ処理（ふなと様）。
9月15日 沼津市に第31回（2006/10/27）と第32回（2007/2/23）
ボランティア清掃のゴミ収集を依頼。
9月15日 技能五輪推進委員会にぐるめ街道沿線の違法看板やゴミの問題について
定義、意見交換。
9月15日 市民相談センターに違法看板撤去許可の権利を与えられるように相談。
9月15日 観光課訪問 沼津の観光についてPRへの相互協力など意見交換。
ポスター・パンフレットなどについて意見、燦々沼津パンフレット
50部を受け取る。
9月15日 ゴミ清掃プラント管理課 ポイ捨て反対のぼり旗4枚、竿2本を受け取り。
9月19日 燦々沼津パンフレット写真の誤り（左右逆）を観光課に連絡、再販する
ことがある場合は修正するとの回答。
9月20日 和食処 荒狗路 営業休止を役員に連絡。
9月21日 HPを見た観光会社からの問い合わせへの対応、ぐるめ街道及び各加盟店
についてPR。
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9月25日 役員会 会長人事について相談。
9月25日 沼津市役所 市民窓口に違反屋外広告物除去協力員制度導入に関する
要望書提出。
9月25日 技能五輪推進室訪問 技能五輪国際大会チーフコーディネーターと会談。
9月27日 ぐるめ街道沿い城北高校横の電光掲示板不具合を沼津警察署に通報。
（文字表示の不具合一部文字化け）交通課回答：至急調査・調整します。
後日不具合解消確認。
9月28日 青年部 技能五輪推進員会によるパンフレット掲載用写真撮影の協力及び
撮影立ち会い。撮影協力店：ふなと様、伊豆海様、駿河の湯様。
9月28日 青年部部会 植樹用の木に金柑を第一候補に浜島園芸に行き種類、価格
などを調査（苗木1本約1000円ほどとのこと）その後モニュメント付近調
査（桜、夏みかん、かぼすなどが植えてあることを確認）。
9月29日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール実施。
10月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
10月 4日 18年度第3回にぎわいづくり・もてなし部会。
10月12日 岡一色歩道橋下マンホール噴出、原因は油の堆積による詰まり、
沼津市下水道管理課が対応。青年部にて写真撮影および調査。
10月16日 ボランティア清掃案内年間予定を加盟店、ぐるめ街道沿線全事業所、
行政等に配布。
10月16日 紀州路様脱会希望により手続き開始 会費未納分請求書と退会届の郵送。
10月日17 沼津市市民相談センター 街道沿いアダルトビデオ店営業に関する
問い合わせ（風営法による取り締まりは出来なのか等）。
沼津市市民相談センターの回答：風俗営業許可にあたると思われるので
沼津警察署生活安全課に問い合わせするようにとのこと。
10月18日 街道沿いに植樹する金柑について注文の方法や植え方などの調査。
（浜島園芸）
10月18日 テスト植樹可能地の調査。
（モニュメント花壇に2本、駿河の湯花壇に3本可能）。
10月18日 技能五輪推進室 プランター及び植樹の予算などについて質問
（門池自治会に含めての要望の方がベターとの回答）。
10月18日 沼津市計画課 捨て看板及び看板設置違反の指導を要望し、
第31回（2006/10/27）のボランティア清掃に合わせての視察をお願い。
10月20日 コーストFM ボランティア清掃活動時の交通安全呼びかけのお願い。
10月21日 岡一色自治会 上野様と技能五輪に向けた歓迎花配置・街道沿い
アダルト店への対応・歩道橋下歩道内への駐輪対策・今後の地域活動
への協力関係について話し合い。
10月24日 技能五輪国際大会一年前イベント参加募集案内配布。
10月24日 相互協力：ボイスキュー パンフレット・忘年会CM募集案内・
年賀挨拶募集案内配布
10月24日 青年部部会 飲酒運転についてなど話し合い。
10月26日 サングリア様に舗道上看板の敷地内設置をお願い。
10月27日 第31回ボランティア清掃活動 参加：ぐるめ街道沿い事業所73名。
ゴミ収集車提供：第一プラザ様。
○行政視察（沼津市）
○植樹テスト
（金柑5本：モニュメント花壇に2本、駿河の湯敷地内に3本植樹）
10月27日 技能五輪一年前イベント振興会からの参加手伝い人数（5名）を
技能五輪推進室に連絡。
10月28日 第31回ボランティア清掃参加協力店ホームページに掲載。
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10月29日 排水詰まり調査及び一部加盟店に聞き取り調査。歩道橋（X橋）上り車線
マンホールから油によるつまりにより排水が噴出、市役所がバキューム
カーによりつまりを取り除く。原因は街道沿線店舗の不適切な廃水処理
によるもの。近日店舗を特定し行政指導するとのこと。最悪営業停止。
10月30日 ラーメン石本家様入会申込み書受取及び入会手続き。
10月31日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール実施。
11月 1日 振興会ホームページ 内容更新。加盟店情報に石本家様追加掲載。
11月 4日 石本家様に振興会幟旗2本とポップ1枚配布。
11月 8日 沼津市役所 下水道管理課（ぐるめ街道沿い下水道のグリースによる
詰まりについて原因の確認と対策について協議）。
11月 8日 技能五輪推進課 11/12の一年前イベント準備手伝いの打ち合わせ及び
PR活動のための意見交換（X橋支柱への看板の貼付などを提案）。
11月 8日 コーストエフエム ごあいさつ及び相互協力の確認。
11月 8日 沼津市商店街連盟会長芦川様へ違法看板撤去に関する沼津市からの回答を
報告及び相互協力の確認。
11月 8日 国土交通省国道維持出張所 ごあいさつ及び技能五輪X橋支柱への看板の
貼付について相談。
11月 8日 沼津市自治会連合会副会長米原様に違法看板撤去に関する沼津市からの
回答を報告及び清掃活動への取組を含め沼津市発展のための相互協力の
確認。
11月12日 技能五輪国際大会一年前カウントダウンイベント参加と改正前準備の
手伝い。
11月15日 技能五輪国際大会のぼり旗を加盟全店に配布。
11月17日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール実施。
歩道橋下に不動産会社が幟・看板等を相当数設置していたので国交省に
通報の上、撤去と指導をお願い。
11月17日 門池小学校生徒が先生と共に環境美化活動で歩道橋下と周辺の清掃実施、
様子をHPに掲載。
11月20日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール実施。
理髪店うさぎ様前ガードパイプに違法設置してある案内地図看板の
確認と撤去を国土交通省静岡国道事務所沼津国道維持出張所に連絡。
11月21日 菊花展ポスター配布。
12月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
12月 1日 モニュメント花壇に植えた金柑の苗木盗難。
残った苗木の名札を外し目立たなくして盗難に対処。
12月10日 年末年始営業情報調査及び名簿内容の確認調査。
12月15日 振興会ホームページ年末年始営業情報掲載 内容更新。
12月28日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール実施。
平成19年
1月
1月
1月
1月
1月
1月

1日
2日
5日
5日
5日
8日

振興会ホームページ 内容更新。
東名町自治会名誉会長土屋豊様訃報を一部会員に連絡 葬儀生花手配。
ぐるめ街道振興会役員に土屋豊様訃報連絡及び日程お知らせ。
役員会 香典・生花・葬儀出席について打ち合わせ。
土屋豊様お通夜出席。（役員4名出席）
沼津国際カントリークラブ様からの依頼により振興会加盟店地図を
印刷の上、年始の挨拶と共にお届け。
1月10日 ボランティア清掃参加協力希望のマルハン香貫店様に連絡及び内容説明。
（HP掲載のボランティア清掃の情報を見ての協力希望）
1月17日 技能五輪推進委員会に技能五輪キャラクター使用許可申請書提出。
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1月18日 「技能五輪国際大会に向けた加盟各店の取り組み」出来ること申請書
原案作成及び役員に報告、配布了承確認。
1月21日 山一コーポレーション青木様よりぐるめ街道東側環状線沿い100メートル
区間に桜の木の植樹について提案あり。役員会にて報告、後日検討。
1月22日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール実施。
国土交通省国道維持出張所に六所神社前ガードレールのサラ金の
違法看板撤去を依頼。
1月22日 マルハン様代表者と第32回ボランティア清掃参加協力の手順について
打ち合わせ。
1月23日 技能五輪国際大会に向けた加盟店各店の取組お約束事項申請書配布。
1月23日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール実施。
六所神社前ガードレールのサラ金の違法看板撤去確認。
1月24日 技能五輪国際大会に向けた加盟店各店の取組お約束事項申請書回収。
1月24日 技能五輪推進室 主要箇所に配布済みとされた技能五輪ポスターが
振興会に送られていない事を確認、改めて配布を請求。
1月25日 ふなと渡辺様 近隣郵便局に技能五輪告知の協力をお願い。
技能五輪推進委員会に対し、その件に関する事項を郵便局取り
まとめ役の方に連絡するように指示。
1月25日 青年部部会 技能五輪に関する話し合い。
1月26日 技能五輪推進委員会訪問 意見交換会。違法看板・のぼり旗などの
取り締まりについて提言。名刺やチラシなどに貼る原価の安い
技能五輪国際大会PRのシールについて提案。街づくりについて各自治体や
団体との繋がりの強化を提案。技能五輪国際大会終了後の
gokigen̲numazu.comエリア利用について意見交換。
1月29日 技能五輪国際大会に向けた加盟店各店の取組お約束事項申請書回収。
2月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
2月 1日 明治大学文学部史学地理学科学生の地理の現地実習（沼津についての調査）
への協力。ぐるめ街道についての調査及び振興会の活動や周辺地域との
関係などを説明。
2月 5日 市役所観光振興課へ新年度のわいわいカレンダー（パンフ形式）と
ポスターの確保をお願い、送付を手配。3月16日に完成予定、16日以降に
郵送にて受け取り予定。
2月 5日 伊豆海青木専務と振興会の活動及び沼津市発展に対しての取組などに
ついて会談。
2月 5日 観光会社配布用技能五輪パンフレット2枚組50部 推進課に請求。
（配布協力：伊豆海様）
2月 6日 沼津フィルムコミッションNPO微助人代表金子様と相互の広報などの
協力についての話し合い。
2月 6日 沼津市役所技能五輪推進課 パンフレット名刺添付用技能五輪ミニシール・
追加ポスター15部受け取り、技能五輪活動についての話し合い。
2月 6日 沼津市産業振興部 観光交流課 沼津観光ポイントQRコードシール
600枚受け取り。
2月 8日 技能五輪部会 18年度第4回にぎわいづくり・もてなし部会。
部会終了後、五能五輪推進室よりぐるめ街道振興会をはじめ、
部会出席数団体に企業協賛の呼びかけを依託される。
2月 9日 青年部部会 技能五輪国際大会HP掲載希望店調査書類の修正及び配布に
関して。
2月10日 振興会役員会への出席調査配布。
2月13日 沼津市役所ゴミ収集課 第32回ボランティア清掃ごみ収集の確認。
2月14日 青年部部会 街道沿線事業所に向けて技能五輪に向けての振興会としての
活動等に関する意見書作製。

-22-

平成19年
2月15日 清掃案内、活動等に関する意見書及び行政・マスコミ等視察のお知らせ
配布。
2月16日 第32回ボランティア清掃の視察依頼書を提出。
（国土交通省静岡国道事務所 沼津国道維持出張所・静岡県沼津土木事務所
工事1課・沼津市技能五輪国際大会推進室・沼津市 企画部 地域づくり
推進課・沼津市役所）
2月16日 マスコミへの取材要望書24部。
（沼津市役所 企画部広報課に提出及び投げ込みお願い）。
2月16日 捨て看板・違法看板の取り締まり強化について都市計画部計画課 担当者と
意見交換及び今後の対策対応について打ち合わせ。
2月17日 コーストエフエム 23日に行われる第32回ボランティア清掃時の交通安全
の呼びかけお願い。
2月19日 技能五輪HP掲載希望調査書作製。
2月20日 第32回ボランティア清掃の準備協力役員に集合場所変更及び段取りの
お知らせ。
2月20日 第32回ボランティア清掃へのマルハンさん参加協力にともなう駐車場の
確保。協力を駿河の湯様（10台）・第一プラザ様（10台）にお願い。
2月21日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール実施。
ココス前にて自転車と車の接触事故、現場検証中の警察官に状況確認。
2月22日 技能五輪HP掲載希望調査書配布及び技能五輪ポスター・シールと
沼津観光スポット紹介シールについて加盟店全店に説明。
2月23日 ボランティア清掃 参加：ぐるめ街道沿い事業所74名
特別企業参加：パチンコマルハン様16名 ゴミ収集車提供：第一プラザ様。
清掃活動時に駐車場提供協力：駿河の湯様10台・第一プラザ様10台。
2月23日 国土交通省静岡国道事務所 国道部分について現場にて現状確認及び
問題ヶ所の改善をお願い。
2月23日 静岡県沼津土木事務所工事1課への現場確認内容
・県道部分について現場にて現状確認及び問題ヶ所の改善をお願い。
・歩道と私有地の境界線について確認依頼。
・ヤマダ電機右折に関する問題点改善のための中央ゼブラゾーンへの
ポール設置の検討。
・モニュメント花壇東 側道の管理責任機関の確認及びガードパイプに
固定設置している牛繁の幟旗と側道上の看板、ビックウェーブの
側道上設置の幟旗の違法性につて確認のお願い。
・こがねさん右折に関して、下り2車線をまたいでの右折時の下り車線
（東名を降りてきた車）の車速の高さによる事故の起こりうる危険性に
ついて物理的（降り口に目立つ「危険！」や「事故多発」等の看板設置）
な改善をお願い。
2月23日 国土交通省への現場確認内容
・舗装し直しの際に撤去されてしまったゼブラゾーン内危険走行を抑制
するためのカラーコーンについて、再度安全確保のため場所を協議の上、
設置を依頼。
・左折しか出来ない側道から右折が出来ないように、カラーコーン設置を
工夫するように説明。
・マクドナルド ドライブスルー出口から上り線への流入は危険なため、
カラーコーンを適所配置にて抑制を依頼。
・大型車両等の乗り上げや駐車による著しい歩道設備破損個所については
協議の上、ガードパイプ・カラーコン設置にて抑制を検討。
・歩道内を車両が走行・逆走できないような工夫を依頼。
・今後も道路設備の維持に関し相互の情報提供と協力関係強化を承諾。
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2月23日 沼津市役所への現場確認内容
・技能五輪推進室・ごみ対策推進課に現場のごみ・犬の糞等の状況を
現認していただき、大会開催までに問題解決への取り組み強化を提案。
・市役所内担当課へ左折しか出来ない側道から右折をする車両について
警告・認識を促す工夫を要請。
・ごみ対策推進課から市内一斉クリーン週間（17年11月1〜7日）への
協力依頼を受け清掃日の調整を含め検討を内諾。
2月27日 清掃時使用の技能五輪ジャンパー返却。
2月27日 技能五輪国際大会開催時に活用される英会話フレ−ズ集についての
充実アイデアを依頼される。既存データでの受け取り。
2月27日 市で推奨するクリーン週間（清掃）を技能五輪開催に合わせ振興会でも
スケジュール調整が必要か相談。
2月27日 動線上の諸問題解決に市側でどのような対応を取るのか質問。
（近日ワークショップ立ち上げを予定、そこへの参加を依頼される）
2月27日 技能五輪の告知不足解消に向けスポークスマン増強の依頼を受ける。
2月27日 協賛についての説明会参加を依頼される。
2月27日 沼津連合自治会 副会長と面談。
清掃活動の報告と今後の沼津活性化についての話し合いと相互の協力・
連携を深めることで一致。
2月28日 市民文化センターにて協賛事業・スポークスマン募集についての説明と
正式依頼を受ける。
2月28日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
3月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
3月 1日 加盟全店「ごきげん ぬまづ」HP掲載希望書回収。
3月 1日 技能五輪参加協力ミニシール各店必要枚数調査。
3月 1日 沼津市観光課の沼津観光スポットQRコード入りシール各店必要枚数調査
及び配布。
3月 1日 第39回技能五輪国際大会のスポークスマンとしての活動承諾書
加盟全店に配布及び回収。
3月 5日 エフエムぬまづ 技能五輪国際大会関係番組の取材（ふなと様店内にて）
を受け録音協力。
3月 5日 役員会 今後の振興会活動（役員選任の件）に関する意見交換会。
ぐるめ街道地図入りパンフレット作製の提案。
3月 6日 沼津市役所
・技能五輪推進室へ加盟店ＨＰ掲載データ・スポークスマン申請書の提出。
・技能五輪会場内または付近への振興会専用シャトルバスの乗り入れ検討を
お願い。
・国内関係行政・団体への事前案内の際、会場周辺の利便性をＰＲするため
ぐるめ街道沿いの店舗紹介を出来ないか問う。
・近日CDロムでの資料配付予定があるがデータに余裕があるため
既存ＨＰ掲載地図プラス位であれば入れ込みもOKの約束をとりつける。
・大会来場者や周辺整備と設備内容の詳細を明らかにするよう要請。
3月 6日 ごみ対策課と11月実施の市内一斉クリーン週間について話し合い。
技能五輪推進室と日付調整後、振興会も参加協力する旨を伝える。
3月 7日 フィルム微助人 ロケマップ設置協力店情報を作成し掲載依頼とマップの
配布予定数申請・配達依頼。
3月 8日 岡一色Ｘ橋中央ベンチ内オブジェのいたずら書き消去。
門池中学校教頭先生と面会の上、いたずら書き・登下校時の交通安全に
ついて生徒指導を要請。
3月13日 技能五輪動線上のゴミ・違法看板等の現状視察。
（ぐるめ街道・リコー通り・駅前・市役所付近・内浦海岸線）
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3月13日 弐萬圓堂様 ぐるめ街道振興会の活動についての説明と新規加盟のお願い。
3月14日 フィルム微助人 前回調査にて協力了承の加盟店様に、エキストラ募集
ポスター配布（こがね様、ぼんどーる様、金じろう寿し様、ふなと様）、
ロケマップ配布（ぼんどーる様、金じろう寿し様、ふなと様）
3月15日 沼津市役所からの依頼を受け「環境美化事業」に関わるワークショップに
参加、振興会の10年を越える清掃活動実績を元に、行うべきことの
本質を定義。
3月23日 新規入会のお願いと説明 弐萬圓堂様 ラーメン店様 に入会案内配布。
3月23日 ふなと店舗前〜弐萬圓堂間のゴミ拾い。
3月23日 歩道橋オブジェに再度落書きあり、門池中学校校長に生徒への指導を
お願い。
3月23日 六所神社地下道内にある不審物（脱いで置かれた着衣一式）の確認を
（ホームレス占有の可能性も含め）岡の宮交番へ依頼。
3月25日 フィルム微助人 日大三島ロケエキストラ誘導のお手伝い。
・三島市経済部観光推進課の方と技能五輪について・観光について・
市民活動の取組などについてロケ現場にて歓談。三島市作製予定の
観光マップにぐるめ街道を入れていただくお願いと今後の情報のやり取り
や相互協力についてお願い。
3月27日 技能五輪市民シンポジウムに出席。
3月30日 弐萬圓堂様入会申込み書受取及び入会手続き。ぐるめ街道振興会幟旗
技能五輪国際大会幟旗配布・加盟店名簿・技能五輪パンフ配布。
3月30日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール
3月31日 第一建設へ歩道施設内違法案内看板注意の上撤去を要請。
3月31日 弐萬圓堂様 加盟店情報をぐるめにHP掲載。
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4月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
4月 2日 定例役員会
弐萬圓堂様入会報告。フィルム微助人日大三島ロケ見学の報告。
三島市役所観光課との関係強化を目指すことについて意見交換の報告。
沼津市の技能五輪国際大会への取組姿勢を報告。
新規加盟店を増やすことにより更なる体力アップを目指すことを確認。
4月 2日 ぐるめ街道振興会案内パンフレット製作の決定。
4月 5日 沼津市役所 観光交流課にカレンダー手配の確認。
技能五輪国際大会推進室訪問、ごきげんぬまづHP内加盟店掲載確認。
4月 6日 弐萬圓堂 HP用店舗外観写真撮影及びぐるめ街道HP掲載。
4月24日 第39回技能五輪国際大会国際大会沼津市推進協議会（ブケ東海）
4月25日 臨時役員会 第21回定時通常総会について。今後の活動について討論会。
三島市観光課、商工会議所等と関係強化について。
加盟店売上げアップに繋がる広報活動の強化について。
4月25日 岡一色歩道橋下排水溝からの汚水噴出を沼津市役所下水道管理課に通報
及び対応をお願い。
4月26日 沼津市下水道管理課の岡一色歩道橋下マンホール噴出対応処理作業を確認。
4月26日 国土交通省沼津国津維持出張所とぐるめ街道ゼブラゾーン上の安全対策
について協議。カラーコーンを適所配置にて対応。
立ち会いの上設置個所を決定。
4月27日 役員意見交換会 三島方面の行政機関などに街づくりに関して協調の
働きかけを検討。
4月27日 技能五輪国際大会国際大会のぼり旗（交換用）を希望加盟店に配布。
4月27日 通常活動として、ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車の
取り締まりをメインに道路状況確認巡回パトロールを引き続き実施。

5月 1日
5月 2日
5月 8日
5月10日

振興会ホームページ 内容更新。
振興会役員名刺作製用個人情報調査。
役員名簿作製用 新役員の情報調査。
第21回定時総会
新役員選任
会長・副会長・理事3名・ 監事1名・ 婦人部長・ 会計・事務局長の選任。
新会長として 有限会社ふなと 渡辺一浩 就任
意見交換会
技能五輪国際大会国際大会について・生き残りをかけたぐるめ街道を中心と
した街づくりについて・インターネット利用による効果とホームページ運営
についてなど話し合い及び検討。
5月13日 第2回環境美化ワークショップ出席。
沼津市一斉清掃実施日について、ゴミ対策に関する意識変革のための手段,
各自治団体などとの連携の推進、など意見交換。
5月17日 沼津観光協会に新役員就任の挨拶。
5月17日 沼津市役所下記に新役員就任の挨拶。
○都市計画部 計画課 ○企画部 広報課 ○企画部 地域づくり推進課
○沼津市産業振興部 観光交流課 ○沼津市建設部
○沼津市産業振興部 技能五輪国際大会国際大会推進室
○沼津市生活環境部 環境交通課・環境対策課
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5月17日 沼津市商店街連盟に新役員就任の挨拶。
5月17日 東名町自治会に新役員就任の挨拶。
5月18日 役員名簿全店に配布。総会報告書・会員名簿・総会資料・
gokigenぬまづパンフレットを総会欠席店（12店）に配布。
5月18日 沼津観光協会にHPを持っている加盟店情報をメール送信、観光協会HPに
掲載のお願い。
5月21日 役員意見交換会「役員の年間活動スケジュール表」について協議。
Yahooスケジュールを使った連絡網の利用について。
5月22日 ぐるめ街道の歩み追加編集。
ホームページ内組織紹介ページ「ぐるめ街道の歩みpdf書類」データ更新。
沼津インターぐるめ街道振興会の歩みを更新 HPにアップ
5月28日 弐萬圓堂前中央設置カラーコーン抜けの打ち込み補修。
5月30日 沼津観光協会総会出席。
5月31日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。

6月
6月
6月
6月
6月
6月

1日
4日
5日
5日
5日
7日

6月 8日
6月11日

6月12日
6月17日
6月22日
6月26日
6月27日
6月29日
6月30日
6月30日

振興会ホームページ 内容更新。
五能五輪部会出席
技能五輪国際大会のぼり旗交換用の配布（第一プラザ・石本家・伊豆海）。
清掃活動用台車にのぼり旗用の金具の取付をうしぶせ自動車さんにお願い。
技能五輪国際大会のぼり旗交換用の配布。
国土交通省国道維持出張所・朝日新聞沼津支社・県土木事務所工事一課・
商工会議所・コーストエフエムに新役員就任の挨拶及び意見交換訪問。
国土交通省沼津河川国道事務所に新役員就任の挨拶及び意見交換。
役員会 ボランティア清掃日を11月4日・2月21日に決定。
7月1日の門池清掃に振興会から数名の参加を決定。門池祭り協力内容検討。
街道歩道沿い歩道橋下雑草と加盟店の各自店舗周辺の雑草除去。
歩道橋ベンチ内タクちゃんペイント補修検討。年間活動予定Yahoo個人
ツールにて確認。技能五輪国際大会出店ブースについて検討。
技能五輪国際大会開催時のシャトルバスの運行を行う方向で検討。
技能五輪国際大会おもてなしパンフレット希望部数300部依頼予定。
技能五輪国際大会用各店メニュー英訳希望を加盟店に通達。
東駿河湾環状線情報パンフレット配布。
技能五輪国際大会国際大会出店ブース申込み案内配布。
フェスタ・コスタ・デル・ゴミin千本浜に振興会代表者4名出席。
清掃活動 上り線豚平交差点歩道内雑草除去、ゴミ拾い。
清掃活動 上り線岡一色歩道橋下手前側半分雑草除去。
門池まつり会合に出席。
模擬店の詳細打ち合わせ。相互問題がなければ実現に向け始動で合意。
沼津市役所へ技能五輪国際大会門池会場出店の申請書提出。
岡一色歩道橋下違法案内看板設置者へ警告と撤去を申し入れ。
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
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7月 1日
7月 1日
7月 2日
7月 3日
7月 3日
7月 9日
7月 9日
7月13日
7月13日
7月16日

7月16日
7月21日
7月22日
7月26日
7月27日
7月29日
7月31日

8月 1日
8月 日
8月 3日
8月 4日
8月 4日

8月 4日
8月21日
8月26日
8月27日
8月28日
8月31日

振興会ホームページ 内容更新。
門池周辺清掃活動にぐるめ街道振興会より役員3名参加
技能五輪国際大会国際大会会場内植え込みの草取り。
役員会 門池祭模擬店について。
門池祭り模擬店用資材調達及び販売商品価格調査及び道具の手配。
技能五輪国際大会向けのごきげんTシャツ製作費調査。
門池祭り参加協力店申込書加盟店に配布。
産業雇用安定センターパンフレット配布。
門池祭り参加協力店申込書回収及び参加者協力の確認。
産業雇用安定センター雇用情報を希望店に案内。
清掃活動 岡一色歩道橋下4カ所中3カ所の雑草除去。
国土交通省静岡国道事務所沼津国道維持出張所に下記連絡。
1.上り線側二カ所、下り線マクドナルド側1カ所の雑草回収処分をお願い。
2.下り線側新幹線ガード先、三車線の右側・中央の間部分に60cm×40cm
程の大きな穴が出来ていることを報告、至急補修願い。
3.豚平の交差点内先頭部分のカラーコーンが抜けかけの報告、補修願い。
清掃活動 上下線岡一色歩道橋から豚平までの全区間の雑草除去。
城北高校前 県警交通情報掲示板文字化けを沼津警察署に連絡。
第2回中小企業家同友会 技能五輪国際大会環境美化ウォークへの参加協力
蛇松線のゴミ拾いに振興会代表者2名出席。
門池祭り必要品の買い付け。
門池祭りお手伝い参加者に時間割お知らせを配布。
第17回夏祭りクリーン作戦
早朝（5時〜）清掃参加 沼津祭り後かたづけに振興会代表者3名出席。
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。

振興会ホームページ 内容更新。
金岡校区体育祭協賛。
門池祭りにて配布のぐるめ街道振興会チラシ作製（白黒A4-50枚）。
フェスタ2007開会式、技能五輪国際大会100日前イベント
大会キャンペーン活動に振興会代表者2名参加。
門池祭り模擬店の出展参加
参加協力店：第一プラザ、ぼんどーる、石本家、金じろう寿し、天神屋、
ローソン沼津岡一色店、弐萬圓堂、山一コーポレーション、駿河の湯、
ファミリートータルカットショップうさぎ、米久、オートベル、こがね、
やぶ、ふなと
食材無償提供協力：米久、ふなと
東名町夏祭り納涼祭協賛（東名町自治会）。東名町納涼祭へのご挨拶。
金岡中部地区連合自治会主催 広告掲載体育祭プログラム配布。
清掃活動 毎月第3日曜日夜9時30分から沼津中央公園集合にて行われている
沼津市周辺の若者を中心とするボランティア清掃に振興会より2名参加。
沼津市役所ゴミ収集課に19年度ボランティア清掃活動のゴミ回収依頼提出。
清掃活動 新幹線ガード付近〜岡一色歩道橋の上下線区間のゴミ拾い・
雑草除去。
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
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9月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
9月 3日 役員会 清掃活動の報告
19年度ボランティア清掃日（2007/11/4・2008/2/21）に決定。
技能五輪国際大会巡回バスについて。
技能五輪国際大会開催に向けて確約割り分担の決定。
○環境美化（ゴミ雑草対策・歓迎花・歓迎POPなど）
○広報（パンフレット・看板等）
○交通（巡回バス運営）
9月 4日 東京電力配電保守グループにエックス橋下の地上トランスボックスへの
張り紙許可をもらう。
9月 4日 三島保線所に新幹線ガードの雑草処理をお願い。
9月 6日 台風9号に伴う街道パトロール緊急実施。暴風による事故防止のため
技能五輪国際大会のぼり旗などを含む危険設置物の徹底管理を加盟各店に
指示。
9月 7日 有料バナー更新案内配布
9月 8日 串屋様再入会 入会手続き及びホームページ掲載準備。
9月11日 2007年度 第2回技能五輪国際大会おもてなし部会に出席。
9月13日 臨時役員会 技能五輪国際大会について。ぐるめ巡回バスにつて。
大会前準備スタッフに対しての飲食への対応について。
パンフレット製作について。新規加盟店募集について。
9月14日 有料バナー申込書回収。
9月14日 モニュメント草刈り（振興会役員5名参加）。
9月15日 新規加盟店募集説明（三光水産様・豚平様・瀬戸様・万葉の湯様）。
9月20日 三島観光協会 事務局長と会談。
9月20日 ぐるめ街道振興会腕章作製
9月21日 静岡県産業部就業支援局・技能五輪国際大会国際大会推進室・
沼津市技能五輪国際大会推進室各代表者と巡回バス・シャトルバス運行・
大会前飲食サービス等について会議。
9月23日 万葉の湯様新規入会 入会手続き及びホームページ掲載。
9月23日 ぐるめ街道振興会パンフレット申込み案の検討。
9月27日 ラーメン豚平様・鬼ヶ島様新規入会 入会手続き及びホームページ掲載。
9月28日 ぐるめ街道振興会パンフレット申込み書配布。
9月30日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。

10月 1日
10月 1日
10月 2日
10月 2日
10月 2日
10月 3日
10月 7日
10月 9日
10月 9日
10月10日

振興会ホームページ 内容更新。
ぐるめ街道振興会パンフレット申込み書受け取り及び集金。
ぐるめ街道振興会加盟全店のパンフレット掲載用店舗写真撮影。
技能五輪国際大会国際大会開催前関係者飲食対応協力店調査。
三光水産様新規入会 入会手続き及びホームページ掲載。
ぐるめ街道振興会パンフレット裏面広告掲載情報調査。
技能五輪国際大会国際大会「ごきげんぬまづ」スタッフ研修会参加。
ぐるめ街道振興会加盟全店集会 沼津市役所技能五輪国際大会説明会。
ぐるめ街道振興会パンフレットスポンサー店の掲載データ受け取り。
全店集会欠席店に技能五輪国際大会パンフレット・簡単英会話集・
スタッフ研修会資料配付。
10月10日 ぐるめ街道振興会パンフレット掲載データ受け取り。
10月23日 11月4日一斉清掃の清掃重点場所調査。ヒットスタジオ下の三角地雑草の
除去について沼津インターグランドホテルさんと検討。
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10月23日 技能五輪国際大会シャトルバス運営についての検討及びバス協力店
（万葉の湯・駿河の湯・伊豆海）に時間割提出と状況確認。
10月23日 印刷会社にてパンフレットデザイン修正などの打ち合わせ。
10月26日 ぐるめ街道沿い全営業所にボランティア清掃年間予定と第33回ボラン
ティア清掃（技能五輪国際大会国際大会前の沼津市一斉清掃）案内配布。
10月28日 役員会 技能五輪国際大会巡回バスについて。
10月29日 印刷会社にぐるめ街道振興会パンフレット印刷開始を指示。
10月29日 沼津市技能五輪国際大会推進室から技能五輪国際大会新デザイン
のぼり旗の受け取。
10月31日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。

11月
11月
11月
11月
11月

1日
1日
2日
2日
4日

11月 5日

11月 5日
11月 6日
11月
11月
11月
11月

7日
7日
7日
7日

11月 7日
11月 7日
11月 8日
11月 8日
11月 8日
11月 8日
11月 9日
11月12日

振興会ホームページ 内容更新。
技能五輪国際大会新デザイのぼり旗とポールを加盟店に最終配布。
加盟店用技能五輪国際大会期間中店舗前設置ボード作製。
ぐるめ街道巡回バスのフロント・サイド設置サインボード作製。
第33回ボランティア清掃（技能五輪国際大会前沼津市一斉清掃）
参加：ぐるめ街道沿い事業所94名、応援参加：渡邊工業様21名
合計115名。ゴミ収集車提供：第一プラザ様。
役員会 技能五輪国際大会前最終会議
各役員の技能五輪国際大会担当部署の決定（巡回バス添乗員など）。
パンフレット完成報告。
静岡県沼津土木事務所工事第一課にホテルフォーミュラーワン北の
三角地の雑草処理を依頼。
バス提供協力店に運行表とバスフロント・左サイド設置の看板を配布。
バス添乗員の電話番号調査。
ぐるめ街道巡回バス運行テスト。 ルート確認及びバス停確認。
加盟店に技能五輪国際大会期間中設置の店舗前設置ボード配布。
ぐるめ街道振興会パンフレット配布。
ぐるめ街道巡回バス運行に関するお願いと指示。
各バス停付近加盟店にバス停状況報告のお願い、運行時間内に
各加盟店の満席時の本部への連絡を指示、利用客に加盟店利用を証明を
渡すことを指示。
ぐるめ街道振興会加盟飲食店の席数調査。
技能五輪国際大会おもてなし会場ぐるめ街道振興会テントにて配布希望の
各加盟店PRパンフレット提出の指示。
沼津技能五輪推進室より看板設置時の通行許可証受け取り。
現地にて場所確認。
技能五輪国際大会ぐるめ街道巡回バス運営と新パンフ完成を沼津市広報
経由にて報道投げ込み。
沼津朝日新聞社にぐるめ街道巡回バス運営と新パンフ完成をお知らせ。
技能五輪国際大会のぼり旗・のぼり旗台の配布・設置。
加盟全店に加盟店ナンバープレート配布・ぐるめパンフレット配布・
技能五輪国際大会関係書類配布。
マクドナルドに貴店利用のお客様に下記指導のお願い。
（テイクアウトのゴミポイ捨て放置注意、店舗駐輪場利用をお客様に
指導 歩道橋下違法駐輪禁止など）
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11月12日
11月12日
11月12日
11月13日
11月13日
11月13日
11月13日
11月15日

11月16日

11月17日

11月18日

11月21日
11月23日
11月28日
11月30日

ユーアンドミーに駐車車両の歩道はみ出しについて注意及び改善お願い。
スマル亭に舗道上への違法駐車車両への注意をお願い。
技能五輪国際大会当日予定の調整、ぐるめバス乗り場看板設置。
15日のぐるめ街道巡回バスに通行許可許可証・腕章・スタッフジャン
バーを配布。
技能五輪国際大会のぼり旗を主要交差点付近及びぐるめ街道から
会場間に設置（総数12本）。
会場内おもてなし広場 ぐるめ街道振興会テントへの飾り付け。
ぐるめ街道巡回バス乗り場看板に巡回図と運行時間表示設置。
★技能五輪国際大会国際大会（一日目）
○ぐるめ街道巡回バス運営
○おもてなし会場 ぐるめインフォメーションテントにて
ぐるめ巡回バス案内・ぐるめパンフレット配布・加盟店パンフレット
などを配布と供にPR活動。
★技能五輪国際大会国際大会（二日目）
○ぐるめ街道巡回バス運営
○おもてなし会場 ぐるめインフォメーションテントにて
ぐるめ巡回バス案内・ぐるめパンフレット配布・加盟店パンフレット
などを配布と供にPR活動。
★技能五輪国際大会国際大会（三日目）
○ぐるめ街道巡回バス運営
○おもてなし会場 ぐるめインフォメーションテントにて
ぐるめ巡回バス案内・ぐるめパンフレット配布・加盟店パンフレット
などを配布と供にPR活動。
★技能五輪国際大会国際大会（四日目）
○おもてなし会場 ぐるめインフォメーションテントにて
ぐるめ巡回バス案内・ぐるめパンフレット配布・加盟店パンフレット
などを配布と供にPR活動。
技能五輪国際大会閉会式出席。
技能五輪国際大会のぼり旗回収。
技能五輪国際大会時使用の借り物・提供品を提供加盟店に返還。
ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。

12月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
12月12日 加盟店の年末年始営業情報調査及びHP掲載。
12月12日 沼津市から寄付の幟旗用コンクリート台（39個）の受け取り希望店を
調査及び受け取り方の指示。
12月20日 第39回技能五輪国際大会国際大会沼津市推進協議会
平成19年度第1回合同作業部会出席。
○大会及び実施事業の報告
1.大会の開催結果について
2.推進協議会事業の結果について
○意見交換
○その他
1.技能五輪国際大会国際大会に関する感想・意見について
2.作業部会について
12月29日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
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1月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
1月17日 県道沼津インター線（ぐるめ街道）道路改良工事に関する説明会。
沼津インター付近の道路計画について、新設される歩道の形式について、
今後の予定について。
1月19日 技能五輪国際大会ご協力者様にお礼挨拶。
1月31日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。

2月 1日 振興会ホームページ 内容更新。
2月 4日 役員会
技能五輪国際大会終了のお礼挨拶。
インター付近道路計画（道路形状全線統一形状建設を希望）について報告。
植樹について（第一候補金柑の植樹を提案 今後植樹場所及び予算などを
検討、金柑の実のいろいろな加工方法などを検討）。
2月 5日 静岡県土木事務所に環状線開通1年遅れに関して問い合わせ。
→平成21年3月三島市塚原まで供用開始予定。
案内標識に関して、植樹帯に関してなど問い合わせ。
こがね〜東成流通間の事業所、ぐるめ街道全線同一歩道形状を了承。
2月 7日 沼津市産業振興部 観光交流課にぐるめパンフレット1000部配布。
2月21日 第34回ボランティア清掃。
ぐるめ街道沿い事業所：参加者68名 ゴミ収集トラック提供：第一プラザ様
2月27日 静岡県土木事務所工事一課第一係 ぐるめ街道の現状確認と意見交換。
ぐるめ街道最上部の信号機について意見交換。
慢性渋滞・植樹に関して意見交換。
米久本社付近の自動車飛び込み事故に対する安全確保のための
ガードレール設置に関して現場にて調査及び意見交換。
2月28日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。

3月1日
3月6日

3月6日

振興会ホームページ 内容更新。
静岡県土木事務所訪問。
○ 伊豆縦貫自動車道への案内看板について。
表記について意見交換：インター降り口の案内に伊豆方面という案内を
安易に使用しない。国道136号線の1号線合流箇所の案内看板の沼津インター
への案内を左折沼津インター・右折伊豆縦貫道という表記を希望。など
○ ボランティア清掃活動の参加報告書提出。
道路及び環境美化活動についての意見交換。
しずおかアダプトロードプログラム利用について。
○通り名について。看板設置についてのお願い。
○（株）米久事務所移転に伴う安全対策について。
○キャブ工事について。
国土交通省沼津河川事務所
○伊豆縦貫自動車道への案内看板について
表記について意見交換：インター降り口の案内に伊豆方面という案内を
安易に使用しない。国道136号線の1号線合流箇所の案内看板の沼津インター
への案内を左折沼津インター・右折伊豆縦貫道という表記を希望。など
○ボランティア清掃活動の参加報告書提出。
道路及び環境美化活動について過去の実績などを報告。
○通り名について看板設置についてのお願い。
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3月 7日 静岡県土木事務所に「しずおかアダプトロードプログラム」の
正式申込書を請求。
3月 7日 1号線・136号線合流点からの距離測定調査。
3月 7日 静岡県土木事務所に設置看板の表示に関して慎重に決定することをお願い。
3月10日 役員会 各行政周りについての報告。
3月11日 国土交通省沼津河川事務所 伊豆縦貫道パンフレット20部受け取り。
3月11日 観光協会 伊豆縦貫道の看板の表示について意見交換。
3月11日 伊豆縦貫道塚原付近視察及び136号線1号線合流前の案内看板の写真撮影。
3月13日 沼津市役所技能五輪国際大会推進室 今後のぐるめ街道の活動協力のお願い
及び街づくりに関する沼津市役所各部署のご紹介、意見交換。植樹活動に
関してJAのご紹介、後日訪問。
3月17日 沼津市観光推進課 わいわいポスターとわいわいカレンダー手配。
3月17日 東名町 米久本社前自動車用ガードレール設置の陳情書 同意のお願い。
3月17日 静岡県土木事務所に米久本社前自動車用ガードレール設置の陳情書を
東名町と連名で提出。
3月24日 技能五輪国際大会推進室解散式・記念碑除幕式ぐるめ街道振興会会長出席。
3月27日 伊豆縦貫道入口及び136号線から1号線への分岐部分の案内標識についての
検討会。（参加：ぐるめ街道振興会・沼津観光協会・沼津商工会議所・
沼津市建設部企画課・産業振興部 観光交流課）
3月27日 沼津市役所建設部 道路案内標識・ぐるめ街道通り名看板について相談。
3月27日 沼津市商工振興課 沼津市内の各団体との街づくりのためのコラボレーショ
ンや関係協力について意見交換など。
3月27日 沼津市産業振興部農林農地課 金柑の植樹、プランター設置について相談
及び植樹活動への協力のお願い。
3月27日 国土交通省道路管理維持出張所 ぐるめ街道沿いへの金柑植樹に関して
プランター設置の占有許可について、ボランティアサポートプログラムへの
申込みについて、通り名看板設置の占有許可について相談及び意見交換。
3月28日 技能五輪国際大会交通担当と意見交換。
静岡県発行技能五輪記録誌ぐるめ街道振興会名称記載の報告を受ける。
3月31日 金柑植樹について 街道写真に金柑を植えた場合のイメージをなど作製。
3月31日 ぐるめ街道沿い公共施設への違法看板・違法駐車パトロール。
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