沼津インターぐるめ街道振興会の歩み
平成21年4月1日

〜

沼津インターぐるめ街道振興会事務局制作

平成21年4月1日

〜

平成22年3月31日

平成21年4月
●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）
●キンカン鉢植え40鉢の寄贈（渡邊工業様）
●蓮池議員に136号線南二日町交差点の看板表示について意見交換及び沼津インター案内表示
のお願い。
●キンカン鉢植えの苗を鉢に縄により固定及び下記の国土交通省許可場所に設置。
ラーメン豚平さん前4鉢、31アイス手前2鉢、下り線門池小入口交差点4鉢、やきとり車さん付
近地下道入口2鉢、X橋下 交差点4カ所に4鉢ずつ全16鉢、六所神社地下道付近6鉢、のぼり地
下道前2鉢、小川観光さん前交差点4鉢
●国土交通省沼津河川事務所 加盟店配布用ぐるめ街道周辺道路関連パンフレット（東駿河湾
環状線など）の受け取り。
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
キンカン植樹（40鉢設置）について報告。
県道設置許可部分へのキンカンの設置本数確認。
モニュメント・・・今後2本プラス予定、一番亭下・・・今後2本〜3本プラス予定
王将下植樹帯・・・今後2〜3本プラス予定、交番前・・・今後2本プラス予定
●沼津市観光交流課 新規担当者にご挨拶後、キンカン植樹活動について説明。インター降り
口看板表示について意見交換。
●次回キンカン植樹について現場確認、植樹場所の選定及び植樹本数の決定。
（植樹依頼業者 富士造稙園）
●追加植樹用キンカン苗を追加購入
●街道沿いキンカンの見回り及び水やり
●下り線門池小入口交差点設置の枯れたキンカンの植え替え。
●東名高速道路沼津インター降り口付近及び500メートル・1キロメートル手前の伊豆縦貫道案
内看板の表示の確認調査。（伊豆縦貫道表示に加え無料の表示を確認）
●街道沿い事業所に対し、再三の警告に関わらず改善が見られないため、立て看板の違法設置
を国交省中部地方整備局静岡国道事務所沼津国道維持出張所に報告。
●沼津市役所商工課に岡宮交番前の閑地へのキンカン植樹について使用許可のお願い。
●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不定期ながら実施
平成21年5月
●振興会ホームページ 内容更新。
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
沼津インター降り口、東駿河湾環状線（伊豆縦貫道）入口の看板表示について現状報告と問題
点について意見交換。
●県道部分へのキンカン植樹について追加発注本数と植樹場所の決定。
（植樹場所：モニュメント花壇、一番亭下閑地、王将前植樹帯、岡宮交番前閑地）
ぐるめ街道パンフレット第3段製作の検討（クーポン券の掲載 QRコード利用など）
●21年度ボランティア清掃日の決定（第37回21年11月12日、第38回22年3月4日の2回）
●沼津観光協会・沼津商工会議所 東名高速降り口の伊豆縦貫道看板無料表示についての問題
について協議。今後の沼津観光について意見交換。
●富士川楽座にて観光リサーチ（物産販売所調査 キンカンジュースなど）
●沼津観光協会 総会出席。
●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。
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平成21年6月
●振興会ホームページ 内容更新。
●伊豆縦貫道 東名沼津インター出口看板表示についての説明会出席
東名沼津インター出口看板表示についての質疑応答。
場所：沼津市水道局1階会議室 日時：2009年6月4日（木）10:55〜12:10
出席者： 国土交通省中部地方整備局 沼津河川国道事務所3名（副所長、調査第二課長、事業
対策官）
沼津市役所 産業振興部2名（観光交流課長課長、観光振興担当）
沼津インターぐるめ街道振興会4名（会長、副会長、理事、事務局）
●観光振興懇話会出席
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
伊豆縦貫道看板表示についての国土交通省との説明会について報告
観光振興懇話会出席の報告、夏祭り 観光協会 花火協賛の報告、門池まつり参加について
模擬店出店 花火協賛、パンフレット製作について、キンカンジュースの試飲及び商品化につ
いての意見交換、総会について
●鉢植えキンカン追加分の移動及び設置
X橋4鉢、豚平前1鉢、車前1鉢、六所神社地下道前1鉢、石本家地下道前1鉢、全8鉢
●県道部分にキンカン植樹
王将前植樹帯4本、一番亭下三角地8本
●第23回定時通常総会
平成20年度事業報告、収支決算書、会計監査報告、平成21年度事業計画（案）、収支予算書
（案）、監事１名選任の件
伊豆縦貫道案内看板について、ぐるめ街道沿線のキンカン植樹について、ぐるめ街道PRのため
のパンフレットの製作について、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
意見交換会（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）
●ぐるめ街道モニュメント花壇にキンカン8本植樹（富士造稙園様協賛）
●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。ぐるめ街道振興会
ホームページ掲載の沼津インターぐるめ街道振興会の歩みを更新
●第23回定時通常総会欠席店に総会報告書及び各資料を配付。
●ぐるめ街道振興会 新規入会「陽だまりのぷーやん」様
●ぐるめ街道振興会HPに「陽だまりのぷーやん」様紹介ページを掲載。
●ぐるめ街道振興会管理のキンカンにぐるめ街道振興会ネームプレートを設置。
●国土交通省沼津河川事務所
伊豆縦貫道開通に関する資料を受け取り。
東駿河湾環状線（伊豆縦貫道）供用開始のお知らせ・インターチェンジ案内図を加盟店に配
布。
●フェスタコスタデルゴミin千本浜に参加（2名参加）
●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、キンカンの管理。
平成21年7月
●振興会ホームページ 内容更新。
●国土交通省沼津河川事務所
国土交通省沼津河川事務所HPにて掲載中の伊豆縦貫道接続のインターチェンジ案内図のぐるめ
街道振興会ホームページ上での使用許可申請。許可後、ぐるめ街道振興会HPにてインター出口
についての案内掲載。
●新幹線ガードからX橋区間のぐるめ街道上下線に除草剤散布。
●門池まつりお手伝い参加案内配布。
●加盟店に門池まつり協賛の確認。
●門池自治会主催 門池周辺清掃活動参加（4名参加）。
●門池まつりお手伝い参加書類回収。
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●定例会（ぐるめ街道を語る会）
2009フェスタ・コスタ・デル・ゴミin千本浜参加の報告。門池清掃参加の報告。
X橋から新幹線ガード区間への除草剤散布報告。キンカン商品について。
門池まつり模擬店について（出し物について：フランクフルト、つくね串、イカ焼きで検討）
模擬店準備品について（調味料、器類など）、運営方法 お手伝いの割り振りなど。
ぐるめ街道振興会 Vol.3パンフレット製作について。
●静岡県土木事務所に静岡県景観賞へのエントリー書類提出。
●ぐるめ街道振興会HPに「陽だまりのぷーやん」様有料バナーを掲載。
●門池まつりお手伝い案内を役員及び各加盟店参加者に配布。
役員：7名
加盟店：米久様、鬼が島様、うさぎ様、万葉の湯様、ぼんどーる様、一番亭様、串屋様、金じ
ろう寿し様、天神屋様、陽だまりのぷーやん様、伊豆海様、味工房様、ジャンボひもの様、沼
津インターグランドホテル様、ひろちゃん様
●門池祭り模擬店用資材調達 練炭、調味料類、容器・器類、道具類など。
●静岡県土木事務所 ぐるめ街道沿い県道部分電柱設置の複数の不明立て看板（東駿河湾環状
線への仮設案内看板）について確認問い合わせ。
●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、キンカンの管理。
平成21年8月
●振興会ホームページ 内容更新。
●門池祭り模擬店の出展参加
出し物：フランクフルト800本、つくね（2本売り）300食600本=1100食
参加協力店（ふなと 渡辺一浩様、こがね 森川剛存様、米久 山内芳文・栗原様、駿河の湯
瀬戸美喜代様、弥富 井上弘明様、第一プラザ 上野陽一様、オートベル 長田玄也様、鬼が
島 師星浩和様、トータルカットショップうさぎ 金澤正典様、万葉の湯 長野浩様、ぼん
どーる 小山建生様 古田裕子様、一番亭 山本尚美様、串屋 土屋孝男様、金じろう寿し
平川輝一郎様、天神屋 浅野愛子様、陽だまりのぷーやん 太田友幸様 稲葉奈々様、山一
コーポレーション 山中朋昭様 甲斐攻征様 加藤博幸様、沼津インターグランドホテル 池
田浩和様、ひろちゃん 土屋幸子様）
食材無償提供（米久様 フランクフルト800本、つくね串300本）
●東名町納涼祭へのご挨拶（役員2名）
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
沼津夏祭り清掃参加報告。
門池まつり報告 食材費報告、売上げ、収支など。
国民文化祭について 沼津市文化振興課プレゼン。
ハグ パートナーズジャパン 三島支社様プレゼン。
デイリーインフォメーション（るるぶフリーペーパー）様プレゼン。
●沼津インター料金所出口案内看板について、国土交通省沼津河川事務所、沼津市、ぐるめ街
道振興会による三者会談。
●国民文化祭ポスターを加盟全店に配布。
●ロケ弁コンテスト参加資料配付、ロケ協力店申し込み案内配布。
●映画ロケ地データベース協力店へのNPO法人フィルム微助人による取材に協力。
●ぐるめ街道振興会HP 万葉の湯様 有料バナー新規申し込み及び掲載。
●沼津市環境政策課 週末（金〜日）午後8時ころからの猛烈な悪臭について報告と対策のお
願い。近日調査との回答。
●沼津商工会議所にロケ地協力承諾書（協力店 伊豆海様）提出。
●国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所 感謝表彰
ボラティア清掃活動などによる美化・愛護活動にたいしての感謝表彰報告。
出席：国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所 3名（副所長、管理第一課長、管理第一課
管理係長）
国土交通省中部地方整備局沼津国道維持出張所 1名（管理係長）
沼津インターぐるめ街道振興会 5名（会長、理事、会計、婦人部、事務局）
●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、キンカンの管理。
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平成21年9月
●振興会ホームページ 内容更新。
●インターネットメール問い合わせに対応。季節食材を使った料理提供をする加盟店のメ
ニュー調査。
●映画ロケ地データベース協力店へのNPO法人フィルム微助人による取材に協力（第2段）
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所 ボラティア清掃活動などによる美化・愛護活動に
たいしての感謝表彰報告。ぐるめ街道振興会 Vol.3パンフレット製作について。
●有料バナー更新案内配布（駿河の湯様、こがね様、伊豆海様、味工房様、オートベル様、弥
富様、沼津インターグランドホテル様、ふなと様、金じろう寿し様、ぼんどーる様）
●忘新年会募集共同広告の提案について調査。
●新幹線ガード下の違法立て看板を国土交通省に連絡及び確認撤去指導のお願い。
●ホテルルートイン長泉様 ぐるめ街道振興会パンフレット設置希望により100枚配布。
●国土交通省中部地方整備局沼津国道維持出張所に製作していただく違法行為勧告シールの内
容及びサイズの提案を提出。
●忘新年会募集共同広告の参加希望調査。
●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、キンカンの管理。
平成21年10月
●振興会ホームページ 内容更新。
●静岡県土木事務所維持調査課にアダプトロードプログラムの看板設置のお願い。
●沼津市ゴミ対策課に11月に行われる沼津市クリーン週間に合わせて行う第37回ボランティア
清掃のゴミ収集依頼を提出。
●沼津市役所まちづくり推進課に第38回ボランティア清掃のゴミ収集依頼を提出。
●静岡県土木事務所維持調査課の方とアダプトロードプログラム承認の看板設置場所について
現地にて立ち会い、設置場所の決定。
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
アダプトロードプログラム承認看板設置についての報告。
加盟店による「ぐるめ街道で忘新年会」共同広告チラシ広告について。
沼津市より料金所手前二ヶ所のぐるめ街道方向看板設置について。
ぐるめ街道沿いへ道路通称名看板6ヶ所設置について（要望を県へ申請）。
ぐるめ街道振興会 Vol.3パンフレット製作について（製作依頼業者の決定：スタジオムー
ン）。
●忘・新年会共同広告チラシ掲載希望店に内容説明及び申込み受付。
（掲載希望店：ぼんどーる様、焼肉よしの様、万葉の湯様、やぶ様、鬼ヶ島様、駿河の湯様、
ひろちゃん様、こがね様、伊豆海様、串屋様、10店）
●ぐるめ街道振興会 新規入会 「元氣七輪焼肉 牛繁」様
●第24回国民文化祭（国文際）・しずおか2009 のぼり旗を加盟全店に配布及び設置のお願
い。
●ぐるめ街道沿い植樹の地植え、鉢植え、全てのキンカンの手入れと水やり。
●第24回国民文化祭（国文際）のぼり旗をぐるめ街道沿線に13本設置。
（モニュメント2本、X橋3ヶ所3本ずつ計9本、門池入口交差点上り線に2本設置）
●オートリアル様とセブンイレブン岡宮店様にぐるめ街道振興会入会案内配布。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット作製内容打ち合わせ。（製作依頼業者：スタジオムー
ン）
●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、キンカンの管理。
平成21年11月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ボランティア清掃年間予定及び第37回ボランティア清掃案内配布。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット掲載用の写真について、前回使用写真からの変更希望
調査。。
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●定例会（ぐるめ街道を語る会）
違法立て看板についての注意及び取り組みについて。
加盟店による「ぐるめ街道で忘新年会」共同広告チラシ広告について。
ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレットについて。
第37回ボランティア清掃、各ブロック配置役員決定。
11月15日（日）の門池清掃について。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット作製内容検討及び打ち合わせ。
●国土交通省沼津国道維持出張所 歩道上の立て看板設置について質問。
回答：行政及び葬儀に関する立て看板について、一時的な設置は認めるが、宣伝広告など営利
目的の物などについては、違法とする。
●第24回国民文化祭（国文際）のぼり旗13本撤去（モニュメント2本、X橋3ヶ所3本ずつ計9
本、31アイスクリーム交差点付に2本）
●第37回ボランティア清掃活動実施 沼津市清掃週間に合わせて実施。
ぐるめ街道沿線参加者65名 特別参加：「渡邊工業（株） 国道維持作業所」様10名 全参加
者75名
●沼津インター出口案内標識について意見交換会
出席：国土交通省沼津河川事務所3名（副所長、調査第二課長、事業対策官）、沼津市2名（観
光交流課長課長、観光振興担当）、ぐるめ街道振興会4名（会長、副会長、理事、事務局）
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット裏面有料広告募集案内配布。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット表面デザイン検討、打ち合わせ。
●伊豆縦貫道三島136号線方面からのナビゲーション案内表示調査。
●静岡県警察本部交通部 高速道路交通警察隊 沼津分駐隊に沼津インター料金所付近での事
故状況について聞き取り調査及び意見交換。
■モニュメント花壇内 アダプトロードプログラムの看板設置工事立ち会い及び設置確認、写
真撮影。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット裏面有料広告申込み書類回収及び集金。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット裏面デザイン打ち合わせ。
●静岡ファムトリップ実施への協力 韓国旅行会社視察 万葉の湯施設見学案内に同行（視察
案内協力：万葉の湯様）、同行：会長、事務局
●東急ホテルにて沼津市主催の静岡ファムトリップ歓迎会に出席。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット用写真データをデザイン事務所（スタジオムーン）に
提出。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット用写真撮影（ジャンボひものセンター様、陽だまりの
ぷーやん様）
●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、キンカンの管理。
平成21年12月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレットデザインをデザイン事務所（スタジオムーン）にて最
終打ち合わせ。
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
ボランティア清掃報告。
ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレットデザイン確認。
静岡ファムトリップ協力（韓国旅行会社視察）報告。
ペットの店内連れ込みについて。
●加盟全店に、ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット掲載内容確認。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット連携クーポン参加案内配布。
●ぐるめ街道振興会HP掲載 年末年始の営業調査。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット完成 加盟全店に配布。
●ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレットを沼津観光協会に1000部配布のお願い。
●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、キンカンの管理。
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平成22年1月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめパンフレットを沼津市役所観光課に1000部配布のお願い。
●街道沿線に植樹のぐるめ街道振興会管理のキンカンの実を収穫。（7キロ収穫）
●街道沿線付近の草刈とゴミ拾い。
●小川観光株式会社 代表取締役会長様通夜出席。
●沼津市役所観光課に沼津インター出口料金所上看板表示に関する要望書提出。
●スーパーホテル長泉様よりぐるめパンフレットの取り置き希望のお問い合せあり。
挨拶を兼ねてぐるめパンフレットを100枚届ける。
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
ぐるめパンフレットについて、キンカンの実の収穫についての報告、街道沿い草取りとゴミ拾
いの報告、伊豆縦貫道関連案内看板について。
●コーストエフエム様にぐるめパンフレット50部設置のお願い。
●「ひだまりのぷーやん」様閉店のため退会。
●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22年2月
●振興会ホームページ 内容更新。
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
沼津市役所観光課 沼津インター出口料金所上看板表示に関する代表者会議の内容報告。
ぐるめ街道 通り名看板6ヶ所への設置場所のお知らせ報告。
●ぐるめ街道振興会HPにダウンロード用ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレットpdf書類を掲
載、パンフレット連動、携帯クーポンQRコード掲載。
●コーストFM様ぐるめ街道振興会Vol.3パンフレット設置のお願い。（100部配布）
●岡一色歩道橋下事故によるガードパイプ破損を国交省沼津維持へ連絡。
●第38回清掃案内をぐるめ街道沿線の全事業所に配布。
●コーストエフエム 3月4日朝の番組内で第38回ボランティア清掃活動実施時間内の交通安全
呼びかけ放送のお願い。
●スーパーホテル長泉様より、ぐるめ街道振興会パンフレット追加配布依頼を受け100部を届
ける。
●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、キンカンの管理。
平成22年3月
●振興会ホームページ 内容更新。
●第38回ボランティア清掃活動実施。
ぐるめ街道沿線参加者71名 特別参加：「渡邊工業（株） 国道維持作業所」様16名、地域密
着お茶の間プロレス「沼津プロレス」様2名 全参加者95名
●定例会（ぐるめ街道を語る会）
沼津プロレス代表高橋様をゲストに迎え、地域活性化につながるぐるめ街道振興会との協力関
係強化について議論。
環状線道路看板に関係する要望について。
38回ボランティア清掃（3月4日）報告。
ぐるめ街道沿い植樹キンカンの管理、追肥等について。
●沼津プロレス第13戦にて加盟店の鬼ヶ島様ブースをお借りしてぐるめ街道ピーアール活動実
施。来場者にぐるめ街道振興会パンフレット300部配布。
●津市役所生活環境部ごみ対策推進課にボランティア清掃時に使用する「ゴミポイ捨てやめよ
う」のぼり旗をぐるめ街道振興会に数枚配布を要望。
●沼津市役所観光課から他団体に配布していただいているぐるめ街道振興会パンフレット配布
先リストの提出をお願い。
●沼津市役所生活環境部ごみ対策推進課 「ゴミポイ捨てやめよう」のぼり旗4枚・ポール4本
受け取り。
●「ぐるめ街道」通り名看板設置確認 上り線3ヶ所、下り線3ヶ所。
●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、キンカンの管理。
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