沼津インターぐるめ街道振興会の歩み
平成20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20年4月1日

〜

平成21年3月31日

平成20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）
●定例会（ぐるめ街道を語る会） 伊豆縦貫道看板の表示について ぐるめ街道振興会・沼津
商工会議所・沼津観光協会・沼津市の4者による会合決定の報告。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の報告。技能五輪推進室解散式
の報告。沼津市役所にて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
ての検討会の報告。など
●沼津市役所地域づくり推進課にアダプトロードプログラムの申込み同意を求め適切な提出課
を調査依頼。
●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申込書提出。アダプトロードプ
ログラムについて打ち合わせ・検討・意見交換。
●モニュメント花壇設置のぐるめ街道振興会幟旗を交換、花壇の草取り及びゴミ拾い。
●植樹イメージ作製用のぐるめ街道写真撮影。
●静岡県土木事務所工事一課に米久前ガードレール設置時期の確認。
●若者有志による沼津駅前周辺清掃ボランティアに参加。
●ロボカップ幟旗をモニュメントに設置。
●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20年5月
●振興会ホームページ 内容更新。
●沼津市役所 観光交流課にカレンダー手配の確認。
●モニュメントの雑草取り・桜の木の剪定。
●沼津商工会議所 観光サービス部会・交通運輸部会出席 伊豆縦貫道案内標識に関する提案
と意見交換。
●沼津観光協会 環状線案内板問題の商工会議所提出書類打ち合わせ、振興会からの環状線案
内板問題提起書面を提出。
●岡一色歩道橋下４ヶ所中２ヶ所のゴミ拾いと雑草除去、ゴミ等の回収を国交省へ依頼。
●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22回定時総会
新役員選任（会 長、副会長、理 事、監 事、婦人部長、会 計、事務局長、事務局）
伊豆縦貫道入口付近案内看板について・ぐるめ街道沿線の植樹について・振興会部門（本部・
環境美化・広報・交通など）設置について・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・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・地元自治会・国交
省・県土木・市役所・観光協会・商工会議所との今後の関わりについて・ぐるめ街道の地球温
暖化防止対策について
●沼津市役所ゴミ対策推進課 フェスタ・コスタ・デル・ゴミIN千本浜についての打ち合わ
せ、開催時沼津市テント内でパンフレット配布を依頼。
●静岡新聞社沼津支社 金柑植樹についての資料を提出、意見交換。
●定例会（ぐるめ街道を語る会） ホームページ ドメインを取得、サーバーの今年度内中の
移転の検討。
通り名陳情の検討、イメージ写真（合成写真）を作製。門池祭り参加について・東名町祭への
関わり方・門池一斉清掃について・観光協会との関係強化・植樹・通り名看板・伊豆縦貫道案
内看板の件などの議案について打ち合わせ。
●沼津インター出口からぐるめ街道全線設置の案内看板表示の調査及び写真撮影
●通り名看板設置参考用に沼津市内の通り名看板写真撮影。
●観光協会の理事会出席・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20年6月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道沿い案内看板設置場所地図作製、ぐるめ街道通り名看板合成写真作製。
●定例会（ぐるめ街道を語る会） 門池祭り参加について、植樹について（伊豆海様金柑先行
植樹のお知らせ）、部門分けの決定と所属希望の書面内容について、門池一斉清掃について、
フェスタ・コスタ・デル・ゴミin千本について、観光協会との関係について、伊豆縦貫道案内
看板の件、アダプトロードプログラムについて、ドメイン取得 HP運営について等。
●東駿河湾環状道路一部供用開始に伴う道路案内標識についての要望を6月11日に沼津斉藤市
長に陳情。
●フェスタ・コスタ・デル・ゴミin千本浜に振興会代表者2名出席。
●新規オープン店のガードパイプ設置幟旗の撤去依頼と環境美化参加のお願い。
●六所神社前上り線地下道入口へのサイドブレーキ引き忘れ大型トラック突っ込みの調査。
●ぐるめ街道振興会ホームページ用ドメインnumazu-gurume.net取得、運営開始。
●静岡県土木事務所 沼津インター降り口の工事完了時期、車線形態、ガードレール設置市な
どについて調査。
●ぐるめ街道振興会加盟店に門池祭り抽選会景品提供のお願い。
●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。
平成20年7月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道振興会加盟店の禁煙対策・バリアフリー状況調査。
●門池周辺清掃活動参加 植え込みの草取り。
ぐるめ街道振興会より役員6名参加。
●定例会（ぐるめ街道を語る会） 伊豆縦貫道案内看板について、アダプトロードプログラム
申請の途中報告、ドメイン取得・HP運営開始の報告、フェスタ・コスタ・デル・ゴミin千本参
加の報告、部門分けの決定と所属希望の書面内容について、門池祭りについて、夏祭り早朝ク
リーン作戦への参加について、本年度ボランティア清掃について。
●違法現場見学案内の看板設置の住宅会社に対し、警告し撤去を要請。
●門池祭り模擬店用資材調達及び販売商品価格調査、買い付け。
●門池祭り参加協力店申込書加盟店に配布、申込書回収及び参加者協力の確認、お手伝い参加
者に時間割お知らせを配布。
●第18回夏祭りクリーン作戦
早朝（5時〜）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。
平成20年8月
●振興会ホームページ 内容更新。
●金岡校区体育祭協賛。
●東名町夏祭り納涼祭協賛（東名町自治会）。
●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）。
●WAZA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
参加（渡辺・森川）。
●門池祭り模擬店の出展参加
フランクフルト600・つくね300（2串で1人前として）・焼きイカ260
参加協力店：第一プラザ様、ぼんどーる様、ひろちゃん様 、
石本家様、金じろう寿し様、山一コーポレーション様、天神屋様、
ファミリートータルカットショップうさぎ様2名、株式会社米久様、オートベル様、
こがね様、駿河の湯様、やぶ様、ふなと様
食材無償提供協力（米久様 フランクフルト600本、つくね150人前）
●東名町納涼祭へのご挨拶
●加盟店全店に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。
●静岡県土木事務所担当者と米久前ガードレール現場立ち会い調査。
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●沼津警察署に城北高校前電光掲示板の表示不具合を連絡及び対処のお願い。
●エフエムぬまづ（コーストFM）開局10周年の集いに出席。
●住宅会社に違法看板撤去を通告、即日撤去確認。
●新規メールアドレスwelcome@numazu-gurume.netを設定。
●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20年9月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道振興会ホームページにコラムページ「会長のお部屋」を追加。
●定例会（ぐるめ街道を語る会） 沼津市長選について、防災について、新しいＨＰ公開に伴
う新しい試みについて、先日の中小企業同友会参加での感想、ぐるめ街道Ｔシャツ作成につい
て、アダプトロードプログラムについて、部門分けの決定と所属希望の書面内容について、本
年度のボランティア清掃について（35回 2008年10月23日、36回 2009年2月26日に決定）
●有料バナー更新案内配布、回収。
（1.駿河の湯様 2.ふなと様 3.伊豆海様 4.こがね様 5.オートベル様 6.金じろう寿司 7.
ぼんどーる様（ニコー） 8.沼津インターグランドホテル様 9.味工房様 10.弥富様）
●ぐるめ街道Tシャツ申込書を役員に配布、回収。
●岡一色歩道橋下上り線南側・下り線南側〜下りリンガーハット〜豚平側歩道の雑草除去及び
ごみ拾い。
●門池地区門池まつり・校区祭合同反省会・慰労会出席。
●静岡県土木事務所 アダプトロードプログラム最終提出書類確認。
●金柑苗について検討、打ち合わせ。
●モニュメントの幟旗計5枚交換、246下方上下線側溝への害虫駆除剤散布。
●富士宮の盲導犬協会施設（富士ハーネス）の（会長）視察。
●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20年10月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道沿い飲食店による違法看板撤去を通告、即日撤去確認。
●モニュメント内植え込みの手入れ。
●焼津市にぎわい通り金柑植樹関係者による訪問視察、意見交換会。
●焼津市にぎわい通り視察（ぐるめ街道振興会 代表者2名） 焼津市住宅部区画整理課・焼
津市都市住宅部区画整理課・UR都市機構・建設コンサルタントトデックの方々と現場視察及
び意見交換。焼津さかなセンター・富士川楽座の見学。
●加盟店にTシャツ申込書を配布、回収。
●沼津市長選挙投票啓発ポスター配布。
●静岡県土木事務所 伊豆海様上の交差点周辺の雑草の処理を依頼。
●第35回ボランティア清掃 全参加者82名 ぐるめ街道沿い事業所：参加者66名 、応援参
加：渡邊工業様16人参加、ゴミ収集トラック提供：第一プラザ様
●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。
平成20年11月
●振興会ホームページ 内容更新。
●沼津市役所 沼津市街づくり推進室、広報課、ゴミ対策課、環境対策課、観光課、各課にて
意見交換。
●国土交通省国道維持出張所 ボランティアサポートプログラム申込み書提出、植樹に関する
プランターの専有許可についてお願い。
●こがね様・駿河の湯様にぐるめ街道周辺の悪臭に関する調査書配布し協力をお願い。
●定例会（ぐるめ街道を語る会） 行政周り報告、植樹に関して、悪臭に関して、焼津からの
視察について
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●焼津市にぎわい通り住民・焼津市役所によるぐるめ街道視察、ぐるめ街道の歴史及び現在の
取り組み等について説明会、意見交換会。
●門池清掃にぐるめ街道振興会より5名参加。
●静岡県土木事務所 王将前交差点植樹帯への金柑植樹許可のお願い、後日了承。米久前ガー
ドレール年度内設置について再要望、意見交換。
●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20年12月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ぐるめ街道Tシャツを追加注文加盟店に配布。
●静岡県土木事務所維持調査課 アダプトロードプログラム調印締結。
●アダプトロードプログラム参加者リスト調査、書類作成、提出。
●国土交通省国道維持出張所 ボランティアサポートプログラムの進行状況について途中経過
確認、後日公認の連絡、関係書類提出（参加企業リスト・活動計画書）、調印式について打ち
合わせ。
246号線取付付近地下道（トンネル）の落書きの除去許可の申込み、後日了承。
違法看板歩道上設置店に指導要請。
●建築会社に電柱に付けられた違法案内看板撤去を通告。
●加盟店の年末年始営業情報調査及びHP掲載。
●加盟飲食店最大収容人数調査、ぐるめ街道振興会HP内の飲食店加盟店ページに掲載
●加盟店への盲導犬団体募金箱設置可能店調査。
●工務店による上下線歩道設備設置の違法案内看板撤去を要請。
●ボランティアサポートプログラム協定締結式
出席：ぐるめ街道振興会役員7名
国土交通省中部地方整備局 静岡国道事務所（副所長 若杉孝司様、管理第一課 管理係長
水戸英樹様）、国土交通省国道維持出張所（管理係長太田様・石川様）
新聞社：静岡新聞社・健通新聞社・沼津朝日新聞社
●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21年1月
●振興会ホームページ 内容更新。
●沼津市役所観光課にぐるめパンフレット設置をお願い。
●米久新事務所前ガードレール工事早期実現に向けて静岡県土木事務所に再度申し入れの結
果、年度内施工実施確定。
●定例会（ぐるめ街道を語る会） 米久さん新事務所前ガードレールについて報告、アダプト
ロードプログラム・ボランティアサポートプログラム調印の報告、植樹について、ぐるめパン
フレットについて、インター降り口、環状線入口の看板表示について
●沼津市役所観光課にぐるめ街道パンフレット1000部追加設置用のお願い。
●東名町自治会 会長にぐるめ街道パンフレットをぐるめ街道振興会会館設置の許可、米久前
ガードレール施工工事報告。
●マクドナルド前落下物（某ベンディング回収大量空き缶）の除去及び処理。
●栗原市長と会談 （振興会会長、理事出席）
駿河湾環状線入口設置看板記載について相談及びお願いを交え検討。
今後の観光事業に対する意見交換。
●アダプトロードプログラム補助金による必要道具類の見積依頼（ホームアシスト）
静岡県土木事務所に提出のお願い。
●ぐるめ街道振興会パンフレットを沼津駅南口内観光協会案内窓口に設置のお願い。
●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。
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平成21年2月
●振興会ホームページ 内容更新。
●株式会社米久新事務所前ガードレール工事現場立ち会い。
ガードレール設置場所の特定、工事開始、完了時期について。
（静岡県土木事務所・榑林建設・ぐるめ街道振興会役員3名）
●定例会（ぐるめ街道を語る会） インター降り口、環状線入口の看板表示について、しずお
かアダプトロードプログラム補助金にて購入する物の見積報告、「フラワーボランティア」団
体への助成について、植樹について
●六所神社地下道入口警告ランプ点滅を沼津市役所に連絡 原因調査、対応をお願い。
●米久様支援肥料をモニュメント花壇に30袋搬入。
●東名町自治会会長に東駿河湾環状道路説明会について過去情報の確認、看板問題について過
去の説明会などの矛盾点などについて質問とご相談。
●公共設備への違法広告、住宅販売会社に現場見学会案内掲示撤去を通知。
●沼津市商工観光課 課長と東駿河湾環状線看板問題について、今後の観光事業への取り組み
等について会談、キンカン植樹についてぐるめ街道沿い沼津市所有又は管理地の使用について
協力のお願い、沼津市所有又は、沼津市管理地のキンカン植樹場所に関する確認と専有許可の
お願い、今後の沼津市の観光及び誘客に関する意見交換。ぐるめパンフレット設置場所拡大の
提案を受け、積極的な対応をお願い。
●国土交通省沼津国道維持出張所 キンカン植樹、プランター設置場所使用許可場所について
詳細について打ち合わせ。設置可能場所予定地の案の提案書受け取り。
●国土交通省沼津国道維持出張所 ぐるめ街道沿い国土交通省沼津国道維持出張所管理の歩道
及び管理地へのキンカン植樹の許可を正式に受ける。設置場所及び植樹場所確認の為の地図へ
の書き込みと写真撮影した資料の提出により管理を約束。
ボランティアサポートプログラム保険の加入人数を報告。国道部分参加者トータル25名で申
請。
●金柑注文書の配布、回収。
●第36回ボランティア清掃 全参加者90名、ぐるめ街道沿い事業所：参加者75名、応援参加：
渡邊工業様16名、ゴミ収集トラック提供：第一プラザ様
●富士造園に加盟店植樹用のキンカン注文書類提出、段取りを確認。
ぐるめ街道にて植樹及びプランター設置する場所の案内と打ち合わせ。
●アダプトロードサポートプログラム補助金による刈り払い機など注文の清掃道具類ホームア
シストにて受け取り。
●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21年3月
●振興会ホームページ 内容更新。
●ボランティアサポートプログラム保険加盟者調査
●ボランティアサポートプログラム保険加盟者リスト（役員＋国道沿線加盟店参加者リスト作
製）を国土交通省沼津国道維持出張所に提出。
●沼津市役所商工課 沼津インターグランドホテル入口部分の沼津市監理地への金柑植樹の許
可を確認。
●米久事務所前ガードレール工事完了、現場確認。
●シーポート沼津前県道上に5〜6ヶ所の穴があることを静岡県土木事務所工事一課に連絡及び
確認対応のお願い。
●定例会（ぐるめ街道を語る会） 第36回ボランティア清掃活動報告、しずおかアダプトロー
ドプログラム補助金によって購入物品受け取りの報告、キンカン植樹について 注文完了のお
知らせ、米久さん新事務所前ガードレール工事完了の報告
●沼津市商工課から料金所出口案内看板についての説明会
出席：ぐるめ街道振興会：役員3名 沼津市商工課：課長・他3名
●新規店舗などに入会案内を配布。
丸亀製麺、K-Studio、S-net静岡、ホテルフォーミュラワン、藍屋。
●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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