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I Love しずおか協議会の趣旨に賛同し、規約を了承の上、下記の通り入会を申込みます。
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■ 個人情報の取り扱いについて
この入会申込書にご記入いただいた情報は、I Love しずおか協議会が行う事業の実施・運営や協議会からの各種連絡・情報提供のために
利用します。また、会員名一覧に記載して公開することがあります。（ただし、個人で入会される方は希望者のみ）

■ 会員期間
会員の期間に関しては、単年度（4月～翌年3月）期間とします。ただし、期間満了後においても書面による退会の申し出がないときは、さらに
１年間継続し、以後も同様とします。

■ ご入会手続方法
①この入会申込書に必要事項ご記入の上、事務局に提出してください。（FAX、E-mail、郵送、もしくは直接事務局まで）
②入会について直近に開催する幹事会で承認を受けた後、事務局から改めて入会受付の連絡をいたします。
③連絡を受けた後、指定期限までに申込口数の会費金額を指定口座へお振込みください。なお、振込手数料は入会者負担にてお願い
   いたします。（請求書の発行を希望される方は、申込みと同時に事務局へお申し付けください。）
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〒420-0035 静岡市葵区七間町5-8  ミライエ七間町3階
I Love しずおか協議会  事務局

TEL 054-252-7720 / FAX 054-252-7721 / info@iloveshizuoka.jp
受付時間：9:00-17:00（平日）
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静岡市中心市街地の活性化を推進する

を元気に！
オール静岡で

多彩で、多才な仲間たちが、“おまち”
をより良くする活動をしています。ワクワクが生ま

れ、心躍る、元気な“おまち”をいつまでも。

2021

故森恵一さんには、I Loveしずおか協議会設立時より、
“おまち”の賑わい創出・発展に多大なるご貢献をいただきました。



“おまち”関係者が一体となって共有・連携し、情報発信していくために『4つの柱』を設定し取り組んでいます。

まちの活性化のため、企業・商店街・大型店・団体・個人・行政ー”オール静岡”の多彩なメンバー約120名がそれぞれの知識や
経験を活かし、力を合わせて事業を計画・実行しています。企画内容は、幹事会にて承認後、各部会・ワーキンググループで実施・
運営を行い、実施後の検証・評価をし、内容の改善と質の向上に努めています。

―家族や友人とオシャレして出かけた“おまち”。
―買い物を楽しんだり、映画を観たり、レストランで美味しい食事をしたりした思い出。
―学校帰りに自転車で立ち寄ったレコード屋さん。
“おまち”には私たちの心をワクワクさせる思い出や感動がたくさんありました。
そんな思い出のたくさん詰まった楽しい“おまち”をいつまでも残したい。
そして、次の世代の子どもたちにも夢のある“おまち”を実現させるため、これまで行政に頼りがちだった
中心市街地の課題を民間の力で活性化したいという想いで、立ち上げたのが『I Loveしずおか協議会』です。
当協議会は、静岡の“おまち”を元気にしていく仲間の集まりです。
“おまち”のより一層の発展・飛躍を期して、ぜひ一緒に活動しませんか？

2012年（平成24年）5月8日

486会員

①正会員（144会員） ②賛助会員（271会員） ③個人会員（70会員） ④特別会員（1会員）　（2021年4月1日現在）

I Loveしずおか協議会とは？

私たちの想い 活動テーマ

協議会の体制
団体・組織の概要

“おまち”とは？
静岡では、静岡市の中心市街地を“おまち”と呼びます。戦前からそう呼ばれていて、ちょっとオシャレを
して“おまち”に出かけることが楽しみだった人も多いそうです。“おまち”は静岡特有の呼び方で、
静岡弁と言えるかもしれません。“おまち”は静岡の歴史や文化がたくさん詰まった魅力的な場所です。

Ｉ Ｌｏｖｅ しずおか協議会は
静岡の“おまち”を元気にしていく仲間の集まりです

しずおかの“おまち”が好きな個人・企業・商店街・団体・行政などが「オール静岡」となって、
主体的にまちの賑わいや元気を育て、情報発信していきます。

主体的な情報発信1理念

育てた“まちの賑わい”や“元気”を自分たちの誇りとして、
更にまちの質を高め、継続的な活動を目指します。

継続的な活動2理念

しずおかの“おまち”を取り巻く経済や環境の変化に危機感を持って目的を共有し、
“おまち”関係者が一緒になってまちづくりに取り組みます。

“おまち”のオール静岡3理念

多様な機能
コンパクト化

人と環境に配慮
回遊性の向上

情 報 発 信
共有化・協働

持続的成長
安定した
運営基盤

「オール静岡」
「まちの賑わい」
「継続的な活動」

「環境変
化への対応」

設 立

会 員 数

会員構成

各部会間の調整

事業の決定機関

協議会の運営補佐
会計等の処理
会員間の交流促進

主におまちの活性化事業の推進

総会 幹事会 にぎわい創出部会

●にぎわい創出

●集客力向上

●回遊性向上

●経済の活性化

主に組織の統括・協議会の情報発信

総務部会

●組織力の強化

●安定的な運営資金の確保

●教育機関との連携

●効果的な広報活動

主におまちの各エリアの
利活用方法を検討

エリアマネジメント推進部会

部会

ワーキンググループ

●冬しず推進
　・光の演出事業班
　・市民参加事業班

●おまち回遊性推進

●ICTおまち創造
　・おまちNAVIコンテンツ班
　・おまちNAVI広報班
　・ICT利活用班
　・次期検討班

●交流促進

●サポーター拡大

●企業協賛

●インターンシップ

●広報（クリーンキャンペーン含）

●空間活用

●常磐エリア

未来のおまち検討ラボ

協議会の将来ビジョンの検討

事業推進会議

事務局



2020年度 活動紹介

https:/ /iloveshizuoka.jp/

　　 Facebookはこちらから▶▶
https://www.facebook.com/iloveshizuoka/

　　Instagramはこちらから▶▶
https://www.instagram.com/ilove_shizuoka/

協議会の活動情
報は、

ホームページで発
信中！

　　 Twitterはこちらから▶▶
https://twitter.com/ilove_shizuoka

あいらぶしずおか

⬅新型コロナウイルスの影響により暗くなった”おまち”
に、元気を取り戻してもらいたいという想いで、冬の“おま
ち”にサプライズ花火を打ち上げました。

冬の打ち上げ花火

クラウンのおもてなしクリスマスプレゼント配布

光の演出事業 「ガンバロウシズオカ！」プロジェクト

⬆冬の”おまち”の代名詞でもある「青葉
イルミネーション」。約19万球のLEDが全
長500ⅿの区画を華やかに彩りました。

➡青葉イルミと同時に、商店街や大型店の
イルミネーションも一斉点灯。オール静岡
で”おまち”が一体となりました。

⬆コロナ禍でも子どもたちに笑
顔でいてもらいたい想いから、
“おまち”の地元住民に向けて
1,000個を配布しました。

⬆ＪＲ静岡駅北口地下広場で、
これから“おまち”に向かう来街者
に対し、消毒液噴霧のパフォーミ
ングサービスを提供しました。

⬆「ガンバロウ シズオカ！」の合言葉のもと、当協議会会
員が一体となり、コロナ禍で悩む人々に向けて応援・支

援しました。「オリジナルロゴマークによる、活動の普及・啓発」「ガンバル
宣言動画の作成」「大型店連携型催事出店支援」などを実施しました。

静岡市のプレミアムフライデー企画

⬅ニューノーマル
な取り組みとし
て、リモートを活
用したイベントを
開催。”おまち”の
ワクワクを自宅で
も楽しめました。

雨の日来街促進事業

⬆おまち雨の日キャンペーンを実施。85店舗で独自サービスを受け
られました。地元専門学校生により、ロゴマークを一新。

⬆会員企業と大学生が一緒になって商店街活性化策を検討。県内学
生27名が参加し、おまちの情報発信を行いました。 「静岡市文教エリア等の発展に向けた相互連携協議会」に参加。

おまちクリーンキャンペーン

⬆美しい環境で来街者をおもてなしする
ため、“おまち”の清掃活動を実施。

台湾オンラインセミナー

らぶしずプロジェクト 地元大学との連携

⬅台湾交流活動
の一環で、コロナ
感染拡大防止に
成功している台湾
を事例に挙げたオ
ンラインセミナー
を開催しました。

【法人設立】
（一社）I Love しずおかを新設（6/24）

【各種調査事業】
通行量調査（11/27・30）：平日2日間実施
売上高調査（2月）：367店舗の景況を確認

⬅地元大学２校が連携して地域
の課題解決（PBL）を研究する
授業に、会員企業と商店街が携
わりました。

12/19

12/1811/13
〜
2/14

12/19

通年

通年 11/27

11/16
〜
2/28

通年 通年

12/20



2020年度 協賛一覧 会員インタビュー

URL:is.gd/omachi

“おまち”のイベント情報・2000店以上のお店情報・特集など、
“おまち”エリアのさまざまな最新情報が手に入ります！

“おまち”の情報を編集部がピックアッ
プ！“おまち”のディープな楽しみ方を
はじめ、ガイドブックにはない“おまち”
ならではの切り口でご紹介。

WEBサイトになかなか出ていない商店
街のお店情報やメイド・イン静岡の商品、
地元の特産品など小さなお店から大型
商業施設等を隅々まで紹介。

「静岡おまちNAVI」のすごいところは、お
まちの最新情報が分かること。イベント
やセール・商品の入荷情報などの最新
情報で、お得に賢く楽しもう！

静岡の“おまち”の
魅力満載

美味しいものや
お土産を買いたい

リアルタイムな
情報が知りたい

ただ今「静岡おまちNAVI」への登録店舗を募集中!!

おまちエリアの情報集約サイトは

おまちエリアの １_Love_Shizuoka Free Wi-Fiにアクセスするとつながります。

▶エリア外からも直接表示可能です。Google、Yahoo!など検索エンジンからLet’sアクセス！

【お問い合せ】   I Loveしずおか協議会 事務局　TEL 054-252-7720 / FAX 054-252-7721　info@iloveshizuoka.jp

医療法人社団アール・アンド・オー
株式会社RST
アサヒビール株式会社 静岡支社
株式会社SBSプロモーション
SBSマイホームセンター株式会社
木内建設株式会社
キリンビール株式会社 静岡支社
サッポロビール株式会社 静岡統括支社
サントリー酒類株式会社 静岡支店
株式会社CSA travel
ジェイアール東海静岡開発株式会社
株式会社静岡朝日テレビ
株式会社静岡伊勢丹
静岡委託商事有限会社(稲森パーキング)
静岡ガス株式会社
株式会社静岡銀行 本店営業部
静岡商工会議所
株式会社静岡新聞社
静岡ターミナル開発株式会社
株式会社静岡第一テレビ
静岡鉄道株式会社

静岡放送株式会社
しずおか焼津信用金庫
株式会社静鉄アド・パートナーズ
静鉄プロパティマネジメント株式会社
株式会社清水銀行
商店街振興組合静岡呉服町名店街
静清信用金庫
株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋静岡店
中部電力株式会社
株式会社テレビ静岡
株式会社東急モールズデベロップメント
東京海上日動火災保険株式会社 静岡支店
株式会社TOKAIホールディングス
西日本電信電話株式会社 静岡支店
株式会社日専連静岡
株式会社パルコ 静岡店
ブリーズベイ静岡株式会社
株式会社丸井 静岡店／静岡マルイ・モディ
株式会社望月商事
ヨシコン株式会社
リコージャパン株式会社
(50音順) 

［事業協力］静岡県立こども病院・静岡市上下水道局・日本生命保険相互会社静岡支社

ナ　　　　ビ

　エスピーエスたくみは、静岡の“おまち”を元気にするとい
う想いに賛同してI Loveしずおか協議会設立の2012年から
参画しています。私自身も同年からイベントの企画制作に参
加するほか、舞台芸術のノウハウを生かしサンタフェスティバ
ルにも毎回携わっています。
　初年度のサンタパレードは300人程でしたが、回を重ねる
ごとに参加者が増え、2017年には1,000人を超えるまで成
長しました。このイベントには多くの学生がインターンで参加
してくださっていて、彼らとの協同はとても素晴らしい経験に
なりました。特に印象に残っていることは、パレードを歩き終
わった後に何をするかという企画段階で、「みんなで踊っ
ちゃったら面白いんじゃない？」という私の投げかけに対し、学
生さんが即座に振り付けを考えてくれたこと。それをダンス
チームで共有し、当日に集まった
サンタの皆さんにレクチャーして、
「みんなで踊っちゃおう！」という流
れが完成しました。大人が用意し
た舞台の中で、若者ならではの発
想力や行動力で最大限のことを実
現する学生さん達から大いに刺激
を受けたことを憶えています。
　2020年度当初は新型コロナウイルス感染症の影響でイ
ベント開催を見送る方針でしたが、感染の落ち着きが見えた
8月の状況と、コロナ禍の今こそ“おまち”に元気をという想い
で、９月から実施に向け動き始めました。昨年はワーキンググ

ループ間の垣根を超えた「ガンバロウシズオカ！」プロジェクト
の活動があり、それと連動して例年よりワンランク上のイベン
トを目指して準備を進めました。また、大道芸ワールドカップが
開催されなかったため、静岡の大道芸人を応援するというこ
とでクラウンたちを組み込んだイベントを構築し“おまち”も
“ひと”も元気にするイベントとなるはずでしたが…直前の11
月、コロナの第三波で中止せざるを得ない状況になりました。
結果、日を改め「クラウンのおもてなし～コロナ対策をしてお
まちに出掛けよう～」という、静岡駅北口地下広場で、来街者
をあしながクラウンらが出迎え消毒パフォーマンス、写真撮
影、風船、お菓子の配布を行うミニイベントとして実施しまし
た。振り返れば様々な企画がコロナの影響で何度も軌道修正
となり、その中でも最大限のことを実現するための柔軟な考
え方や対応など非常に勉強になった一年だと感じています。
　I Loveしずおか協議会は、多くの会員、様々な業種の方た
ちが集まって交流を深め“おまち”を元気にするために、“おま
ち”のファンを作ることを目指して様々な取り組み、催しを実
施しています。多彩な方々との協同には、多くの刺激があり、
様々な成長のきっかけがあります。皆さんも、私たちと共に
“おまち”を元気にする活動をしてみませんか？

当協議会の事業運営は、会員の皆様からの年会費とにぎわい創出のイベント事業等への協賛、事業参加費等で成り立っております。
オール静岡で“おまち”を盛り上げる活動をご支援いただくため、ぜひ、ご入会をお願いいたします。

会員募集

イベントや講演会等、
情報を知りたい方、
参加したい方

“おまち”の賑わいを
いつまでも残したい方

静岡で
事業を営む方

“おまち”をとにかく
元気にしたい方

協議会活動に
賛同いただける方

“おまち”を元気にする活動に
  ご賛同いただける方の参加を募集しています。

資金面に加え、
会議や運営に積極的に関わりたい！
正 会 員 年会費 1口　50,000円

事業運営を
資金面から応援したい！

賛助会員 年会費 1口　10,000円

事業運営を応援したい！

個人会員 年会費 1口　5,000円

お問い合せ・お申込みは裏面へ▶

高林 満明株式会社エスピーエスたくみ
制作営業部

にぎわい創出部会
冬しず推進WG副リーダー　市民参加事業班班長

I Loveしずおか協議会だから、できること

静岡おまちNAVI 検索
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