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しずおか女子きらっ☆ブランドって？

　静岡市では、女性活躍を推進する「しずおか女子きらっ☆プロジェクト」の一環とし

て、女性が開発に貢献した商品を募集・審査の上、その中から優れたものを「しずおか

女子きらっ☆ブランド」に認定し、女性活躍の好事例として積極的にＰＲ協力します。

　女性たちのモチベーションアップはもちろん、女性活躍が企業等の業績をアップ

させる「経営戦略のカギ」のひとつであることを皆様にご理解いただき、市内企業

等における女性の雇用・登用の促進や、更なる女性活躍の取組促進への気運

醸成につなげ、「女性が活躍している静岡市」、「女性が活躍できる静岡市」として

市内外に広くＰＲしていきます。

　また、就職を控えた女性学生に対し、女性が活躍できる企業等や、起業して活躍している女性たち

を見える形で情報発信し、女性の市内企業への就職を促進します。　

静岡市では

ＳＤＧｓの推進に積極的に取り組んでいます！

　平成27（2015）年９月の国連サミットで、全会一致

で採択された2030年までの国際目標「持続可能な

開発目標（ＳＤＧｓ）」を第３次静岡市総合計画に組

み込み、その目標である「世界に輝く静岡の実現」に

向けてまちづくりを推し進めています。ＳＤＧｓは「誰一

人取り残さない」を共通の理念としており、しずおか女子きらっ☆プロジェクトは、ＳＤＧｓの17ある目標の

うち、目標５「ジェンダー平等を実現しよう」、目標８「働きがいも　経済成長も」に関連しています。

次のような商品を認定します。

★女性のアイデアにより、新たに生まれた商品

★女性のアイデアにより、既存の商品が更に優れたものになった商品

★女性がリーダーシップを発揮し、新たに生まれた商品（または既存の商品が更に

　優れたものになった商品）等

企画・開発における女性の活躍の様子、商品の先駆性（新しさ）、他の商品と

比較して優れている点、商品のクオリティや、市場における評価等を選考の基準

とし、総合的に判断し選定します。

★市長からの認定証交付

★しずおか女子きらっ☆プロジェクトロゴマークの使用

★市HPや広報紙、商品紹介冊子等によるＰＲ 等

詳細は しずおか女子きら ブランド認定 検索

認定特典

2



01. かみのせっけん  あら・いーな

02. 蒲原屋謹製「和ナッツ」

03. 全粒粉とふすまのヘルシーベーグル

04. 手作り布おもちゃキット

    「ゆっこせんせいのおもちゃ箱」

05. 仁心（nico）の傘 

06. 濃縮チャイシロップ

07. 萩錦  土地の詩

08. はさめるオーガニック布ナプキンシリーズ

09. ８茶くらべ

10. FUJIOBIシリーズ（タンブラー・マット）

平成28年度認定商品 3件

平成29年度認定商品 11件

平成30年度認定商品 13件

しずおか女子きらっ☆ブランドに認定されて…
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はぴり

静岡市葵区

代表／石原 とも子

電話／050-5436-6932

取扱店舗／楽天市場、文具館コバヤシ 等

URL／https://hapiri0207-77.amebaownd.com

代表 石原とも子さん

はぴり紙石鹸 検索

01 ★

紙石鹸に文字や絵を描き、子どもが手洗いを好きになるよう工夫さ

れており、品質も従来品より良くなっている。
審査委員からヒトコト

　子どもの外遊びに便利な

携帯できる使い切りの日本製

紙石鹸です。

　現在、子育て真っ盛りの

石原さんがご自身の経験か

ら、親が安心でき、子どもも楽

しく手を洗えるようにと企画さ

れました。

　化粧ポーチに入れてもかさ

ばらず、たった１枚で手の汚

れをしっかり落とせます。原材

料の水溶性和紙はコピー用

紙より薄い0.08㎜という薄さで

すが、泡立ちがよく香りも穏や

かで、手を洗っていくうちに紙

の繊維がスクラブのように肌

の汚れを取る効果があります。

　商品のパッケージは、子ども

がバイキンをなくすために手を

洗うことがイメージできるデザインとなっています。また、子どもに安心・安全に使ってもらいたい子育て中

の方を意識し、「日本製」のロゴを目立たせています。

　商品名は、親が子どもに声かけをする際の”（手を）洗いな～”と”いいな”をもじりつけられています。

かみのせっけん あら・いーな
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蒲原屋

静岡市清水区真砂町6-25

代表／新谷 琴美

電話／054-366-4354

取扱店舗／店舗、ホームページ、駿府楽市 等

URL／https://kanbaraya.net

代表　新谷琴美さん
蒲原屋 検索

02 ★

蒲 原 屋 謹 製「 和ナッツ」

代表者が乾物マエストロの資格を生かし、ナッツやドライフルーツと和

素材である昆布と煎り大豆を組み合わせるという今までにない組み合

わせを実現させている。素材も9種類と豊富である。

審査委員からヒトコト

　和素材＋ナッツというこれまでになかった組合せを、塩・砂糖などの調味料や油を一切加えずに

仕上げた和風ミックスナッツです。

　乾物は、使用方法によっては「手軽」「簡単」「時短」と忙しい皆さんに適した食材です。「和ナッツ」

は持ち運びが手軽にでき、食事だけでなく乾物をもっと身近な存在にする“おやつ”として開発されました。

　乾物マエストロの資格を持つ新谷さんは、その知識を活かし、国産のおいしい三種の煎り大豆

（白大豆・青大豆・黒大豆）と北海道産日高昆布という贅沢な和素材に、アーモンド、カシューナッ

ツ、クルミなどのナッツとクコの実（ゴジベリー）、レーズンという９種類の組み合わせを考案。味付けを

せず、昆布を焙煎することで引き出した風味や天然の塩分を生かし、９種類の素材の美味しさを

味わえる製品を完成させました。

　老舗乾物店らしく、シンプルだがどこか懐かしさが感じられるパッケージを採用し、贈答用としても

喜ばれています。また、パッケージのビニールはジップ付きなので、開封後の保存も簡単にできます。
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こないろ

静岡市葵区東鷹匠町6-2

代表／稲原 史依

電話／080-3645-6978

取扱店舗／店舗、ネットショップ 等

URL／https://konairopain.stores.jp

代表 稲原史依さん

こないろ 静岡 検索

03 ★

全粒粉とふすまのヘルシーベーグル

　栄養価の高い国産全粒粉、国産小麦ふすま、愛媛県産もち麦、有機ナッツ、地元産の野菜等

を使った、砂糖・卵・乳製品不使用の健康的で安心して食べられるベーグルです。

　代表の稲原さんが妊娠中に妊娠糖尿病になったことをきっかけに、健康について深く考え、栄養

についても学び、「他にはない、体に負担のかからない健康的なパン」として開発。体にやさしい素材

を活かし、血糖値の急上昇や糖質の摂り過ぎに気をつけなければいけない方に喜ばれています。

　研究を重ね、噛めば噛むほどほんのり甘みが出る美味しさにこだわり、毎日の食事に取り入れら

れるよう、和のおかずにも合うレシピを考案しています。ベーグルはプレーンのほか、トマトチーズ、

ベーコンチーズ、ベリーベリークリームチーズ、岩塩アーモンド等の約15種類。素材にこだわった商

品という特徴だけでなく、市内の生産者と連携し、地元産の果物や野菜を積極的に活用し、地産

地消やB級品の有効活用も意識した商品となっています。

　また、常温で３日、冷凍で１ヶ月保存が可能であるため、複数の種類のベーグルをセットにしたギ

フト用商品も企画されています。

妊娠糖尿病を発症されたご自身の経験を生かした糖の吸収がゆるや

かで健康に配慮された商品。種類の豊富さ、特典を設ける等とても上手

にブランディングしている。

審査委員からヒトコト
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一般社団法人布育普及協会

静岡市清水区有東坂1-226-13

代表理事／さとう ゆきこ

電話／090-8158-5922

取扱店舗／ネットショップ、講座内

URL／https://nunoiku.com

代表理事 さとうゆきこさん

布育　布おもちゃ 検索

04 ★

手作り布おもちゃキット
「ゆっこせんせいのおもちゃ箱」

　保育士経験を生かして企画デザインされた、子どもの成長・発達・興味を促す布おもちゃ約40

種類の手作りキットです。

　代表理事のさとうさんは「ゆっこせんせい」という愛称で、12年間の保育士経験やご自身の子

育て経験、15年間の布おもちゃ作家としての活動などをもとに、商品開発をしています。

　布おもちゃは「癒される」「洗える」「作れる」という特徴があり、乳幼児には欠かせないものです。

「ゆっこせんせいのおもちゃ箱」シリーズの手作り布おもちゃキットは、「水洗いできる材料（布・糸・綿

など）」「作り方説明書」「型紙」をセットにし、サイズや形状を含め、安心・安全・丈夫で手芸初心

者でも簡単に作ることができるようになっています。

　キットは、「ゆっこせんせい」が講師を務める講座でも使用

されています。講座の参加者から子育てや保育の悩みを聞

いたり、布おもちゃへの要望や質問を受けたりすることで、商品

開発のヒントを得て、現在も開発・改良を続けられています。

　心のこもった手作り布おもちゃは、子どもや孫へのプレゼン

トのほか、保育や子育て支援の現場でも活用されています。

赤ちゃんに優しい布おもちゃに「手作り」という付加価値がつけられ

ており、キットとして販売されているのは新しい。
審査委員からヒトコト
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株式会社藤田屋

静岡市葵区車町15

代表取締役／藤田 道一

電話／054-255-3550

取扱店舗／店舗、ネットショップ

URL／https://www.kasa-fujitaya.com

担当 藤田仁子さん

藤田屋 傘 検索

05 ★

仁心（nico）の傘

審査委員からヒトコト
織物や挽物等を使用するという発想の新しさやオリジナル性がある

ため、今後の展開に期待が持てる。

　伝統工芸品の布や織物を利用した国産の日傘です。

　城下町であった静岡市は傘製造業者が数多く存

在していましたが、傘職人の高齢化に伴い、現在では

静岡県全体で見ても国産の傘を手掛ける業者がほと

んどいないという状態です。藤田屋が今年100周年を

迎えることをきっかけに、もう一度良質な静岡産の傘を

作れないかと模索し、まずは技術を取得すべく都内大

手メーカーが開催する傘職人講座に受講するところ

からスタートしました。

　修了後、織物や静岡挽物、蒔絵などの静岡伝統

工芸品を生かした日傘の製作を企画。例えば遠州綿

紬はUV加工がなくても遮光率90％以上という優れた

素材であり、静岡挽物で作られた持ち手にはワンポイ

ントとして蒔絵をあしらい、風合いも良く高級感のある日傘となりました。

　一点一点手作りのため、好みの生地や持ち込み生地での製作などオーダーメイドも可能です。
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梅ヶ島くらぶ 検索

★

梅ヶ島くらぶ

静岡市葵区梅ヶ島4737-12

代表／辻 美陽子

電話／080-3711-3112

取扱店舗／ネットショップ、梅ヶ島などのホテル 等

URL／http://umegashima.love

代表　辻美陽子さん

06

濃 縮チャイシロップ

無添加の濃縮チャイシロップは世界的にも新しく、味わいを決める

ブレンドには女性代表のこだわりを感じる。
審査委員からヒトコト

　自然栽培の茶葉と有機

スパイスをブレンドしたインド

の薬膳茶「チャイ」の香り

豊かな味を手軽に楽しめる

「濃縮シロップ」です。

　代表の辻さんは、地元

の子どもたちの「大人に

なっても梅ヶ島で暮らした

い」という思いに心打たれ、

梅ヶ島ならではの活性化を

図りたいと起業。標高の高

さ・霧の発生という良質な

茶葉の条件を兼ね備えた

梅ヶ島産の紅茶に、パンチ

のきいたスパイスを合わせる

ことを発案。「自分が飲み

たいか」、「自分だったら商品を購入するか」という点を意識し続けた結果、絶妙な配合の「梅ヶ島

産チャイシロップ」ができあがりました。

　自然栽培にこだわり、添加物を一切使用していないため、健康志向の方に広く好まれています。

　牛乳と混ぜて本格的なチャイとして味わったり、炭酸水で割ってスパークリングチャイ、ラム酒を

プラスしてカクテル、アイスクリームにかけるなど、様 な々楽しみ方があります。
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萩錦酒造 検索

07 ★

萩錦 土地の詩
　安倍川の伏流水と自社製造の麹を使用した静岡

市内で丁寧に作られた数量限定の日本酒です。

　平成28年11月から酒造りを学び始めた女性蔵人

の萩原さんが、平成30年10月に企画立案。「お酒が

季節ごとに変化していく様子をお客様と一緒に楽し

める商品」をコンセプトに、萩錦の新しい味を求めたお

酒として造られました。

　また、男女問わず楽しんでもらえる商品にしたいと

考え、女性の方でも買いたいと思えるラベルデザインに

なっています。季節ごとに変化するデザインは舌だけで

なく、目でも楽しめるのが特徴です。

　味わいとしては、お酒の選択肢を広げる提案として、

今期（平成30年11月～平成31年３月仕込み）はさわや

かな香りが印象的なすっきりと飲めるお酒になっています。

女性杜氏を中心として、女性社員が積極的に意見を出し合って商品開

発がなされている。また、女性アーティストと協力してデザインしたラ

ベルを使用している。

審査委員からヒトコト

萩錦酒造株式会社

静岡市駿河区西脇381

代表取締役社長／萩原 知令

電話／054-285-2371

取扱店舗／酒販店 等

URL／公式Facebookページ
         https://www.facebook.com/haginishikishuzo/

取締役　萩原綾乃さん

うた
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Micoria 検索

Micoria

静岡市清水区

代表／草ケ谷 恵、八木 奈実子

電話／090-5101-0434

取扱店舗／ネットショップ、 mon chou chou 等

URL／https://minne.com/@micomiyu

共同代表の草ケ谷さん（左）と
八木さん（右）

08 ★

はさめるオーガニック布ナプキンシリーズ
　国産オーガニックの布を使用した肌や健康、

環境にやさしい布ナプキンです。

　代表２人の経験やお客様の声をきっかけに、

「どのように使ったらよいか、使い始めにハードル

が高いと感じる」という多くの方の悩みに着目し、

多い日はハンカチナプキンをはさめる布ナプキン

を開発。生理痛や女性特有の悩みが多い昨今

の女性たちに、布ナプキンをもっと幅広く使っても

らうきっかけの商品となることを意識して作られて

います。

　その工夫の１つとして、可愛い花柄などのコット

ン生地で切り替えの縫い目に装飾を施し、可愛

さと強度を兼ね備えています。

　また、国産オーガニックの布のため、使い心地

がよく肌が弱い人でも安心して使うことができます。

　洗って再利用するこ

とができるため、長

期的に使用するこ

とでき、ゴミの削減

や 費 用の 軽 減も

期待できます。

代表者2人が自らモニターとなって改良を重ね、初めて利用する人

にとっても使いやすいように工夫を凝らしている。
審査委員からヒトコト
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09 ★

　静岡茶の希少品種８種を飲み比べられるテト

ラ型ティーバッグセットです。

　お茶は静岡を代表する名産品ですが、お土

産としての存在感が薄く、若い人にとってはお茶

をお土産に買うという発想すらなくなりかけている

のでは？という思いから“お茶を楽しんで飲んでも

らいたい”をコンセプトに開発をスタート。お茶

好き女子を集めた静岡茶ガールプロジェクト

チームのメンバーで意見を出し合い、飲み比べ

をしながら試行錯誤を重ね、「色 な々ものをちょっ

とずつ試したい」を実現できる商品になりました。

　内容は１．おくみどり、２．岡部玉露、３．さえみど

り、４．白葉茶（やぶきた）、５．山の息吹、６．香駿、

７．めいりょく、８．つゆひかりの８種。テトラ型ティー

バッグにしたことで、

十分風味豊かなおいしいお茶が飲め、静岡のお茶が多品種である

ことを楽しみながら飲み比べ体験ができます。

　また、パッケージデザインは茶畑をイメージして作成。たくさん並

んでいる店頭では山間の茶畑に見え、目を引きます。ロゴには金の

箔押しを使用することで高級感を出し、ふたを開けた裏側には茶

葉の産地と説明を明記してあるため、目でも楽しむことができます。　

　

株式会社静岡博報堂

静岡市葵区伝馬町8-6 トップセンタービル11階

代表取締役社長／林田 尚翁

電話／054-652-2800

取扱店舗／小山園、ネットショップ、キヨスク 等

URL／http://www.shizuoka.hakuhodo.co.jp/creation/chagirl/

静岡茶ガールプロジェクトの皆さん

静岡茶ガールプロジェクト 検索

ラ型ティーバッグセットです。

　お茶は静岡を代表する名産品ですが、お土

産としての存在感が薄く、若い人にとってはお茶

をお土産に買うという発想すらなくなりかけている

のでは？という思いから“お茶を楽しんで飲んでも

らいたい”をコンセプトに開発をスタート。お茶

好き女子を集めた静岡茶ガールプロジェクト

チームのメンバーで意見を出し合い、飲み比べ

「静岡茶ガールプロジェクト」というお茶好き女子が集まったプロジェ

クトチームで商品開発している。お茶の飲み比べができるという点が

新しく、茶畑をイメージしたパッケージも女性がデザインしている。

審査委員からヒトコト

８茶くらべ
はっ  ちゃ
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10 ★

FUJIOBIシリーズ（タンブラー・マット）

　着物の帯を再利用したタンブラーと、ムスリムのお祈りやヨガにも利用できるマットです。

　ふじのくに「静岡」らしいおもてなしをしたいと考えたことをきっかけに、母親の使わなくなった帯

を再利用してマットを製作することからスタート。現在は多文化共生・ハラールの理解を深めるア

イテムして大活躍しています。マットはムスリムのお祈り用だけにとどまらず、テーブルセンターやヨ

ガマット等、多岐に渡って使用できるところも魅力の一つです。

　そのほか、大切な方への贈り物やお土産として、タンブラーも

FUJIOBIシリーズに仲間入り。西陣織・日本の伝統的な帯を気軽に

身近なものとして楽しむことができるため、外国人の方だけなく、日本人に

も喜ばれている商品です。タンブラーを自分で製作できる体験もあります。

　FUJIOBIシリーズを手にした方が笑顔になってもらえるよう、利用者

からの意見を取り入れ、現在は「北斎富獄36景」「東海道53次」と

いうシリーズものも製作されています。

「おもてなし」をしたいという女性担当者の思いから企画開発され

た商品。作製体験や持ち込みの帯を使用してオーダーメイドできると

いった商品展開も広がりがある。

審査委員からヒトコト

FUJIOBI 検索

有限会社やましち

静岡市清水区蒲原3-3-10

代表取締役／山崎 仁

電話／054-388-2339

取扱店舗／店舗、ネットショップ、みほしるべ 等

URL／http://fujiobi.shop-pro.jp/

担当の山崎伴子さん
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これまでの認定商品

平成28年度認定商品 3件 

平成29年度認定商品 11件

KANZASHI

三代目板金屋

（株式会社山崎製作所）

01
女性限定の宿泊プラン

「RA・SHI・KU」

ホテルクエスト清水
（株式会社竹屋旅館）

02
ベビー用スリング

「キュット ミー！」

北極しろくま堂有限会社

03

足と靴のトラブルに対応した
オーダーメイドパンプス

「シンデレラ」シリーズ

足と靴の健康を科学する
マイ・シューズ・ストーリー

01 お茶ソフトかりんとう

井川農林産物加工センター
アルプスの里

02
思い出の帯や着物の
オーダーメイド
リメイクバッグ

静岡よみかえる工房

03

しずおか女子きらっ☆プロジェクトとは

しずおか女子きらっ☆プロジェクト動画配信中！！

　市民一人ひとりが主役となり充実した時を過ごせる静岡

市、女性が住み続けたいと思う静岡市を目指し、「しずおか

女子きらっ☆プロジェクト」と題してしずおか

女子きらっ☆ブランドをはじめ、様 な々事業に

取り組んでいます。

14



Cat（キャッと）！サブレ
～A letter from a cat～

すずとら（株式会社ベルエキップ・プラス）

中学英語で大丈夫！！

英語deおもてなしトレーニング

Global Jam株式会社

２way
マタニティ
ワンピース

tori

HARUMIアロマキャンドル、バスソルト

株式会社CREA FARM

ポチャージュ

丸福製茶株式会社

みんなが美味しい介護食

ウェルビーSweets

株式会社ウェルビーフードシステム

両河内産抹茶 白拍子

清照由苑

ようこそ静岡お茶ランチコース、
ようこそ静岡お茶ディナーコース

ルモンドふじがや（ルモンド有限会社）

04 05

06 07

08 09

1110

これまでの認定商品
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これまでの認定商品

平成30年度認定商品 13件

興津あんぱん・興津っこ・興津っこ初恋

マックスバリュ東海株式会社清水興津店

カウンセリングが形になる！

メモリアルフラワー

Season of Flower MINA

カフェを併設した屋内型公園

「mon chou chou」（モンシュシュ）

モンシュシュ

身体にやさしい  けいこのおやき

チクタク open the kitchen

ごほうび羊かん

有限会社望月茶飴本舗

生花のおむつケーキ

J’aime la fleur 花や
しあわせの花が咲く
株式会社

清水のお茶「濃旨」

清水農業協同組合

01 02

03 04

05 06

0807

居抜き110番
（情報マッチングサービス）

株式会社
ジーコンコーポレーション 
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これまでの認定商品

創るのは、あなたのブランド

オーダーワンピース　style. i

style. i

街deカルチャー「街カル」

街カル実行委員会

mitete（みてて）

株式会社エーエフシー

夢どら

株式会社三坂屋

ローズandゼラニウムの
フローラルウォーター化粧水手づくりキット・
スイートアーモンドオイルのバームクリーム手づくりキット

株式会社ケアリングジャパン

09 10

11 12

13
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しずおか女子きらっ☆ブランドに認定されて…

● マスコミ、メディア等に紹介される機会が増えた。

● 新聞掲載等により、商品を広く県内の方に知っていただくことができた。

● 企業のイメージアップに繋がった。

● 商品の売り上げが増えた。

● 入社希望者が増えた。

● 募集を出さなくても入社希望の問い合わせが来るようになった。

● 活躍した女性社員のモチベーションが上がった。

● 主体的にかかわったメンバーが更に他のメンバーを巻き込むといった相乗効果が生まれた。

● 社内全体のモチベーションが上がった（主に女性）。

● 女性のお客様の（企業に対する）安心感が増した。

● 女性従業員の（企業に対する）安心感が増した。

● 皆様の期待を受けているという実感が従業員の成長に繋がった。

● 行政に認められたことによって女性従業員が自信をつけることができた。

メリットと感じたこと

● 女性の意見やアイデアをさらに積極的に採用するようになった。

● 多様な意見を取り入れる習慣が少しずつついてきた。

● 女性の採用増を検討している。

● 認定前よりも女性管理職増を検討している。

● 女性社員に研修等に参加してもらい、意識向上を目指している。

認定後、変わったこと
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静岡市には、良好な就業環境の構築に取り

組む企業や、独創的な高い技術力を有してい

る企業が数多くあります。その活動や技術力に

ついて、市民の皆さんに知っていただくために

企業表彰を行っています。

静岡市企業表彰
企業は地域社会の一員で

あり、地域を支える重要な

存在です。そこで、静岡市では、適正な労務

管理、コンプライアンスの推進、地域貢献

活動の充実など、企業の持続的な発展に

繋がる「ＣＳＲ（Corporate　

Social Responsibility：企業

の社会的責任）」活動に取り

組む企業を表彰しています。

静岡市には、新規又は独創

性の高い技術を活かして活

躍している中小企業が数多くあります。市民

の皆さんにそのような高度な技術を持った企

業を広く知っていただくとともに、表彰企業の

技術開発意欲の向上や更

なる事業活動の活性化につ

なげていくことなどを目的に企

業を表彰しています。

　平成26年度から実施し

ている「女性の活躍応援事

業所表彰」を、平成30年度から「多様な人

材の活躍応援事業所表彰」に改め、表彰

対象を拡大し、主に女性をはじめとした多様

な人材の活躍応援に積極

的に取り組んでいる事業所

を表彰しています。

CSR パートナーシップ
企業表彰

中小企業技術表彰
多様な人材の
活躍応援事業所表彰

商業労政課 産業振興課

産業政策課

両立支援や労働条件など

女性が気になる取組の

好事例を紹介します！

企業研究や就職活動に

役立つ市内の企業情報

が満載です！

ダイバーシティ企業応援サイト

しずおかいきいき

ワークスタイル通信

静岡市の若者就活応援サイト

しずまっち

表彰企業のほかにも静岡市内には魅力的な企業がいっぱいです！
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静岡市市民局男女参画・多文化共生課

電話：054 -221-1349

〒420-8602

静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階

Eメール：sankaku@city.shizuoka.lg.jp


