
13 TELEWORK in the eastern area of Shizuoka prefecture

富士山周辺エリア人と企
業の魅

力紹介

People&Company

世界遺産富士山をはじめ、雄大な自然を体感！

SDGs先進企業の自社センター見学ツアー等を開催

富士宮市と、NPO法人母力向上委員会による協働の取組として、コンビニに紙おむ
つや粉ミルク用のお湯を設置してもらう「ふじのみやベビーステーション」を実施し
ています。お母さんたちの意見を積極的に取り入れ、子育て世代にやさしい地域を
目指しています。【富士宮市】

御殿場市はSDGsの推進を市政の最重要項目に掲
げ、SDGsの取組を行う企業・団体とのプラット
フォーム「御殿場SDGsクラブ」を設立して、産官学
金連携を行い、SDGsの推進を通じた社会課題の
解決に取り組んでいます。この取組の一環として、
先進的な取組を行っていることで全国的にも著名
な株式会社リコー環境開発センターの協力を得
て、クラブ会員等を対象とした同センターの見学
ツアーなどを実施しています。【御殿場市】

コンビニに紙おむつや
粉ミルク用のお湯を設置

御殿場市・小山町ゆかりの
オリンピアン誕生！

東京2020
オリンピック・パラリンピック開催

御殿場市民初のオリンピアンとして、馬場
馬術に林伸伍選手（御殿場市在住）が出場
しました。また、御殿場市内の高校出身の
空手男子組手－67㎏級の佐合尚人選手と
小山町出身で御殿場市内の高校を卒業し
た男子50km競歩の川野将虎選手（6位入
賞）、御殿場市内の中学校出身のサッカー
女子の遠藤純選手が出場を果たしました。
【御殿場市・小山町】

高校生が企業と協働で商品開発
毎年、富士市立高等学校では、富士市役所や地元企業等と協
働で地域の課題解決に取り組んでおり、令和3年2月には、地
元企業田子の月との協働事業による新商品「四季の富士山
頂」の開発を発案し、商品化されました。【富士市】

自転車競技開催
静岡県で初めての五輪の舞台となる自転車競技が開催され
ました。自転車ロードレースでは富士スピードウェイをゴール
に、世界のトップアスリートがおやまの道を駆け巡りました。
【小山町】

E-BIKEで魅力発信
地方創生連携協定の締結先であるスルガ銀行株式
会社と連携し、市内施設に設置するレンタルE－
BIKEを活用したスポット巡り「宮ぽた」を実施して
います。E－BIKEのまち富士宮市として、豊かな自然
環境とE－BIKEを組み合わせた地域の魅力発信を
進めています。【富士宮市】

移住者同士のコラボで
できたピッツァ
富士宮市に移住し、ピッツァの移動
販売で起業した方とチーズ工房を起
業した方が、お互いの商品・食材をコ
ラボし、移住者同士の考えが詰まっ
たピッツァを販売しています。また、
富士宮市のふるさと納税返礼品とし
ても提供されています。【富士宮市】

代表選手にカヤックや
パドルを提供
東京2020オリンピックでカヌースラロー
ム カヤックに出場する足立和也選手に対
し、レーシングカー設計・制作等を手懸け
る市内のムーンクラフト株式会社がカヤッ
クやパドルを提供しました。【御殿場市】

モータースポーツビレッジが整備中！
富士スピードウェイ及び新東名高速道路（仮称）小山PA周辺地域ではモータースポーツの
魅力を伝える「モータースポーツビレッジ」の整備が進行中。レーシングカー・ガレージやレ
ストランのほか、スピードウェイ内にはハイブランドホテル「ハイアット」のホテルが令和4
年秋にオープン予定など魅力的な施設が次々と誕生します。【小山町】

富士のほうじ茶を
売り出し中！
若手生産者と協働で、「日本一おいしいほうじ
茶」づくりにチャレンジしています。令和3年6
月には、「富士市ほうじ茶宣言」を行い、「ほう
じ茶の香りがするまち」を目指し、富士のお茶
の認知度向上や販路拡大などに力を注いで
います。【富士市】
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クラフトジン蒸留所「沼津蒸留所／THE CHAMBER 
OF SPIRIT AND TIME」が2020年にオープン。狩野
川に面した絶好のロケーションに立地する蒸留所は、
市中心部のビルの谷間にあった一軒家の空き家をリノ
ベーションしてつくられたもの。静岡県東部地域の
様々なボタニカルを風味付けに使用し、地域の魅力を
クラフトジンに乗せて発信しています。【沼津市】

クラフトジンで魅力発信

人と企
業の魅

力紹介

COLUMN テレワーク先の市町の自慢や、知る人ぞ知る
話題を紹介します！地元の人よりも通になれるかも！

裾野市＜地震に強い！＞
地盤が富士山の溶岩のため、地震に強いです。

裾野市＜首都圏に近い＞
首都圏から100km圏内。新幹線を利用すれば、最短
約1時間で都心へアクセス可能です。

裾野市＜工業が盛ん＞
水資源に恵まれています。水道水が美味しく、工業が
栄えています。

富士市＜紙のまち＞
富士市は紙のまち！トイレットペーパーの
生産量は、全国の36.1％（2020年）を占め
ています。

富士市＜日本唯一！＞
日本で唯一、富士山と海があるまちです。

富士市＜サイダーかん＞
ほとんどの小中学校の給食は自校直営方
式です！サイダーかんが大人気メニューの
１つです。

御殿場市＜「カツマタ」さんが多い！＞
御殿場市には「カツマタ」さんが大勢います。「勝又」「勝間田」「勝亦」「勝俣」など、
漢字もたくさん。タレントの勝俣州和さんも御殿場市の出身です。

御殿場市＜御殿場の由来＞
御殿場という地名の由来は、徳川家康が最晩年に市内御殿場の地、現在の吾妻
神社から県立御殿場高等学校付近に隠居所となる御殿の造営を命じたことに由
来します。

富士宮市
＜信長の首が埋葬？＞
西山本門寺に織田信長の首が埋葬されて
いるという伝説があります。

小山町＜金太郎生誕の地＞
小山町は、金太郎＝坂田公時の生家「坂田
屋敷」の跡にあった小祠に社殿を建てた金
時神社など金太郎ゆかりの地が多数ある
金太郎生誕の地です。子どもが思いっきり
遊べる金時公園はファミリーに人気です。

富士宮市＜グルメのまち＞
富士宮のグルメは、やきそばをはじめ、
ニジマスや乳製品も有名です。

富士宮市＜たくさんのキャンプ場＞
富士宮市は、キャンプ場が多い点が魅力の一つです。

高校生が6次産業化に挑戦
静岡県立田方農業高等学校は、通称「田農（でんのう）」と呼ばれ、
この生徒たちが作った牛乳が「田農牛乳」です。生徒たちが自らの
手で乳牛の飼育、搾乳、殺菌、パック詰めまで校内で全てを行って
います。「田農牛乳」「田農コーヒー」は校内やJA直売所で販売さ
れ、完売必須の人気商品です。【函南町】

高校生×企業＝沼商屋（ヌマショップ）
“高校生×企業”のコラボ商品が毎年好評な「沼商屋」は、静岡県立沼津
商業高校の生徒が町内にある地域企業とタッグを組み、商品づくり、
ポップ作成、販売、接客に至るまでのマーケティングを実践で学んでいま
す。この「沼商屋」は20年以上続いています。【清水町】

アクセス良好エリア
People&Company

交通利便性と自然環境のバランスの良さ！



16

クラフトジン蒸留所「沼津蒸留所／THE CHAMBER 
OF SPIRIT AND TIME」が2020年にオープン。狩野
川に面した絶好のロケーションに立地する蒸留所は、
市中心部のビルの谷間にあった一軒家の空き家をリノ
ベーションしてつくられたもの。静岡県東部地域の
様々なボタニカルを風味付けに使用し、地域の魅力を
クラフトジンに乗せて発信しています。【沼津市】

クラフトジンで魅力発信

人と企
業の魅

力紹介

COLUMN テレワーク先の市町の自慢や、知る人ぞ知る
話題を紹介します！地元の人よりも通になれるかも！

裾野市＜地震に強い！＞
地盤が富士山の溶岩のため、地震に強いです。

裾野市＜首都圏に近い＞
首都圏から100km圏内。新幹線を利用すれば、最短
約1時間で都心へアクセス可能です。

裾野市＜工業が盛ん＞
水資源に恵まれています。水道水が美味しく、工業が
栄えています。

富士市＜紙のまち＞
富士市は紙のまち！トイレットペーパーの
生産量は、全国の36.1％（2020年）を占め
ています。

富士市＜日本唯一！＞
日本で唯一、富士山と海があるまちです。

富士市＜サイダーかん＞
ほとんどの小中学校の給食は自校直営方
式です！サイダーかんが大人気メニューの
１つです。

御殿場市＜「カツマタ」さんが多い！＞
御殿場市には「カツマタ」さんが大勢います。「勝又」「勝間田」「勝亦」「勝俣」など、
漢字もたくさん。タレントの勝俣州和さんも御殿場市の出身です。

御殿場市＜御殿場の由来＞
御殿場という地名の由来は、徳川家康が最晩年に市内御殿場の地、現在の吾妻
神社から県立御殿場高等学校付近に隠居所となる御殿の造営を命じたことに由
来します。

富士宮市
＜信長の首が埋葬？＞
西山本門寺に織田信長の首が埋葬されて
いるという伝説があります。

小山町＜金太郎生誕の地＞
小山町は、金太郎＝坂田公時の生家「坂田
屋敷」の跡にあった小祠に社殿を建てた金
時神社など金太郎ゆかりの地が多数ある
金太郎生誕の地です。子どもが思いっきり
遊べる金時公園はファミリーに人気です。

富士宮市＜グルメのまち＞
富士宮のグルメは、やきそばをはじめ、
ニジマスや乳製品も有名です。

富士宮市＜たくさんのキャンプ場＞
富士宮市は、キャンプ場が多い点が魅力の一つです。

高校生が6次産業化に挑戦
静岡県立田方農業高等学校は、通称「田農（でんのう）」と呼ばれ、
この生徒たちが作った牛乳が「田農牛乳」です。生徒たちが自らの
手で乳牛の飼育、搾乳、殺菌、パック詰めまで校内で全てを行って
います。「田農牛乳」「田農コーヒー」は校内やJA直売所で販売さ
れ、完売必須の人気商品です。【函南町】

高校生×企業＝沼商屋（ヌマショップ）
“高校生×企業”のコラボ商品が毎年好評な「沼商屋」は、静岡県立沼津
商業高校の生徒が町内にある地域企業とタッグを組み、商品づくり、
ポップ作成、販売、接客に至るまでのマーケティングを実践で学んでいま
す。この「沼商屋」は20年以上続いています。【清水町】

アクセス良好エリア
People&Company

交通利便性と自然環境のバランスの良さ！



17 TELEWORK in the eastern area of Shizuoka prefecture

函南町＜東部の定番＞
酪農家と工場が近く、鮮度が
売りの「丹那牛乳」。県東部の
学校給食の定番です！函南
ブランド認定品で、首都圏の
スーパーマーケット等でも販
売されています。

沼津市＜BAR文化＞
沼津市は、日本屈指のBAR
文化が根付いたまち。市内に
は、オーセンティックなバー
がいくつもあります。

長泉町
＜長泉町井上靖文学館
リニューアルオープン＞
令和3年4月から町営となった井上文学館が、7
月に新たなスタートを切りました。2階を自由
に本が読めるスペースとし、幅広い年代の方が
本に親しんでもらえるようにリニューアル。
井上靖の希少な書籍、原稿や万年筆など約
3,000点の資料を所蔵しています。井上文学
の魅力に是非触れてください。

函南町＜停車駅がないのに新幹線!?＞
日本で唯一「新幹線」と呼ばれる地域があります。東海道新幹線
の熱海～三島間の「新丹那トンネル」掘削の際に、建設関係者
の官舎があったことが由来する説も。クイズ番組にも多数出
題。電車好きの方は必見です。

長泉町＜長泉町が住みここち１位の街に＞
大東建託が発表した「いい部屋ネット　街の住みここちラ
ンキング2021（静岡県版）」で、長泉町は3年連続で「住みこ
こち1位の街」になりました。「交通利便性」「親しみやすさ」
「イメージ」などの各項目で高評価を得ています。

清水町＜市町対抗駅伝で活躍！＞
県民大注目”しずおか市町対抗駅伝”第20・21回の2大会「町の部1位！」です。当
町の朝倉教育長は監督として21年の歳月をかけてチームを育み、多くの選手の才
能が開花しました。元オリンピック選手の佐藤悠基選手もその一人です！

熱海市＜熱海海上花火大会＞
年間10回以上開催される熱海名物。会場である熱海
湾は3面を山に囲まれた「すり鉢」状の地形であるた
め、花火の音が反響して大きなスタジアムのような音
響効果となり、大迫力の花火をご覧いただけます！

三島市＜日本最長の人道吊橋＞
「三島スカイウォーク」は全長400メートルで日本
最長の歩行者専用吊橋です。橋の上から望む富士
山と駿河湾は絶景！園内には様々なショップや食
事処があり、アクティビティも楽しめます。

熱海市＜徳川家に愛された熱海温泉！＞
「徳川家康が関が原の合戦前に熱海の温泉に入湯し、
その温泉パワーをもらって天下統一を成し遂げた」と
言われている熱海温泉。熱海から江戸城まで温泉を運
ばせた「御汲湯」は4代将軍家綱公よりその後歴代徳
川将軍に継承され、広く知られるようになりました。

清水町＜絵本作家の出身地＞
絵本作家で有名なあの「宮西達也先生」は清水町出
身！清水町ふるさと大使です。なんといっても、町の
かわいいヒーロー“ゆうすいくん”の生みの親です！

三島市＜うなぎが有名＞
三島はうなぎが有名です。浜松などの産地から運ばれ、富士山の湧
水にさらすことで臭みが消えるため美味しくなります。うなぎ料理
を出している店舗数は人口比率で全国トップレベル！

COLUMN テレワーク先の市町の自慢や、知る人ぞ知る
話題を紹介します！地元の人よりも通になれるかも！

ファルマバレーセンターが立地
医薬品・医療機器の生産額が全国1位を誇る静岡県の中で
も東部地域には製薬会社等の研究拠点が数多く集まってお
り、静岡県が取り組む富士山麓先端医療産業集積構想（ファ
ルマバレープロジェクト）を推進する中核支援機関である
ファルマバレーセンターや日本トップレベルのがん専門病
院静岡がんセンターが立地しています。これからの成長が見
込める医療と健康産業へ、地域が一体となって「健康長寿世
界一」を目指す取り組みが進められています。【長泉町】

日本のレモン栽培発祥の地！！
「日本のレモン栽培発祥の地‼」として、2019年から静岡県立熱海高校はPRに取
り組んでおり、校内で栽培しているレモンが初結実となりました。実ったレモンは、
小・中学校と連携をして商品開発に繋げていきます。また、生徒自らが毎年レモン
の木を育て、育てたレモンの木を卒業前に熱海市内に植樹することで熱海をレモ
ン色に染める壮大な計画をしています。【熱海市】

三島駅前再開発が進んでいます
三島駅南口の西街区では、令和２年６月30日に広域観光交流拠点である
「富士山三島東急ホテル」が開業し、東街区では、住宅・商業・駐車場・健康
増進・医療・子育てなどで構成される複合施設の建設を計画しています。
【三島市】

top
ic テレワーク先に悩んだら、旬の話題がある地域を訪れてみてはいかがでしょうか。

住みやすい街大賞 受賞
住環境や交通の利便性などを基準に「住みや
すい街」を選び表彰する「本当に住みやすい
街大賞 2021 in静岡」で三島広小路が１位に
選ばれました！交通の利便性や自然環境、日
常の買い物に利用できる食料品店が充実し
ていることなどが評価されました。【三島市】

小浜池が満水を記録！
三島駅南口から徒歩3分の市立公園「楽寿
園」内にある小浜池が令和3年7月7日（水）に
2年連続で満水を記録しました。小浜池は6
～7年の周期で満水になると言われており、
2年連続で満水を記録するのは平成16年以
来で17年ぶりです。【三島市】
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人と企
業の魅

力紹介

top
ic テレワーク先に悩んだら、旬の話題がある

地域を訪れてみてはいかがでしょうか。

市内の小学生を対象にプロのカメラマンや新聞記者、イラストレーター
を招いて取材、編集等の講座を開催。受講した小学生が自分たちの住む
街の店舗や企業を取材し、その内容をもとに伊豆の国市の魅力を紹介す
るフリーペーパー（冊子）を発行しています。【伊豆の国市】

■伊東市移住定住サイト開設！

毎年開催されているパン祖のパン祭。メインイベントに高校生を
対象とした「全国高校生パンコンテスト」を行っています。入賞作
品は伊豆の国市内のパン屋で商品化され、店頭販売に加え、ふる
さと納税返礼品にもなっています。【伊豆の国市】

移住を検討している方に必要な
情報を集約して提供する移住
定住サイトを開設しました。先
輩移住者の体験談や支援制度
の情報のほか、移住のサポート
をしている団体の情報も満載！
【伊東市】

小学生が
フリーペーパー作りに挑戦!!

温泉場お散歩市×高校生
伊豆長岡温泉の温泉場出逢い通りで、毎月第２日曜日にリノベーショ
ンや手作りをテーマとした温泉場お散歩市（朝市）を開催していま
す。静岡県立伊豆中央高等学校の生徒がボランティアスタッフとして
一緒に盛り上げています。【伊豆の国市】

「（公認）伊豆市プロモーションサポーター」を委嘱
市では、伊豆市のことが好きで「伊豆市の良さ」を積極的に発信していき
たい人や事業者をサポーターとして認定し、SNSで伊豆市をPRする活動
を進めています。ぜひ「#伊豆市いいね」で魅力をチェックしてみてくださ
い！【伊豆市】

「全国高校生パンコンテスト」を開催

伊豆市＜だるま山＞
だるま山高原レストハウスからの富士山の眺望は、昭和14
年のニューヨーク万国博覧会に出品されました。だるま山
は、漫画「ゆるキャン△」にも登場しています。

伊豆の国市＜歴史の舞台＞
鎌倉幕府を開いた源頼朝の妻「北条政子」や2022年放送の大河ドラマの主人公「北条義時」
をはじめとした北条一族ゆかりの地です。また、明治維新後の1868年には、韮山県の県庁所
在地として韮山県庁が置かれていました。その他、世界文化遺産として登録された韮山反射
炉や国宝である運慶作の仏像が所在するなど、歴史や文化を色濃く残すまちです。

伊豆市＜オリパラ開催！＞
東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク自転車競技の開催地「伊豆ベロド
ローム」や「伊豆MTBコース」では、熱
戦が繰り広げられました。

伊豆市＜わさび・しいたけが有名＞
天城山のきれいな水と豊かな自然の中で育った
わさび。原木で育てられたプリプリのしいたけ。
ともに全国トップクラスの生産量を誇ります。

伊東市＜温泉＞
市内には多くの温泉施設
があり、湯量も豊富です。
湧出量は全国第4位です。

伊東市＜多様なイベント＞
全日本まくら投げ大会や松川タライ乗り競
走、尻つみ祭りなど、変わった参加型のイベ
ントが数多く開催されています。

伊東市＜お菓子のまち＞
人口1,000人当たりのお菓子屋さ
んの数が日本一です。「伊東はお菓
子の街」であることを全国に発信す
ることを目的に、「伊東お菓子ぃ共
和国」が建国されています。

伊豆の国市＜医療体制が充実！＞
人口10万人当たりの医師、薬剤師の数は県内市町で一番です。同じく、病床数、
病院施設数も上位に位置し、県内トップクラスの医療体制が整っています。

伊豆の国市＜農業が盛ん＞
伊豆の国市では、15年以上前からいちごやミニトマトの新規就農希望者を受
け入れてきました。中でもミニトマト農家が集うＪＡ伊豆の国※果菜委員会で
は、今までに静岡県全体の約
1/3にあたる新規就農者を受
け入れ、１人の脱落者もなくミ
ニトマト農家として営農を継
続しています。

COLUMN テレワーク先の市町の自慢や、知る人ぞ知る
話題を紹介します！地元の人よりも通になれるかも！

※合併により令和４年４月１日から富士伊豆農業協同組合（ＪＡふじ伊豆）

©伊東市

©伊東市

自然満喫エリア
People&Company

温泉や歴史などからノスタルジーを感じられる！
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病院施設数も上位に位置し、県内トップクラスの医療体制が整っています。

伊豆の国市＜農業が盛ん＞
伊豆の国市では、15年以上前からいちごやミニトマトの新規就農希望者を受
け入れてきました。中でもミニトマト農家が集うＪＡ伊豆の国※果菜委員会で
は、今までに静岡県全体の約
1/3にあたる新規就農者を受
け入れ、１人の脱落者もなくミ
ニトマト農家として営農を継
続しています。

COLUMN テレワーク先の市町の自慢や、知る人ぞ知る
話題を紹介します！地元の人よりも通になれるかも！

※合併により令和４年４月１日から富士伊豆農業協同組合（ＪＡふじ伊豆）

©伊東市

©伊東市

自然満喫エリア
People&Company

温泉や歴史などからノスタルジーを感じられる！
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DATA DATAお問い合わせ

◆人口：128,147人　◆世帯数：51,297世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：卸売業・小売業／建設業／宿泊業・飲食サービス業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東海道新幹線新富士駅で下車、バスに乗換えてJR富士駅へ行き(約10分)、
 JR身延線に乗換え(富士宮駅まで約18分)
＜車で＞ 東名高速道路 富士ICから国道139号へ接続し、富士宮市まで約17分

富士宮市企画戦略課
☎0544-22-1215

www.city.fujinomiya.lg.jp/

8時～11時、16時～22時(不定休)
 JR富士宮駅から徒歩で約15分

富士宮市のリピーターやファンが、
富士宮での豊かなくらしを実現できるまち
首都圏への移動の利便性を重視する方・企業、
業務の効率化やメンタルヘルスケアといった仕事のオンとオフの環境を重視する方・企業を歓迎しています。

富士宮市 FUJINOMIYA-CITY

　今から約70年前に開業した旅館「掬水」をリノベー
ションし、新たな交流の場所として2019年にゲストハ
ウスとして生まれ変わりました。世界文化遺産登録さ
れた富士山の構成資産のひとつである富士山本宮浅
間大社境内の湧玉池に浮かぶように建っており、宿泊
はもちろん、ワーケーションでの利用も可能な施設と
なっています。

まちのめざす姿
　豊かな自然環境をはじめとした食文化や歴史文化など、富士山のふもとにある本市の強みを活かし、生活者や企業から「選ばれる
まち」となるために、新鮮な食材や食物をはじめ、キャンプや野外イベントなど、多くの地域資源と関わりを持てる環境を作り、富士宮
市へのリピーターやファンを増やし、富士宮での生活を実現できるよう、移住・定住の促進につなげていきます。

11時～20時
富士市永田町1－15 中村ビル2F

テレワーク先進都市
雄大な富士山を眺めながらテレワークをしたい方、テレワークにより新しい働き方に取り組む企業やフリーランスの方など、
富士山の恵みを享受しながら豊かなライフスタイルを実現したい方を歓迎しています。

お問い合わせ

◆人口：245,489人　◆世帯数：97,214世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：卸売業・小売業／製造業／建設業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅から新富士駅まで約70分
＜車で＞ 東京ICから富士ICまで約80分

富士市企画課
移住定住推進室
☎0545-55-2930

www.city.fuji.shizuoka.jp/

富士山周辺エリア

富士市 FUJI-CITY

まちのめざす姿
　テレワークニーズが高まる中、新幹線駅があり東京圏まで1時間程の利便性と、ゆとりある豊かな生活環境に恵まれている本市は、
市内事業所のテレワーク導入や、東京圏等からテレワークを実施する企業の誘致、テレワーカーの受け入れ等に積極的に取り組むこ
とで、ライフスタイルの変化と新たな人の流れを生み出す「テレワーク先進都市」の実現を目指しています。

富士山周辺エリア

富士山ゲストハウス掬水 まかいの牧場 コワーキングスペース
　業界最狭クラスの部室のようなアット
ホームな空間ですが、心が広い人が集
まっています。

LITTLE L
　2階建ての施設で、フロア面積350坪の
広々とした空間が特徴です。

WORX富士
　24時間利用OKのフリーランス向けコ
ワーキング施設。作業に集中できるブー
ス/フリーアドレス席。

TSUKURIBAお試しテレワーク補助金(制度紹介)

こんな方が移住されています！
● 首都圏へのアクセスが約2時間！気軽
に行き来ができる環境を求めて移住さ
れた方がいます。

●富士山が好きで、毎日富士山を眺めな
がら暮らしたいという方が移住されて
います！

● 開放的な高原やキャンプ場など、豊か
な自然環境の中でのびのびと子育てを
している方がいます！

こんな方が移住されています！
● 富士山のふもとで暮らしたい、毎日富
士山を見て暮らしたいという方が移住
されています。

●夫の転勤を機に見ず知らずの土地に移
住された方も、「富士このみスタイル」
事業※に参加し、自分らしい生活を送っ
ていらっしゃいます。
※富士このみスタイル事業とは…移住検討者が気軽に悩みを
相談したり、移住した方が仲間づくりをしたりする場を設定す
るとともに、子育て中の女性に柔軟な働き方を提案する結婚・
子育て世代の移住を促進する事業

9時半～17時半（ただし、11月21日～3月20日は9時半～16
時半）、12月1日～3月20日の毎週水・木曜日は、定休日（不定
休有）※営業時間、定休日が変更することもございます。
JR新富士駅から富士急行バスで約60分

　自然と動物とふれあえる体験型の牧場
にあるワークスペースです。富士山の麓、
朝霧高原に位置し、日本一の富士山を眺
めながら、自然いっぱいで解放感がある
会議室となります。

9時～22時(土日祝日は18時まで)
富士市島田町1－50

24時間利用可
富士市中央町1－10－9Zappaビル2F（岳南電車「吉原本町
駅」から徒歩で約11分）

月曜～金曜は8時半～17時15分、土曜・日曜と祝日及び年末
年始 (12月29日～翌年1月3日)は休業

　首都圏の企業に勤務し、地方へのテ
レワークによる移住を希望している人
を対象に、本市での移住後の生活を体
験してもらうことで、本市への移住を後
押しします。
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DATA DATAお問い合わせ

◆人口：128,147人　◆世帯数：51,297世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：卸売業・小売業／建設業／宿泊業・飲食サービス業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東海道新幹線新富士駅で下車、バスに乗換えてJR富士駅へ行き(約10分)、
 JR身延線に乗換え(富士宮駅まで約18分)
＜車で＞ 東名高速道路 富士ICから国道139号へ接続し、富士宮市まで約17分

富士宮市企画戦略課
☎0544-22-1215

www.city.fujinomiya.lg.jp/

8時～11時、16時～22時(不定休)
 JR富士宮駅から徒歩で約15分

富士宮市のリピーターやファンが、
富士宮での豊かなくらしを実現できるまち
首都圏への移動の利便性を重視する方・企業、
業務の効率化やメンタルヘルスケアといった仕事のオンとオフの環境を重視する方・企業を歓迎しています。

富士宮市 FUJINOMIYA-CITY

　今から約70年前に開業した旅館「掬水」をリノベー
ションし、新たな交流の場所として2019年にゲストハ
ウスとして生まれ変わりました。世界文化遺産登録さ
れた富士山の構成資産のひとつである富士山本宮浅
間大社境内の湧玉池に浮かぶように建っており、宿泊
はもちろん、ワーケーションでの利用も可能な施設と
なっています。

まちのめざす姿
　豊かな自然環境をはじめとした食文化や歴史文化など、富士山のふもとにある本市の強みを活かし、生活者や企業から「選ばれる
まち」となるために、新鮮な食材や食物をはじめ、キャンプや野外イベントなど、多くの地域資源と関わりを持てる環境を作り、富士宮
市へのリピーターやファンを増やし、富士宮での生活を実現できるよう、移住・定住の促進につなげていきます。

11時～20時
富士市永田町1－15 中村ビル2F

テレワーク先進都市
雄大な富士山を眺めながらテレワークをしたい方、テレワークにより新しい働き方に取り組む企業やフリーランスの方など、
富士山の恵みを享受しながら豊かなライフスタイルを実現したい方を歓迎しています。

お問い合わせ

◆人口：245,489人　◆世帯数：97,214世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：卸売業・小売業／製造業／建設業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅から新富士駅まで約70分
＜車で＞ 東京ICから富士ICまで約80分

富士市企画課
移住定住推進室
☎0545-55-2930

www.city.fuji.shizuoka.jp/

富士山周辺エリア

富士市 FUJI-CITY

まちのめざす姿
　テレワークニーズが高まる中、新幹線駅があり東京圏まで1時間程の利便性と、ゆとりある豊かな生活環境に恵まれている本市は、
市内事業所のテレワーク導入や、東京圏等からテレワークを実施する企業の誘致、テレワーカーの受け入れ等に積極的に取り組むこ
とで、ライフスタイルの変化と新たな人の流れを生み出す「テレワーク先進都市」の実現を目指しています。

富士山周辺エリア

富士山ゲストハウス掬水 まかいの牧場 コワーキングスペース
　業界最狭クラスの部室のようなアット
ホームな空間ですが、心が広い人が集
まっています。

LITTLE L
　2階建ての施設で、フロア面積350坪の
広々とした空間が特徴です。

WORX富士
　24時間利用OKのフリーランス向けコ
ワーキング施設。作業に集中できるブー
ス/フリーアドレス席。

TSUKURIBAお試しテレワーク補助金(制度紹介)

こんな方が移住されています！
● 首都圏へのアクセスが約2時間！気軽
に行き来ができる環境を求めて移住さ
れた方がいます。

●富士山が好きで、毎日富士山を眺めな
がら暮らしたいという方が移住されて
います！

● 開放的な高原やキャンプ場など、豊か
な自然環境の中でのびのびと子育てを
している方がいます！

こんな方が移住されています！
● 富士山のふもとで暮らしたい、毎日富
士山を見て暮らしたいという方が移住
されています。

●夫の転勤を機に見ず知らずの土地に移
住された方も、「富士このみスタイル」
事業※に参加し、自分らしい生活を送っ
ていらっしゃいます。
※富士このみスタイル事業とは…移住検討者が気軽に悩みを
相談したり、移住した方が仲間づくりをしたりする場を設定す
るとともに、子育て中の女性に柔軟な働き方を提案する結婚・
子育て世代の移住を促進する事業

9時半～17時半（ただし、11月21日～3月20日は9時半～16
時半）、12月1日～3月20日の毎週水・木曜日は、定休日（不定
休有）※営業時間、定休日が変更することもございます。
JR新富士駅から富士急行バスで約60分

　自然と動物とふれあえる体験型の牧場
にあるワークスペースです。富士山の麓、
朝霧高原に位置し、日本一の富士山を眺
めながら、自然いっぱいで解放感がある
会議室となります。

9時～22時(土日祝日は18時まで)
富士市島田町1－50

24時間利用可
富士市中央町1－10－9Zappaビル2F（岳南電車「吉原本町
駅」から徒歩で約11分）

月曜～金曜は8時半～17時15分、土曜・日曜と祝日及び年末
年始 (12月29日～翌年1月3日)は休業

　首都圏の企業に勤務し、地方へのテ
レワークによる移住を希望している人
を対象に、本市での移住後の生活を体
験してもらうことで、本市への移住を後
押しします。
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DATA DATAお問い合わせ

◆人口：86,689人　◆世帯数：33,362世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：卸売業・小売業／宿泊業・飲食サービス業／建設業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅からJR御殿場駅まで約120分
＜車で＞ 東京ICから御殿場ICまで約60分

御殿場市魅力発信課
☎0550-82-4127

www.city.gotemba.lg.jp/

環境に特化したまちづくり
環境配慮型の企業を中心に、
様々な分野から幅広い産業や人材を歓迎しています。

御殿場市 GOTEMBA-CITY

まちのめざす姿
　地球規模で拡大する環境問題に対し、世界文化遺産富士山の麓、御殿場市だからこそ、国際社会の一員として担うことができる役
割や世界に発信していくべき取組があるという認識のもと、“環境版シリコンバレー”そして“ワールド・エコセンター”の実現に向けた
取組を推進しています。

御殿場高原時之栖 富士山市民のサロン｢けやきかん｣ 国際青少年センターYMCA東山荘 中央公園 富士サファリパーク スノーパークイエティ

お問い合わせ

裾野市戦略推進課
☎055-995-1804

www.city.susono.shizuoka.jp/

富士山周辺エリア

裾野市 SUSONO-CITY

まちのめざす姿
　首都圏からの移住・定住や、首都圏に出た子どもたちが戻ってきやすいように、働く場所の確保と雇用の創出を図るほか、地域産業
の発展に向けた商工業の活性化や裾野市らしい特色を活かした農林業の振興により、１人当たりの市民所得の増加を目指します。

富士山周辺エリア

こんな方が移住されています！
●市内出身で都内の呉服店に就職後、ラ
イフスタイルを変えるために御殿場市
へ移住。現在は市内でティースタンド
を営んでいます。

●市内出身で都内で料理人として就職
後、市内にご家族とUターン。現在は市
内でお弁当屋さんを営んでいます。

●市内出身でその後は市外へ。都会での
自然とかけ離れた暮らしに疑問を持
ち、自然が身近で出身地でもある御殿
場市へ。現在は市内で農業を営んでい
ます。

こんな方が移住されています！
●富士山が好きで、毎日富士山を眺めな
がら暮らしたいという方が移住されて
います！

●首都圏へ通勤している方が、勤務先を
変えずに移住されました。

9時～21時 毎週月曜日・年末年始は休館
JR御殿場駅から徒歩で約5分

　市民の生涯学習及び多様な世代の交
流を促進し、社会教育の推進を図るた
め、設置された施設です。全館Wi-Fiが
完備され、自由に利用できるスペースが
あります。

年中無休、チェックイン15時～、チェックアウト11時(ホテル
時之栖)、その他施設ごとに営業時間が異なります。
JR岩波駅からタクシーで約10分。その他JR三島駅、JR御殿場
駅から無料シャトルバスが運行。

　イルミネーションが有名なリゾート施
設です。敷地内には宿泊・温泉施設や水族
館など様々な施設があり、ワーケーション
施設もあります。

8時半～17時（4/1～9/30）
8時半～16時（10/1～3/31） ※定休日：12/29～1/3

　中央公園は、五竜の滝を中心に整備さ
れた日本式庭園です。園内は、静岡県の天
然記念物に指定された五竜の滝や吊り橋
などの見どころがあり、散策をしながら、約
30分で1周できます。売店では、水ギョー
ザなどのご当地グルメが楽しめます。

入園受付時間9時～15時半（季節により変動あり）
定休日／無休
東名高速 裾野インターから車で約15分

　富士山麓にある富士サファリパークには、
約70種類900頭の動物たちが暮らしていま
す。「サファリゾーン」では、ライオンやゾウ、ア
ムールトラなどの野生動物をマイカーや園
内バスに乗ったまま眺めることができます。
カンガルー等の動物とふれあったり、乗馬体
験ができる「ふれあいゾーン」も大人気です！

営業期間／10月下旬～3月下旬　定休日／無休
東名高速裾野インターから車で約20分

　毎年日本で一番オープンが早いことで
有名なスキー場。オープン初日は、コスプ
レしている人限定で入場滑走料無料の恒
例イベントが毎年行われています。

9時～19時(受付時間)
JR御殿場駅からタクシーで約10分

　YMCA東山荘では個室、大部屋、和室、
洋室などの複数のタイプの宿泊室、多目
的に使用できる講堂や会議室、体育館、富
士山麓での自然体験プログラムなどが用
意され、目的に沿った滞在ができます。こ
ちらの施設はワーケーションにも対応し
ています。

※環境版シリコンバレー…世界遺産富士山の麓において、日本の環境を世界に発信する「産」「官」「学」が集積した未来都市像　※ワールド・エコセンター…世界に向けた我が国環境の発信地であり、世界中の環境に携わる人々が訪れる中心地となる富士山麓一帯の地域全体　

首都圏から100㎞圏内、
富士のすそのには魅力がいっぱい！
東名高速道路やJRなどの交通手段に恵まれ、首都圏まで新幹線で片道約1時間。仕事を変えずに移住することも可能です。
豊かな自然と産業が調和した裾野市で、地域を大切にする人・企業を歓迎しています。

◆人口：50,770人　◆世帯数：21,786世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：卸売業・小売業／建設業／宿泊業・飲食サービス業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅からJR裾野駅まで約90分
＜車で＞ 東京ICから裾野ICまで約60分
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◆人口：86,689人　◆世帯数：33,362世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：卸売業・小売業／宿泊業・飲食サービス業／建設業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅からJR御殿場駅まで約120分
＜車で＞ 東京ICから御殿場ICまで約60分

御殿場市魅力発信課
☎0550-82-4127

www.city.gotemba.lg.jp/

環境に特化したまちづくり
環境配慮型の企業を中心に、
様々な分野から幅広い産業や人材を歓迎しています。

御殿場市 GOTEMBA-CITY

まちのめざす姿
　地球規模で拡大する環境問題に対し、世界文化遺産富士山の麓、御殿場市だからこそ、国際社会の一員として担うことができる役
割や世界に発信していくべき取組があるという認識のもと、“環境版シリコンバレー”そして“ワールド・エコセンター”の実現に向けた
取組を推進しています。

御殿場高原時之栖 富士山市民のサロン｢けやきかん｣ 国際青少年センターYMCA東山荘 中央公園 富士サファリパーク スノーパークイエティ

お問い合わせ

裾野市戦略推進課
☎055-995-1804

www.city.susono.shizuoka.jp/

富士山周辺エリア

裾野市 SUSONO-CITY

まちのめざす姿
　首都圏からの移住・定住や、首都圏に出た子どもたちが戻ってきやすいように、働く場所の確保と雇用の創出を図るほか、地域産業
の発展に向けた商工業の活性化や裾野市らしい特色を活かした農林業の振興により、１人当たりの市民所得の増加を目指します。

富士山周辺エリア

こんな方が移住されています！
●市内出身で都内の呉服店に就職後、ラ
イフスタイルを変えるために御殿場市
へ移住。現在は市内でティースタンド
を営んでいます。

●市内出身で都内で料理人として就職
後、市内にご家族とUターン。現在は市
内でお弁当屋さんを営んでいます。

●市内出身でその後は市外へ。都会での
自然とかけ離れた暮らしに疑問を持
ち、自然が身近で出身地でもある御殿
場市へ。現在は市内で農業を営んでい
ます。

こんな方が移住されています！
●富士山が好きで、毎日富士山を眺めな
がら暮らしたいという方が移住されて
います！

●首都圏へ通勤している方が、勤務先を
変えずに移住されました。

9時～21時 毎週月曜日・年末年始は休館
JR御殿場駅から徒歩で約5分

　市民の生涯学習及び多様な世代の交
流を促進し、社会教育の推進を図るた
め、設置された施設です。全館Wi-Fiが
完備され、自由に利用できるスペースが
あります。

年中無休、チェックイン15時～、チェックアウト11時(ホテル
時之栖)、その他施設ごとに営業時間が異なります。
JR岩波駅からタクシーで約10分。その他JR三島駅、JR御殿場
駅から無料シャトルバスが運行。

　イルミネーションが有名なリゾート施
設です。敷地内には宿泊・温泉施設や水族
館など様々な施設があり、ワーケーション
施設もあります。

8時半～17時（4/1～9/30）
8時半～16時（10/1～3/31） ※定休日：12/29～1/3

　中央公園は、五竜の滝を中心に整備さ
れた日本式庭園です。園内は、静岡県の天
然記念物に指定された五竜の滝や吊り橋
などの見どころがあり、散策をしながら、約
30分で1周できます。売店では、水ギョー
ザなどのご当地グルメが楽しめます。

入園受付時間9時～15時半（季節により変動あり）
定休日／無休
東名高速 裾野インターから車で約15分

　富士山麓にある富士サファリパークには、
約70種類900頭の動物たちが暮らしていま
す。「サファリゾーン」では、ライオンやゾウ、ア
ムールトラなどの野生動物をマイカーや園
内バスに乗ったまま眺めることができます。
カンガルー等の動物とふれあったり、乗馬体
験ができる「ふれあいゾーン」も大人気です！

営業期間／10月下旬～3月下旬　定休日／無休
東名高速裾野インターから車で約20分

　毎年日本で一番オープンが早いことで
有名なスキー場。オープン初日は、コスプ
レしている人限定で入場滑走料無料の恒
例イベントが毎年行われています。

9時～19時(受付時間)
JR御殿場駅からタクシーで約10分

　YMCA東山荘では個室、大部屋、和室、
洋室などの複数のタイプの宿泊室、多目
的に使用できる講堂や会議室、体育館、富
士山麓での自然体験プログラムなどが用
意され、目的に沿った滞在ができます。こ
ちらの施設はワーケーションにも対応し
ています。

※環境版シリコンバレー…世界遺産富士山の麓において、日本の環境を世界に発信する「産」「官」「学」が集積した未来都市像　※ワールド・エコセンター…世界に向けた我が国環境の発信地であり、世界中の環境に携わる人々が訪れる中心地となる富士山麓一帯の地域全体　

首都圏から100㎞圏内、
富士のすそのには魅力がいっぱい！
東名高速道路やJRなどの交通手段に恵まれ、首都圏まで新幹線で片道約1時間。仕事を変えずに移住することも可能です。
豊かな自然と産業が調和した裾野市で、地域を大切にする人・企業を歓迎しています。

◆人口：50,770人　◆世帯数：21,786世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：卸売業・小売業／建設業／宿泊業・飲食サービス業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅からJR裾野駅まで約90分
＜車で＞ 東京ICから裾野ICまで約60分


