
25 TELEWORK in the eastern area of Shizuoka prefecture

DATA DATAお問い合わせ

◆人口：17,944人　◆世帯数：7,566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駿河小山駅又は足柄駅まで約110分
 新宿駅からJR駿河小山駅まで特急ふじさんで約80分
＜車で＞ 東京ICから足柄スマートICまで約60分、新宿駅から高速バスで約80分

小山町人口政策推進室
☎0550-76-6159

www.fuji-oyama.jp/

豊かさを実感しながら住み続けるまち
女性や若者と共に成長し、豊かなまちの実現を目指す企業、子ども達が地元の魅力を実感できる体験を提供できる企業、
空き家等の利活用によりエリアの価値を向上できる人・企業、
地元企業との連携により新たな付加価値を創造し続ける企業を歓迎しています。

小山町 OYAMA-TOWN

まちのめざす姿
　神奈川県に隣接する交通利便性や、富士山の恵みである豊かな水・森林資源等の特長をもつ本町には、これらを生かした多彩な
事業所が立地しています。自然環境や文化を守りつつ、地域資源の活用によって経済の好循環が生まれる、誰もが豊かさを実感できる
まちを目指します。

ＵＩＪターンwithテレワークで“ぬまづ暮らし”
沼津市のファンになってくれる方、沼津市の魅力を発信してくれる方、
沼津市に人や企業を呼び込んでくれる方を歓迎しています。

　東京2020オリンピック・パラリンピック
開催地でもある富士スピードウェイの近
くでトヨタグループ企業による開発が進
行中。感動とイノベーションが生まれる東
富士の新たな拠点になります。

大人のテーマパークが誕生 モータースポーツビレッジ
　広大な湯船原地区の新たな拠点には、
食品・リサイクル材・物流などの企業のほ
か、施設園芸、陸上養殖まで多様な産業
が立地。私立の認定こども園もある子育
てにも優しい産業拠点です。

新しい多種多様な産業の集積 湯船原工業団地
　富士山の麓でのびのび暮らせるように
町が住宅団地を整備し約100件分譲しま
した。地価が安いことや子育て支援の充
実も相まって、若い世代からの人気が高く
なっています。

のびのび、安心な宅地分譲地 宮ノ台分譲地 Antique door Tagore Harbor Hostel ぬましんCOMPASS

お問い合わせ

◆人口：189,611人　◆世帯数：83,210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・サービス業／製造業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅ー三島駅45分(JR東海道新幹線ひかり)三島駅ー沼津駅５分(JR東海道本線)
＜車で＞ 東京ICー沼津IC約90分

沼津市政策企画課
移住定住相談室
☎055-934-4813

www.city.numazu.shizuoka.jp/

富士山周辺エリア

沼津市 NUMAZU-CITY

まちのめざす姿
　海越しの富士山や駿河湾、狩野川などの美しい自然環境や、ミカンや魚などの美味しい食にも恵まれた、自然に囲まれた暮らしも
都会的な暮らしもできるまち、沼津市。保育所・児童クラブの待機児童なし、こども医療費の無償化など、子育てもしやすく、首都圏へ
のアクセスも便利なので、月に数回の出社もラクラク通勤。そんな“ぬまづ暮らし”をあなたも満喫してみませんか。

アクセス良好エリア

こんな方が移住されています！
●豊かな森や美味しい水など、お金で買
えない田舎の魅力を求めて移住。自然
に囲まれながらも、お店や医療は充実
しているので満足しています。

こんな方が移住されています！
●出版社に勤務する旦那さんの仕事がリモートワークになったこ
とを契機に、奥さん、お子さん2人の4人家族で沼津市に移住し、
子育てをしながら“ぬまづ暮らし”を満喫されている方がいます。

●沼津市は、子どもの医療費無償、保育所・児童クラブの待機なし
で子育てしやすい環境が整っていて、首都圏へのアクセスも便
利なので月に数回の会社への通勤も快適だそうです。

足柄スマートICから車で約10分

　空き家を活用したコワーキングスペー
ス。人と人を繋ぎ、創業や異業種連携をサ
ポートする“大家の創業支援”を展開。

9時～20時（月曜日～土曜日）
JR御殿場線大岡駅から徒歩で約15分

　1階にバーラウンジ、2・3階に客室をも
つHostel。宿の目の前に広がる戸田湾と、
海越しの富士山の絶景を楽しむことがで
き、ワーケーションも可能。

11時～22時
伊豆箱根鉄道修善寺駅から東海バス「戸田行き」で約50分

　沼津信用金庫が運営するコワーキング
スペース、シェアオフィス、ワークショップ
スタジオが1つとなったコミュニティプ
ラットフォーム。

9時～17時（月曜日～金曜日）
JR東海道本線沼津駅から徒歩で約5分

足柄スマートICから車で約10分 JR駿河小山駅から徒歩で約20分
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DATA DATAお問い合わせ

◆人口：17,944人　◆世帯数：7,566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駿河小山駅又は足柄駅まで約110分
 新宿駅からJR駿河小山駅まで特急ふじさんで約80分
＜車で＞ 東京ICから足柄スマートICまで約60分、新宿駅から高速バスで約80分

小山町人口政策推進室
☎0550-76-6159

www.fuji-oyama.jp/

豊かさを実感しながら住み続けるまち
女性や若者と共に成長し、豊かなまちの実現を目指す企業、子ども達が地元の魅力を実感できる体験を提供できる企業、
空き家等の利活用によりエリアの価値を向上できる人・企業、
地元企業との連携により新たな付加価値を創造し続ける企業を歓迎しています。

小山町 OYAMA-TOWN

まちのめざす姿
　神奈川県に隣接する交通利便性や、富士山の恵みである豊かな水・森林資源等の特長をもつ本町には、これらを生かした多彩な
事業所が立地しています。自然環境や文化を守りつつ、地域資源の活用によって経済の好循環が生まれる、誰もが豊かさを実感できる
まちを目指します。

ＵＩＪターンwithテレワークで“ぬまづ暮らし”
沼津市のファンになってくれる方、沼津市の魅力を発信してくれる方、
沼津市に人や企業を呼び込んでくれる方を歓迎しています。

　東京2020オリンピック・パラリンピック
開催地でもある富士スピードウェイの近
くでトヨタグループ企業による開発が進
行中。感動とイノベーションが生まれる東
富士の新たな拠点になります。

大人のテーマパークが誕生 モータースポーツビレッジ
　広大な湯船原地区の新たな拠点には、
食品・リサイクル材・物流などの企業のほ
か、施設園芸、陸上養殖まで多様な産業
が立地。私立の認定こども園もある子育
てにも優しい産業拠点です。

新しい多種多様な産業の集積 湯船原工業団地
　富士山の麓でのびのび暮らせるように
町が住宅団地を整備し約100件分譲しま
した。地価が安いことや子育て支援の充
実も相まって、若い世代からの人気が高く
なっています。

のびのび、安心な宅地分譲地 宮ノ台分譲地 Antique door Tagore Harbor Hostel ぬましんCOMPASS

お問い合わせ

◆人口：189,611人　◆世帯数：83,210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・サービス業／製造業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅ー三島駅45分(JR東海道新幹線ひかり)三島駅ー沼津駅５分(JR東海道本線)
＜車で＞ 東京ICー沼津IC約90分

沼津市政策企画課
移住定住相談室
☎055-934-4813

www.city.numazu.shizuoka.jp/

富士山周辺エリア

沼津市 NUMAZU-CITY

まちのめざす姿
　海越しの富士山や駿河湾、狩野川などの美しい自然環境や、ミカンや魚などの美味しい食にも恵まれた、自然に囲まれた暮らしも
都会的な暮らしもできるまち、沼津市。保育所・児童クラブの待機児童なし、こども医療費の無償化など、子育てもしやすく、首都圏へ
のアクセスも便利なので、月に数回の出社もラクラク通勤。そんな“ぬまづ暮らし”をあなたも満喫してみませんか。

アクセス良好エリア

こんな方が移住されています！
●豊かな森や美味しい水など、お金で買
えない田舎の魅力を求めて移住。自然
に囲まれながらも、お店や医療は充実
しているので満足しています。

こんな方が移住されています！
●出版社に勤務する旦那さんの仕事がリモートワークになったこ
とを契機に、奥さん、お子さん2人の4人家族で沼津市に移住し、
子育てをしながら“ぬまづ暮らし”を満喫されている方がいます。

●沼津市は、子どもの医療費無償、保育所・児童クラブの待機なし
で子育てしやすい環境が整っていて、首都圏へのアクセスも便
利なので月に数回の会社への通勤も快適だそうです。

足柄スマートICから車で約10分

　空き家を活用したコワーキングスペー
ス。人と人を繋ぎ、創業や異業種連携をサ
ポートする“大家の創業支援”を展開。

9時～20時（月曜日～土曜日）
JR御殿場線大岡駅から徒歩で約15分

　1階にバーラウンジ、2・3階に客室をも
つHostel。宿の目の前に広がる戸田湾と、
海越しの富士山の絶景を楽しむことがで
き、ワーケーションも可能。

11時～22時
伊豆箱根鉄道修善寺駅から東海バス「戸田行き」で約50分

　沼津信用金庫が運営するコワーキング
スペース、シェアオフィス、ワークショップ
スタジオが1つとなったコミュニティプ
ラットフォーム。

9時～17時（月曜日～金曜日）
JR東海道本線沼津駅から徒歩で約5分

足柄スマートICから車で約10分 JR駿河小山駅から徒歩で約20分



27 TELEWORK in the eastern area of Shizuoka prefecture

DATA DATAお問い合わせ

◆人口：34,233人　◆世帯数：18,466世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：宿泊業・飲食サービス業／卸売業・小売業／建設業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅から東海道新幹線ひかりで熱海駅まで37分、こだまで46分、
 東海道本線で約１時間50分
＜車で＞ 東京IC-厚木IC－小田原厚木道路・西湘バイパス（石橋IC）－熱海市（市街地）で約1時間30分

熱海市観光経済課
観光推進室
☎0557-86-6371

www.city.atami.lg.jp/

変化しつづける温泉観光地『熱海』
コロナ禍の今、様々な働き方や新しい働き方に取り組まれている事業者や企業を歓迎いたします。
『首都圏から一番近い』熱海市で『豊富な温泉』『素晴らしい景観・自然』を満喫しながら、お仕事してみませんか？

熱海市 ATAMI-CITY

まちのめざす姿
　熱海市は、県内で『首都圏に一番近い』市です。『豊富な温泉』、『素晴らしい景観・自然』、『一年中楽しめる観光イベント』などが非日
常ではなく、日常の生活に取り入れながら、テレワークできる最適な環境です。移住しても、都心へのアクセスも良好で通勤も楽 ！々充
実した生活を送ってみませんか？

せせらぎと緑と活力あふれる幸せ実感都市・三島
首都圏に近く、まち中で自然に癒されながらテレワークをしたい企業・人を歓迎しています。

お問い合わせ

◆人口：107,851人　◆世帯数：46,017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／不動産業・物品賃貸業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東海道新幹線こだま号で東京駅まで55分
＜車で＞ 東名高速道路沼津IC経由で約1時間30分

三島市政策企画課
☎055-983-2698

www.city.mishima.shizuoka.jp/

アクセス良好エリア

三島市 MISHIMA-CITY

まちのめざす姿
　東京駅まで新幹線で55分の距離にありながら、まち中の自然環境が豊かである三島市。周辺地域には観光地も多く、休日の遊び方
も多数あります！ONもOFFも充実させたい方に選ばれるまちを目指しています。

アクセス良好エリア

　熱海駅から徒歩4分。顔認証機能を導
入した「スマートチェックイン」などICTや
AI技術を導入したホテルでスマートワー
ケーションはいかがでしょうか。

　2019年6月17日にオープンした、「Z会
文教町ビル4階」にある、法人向けの郊外
型テレワークオフィス。オンライン会議に
最適な個室もあります。

2020年6月30日にオープンした、「富士山
三島東急ホテル ミトワみしま1階」にあ
る、法人会員限定のサテライトシェアオ
フィス。法人契約の無い方はご利用いた
だけません。

　移住者ママが経営する、子育て世代の
コミュニティスペース。各分野の専門家か
らの子育て講座で「親になる」その一歩一
歩を仲間とともに歩みます。

　ISHINOYA熱海は海や森を満喫でき
る眺望の中、Wi-Fiが完備されているので
各フロアのラウンジでデスクワークも可
能。事前予約でミーティングルームが利
用可。チームでの研修を兼ねたワーケー
ションに最適な施設です。

　1日利用のコワーキングスペース、時間
利用のミーティングスペースあり。徒歩1
分でビーチや親水公園、熱海中心部の商
店街へ散策可能な場所にあります。

チェックイン 15時～　チェックアウト 11時
JR熱海駅から徒歩で約4分

8時～21時(平日)、10時～18時(土)(定休日／日、祝日)
JR三島駅北口から徒歩で約2分

8時～20時（定休日／土日祝日）
JR・伊豆箱根鉄道三島駅南口から徒歩で約1分

10時～15時(定休日／土日月、カフェ／水木金)
伊豆箱根鉄道三島田町駅から徒歩で約8分

ラウンジの利用時間 6時～22時
JR熱海駅からタクシーで約10分

9時～17時　定休日／土日祝日は要ご相談
JR熱海駅から徒歩で約16分（タクシー5分、銀座町バス停か
ら徒歩1分）

プリンススマートイン熱海 ISHINOYA熱海 マリンスクエア SoloTime三島 NewWork三島 コソダテの学校3919

こんな方が移住されています！
●テレワークが移住就業支援の対象にな
り、仕事を変えずに移住が可能になっ
たことで、首都圏アクセス№1の熱海市
は、首都圏の方がさらに移住しやすく
なり、制度を利用した移住者が増えて
います。

こんな方が移住されています！
●首都圏へ新幹線通勤している方が数多くいます！
●伊豆・箱根・富士など観光地に近く、休日を満喫できます！
●町中にせせらぎが多く、自然の中で子育てを希望している方に選
ばれています。
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DATA DATAお問い合わせ

◆人口：34,233人　◆世帯数：18,466世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：宿泊業・飲食サービス業／卸売業・小売業／建設業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅から東海道新幹線ひかりで熱海駅まで37分、こだまで46分、
 東海道本線で約１時間50分
＜車で＞ 東京IC-厚木IC－小田原厚木道路・西湘バイパス（石橋IC）－熱海市（市街地）で約1時間30分

熱海市観光経済課
観光推進室
☎0557-86-6371

www.city.atami.lg.jp/

変化しつづける温泉観光地『熱海』
コロナ禍の今、様々な働き方や新しい働き方に取り組まれている事業者や企業を歓迎いたします。
『首都圏から一番近い』熱海市で『豊富な温泉』『素晴らしい景観・自然』を満喫しながら、お仕事してみませんか？

熱海市 ATAMI-CITY

まちのめざす姿
　熱海市は、県内で『首都圏に一番近い』市です。『豊富な温泉』、『素晴らしい景観・自然』、『一年中楽しめる観光イベント』などが非日
常ではなく、日常の生活に取り入れながら、テレワークできる最適な環境です。移住しても、都心へのアクセスも良好で通勤も楽 ！々充
実した生活を送ってみませんか？

せせらぎと緑と活力あふれる幸せ実感都市・三島
首都圏に近く、まち中で自然に癒されながらテレワークをしたい企業・人を歓迎しています。

お問い合わせ

◆人口：107,851人　◆世帯数：46,017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／不動産業・物品賃貸業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東海道新幹線こだま号で東京駅まで55分
＜車で＞ 東名高速道路沼津IC経由で約1時間30分

三島市政策企画課
☎055-983-2698

www.city.mishima.shizuoka.jp/

アクセス良好エリア

三島市 MISHIMA-CITY

まちのめざす姿
　東京駅まで新幹線で55分の距離にありながら、まち中の自然環境が豊かである三島市。周辺地域には観光地も多く、休日の遊び方
も多数あります！ONもOFFも充実させたい方に選ばれるまちを目指しています。

アクセス良好エリア

　熱海駅から徒歩4分。顔認証機能を導
入した「スマートチェックイン」などICTや
AI技術を導入したホテルでスマートワー
ケーションはいかがでしょうか。

　2019年6月17日にオープンした、「Z会
文教町ビル4階」にある、法人向けの郊外
型テレワークオフィス。オンライン会議に
最適な個室もあります。

2020年6月30日にオープンした、「富士山
三島東急ホテル ミトワみしま1階」にあ
る、法人会員限定のサテライトシェアオ
フィス。法人契約の無い方はご利用いた
だけません。

　移住者ママが経営する、子育て世代の
コミュニティスペース。各分野の専門家か
らの子育て講座で「親になる」その一歩一
歩を仲間とともに歩みます。

　ISHINOYA熱海は海や森を満喫でき
る眺望の中、Wi-Fiが完備されているので
各フロアのラウンジでデスクワークも可
能。事前予約でミーティングルームが利
用可。チームでの研修を兼ねたワーケー
ションに最適な施設です。

　1日利用のコワーキングスペース、時間
利用のミーティングスペースあり。徒歩1
分でビーチや親水公園、熱海中心部の商
店街へ散策可能な場所にあります。

チェックイン 15時～　チェックアウト 11時
JR熱海駅から徒歩で約4分

8時～21時(平日)、10時～18時(土)(定休日／日、祝日)
JR三島駅北口から徒歩で約2分

8時～20時（定休日／土日祝日）
JR・伊豆箱根鉄道三島駅南口から徒歩で約1分

10時～15時(定休日／土日月、カフェ／水木金)
伊豆箱根鉄道三島田町駅から徒歩で約8分

ラウンジの利用時間 6時～22時
JR熱海駅からタクシーで約10分

9時～17時　定休日／土日祝日は要ご相談
JR熱海駅から徒歩で約16分（タクシー5分、銀座町バス停か
ら徒歩1分）

プリンススマートイン熱海 ISHINOYA熱海 マリンスクエア SoloTime三島 NewWork三島 コソダテの学校3919

こんな方が移住されています！
●テレワークが移住就業支援の対象にな
り、仕事を変えずに移住が可能になっ
たことで、首都圏アクセス№1の熱海市
は、首都圏の方がさらに移住しやすく
なり、制度を利用した移住者が増えて
います。

こんな方が移住されています！
●首都圏へ新幹線通勤している方が数多くいます！
●伊豆・箱根・富士など観光地に近く、休日を満喫できます！
●町中にせせらぎが多く、自然の中で子育てを希望している方に選
ばれています。
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DATA DATAお問い合わせ

◆人口：36,802人　◆世帯数：14,752世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：建設業／卸売業・小売業／宿泊業・飲食サービス業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅ー熱海駅－函南駅60分　東京駅ー三島駅－函南駅75分
＜車で＞ 東京ICー沼津IC・長泉沼津IC70分ー函南まで20分

函南町企画財政課
☎055-979-8101

www.town.kannami.shizuoka.jp

住んでよし 訪れてよし 函南町
このまちを好きになってくれる人・企業
ここにしかない魅力を一緒に発信してくれる人・企業を歓迎しています。

函南町 KANNAMI-TOWN

まちのめざす姿
　箱根山（函嶺）の南に位置する、緑豊かな自然・景観に恵まれたまち函南町。農業や酪農が盛んで、豊富な地域資源を「函南ブラン
ド」として認定し、道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」を拠点に全国に向けて発信しています。多くの人に函南町を知ってもらい、訪れても
らい、好きになってもらえるまちを目指しています。

美しい湧水を囲み、
あなたと共に賑わいを生み出すまち
清水町のシンボル「柿田川」。町が誇る柿田川湧水の価値を活かした
取り組みをしていただける企業・個人・柿田川のファン！という方を歓迎しています。

お問い合わせ

◆人口：31,720人　◆世帯数：12,934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＞ 東京駅から東海道新幹線で三島駅まで最短45分、三島駅からバスで約15分
＜車で＞ 東京ICから東名沼津ICまで約90分、東名沼津ICから清水町まで約15分

清水町企画課
☎055-981-8279

www.town.shimizu.shizuoka.jp/

アクセス良好エリア

清水町 SHIMIZU-TOWN

まちのめざす姿
　2021年9月から学生向けに大学等新幹線通学支援事業を実施する清水町は、首都圏への人口流出を抑制するとともに、若い世代
の力を取り込み、賑わいのあるまちづくりを推進します。柿田川湧水等の豊かな自然環境や立地条件の良さなどを生かし、町民や関
係団体との連携により、多くの人々を惹きつけ続ける魅力あるまちを目指しています。

アクセス良好エリア

　伊豆の玄関口にある「モノ」「コト」「ヒ
ト」が集まる情報基地。地元の魅力が
ギュッと詰まった施設で、サイクリングや
キャンプなどのレジャーも楽しめます。

　清水町唯一のコミュニティーホテルで
す。フィットネスクラブも併設し、地元の
皆様にご利用頂いております。町内外問
わず、どなたでもご利用いただける「リ
モートワーク応援プラン」を実施中です。

富士山の湧き水「柿田川」は1日に約110
万トンの湧水量を誇ります。国指定天然
記念物や名水百選など多くの認定を受け
ており、見て・触れて・味わえるジオサイト
として愛され、町民を潤す生活用水として
も活用されています。

　北条氏が今川氏から伊豆を守るために
築城した“戸倉城”。その跡地は現在公園
として整備されており、展望台からは富士
山をはじめ、ぐるっと360度、町全体を一
望できます。公園内の城らしい面影ととも
に四季折々に町民の目を楽しませてくれ
る憩いの場です。

　四季折々、朝昼夕に刻々と表情を変え
る風景と富士山を眺めながら温泉を楽し
める町営温泉施設です。露天風呂をはじ
めとする様々なタイプのお風呂で、日頃の
疲れを癒してください。

　豊かな自然から生まれ、育まれ、愛され
てきた自慢の逸品。令和3年8月現在、57
品が「函南ブランド」として認定されてい
ます。丹那牛乳や函南西瓜をはじめ、地元
でも愛される逸品をぜひ味わってみてく
ださい。

9時～18時（川の駅は17時まで）
新東名高速道路長泉・沼津ICから車で約17分

年中無休
JR三島駅南口からタクシーまたはバスで「清水中学校」また
は「堂庭」下車

散策自由／駐車場9時～17時
JR三島駅南口からバスで「柿田川湧水公園前」下車

散策自由
JR沼津駅南口からバスで「水神道」下車、徒歩で約10分

10時～21時 休館日：火曜日・1月1日（火曜日が祝日の場合は
翌平日)
JR函南駅からタクシーで約10分、伊豆箱根鉄道大場駅からタ
クシーで約7分

伊豆ゲートウェイ函南(道の駅・川の駅) 湯～トピアかんなみ 函南ブランド認定品　 ホテル・エルムリージェンシー 柿田川公園 本城山公園

こんな方が移住されています！
● 首都圏へのアクセスが良いことに加
え、車を所有することもできる環境に
あるため、週末はアクティブに過ごして
います！

●自宅から眺める富士山は格別！自然に
癒されて生活しています。

こんな方が移住されています！
●福島県から静岡県内の大学に進学し、
卒業後定住。酵素風呂の魅力発信、温
活による健康促進のために2020年に
町内でサロンを起業された方がいま
す。“ドリームチアパーティー”という女
性の活躍を応援するグループのメン
バーでもあり、町内外の女性に癒しと
元気を与えてくれています！
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DATA DATAお問い合わせ

◆人口：36,802人　◆世帯数：14,752世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：建設業／卸売業・小売業／宿泊業・飲食サービス業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅ー熱海駅－函南駅60分　東京駅ー三島駅－函南駅75分
＜車で＞ 東京ICー沼津IC・長泉沼津IC70分ー函南まで20分

函南町企画財政課
☎055-979-8101

www.town.kannami.shizuoka.jp

住んでよし 訪れてよし 函南町
このまちを好きになってくれる人・企業
ここにしかない魅力を一緒に発信してくれる人・企業を歓迎しています。

函南町 KANNAMI-TOWN

まちのめざす姿
　箱根山（函嶺）の南に位置する、緑豊かな自然・景観に恵まれたまち函南町。農業や酪農が盛んで、豊富な地域資源を「函南ブラン
ド」として認定し、道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」を拠点に全国に向けて発信しています。多くの人に函南町を知ってもらい、訪れても
らい、好きになってもらえるまちを目指しています。

美しい湧水を囲み、
あなたと共に賑わいを生み出すまち
清水町のシンボル「柿田川」。町が誇る柿田川湧水の価値を活かした
取り組みをしていただける企業・個人・柿田川のファン！という方を歓迎しています。

お問い合わせ

◆人口：31,720人　◆世帯数：12,934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＞ 東京駅から東海道新幹線で三島駅まで最短45分、三島駅からバスで約15分
＜車で＞ 東京ICから東名沼津ICまで約90分、東名沼津ICから清水町まで約15分

清水町企画課
☎055-981-8279

www.town.shimizu.shizuoka.jp/

アクセス良好エリア

清水町 SHIMIZU-TOWN

まちのめざす姿
　2021年9月から学生向けに大学等新幹線通学支援事業を実施する清水町は、首都圏への人口流出を抑制するとともに、若い世代
の力を取り込み、賑わいのあるまちづくりを推進します。柿田川湧水等の豊かな自然環境や立地条件の良さなどを生かし、町民や関
係団体との連携により、多くの人々を惹きつけ続ける魅力あるまちを目指しています。

アクセス良好エリア

　伊豆の玄関口にある「モノ」「コト」「ヒ
ト」が集まる情報基地。地元の魅力が
ギュッと詰まった施設で、サイクリングや
キャンプなどのレジャーも楽しめます。

　清水町唯一のコミュニティーホテルで
す。フィットネスクラブも併設し、地元の
皆様にご利用頂いております。町内外問
わず、どなたでもご利用いただける「リ
モートワーク応援プラン」を実施中です。

富士山の湧き水「柿田川」は1日に約110
万トンの湧水量を誇ります。国指定天然
記念物や名水百選など多くの認定を受け
ており、見て・触れて・味わえるジオサイト
として愛され、町民を潤す生活用水として
も活用されています。

　北条氏が今川氏から伊豆を守るために
築城した“戸倉城”。その跡地は現在公園
として整備されており、展望台からは富士
山をはじめ、ぐるっと360度、町全体を一
望できます。公園内の城らしい面影ととも
に四季折々に町民の目を楽しませてくれ
る憩いの場です。

　四季折々、朝昼夕に刻々と表情を変え
る風景と富士山を眺めながら温泉を楽し
める町営温泉施設です。露天風呂をはじ
めとする様々なタイプのお風呂で、日頃の
疲れを癒してください。

　豊かな自然から生まれ、育まれ、愛され
てきた自慢の逸品。令和3年8月現在、57
品が「函南ブランド」として認定されてい
ます。丹那牛乳や函南西瓜をはじめ、地元
でも愛される逸品をぜひ味わってみてく
ださい。

9時～18時（川の駅は17時まで）
新東名高速道路長泉・沼津ICから車で約17分

年中無休
JR三島駅南口からタクシーまたはバスで「清水中学校」また
は「堂庭」下車

散策自由／駐車場9時～17時
JR三島駅南口からバスで「柿田川湧水公園前」下車

散策自由
JR沼津駅南口からバスで「水神道」下車、徒歩で約10分

10時～21時 休館日：火曜日・1月1日（火曜日が祝日の場合は
翌平日)
JR函南駅からタクシーで約10分、伊豆箱根鉄道大場駅からタ
クシーで約7分

伊豆ゲートウェイ函南(道の駅・川の駅) 湯～トピアかんなみ 函南ブランド認定品　 ホテル・エルムリージェンシー 柿田川公園 本城山公園

こんな方が移住されています！
● 首都圏へのアクセスが良いことに加
え、車を所有することもできる環境に
あるため、週末はアクティブに過ごして
います！

●自宅から眺める富士山は格別！自然に
癒されて生活しています。

こんな方が移住されています！
●福島県から静岡県内の大学に進学し、
卒業後定住。酵素風呂の魅力発信、温
活による健康促進のために2020年に
町内でサロンを起業された方がいま
す。“ドリームチアパーティー”という女
性の活躍を応援するグループのメン
バーでもあり、町内外の女性に癒しと
元気を与えてくれています！
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DATA DATAお問い合わせ

◆人口：43,365人　◆世帯数：17,460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／不動産業・物品賃貸業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅ー三島駅 ひかり44分 こだま53分
＜車で＞ 東京ICー長泉沼津IC 約60分

長泉町企画財政課
☎055-989-5504

www.town.nagaizumi.lg.jp/

みんなでつくる 輝きつづける “ちょうどいい” まち
・充実した子育て支援、教育環境を求める人・企業
・新幹線三島駅、新東名長泉沼津ICにより首都圏が通勤圏内という優れた交通アクセスによる機動力を求める人・企業
・ファルマバレープロジェクトと連動・交流が可能な医療健康産業に関連する企業を歓迎しています。

長泉町 NAGAIZUMI-TOWN

まちのめざす姿
　豊かな自然と豊富な地下水があり、交通アクセスの利便性が高く優良企業が多数立地、財政力が安定しています。恵まれた環境な
どの強みを生かしつつ、コンパクトな町だからこそできるまちづくりを進めていきます。「ちょうどいいがいちばんいい」というコンセ
プトのもと、これからの時代に合ったライフスタイルを追求していきます。

出会い つながり みんなで育む
自然豊かなやさしいまち いとう
美しい海岸線と温暖な気候。豊かに湧く癒しの温泉。四季折々の新鮮な海の幸や山の幸。
たくさんの魅力が伊東市には詰まっています。
そんな環境に移住したい方やオフィスを構えたい企業を歓迎します。

　クレマチスが咲き誇る庭園、ベルナー
ル・ビュフェ美術館やヴァンジ彫刻庭園美
術館、カフェやレストランがあります。

クレマチスの丘
　令和２年７月にリニューアル。首都圏からのアクセ
スが良く、自然豊かな環境で個人やファミリーから企
業・団体の研修まで誰もが気軽に利用できる施設で
す。コテージ、デッキ付きのスクエアテント、300人以
上が宿泊できる宿泊棟などを備え、どのような天候で
も自然を感じながらアウトドアステイを楽しむことが
できます。

桃沢野外活動センター
　約1万年前の富士山の噴火による三島
溶岩流の岸壁に形成された高さ約9m、
幅約65mの滝。県天然記念物や伊豆半
島ユネスコ世界ジオパークにも登録され
ています。滝の麓には令和6年のオープ
ンを目指して新しい鮎壺公園の整備が
行われています。

鮎壺の滝 NPO法人R-Ship いとう・すもうPT NPO法人伊豆移住ネットワーク

お問い合わせ

◆人口：65,529人　◆世帯数：30,776世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：宿泊業・サービス業／卸売業・小売業／建設業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅から東海道新幹線とJR伊東線で約90分
＜車で＞ 東名高速道路「厚木IC」から約90分、「沼津IC」から約60分

伊東市企画課
☎0557-32-1062

www.city.ito.shizuoka.jp/

アクセス良好エリア

伊東市 ITO-CITY

まちのめざす姿
　行ってみたい 住んでみたい 住んでいたい まちづくりを目指し、市民及び観光客、移住者等の多様な人々が本市で出会い、つなが
り、交流を広げ、認め合い、さまざまな考え方を柔軟に受け入れながら、本市の魅力を一層高めてまいります。皆様にもぜひ地域のプ
レーヤーの一員となってお力を貸してください。

自然満喫エリア

こんな方が移住されています！
●恵まれた交通アクセスを活かし、町内
に移住し、首都圏に通勤している人が
増えています。

こんな方が移住されています！
● ダイビングや釣りなどのマリンレ
ジャーが大好き過ぎて、思い切って移
住した方がいます。

●温泉が大好きで、日帰り温泉や公衆浴
場に通っている方がいます。

●居酒屋やカフェを経営している方がい
ます。

10時～18時（4～8月）水曜休館
JR三島駅から富士急シティバス駿河平線「クレマチスの丘」バ
ス停下車すぐ ※JR三島駅北口から無料シャトルバスあり

　東京に本部を置くNPOが伊東市に根
を張り、様々な地域活性化の取組を行っ
ています。そんな「よそ者」だからこそ伝え
られる本当と、魅力があります。

対応時間10時～18時 それ以外の時間も要相談
JR伊東駅から徒歩で約10分

　伊豆の大自然に囲まれ、東京に近接す
るリゾート地、伊東市で仕事と生活が調
和した生活を実現しませんか？自然が大
好きな30人が皆様を歓迎します。ご相談
者お一人おひとりを大切にしています。お
気軽にご相談ください。

　NPOの代表自身が2013年より伊豆に通い始め、
2015年の春に伊東市民になった移住経験者です。いろ
いろな講座で伊豆を歩き、改めて静岡・伊豆の素晴らし
さを感じました。伊豆は住む場所としても皆様にお勧
めできるエリアですので、後悔しない移住を実現でき
るようお手伝いができればと思っております。

対応時間／9時～17時(不定休)
なお、飲食店を運営しておりますので、土曜～月曜の11時半
から15時半は店舗にいます。

新東名長泉沼津ICから車で約15分
東名沼津ICから車で約15分
JR三島駅から車で約25分

JR御殿場線下土狩駅から徒歩で約10分
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DATA DATAお問い合わせ

◆人口：43,365人　◆世帯数：17,460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／不動産業・物品賃貸業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅ー三島駅 ひかり44分 こだま53分
＜車で＞ 東京ICー長泉沼津IC 約60分

長泉町企画財政課
☎055-989-5504

www.town.nagaizumi.lg.jp/

みんなでつくる 輝きつづける “ちょうどいい” まち
・充実した子育て支援、教育環境を求める人・企業
・新幹線三島駅、新東名長泉沼津ICにより首都圏が通勤圏内という優れた交通アクセスによる機動力を求める人・企業
・ファルマバレープロジェクトと連動・交流が可能な医療健康産業に関連する企業を歓迎しています。

長泉町 NAGAIZUMI-TOWN

まちのめざす姿
　豊かな自然と豊富な地下水があり、交通アクセスの利便性が高く優良企業が多数立地、財政力が安定しています。恵まれた環境な
どの強みを生かしつつ、コンパクトな町だからこそできるまちづくりを進めていきます。「ちょうどいいがいちばんいい」というコンセ
プトのもと、これからの時代に合ったライフスタイルを追求していきます。

出会い つながり みんなで育む
自然豊かなやさしいまち いとう
美しい海岸線と温暖な気候。豊かに湧く癒しの温泉。四季折々の新鮮な海の幸や山の幸。
たくさんの魅力が伊東市には詰まっています。
そんな環境に移住したい方やオフィスを構えたい企業を歓迎します。

　クレマチスが咲き誇る庭園、ベルナー
ル・ビュフェ美術館やヴァンジ彫刻庭園美
術館、カフェやレストランがあります。

クレマチスの丘
　令和２年７月にリニューアル。首都圏からのアクセ
スが良く、自然豊かな環境で個人やファミリーから企
業・団体の研修まで誰もが気軽に利用できる施設で
す。コテージ、デッキ付きのスクエアテント、300人以
上が宿泊できる宿泊棟などを備え、どのような天候で
も自然を感じながらアウトドアステイを楽しむことが
できます。

桃沢野外活動センター
　約1万年前の富士山の噴火による三島
溶岩流の岸壁に形成された高さ約9m、
幅約65mの滝。県天然記念物や伊豆半
島ユネスコ世界ジオパークにも登録され
ています。滝の麓には令和6年のオープ
ンを目指して新しい鮎壺公園の整備が
行われています。

鮎壺の滝 NPO法人R-Ship いとう・すもうPT NPO法人伊豆移住ネットワーク

お問い合わせ

◆人口：65,529人　◆世帯数：30,776世帯　（出典：総務省「令和２年国勢調査」）
◆主要産業：宿泊業・サービス業／卸売業・小売業／建設業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 東京駅から東海道新幹線とJR伊東線で約90分
＜車で＞ 東名高速道路「厚木IC」から約90分、「沼津IC」から約60分

伊東市企画課
☎0557-32-1062

www.city.ito.shizuoka.jp/

アクセス良好エリア

伊東市 ITO-CITY

まちのめざす姿
　行ってみたい 住んでみたい 住んでいたい まちづくりを目指し、市民及び観光客、移住者等の多様な人々が本市で出会い、つなが
り、交流を広げ、認め合い、さまざまな考え方を柔軟に受け入れながら、本市の魅力を一層高めてまいります。皆様にもぜひ地域のプ
レーヤーの一員となってお力を貸してください。

自然満喫エリア

こんな方が移住されています！
●恵まれた交通アクセスを活かし、町内
に移住し、首都圏に通勤している人が
増えています。

こんな方が移住されています！
● ダイビングや釣りなどのマリンレ
ジャーが大好き過ぎて、思い切って移
住した方がいます。

●温泉が大好きで、日帰り温泉や公衆浴
場に通っている方がいます。

●居酒屋やカフェを経営している方がい
ます。

10時～18時（4～8月）水曜休館
JR三島駅から富士急シティバス駿河平線「クレマチスの丘」バ
ス停下車すぐ ※JR三島駅北口から無料シャトルバスあり

　東京に本部を置くNPOが伊東市に根
を張り、様々な地域活性化の取組を行っ
ています。そんな「よそ者」だからこそ伝え
られる本当と、魅力があります。

対応時間10時～18時 それ以外の時間も要相談
JR伊東駅から徒歩で約10分

　伊豆の大自然に囲まれ、東京に近接す
るリゾート地、伊東市で仕事と生活が調
和した生活を実現しませんか？自然が大
好きな30人が皆様を歓迎します。ご相談
者お一人おひとりを大切にしています。お
気軽にご相談ください。

　NPOの代表自身が2013年より伊豆に通い始め、
2015年の春に伊東市民になった移住経験者です。いろ
いろな講座で伊豆を歩き、改めて静岡・伊豆の素晴らし
さを感じました。伊豆は住む場所としても皆様にお勧
めできるエリアですので、後悔しない移住を実現でき
るようお手伝いができればと思っております。

対応時間／9時～17時(不定休)
なお、飲食店を運営しておりますので、土曜～月曜の11時半
から15時半は店舗にいます。

新東名長泉沼津ICから車で約15分
東名沼津ICから車で約15分
JR三島駅から車で約25分

JR御殿場線下土狩駅から徒歩で約10分
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DATA DATAお問い合わせ

◆人口：28,264人　◆世帯数：11,488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・サービス業／建設業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 「東京駅」から東海道新幹線「三島駅」まで60分、三島駅から伊豆箱根鉄道「修善寺駅」まで30分
＜車で＞ 東京ICから沼津IC・長泉沼津ICまで約60分、
 沼津IC・長泉沼津ICから伊豆縦貫道で伊豆市内まで約35分

伊豆市地域づくり課
☎0558-74-3066

www.city.izu.shizuoka.jp/

自然・文化・歴史が薫る、誇りと活力に満ちた
『伊豆半島の新基軸(クロスロード)』・伊豆市

海・山・川・温泉といった恵まれた自然、地方の伝統文化・温かい人々など、
利便性では測れない豊かな暮らしが伊豆市にはあります。テレワークや移住をお考えの方や企業を歓迎しています。

伊豆市 IZU-CITY

まちのめざす姿
　市民一人一人の本市に寄せる愛情と未来へかける熱い思いや行動力を結集し、他に類のない貴重な地域資源や伊豆縦貫自動車道
の南進といったチャンスを生かしながら、伊豆半島の広域的な交流拠点として、ひととまちがいきいきと光り輝く、住んでよかった、い
つまでも住み続けたいと心から思えるような魅力と活力にあふれる持続可能な街を創造します。

将来にわたって
夢や希望を持てるまち
葛城山、城山、狩野川等の自然を守り生かすアウトドア事業等を展開できる企業、
東部地域の医療拠点として、医学・健康産業を展開できる企業、
新規就農を希望する方、荒廃農地を活用できる企業を歓迎しています。

　仕事・住居・生活環境など移住相談のワンストップ窓口として、市と連携しながら移住のサポートをしております。オンライン相談も可能です。また、「移住体験ツアー」
や移住者交流会「I・Uターンカフェ」などの企画・運営も行っています。窓口は、市内で活動する人の活動の場・交流の場として開放しているオープンスペース「伊豆市若
者交流施設9izu」内にあります。

伊豆市移住情報センター（伊豆市若者交流施設 9izu＜クイズ＞内）

伊豆長岡温泉ミライ会議 ひとつなぎ 伊豆の国

伊豆の国暮らしイチオシ隊

お問い合わせ

◆人口：46,820人　◆世帯数：19,447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・サービス業／不動産業・物品賃貸業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 「東京駅」から東海道新幹線「三島駅」まで60分、三島駅から伊豆箱根鉄道「伊豆長岡駅」まで20分
＜車で＞ 東京ICから沼津IC・長泉沼津ICまで約60分、
 沼津IC・長泉沼津ICから伊豆縦貫道で伊豆の国市内まで約25分

伊豆の国市政策戦略課
☎055-948-1413

www.city.izunokuni.shizuoka.jp/

自然満喫エリア

伊豆の国市 IZUNOKUNI-CITY

まちのめざす姿
　既存産業の活性化、新たな雇用の創出、訪れる人を増やす取組、移住・定住を増やす取組、結婚・出産しやすい環境の整備、子育てに
対する支援、健康を維持する取組、持続可能なまちづくりを推進し、誰もが笑顔で、健康長寿なまちを目指しています。

自然満喫エリア

こんな方が移住されています！
●自然豊かな地域での生活を目的に移住
し、ピザ屋さんを営んでいる方がいます。

●気に入った物件があったことをきっか
けに移住し、デザイナーの仕事をして
いる方がいます。

●少人数で自然が多くのびのび過ごせる
ところを求めて移住し、映像編集の仕
事をしている方がいます。

こんな方が移住されています！
●テレワークを活用し、子育てと仕事を
両立！ママと地域をつなぐ活動をした
り、テレワークで仕事をするなど、パワ
フルに活躍している子育てママさんが
います。

●東京圏への通勤が可能である地の利を
生かし、昼は仕事、夜や休日はのんびり
田舎暮らしを満喫している方がいます。

●ストレスフルの通勤ラッシュや、家族と
の時間が中々持てなかった会社勤めを
やめ、伊豆の国市で心機一転、農業を始
めた方がいます。農業では仕事も休憩
も、決めるのは全て自分次第。時間の使
い方を自分で決めることができ、子ども
が仕事場で遊ぶこともあるので、家族
と一緒に過ごす時間が増えたそうです。

平日8時半～17時15分
伊豆箱根鉄道修善寺駅から徒歩で約1分

　賑わいのある温泉場通りの再生を目指
し、社会実験(公共空間活用、空き店舗活
用、周遊イベント)による官民連携・市民
協働のまちづくりのための調査企画、イベ
ント運営等を行っています。

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅からバスで「温泉場上」下車、徒歩で
約1分

　市の活性化や元気なまちを目指すこと
を目的に、伊豆の国ならではの文化・自
然・食などを体験できるイベントを開催
し、みんなで伊豆の国を楽しむ取組を実
施しています。

平日8時半～17時15分（土日祝日を除く）
伊豆長岡駅からバスで「伊豆の国市役所」下車、徒歩で約1分

　移住検討者に対し、先輩移住者
から「伊豆の国ぐらしの生の声」を
伝えてもらうことで、移住に対する
不安を軽減していただき、当市への
移住・定住の促進を図っています。
また、既に移住して来た人への移
住定住のアフターフォローも行っ
ています。

平日8時半～17時15分(土日祝日を除く)
伊豆長岡駅からバスで「伊豆の国市役所」下車、徒歩
で約1分
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DATA DATAお問い合わせ

◆人口：28,264人　◆世帯数：11,488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・サービス業／建設業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 「東京駅」から東海道新幹線「三島駅」まで60分、三島駅から伊豆箱根鉄道「修善寺駅」まで30分
＜車で＞ 東京ICから沼津IC・長泉沼津ICまで約60分、
 沼津IC・長泉沼津ICから伊豆縦貫道で伊豆市内まで約35分

伊豆市地域づくり課
☎0558-74-3066

www.city.izu.shizuoka.jp/

自然・文化・歴史が薫る、誇りと活力に満ちた
『伊豆半島の新基軸(クロスロード)』・伊豆市

海・山・川・温泉といった恵まれた自然、地方の伝統文化・温かい人々など、
利便性では測れない豊かな暮らしが伊豆市にはあります。テレワークや移住をお考えの方や企業を歓迎しています。

伊豆市 IZU-CITY

まちのめざす姿
　市民一人一人の本市に寄せる愛情と未来へかける熱い思いや行動力を結集し、他に類のない貴重な地域資源や伊豆縦貫自動車道
の南進といったチャンスを生かしながら、伊豆半島の広域的な交流拠点として、ひととまちがいきいきと光り輝く、住んでよかった、い
つまでも住み続けたいと心から思えるような魅力と活力にあふれる持続可能な街を創造します。

将来にわたって
夢や希望を持てるまち
葛城山、城山、狩野川等の自然を守り生かすアウトドア事業等を展開できる企業、
東部地域の医療拠点として、医学・健康産業を展開できる企業、
新規就農を希望する方、荒廃農地を活用できる企業を歓迎しています。

　仕事・住居・生活環境など移住相談のワンストップ窓口として、市と連携しながら移住のサポートをしております。オンライン相談も可能です。また、「移住体験ツアー」
や移住者交流会「I・Uターンカフェ」などの企画・運営も行っています。窓口は、市内で活動する人の活動の場・交流の場として開放しているオープンスペース「伊豆市若
者交流施設9izu」内にあります。

伊豆市移住情報センター（伊豆市若者交流施設 9izu＜クイズ＞内）

伊豆長岡温泉ミライ会議 ひとつなぎ 伊豆の国

伊豆の国暮らしイチオシ隊

お問い合わせ

◆人口：46,820人　◆世帯数：19,447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・サービス業／不動産業・物品賃貸業
◆アクセス：
＜鉄道で＞ 「東京駅」から東海道新幹線「三島駅」まで60分、三島駅から伊豆箱根鉄道「伊豆長岡駅」まで20分
＜車で＞ 東京ICから沼津IC・長泉沼津ICまで約60分、
 沼津IC・長泉沼津ICから伊豆縦貫道で伊豆の国市内まで約25分

伊豆の国市政策戦略課
☎055-948-1413

www.city.izunokuni.shizuoka.jp/

自然満喫エリア

伊豆の国市 IZUNOKUNI-CITY

まちのめざす姿
　既存産業の活性化、新たな雇用の創出、訪れる人を増やす取組、移住・定住を増やす取組、結婚・出産しやすい環境の整備、子育てに
対する支援、健康を維持する取組、持続可能なまちづくりを推進し、誰もが笑顔で、健康長寿なまちを目指しています。

自然満喫エリア

こんな方が移住されています！
●自然豊かな地域での生活を目的に移住
し、ピザ屋さんを営んでいる方がいます。

●気に入った物件があったことをきっか
けに移住し、デザイナーの仕事をして
いる方がいます。

●少人数で自然が多くのびのび過ごせる
ところを求めて移住し、映像編集の仕
事をしている方がいます。

こんな方が移住されています！
●テレワークを活用し、子育てと仕事を
両立！ママと地域をつなぐ活動をした
り、テレワークで仕事をするなど、パワ
フルに活躍している子育てママさんが
います。

●東京圏への通勤が可能である地の利を
生かし、昼は仕事、夜や休日はのんびり
田舎暮らしを満喫している方がいます。

●ストレスフルの通勤ラッシュや、家族と
の時間が中々持てなかった会社勤めを
やめ、伊豆の国市で心機一転、農業を始
めた方がいます。農業では仕事も休憩
も、決めるのは全て自分次第。時間の使
い方を自分で決めることができ、子ども
が仕事場で遊ぶこともあるので、家族
と一緒に過ごす時間が増えたそうです。

平日8時半～17時15分
伊豆箱根鉄道修善寺駅から徒歩で約1分

　賑わいのある温泉場通りの再生を目指
し、社会実験(公共空間活用、空き店舗活
用、周遊イベント)による官民連携・市民
協働のまちづくりのための調査企画、イベ
ント運営等を行っています。

伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅からバスで「温泉場上」下車、徒歩で
約1分

　市の活性化や元気なまちを目指すこと
を目的に、伊豆の国ならではの文化・自
然・食などを体験できるイベントを開催
し、みんなで伊豆の国を楽しむ取組を実
施しています。

平日8時半～17時15分（土日祝日を除く）
伊豆長岡駅からバスで「伊豆の国市役所」下車、徒歩で約1分

　移住検討者に対し、先輩移住者
から「伊豆の国ぐらしの生の声」を
伝えてもらうことで、移住に対する
不安を軽減していただき、当市への
移住・定住の促進を図っています。
また、既に移住して来た人への移
住定住のアフターフォローも行っ
ています。

平日8時半～17時15分(土日祝日を除く)
伊豆長岡駅からバスで「伊豆の国市役所」下車、徒歩
で約1分
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静岡県東部地域

テレワーク・ワーケーション関連施設一覧

富士宮市狩宿8-2

富士宮市

Mt.Fuji 
Satoyama Vacation

富士宮市猪之頭2271

富士宮市

日月倶楽部

富士市島田町1-50

富士市

WORX富士

富士宮市内野1327-1

富士宮市

まかいの牧場

富士市吉原2-11-6

富士市

MARUICHI BLDG. 1962

富士市永田町1-15 中村ビル2F

富士市

LITTLE L

御殿場市神山719

御殿場市

ALPS

富士市吉原3-3-23

富士市

14 Guest House Mt.Fuji

御殿場市東山1052

御殿場市

国際青少年センター
YMCA東山荘

御殿場市深沢2190 ・ 深沢2696-2

御殿場市

乙女森林公園キャンプ場

御殿場市新橋837-1

御殿場市

HAKONE東山館
御殿場倶楽部

御殿場市新橋1988-17

御殿場市

マンテンゲストハウス

○P あり ○P あり

○P あり ○P あり

○P あり ○P なし（有料）

○P あり（有料） ○P あり

○P あり ○P あり

○P なし ○P あり

御殿場市大坂370-1

御殿場市

御殿場市東田中1908-2

御殿場市

Hotel Square
FujiGotemba

御殿場市東山905

御殿場市

御殿場市神山719

御殿場市

御殿場高原時之栖
（山羊の丘コテージ/御殿場高原ホテル）

御殿場市深沢2839-1

御殿場市

御殿場市東田中1089

御殿場市

マースガーデンウッド
御殿場

御殿場市東田中3373-25

御殿場市

御殿場市二枚橋40-8

御殿場市

ホテルクニミ御殿場

御殿場市新橋2004-1

御殿場市

沼津市 沼津市

御殿場市深沢2571

御殿場市

御殿場市中畑1762

御殿場市

富士本屋旅館

梅の屋旅館

東山ロッヂ

HOTEL CLAD

藤乃煌 富士御殿場

富士山市民のサロン
「けやきかん」

沼津市高島町15-5 沼津市大手町5-2-18 フェニックスビル3階

COWORKING SPACE
ACTIVAO

ぬましんCOMPASS

レンブラントプレミアム
富士御殿場

民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間 民間 民間

民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

○P なし ○P なし

○P あり（2時間以内無料）

○P あり ○P あり

○P あり ○P あり

○P あり ○P あり

○P あり ○P あり

○P あり ○P あり
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静岡県東部地域

テレワーク・ワーケーション関連施設一覧
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○P なし ○P あり
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御殿場市

御殿場市東田中1089
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御殿場

御殿場市東田中3373-25
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御殿場市二枚橋40-8
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ホテルクニミ御殿場

御殿場市新橋2004-1

御殿場市

沼津市 沼津市

御殿場市深沢2571
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御殿場市中畑1762

御殿場市

富士本屋旅館

梅の屋旅館

東山ロッヂ

HOTEL CLAD

藤乃煌 富士御殿場

富士山市民のサロン
「けやきかん」

沼津市高島町15-5 沼津市大手町5-2-18 フェニックスビル3階
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民間 民間

民間 民間

民間 民間

○P なし ○P なし

○P あり（2時間以内無料）

○P あり ○P あり

○P あり ○P あり

○P あり ○P あり

○P あり ○P あり

○P あり ○P あり
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沼津市大手町4-5-12 うるわしビル2階

沼津市

NUMAZU DESIGN
CENTER

沼津市町方町70 3階 4階

沼津市

小商い研究室

沼津市戸田354-4

沼津市

Claro

沼津市新町4

沼津市

シンマチ

熱海市銀座町10-19

熱海市

CLUB HUBlic

沼津市戸田321-17

沼津市

Tagore

熱海市熱海1993-65
（ACAO SPA & RESORT「花の妖精」内）

熱海市

WORK×ation Site 熱海

熱海市渚町19-6

熱海市

ナギサウラ
Atelier ＆ Hostel

熱海市西山町32-25

熱海市

ユトリエ

熱海市春日町15-40 ボーダレスビル

熱海市

カフェバー＆ゲストハウス
ennova

熱海市熱海1739-35 パサニアホテル棟27階

熱海市

ISHINOYA

熱海市渚町7-5 エムズ熱海ビル

熱海市

マリンスクエア

沼津市大岡1972-6

沼津市

Antique door

沼津市大手町3-8-1 横濱屋ビル7階

沼津市

沼津コワーキングスペース
ENZOU

三島市中央町6-2

三島市

三島市文教町1-9-11 Z会文教町ビル4階

三島市

SoloTime三島

三島市一番町17-1 ミトワみしま1階

三島市

三島市本町12-2

三島市

ワーカーズリビング
三島クロケット

三島市芝本町12-6

三島市

駿東郡長泉町下土狩83－1

長泉町

焼きとりてっちゃん三島店

伊豆急行伊豆高原駅構内

伊東市

伊東市東松原町12-10

伊東市

東海館

熱海市春日町17-14

熱海市

熱海市銀座町6-6 サトウ椿ビル2階

熱海市

naedoco atami
collaboration workplace

みしま未来研究所

NewWork三島

MishimaTrustBuilding

Vacation Office
伊豆高原駅

プリンススマートイン熱海

民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間 民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

○P なし ○P あり

○P なし ○P あり

○P あり ○P あり

○P あり ○P なし

○P なし ○P あり

○P なし ○P なし

○P なし ○P なし ○P あり ○P なし

○P なし ○P なし

○P なし ○P なし

○P なし ○P あり

○P あり ○P なし

　静岡県内でのサテライトオフィス開設検討に役立つ情報を集約したウェブサイト「サテライトオフィスしず
おか」。静岡県内のコワーキングスペース等入居型施設や、オフィスとして賃借・購入する物件の情報、サテラ
イトオフィス開設事例記事、支援制度などをご覧いただくことができます。
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沼津市
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三島市中央町6-2

三島市

三島市文教町1-9-11 Z会文教町ビル4階
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SoloTime三島

三島市一番町17-1 ミトワみしま1階

三島市

三島市本町12-2

三島市

ワーカーズリビング
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三島市

駿東郡長泉町下土狩83－1

長泉町

焼きとりてっちゃん三島店

伊豆急行伊豆高原駅構内
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民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間 民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

民間 民間

○P なし ○P あり

○P なし ○P あり

○P あり ○P あり

○P あり ○P なし

○P なし ○P あり

○P なし ○P なし

○P なし ○P なし ○P あり ○P なし

○P なし ○P なし
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○P なし ○P あり

○P あり ○P なし

　静岡県内でのサテライトオフィス開設検討に役立つ情報を集約したウェブサイト「サテライトオフィスしず
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TELEWORK
静岡県東部（富士山・伊豆）テレワークガイドブック

静岡県東部地域局地域課
〒410-0055 沼津市高島本町1-3

toubu-chiiki@pref.shizuoka.lg.jp
055-920-2014

ぬましんCOMPASS
沼津市

LITTLE L
富士市

富士山市民のサロン「けやきかん」
御殿場市

まかいの牧場コワーキングスペース
富士宮市

国際青少年センターYMCA東山荘
御殿場市

Mt. Fuji Satoyama Vacation
富士宮市


