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「富士市のここがすごい」

と自慢したくなる魅力を

５つあげてみました！富士市の

富士山と、
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月別平均気温 （平成27年）

５つの魅力

抜群の交通アクセス

東名高速道路・新東名高速道路インターチェンジや国道１号、東海道新幹線（新富士駅）、東
海道本線（市内４駅）などが通っている公共交通の要衝であり、県内はもちろん、近隣他県への
アクセスも良好です。例えば、東海道新幹線を利用すれば、富士市に暮らしながら首都圏への通
勤も可能です。

恵まれた気候

暑過ぎず、寒過ぎず、ほどよい
気候で、快適に過ごすことができ
ます。特に、市街地で雪が降るこ
とはほとんどありません。

月別平均気温 （平成27年）

（℃）

（月）

自動車
高速道路

東名高速道路
富士Ｉ.Ｃ

東京

名古屋

新東名高速道路
新富士Ｉ.Ｃ

東京

名古屋

国道１号
静岡

箱根

国道

東海道新幹線

新富士駅

東京

名古屋

新大阪

名古屋

東京

※所要時間は、交通事情等により変動します。

最高 27.0 ℃ （8月）

最低 6.0 ℃ （1月）

約90分

約130分

約90分

約120分

約50分

約80分

約70分

約90分

約140分

平均最高気温

平均最低気温
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産業・工業

富士市は、製紙業のまちとして発展してきましたが、
その後、輸送機器関連産業や化学工業等の立地が進み、
現在では、多様な産業が集積する工業都市となってい
ます。
なお、平成26年のトイレットペーパー生産量は全国

１位で、全国シェアの30％を超えています。

防災力

富士市の海岸は、沿岸部の海抜が周囲に比べて高いとい
う特殊な地形をしています。また、市内の海岸線約10kmに
渡り、海抜17mの防潮堤が建設されています。

面 積：244.95 k㎡

人 口：255,875 人

公 園：170 か所以上

公立病院：富士市立中央病院

共立蒲原総合病院

保育園：市立 18 園、私立 15 園

幼稚園：市立 10 園、私立 9 園

認定こども園：市立 1 園、私立 10 園

＜平成28年9月1日現在＞

小学校：市立 27 校

中学校：市立 16 校、私立 1 校

高 校：県立 4 校、市立 1 校、私立 1 校

大 学：私立 1 校

まちづくりセンター※：26 か所

富士山の恵み

海抜０メートルから富士山を眺望できる富士市では、富士の自然から恩恵を受け、気候と土
壌を生かした海や山の幸がいっぱいです。また、富士山の豊富な地下水があり、富士市の水は、
「安全・おいしい・安い」の三拍子が揃っています。

３

４

５

81.8

0 50 100

そう思う、どちらかと言えばそう思う

平成26年度世論調査より（市民1,622人回答）

富士市は、水がおいしいと思いますか？

（%）

※地域のまちづくりや防災の拠点として、市内
26地区にあり、市民サービスの窓口をはじめ、
住民が参加できる各種講座を開催しています。

ゆで落花生

海抜17mの防潮堤

富士山と工場夜景

富士市の概要

生しらす丼
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富士山と駿河湾、山と海に囲ま

れ、豊かな自然の中で穏やかに

過ごすことができます！富士市の

富士山と、

タウンマップ

富士西公園

岩本山公園

野田山緑地公園

雁公園

富士川河川敷
憩いの広場

富士川緑地

米の宮公園
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浮島ヶ原
自然公園

ふじのくに
田子の浦
みなと公園

丸火自然公園

富士総合運動公園

広見公園

原田公園

湧水公園

中央
公園

富士山こどもの国
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四季折々の行事やイベントが目白押し！

人と人が交流し、まちに活気が溢れてい

ます！！富士市の 四季折々

3月～5月 6月～8月

12月～2月

毘沙門天大祭

吉原祇園祭

9月～11月

富士山と、

富士山女子駅伝

富士ばらまつり

岩淵新豊院の大観音祭

富士まつり

さくら祭り(各地区) 木島投げ松明

田子の浦漁協
しらす祭り

梅まつり（各地区)

吉原宿宿場まつり

富士川キウイマラソン
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役立つ移住支援策

住まい

富士市に転入する夫婦のどちらかが40歳未満の若者世帯を対象に、

住宅取得に係る費用に対して最大200万円の奨励金を交付していま

す。

マイホーム取得支援（スミドキＵ-40プラス）

木造住宅取得支援（富士ヒノキの家）
「富士地域材」を使った木造住宅を取得する市民に、30万円を助成

しています。

マイホーム取得資金の利子補給制度
富士市の勤労者で一定の要件を満たす場合、静岡県労働金庫（ろう

きん）から住宅資金の貸し付けを受けた際の利子の一部を補給してい
ます。

[  スミドキU-40プラス ]

[ 富士ヒノキの家 ]

富士市の

富士山と、

[ 利子補給制度 ]

移住を考えている方のために、

役立つ支援策を数多く用意して

います！富士市の
役立つ

移住支援策

富士山と、

※移住支援策については、変更になる場合もありますので、

事前にお問い合わせください。

住宅取得（新築・購入） 70万円

市内業者での新築施工 30万円

二世帯として取得 20万円

小学生までの子がいる世帯
人数×10万円
（※3人上限）

首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）
からの転入

50万円

合計 200万円

「富士市の不動産情報」は、こちらを検索！

検索

富士市の不動産情報
[  不動産BOX静岡 ]

不動産BOX静岡
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まちなか居住支援（まちなかＵ-40）
市内に居住している世帯で、住居を所有していない夫婦のどちらかが

40歳未満の若者世帯を対象に、まちなかなどにて住宅を取得する場合、

住宅取得に係る費用に対して最大70万円の奨励金を交付しています。

[ まちなかＵ-40 ]



働 く

富士市産業支援センター
「ｆ-Ｂｉｚ ｅｇｇ(エフビズ エッグ)」

「f-Biz egg」は、“起業のワンストップセンター”として、起業
を目指す方や団体等を支援しています。
起業に必要なステップごとに、ビジネスプランづくり、資金調達、

販路開拓、プロモーションと、それぞれ専門家がマンツーマンで支援
し、ワンストップでの起業の実現を目指します。

求職者が求めている相談内容は、就労問題に限らず、生活資金や教
育資金など多岐にわたっています。そこで、職業紹介、就業相談、就
労するまでの生活相談などをワンストップ（同じフロア）で対応でき

る「富士市就労総合支援センター」を常設し、求職者の支援を行って
います。
例えば、富士市就労総合支援センター内の「若者のためのキャリア

デザイン支援室ｆきゃる」では、専門のキャリアコンサルタントが常
駐し、就職全般の相談、適職診断や履歴書の書き方、面接の練習など、
就職関連の相談に１対１で丁寧に応じています。

富士市就労総合支援センター

[  f-Biz egg ]

[  ｆ きゃる ]

富士市就労総合
支援センター
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子育て

子育て応援隊・保育コンシェルジュ
子育て応援隊は、はじめての子育てや知らない土地での子育てに対

する不安を解消するため、就学前のお子さんのいるご家庭を訪問し、
地域の子育て情報提供や育児相談などを行っています。
また、保育コンシェルジュは、富士市役所こども未来課の窓口や電

話にて、保育を希望される保護者の方の相談に応じ、ニーズに合わせ
た保育サービス等の情報提供を行っています。

児童館・放課後児童クラブ
市内３か所に児童館を設置し、子どもたちに健全な遊びの提供、仲

間づくりや遊びの指導・援助、様々な教室・行事の開催などを行って
います。
また、放課後帰宅しても保護者のいない児童を対象に育成指導を行

う放課後児童クラブがすべての小学校区にあり、安心して子どもを預
けることができます。

地域子育て支援センター・まちづくりセンター

子どもの遊び場の提供、育児相談・支援などを行う地域子育て支援セ
ンターが市内に13か所あります。
また、市内26か所に設置しているまちづくりセンターでは、様々な子

育て関連の講座を開催しており、保育園・幼稚園に入園する前に親子で
参加できるコミュニティを用意しています。

[  富士市子育てガイド ]

不妊・不育治療費、人工授精治療費の助成
男性・女性問わず、不妊・不育治療及び人工授精治療に要する費用

の一部を助成しています。

こども医療費の助成
中学３年生までの児童を対象に、医療費の一部を助成しています。

8

ふじ子育てほっとステーション
乳幼児を連れた保護者が、授乳とおむつ替えのために気軽に立ち寄

ることができるスペースを100か所以上「ふじ子育てほっとステー
ション」に指定し、子育て家庭が安心して外出することができる環境
を整備しています。



役立つ移住支援策富士市の

富士山と、 先輩移住者に移住までの経緯や

きっかけ、富士市での生活などを

聞きました！富士市の
移住者

インタビュー

富士山と、
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富士市（厚原）でサイクルショップをオープンした

本原さん御一家

Ｑ．以前はどちらにお住まいでしたか？

私は富士市で生まれ育ち、専門学校進学とともに石川県へ転出し、そのまま石川県に住んでいまし
た。妻は福井県出身です。

Ｑ．以前はどのようなお仕事をしていましたか？

私は、石川県金沢市のサイクルショップで勤務し、約20年間自転車販売・修理等に携わってきまし
た。

Ｑ．なぜ、富士市に戻って来ようと考えたのですか？

私は、将来的には地元富士市に戻って来たいとずっと思っていました。子どもが大きくなる前に決
断しようと考えており、今回仕事のタイミングが合ったため、富士市へ戻って来ることにしました。

夫の地元富士市に移住することを夫婦で話し合い、住宅メーカーに相談に行ったのですが、そこで
スミドキU-40（住宅取得奨励金制度）があることを知りました。金額的にも大きく、とても助かり
ました。

Ｑ．富士市では、どのようなお仕事をしていますか？

f-Biz eggにサポートしていただき、2015年2月にサイクルショップ「シクロモトハラ」をオープン
しました。お客様にサイクルライフを楽しんでいただけるようお手伝いしていきたいと思います。

Ｑ．f-Biz eggではどのようなサポートをしていただきましたか？

実は、2014年8月に初めてf-Biz eggに相談に行き、そこから起業準備を始めて、翌年の2月にお店を
オープンしました。法人格で起業するための必要書類の作成から経営面でのサポートまで、様々な
ことをサポートいただき、f-Biz eggがなければ、この短期間での起業はあり得なかったと思います。

起業後も定期的な連絡や、f-Biz eggで起業した方々が年に何回か集まるイベントの開催など、アフ
ターフォローもしっかりしています。f-Biz eggの方々には、色々な面でサポートいただき、本当に
感謝しています。

Ｑ．富士市に来て、良かったと思うところはありますか？

富士市は気候が温暖で、日照時間も長く、とても快適に過ごしています。また、スーパーマーケッ
トなども近くにあり、生活に不便を感じることはほとんどありませんし、職場や近所の方々とも良
い関係で過ごせています。

Ｑ．移住を検討している方へのメッセージはありま
すか？

私は、将来的には地元富士市に戻って来たいと
ずっと考えていましたが、タイミングや家族の理
解などもあり、実現することができました。移住
を検討していらっしゃる方も、課題は色々あると
思いますが、移住をしたいという自分の想いを大
切にしていただきたいと思います。

移住者①

家族構成：御夫婦とお子さん２人

移 住 年： 2015年

（夫）

（夫）

（夫）

（妻）

（夫）

（夫）

（妻）

（妻）

親と二世帯で生活することになり、親も喜んでくれています。また、反対もせずに一緒に移住して
くれた妻にはとても感謝しています。

（夫）

（夫）
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富士市（平垣）で動物病院をオープンした

西村さん御一家

Ｑ．以前はどちらにお住まいでしたか？

私は富士市で生まれ育ち、大学進学とともに県外へ転出し、富士市に戻って来る前は、千葉県に住
んでいました。妻は神奈川県川崎市出身です。

Ｑ．以前はどのようなお仕事をしていましたか？

私たちは２人とも獣医師で、私は千葉県八千代市の動物病院で勤務していました。妻は公務員獣医
師として勤務していましたが、富士市に戻ってくる時は、出産のため退職し、育児中でした。

Ｑ．なぜ、富士市に戻って来ようと考えたのですか？

私は、大学進学時から将来動物病院を開院したいと考えており、開院の候補地をいくつか絞ってリ
サーチを行っていたのですが、偶然インターネットでf-Biz eggの存在を知り、実際に相談に行った
のがきっかけです。

Ｑ．f-Biz eggでの相談はどうでしたか？

具体的な構想はまだ何も決まっていなかったので、正直そもそも何から相談すればよいのか不安で
したが、実際に相談に行くと、担当者の方がとても親身に相談に乗っていただき、初めての相談に
もかかわらず、開院するまでのプロセスを具体的に提示していただきました。２人ともやる気にな
り、実はその日のうちに富士市での開院を心に決めました。

Ｑ．f-Biz eggではどのようなサポートしていただきましたか？

開院に必要なことについて、全く知らないところからスタートしたのですが、それぞれの分野で専
門の担当者がいて、病院のコンセプト作り、HP・ブログの作成など、様々なことに対してとても手
厚くサポートしていただきました。また、開院後も色々とフォローしていただいており、現在もよ
く相談しています。

Ｑ．実際に開院したのはいつですか？

2016年3月に「りき動物病院」を開院することができました。夫婦で力を合わせて、飼主様とペッ
トに親しまれる地域に根ざした病院にしていきたいと思います。

移住者②

家族構成：御夫婦とお子さん１人

移 住 年： 2016年

（夫）

（夫）

（夫）

（妻）

（夫）

（妻）

飼主様から、「近くに動物病院ができて良かっ
た」と感謝されることがあり、獣医師としてやり
がいを感じるとともに、地元に恩返しができる喜
びがあります。

（夫）

Ｑ．富士市に来て、日々の生活はどうですか？

富士市は、自然が豊かで、水もおいしく、とても住みやすいところだと思います。近くの公園や子
育て支援センターなどで友達もできました。

（妻）

Ｑ．富士市に来て、良かったと思うところはありますか？

Ｑ．移住を検討している方へのメッセージはありま
すか？

私たちは、実際にf-Biz eggへ相談に行かなければ
富士市へ戻って来ることはなかったかもしれませ
ん。移住をしたいという気持ちを大切にし、とり
あえず行動に移してみることが大切だと思います。

（夫）



富士市役所 総務部 企画課

〒417-8601 静岡県富士市永田町1-100

so-kikaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

FAX 0545-53-6669

MAIL

「富士市の移住情報」 は、こちらを検索！

検索

富士市の移住情報
[  富士市の移住情報 ]

富士市 移住

お問い合わせ先

移住全般に関すること

TEL 0545-55-2718

富士市役所 都市整備部 住宅政策課

〒417-8601 静岡県富士市永田町1-100

to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

FAX 0545-57-2828

MAIL

スミドキU-40プラスに
関すること

TEL 0545-55-2817
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