はじめて
みてご
島田ぐらし

島田市移住あんない

空港がある。
SLも走ってる。
温泉だってある。
こんなまち、ちょっとないと
思いませんか！
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島田の魅力
っと
ぎゅ
濃縮

1. 空港がある

エイト

8

このまちのパワー
あなたの新しい生

平成21（2009）年に開港した富士山静岡空港は、日本一
の富士山を望むことができる風光明媚な空港です。収容台
数約2,000台の無料駐車場を完備、島田駅から空港までア
クセスバスも運行しています。平成27（2015）年現在、国
内線は新千歳、福岡、那覇、鹿児島の4路線、国際線はソ
ウル、上 海 、武 漢 、台北など13 路 線 の定 期 便と多くの
チャーター便が運航しています。

2. SLが走っている

島田市

SL（蒸気機関車）は、大井川鐵道（株）に
よって新金谷駅～千頭駅間でほぼ毎日運
行されています。SLは、雄大な大井川と鮮

やかな茶畑の中を走り抜け、その力強さと
美しさで鉄道ファンはもとより、全国から
訪れる年間25万人以上の観光客を魅了し
ています。

3. 抜群のアクセス
東名高速道路、新東名高速道路、国

道1号、473号バイパスが整備され、
首都圏など県外からのアクセスがと
ても便利です。市内には東海道本線
の島田駅、六合駅、金谷駅があり、
東海道新幹線を利用して都市圏との
行き来や、富士山静岡空港を利用し
て北海道や九州、アジアを中心とし
た国外へのアクセスも可能です。

車をご利用の場合
川

根

川根町家山
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大井川鐵道
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鉄道・バスをご利用の場合
新東名高速道路
東名高速道路

JR東海道新幹線

東 京

1

静 岡

JR東海道線

473

田

田

島

島

谷

1

掛 川

谷

名古屋

金

金

島田金谷

富士山静岡空港

東 京
島田市/1時間55分

（東海道新幹線と在来線を利用）

名古屋市 島田市/1時間25分
▼

▼

▼
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浜 松

名古屋

東京都 島田市/約2時間40分 名古屋市 島田市/約2時間20分

（東名高速道路と一般道を利用）
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ワーとスマイルで
い生活を応援します。

分

4. エリアが魅力的

川根

金谷

島田市 人口 100,559人
島田地区

面積 315.70 km²

※2015年7月末現在

東海道本線の島田駅を中心に市街地が形成され、人口や商業施設、工場等が最も集
積した地区です。

島田

金谷地区

南部の牧之原台地には茶園が広がり、北部は新東名高速道路のＩＣ付近の開発が計
画されています。

川根地区

周囲を山に囲まれ、地区の中央を大井川が流れる自然豊かな地区です。川根温泉など
の観光施設を中心に都市部との交流が行われています。

5. 歴史・文化がある

静岡県

江戸時代には大井川東岸に駿河国島田宿、西岸に遠

江国金谷宿を擁し、東海道の要衝として豊かな文化を
育んできました。日本三奇祭のひとつ「島田大祭（帯ま
つり）」や「島田髷まつり」、
「金谷茶まつり」などの
様々なお祭りや、県指定文化財の旧東海道石畳、国指
定文化財の諏訪原城跡など様々な史跡が存在します。

6. 気候が温暖

平均気温の最低が4.8℃と暖かく、山間部の一部を除いては降雪もあ
りません。また、平均気温の最高も25.1℃とあまり暑くありません。日
照時間が長いのも特徴です。
（年間2,195時間）
※観測地点は島田市最寄の菊川牧之原観測所、2014年のデータ

7. お茶がおいしい

島田・金谷・川根の３つの茶産地があります。また、山間 部
で作られる普通煎茶と牧之原台地等で作られる深蒸煎茶
があり、それぞれに特有のまろやかな味と深い香りをお愉
しみいただけます。山間の斜面や牧之原台地の一面に広
がる茶畑は、眺めているだけで癒されます。

8. 温泉がある
市内には川根温泉（川根温泉ふれあいの泉、川根温泉ホテ
ル）、田代の郷温泉（伊太和里の湯）の２つの温泉があり
ます。川根温泉は湯量毎分730リットル、泉温48.7度とた
いへん恵まれているので、ろ過循環せずに源泉かけ流しと
なっています。

島田市移住案内パンフレットP8A4-CS6.indd 3

2015/09/01 10:58

島田ぐらしを応援します。 お
住まい

家を建てる・暮らす

島田市空き家バンク制度
緑豊かな川根地区で暮らしてみませんか
「島田市空き家バンク」は、島田市川根地区にある空き家の利用を考えている方
に、島田市とNPOまちづくり川根の会が連携して、空き家の情報を提供するシステ
ムです。対象地区は、島田市川根町全域です。
URL

http://www.city.shimada.shizuoka.jp/chiiki/documents/akiyabanku.html

空き家のリフォーム経費を補助します
島田市空き家バンクに登録された賃貸住宅を５年以上利用される場合、空き家のリ
フォーム経費を補助します。補助金の限度額は30万円（中学生以下のお子さんと
同居の場合は5 0万円）です。※市内 業者で施工する場合に限ります。

島田市に住もう応援奨励金
県外から島田市への移 住をサポートします
市内に住宅を取得された方に奨励金を交付します。
・静岡県外の市町村に1年以上居住し、島田市に5年以上住むために転入された方
・島田市内に平成27年4月1日以後に住宅を新築するか、新築住宅や中古住宅を購入された方
・住宅は、1戸建てで居住部分の面積が50平方メートル以上あること・・・などが条件です。
奨励金は、交付対象者1人につき120万円が上限です。
URL

http://www.city.shimada.shizuoka.jp/chiiki/shimadashinisumou_ouensyoureikin.html

働く 就職・就農
静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセンター

あなたの就活をバックアップ

静岡県へのＵ・Ｉターンを検討されている方にＵ・Ｉターン就職
支援を行う県の機関です。県内企業の情報をタイムリーに提供
し、個別の就職マッチングまでサポートします。

就職するならしずおかで！

検索

URL http://shizuoka-de.com/

054-221-3575

青年就農給付金事業

市内で就農する方をサポートします
・45歳未満で独立・自営就農される方
・農地の所有権か利用権を有していること。
・主要な機械・施設を所有または借りていること。・・・などが条件です。
給付金は最大5年間給付されます。
前年所得が 100 万円未満・・・150 万円／年
100 万円以上 350 万円未満・・・（350 万円－前年所得）×３/５／年
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す。 お気軽にご相談ください。
子ども

出産支援・子育て支援

不妊治療費助成事業

風しんワクチン接種費助成

妊婦健康診査事業

産みたい！をサポートします

元気な赤ちゃんを産むために

赤ちゃんもお母さんも健やかに

不妊メンタルケアサポーターが精神的

妊娠を希望する女性や配偶者、妊婦の

母子手帳の交付時に、妊婦健康診査、

なサポートや情 報 提 供を行います。

同居者が風しんやＭＲワクチン接種を

超音波検査、血液検査の受診票を交

人工授精・体外受精・顕微授精・男性

受けるとき、料金の一部を助成します。

付し、検診費用の一部を助成します。

不妊治療の費用 の一部を助成します。

保健師が妊娠・出産の様々な相談に応
じます。

島田市こども館
子どもに大人気の遊び場です
こども館には、乳幼児から小中学校のお子さんまで楽しめる全天候型のプレ
イルームと児童館機能を持つ活動室、忙しいパパママの味方一時託児やファ
ミリーサポートセンターの相談窓口も配備されています。
乳幼児も安心してパパとママと一緒に遊べるコーナーや「静の遊び場」
「動の
遊び場」があり家族で一緒に楽しめる施設です。同じ建物には島田図書館も
入館しています。
URL

http://shimadakodomokan.birukan.jp/

こども医療費助成制度

子育て世代型住宅

中学3年生までのこどもの医療費を助成します

川根にマイホーム！の夢を応援します

助成の額は 、入院、通院の保険診療の自己負担分から下

子育て世代型住宅は、川根地区に定住を考えている

表の自己負担金を引いた額です。市役所の窓口でこども

若い夫婦が家を建てたり購入したりする資金を貯蓄

医療費受給者証の発行を受け、保険証と一緒に医療機関

することができるように、家賃を低く設定しています。

の窓口に提出します。

家賃 26,000 円～ 35,000 円
未就学児

入院

通院

小学生・中学生

0円
（全額助成）

500円/日

医科
歯科

500円/回
（月2回まで）

500円/回
（月4回まで）

調剤

0円
（全額助成）

0円
（全額助成）

駐車場 2,000 円（1 台）

間取り 2DK
敷金 家賃の 3 カ月分
URL
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/juutaku/nyuukyobosyuu_2_2.html

URL
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/kosodate/kodomoiryouhijosei-main.html

子育て支援センター
Ｍｙ子育て支援センター
市内１１ヵ所の地域子育て支援センターでは、妊婦さんから子育
て中のパパ・ママまで、出産から子育てまで気軽に御相談いただ
けます。就学前のお子さんに親子で楽しく遊べる場を提供した
り、育児不安の相談や地域の子育て情報の紹介もしています。

島田市移住案内パンフレットP8A4-CS6.indd 5

2015/09/01 10:58

医療・福祉

医療・健康づくり・介護サポート

市立島田市民病院
市民の健康を守ります
市立島田市民病院は、病床数536床の大井川流域の基幹
的な総合病院で、島田市民や志太・榛原地域の住民の命と
健康を守る安心の拠りどころです。地域医療支援病院とし
て、他の医療機関との適切な役割分担と連携により質の高
い医療を提供します。救急センターでは24時間365日、重
症患者の救急受診に対応しています。また災害拠点病院、
第二種感染症指定病院として、緊急災害時や感染症流行
時に対応できる医療機能を提供します。
URL http://www.municipal-hospital.shimada.shizuoka.jp/

高齢者安心センター
高齢者の地域での生活をサポートします
高齢の方が住みなれた地域で自立した生活を続けられる
よう総合的に支援します。相談窓口は市内に６カ所あり、
介護に関する悩みや心配ごと、健康や福祉、医療や生活に
関することなど、相談内容にあわせて必要なサービスや制
度が利用できるように援助します。
「主任ケアマネジャー
（主任介護支援専門員）」「社会福祉士」「保健師」が中
心になって、連携をとりながらチームとして総合的・包括的
に高齢者を支えます。
URL http://www.city.shimada.shizuoka.jp/chiikishien/anshin.html

教育
島田市立図書館
３つの公立図書館が市民の学習をサポートします
最も大きな島田図書館は、ＪＲ島田駅北口から２００メートルの好立
地。通勤・通学の途中で気軽に立ち寄れる図書館です。3階のフロ
アー一面が児童書コーナーで、蔵書は４万冊以上。その一角には育児
関連資料を集めた「子育て支援コーナー」が設けられています。金谷
図書館は大井川鐡道のＳＬを館内から間近に見ることができ、ＳＬ・
鉄道・緑茶など地域資料が充実しています。川根図書館は2015（平
成27）年8月に川根小学校に併設してリニューアルオープンしました。
３館の合計蔵書数は、約40万冊になります。
URL http://www.library-shimada.jp/
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水やお茶がおいしい！

島田市川根町家山

谷みどりさん

夫とともに３年前に東京から移住してきました。夫の希望で海、山、川
が近くに感じられる環境に暮らしたいと考えていたところ、たまたまこ
のあたりの物件を紹介されて自分たちの条件に合う土地だと思って移
住してきました。ここは水やお茶が本当においしいです。東京に住んで
いたら、こんなにおいしい水は飲めなかったと思うし、急須で淹れてお
茶を飲む習慣がなかったから、ここに来るまでお茶がこんなにおいしい
とは知りませんでした。移住してくるまでは全てが不安でした。近所の
方との交流や地域の習慣なども不安でしたが、私たちが移住した集落
は移住者の受入れ体制がものすごく整っていたので、すぐに溶け込むこ
とができました。夫が炭焼きをやりたいと言ったら、地元の人がチェー
ンソーの使い方から教えてくれたり、家の前の石垣も直してくれたりし
て助かっています。受入れる地元にも移住者に対する不安があると思う
ので、地元のことに関わってみて、自分たちのことを知ってもらうといい
と思います。

田舎暮らし

農林家民宿

農林家民宿で田舎暮らしを体験してみませんか

農家民宿「いつか」

農林家民宿「ログみそら」

120年の古民家に泊まって、目の前の畑で野菜の収穫や

山の中にあるログハウスです。近くにある炭焼小屋で炭焼

お茶摘みなど農家の田舎暮らしが体験できます。収穫し
た野菜でおもてなし膳作りの体験もできます。

代表 水野栄子
島田市川根町家山 3434
電話 080-6948-2171

体験やバーベキューができます。
夜には街中で見るのとはまるで違う満点の星空を眺めるこ
とができます。※12月～2月は冬季休業です。

代表 小澤弘美
島田市川根町家山 3162-1
電話 0 90-2575-1961

どちらの施設でも梅干、こんにゃく、みそ、柏餅、おはぎ作りや栗拾い、野菜収穫などを体験できます。
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島田

静岡県

島田市

お問合せはお気軽にどうぞ

島田市地域生活部

地域づくり課

電話 0547-36-7197
FAX 0547-36-7815

〒427-8501 静岡県島田市中央町 1 番の 1
ホームページ

http://www.city.shimada.shizuoka.jp/

島田市

検索

メールアドレス chiikizukuri@city.shimada.lg.jp
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