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名 称 等  「県東部から首都圏に通うという選択」 

       静岡県ふじのくにに住みかえるセミナーの開催 

実施日時  平成 29 年５月 13 日（土曜日） 12 時 30 分～15 時 30 分 

場   所  ふるさと回帰支援センター 

        東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館８階 TEL 03-6206-3858 

     担   当  企画部 政策企画課 移住定住相談室  

           直通 055-934-4813 内線 2424 

 

１  内 容 

   本市及び伊豆の国市から首都圏へ通勤している先輩移住者２人が、「首都圏通勤」という移住

のカタチについて語る。静岡県東部９市町（沼津市、三島市、富士市、富士宮市、御殿場市、裾

野市、伊豆の国市、長泉町、清水町）の移住定住担当職員とのフリートークの場を設ける。 

 

２  目的・理由 

   静岡県東部地域は東京や神奈川へ通勤する人が多いことから、新幹線通勤の実態や生活環

境・子育て環境についての疑問に答える場を設け、首都圏在住者のうち一人でも多くの人に県東

部地域への移住に興味を持ってもらう。 

 

３  経緯・経過 

  これまでは、県内の全市町がブースを構える移住相談会を首都圏で開催してきたが、県東部

地域は首都圏からの距離が近いためか移住相談を受ける件数が多かった。そこで、首都圏通勤

可能なまちとして県東部地域で団結してＰＲすることが有効と考え、平成 28 年 12 月 26 日に長泉

山荘で開催された「県東部地域サミット」にて本市から首都圏での県東部のＰＲを提案し、今回の

セミナー開催に至った。 
 
４  影響・効果 

   首都圏在住者のうち、新幹線通勤に興味を持ちながらも実態を把握できていない人に対して、

より具体的な移住後のイメージを描かせることができる。 
 
５  特徴 

   本市の移住パンフレットに掲載されている飯塚氏が先輩移住者としてセミナーに登壇し、首都

圏通勤に対する本音や「ぬまづ暮らし」の魅力について、本市の移住担当者とトークセッションを

行う。 
 
※ チラシ及び移住パンフレット（抜粋）を添付。 
※ 本投げ込みについて、飯塚氏から了解を得ている。 
※ 主催者：静岡県 くらし環境部 政策監（移住・定住担当） 藤井 千恵子 TEL 054-221-2540 
                                                        以上 



主催：静岡県 共催：NPOふるさと回帰支援センター

「首都圏に通う」という選択。

東京や神奈川へ通勤・通学する人も多く暮らす静岡県東部地域。
新幹線通勤って実際どうなの？生活環境や子育て環境は？そんな疑問にお答えします！
「職場は変えずに移住する」そんな選択も、静岡県東部地域なら可能ですよ♪

日時：平成29年５月13日（土）

12：30～15：30
※11:30～12:30 市町による個別相談会も実施（1組30分以内・事前予約制）

場所：ふるさと回帰支援センター（東京交通会館８階）

内容：先輩移住者2人が語る「首都圏通勤」という移住のカタチ

移住者・市町担当者を交えたフリートーク

静岡県東部地域からの首都圏通勤
第１回 静岡県ふじのくにに住みかえるセミナー

入場無料入場無料

東京オフィス2017年 第157回ふるさと暮らしセミナー

静岡県東部9市町（三島市、沼津市、富士市、富士宮市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、長泉町、清水町）



会場の御案内とお問合せ先

【会 場】
東京交通会館８階
ふるさと回帰支援センター
（東京都千代田区有楽町2－10－1）

5月13日（土）ふじのくにに住みかえるセミナー

～静岡県東部地域からの首都圏通勤～参加申込書

同伴人数年齢ふりがな

“ふじのくにに住みかえる”静岡県移住相談センター

●電 話 03－6206－3858 ●F A X 03－6273－4404

●メール shizuoka@furusatokaiki.net

申込先

11:30～12:30に各市町担当者との個別相談ができます（事前予約制・先着順）

個別相談希望の方は、ご希望の市町をチェックしてください。（2市町以内）

※市町と調整のうえ、対応可否・時間帯等を御連絡いたしますので、必ず上記に連絡先をご記入ください。

□三島市 □沼津市 □富士市 □富士宮市 □御殿場市

□裾野市 □伊豆の国市 □長泉町 □清水町

電話番号

〒ご住所

人歳

お名前

≪出展市町一覧≫

三島市・沼津市・富士市・富士宮市・御殿場市・
裾野市・伊豆の国市・長泉町・清水町

【お問合せ先】
“ふじのくにに住みかえる”

静岡県移住相談センター 宮嶋・橋本
電話：03－6206－3858

セミナースケジュール

先輩移住者体験談②
森田さん（伊豆の国市）・飯塚さん（沼津市）の静岡生活

14:00〜14:30

先輩移住者体験談①
森田さん（伊豆の国市）・飯塚さん（沼津市）の首都圏通勤

12:30〜13:00

フリートーク
先輩移住者・市町担当者が皆さんの疑問に答えます。
地域での日常生活・子育て、首都圏通勤の実態等、
知りたいことをどんどん質問してみよう！

13:00〜14:00

フリートーク14:30〜15:30

三島

新富士

毎日都内に通勤。
休日は静岡を
満喫しています♪

必要に応じて
都内に出勤。
のびのび子育て中



　沼津市戸田地区で、アメリカンスタイルの小
さなホテルを経営されている永井さんは、その傍
ら俳優としてもマルチに活躍されています。そん
な永井さんが戸田に移り住んだきっかけは、役
者をめざして舞台やイベントなどで経験を積んで
いた頃に、渡瀬恒彦さんが経営するホテルの
シェフ兼責任者を任されたこと。このホテルで6
年間、ホテル経営の実績と経験を積んだ2002
年に、ご自身のライフスタイルや多彩な趣味を
ふんだんに 盛り込んだ念 願 のホテル
「GREEN.BR」をオープンさせました。
　沼津に来てから約20年と、すでに長い沼津
での生活実績を持つ永井さん。今でも、移り住
んで良かったと日々感じながら暮らしているそう
です。
「見たとおりここは戸田港を見下ろす山の上。い
わゆる街とは別世界です。大阪で生まれて、東
京をはじめ様々な都市で役者をしていた自分か
らすると、自分の思い通りの世界観、ライフスタ
イルをつくり出すことができる、そんな自由度があ
るんです」。
ご自身の個性と多彩な趣味を活かしたホテル内

には、バイクや自転車、アメリカンな雑貨たちの
他、パドルボードやフィッシング関係など、ありと
あらゆるアイテムがギッシリ。まるで所ジョージさ
んの世田谷ベースのような、遊び心満載の空
間となっています。
「せっかくお越しいただいたお客様ですから、戸
田ならではの良さや楽しさを思う存分に味わって
ほしいんです。そのためにはまず自分が戸田の
良さを知り尽くさないと」。その言葉通り、お仕事
が手すきの時間帯を見計らって、マリンスポーツ
やモータースポーツ、ゴルフなど、地元の方々と
一緒にさまざまなアクティビティを楽しんでいらっ
しゃいます。
「来た時から今でも変わらないのは、戸田の海
の美しさ。その透明感たるや、都会に住む人た
ちの海のイメージとはまったく違いますからね。こ
こを知ったら沖縄に行く意味を見失ってし
まいますよ（笑）」。
　そんな永井さんに、お子さまを持つ親
御さんとしてのご意見をお尋ねすると、
「自分はよそから来た人間だけど、子ど
もたちは生粋の沼津生まれなんです」

とのお言葉が。
「まちのみんなが、あの子はどこの子かを知って
いる。ちょうど私たちの小さい頃ってそうでしたよ
ね。だから子どもたちが勝手に遊びに行っても
何も心配がいらないんです」。
　「広大な海と山を遊び場にして自由闊達にの
びのびと育つ子どもは、都会の子どもより何倍
も幸せだと思う」そう語る永井さんの表情には、
ゆったりと暮らす充足感が浮かんでいました。

永井 修樹さん

Profile

□ 子育て中
□ 宿泊施設経営
□ 海辺エリア

✓
✓
✓ 03まちのみんなが、あの子はどこの子かを知っている。

子どもたちが勝手に遊びに行っても何も心配がいらないんです。

のびのびと自分らしい

ライフスタイルが叶う、

自然豊かなまち

物 語 特別編集

飯塚 昌樹さん
　　 理恵さん
　　 博樹くん
　　 美樹ちゃん

Profile

□ 子育て中
□ 自宅中心の
　 お仕事
□ 丘陵地エリア

✓

✓

✓

　東京でお仕事をされていたご主人昌樹さん
が、ご自身の地元である沼津市原にUターンされ
たのが10年前。現在は東京に本部を持つWEB
関連会社の役員として、ご実家をご自身の会社
の沼津事務所とされ、主に在宅でお仕事をされ
ています。
「もともと30歳になったら地元に帰ろうと思って
いましたので、ライフプランとしては予定通りなん
です。ただ、ちょうど妻が長男を身ごもっていたタ
イミングになっちゃいまして（笑）」と昌樹さん。奥
様はさぞ大変だったのでは？とお聞きすると「しか
も引越し日が私の入院期間になってしまったん
ですよ。ですから私は東京で入院し、退院して
沼津へというわけなんです（笑）」とお笑いにな
ります。
　見知った地元なので新生活には何の心配も
なかったというご主人。奥様も、転居のタイミング
には驚いたものの、街と自然とが程よいバランス
を保っている沼津に、出身地である愛媛の松山
との共通点を見出してすぐに慣れることができた
とおっしゃいます。
「でも、ひとつだけ本当に驚いたことがあるんで

す。それが富士山！」。「実際に身近で見るとこれ
ほどの存在感があるんだ！と、衝撃的でしたね」。
　奥様にも増して奥様のご実家の皆様も、沼津
に来訪される度に富士山に魅せられているのだ
そう。
「地元の人の方がむしろその凄さに気づかない
んですよね。私も地元に帰って初めて、こうして
富士山が身近にあること。そして東京とは違っ
て、夜が本来のくつろぎの時間であることに改め
て感じ入っているんです」とはご主人。
　そんな飯塚ファミリーの最大の楽しみは、お子
さまとのバスケットボール。長男の博樹くんがバ
スケットを始めたのをきっかけに、どうせなら親子
で一緒に楽しめるチームをつくろうと、飯塚さんと
ご友人の二つの家族で「灼熱白銀バスケット
ボールクラブ」を結成したところ、その趣旨に賛
同した地元の親子たちが瞬く間に集まって、発
足以来わずか2年間で総勢60人を超えるクラブ
になったのだそうです。
「少子化の影響で、今の子は、違う年齢の友だ
ちをほとんど持っていないんですが、このクラブは
下は幼稚園から上は中学生まで、幅広い年令の
子どもたちが集まっていますから、子どもが貴重
なネットワークをつくれる場所になっているんで
す。そしてもちろん私たち親もね」。
　このクラブ内には「パパ会」「ママ会」「子ども
会」という集いがあり、それぞれパパ同士、ママ同
士で様々な懇親イベントを開催されているのだと
か。
「週2日の練習と、そこから生まれた交流が、今の

わが家のライフサイクルの中心ですね」。
　ゆとりある時間、そして充実した交流の輪。飯
塚さんファミリーは、その喜びを心から満喫してい
らっしゃいました。

東京と沼津の二拠点

理想のワークスタイルの叶うまち

02夜って本来、こんなに静かなんだ。東京から沼津に移り、夜が心の安らげる時間となりました。

04 05

永井さん経営
ＨＯＴＥＬ 「ＧＲＥＥＮ・ＢＲ」


