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静岡県下田市はどんなところ？

誰もが心を開く、開国のまち。
自然や笑顔あふれる、ふるさと下田です。

●人口･･･20,898人 ●世帯数･･･10,711世帯 (2021.1現在)

●面積･･･104.38k㎡
豊かな自然や海の幸に恵まれています。
年平均気温は約17℃と比較的温暖な環境なため、
真冬でも降雪はほとんどありません。

#豊富な温泉

#美しい海でマリンスポーツ

#幕末開港の歴史ある街並み

#満員電車のない海辺のオフィス

#澄んだ空気

#都会と田舎をいったりきたり

#自分で作る無農薬野菜とお米

#伊豆下田

#ちょうどいい大きさのまち

#治安がいい

基本データ

下田市は2020年の移住者数が、賀茂地域でNO.1です！
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#美味しい湧き水

#海水浴場まで徒歩圏内#移住者も馴染みやすい

#一年中キレイな花々

#見渡せば田園風景と山と川と海

#田舎だけど意外に優れた交通機関

#東京から3時間

#釣りのメッカ



①下田市空き家バンク制度
・物件の詳細については下田市ホームページを
ご覧ください！
・物件の内覧等については下記へお問い合わせください。

(下田市空き家バンク登録物件管理委託事業者)

NPO法人伊豆in賀茂６
TEL:0558-23-7187 MAIL:izuinkamo6@gmail.com
HP: https://izukamo6.com

②民間の不動産業者

①と②、それぞれでご希望の物件をお探しください。
住みたい地区があれば、区長さんや住民の方に空き家情報を聞いてみ
るといいかも！

おすすめ 下田市住宅リフォーム振興事業助成制度

住宅の改修工事費用の一部を助成します。
※下田市に住民票があれば申請可。申請時期は1年に1度、5月初旬頃。
先着順で開始日の午前中には枠が埋まってしまうことも！
申請準備はお早めに！(お問い合わせ先：下田市産業振興課)

下田市の求人は、観光関連のサービス業（宿泊・卸売業・小売業）、医
療・福祉が約半数を占めます。特にGW～海水浴シーズンには求人数
が倍増し、小さなペンションから大きなホテルまで求人募集がかかりま
す。「地方には仕事がない」とよく言われますが、年間を通して慢性的な
人手不足です。

下田のお仕事

下田の住まい

【こんな仕事ができるよ！in下田】

・林業･･･森林組合に相談

・農業･･･下田市産業振興課に相談

・漁業･･･漁協組合に相談

・一般企業に勤める･･･ハローワークに相談

・起業する･･･商工会議所に相談

・季節労働･･･ハローワークに相談

・ワーケーション･･･下田市産業振興課に相談

ハローワークを利用してみよう！
全国の求人が見れるハローワークの
インターネットサービスを活用し、
下田市の求人情報を見てみよう！
気になる求人が見つかるかも!?
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市内には、スーパー５店舗、ホームセンター１店舗、ドラッグスト
ア４店舗、コンビニエンスストア13店舗、家電量販店１店舗あり
ます。
スーパーには新鮮な魚介類が豊富で、地場産品の直売所、無
人売店では、朝採りの農産物などを手に入れることができます。
自家用車をお持ちでしたら、ほとんど不便なく買い物ができます。
ただ、映画館やボウリング場、遊園地などの娯楽施設はありま
せん。

・地域のつながりが濃密だから、いざという時も安心！

下田市は隣近所や地域の結びつきが強く、日頃から地区の自
主防災会を中心に、防災訓練や防災活動が盛んです。
犯罪発生件数や交通事故の発生件数は国や県の平均値を下
回っており、大きな自然災害もなく、安心して暮らせるまちです。

・津波対策
市が発行する『津波ハザードマップ』の他、市内に海抜表示や
津波避難誘導標識を設置しています。また、津波発生時には、
ほとんどの場所から、津波到達までに一時避難場所まで行くこ
とができます。毎年3月には各地区で津波避難訓練を行ってい
ます。

下田の防災

下田の医療

市内には、総合病院をはじめ、診療所・医院が20機関、歯科医
院が12機関あります。
一般的な診療には十分な環境ですが、専門医療や高度医療を
行うことができる施設は少ないのが現状です。
救急医療では、市内の医療機関が当番制で受け入れる体制を
とっており、重症者の場合は、伊豆の国市の医療機関まで搬送
されることになり、特に重症または緊急を要する場合には、ドク
ターヘリによる搬送体制が確保されています。

下田のお買い物
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下田の子育て

保育料
幼保無償化に加え、無償
化対象外の3号認定
子どもの保育料について
市の単独軽減として、子
どもが3人以上いる

多子世帯の第2子半額、
第3子以降無償。

子ども医療費
助成制度

お子さんが病気や怪我等
により医療機関を受診し
た場合の医療費を助成し

ます。
【助成対象】

下田市に住所のある18歳
到達後最初の3/31を
迎えていない者

育児用品
購入費助成

次世代を担う子の出生を
お祝いするとともに、

子育てにかかる経済的負
担の軽減を図るため、
乳児の育児用品購入費
の一部を助成します。
(乳児1人につき3万円)

病児保育
お子さんが病気のため保
育園や学校へ登園、登校
ができないときに、保護
者の方の仕事の都合な
どで家庭保育が難しい場
合に、医療機関に併設し
た病児保育施設で
お子さんを
預かります。

下田市ファミリー
サポートセンター

子育て中の方が安心して
働き、安心して育児がで
きるように、あらかじめ登
録した市民同士が援助
活動をするための
ネットワーク
です。

中学校就学
準備給付金

翌年度中学校への入学
を予定しているお子さん
の保護者を対象に、中学
校就学準備を目的と
した給付金を
支給します。

(児童1人につき3万円)

不妊治療助成事業
不妊治療を受けられたご夫
婦に対し、治療費用の一部
を助成しています。1年間に
30万円を上限、また静岡県
特定不妊治療の助成により
10分の7を給付します。(交
通費は上限5万円まで。)

夏の駐車場割引制度
海水浴場の開設期間中、
海水浴のために指定駐
車場を利用する際に一定
額の割引を行うものです。
詳細は6月頃から市の
広報紙やHPで
ご案内します。

ひとり親家庭
就学支援事業

児童扶養手当を受給してい
るひとり親家庭で、翌年度
に下田市内の小学校に入
学するお子さんの就学に必
要な物品を購入する場合、
その購入費用の一部を助
成します。(児童1人につき

3万円)

支援がたくさん！安心子育てしましょ。

主な子育て支援制度

下田市の待機児童は
ゼロです！

認定こども園２園 / 保育園２園 /
幼稚園１園 /小学校７校 /中学校４校 / 
高校１校 /専門学校１校(看護)
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下田といえば！

これぞ下田！水質最高ランクの９つのビーチ！
白浜中央海岸・白浜大浜海岸・外浦海岸・九十浜海岸・鍋田浜海岸・多々戸浜海
岸・入田浜海岸・吉佐美大浜海岸・田牛海岸の個性豊かなビーチがあり、下田ファン
はそれぞれ行きつけの海岸をもっています！あなたもお気に入りのビーチを見つけ
てみよう！

実は一年中楽しめるよ！マリンアクティビティ！
釣りやサーフィン、シーカヤック、SUPなどアクティビティが盛り沢山！自然体験案内
所「し～もん」や下田ガイドブックを手に入れて下田ならではの体験をしてみよう！

都会じゃ高級魚！日本一の金目鯛グルメを食らえ！
日本一の水揚げ量を誇る下田の金目鯛！煮つけやしゃぶしゃぶ、刺身、ハンバー
ガー、寿司など市内飲食店でアレンジ料理を楽しもう！

ペリーさんも歩いた！レトロな街並みを散策しよう！
江戸時代「開国のまち」として賑わいをみせた下田市ならではの史跡巡りやペリー
ロード、なまこ壁の古民家を改築したおしゃれカフェなど散策すると楽しい発見がたく
さん！歴史好きにはたまりません！

夏だけじゃない！季節の花々とイベントは必須！
1月水仙まつり、３月お吉祭り、５月黒船祭、６月あじさい祭り、８月下田太鼓まつり、
９月ビッグシャワー、10月河内手筒花火、12月アロエ祭りなど下田の春夏秋冬を楽
しもう！

海か山、あなたの好みはどっち？最高！下田の温泉！
市内の至る所に気軽に入れる立ち寄り温泉や無料の足湯＆手湯が！体の内側か
ら綺麗になれる、飲めちゃう温泉水もあるよ！

電車で来るなら海側の席へ！キンメだ！黒船だ！
キンメ電車や黒船電車、ザ・ロイヤルエクスプレス、サフィール踊り子など、下田まで
の伊豆急線は珍しい個性豊かな電車がたくさん！長～い道のりも気にならない!?
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♥ひらたけさんのひらたけクレソン♥

シャキシャキの朝どれクレソンをサラダや豚肉炒めで！市内のマックス

バリューでも買えちゃうよ！

♥髙橋養蜂の蜂蜜♥

蜂の楽園でとれた濃厚蜂蜜！種類もさまざま！ハニーリップとハニーソープも

要CHECK！駅前時計台フロントさんでGETしよう！

♥万宝のひもの♥

TVで人気沸騰！芸能人御用達の美味しいひものと言えばココ！店内で焼いて

もらって食べるとなお旨い！白米持参で行っちゃおう！

♥下田ミルクもち♥

下田の新しいお土産といえば不思議食感のミルクもち！駅前時計台フロント

さんで手に入るよ！下田市ふるさと納税でも買えちゃう！

♥外浦海岸ベーカリーDOUG♥

下田で人気NO1パン屋さん!?ハード系から甘いデニッシュ系まで、

ファン多し！朝7時開店！休日のBreakfastは美味しいパンで決まり！

♥山田鰹節店♥

削りたての鰹節をグラム売り！お土産にも喜ばれちゃう！国産昆布や

乾燥わかめもお買い得！！旧町内にあるよ！

♥ナチュラルフーズのカップアイス♥

長く下田で愛される無農薬の夏みかんとレモンを使った無添加シャーベット！

ソルトや唐辛子のブレンド香辛料もおすすめ！道の駅でGETしよう！

♥スーパーあおきのカツ丼と餃子♥

お店で食べるより美味しいカツ丼!?餃子!?地元ファン多めの噂の一品！

ぜひ一度お試しあれ！

下田の美味しいものづくし
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下田の地区

朝
日
地
区

◇学校：大賀茂小学校、朝日小学校

◇海水浴場：多々戸浜、入田浜、吉

佐美大浜、田牛

◇特徴：３つの区からなり、海のイ

メージが強いが、国道を挟んで反対

側には山々や田んぼが広がる。移住

者が経営するゲストハウスやカフェ

も多く、別荘地もあるため、移住者

からは人気NO.1の地区。龍宮窟や

サンドスキー場もあり、観光客も多

め。

◇学校：浜崎小学校、下田東中学校

◇海水浴場：外浦、九十浜

◇特徴：柿崎・外浦・須崎の３つの

区からなり、民宿経営や漁師の多く

いるエリア。アパートなどの賃貸や

リゾートマンション、天皇御用邸も

あり、道の整備など良くされている。

爪木崎や恵比寿島、海水浴場、まど

が浜海遊公園など子供が遊べるとこ

ろもあり、夏場は特に観光客が多い。

◇学校：白浜小学校

◇海水浴場：白浜中央、白浜大浜

◇特徴：原田・長田・板戸の3つの

区からなり、サーファーから一年中

人気のエリア。海の前がスグ国道で

反対側に集落があり、坂が多い。少

しずつ移住者も増えてきているが、

ペンションやゲストハウスの経営に

夏場のみ来られる方も多い。夏の繁

忙期は特に観光客が増えるため、道

路の渋滞も多く発生する。

◇学校：稲生沢小学校、稲生沢中

学校、県立下田高等学校

◇駅：蓮台寺駅

◇特徴：10個の区からなり、蓮台

寺温泉を引く温泉宿や住宅も多い。

市内に1つだけのホームセンターや、

旬の里直売所には、地元の人もよ

く通う。駅にも近く、賃貸アパー

トや住宅街も多いが、近所付き合

いの濃さはそれほどでもないので、

移住者には住みやすいエリア。

◇学校：稲梓小学校、稲梓中学校

◇駅：稲梓駅

◇特徴：11個の区からなり、松崎

町や河津町に続く道のある山間のエ

リア。里山の中に住宅があり、庭も

広いが、シカや猪、猿の対策は必須。

横川温泉を引くホテルも多く、温泉

水や湧き水が汲める場所もある。空

き家がなかなか市場に出ない為、移

住者は少めだが、農業や自然の中で

ゆっくり暮らしたい人にはおすすめ。

◇学校：下田小学校、下田中学校

◇駅：伊豆急下田駅

◇海水浴場：鍋田浜

◇特徴：10個の区からなり、下田

の旧町内と呼ばれるエリア。飲食店

が多く、ペリーロードや水族館もあ

るため、一年を通して観光客が多く

訪れる。文化会館や銀行、病院、

スーパーなどがコンパクトに揃って

いるため便利。地元民が多く住む。

黒船祭や下田太鼓まつりなどの行事

も多く行われる。

浜
崎
地
区

白
浜
地
区

稲
梓
地
区

下
田
地
区

稲
生
沢
地
区
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下田のマップ

🚄-Train------------------
Tokyo-約2時間30分
Nagoya-約3時間30分
（特急・新幹線利用時）

🚙-Car--------------------
Tokyo-約2時間50分
Nagoya-約3時間50分
（新東名利用時）

アクセス

下田市は6つの地区、40の区からなり、

海・川・山の様々な生活が楽しめるまちで

す。普段、車の渋滞はほぼ無く落ち着いた

町中ですが、夏の繁忙期になると観光客で

混み合い、活気のあるまちになります。



STEP1:移住の目的を明確にしよう！
例えば･･･ 「自然が好きだからすぐ遊べる距離に住みたい」

「温暖で雪の降らない地域で暮らしたい」
「通勤時間を減らして家族との時間を増やしたい」
「毎日温泉に入りたい」etc..

STEP2:家族やパートナーとの話し合い
移住後も楽しく暮らすためには、家族・パートナーとの意思統一が重要です。
これからの長い人生、家族みんなで下田LIFEを楽しみましょう！

STEP3:情報を集めよう！
下田市役所に問い合わせをして、移住資料を送ってもらいましょう。移住相談は
電話でも受付中です。その他SNSなどを活用して、下田の食べ物や生活環境など
詳しい情報を集めましょう。

STEP4:実際に行ってみよう！
実際に下田へ行ってみると、海辺や里山、温泉街、商店街など、地域によって環境
や雰囲気が異なります。写真では掴めない地域の特徴や人の温かさに直接触れてみ
ましょう。移住後の生活をイメージしながら、あなたにあった生活拠点を探してみ
てください。

STEP5:住まい探し
家族で話し合いながら、物件の希望や条件を整理しましょう。下田市空き家バンク
制度の活用や、民間の不動産業者から希望の物件を探しましょう。また、地区に溶
け込むと掘り出し物件も見つかることがあります。

STEP6:仕事探し
移住後の仕事は、ハローワークに相談しましょう。どんな求人があるのか、賃金の
相場など事前に確認しておきましょう。

STEP7:移住にむけた準備をしよう！
住まいが決まり、仕事も決まったら、移住後の生活に向けた準備をしましょう。交
通機関、通園・通学の状況、買い物、遊び場所、危険な場所などあらかじめ整理し
ましょう。ペーパードライバーさんは、車の購入や運転練習をしておきましょう。
また、田舎ならではの伝統や風習が残っている地域もありますので、できれば区長
さんなどに地区の様子などを伺っておくことも大切です。

STEP8:いよいよ移住！！
いよいよ新しい生活のスタートです。お住いの地区の区長さん、組長さん、ご近所
の方へ挨拶をしましょう。楽しく充実した移住生活を送れるように、下田市は移住
後もサポートしていきます！

HOW TO 移住

START

GOAL
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移住希望者さんが下田の風土や環境などを知るために下田で

宿泊する場合、下記の指定施設に宿泊すれば半額補助（一人

につき上限4,000円/泊）が出ます。

【対象施設】

・ペンション桜家・ペンションケーズルーム白浜・ガーデンヴィラ白浜・

リゾートインなかい・ジャスミンロッジ・民宿みどり荘・民宿勝五郎(★)・

民宿和泉・ステップイン白浜～海辺のコンドミニアム～・All you need・

伊豆下田見晴亭・民宿西彦・ＭoonRivage・蒼海の宿ならいの風・小は

じ・外浦ビーチハウスなみのおと・温泉民宿浜屋・アーネストハウス・

オーシャンリゾートボンダイ・ゲストハウスアーヴァン・民宿大久保・お

宿星めぐり

(★)移住定住支援サポーターの宿です。
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・買い物環境

・学校環境

・医療環境

・山の方

・海の方

・先輩移住者や地元の人への案内 etc…

あなたの行きたい場所、見たい場所へご案内します！

いつか移住するために…
まずは、知らない下田を知ろう。

下田移住に向けて使ってみよう！

③下田市移住希望者滞在費補助金（※要事前申請）

①オンライン移住相談（毎週金～日※要予約）

②オーダーメイド型移住ツアー（随時開催※要予約）

下田移住に関する疑問・不安を、オンラインで担当者に聞

いてみよう！平日は市役所移住担当、土日はNPO法人伊豆

in賀茂6の移住担当がご相談にのります。

自宅にいながら下田LIFEを感じよう♬

まずは市役所に
メール予約を！

まずは市役所に
メール予約を！

まずは市役所に
お電話を！



野田政哉(下田歴38年)下田出身/40代
下田の綺麗な海で海水浴、釣りを楽しんでいま
す！農協職員なので農業の相談にものりますよ！

稲田健吾(下田歴1年半)和歌山出身/30代
移住する目的・目標に向かって行動すれば、楽し
い移住生活が待っていると思います！

稲田みのり(下田歴1年半)千葉出身/30代
夫婦+猫+鶏と暮らしています！のんびり田舎くら
しではなく、毎日バタバタ楽しく過ごしていま
す！

蛭田秀昭(下田歴半年)東京出身/50代
下田でサーフィンしてます！仕事より遊びの方が
得意です！

蛭田麻美(下田歴半年)愛知出身/50代
のんびりと暮らすつもりが遊びで忙しいです！

藤井英次(下田歴65年)下田出身/70代
白浜の番⻑！⽩浜地区の祭りや消防団、⽣活の
こと、何でもご相談ください！

土屋尊司(下田歴21年)下田出身/30代
下田にはUターンして改めて気づく魅力がたくさ
んあります！

土屋昌代(下田歴3年)愛知出身/30代
下田で子育てができること嬉しく思っていま
す！

髙木晃宏(下田歴1年半)広島出身/30代
自然が好きで東京から移住してきました。私の
移住体験がお役に立てれば嬉しいです！

村中勇太(下田歴1年半)東京出身/30代
下田での子育て最高！移住を考えている皆様の
お役に立てれば嬉しいです！

下田の移住定住支援サポーターとQ&A

Ｑ. コロナ禍で移住者は増えていますか？

Ａ. 2020年から下田市への移住相談件数はとても増えており、また、移住者さんも倍増して

います。空き家バンクにも沢山のお問い合わせをいただいておりますが、住まいの確保には

お時間がかかることがあります。移住へ向けて余裕をもって活動することをオススメします。

Ｑ.下田市に移住体験施設等はありますか？

Ａ. 下田市は専用の移住体験施設は運営してませんが、移住に向けた体験や見学などを行

う際に市の指定宿泊施設「民宿やペンション」を利用した場合、その宿泊料の一部を助成す

る制度(1人につき最大4000円補助)があります。移住定住支援サポーターが経営する民宿

もありますので、地元の人や先輩移住者に下田のことを詳しく聞ける良いチャンスです。

何度もお気に入りの宿に通いながら、移住の準備をされた方もいます。是非ご活用ください。

詳しくはP11をご覧ください。
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皆さまの移住活動をサポートする

10名のサポーターをご紹介！



Ｑ. 小中高はありますか？

Ａ. 小学校はそれぞれの地区にあり、全部で７校。中学校は現在４校ですが、2022年に１

校への統合が決定しており、住まいの遠い生徒についてはバス通学となります。 高校は

１校あり、分校が隣の南伊豆町に１校あります。小学校の学童保育については、現在、

下田小学校・稲生沢小学校・浜崎小学校・朝日公民館のみの開設となりますので、小学

生のお子様がいるご家庭は注意が必要です。また、市内には看護学校が１校のみあり、

大学はありません。一番近い大学でも下田から片道２時間ほどになりますので、大学進

学時には、ほぼ全員が市内から出ることになります。

Ｑ. 通信環境はどうですか？

Ａ.携帯電話、スマートフォンは、市内のほぼ全域(可住地)で主要キャリアのものが使用

可能です。また、インターネット環境については、平成30年度中に市内全域で光回線が

整備されました。ただし、地形が複雑なため、接続エリアであっても通信速度にバラつき

がありますので、事前にご確認されることをお勧めします。

Ｑ. 車が無くても生活できますか？

Ａ. 中心市街地の中は、半径1㌔の範囲で、衣食住がまかなえるお店や病院・金融機関

もあるので、自転車でも生活を楽しむことができるコンパクトな町です。市内の公共交通

機関は、鉄道・バス・タクシーが運行しており、伊豆急下田駅を中心に市内各地に路線

バス・コミュニティバスが設けられていますが、1日の便数は偏りがあるため、市街地外

に住む場合は自家用車があると便利です。ただ、現在、下田市ではオンデマンド交通な

どの実証実験も進めており、交通システムは今後変わってくるかもしれません。

Ｑ. 地域になじめるか心配です。

Ａ. 都会での生活と異なり、隣近所に誰が住んでいるかわからないということは、ほとん

どありません。地域では、環境美化運動、防災、お祭りなど様々な行事が行われます。

最初は戸惑うことが多いかと思いますが、地域の新しい仲間として溶け込むために、こう

した行事には積極的に参加してみてください。不安や疑問に思ったことは、お住いの地

区の区長さんや、「下田マニア(※)」グループに参加して友達や仲間に色々と聞いてみる

といいかと思います。「下田マニア」の移住交流イベントも年に数回ありますので、ぜひご

参加ください☺ (※)下田市が運営するFacebookグループです。詳しくは、市役所産業

振興課までお問い合わせください。
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Ｑ. テレワークはしやすいですか？

Ａ.現在、下田市ではワーク×バケーションの働き方「ワーケーション」の場として環境整
備を進めており、市内、駅近のワーケーション施設「Living Anywhere Commons」にてテ
レワーク中の方もいらっしゃいます。 Wi-Fi付きの仕事場・宿泊施設はもちろん、海を見な
がらゆっくりと過ごせる環境の中で、是非一度テレワークをしてみませんか。お待ちしてお

ります。詳しくは市役所産業振興課までご連絡ください。

Ｑ. 老後の生活はしやすいですか？

Ａ. 60歳を超えて移住される方も多く、空気も美味しく住みやすいかと思います。ただ、中
心市街地にスーパーなどの買物環境が揃っていますので、郊外に住むと少し不便かと思

います。また、専門的な医療や高度医療が必要な方は、沼津・熱海・三島まで出られる方

も多く、まれに病院のために市外へ引っ越しをされる方もいらっしゃいます。現在お住まい

の地域で、病院通いをされている方は、かかりつけ医によくご相談されることをお勧めしま

す。福祉施設はデイケアを含め、揃っていますのでご安心ください。

Ｑ. 漁業権は取得できますか？

Ａ. 海沿いの地区に住むと、地元の方は海へ入って伊勢エビやアワビ、サザエ、ひじきな
ど時期によって様々な海の幸を獲っています。漁業権は地区によって取得できる時期（移

住してから3年、5年、10年後など）や条件（持家が必須か、船着き場が使えるか、地区の
人の推薦が必要かなど）が異なります。地区によってはとても厳しい条件のところもありま

す。詳しくは地区の区長さんや漁協にお尋ねください。

Ｑ.野生の鳥獣被害はありますか？

Ａ. 下田市も全国的な流れと同様、猪や鹿、猿などの出没被害が増加しており、今では住
宅地の庭先まで出没する状況になっています。野菜や果樹等農作物への被害に止まら

ず、道路の路肩を崩したり、庭を荒らしたり、車との衝突事故が起きたりしています。お住

まいを検討している土地の周辺の状況は事前にご確認ください。

Ｑ. もう少し下田のことを知りたいのですが？

Ａ. このパンフレットの他に、「伊豆下田観光パンフレット」「下田で暮らすための指南書」
「下田子育てガイドブック」「体験案内し～もん」などの資料があります。下田市役所HPや

下田市観光協会HPでご覧いただくか、市役所産業振興課まで資料請求をお願いいたしま

す。また、年に数回、移住希望者向けに発行する「下田移住LIFE通信」があります。 先輩

移住者の生の声や移住相談会、観光の情報が載っています。こちらの購読をご希望の方

は、市役所産業振興課までご連絡ください。



下田市の移住定住支援サポーターの稲田です☺
2019年2月に下田市へ移住！

移住したきっかけや移住後の生活など、まとめてみました！

◆移住までの流れ◆

•2018年9月 移住候補地の石垣島へ旅行中、台風21号で関西空港が閉鎖し兵庫県

へ帰れないというトラブルに遭い、「飛行機乗らなきゃいけない所はダメだ。暖かいし

海綺麗だし伊豆がいいかも！」と思い立つ。

•2018年12月 河津&南伊豆へ短期のお試し滞在中、下田市役所にて移住担当の渥

美さんと出会う。移住してやりたいこと［漁業や畑やカフェの起業］を語り、その日に

外浦地区と物件を案内してもらい、外浦の区長さんにも紹介してもらう。

•2019年2月 猫２匹を連れて、明石市から下田市へ移住。外浦活性化プロジェクト

(※)の第一号として歓迎してもらう。 ※外浦活性化プロジェクトとは…外浦(下田市)

が抱える課題(人口減・少子高齢化による、祭りや海の家、浜清掃 など担い手不足

による地区存続危機)を外部からの移住者によって活性化を目指すこと。

◆移住してからの生活◆

•2月～3月 夫婦２人で家の大改修で毎日ホコリまみれに。改修が落ち着いてきた頃、

就活を始める。下田市の移住定住支援サポーターになる。

•4月～6月 職につく。週末に畑仕事や田植え、飲み会など、お声のかかった所へと

にかくどこにでも顔を出し、知り合いが少しずつ増えていく。

•7月 外浦区の祭りに初参加し、地区の人に移住者として周知してもらう。海の家の

設置準備&シュノーケリングのインストラクターとして準備。

•8月 朝から夕方まで海の家、夕方からは居酒屋と、１日13時間ほど働く夫と、近所

の民宿のお皿洗いを手伝いしたり、都内の移住相談会へ参加したりの妻。

◇自己紹介◇
出身地：千葉県鎌ケ谷市
前住所：兵庫県明石市
現住所：下田市柿崎（外浦地区）
住居：持ち家 (築50年/３LDK) 
家族：和歌山県出身の夫と猫３匹と鶏８羽と犬１頭
現職：下田市役所 臨時職員・移住定住支援サポーター
趣味/特技：猫・海・旅行・マッサージ・女性消防団
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•9月 借りた畑で小さな果樹園作り。畑と田んぼに加え、家の隣の別荘の管理人として
草刈りに追われる。卵の自給自足をしたくて、ひよこを５羽飼い始める。

•10月JAの”緑の教室”へ参加して畑の勉強を始める。大型台風による木の倒木で車
のフロントガラスが割れる。鶏が１羽、野良猫に持っていかれる。

•11月 消防団へ入団(夫)。下田マニアのみんなで芋掘り会。 夫婦で台湾旅行へ。

•12月 夫婦で都内の移住相談会へ参加。家の薪ストーブがついに完成！初めて下田
で年越し。 毎日バタバタと忙しく、一瞬で過ぎていった2019年でした☺

•2020年1月 静岡県の移住ポータルサイト「ゆとりすと」の取材を受ける。移住定住サ
ポーターとして「下田移住LIFE通信NO.1」を発行する。

•2月 下田のローカルテレビ局の番組「やろーじゃ下田」に夫婦で出演。市議の方と移
住について語る。市の主催する「下田若者会議」に出席し、下田についてみんなで考
える。下田マニアのイベントでまち歩きをする。

•3月 新型コロナウイルスが広まり、イベントが全て中止に。仕事は通常通り。

•4月 下田女性消防団へ入団(妻)、下田市初の夫婦で消防団に。

•5月 田んぼを正式に借り、週末は田んぼへ通って草刈り。仲間のみんなに田植えを
手伝ってもらう。

•6月 保護猫を１匹迎え、猫が３匹に。畑や田んぼ作業のためについに軽トラを買う。

◆仕事◆
家のリフォームが落ち着いた頃から夫婦でハローワークに通いはじめ、夫は夏の地区
の仕事が決まっていたため、支障が出ないよう夜の居酒屋さんの仕事を始めました。昼
間は家庭菜園や地区の仕事、田植えなど地元の方とのお付き合いに励み、2020年に
は昼間の仕事も始め、2つの仕事を掛け持ちしていました。妻は移住の際にお世話に
なった下田市役所（臨時職員）の求人を見つけ、応募＆採用。空き家バンクや移住関係
の業務を担当しています。移住する前に「月３万円ビジネス」の本を読み、一つの決まっ
た仕事だけじゃなく何個も組み合わせる働き方もあるんだと学び、移住後は夫婦で短期
のカフェバイト、民宿のお皿洗い、海の家の仕事、地区のお手伝い、下田市の統計調査
員など季節に合わせて様々な仕事を経験させてもらっています。そして2021年4月から
は、養鶏場とカフェ、キャンプ場を開くために準備を開始します。本格的なオープンは秋
頃からですので、完成したら遊びに来てください♪

◆住まい◆
下田市には空き家バンクがまだ無い時期でしたが、外浦にある空き家と持ち主の方を
市役所の渥美さんに紹介してもらい、内覧。その場で即決。家財処分代程度で売買契
約の予定が、「まだ使えそう な家具もあるので処分はこちらでします」と言うと、持ち主さ
んから「じゃあ譲渡でいいよ。」との提案が！！ 後日、ゴミ屋さんに家財を取りに来ても
らい処分。10年以上空き家だったため、雨漏りなど修繕が必要な箇所は所々ありました
が、状態はそこまで悪くなかったです。家の隣には大きな別荘があり、東京の持ち主の
方から草刈りなどの管理を頼まれています。庭が広いので、そちらで家庭菜園もさせて
もらっています。 また、2021年1月に山で農地も取得したので、養鶏と畑をしています。
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◆移住して苦労した事・苦労している事◆
・暖かい時期になると虫（クモ・ゲジゲジ・ムカデ）がたくさん出る・移住一年目は税金が高
い・ガソリンが高い・畑がイノシシに荒らされる・家の改修が大変だった・湿気が多く、梅雨
頃から家の中の物が多々カビる・古い家なので夏は暑く、冬寒い・近所に野良猫が多く鶏
が襲われた・冬場はならいの風が強くて玄関先の物が飛ぶ。

◆移住してよかったところ◆
・家賃がかからない・家が広くなったので猫がのびのび暮らせる・野菜や魚など貰い物が
多く食費が減った・野菜や卵の自家採取ができる・夫婦共通の知り合いが増えた・甥っ子、
姪っ子が遊びに来ると自然の中で遊べる・ 家の近くにうなぎ・カニ・魚・エビ・台湾リス・た
ぬき・イノシシなど色々いる・星が綺麗・海が近い・ 適度な近所付き合い・釣りにすぐ行け
る（家から出港まで５分）・市役所で働いているので情報が入りやすい（補助金制度や農
機具レンタルなど）・収入は減ったけど支出も減ったので貯金にまわせる・田舎でやりたい
ことができる。

◆支出の変化◆
（水道光熱費）移住前もLPガスだったためガス代の変化はなし。下水道料金は浄化槽の
ためかからないが、半年ごとに点検代が発生する。※1回千円ほど。（食費）移住前と比
べると1万円ほど減少。夫の職場で、まかないがほぼ毎日あるのも大きい。外食代は飲み
会に夫婦で参加することも多いので以前と同じくらい。（旅費）移住前は月1でキャンプや
旅行に出ていたため、かなり多めだったが、最近は伊豆で満足！沼津のららぽーとで小
旅行気分に。その代わりに海外旅行に行ったりできます。（テレビ）有線ではなく、地デジ

アンテナを自分で設置したため加入金や月額利用料は無し。（税金等）移住直前までサラ
リーマンだったので移住一年目はとにかく高い。移住後は年収が下がったので、二年目に
は税金も下がりました。（雑費）田んぼや畑を始めたので、軽トラやチェーンソー、草刈り
機、耕運機など初期投資のための出費は増えました。

◆地区のこと◆
外浦地区は海の近くなので住民の方も閉鎖的なのかなと思いましたが、私たちの噂を聞
きつけ挨拶に来てくれたり、親切で優しい方達が多いです。漁業権も3年と他の地区に比
べると短めで、将来船を持ちたければ船着き場もあります。自治会費は年間24000円と他
の地区より高めですが、年に一回みんなで行く日帰り旅行の積立も含まれているようです。
(※2020年の旅行はコロナの為中止でした。残念。)定期的に浜清掃や消防訓練など地区
の行事があり、一家につき一人は参加するよう言われています。自治会に入ったり住民
票を下田市に移す事が、地区に受け入れてもらう第一歩として重要だと感じています。ま
た、祭りや消防団は強制では無いですが、参加する事で顔見知りや知り合いも増え、何
かあった時に頼れる人もできました。

◆人間関係や近所付き合いの頻度◆
晴れた休日は畑に出てくる人も多いので、会えば野菜の成長具合や猪の話で盛り上がり
ます。貰い物をした際、最近は鶏の卵でお返ししたり、手作りケーキをおすそ分けしたりし
ています。近所に住んでいる方は高齢者の一人暮らしも多く、台風の時など、「避難すると
きは一緒に車で行こう」と声をかけ合い、助け合うようになりました。市の職員や移住サ
ポーターが運営する下田マニアというグループでのイベントも数ヶ月に一度あり、農協の
方や市役所の方などの下田人と、移住希望者の方との交流もとても楽しいです。
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◆畑や田んぼについて◆

自分で野菜を作りたいけど、家に家庭菜園のスペースが無い場合、ご近所さんや地元の
人に聞くと耕作放置地を教えてくれることが多々あるかと思います。よそで借りる場合は、
人付き合いや地域柄、水源問題、無農薬などの栽培方法もありますので、特に慎重になら
なくてはいけないと思います。また、農地の利用権設定を市へ申請すれば、猪よけの電気
柵の半額補助などもありますので、一度市役所へ相談してみるといいかもしれません。

◆休日の過ごし方◆
移住一年目は、家のリフォームや畑作り、薪ストーブ作りや薪割り、移住相談会などのイベ
ントへ参加したり、とにかくやることだらけで毎日が仕事みたいな感覚でした。移住二年目
はコロナ禍ということもあり、比較的落ち着いた休日を送っていましたが、自分たちの田ん
ぼでの稲作も始まったので、田植え、草取り、稲刈りなどバタバタと過ごしています。ただ、
移住者の友達も増えてきたのでみんなで旅行へ行ったり、ホームパーティーをしたり、一年
目よりも充実した楽しい日々を過ごしています。

◆今後したいこと◆一緒に外浦を盛り上げてくれる仲間も募集中です！

①カフェ開業でコミュニティ作り

②イベントの企画/開催(ビーチクリーン/海岸映画祭/婚活パーティetc…）

③移住３年後に外浦区の漁業権取得→漁業継承

④手に入れた山を開拓し、キャンプ場作り

⑤飼っている鶏を増やし、養鶏農家として就農。

青い卵を下田の特産品に！

◆最後に◆

移住前は不安だったことも多少ありましたが、話がトントンと進んでいったので流れに身を
任す事にしました。ただ、漠然と田舎暮らししたらやりたいなあと思っていたこと（薪ストーブ
を置くこと、鶏を飼うこと、飲み水を買わない湧水生活、畑や田んぼをやること）が、移住一
年目にはクリアしているので、移住後の願望を持つことは大切だと思います。
移住はタイミングと勢い、そして重要人物となる人との出会いだと思うので、皆さんもどんど
ん現地に足を運んで色んな方とお話ししてみてください。きっと良い出会いや住むべき場
所が見つかると思います！何かお力になれることがあればお手伝いしますので、いつでも
お声掛けください！お待ちしております☺

18 外浦地区のお祭り 初めての田植え

近所のおばあちゃん達とお花見

移住定住支援サポーターLINE
Instagram➡@shimoda_iju



下田市の移住定住支援サポーターの髙木晃宏です！

2019年5月に東京世田谷から下田へ移住してきました。2020年1月に第1子が生まれ、

絶賛子育て中、妻、子の3人家族です。

移住を決めた理由はいくつかありますが、都心と比べて生活費が断然安い、大自然

を満喫できる、妻の地元という点が大きかったです。また、これは移住してから分

かったのですが、子供の医療費が18歳まで無料ということなので、負担が軽減され

とても有難いと思いました！

私は海釣りが趣味なので、日本屈指の釣りスポットが近所になり、シーズン中は毎

朝日の出前に海に出かけて竿を出しています。釣った魚はもちろん新鮮で美味しく、

専ら自分で捌いてお刺身で頂いています！

仕事は移住前から東京でIT系の事業をしており、現在のメインは東京のお客様のお

仕事をリモートワークで対応しています。昨今の情勢により在宅勤務が普及しはじめ

てきたので、どんどん浸透して移住のハードルが下がればと願っています。

生活面では意外と困ることは少ない気がしています。スーパーはマックスバリューが

24時間開いてますし、コンビニもそれなりにあります。ただ、東京と比べるとやはり飲

食店が少ないと感じてしまいますね。私はラーメン好きなのですが、ラーメン屋が少

ないので、三島方面へ遠出する際はラーメン屋に立ち寄ることが多いです（笑）。と

はいえ下田に住むようになったからには、自給自足を視野に食を楽しんでいくのが

良いのかなと思っています。

今後は下田への貢献度を高めていきたいと思っていて、移住定住支援サポーターも

そうですが、自分だから出来そうなことを探してトライしていきたいと思います。いず

れ皆さんとお会いできれば嬉しいです！よろしくお願いします！

先輩移住者インタビュー②

奥さんの地元にＵターン

安心して子育てができています。
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先輩移住者インタビュー③

20

初めまして。移住定住支援サポーターの土屋尊司です。
私は下田出身、民宿生まれ、民宿育ち。大学入学を機に
県外に出て、学生時代、社会人と県外で過ごしました。廃
業していた祖父母の民宿を引き継ぐことを決め、2017年に
Uターン移住し、2018年に温泉民宿勝五郎を再開業しまし
た。宿泊業の傍、複業として前職のスキルを活かした設
計・デザイン、イラストの仕事などもしています。 愛知出身
の妻と子（もうすぐ３歳）の３人で楽しく暮らしています。

移住して再発見した下田の魅力
移住してすぐに子供が生まれたこともあり、子育て環境の
良さは誰よりも実感しています。昔と同じように近所の方々
も一緒になって子供を可愛がってくれる環境です。自然に
囲まれ、のびのびとした生活ができるのは下田の最大の
魅力だと思います。一度外に出て、住み慣れた環境をリ
セットしたことでその魅力を再発見することができました。

都市にはない地方の生活（サラリーマンから自営業）
サラリーマンの時代は帰りが遅くなるなど、夫婦で一
緒に夕食をとることが少なかったのですが、今は自営
業のため家族揃っての食事が当たり前になっていま
す。自分たちのペースで仕事をしているのでストレス
も少なく、充実感を得ることができます。もちろん収入
面での不安定さはありますが、自分たちで責任を持っ
て自分たちらしく生活できています。

地元に戻ろうと思ったもう１つのきっかけ
「生まれ育った民宿、自分を育ててくれた祖父母の
民宿を無くしたくない！」とUターン移住を決めまし
たが、もう１つの決め手は「自分が育った魅力的な
環境」という思い出でした。子供の頃の楽しかった
思い出が移住を後押ししてくれた気がします。

これからの環境づくり
新型コロナの影響もあり今後は地方での生活がさらに見直されてくると感じています。今や
りたいことの１つが、「移住を含め、Uターンしたいと思う子供たちを増やすこと」です。自分
たちの移住経験を含め、新しい働き方や過ごし方を伝えていくことで、少しでも多くの人が
「下田に帰りたい、住みたい」と思える環境をつくっていきたいと思っています。

温泉民宿勝五郎
415-0012
静岡県下田市白浜2189-1
TEL : 0558-22-1937
Mail : info@katsugoro.com
H P : http://katsugoro.com

是非一度遊びに来てください！
海を感じながらいろいろなお話
しませんか？移住のこと、これ
からの下田のこと。

今でも虫は苦手です…

mailto:info@katsugoro.com
http://katsugoro.com
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先輩移住者インタビュー④

下田にはもともとサーフィンでよく訪れていましたが、移住するとなると、今までと違っ
た情報が必要となりました。そこでとても助かったのが下田市役所移住担当者から紹
介されたFacebookの「下田マニア」グループでした。
下田市在住のメンバーが家や仕事のことなど親身になって相談にのってくれました。
おかげで知り合いがどんどん増え、移住への不安が期待へと変わり、理想の家を借
りることもでき移住。さらには移住5日目に畑を借りることもできました。仕事も見つか
り、まさにトントン拍子に進みました。

移住して初めての去年の夏、夫婦でウナギ釣りにはまりました。
下田マニアのメンバーとともに仕事終りに夜な夜な出かけ、満天の星空やホタルの飛
び交う田園を楽しみながら行う釣りは時間を忘れます。もちろん自分で釣ったウナギ
の味は最高です！
鹿やイノシシ肉、すっぽんなども手に入り、食べきれないので、外食はたまの楽しみと
して行く感じです。

下田市の移住定住支援サポーターの蛭田です。
夫婦２人と猫２匹で下田の街中に住んでいます。
人生100年時代。私たちは50歳を機に神奈川県から下田へ移住
を決めました。
夫婦二人とも東京でテレビ制作の仕事をしており、始発出社・終
電帰りはしょっちゅう。そんな時ふと「もう充分働いたのではない
か？」と感じるようになりました。第二の人生はのんびりとした時
間を過ごそうと。

街中に住んでいるとほとんど不便を感じません。車がなくても
役所やスーパー、病院にも歩いていけます。坂道も少なく海沿
いの散歩も素敵です。ただ、少し物価が高いように感じます。
特に魚は新鮮な魚がもう少し安価で手に入ると思っていたので
すが…外食も観光地価格のお店が多いです。でも大丈夫で
す！
地元の方々と仲良くなれば、新鮮な魚もとれたての野菜ももら
えます！！（たぶん！）もしくは釣りに行きます。

私たちの場合は、結局あれやこれやと手を出して下田
での生活を忙しく楽しんでいますが、静かに暮らした
いって人も、移住定住支援サポーターに相談すれば、
その人にあったコーディネートをしてくれると思います。
私たちもまだなりたての移住サポーターですが、できる
限りのお手伝いができたらと思っています。

一度きりの人生、ぜひ下田で素敵ライフを！
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先輩移住者インタビュー⑤

はじめまして、下田に移住した村中勇太と申します。
私は東京港区の出身で約1年前にＩターン移住しました。同じく
東京出身の妻と4歳の子供が１人という家族構成になります。
東京では実家が営む飲食店で仕事をしていました。妻とは休み
が別々で就業時間も違うことから、私が理想としていた家族の
時間を多く過ごすということが出来なかったことが移住を考える
きっかけの１つでした。

現在は、地元ケーブルテレビ局で工事部門の仕事をしています。前職が畑違いの職種
なのにも関わらず雇って頂き、期待に応えるべく頑張っています。そして私が勤めている
会社は、静岡県の移住・就業支援制度に登録してある会社でしたので、移住する際に補
助金が出たという事も移住へ背中を押してくれた大きな原因の１つでした。仕事を探す
際に条件としたのが休みと就業時間でした。家族と過ごす時間をたくさんとるというのが
移住の一番の目的でしたので、職種は選ばずこの２つの条件で探しました。

そして何より素晴らしいのは『人』なんです。みなさん本当に良くして下さります。隅々ま
で紹介させて頂くと、とてもこのページでは収まりきらないので、みなさんと直接お話しが
出来る機会があればお話し出来たらいいなぁと思います。お世話になった、なっている
下田市内外の方々がいなければ私達の移住は実現していないと思います。

下田の素晴らしいところは海の青さ、豊かな自然、東京との
距離感、比較的温暖な気候などなど、下田へ移住しようと考
え調べだした方なら知っていると思います。そしてそれらは
全てその通り素敵です。
もちろん東京に比べると飲食店が少なかったり洋服を選べる
ところが少なかったりと困るところもありますがインターネット
で買い物したり出来るし食べるところは少ないかもしれませ
んが、友達の家でバーベキューしたりできるところはなかな
か都会では出来ないことだと思います。

移住して1年が経ち、下田市移住・定住支援サポーターに登録させ
て頂きました。
自分も移住する前に先輩移住者さんにお話しをお伺いしたことが
下田移住へのさらなる後押しになりました。逆にここには書ききれ
ない良いところだけではなく悪い面、苦労した事などもぜひ聞いて
下さい、お話し出来る事は全てお話しします！その上で下田へ移
住してくれたらとても嬉しいです。そしてみんなで楽しく過ごせたら
いいなと思います！
これから移住を考えている方に、今度は私が移住・定住支援サ
ポーターとして協力出来ればと思っています。どうぞよろしくお願い
いたします。
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先輩移住者インタビュー⑥

皆様、はじめまして。
下田市地域おこし協力隊の青木真です。
昨年の10月から下田へ移住し、現在は吉佐美の入田浜エリアに
住んでいます。出身は京都で、大学を卒業してからは、オーストラリア、
東京、湘南に住んでいました。

2019年に初めて下田を訪れた際に、美しい海や山などの自然、温泉、地元の方の優し
さに感動し、その後も度々、下田に訪れていました。

家も、希望していたサーフィンのできる海に近い吉佐美地区の一軒家を借りることがで
き、毎日海を眺めなら暮らしています。

現在は、商工会議所を拠点に地域おこし協力隊の活動に携わっています。

最近は耕作放棄地をお借りして畑の勉強も始めました。
ご近所の方が畑作業、害獣対策などを丁寧に教えてくださり、人間同士の絆や地域の
交流の大切さを改めて実感しています。

今後は、釣りや狩猟などにも挑戦しつつ、より深く下田を知りたいです。

地域おこし協力隊としては、中心市街地の活性化、空き店舗を活用しての活動や、映画
や音楽、工芸などを含めた芸術祭、地元の生産者さんと共同しての商品開発なども行
なっていきたいです。

お世話になっている地域、下田に貢献できるように頑張って
いきたいと思います。

皆様、よろしくお願い致します。

都内で映像、デザイン、webページ、イベントなどの企画制
作会社を運営しており、自宅での作業が主という理由や、コ
ロナ禍もあり、より自然豊かな環境で暮らしたいという思い
から、下田への移住を決めました。

下田市役所の移住相談窓口に問い合わせたところ、下田市
の地域おこし協力隊がちょうど募集をしていることを聞き、ま
さに自分のしたかった地域貢献ができる！とすぐに面接を
受け、運よく採用していただきました。地域に関わり、地元の
皆さんと活動したいと考えていたので、ありがたい御縁に感
謝しています。

お気に入りのピクニック、
散歩スポットの爪木崎

商工会議所の竹燈活動。
竹林から竹を切り運ぶ作
業も楽しんでいます。
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下田ローカル人より皆様へ

下田市移住定住支援サポーターをしている野田です。

学生時代に下田を離れた以外はずーっと下田生まれの

下田育ちです。下田のいいところをローカル目線で紹介します。

下田のいいところ（四季）

下田は都会的な娯楽遊興施設のゲームセンター、映画館、ボーリング場はありません。

では、この暇な田舎で庶民はどのように過ごしているのでしょう！

春は近所（車で20分）の河津桜祭りや南伊豆のみなみの桜や菜の花の見物へちょっと出

かけてみたり、知り合いの畑でたけのこ堀りや散歩しながら明日葉を探したり、磯の潮溜ま

りで網を片手に子どもと一緒に磯遊びもおすすめです。４～５月の海の水温は冷たいです

が、まだ人も少ない砂浜で足だけ水につかりながら贅沢に遊ぶのもいいですね（駐車場も

シーズンオフなので無料）。６月の日本一の紫陽花公園は朝と夕方に散歩するのがおすす

め、公園から見下ろす、下田の町並みは格別なものがあります。

夏の海水浴は好きな時間にいつでも行ける、朝でも、仕事終

わりでも、サーファーは波の都合で仕事さぼったり。近所の

海なら歩いて行ける！

秋は虫の声や星空が心をいやしてくれる。冬の下田は雪が

10年に一度降るかどうか、積もることは滅多にない。寒がり

には最高な土地です。温泉好きなら日帰り温泉は、旅館ホテ

ルも日帰り入浴あります。銭湯の昭和湯はお湯が熱すぎで

すが、熱い風呂好きにはたまらないはず。

下田での趣味

私は釣りが大好きなので、一年中釣りをしています。アジやサバなどの

小物が釣れて小さい子供も楽しめるファミリーフィッシングから、東日本

きっての磯釣りの聖地である下田沖根（神子元島・横根・石取根）での

ダイナミックな磯釣り、船釣りでは遊漁船に頼めば下田名物の金目鯛だって釣れ

ちゃうんです。伊豆七島へのアクセスの拠点として新神汽船のフェリーあぜりあ丸

も就航してますが、式根島・神津島などへの渡船基地に

なっており日帰りで伊豆七島の釣りもできます。
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最後にひとこと

下田は居酒屋が充実してます。チェーン店はさほど

ないので、勇気をだしてお店に入れば、行きつけの居

酒屋が自然とできます。そこで知り合う常連のコミュ

ニティにすぐ参加できます。下田は開国のまちなので、

来る人拒まず！こっちにおいでよ！どこから来た

の？と、すぐに声をかけられます。

下田の夏祭りは激熱です！８月の14.15日開催なの

で気温も激熱ですが、参加している市民の皆さんの

情熱も熱い！見ているだけではもったいない、よそ者

だから祭りをやらせないなんてことはありません。そ

こが下田の良いところ！是非参加しましょう。何倍も

楽しいですよ。まだまだ語りつくせぬ下田は最高で

す！

下田での子育て

自分には中学1年、小学校4年、小学校2年生の男三兄弟の息子たちが

います（妻も下田生まれ下田育ち）。自由気ままにご近所の迷惑も顧み

ず、大声で兄弟げんか、田舎だとご近所さんも家族構成を理解してもら

え、騒がしいのも理解してもらえるので、遠慮なく大騒ぎさせていただい

ています。通学も徒歩圏内。我が家は下田のシンボルロードのペリー

ロードが通学路なので、朝の澄んだ空気の町並みを学校まで送りなが

らの朝散歩も日課です。海、山、川すべてのフィールドで自然を満喫さ

せ、下田っ子に育てています。子供たちが将来大きくなって、子育て世

代になっても、下田で暮らして欲しいと思います。子供にも下田の方言

「○○だら～」が自然と身に付き、会話にも下田愛が詰まってます。

子どもも
大好き♡下田の
ゆるキャラ、
ぺるりん！



下田の生活

日常の生活では市内にスーパーや家電量販店、日常雑

貨店があり日常生活で使用するような物は大体手に入

れることが出来ます。流行りの物などは以前は、東京や

神奈川などに出て買っていましたが、ネット販売の充実

からネットで購入が簡単に行えるようになったことから特

に困ることはなくなってきました。

26

下田市役所移住担当者より皆様へ

下田市とは！

下田市は伊豆半島の先端に位置し、山や海の豊かな自然に囲まれた人口21,000人程度の

小さな港町です。古くはペリー提督が黒船を率いて来航した開国の町として知られており、

町のあちらこちらに歴史的な建造物やエピソードがあり歴史的

町歩きが楽しめます。毎年５月には黒船来航を記念した国際色

豊かな黒船祭を開催しており、多くの観光客で賑わいます。

名物としては、日本一の水揚げ量をほこる金目鯛、イセエビ、

アワビ、サザエ、岩のり、はんばのり、干物などの海産物や明日葉、ふきのとう、山芋など山

の幸も豊富で食を豊かにしています。

下田名物！

市の自慢は何といっても海です。白浜を代表とする白

い砂浜の９つのビーチがあり毎年、夏になると海水浴

やサーフィンなどを楽しむ人でにぎわいます。

また、近年では、ビーチヨガやノルディックウォーキングなどの海洋浴も注目を浴びていま

す。その他、日本屈指の釣りやダイビングのスポットも多く、初心者向からベテランまで幅

広く楽しめます。また、下田というとどうしても海ばかり注目されますが、山も近くにあり温

泉やハイキングなど楽しめます。山からの眺めは非常によく天気いい時には伊豆七島の

利島、新島、神津島、三宅島などを望むことが出来ます。海と山の距離が近いことから両

方が気軽に楽しめることが下田の特徴とも言えます。

※写真は都内や下田での

移住交流会の様子です。
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の交流が盛んになりました。それに伴い、移住してくる方が多くなっています。シャッター街も

新規開店の店も徐々にですが出始め活気も戻りつつあります。

市の取り組みとしては、地元の人、移住された方とコミュニティー構築し、移住相談会や交流

イベントを実施しています。移住希望者にとっては、地元の方や先輩移住者と相談や

交流をすることにより、従来の市役所職員との相談のみに比べ、

得られる情報の量が大幅に広がり移住へのイメージがしやすい

と好評です。また、移住前から下田に気の合う相談相手（仲間）

が出来ることにより、移住前はもちろんのこと移住後もわからない

ことの相談相手がすでにいるということが、移住への安心感へつながると思います。その他

下田の移住交流

しかしながら、全国的にも問題となっている、少子高齢化や

東京一極集中化により一時期は人口が減少の一途をたどり

新規出店もなく中心市街地はシャッター街となりどうなること

かと心配しましたが、最近では、情報伝達技術の発展や働き

方改革により都会と田舎の距離が近くなり地元と首都圏等

にも空き家バンク制度、お試し宿泊補助制度、移住

定住支援サポーターの設置などの体制が整ってき

ましたので、以前に比べると移住への敷居は低く

なってきていると思っています。また、最近のコロナ

禍の影響で首都圏から地方への人の動きが更に

加速していくと言われており、実際に市への移住相談も昨年より増えています。下田市

では、ワーケーション事業(ワーク×バケーション)やテレワークのできる環境整備を日々

進めており、首都圏に通わなくても仕事ができる仕組み、多拠点生活の促進のための

環境を整えていますので、現在の仕事を持ったまま下田移住も可能だと思っています。

もちろん下田の企業への就職・転職も推進しています。昨年度より、国からの移住補助

金(世帯100万円・単身60万円)や起業支援金などの活用事例も数件ありますので、仕

事の面含め、ぜひ一度ご相談くださいませ。

移住定住支援サポーターやNPO法人、市役所一同

みんなで、移住前も移住後もサポートしていきます！

ぜひ！移住するなら下田だら！ 移住担当者より



一度きりの人生だから。

あなたの夢に生きよう。

下田市を新たなフィールドとして
選ぶ方を様々な形で支えます。

ぜひご相談ください。

◆ 移住希望者のご相談
（空き家バンク・市内見学・滞在補助等）

◆ 移住後のサポート・住民との交流
◆ ワーケーション実施・受入れのご相談
◆ 市内での就業・創業の支援

【お問い合わせ】

下田市役所 産業振興課
（担当：地域経済促進係）

〒 静岡県下田市東本郷1-5-18
☎ 0558-22-3914

✉ sangyou@city.shimoda.lg.jp

下田市 ワーケーション

下田市 移住
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