富士宮市職員採用案内

富士山の麓で
働こう！！

世界遺産富士山のまち

富士宮市

世界遺産
富士山のまち

富士宮市

富士宮市って どんなまち？
富士宮市は、富士山の南西麓に位置し、富士山の恩恵を受けながら発展してきました。
「富士山本宮浅間大社」をはじめとする『歴史文化』、市内のどこからでも見るこができる
「富士山」、「朝霧高原」、「田貫湖」といった『美しい自然景観』、富士山の恵みを活かし
て生産された農産物、にじます、日本酒といった『美食』など、美しさに彩られたまちです。

富士宮市

富士宮市は
こんなまちを
目指しています！！

富士山の恵みを活かした
元気に輝く国際文化都市

富士宮市の見どころ
富士山本宮浅間大社

静岡県富士山世界遺産センター

全国に数ある浅間神社の総本宮で、世界遺産富士山の構
富士山の歴史、文化、自然などを国内外の多くの方に、
成資産の一つ。主祭神は美人伝説で知られる木花之佐久夜 多角的に紹介する施設です。
毘売命(このはなさくやひめのみこと)で、家庭円満・安産・子安・水
徳の神とされ、全国でも人気のパワースポットです。
中央の木格子で覆われた逆円すい形のフォルムは「逆さ
富士」を表現しており、内部のらせんスロープは、壁面に
また、木花という御神名から桜が御神木とされており、 投影される登山道の風景を楽しみながら富士登山を疑似体
境内には500本の桜が奉納されています。
験できます。

朝霧高原

白糸ノ滝

富士山西麓に広がる広大な牧草地帯。大迫力の富
士山がそびえ、さえぎるものが何ひとつないない解
放感が訪れる人を魅了します。

世界遺産富士山の構成資産の一つ。絶壁から絹糸
を垂らしたように流れ落ちる優雅な様からその名が
ついた「白糸の滝」。

現在では、富士山をバックにのんびりと草を食す
牛たちが、もっとも朝霧高原らしい風景として愛さ
れています。

富士山の雪解け水が地層の境から流れ落ちたもの
で、高さ20ｍ、幅150ｍに及ぶ日本屈指の名瀑です。

富士登山(富士宮口)

登山口の１つである富士宮口は、車で行くことが
できる五合目の標高が2400ｍと一番高く、山頂への
登山は5～7時間です。
また、日本最高地点の剣ヶ峰や浅間大社奥宮、山
頂郵便局へ行くのも最も近いルートです。
毎年、7～8万人が富士宮口から登山しています。

西山本門寺

富士山麓における日蓮系統の5大寺院「富士五山」
のひとつで、国指定重要文化財をはじめとした貴重
な文化財があります。
境内にある樹齢500年の柊の根元に織田信長の首が
埋葬されているとの伝説があり、首塚が築かれてい
ます。毎年11月には、この伝説に由来する「信長公
黄葉まつり」が盛大に開催されます。
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富士山本宮浅間大社奥宮

富士山の8合目以上は、富士山本宮浅間大社の境内
地で、御神域です。富士宮口の頂上に鎮座し、登山
者を迎えてくれます。山頂の御朱印や限定のお守り
など授かることもできます。
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また、この奥宮では結婚式を挙げることができ、
毎年10数組のカップルが結婚式を挙げています。

柚野の棚田群

地域全体が棚田で構成される美しい景観として、
柚野の棚田群は「静岡県棚田等十選」に選ばれてい
ます。
富士山を背景にした棚田のある景観は、ほかの地
域にはない素晴らしいものです。
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このまちだから、できる仕事がある！！
唯一無二の「世界の宝」を 守り生かす

企画部

富士山世界遺産課

富士山の恵みを受けて まちとひとが輝く
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人を迎え入れるための 環境を作る

富士山世界遺産課は、2013年6月にユネスコの世界文化遺産
に登録された「富士山」を守り、生かすことを使命とし、その
ＰＲを事務職が、環境整備を技術職が担っています。

富士山の価値を 広く伝える

富士山の価値を学んでもらうために、文化財としての威厳を
保ちながら、来訪者へのおもてなしとして、トイレ、見学ルー
ト、案内所、駐車場などの環境を整備しています。

↑世界わくわくツアーで構成資産の価値を熱弁する事務職員

富士山は「信仰の対象と芸術の源泉」としての価値が認めら
れ、世界遺産に登録されました。これを具体的に証明できる建
築物や場所を「構成資産」と呼び、富士山本体と合わせて「世
界遺産 富士山」です。
また、富士宮市内には、県内最多6つの構成資産があり、そ
の中でもまちなかにある「富士山本宮浅間大社」や北部の「白
糸ノ滝」は、観光名所として知名度が高く、多くの観光客が訪
れています。
一方、山宮浅間神社、村山浅間神社、人穴富士講遺跡は、知
名度も低く、今後は、観光客の回遊性を検討するとともに、少
しでも多くの観光客に魅力や価値を知ってもらえるようなイベ
ントを企画しています。

新たなランドマークを 生かして

↑構成資産で測量する技術職員

一つのものを作り上げる 喜びがある
構成資産の一つ「白糸ノ滝」は、観光地ならではの売店が連
なっています。
しかし、建物の老朽化や崖の崩落など様々な課題が生じてい
ます。
現在、これらの課題を解決するため、売店の集約化や電線の
地中化などの整備に取り組んでいます。

2017年12月にオープンした静岡県富士山世界遺産センターは
富士宮市の新たなランドマークとして人気の観光スポットとな
り、これまで約70万人の入館者を迎えています（2019年5月現在）。
市は、センターを訪れた観光客を富士山本宮浅間大社や商店
街に引き込みながら、まちの活性化を図っています。

このまちだから、できる仕事がある！！
このまちに暮らす人の幸せを願い

市民部

地域に寄り添う

女性が輝くまちづくり推進室
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[2016年に新設]

「お母さんが輝く」まちづくり

オリジナル企画で、女性が輝くまちを目指す

お父さん・お母さんの 気持ちに寄り添う

女性が輝くまちづくり推進室は、女性の活
躍や男女共同参画をより推進するため、2016
年に新設されました。
地域の実情や実態を把握して、柔軟な思考
で多数のオリジナル企画を実現しています。

他ではできない企画が 実現する
子育て真っ最中のお母さんたちが運営するＮＰＯ法人と協働
して「ふじのみやベビーステーション」(略して「ベビ＊ス
テ」)を実現しました。
「ベビ＊ステ」とは、市内のコンビニエンスストアで
①子育て理解や支援を学ぶ指定講習会に参加
②店舗での粉ミルク用のお湯提供
③店舗での紙おむつ販売
の３点を満たすコンビニのことです。
現在、40を超す店舗に登録していただき、ステッカーやのぼ
り旗などで認知を広げています。

よくある婚活とは異なり、富士宮の「みや恋」は、「出会い
の場」として、気軽に参加できるような仕掛けをしています。

企業本社、現地店舗、利用対象のお父さんお母さん、協働相
手などと密に連絡・連携することで、お互いの立場を理解し合
い、それぞれの長所を活かして、「安心して子育てできるまち
づくり」という共通の目的を実現することができています。

富士宮市の強みで 参加者を引き寄せる

「お母さんだから、できる」をサポートする

イベントでは、富士宮市の強みであるラフテイングやＢＢＱ
を取り入れています。
参加者には大変楽しく過ごしていただき、毎回抽選になるほ
どの申し込みをいただいています。

ワークライフバランスに取り組む
働き方改革の一環とし
て、まずは庁内からイクボ
ス理解への取り組みを進め
ています。

だれもが働きやすい 社会づくり
イクボスとは、
「部下のワークライフバランス(仕事と生活の両立)を応援し、
組織としての業績を上げるとともに、自らも仕事と私生活を楽
しむ「イクボス」になることを宣言します」(富士宮市イクボ
ス宣言書抜粋)
の考えに賛同し、宣言・実践している管理職のことを言いま
す。

「ベビ＊ステ」の取
り組みによって、「お
母さんたちのやってみ
たい！」がさらに高
まって生まれたのが
「ふじのみやハハラッ
チ」です。
「ふじのみやハハラッチ」とは、市内の施設やサービス、お
店、イベントなどを取材して、富士宮の魅力を情報発信してく
れるお母さんたちのことです。
子育て中のお母さんだからこそ思うこと、感じることを、そ
のまま発信しています。4年目になり、ハハラッチのライター
も記事も充実し、昨年度は、年間約20万プレビューをいただく
までに成長しました。
ハハラッチは、お母さんたちが事業運営をしているため、会
議は通常子ども連れで行われ、お母さんならではのアイデアを
随時活用し、子育て状況の変化に対応しながら進めています。
ハハラッチによって、
①富士宮市のシティプロモーション
②ライターであるお母さんたちの社会的活躍
③読み手側お母さんたちへの子育て支援情報の提供
を実現し、今後もその拡充に努めています。
市民と市が協働し、長期継続して実施している事業として、
他の事業のモデルとなっています。

このまちだから、できる仕事がある！！
アニメの再現によるシティプロモーション

企画部

おじキャン▲

市内の魅力スポットが多数登場する
アニメ『ゆるキャン△』をＳＮＳで全力応援！！
富士宮市のシティセールスでは、「美し
さ」をテーマに「富士宮市での住みやすさや
文化、富士山からの恵みを受けた自然資源な
どの魅力を知ってもらい、全市的なシティ
セールスにつなげていく」ことを目標にして
います。
その具体策として、朝霧高原など市北部の雄大な自然とそこ
をフィールドに展開されるアウトドアスポーツ、レジャーによ
る魅力の積極的な発信を掲げています。
一方で、市内の魅力スポットが多数登場するアニメ『ゆる
キャン△』と出会い、テレビ放映も決定したことから富士宮市
として『ゆるキャン△』をどうやって応援していくか、出版元
の芳文社を訪問し、担当者と協議しました。

アニメ『ゆるキャン△』（作者：あfろ）
雑誌『まんがタイムきららフォワード』（芳文
社）で2015年7月号から連載開始、2019
年4月現在8巻の単行本が発刊されている。
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アニメに登場するのは、キャンプ好きの女子高校生。題名の「△」は、「テント」を表す。キャンプ
場でテントを張って過ごす楽しみ方、野外調理などのアウトドアの魅力、目的地や目的地に着く
途中の自然や景観の素晴らしさなどをグループや個人で楽しむ様子が描かれている。朝霧高原
のキャンプ場、レジャー施設ふもとっぱら、道の駅朝霧高原などの市内の魅力スポットが多数登場
している。

まちづくりに 情熱を注ぐ
「おじキャン▲」は、投稿
用の素材づくりのため、アニ
メや原作の漫画に登場した市
内のシーンを選び、ロケや撮
影を行いました。
毎週放送日前日には、市公
式フェイスブックと市公式ツ
イッターで『ゆるキャン△』
の放送をお知らせしました。

ワクワクしながら 挑戦する
同じ目標を持つ 仲間がいる

職員で出し合った色々なアイデアの中から、意外性で目をひ
き効果的な広報を実現するため「アニメのシーンを忠実に再現
した写真をＳＮＳで発信する！！」ことを決めました。
これにより、企画戦略課と情報発信課のアラサー＆アラ
フォー職員が集まった「おじキャン▲」が誕生しました。

楽しみながら真剣に「おじキャン▲」！！
アニメに出てくるシーンを実写で再現するため、市内の広い
キャンプ場を訪問し、角度を見ながら一歩ずつ移動して撮影場
所を決めました。
市立中央図書館で
は、『ゆるキャン△』
の特別コーナーを開設
し、単行本のほか、
キャンプ、アウトドア
関連図書を紹介しまし
た。

アニメポスターを再現した投稿は、ツイッターで１万ＲＴを
超えるほど拡散し、ネットニュースでも取り上げられるなど、
大反響となりました。
アニメの中で舞台となったキャンプ場には、明らかに「今ま
でとは違う層」のお客さんが増え、アニメファンが聖地巡礼を
楽しんでいます。
2018年3月のテレビ放送
終了に合わせて、「おじ
キャン▲」の活動も一旦終
了しました。
2020年1月からショート
アニメ『へやキャン△』が
放送開始予定。
「おじキャン▲」の復活
あるか!?

先輩
Interview
１

一般事務

[主な配属先]
窓口業務、総務、税務、産業、環境、保健福
祉、まちづくり、教育等幅広い分野における
一般的な行政事務

広報紙やラジオエフで ゴミ減量の啓発を 積極的に行っています！

応援メッセージ
8：30 始業
メール・スケジュールなどの確認
10：00 富士山麓環境パトロール
12：00 昼休み
13：30 ラジオエフ出演（環境啓発）
14：00 報告書作成など

環境部

生活環境課

廃棄物対策係

時には自分一人では解決できな
こ い問題が起こってしまい、困るこ
ともありますが、先輩方からアド
バイスやフォローをしていただ
き、乗り越えています。
市民の皆さんから「ありがと
う」と感謝の言葉をいただくと、
とても嬉しい気持ちになります。

17：15 終業
17：30 帰途へ

ぜひ一緒に働きましょう！
待っています！！

セルナルド 祐慈
平成29年度
一般事務職採用
(2017年度)

Ｑ

どんな仕事をしているの？

いつでも いつまでも きれいなまちを目指して
生

生活環境課では、市内の生活環境を安全で快適に保つために、環境
保全・環境美化などを推進しています。
その中でも、私が配属されている廃棄物対策係は、主に、ごみ減量
化や廃棄物処理などの環境美化に取り組んでいます。

私は、学校や団体へ出向きごみの減量方法などについて説明し、市民の皆さんに環境美化に関する意識を高めていただ
くための「出前講座」を行っています。
広い場所で行うこともあるため、はきはきとした声で話をするなど、分かりやすくて面白いと感じてもらえるように意
識しています。その効果もあり、私が小学校で説明するときには、児童の皆さんから大きな反響があります。
また、世界遺産に登録された富士山の景観を保つため、地元の地理に詳しい方と一緒に市内北部を中心に「富士山麓環
境パトロール」を行っています。そこで、空き缶や弁当容器などのポイ捨てごみや家庭ごみ、洗濯機やタイヤなどの不法
廃棄物等を見つけ次第、回収し処理しています。

Ｑ

仕事のやりがいやおもしろさは、なんですか？

自分の生活に 密接に関わる仕事ができる
入庁当時、市役所の仕事は窓口業務やパソコンでの事務仕事が多い
イメージがありました。
しかし、実際は、不法投棄のパトロール、学校などでの出前講座、
ラジオエフへの出演など業務は幅広く、「これも市役所がやる仕事な
んだ」と驚くことが何度もありました。
自分なりに工夫したり、新しいことに挑戦できることは自分自身の
成長に繋がり、それを日々実感しています。

先輩
Interview
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土木技術

[主な配属先]
道路、河川、都市計画、上下水道等の計画・
設計・工事監理業務

窓口業務や設計業務だけでなく、現場に出て 作業を行っています！！

8：30 始業
メール・スケジュールなどの確認
9：00 現場調査 測量を行う
10：30 帰庁
現場での測量結果をまとめる
設計業務
12：00 昼休み

都市整備部

道路課

維持係

13：00 現場調査 道路路肩の草刈り
15：30 帰庁 設計・積算業務

若林大知
平成30年度
土木技術職採用
(2018年度)

Ｑ

どんな仕事をしているの？

より安全に より快適な整備を目指して
今ある道路の側溝の整備や舗装の打ち直しなど市民の皆さんが利用
しやすくなるように、道路維持工事の発注を行っています。
そのほかにも、市内の橋梁の点検、土地利用開発事業の際の道路に
関する検討や指示業務、台風などの災害や警報等が出た際の対応など
も行っています。
現場で、簡易な修繕や応急的な復旧が可能な場合は、業者に委託せ
ず職員が行う場合もあります。
施工現場を見ないとわからないことや実際に作業を行うからこそ知
ることができることもあるので、仕事をすればするほど、仕事への興
味が湧いてくる仕事だと感じています。

Ｑ

仕事のやりがいやおもしろさは、なんですか？

多くの方の生活の一部として ずっと残る仕事を担う
道路は、多くの方の生活の一部であるため責任の大きさを実感し、
やりがいを感じています。
基準や法律、施工方法を覚えるなど、勉強することはたくさんあり
ますが、これまで自分自身も利用してきたものが、どのように作られ
ているのかを間近で知ることができるのは、この仕事の面白さの一つ
だと思います。
設計や現場確認をしていると、どのような復旧や修繕を行えばよい
のかという疑問が出てきます。その疑問を調べたり、上司にアドバイ
スをいただいたりしながら日々業務を行っています。
窓口対応や設計、現場での作業など行う業務はたくさんあります
が、基準や法律、施工方法などの知識や技術を勉強し、より良いもの
をつくれるように今後も頑張っていきたいと思います。

応援メッセージ
市民の皆さんがよく利用する公
共施設や生活に身近な施設の工事
に関わるということは、大きな責
任を伴います。
しかし、完成すると、まちに長
期間残るのでとてもやりがいを感
じることができます。
設計業務だけでなく、現場に出
て、見て学ぶことができるのはこ
の仕事の面白さだと思います。

先輩
Interview
３

保育士

[主な配属先]

保育園等

子どもたちが 安全に 安心して過ごせる 保育を目指しています！！

8：30 始業

応援メッセージ

登園児の受け入れ
9：00 朝のおやつ（準備・配膳）、 排泄援
助
9：30 室内・戸外遊び
10：45 排泄援助
11：15 給食（準備・配膳）

保健福祉部

子ども未来課

12：00 お昼寝（寝かしつけ）、連絡帳の記入
交代で昼食休憩

大宮保育園

加藤愛莉
平成30年度
保育士職採用
(2018年度)

14：30 排泄援助
15：00 おやつ（準備・配膳）
16：00 室内・戸外遊び、降園準備、排泄援
助

Ｑ

どんな仕事をしているの？

一人ひとりと向き合い 寄り添う 保育を目指して
私は、2歳児クラスを担当しており、先輩職員と一緒に、12人の子ど
もを保育しています。
2歳児は、自己主張が強くなり、自分でやりたいという気持ちが芽生
え、「イヤイヤ期」と言われるような成長段階の中でも難しい時期に
なります。
そのため、子どもへの関わりについて、職員同士がよく話し合い、
保護者とも密に連携しています。
また、子どもたちが主体的に遊んだり、体験したりすることができ
るような環境を大切にして、子ども一人ひとりの成長過程や生活リズ
ムに合わせて保育を行えるように努めています。

Ｑ

仕事のやりがいやおもしろさは、なんですか？

子どもたちから 日々

驚きや感動をもらえる

一人ひとりの子どもに対して、どのように接していくのがいいの
か、自分自身の関わり方が正しかったのか、悩むこともありますが、
先輩にアドバイスをいただきながら、日々保育をしています。
「子どもたちのための保育」を目指していますので、実際に子ども
たちの「楽しい顔」や「嬉しい顔」を見ることができたときにやりが
いを感じます。

市の保育士が定期的に集まり、
研修や語り合う機会があります。
先輩に相談をしたり、同期と励
まし合ったりしながら、同じ目標
に向かっていけるので、とても心
強いです。
子どもたちの生き生きとした笑
顔や成長を感じられる素敵な仕事
を、皆さんと一緒にできることを
楽しみにしています。

Career
Interview
１

一般事務
Ｑ

[主な配属先]
窓口業務、総務、税務、産業、環境、保健福
祉、まちづくり、教育等幅広い分野における
一般的な行政事務

一番印象に残っている仕事は、なんですか？

人に寄り添う まちづくりを目指して
平成19年に富士宮市が、県内で唯一、認知症地域支援体制構築等推進事業のモ
デル地域に指定されたことにより、「認知症になっても安心して暮らせるまちづ
くり」に取り組むことになりました。
モデル事業のため、どのように取り組むのかを企画することから始めました。

保健福祉部

子ども統括監

兼 福祉企画課長

稲垣康次
平成４年度
一般事務職採用
(1992年度)
1 年目～ 5 年目… 情報処理課
6 年目～ 10 年目… 保健センター
11 年目～ 15 年目… 人事課
16 年目～ 17 年目… 介護障害支援課
18 年目～ 22 年目… 福祉総合相談課

最初から答えがあるわけではなく、職場の仲間達と一つ一つ議論を重ね、自分
たちなりに答えを探していきました。
そして、「認知症と診断された人が暮らしやすいまちは、当事者こそがわかる
もの」という思いで、「当事者と一緒にまちづくりを考えていこう」ということ
になりました。
事務職はもちろん保健師や社会福祉士といっても「認知症の専門家」というわ
けではないので、まずは病気を知り、認知症と診断された人の生活を知ることか
らスタートしました。

自分たちに何ができるか 丁寧に考える

23 年目～ 27 年目… 観光課
28 年目～

…

保健福祉部
子ども統括監

窓口に相談に来られた方々の悩みを伺い、行政
パーソンとして自分たちに何ができるかを一つ一つ
丁寧に考えました。
このようにして取り組んだ活動が、「ＮＨＫスペ
シャル」や「ＡＣジャパンのコマーシャル」で取り
上げられ、オランダの副大臣や英国のアルツハイ
マー病協会の会長等が視察にきてくれたことが大変
印象に残っています。

Ｑ

仕事のやりがいやおもしろさは、なんですか？

相手の立場を思いやり しっかりと向き合う
市役所の仕事は、市民の皆さんから叱咤激励をもらうことが多いで
すが、それと同じ数だけ「感謝の言葉」をいただくことができます。
市民の皆さんは、困った時、市役所を頼ってくださいます。
「困った」という気持ちにしっかりと向き合い、丁寧に対応させて
いただくと、その気持ちは、相手に伝わります。
市民の皆さんの悩みに向き合う責任は大変大きいですが、その分や
りがいがあります。

応援メッセージ

答えがないから おもしろい
市民の皆さんに「ありがとう」と
言われる職員をめざして、いっ
しょに汗をかきましょう！

Career
Interview
２

一般事務
Ｑ

[主な配属先]
窓口業務、総務、税務、産業、環境、保健福
祉、まちづくり、教育等幅広い分野における
一般的な行政事務

一番印象に残っている仕事は、なんですか？

最初の職場は、結婚、２度の出産とラ
イフイベント続きの時期でした。

企画部

情報発信課長

当時は、コピー機やパソコンも数少な
く、新米職員の仕事は、書類の清書や手
書き伝票処理が主なものでしたが、職場
の上司や先輩方から、いろいろ教えても
らいながら楽しく仕事をしていました。

赤池智美
昭和63年度
一般事務職採用
(1988年度)
1 年目～ 7 年目… 管財課
8 年目～ 12 年目… 市民税課
13 年目～ 17 年目… 社会福祉課
18 年目～ 22 年目… 保険年金課
23 年目～ 27 年目… 人事課
28 年目～ 30 年目… 社会教育課
31 年目～

市民税課では、市役所とは大量の事務処理をテキパキと効率的に間違いなくこな
すところだということを感じました。
社会福祉課では生活保護のケースワーカーということで、社会のしくみや人間の
幸せについて考えさせられ、またチームで行う仕事の楽しさも味わいました。
保険年金課では、年々変わる複雑な保険制度をいかにわかりやすく説明し、市民
に理解してもらえるかを考えました。
人事課では、市民サービスを提供する職員のためになることをすることが、より
よい市民サービスにつながると考えました。

… 情報発信課

社会教育課では、地域のつながり、人とのつながりの大切さを学びました。
どの仕事も、それぞれ印象深いものでした。

Ｑ

仕事のやりがいやおもしろさは、なんですか？

ひとつずつ課題を解決していくことが、充実感となりました。
いろんな仕事を経験できることは、自分の可能性を広げていく
ことになり、できないと思ったことができるようになったり、わ
からかなったことが見えてきたりすることは、人として成長でき
ることだと思います。

Ｑ

応援メッセージ
迷いや不安はふりはらって、思
い切って飛び込んでみたら？
がんばった先には、どんなとこ
ろにも新しい世界が広がり、思い
がけない未来があると思います。

出産や子育てとの両立は、できましたか？

両立できたかといわれると、まるで自信がありません。
結婚退職して、専業主婦になって、家事子育てをする人生設計
でしたので、今仕事を続けているのは、私にとって想定外の出来
事です。
仕事を続けてきたのは、育休制度が始まり、家族に仕事は続け
られるうちは続けるように言われたからで、むしろイヤイヤ勤め
てきたというのが本当のところです。
それでも今があるのは、家族の協力が大きかったと思うし、職
場のみなさんの理解があったからだと思います。
子育てに関しては、幼稚園の送り迎えや宿題を見てあげること
などはあまりできなかったけれど、学校行事には有給が時間休で
も取れましたので、ほぼ欠かさず出席しました。
これでよかったのか、いまだにわかりませんが、ただ、子ども
たちは、いつのまにか大人になりました。

富士宮市は、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックのスペインの
ホストタウンです。
スペインの空手選手サンドラ・サンチェス選手と

静岡県東部の中心部に位置する富士宮市。

＼都市へ行きやすい！／

静岡県
富士宮市への
アクセス

富士宮や富士山周辺観光地は、電車・タクシーや路線バスなど
公共交通機関でアクセスできます。
※公共交通をご利用の方へ
東海道新幹線で新富士駅で下車→ＪＲ身延線・富士駅へは
富士急行バスやタクシーをご利用ください。

名古屋駅から約2.5時間

東京駅から約2時間

新幹線

新幹線

名古屋ICから約2.5時間

名古屋市

富士宮市
(市街地)

車

東京ICから約2時間

東京都心

車

富士宮市 職員採用
問い合わせ先

富士宮市役所 総務部 人事課
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地
ＴＥＬ／0544-22-1123
ＦＡＸ／0544-22-1207
Ｅ-mail／jinji@city.fujinomiya.lg.jp

