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◇テレホンガイド 【市外局番 0558】 

 

名  称 住  所 電話番号 ホームページアドレス 

■国の施設 

ハローワーク下田 四丁目 5-26 22-0288 https://www.shimoda-cci.or.jp/hellowork.htm 

静岡地方法務局下田支局 西本郷 2-5-33 22-0534  

静岡地方裁判所下田支部 四丁目 7-34 22-0161  

静岡家庭裁判所下田支部 四丁目 7-34 22-0161  

下田税務署 六丁目 3-26 22-0185  

下田海上保安部 三丁目 18-23 23-0118 https://www.kaiho.mlit.go.jp/ 

    

■県の施設 

賀茂地域局 敷根 765-15 24-2204 

https://www.pref.shizuoka.jp/ 

賀茂農林事務所 中 531-1 24-2074 

賀茂健康福祉センター  〃 24-2055 

下田土木事務所  〃 24-2103 

下田財務事務所  〃 24-2012 

    

■市の施設 

下田市役所 東本郷 1-5-18 22-2211 

https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/ 

教育委員会 四丁目 6-16 23-3929 

上下水道課 河内 576 22-1200 

清掃センター 敷根 13-11 22-6686 

市立図書館 四丁目 7-16 22-0352 

市民文化会館 四丁目 1-2 23-5151 

https://www12.plala.or.jp/shimodakousha/ 敷根公園 敷根 757 23-6333 

市民スポーツセンター 敷根 761 27-1200 

地域子育て支援センター 敷根 761 27-2200 https://shimoda-kosodate.net/ 

加増野ポーレポーレ 加増野 481-3 28-0002 https://kazounopolepole.web.fc.com 

稲梓基幹集落センター 椎原 290-1 28-1199  

■観光に関する施設 

下田市観光協会 外ケ岡 1-1 22-1531 https://www.shimoda-city.info/ 

下田温泉旅館協同組合 一丁目 4-27 22-2108 https://www.shimoda-onsen.or.jp/ 

伊豆白浜観光協会 白浜 2745-1 22-5240 https://izu-shirahama.jp/ 

道の駅開国下田みなと 外ケ岡 1-1 25-3500 https://www.kaikokushimodaminato.co.jp/ 
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◇テレホンガイド 【市外局番 0558】 

 

名  称 住  所 電話番号 ホームページアドレス 

■産業・就業に関する情報 

下田商工会議所 二丁目 12-17 22-1181 https://www.shimoda-cci.or.jp/ 

伊豆森林組合 河内 399 23-6116 https://www.izumori.jp 

富士伊豆農業協同組合 

【伊豆太陽地区本部】 
東本郷 1-12-8 23-6000 https://www.ja-fujiizu.or.jp 

伊豆漁業協同組合 外ケ岡 11 22-3585 https://www.jf-net.ne.jp/soshimogyo/ 

    

■警察、消防に関する情報 

下田消防署 六丁目 1-14 22-1804  

下田警察署 東中 7-8 27-0110 https://police.pref.shizuoka.jp/ 

中央交番 一丁目 16-6 27-1450  

箕作駐在所 箕作 705-3 28-0057  

白浜駐在所 白浜 1247-5 22-7703  

吉佐美駐在所 吉佐美 1252-1 22-9237  

浜崎駐在所 須崎 1142-1 22-7702  

■医療・福祉に関する情報 

賀茂医師会 西本郷 2-9-5 22-5683 https://www.kamoi.or.jp/ 

下田市社会福祉協議会 四丁目 1-1 22-3294  

    

■郵便局 

下田郵便局 二丁目 4-26 22-0603  

箕作郵便局 箕作 500-1 28-0001  

下田白浜郵便局 白浜 1259－11 22-3493  

下田蓮台寺郵便局 河内 1-14 22-4090  

下田柿崎郵便局 柿崎 20-15 22-4091  

下田朝日郵便局 吉佐美 1610-13 22-3492  

■公共交通機関 

伊豆急下田駅 東本郷 1-6-1 22-3202 https://www.izukyu.co.jp/ 

南伊豆東海バス 吉佐美 1395 22-2514 https://www.tokaibus.co.jp/ 

栄協 東本郷 1-6-10 23-2288 https://eikyo.biz/business/movement/ 

ヒフミタクシー 西本郷 2-3-2 22-0273  

新神汽船下田営業所 三丁目 18-22 22-2626 https://shinshin-kisen.jp/ 
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◇テレホンガイド 【市外局番 0558】 

 

名  称 住  所 電話番号 ホームページアドレス 

■不動産関係に関する情報 

静岡県宅建協会 

東部支部 
  

https://takken-tobu.org/shimoda/ 

               （会員名簿） 

全日本不動産協会 

静岡県本部 

静岡市駿河区 

南町 14－1 
054-285-1208 https://shizuoka.zennichi.or.jp/ 

■ライフライン関係 

東京電力株式会社 中 537-1 0120-995901 沼津カスタマーセンターへ接続 

下田ガス株式会社 中 467 22-1321 都市ガス 

杉本工業株式会社 六丁目 37-44 22-3153 プロパンガス 

下田温泉株式会社 西本郷 1-7-17 22-5211 温泉供給 

ＮＴＴ西日本（電話）  0120-019000 https://www.ntt-west.co.jp 

    

■まちづくりや交流居住の活動を行うＮＰＯ法人 

伊豆 in 賀茂 6 三丁目 1-23 23-7187 https://www.izukamo6.com 

    

    

    

■その他メモ 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《ご覧になった皆様にお願いです！》 

この冊子は、より役立つ情報が提供できるように常に進化させていきたいと思います。 

ご覧になられた皆様には、ぜひご意見、ご感想、ご要望をお寄せください
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