
投稿者 私の声 

萩生地区 

90代・女性 

さゆり医院が、なくなったのにはすごいショックを受けました。 

近くに医院がないと云うことは年取った者でないと分からない、淋しさ、大変さ

で一杯です。 

この間、椿の診療所へ主人と一緒に薬をもらいに行きましたら 2時間も待たさ

れ、主人はもう疲れた帰ろう、帰ろうと言うのでもう少し、我慢してと言って薬

をもらって帰って来ましたが、二人とも高齢なのでものすごく疲れました。どう

か、さゆり医院について、もう一度開院下さるよう、皆様のご尽力を、心から伏

してお願い申し上げます。 

匿名 地元で頑張ってくれている商店が今もシャッターを閉めずに頑張っています。

近くにコンビニがあればと思いましたが、頑張っているお店の人が活きるような

工夫を考えてほしいです。 

町外に出て買い物をしてきますが、やはり、お店を開いてくれていると、あり

がたいです。 

匿名 山形大学 xEV飯豊研究センターについて一言申し上げます。心有る人々が町

の将来を憂い論評しているようですが、私は難しいことは分かりません。ですが

感じていることはあります。 

当初石原地区での説明会には 1年、3年、5年の研究ビジョン全く示されず、

残念だった。ビジョンが無いから成果もない、これが実態なんだろうと今更なが

ら関係者の愚策には呆れるばかりです。 

第二、第三の建屋が出来ても仕事に来る人の人数も相変わらず 5人程度のみ、

何のための建屋なのでしょう。 

雇用は 40人程度などと町長が言ってましたが桁が一つ少ないようです。 

当初 7億円、その後 4億円などと一般会計から支出しているとのことですが、

それよりもアメシロ消毒に使うさびてボロボロの軽トラとボロボロの消毒機械を

新しくしてもらいたいです。 

関係者の立派すぎて現実性のない構想よりも、「町民の町民による町民のため

の町政」を望みます。 

匿名 生活支援給付金の持続化。一人あたり 10,000円では少なすぎる。生活支援給

付金として、10,000円を給付されたとしても支援にならない。 

椿地区 

50代・男性 

新型コロナウイルスに効くワクチンや治療薬ができるまで、基本である「新た

な生活様式」を実践して頑張るだけです。 

町内 

40代・女性 

我が子は障がいがあり、平日は福祉支援センターに通所しています。 

私も主人も土日祝日関係ない仕事についており、支援センターが休みの土日祝

日は、一昨年まで日中一時支援を利用し、コロニー希望が丘へお願いしていまし

た。申し込んだ日全てとはいきませんでしたが、月の半分くらいはお世話になる

ことができ助かっていました。 

ですが、去年より日中だけの預かりは利用できなくなり、宿泊をともなっての

短期入所なら可ということで、それも同じように月の半分くらい利用していまし

た。でも実際、毎回着替えやおむつ、薬を準備してというのは負担があり、夜も

ちゃんと眠れているかな、寒くないかな、など心配もありました。 



しかし、このコロナが流行してからは、いっさい受け入れができなくなり、仕

事の間は祖母がなんとか面倒を見てくれています。その祖母も高齢で病気しなが

らで、このままこの生活を続けていくのは難しい状況です。 

仕事をやめて私が面倒を見れば済むのでは、と悩んだこともあります。下の子

の小学校の行事にも土日行けないこともあります。 

サポートセンターや社協などにも相談してみましたが、でも解決することがで

きないでいます。都会に引っ越す手もあるよとアドバイスされましたが、そう簡

単にはできません。このままでは冠婚葬祭や地区の行事や集まりに出席するのも

かなり大変です！特に夫婦で参加しなければならないならとても無理です。 

また、これから私を含め家族が病気やケガに入院などもあるかと思います。私

たち夫婦が年を取れば世話や介助もできなくなります。 

私の希望としては今すぐでも町内で土日祝日仕事をしている間だけでも預かっ

てくれるところがあればいいなと思っています。 

新しい事業所を立ち上げようかとも思いましたが私一人の力では・・・。今あ

る建て物や施設を利用して日中一時支援を利用することはできなでしょうか？ 

是非ぜひよろしくお願いします！ 

匿名 「町→街」いろいろな世代・人々が暮らしており、活気がある地域となるが、

今の飯豊町はというと、子どもが少なく高齢者の方が多く若者が少ない。今後も

この傾向は変わらないと思う。 

現在、コロナになり生活スタイルも変化してきており、田舎に移住される方も

いらっしゃる様でこれをチャンスととらえて、行動をしてみてはいかがでしょう

か。最初に、飯豊町で生まれ都会で生活されている方々に「Uターンしません

か」と案内してみてはどうでしょうか。その方の友達・会社の人々と話が広がっ

ていく事かと思う。 

鮭ではありませんが、自分が生まれ育った所にまた戻るかもしれません。 

手ノ子地区 

60代・女性 

最近、家族が一人減って夫と二人暮らしになりました。数十年前には、祖父

母、子供達とにぎやかに暮らしていた事が夢のように思い出されます。 

時代とともに変化していくのは当然なのでしょうが、寂しいことです。私の回

りにも一人暮らしや老夫婦の方がおられますが、何故このような現状になるの

か。雪が多く片付けが大変、近くに店がなく買い物にも不自由だから住みにく

い、若い人達はそんな風に思っているのでしょうか。自分が生まれ育った所の良

さを感じられるようになるのはずっと後のことなのでしょうね。 

現在、コロナの影響で里帰りもできない人達は、きっと寂しい思いをされてい

ることでしょう。一日も早く収束して、安心して我ふるさとに戻られるよう願う

ばかりです。 

匿名 暮らしの中で感じている事は、買い物が不便なことです。ちょっとした買い物

も徒歩で行ける場所が無いので自分は車で移動できますが、高齢の方、免許を持

っていない方などは大変です。 

これから大事にしていきたいことは近所つき合いです。向こう三軒両隣という

言葉がある様に家族が留守の時、不慮の出来事が起きた場合など頼りにせざるを

得ない時もあります。昔に比べ、世間付き合いは少なくなってると思います。 



地域の課題は高齢化問題だと思います。人口の減少、若い人達が町外に行って

しまう事。大変難しい事だと思います。 

匿名 村レベルになっている飯豊を町レベルに上げる。 

 足りていない買い物する店の誘致 

 公立置賜総合病院と連携できる医者の確保 

 使われていない土地の有効利用 

 必要な所の歩道整備 などに取り組んでほしいです。 

萩生地区 

60代・男性 

高齢化が増える中人口が減っていく世の中です。人口を増やすことを考えてほ

しいです。 

匿名 「若い人に町にいて欲しい」、「町外から飯豊に帰って来て欲しい」、「新しく来

て欲しい」と機会があるごとに町長をはじめ、町全体でアピールしていたのに、

今回のコロナ禍で、一転、帰って来るな、今はまだじっとしていろというスタン

スに変わってしまいました。一番酷い時期（4～6月頃）なら理解出来るが、これ

からは若い人や飯豊出身の人がもっと帰りやすくして欲しい。 

町独自の対策として PCR検査の全額補助等を行い、陰性を確認出来た人等を

迎え入れる様な対策を行ったうえで「どうぞ帰って来て下さい」とアピールしな

いと、町として、ふるさととして何の魅力にもならないと思います。これからの

年末年始、成人式に帰って来ても大丈夫という環境を作って欲しい。 

手ノ子地区 

70代・男性 

住民が健康で明るく生活できる環境づくりは地域活性化につながります。 

日本全国は人口減少が課題となっていますが、当町として思いやりの心を育て

る、家庭の和をつなぐ等、住民が住んでみたい町づくりが寛容かと存じます。 

町長は、日本で最も美しい村理事として、ご活躍ご苦労様です。町行政を確立

してこそ、町民の付託に堪えられると思います。 

今後の飯豊町の行政職員の資質向上、特に管理職の資質向上は飯豊町の未来づ

くりの一つに繋がると思います。先般、ほかの市町の管理職室長研修を実施して

いる現場をみました。管理職研修は毎年講師を招いて毎年実施してはいかがでし

ょうか（全県的実施でない独自の主催）。 

人口定住の促進等々について、未婚化・晩婚化の背景にある雇用や雇用の不安

定等、農村・水産業等の振興活性化、若年女性が志向する仕事の創出支援、農業

人材の育成等々が必要ではないでしょうか。 

人間はみな持ち味が違う。枠をはめたら一人ひとりの持ち味が消える。人間は

負けたら終わりなのではない、やめたら終わりなのです。 

匿名 町民の声を行政に反映することを目的に、行政改革 110番を設置してはどうで

しょうか。例えば、「皆様のご意見をお聞かせください」「ご意見・ご要望・ご感

想などご自由にお書きください」などとして、町内全戸に 2枚配布し、役場庁舎

内入口や各地区公民館に設置するなど。回収する職員は秘密を保つ前提で。 

萩生地区 

70代・男性 

人口増に向けた施策を提案します。若い人の就職先がないとの声に答え、企業

誘致については、町長をはじめ、関係各位の尽力により成果を上げていることに

感謝しております。 

次は人口増と町発展のための施策を提案します。 

１．若い夫婦のための町営住宅を建設し人口増を計る。 



① 公営住宅が少なく、また民間アパートの家賃が高額なため、若い夫婦は

他の市町に住む傾向がある。 

② 若い夫婦及びその子供による人口増が望まれる。 

③ 人口増は町の活性化につながる。 

④ 住宅建設は多くの企業の活性化につながる。 

２．町営住宅の家賃についての提案 

賃貸料は入居時には月額 2万円からスタートし、次から 2年毎に 1万円増

額し、 5万円を限度額として定住地にする。 

３．町営住宅の建設地は共稼ぎ等を考慮し、商店街及び学校に近いこと。 

匿名 高齢化に伴う、家庭内の現状が厳しくなっており、家族の負担を少なくさせる

ため、施設を増やして欲しい。 

小白川地区 

60代・男性 

コロナ禍の中で罹らないように気を配っています。 

熊の駆除をしてほしい。 

子ども達が増え伝統のお祭りなど続けて欲しい。 

匿名  飯豊町は、訪れた方にとって「故郷」を想わせるそんな町だと考えています。 

 豊かな自然、ゆったりとして時の流れ、温かい人々・・・町全体がふんわりと

包んでくれる。飯豊町が、ずっとこのままであり続けて欲しいと願います。 

 でも、コロナウイルスのせいでその環境が崩れつつあるように感じます。 

「県外の方を見たらコロナと思え」といった風潮。「東京の人はいないよね？」

といった問い合わせも何件もありました。なんとなく悲しくて虚しいです。 

コロナにかかった人が悪いわけでも、たまたま県外からきて山形県内で発症し 

た人が悪いわけでもないということ。 

 自分だってどうしても行きたいところに行ったり、会いたい人に会ったら 

移ることだったあるかもしれない。うつってしまった人にもやさしくできる町で

あってほしい。そこから飯豊町のウィズコロナが始まると思っています。 

黒沢地区 

60代・男性 

町民が安心して暮らせる町になる様に（経済的にも）、人口増のためには、移

住を増やすことだと思う。ITの時代だから、出来ると思います。 

東部地区 

50代・男性 

人口減少対策ではないでしょうか? 

企業誘致を図って、就職先をつくり、数多くの方が就職して地元に定住してい

ただくと、人が集い、学校も栄え、町も活気が戻ってきます。地元特産物を生か

した産業づくり、これが大切だと思います。 

東部地区 

70代・女性 

私も 80才近くになります。 

さんしょうの実がすごいとわかりました。今でも 20本以上育てています。昨

年まで「しらさぎ荘」さんに出荷していました。野菜もいろいろ出させていただ

きました。今年の春はふきのとうで終わりました。孫、子守している日曜日、椿

の「来々軒」でお仕事させていただきました。そのおかげで、さんしょうの実を

インターネットで売っていただき、ほんとうに助かりました。 

なすも塩漬け、粕漬けにして出してもらっています。これからは青菜、髙菜

は、塩漬けで、飯豊の「道の駅」に出します。なすも、ハウスだと長く収穫出来

ると思います。いろいろ、さくらんぼ、わらび、などもインターネットで出して

います。 



飯豊町は土地も広く、先輩は、粕漬をたくさん作る時は、酒屋さんより粕を買

ってくるそうです。飯豊は「若の井」さんがあります。さんしょう、しょうちゅ

うも、お酒で最高酒だと川西町玉庭の人に言われました。 

手ノ子地区 

80代・女性 

飯豊町誕生に寄せて、萩生・中・添川・小白川・手ノ子・髙峰地区が合併し、

飯豊村となり、次の年、中津川地区を迎え飯豊町になりました。髙校は定時制で

したが普通科・農業科・家庭科でした。椿に映画館が有り、にぎやかな飯豊町。

演劇部があり、昼・夜、発表し楽しかった事、心に残っています。 

また、1万人踊りといって飯豊音頭ができ、椿の道路を踊りながら楽しんだ事

も思い出されます。今はあ～すの広場で続いていますが、町の人口が年々少なく

なり、残念に思うことが色々有ります。 

コロナ菌に負けず子ども達を大事に守って行きたいと思う今日この頃です。 

飯豊町がんばれ！  

東部地区 

80代・女性 

給付金、いただき有りがとうございました、うれしかったです 

これからツルハとコメリさんに商工会に加盟していただき、色々な品物、子ど

もの物などプレミアム券で買物できたら良いと思います。 

匿名 地域で課題だと思うことは、働き口が少なく、若者が町外に出ていくこと。ス

ーパーがない。ガソリンが高い。 

町の未来に描いてほしいことは、農業・林業で稼ぐ、儲ける町です。 

地区不明 

50代・女性 

先日、長井市のある個人商店に買い物に行った時の会話で飯豊町在住と伝える

と「飯豊町はいいそね～、私大好きなのよ～。」との事。「風景も好きだし、そこ

に住んでる人達のおもてなしの心と笑顔！あったかくて、いい顔してっそね

～。」との嬉しい言葉でした。 

最近新聞で山大の研究所の事、専門職大学の事、記事を読みました。そこに町

民が安心できる様な未来はあるのでしょうか？（各自動車メーカー、工業系大学

も研究を進めていると思う）。 

専門職大学や企業の誘致も大切なのは理解できますが、「さゆりクリニック」

の閉院。町では何とか出来なかったのでしょうか。高齢化が急速に進んでいる中

で、大変ショックな出来事でした。 

町民が安心して生活を送れ、笑顔で子育てができ、その笑顔を見て育った子供

は飯豊町が大好きになる「人づくり」も大切だと思います。「人と人の繋り」、

「飯豊らしい温かさ」を町民が維持出来るなど。今回全町民に 1万円支給されま

したが、コロナで厳しい世の中を生き抜く為にも、今後も支援のほど、お願い致

します。 

数年前、新春の町報の表紙にカルビーの社長と後藤町長の笑顔の写真が掲載さ

れた事、記憶にあり、誘致されるかと思っていましたが、会談のみ。とても残念

でした。今回も町民がガッカリさせられる事がない様、切に願います。とにか

く、町民の税金をムダに使って欲しくないです！活きた税金の使い方を！町民の

笑顔を守ってください！ 

匿名 椿地区に「スーパーマーケット」を誘致してほしいと思います。 

匿名 4月に体調不良になったが、医者にも診てもらえず、会社にも行けず自宅待機

した経験をした。その時から、視聴率を取るためにセンセーショナルなことしか



報道しない TVは一切見ず、コロナについて疑問に思うことは自分の目で調べる

ことにした。 

そもそも、コロナの終息というが、なぜ新型コロナだけゼロを目指すのか？ウ

ィズコロナと言うわりには、まだまだ「コロナが落ち着いたらね」とおっしゃる

方が多いのではないだろうか？あえて、終息と言うのならば、みんなが受け入れ

たとき？ 

子どもたちの生活、大切な一瞬の時間を奪わないでほしい。子供たちが重症化

しにくいことはわかっているし、日本では死者も出ていない。不必要な、過剰な

対策は、子どもたちの生活の質を低下させるのではないだろうか。小中校、大

学、その生活の中で今しかできないことがあるはずだ。 

高齢者にうつしたらどうするんだと言われるが、高齢者でも亡くなっている方

は、大半が基礎疾患のある方だ。そのような方たちは、コロナだけではなく、ど

の病気に対しても普段対策をとっていらっしゃるのではないだろうか？ 

県外にいらっしゃる方に「コロナ落ち着くまでは帰ってくるな」「村八分にな

るから」と帰省を断った方も多いのではないだろうか？コロナが発生している地

域に住んでいるだけで、その方は病原菌ではない。 

私は、子供たちにはいつでも帰ってこいと言っているし、必要があれば会いに

も行く。どちらかが具合が悪い場合は見送る。そこは、コロナであってもなくて

も一緒だ。そもそも、感染する確率の低いコロナよりも、インフルエンザや交通

事故はもっと怖いと日々心配している。 

陽性者が出たときの、知事の記者会見や会社の謝罪は不要ですよね。コロナは

誰がかかってもおかしくない。人物を特定してどうするのだろう。そもそも、濃

厚接触者なら、保健所から早々に連絡がきているはずだ。4月頃とは違い、たく

さんの良い方向に向かっている情報が出ているのに、それを TVでは声を大にし

て言わない（治療薬のこと、陽性者の中の無症状の割合、退院している方の数、

感染者は増えても死者数は減っている、などなど）。 

そういう情報を、きちんと町では町民に知らせてもらいたいし、地域の集まり

があるなら、正しい情報を共有してもらいたい。正しい情報を知っていれば、過

度に恐れることもなくなるのではないだろうか。 

感染者が出たら、みんなで気遣える飯豊町がいいです。みんなが帰ってきたく

なる、子供たちがずっと住んでいたくなる飯豊町にしていきたいですね。 

萩生地区 

70代・男性 

町内の大規模畑地（野山等）が荒廃農地になっています。 

現状の政策では畑地を牧野にしたり、野菜生産地にという様な事にはなってい

ません。畑地には補助金制度の対象になっていません。 

牧草を作るには田を利用すれば奨励金(補助金)が出ます。地代を払っても補助

金の金額が上回ります。 

畑地が荒廃するのは当然です。畑作物、牧草には排水が良い畑地が向いている

のですが、荒廃畑地を無くすため町独自の奨励金を考えてはどうですか。 

椿地区 

80代・男性 

私は現在 83才です。ここ数年仲間とともにパークゴルフをやりながら、体力

の維持につとめています。ゴルフ場は「飯豊公園」にあり愛好会から 5名の管理

委員がでて、その整備に努めてきました。 



また公園として人々がいこう場にするために、広く見晴らしの良い環境整備を

してきました。芝生を植え養生を重ねた結果、ゴルフ場のみならず、公園全体が

芝生に覆われるぐらいになってきました。 

今年はコロナの影響で各地のパークゴルフ場が閉鎖されましたので、他市町の

愛好者が飯豊公園に来られるというハプニングもありました。 

現在は、子ども連れの方々や若者の広場として活用されていると感じておりま

す。また、数年整備してきた飯豊公園パークゴルフ場は、小規模ながら技術を競

う大会もできるようになりました。 

わたしたち愛好会はこれからも微力ながら地域づくりに力を入れていきたいと

考えています。飯豊公園に遊びに来てください！ 

中津川地区 

60代・男性 

〇何が必要か 

 自分の住む地域、町を好きになる気持、心が必要（住めば都） 

〇何が課題か 

 今、問題としてある問題がすべて。それをスピーディーに 1個づつ解決をして

いくこと、（大小に関わらずできることから） 

〇私たちの暮らしと町のこれから 

 コロナで生活が変わってしまったが、ピンチはチャンス。人口も、減少に向か

っているので、若者も都会から田舎暮らしへ。今まで、町から都会に行った人々

に町の良さを知ってもらう。 

 町から県外などにメールではなく、町民一人ひとりが、お世話になった人々な

どに手紙を書く←コロナの時代なので田舎暮らしをアピールする。 

手ノ子地区 

50代・男性 

年間行事の多い町だったと思いました。今年はコロナで中止となりましたが、

地区では人も少なくなり、高齢化で行事も大変になっている。やはり見直しをし

て、一人ひとり、特に若い人の負担を少なくして時間を大事に使ってほしい。で

ないと若い人は行事のないところに出て行くと思う。行事が同じ日に 2回も 3回

もあるなど、若い人の休みをつぶすことはやめてほしい 

若い人の結婚の見合いも、もっと町として予算を作り、毎月ぐらいにして全国

から集う毎月一回くらい取り組まないとこの町は人がいなくなります。 

高峰地区 

70代・男性 

長期化する新型コロナウイルス感染症対策で、私たちの暮らしが変わりまし

た。町や村の行事がすべて中止。まるで家より一歩も出れないと言っても過言で

はありません。人の交流もないのに、飯豊町は税金が高い話が良く聞かれます。

各々の税金の減税対策を早急にして頂きたい。 

次に「手ノ子地区農業集落排水事業」。始まりは、高峰にも 3議員がおられる

時代（約 15年前位）からです。なぜこのような時間を要したか不思議でならな

い！（各々に責任がないからでしょう）。 

この様な状態において飯豊電池バレーの育成は、他の市町村から見れば、飯豊

町は例のない素晴らしい事をしていると良く言われます。現在、「種」をまかね

ばならないと良く聞きますが、町の未来に、数百億円をかけ、これを今すぐする

必要があったのか疑問でならない！ 

飯豊町は昭和 33年、飯豊村、中津川村から成立。散居集落の屋敷林や中津川

の文化等に力を注ぎたいものです 



椿地区 

70代・男性 

集中豪雨での水害の危険性が年々高くなっている。 

今年 7月、椿地区の水害で、自宅も床下浸水になっている事もあり、今後また

同じような豪雨の際はすごく不安を感じる。浸水にならないように、水路の再点

検や豪雨でも対応できるような水路を造って頂きたい。 

椿地区 

60代・男性 

今年になって長面化してきた「新型コロナウイルス」。一年もしないうちに日

本も世界も「ウイルス共存」という言葉を出し始めている。 

これは、すでにウイルス（新型コロナ）は消すことが出来ないという事を認め

たような物である。現在では、欧米各国の薬品メーカーが、新型コロナウイルス

に効果がある薬やワクチンを製造する事にまい進しているが、ウィルスはそれ以

外にも無数あり、最近では温暖化の影響で、寒冷地の土中のウィルスが目をさま

すのではないかと心配されている。我々人類は、過去にもウィルスの攻撃に会い

ながらも生き残ってきた。それは薬品によって生きのびたのではなく、自身の免

疫の力によって生き延びてきたものである。 

今回、新型コロナによって命を落とす、落とさないというのは神のみぞ知ると

言う事になるが、「神はさいころを振らない」と言われている。神は偶然に任せ

る事はしない。たまたまコロナに対しての免疫力が弱い人がやられるという事で

あり、その人その人個人の価値でもない。だからこそ「気の毒」なのである。コ

ロナにおびえて、もっと大きな物を無くさないようにしなければならない。幸い

飯豊町は人口密度も低く、外国人特に欧米人は少ない。 

何もマスクなどしなくても良いのではとさえ思う。ただでさえ人口が少ないの

だから人と人との距離をこれ以上離すようなことはしなくても良いと思う。 

コロナのおかげで世界大戦が遅れているので、コロナ様様でもある。 

また消費活動も静かになり、一時的には不景気にはなるものの長期的には地球

環境にも良い結果になると思います。 

匿名 今年度は、コロナ禍ではじまり、色々なイベント行事が中止になる事も多く、

ひっそりとした中で過ごすのが当たり前のようになっています。短縮して実施し

た行事もあるようですが、ここにきて大切な事は定期的に行うという事ではない

でしょうか。 

今までは、年に一度、1日かけてやっていた事を、午前中もしくは午後からの

2～3時間で、月に 3回だったり、毎週〇曜日にといった感じで（人数制限はあ

り）するのもいいかなと。子ども達もそうですが、お年寄り等も今まで憩いの場

だった所に行けないなど、多いはずです。 

少しでも新しい生活様式に合ったイベントの企画を考えてほしいと思います。 

小白川地区 

男性 

ゆり園について、ゆり栽培方法を工夫されて長く開園出来るよう、行われてい

るようですが、ゆりだけでは開園期間が限られますので、ゆりの間に別の花を植

えるとか、所々に桜の木等を植えるとか、フラワーパーク的に長く開園できる工

夫をされてはいかがでしょうか。ゆり園で働く人にも良いのでは。 

町内 

40代・男性 

子育て支援について、高校生の電車費用の補助を検討して頂きたいです。 

本町には高等学校が無いため、公共交通機関（電車、バス）を利用しなければ

通学できません。高校は、義務教育では無いことは分かっておりますが、電車費

用が各家庭で負担になっています。 



このような取組みは他市町村には無い取組みと思いますので、ご検討をお願い

します。 

匿名 令和 2年 10月 11日（日）、飯豊町商工会でプレミアム商品券が販売されまし

たが、私はGGの町民大会に参加し、午後一番にあ～すに駆けつけましたが完売

でした。毎年購入しているので残念でした。 

聞くところ、私ばかりでなく多数の人が購入できずにいます。町の方から商工

会へ追加販売を促していただけませんか。 

国道 113号線と飯豊川西線の十字路の車の停止線が薄く、見づらくなっていま

す。線を引き直して下さい。 

小白川地区 

 

コンビニが椿や松原（物産館）あたりにほしいです。小白川ですが、萩生では

少し遠いです。初老になりますと夜はなるべく出たくありません。 

椿地区 

60代・男性 

新型コロナウィルイスに関してではございませんが、令和 2年 10月のプレミ

アム付き商品券の販売について。プレミアム券を購入しようとお金を事前に準備

し、子供のいる世帯は 1万円分多く購入出来るとの事で、家には 3人の食べざか

りの孫がいるので、飯豊町は子育て支援等すばらしいと思いきや、家の若嫁が購

入に行った時にはもう完売！ 

ガッカリして話をしている若夫婦を見ていて腹が立ってきました。どんな販売

方法だったのか、関係者で買い占めたのか、関係者優先なのか疑いたくなるほど

でした。 

高齢者世帯・子供のいる世帯優先とかもう少し販売方法を検討していただけた

らと思います。残念です！ 残念です！思わせぶりの支援はやめて下さい。 

東部地区 

70代・男性 

土地改良事業を推進して明るい地域にして下さい 

萩生地区 

40代・ 

町長選挙が終わるまで待ちましたので、書くのが遅くなってしまいました。 

アンケートと書いてありましたので、簡単だと思っていましたが、いろいろと町

のことを書くという方式では、町民の声を反映できるかは少し疑問を感じていま

す。 

現町長の努力、町職員の協力でデンソー山形の稼働、電池バレー人材育成シス

テム、また、専門職大学の建設など活気づいていることを確信しています。 

少し残念なことは、店が少ないことや娯楽施設がないことです。ドラッグスト

ア、コンビニエンスストア、スーパー、ホームセンターがそれぞれ 1件あります

が、もう少しあってもいいと思いますし、公園など整備は整っていますが、娯楽

施設がないと若者や子どもたちには魅力がない町と思われてしまいます。 

あと、個人的な意見ですが、コインランドリーの建設を望みます。隣の市や町

には 2、3件ありますが、飯豊町には 1件もありません。人口が少ないところに

建設して、採算が取れないという見方もあるかもしれませんが、冬場は乾燥機が

あるだけでも結構、助かると思っています。 

コロナウイルス対策も不十分です。もう少し手厚い給付金や対策を積極的に行

っていただき、飯豊町は、安全、安心な町にしていくような活動をしていく必要

があります。わが、飯豊町。よりよく良い町になることを期待します。 

町外男性 私は山形市でダンススタジオを経営・指導をしております。 



生まれは萩生で、母は 1年ほど前から介護施設にお世話になっております。ス

タッフの方々には大変良くして頂き、入所前はめざみの里の皆さんに訪問介護や

デーサービスなどお世話になり本当に福祉関係の方々には感謝の一言です。飯豊

町のお礼の意味で、社交ダンス関係になりますが何かご協力出来る事が有れば是

非ご一報ください。 

黒沢地区 

60代・男性 

私が今一番思う事は、病院が診療所しかないという事です。さゆりクリニック

が 7月末で閉院してしまい、何かと不便です。待ち時間が多々有り、又、水木は

午前のみだし、土曜日は休みだしで、何とかしていただきたいのですが。 

医療の面でもう少し考えてほしいものです。とても不安です。（待ち時間が解

消できないでしょうか） 

匿名 街灯が少なく夜暗すぎます。防犯カメラ等、店付近はあるかもしれませんが、

ほとんど田んぼばかりの風景では、今後何かあればこの辺ではクマ問題が一番だ

と思いますが、町で行うことではないかと思います。 

シルバー世代が増えている現状、安全・安心な町づくり、そして各人に立って

対応をする町にする事で住みよい町になると思います。 

匿名 子ども達の給食費の無料化を実現させてほしい。すでに山形県でも実現させて

いる市町村はあります。子育て世帯にとってはすごく魅力的です。 

スポーツセンターについて、月・木の閉館日をなくしてほしい。利用したくて

もできない日が多いのは困る。 

黒沢地区 

匿名 

山大施設、マルコン、東山工業団地など企業施設誘致の動きが見られるが、そ

れが私たちの暮らしや町行政などどのように活性化しているかわからないという

か、何も実感がない。誘致によってどのように変わるのかをわかりやすく町報で

教えていただきたい。 

また、黒沢地区に在住ですが、長井からのアクセスの良さ等を活かして何か商

業施設や企業を誘致していただきたい。町長が萩生で、萩生に集中する理由もわ

かりますが、黒沢地区活性化にむけて検討お願いしたい。 

 また、近隣の S町では町民からの意見をハガキという形で、町報と一緒に配布

している。飯豊町でも今回のコロナに限定せず町民が常に意見を述べられるよう

に工夫したほうがいいと思う。フォレストいいでやキャンプ場、コテージ村、エ

ルベなど PR次第で集客は見込めるのではないか？コロナだからという以前に町

として宣伝などもっと努力すべきだと思う。 

町外 

60代・女性 

私は高峰で生まれ、新潟に嫁いで 30年。30年前の同年代や先輩方が部落の

祭、カラオケ大会等々大いにもりあがり、近所づきあいも密だったように感じま

した。今は過疎の波にのまれ、若い方々も少なく空き家も目立つようです。 

私のふるさと高峰。冬は雪が多く住みにくいのですが、夏は涼しく、春は新

緑、秋は紅葉と自然に魅力があります。この魅力をなんとか伝えたい。そこで思

いついたので桜の木を植えることです。白川の土手沿いに、桜の木を植えて名称

をつくってはどうかと思います。桜の木は手入れが大変なのかわかりませんが、

飯豊町のはじっこ、白川ダムの前、なんとか桜の名所で盛り上がらないかと考

え、投稿しました。 

白川ダムを作ったせいか分かりませんが、川に何十本もの木、それも大きい木



が生えています。 

最近の大雨で、川が氾濫しないか心配しています。いらない木は切っていただ

けたら安心して住めるのではないでしょうか。よろしくお願いいたします。 

私の父はひめさゆり 2号館にお世話になっております。時々実家に帰るのです

が、過疎化していく高峰を何とかできないものか、大雨でくずれた山を見て、見

捨てられず、この景色を何とか残せないものかといつも思い、このお便りを見つ

けました。少しでも心に留めていただければ幸いです。 

高峰地区 

70代・男性 

私は、昨年までは西部公民館で色々な活動に参加してきました。今年度は新型

コロナウイルス感染防止のため参加できなかった。来年度の 3月中に下記の内容

で立案し、当飯豊町健康福祉センターの関係者と協議して実施してくださること

をお願いいたします。目的の計画は、地域の皆さんと一緒にカラダを動かし健康

体操を企画しました。 

活動を実施する地区名：西部地区、中部地区、東部地区、中津川地区 

健康体操教室「水の会」 

・期間 2021年 3月 1日～3月 31日まで 

・主催者：飯豊町健康福祉センター 職員 2名（担当） 

・実施日：毎週（水）13時 30分～15時まで 週 1回 

・年齢：65歳～78歳 男女共通 参加者は無料とする 

※持ち物：飲み物、タオル、マスク（運動できる服装） 

高峰地区 

70代・男性 

テレビや新聞等の報道を見ますと横断歩道での事故が発生しています。特に冬

季間は雪のため、歩行者は白ペンキのため見えにくくなっています。そこでペン

キを黄色に変え、また、横断歩道一旦停止の横線を黄色にしたら車道を運転する

ドライバーが運転席から見えやすいと私は創案しました。 

そこで、飯豊町地区内の県道及び町道の交差点に上記の創案を試験的に新年度

から検討し、関係機関と協議の上お願い申し上げます。 

匿名 現在暮らしている中で、中山間地の世帯が多数ある中で大切にしてきた畑や田

が動物により被害にあっています。クマやイノシシそしてサルと、これまで共存

してきた訳ですが、自然と里に入ってきて荒らしている状況です。これ以上、繁

殖により増えていけば、人里の暮らしが成り立たなくなってきます。当然、人的

な被害の発生が出てくるようになるのではないでしょうか。 

町としても高齢化が進んでいく中で、安心して暮らせるように対応していく必

要があると感じます。電気柵等でとても対処できるものではありません。将来の

ことを考えると早急な対応が必要です。 

町の方や議員の方が各集落に入り、状況を把握して取りまとめ、その結果を公

表してほしいと思います。町の総合対策審議会どころではありません。 

 

※ 皆様からのメッセージのうち、個人名が特定されているもの、民間事業者の事業計画に関す

るものなどについては、掲載を見送りさせていただいております。また、明らかな誤字・脱

字については修正し、寄せられたメッセージの趣旨に沿った形で文体を整えている場合が

あります。 


