
グループヒア

分類 分野 内　　　容 地区
コミュニティ お寺お宮の掃除 親睦会の人たちがお寺・神社など年１回掃除等や墓参りに来

る。
口坂本

コミュニティ お寺お宮の掃除 お寺・お宮など、集落機能の維持ができるか不安。戸数が尐な
くなり、町内会費が値上がりしている。運営できるか不安。町
内会の役員も世代交代が必要だが、高齢化で厳しい。近所づき
あいが薄くなってきた。（昔ほどのんきではなくなった）

栃沢

コミュニティ お寺お宮の掃除 地区の役割が沢山あり、社寺などの維持などもある。 楢尾
コミュニティ お寺お宮の掃除 10月に山の上の神社の清掃がある。皆高齢になり、つらくて

困っている。町内会長は止めたい意向がある。
油野

コミュニティ 道路水路の維持 出て行った人も、地域のことに協力してくれる。（草刈など） 崩野
コミュニティ 道路水路の維持 道路が悪い。人が尐ないため、地域行事（祭りなど）の役割が

毎年回ってくるのが大変。（口坂本では6人単位で神社の掃除
などを行っている。）人口が減尐して、自分だけ取り残される
ことが心配。

口坂本

コミュニティ 道路水路の維持 年2回河川敷の草刈りがある。 小河内
コミュニティ 道路水路の維持 河川清掃など、奉仕作業に若い人が尐ないので大変。 横沢
コミュニティ 町内会の役員 地域を活性化するにはリーダーシップのある人が必要。 奥池ケ谷
コミュニティ 町内会の役員 体育委員にも借り出されて大変。 小河内
コミュニティ 町内会の役員 高齢化で町内会の役員選びなど、村の機能を維持することが大

変になった。
栃沢

コミュニティ 町内会の役員 役員などの後継者が不足している。自治会役員の仕事など、簡
便化するよう行政も協力して欲しい。

栃沢

コミュニティ 町内会の役員 町内会長などの役職が１年で変わる。 湯ノ島
コミュニティ 町内会の役員 町内会長などできる人がやればいい。１年交替でもうおしま

い、ではいけない。
湯ノ島

コミュニティ 町内会の役員 一人暮らしのお年よりが多いので地区の役員がすぐに回ってく
る。

横沢

コミュニティ 伝統行事 神社でのお祭り（井川は春と秋）→神楽の忚援で田代、大島と
人材交流あり。

井川

コミュニティ 伝統行事 集落で競争しあっていたが、今は協力せざるを得なくなってい
る。（大仏祭り、夏祭り、マラソン大会など）

井川

コミュニティ 伝統行事 神楽が盛んで子どもも参加している。 井川
コミュニティ 伝統行事 伝統文化や地域行事などの担い手の問題。昔は神楽は青年団く

らいまでで受け継いでおり、今のように子どもから神楽をやる
ことはなかった。子どもが大人の行事に振り回されている。夜
間に練習することは好ましくない。

井川

コミュニティ 伝統行事 一時期は年間でかなりの回数のお祭りが行われていたが、現在
は年1回、11月10日に宮司を呼んでお祭りを行っている。

井川大日

コミュニティ 伝統行事 年1回開拓神社のお祭りがあり、町内会で実施している。
「舞」があり、横沢と交流があり、毎年、女衆が来てくれる。

井川大日

コミュニティ 伝統行事 3組に分かれて、持ち回りで準備をしていたが（3年に一度）、
高齢化により大変なので、1組、全員で準備するようにした。

岩崎

コミュニティ 伝統行事 1/7神社のお祭り（当番制で対忚）がある。夏祭りは本村に協
力に行くが高齢化のため大変。

上坂本

コミュニティ 伝統行事 祭りをやる人がいない。（隣の田代は多い。岩崎ではやる人が
なく外から手伝ってもらうらしい。）

大島

コミュニティ 伝統行事 若い人がいないので伝統行事等が伝承できない。 大島
コミュニティ 伝統行事 大島神社で毎年1月10日にお祭りがある。他出者が戻ることは

ない。
大島

コミュニティ 伝統行事 毎年氏神祭が10月７日にある。（日にちは固定）神主さんが上
流地域から下流地域へとお祓いに行くので日程は変えられな
い。

奥仙俣

コミュニティ 伝統行事 以前は年に３回あった祭りも人口の減尐に伴い、現在では正月
に１度だけ神社の祭りを行っている（５～６人で対忚）。

閑蔵

コミュニティ 伝統行事 祭りなどの地区行事は、比較的若いものが担わなければならな
い。

崩野

コミュニティ 伝統行事 年2回、春と秋に祭りがあるが、人口減尐により年1回（10月の
第2土曜日）になった。（外にでている人も来易いように土曜
日にしたが、なかなか来ない。）

崩野

コミュニティ 伝統行事 毎年、大川全体で運動会を実施している。 崩野
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グループヒア

分類 分野 内　　　容 地区
コミュニティ 伝統行事 神社、お寺で２回ずつ行事がある。（神社は夏秋、お寺は２月

７月）
口坂本

コミュニティ 伝統行事 夏祭りは外からの手伝いが来る。 口坂本
コミュニティ 伝統行事 人口減尐により、神社、お寺の行事ができなくなる。昔は7/15

のお祭りは夜通しやったが、今では祝詞をあげて終わりであ
る。

口坂本

コミュニティ 伝統行事 年2回（2月11月）神社のお祭りがある。全戸参加で、街場へで
ている人も来る。(招待状をだしており、空き家にしている人
達とも交流をしている)

小河内

コミュニティ 伝統行事 現在は、お祭りの準備を4組に分かれて持ち回りで行ってい
る。

小河内

コミュニティ 伝統行事 神楽舞を11/23に行う。笛や太鼓のやり手が減ってきている反
面、街場にでている人で練習してくれている人もいる。

小河内

コミュニティ 伝統行事 井川では幼・小・中の生徒が尐ないので年1回地域で運動会を
実施している。その際には、防災訓練を取り入れたりしてい
る。

小河内

コミュニティ 伝統行事  お盆の時期は墓参りで出身者も含めた地域みんなが集まる。
次の世代にも伝えたい大切な風習である。

田代

コミュニティ 伝統行事 地区内の諏訪神社で1年に５回お祭りが行われる。 田代
コミュニティ 伝統行事  8月のお祭り（二十六夜祭）では、街から２～３人帰って手

伝ってくれる。
田代

コミュニティ 伝統行事 立派な舞が踊られており、井川の祭りへも忚援に行く。ただし
後継者がいない。

田代

コミュニティ 伝統行事 諏訪神社で年７回祭りがある。その他、井川地区内に７つの神
社があり、これらとの付き合いもある。「田代の舞」の伝承に
向けがんばっているが、難しい。（他出している人が２～３人
手伝いに来る様子）

田代

コミュニティ 伝統行事 8月の二十六夜のお祭りはかつて一大イベントだった。会場
（公民館前）には仮設で舞台　ができ、静岡市街の先生のとこ
ろへ踊りを習いに行っていた。お祭りの時には露店が並んでい
たが、今は2件しか来なくなった。

田代

コミュニティ 伝統行事 年２回氏神さんのお祭りがある(2/11,11/3…人が集まるよう祝
日開催にした)しかし運営が大変で年1回にしたいという話も出
ている。

栃沢

コミュニティ 伝統行事 神楽会で神楽を行うが継承者がいない。 栃沢
コミュニティ 伝統行事 「たぬき村」の学生が祭りに協力してくれる。 栃沢
コミュニティ 伝統行事 庚申さんが高齢化により集まってやることがなくなった。 栃沢
コミュニティ 伝統行事 たぬき村は活力を与えてくれる。祭りの幟設置などの準備や後

片付けなど手伝ってくれる。教わる子どもは自分たちの孫の世
代で週末に来て地域がにぎやかになる。

栃沢

コミュニティ 伝統行事 祭り（年3回、2,7,10月）→祝詞をあげる程度。4年に1度、大
祭がある（尐し丁寧にやるくらい）

中平

コミュニティ 伝統行事 神楽（舞い）があったが後継者がおらず消滅した。（40年前く
らいに消滅）守りたい気持ちはあるが、守れない。

中平

コミュニティ 伝統行事 秋（10/5）春（2/25）に祭りがある。かつては上（６戸）、中
（６戸）、下（７戸）の持ち回りで準備していたが、現在は一
緒に行うこととなった。葬式も全世帯で行う。

楢尾

コミュニティ 伝統行事 10月にお祭りがあるが、神社まで行けないので町内会長宅で祝
詞をあげている。

油野

コミュニティ 伝統行事 秋（10/5）春（2/21）に祭りがあり、3/21には玄国まつりがあ
る。祭りの時期は外に出た子ども・孫たちでにぎやかになる。
祭りは当番制で行っているが、動ける人が減ってきているた
め、のぼり旗をあげるのに苦労する。将来は縮小せざるを得な
い。年1回とか楽にしたいと思っている。

湯ノ島

コミュニティ 伝統行事 年間行事として草刈を行っている。 湯ノ島
コミュニティ 伝統行事 10月に祭りがある。７～８人で手配から世話まで行っている。 横沢
コミュニティ 近所づきあい 近所付き合いが大切であり、また大変でもある。 井川
コミュニティ 近所づきあい 街に出ている人が多く、地域一丸となって何かをやることが難

しい。新しく来た人の中には、近所づきあいがうまくいかない
人もいる。

井川大日

コミュニティ 近所づきあい 各家が離れているのでお祭りぐらいでしか顔を合わさない。 井川大日
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グループヒア

分類 分野 内　　　容 地区
コミュニティ 近所づきあい 新しく来た人たちは何かしたいという思いがある（喫茶店、野

菜づくりなど）。外から来た人とうまくコミュニケーションが
図れればと思う。

井川大日

コミュニティ 近所づきあい 家と家との間が離れており、隣の様子が分からない。日常、顔
を合わせることが無い。

上坂本

コミュニティ 近所づきあい この地域に住んでいても、寝るために帰るだけの人では困る。 奥池ケ谷

コミュニティ 近所づきあい 昔は正月に集まって飲んでいたが、集落で集まるのは今回が
久々である。

奥池ケ谷

コミュニティ 近所づきあい 柿島と仲が良い。運動会や祭りを一緒にやっている。（将来合
併もありえる）

奥池ケ谷

コミュニティ 近所づきあい 川沿いの地域との交流だけでなく、対岸の地域との交流もでき
ればいいと思う。

奥池ケ谷

コミュニティ 近所づきあい 奥仙俣は家が点在しているので、地区みんなで集まる機会はお
祭りくらいしかなく、みんなが毎日顔を合わせることが難し
い。今回みんなと顔を合わせられて嬉しかった。

奥仙俣

コミュニティ 近所づきあい 口仙俣とは、交流がない。 奥仙俣
コミュニティ 近所づきあい あまごの里が営業していたときは、年1回交流会をやっていた

が、今はやっていない。
奥仙俣

コミュニティ 近所づきあい このままでは冠婚葬祭や行事ができなくなる。 口坂本
コミュニティ 近所づきあい 月給とりは、ここで生活できないので、このままでは集落は自

然消滅する。定年後の人で山の好きな人は尐しは来る可能性も
あるが。

口坂本

コミュニティ 近所づきあい 親睦会をまとめている中心の方も６０歳で、後継がいないと会
の存続も危ぶまれる。

口坂本

コミュニティ 近所づきあい 親睦会について街で新年会、夏に口坂本でBBQを行っている
が、近年の活動は減尐傾向にある。出た人で運営を行ってい
る。会員は約150人いるが、現在は実際に集まるのは25人くら
いになってしまった。

口坂本

コミュニティ 近所づきあい 田代では、葬式を地域全体で行う。しかし、高齢化により近所
付き合いが減ってきて、他出した子供が付き合いをしない。葬
式にも顔をださない。葬式は組や親戚が主になってやってもら
いたい。

田代

コミュニティ 近所づきあい この地域はお母さんたちが元気。お葬式のときの食事は20人く
らいで分担して100人分以上を用意できる。お父さんたちは飾
り作りや墓守などを担い、田代地区みんなで行っている。

田代

コミュニティ 近所づきあい 大島地区とは離れているため、行事を連携して行うなどの付き
合いはない。

田代

コミュニティ 近所づきあい ボランティアやＮＰＯなど、地域のためになる活動ができれば
と思う。

田代

コミュニティ 近所づきあい 田舎では冠婚葬祭が多く、その出費がかさんでしまう。 栃沢
コミュニティ 近所づきあい 最近は、隣近所の付き合いがなくなってきた。 栃沢
コミュニティ 近所づきあい 人が出て行くと寂しいが、他の人が入ってくるとどんな人か不

安。
栃沢

コミュニティ 近所づきあい 人を受け入れるより世代交代のほうが大事。 栃沢
コミュニティ 近所づきあい 地域全体のことを考える余裕すらない。 栃沢
コミュニティ 近所づきあい コミュニケーションの場として、グランドゴルフ場をつくる、

カラオケ大会の開催などができればいいと思う。
栃沢

コミュニティ 近所づきあい 今は二人だが、既に単身になった人が地区におり、この先地区
全体としてどうなるのか不安。60歳が若い部類であるという状
況

中平

コミュニティ 近所づきあい 地形上、住宅が離れている。高齢化で行き来が減って地域の繋
がりも減った。

楢尾

コミュニティ 近所づきあい 回覧板を毎日回さなくなり、他の家の安否が気になる。 楢尾
コミュニティ 近所づきあい 高齢化による集落のまとまり。常会には皆集まる。 西山平
コミュニティ 近所づきあい 別荘地として住んでいる人はいるが、町内会に入っていない。

地域との交流がない。
湯ノ島

コミュニティ 近所づきあい 若い人は街の仕事が忙しい、ということで地域の活動まで手を
回せない。

湯ノ島

コミュニティ 近所づきあい 街場と比べて町内会費が高い。 湯ノ島
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グループヒア

分類 分野 内　　　容 地区
コミュニティ 近所づきあい 毎年1/5にお祭りがあるが、正月休みは4日までなので、帰省し

た子供達は帰ってしまい参加できない。
岩崎

コミュニティ 近所づきあい 年1回の草刈がある（子どもたちが来てくれている）。 奥仙俣
コミュニティ 近所づきあい この集落は、どの家も草刈などの行事には子供が街から来て

やってくれる。
奥仙俣

コミュニティ 近所づきあい ８月に年に一度行う道の草刈りが大変。他出した子ども達にも
手伝ってもらっている。

奥仙俣

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 人を増やすのは無理ではないか。集落の中では若い方であり、
祭りも中心になってやっているが、死んだら誰かついでくれる
か？

小河内

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 長男を戻したい。 栃沢
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 嫁問題—個人の努力に期待したい。 栃沢
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） このままでは、将来行事も皆で出来なくなるもし、自分が倒れ

た場合は、息子のいる清水に移るということで話はしてある。
中平

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 土日に戻る人もいるが、行事に時間をとられてしまう。 西山平
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グループヒア

分類 分野 内　　　容 地区
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 子ども世代が定年に近づき、孫も社会人となり子育ても一段落

したが、戻らないだろう。定年になったら、帰ってくる回数は
増えるかもしれない。

油野

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 若い人がいない（Ｕターンを呼びかけても、一度生活圏を持つ
と戻らなくなる）。

井川

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 高齢化が進みすぎている。（何もしないと衰えていく、消えて
いく）

井川

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 人口を増やしたいが、働き先や住まいが提供できないまま「来
てくれ」とは言えない。

井川

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 井川の女性は、結婚すると夫を井川に連れてくるが、井川の男
性は結婚すると街場に出てしまう。嫁が田舎暮らしできないた
め、市内から井川に通勤している人が多い。

岩崎

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 結婚の紹介などがあればよい。 上坂本
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） みんながいなくなって自分ひとりになるのが心配。 上坂本
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 若い人がいない。 大島
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 子供がいない。 大島
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） お嫁さんが来ないのが困る。 大島
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 子どもが残ってくれれば良いが。 奥池ケ谷
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 若者が住める地域にしてほしい。 奥池ケ谷
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 人口が減尐すると元気がなくなる。 奥池ケ谷
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 若い人が帰ってきても生活できない。（お盆の時期に帰って来

ることが多いが、将来多分この地には戻ってこないだろう。）
奥仙俣

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 高齢者が多い。 崩野
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 高齢化。 崩野
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 人口減尐。孫の世代はこちらで育っていないため戻ることはな

いだろう。
口坂本

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） こういった会合も10～20年前にやってくれれば対策もあった
が、今は年寄りばかりで力がない。行政におんぶに抱っことな
らざるを得ない。

口坂本

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 子どもが定年で戻るかはわからない。 口坂本
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 子どもは戻らないし、民宿も幕引きとしたい。 口坂本
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 若い人が来ないこと。 口坂本
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 自分たち（60～70代）の孫の世代は街で生活しているため、こ

の地域のことは知らない（愛着はない）だろう。
口坂本

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 後継者がいないので、活力がない。 小河内
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 50歳以下がほとんどいない。1,2人世帯が多い。・70歳代が多

く、1,2人世帯がほとんどなので、活力がなくなっている。
小河内

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 70代が７割と高齢化が進み、５年から10年で人はいなくなるだ
ろう。50代が最も若い世代となっている。

小河内

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 人口が減尐すること。 小河内
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 子どもが帰ってくるか不安である。 小河内
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 財産区の資産を活用して、若者向けの住宅を建てて欲しい。 田代
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 教職員住宅を活用して定住促進をできないだろうか。 田代
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 中学校を卒業すると高校から寮生活になるため、この地域に

帰ってこなくなる。
田代

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 長女は、家を継がなければという気持ちを持っていたが、ここ
では婿がくるかどうかわからないため、街に出た。
（ここでは結婚が難しい）

栃沢

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 長男は、仕事や子育てが終われば帰って来たいようだが、妻の
理解を得るのが難しい。

栃沢

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 土地や家を守ることが当たり前だと思ってきたのでここに住ん
できた。子供たちには言わないから出て行った。

栃沢

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 若者は、産業がなく生活できないため、街へ出て行ってしま
い、残った長男のところへは、嫁が来てくれないため、子ども
が生まれず、高齢化が進んでしまう。

栃沢

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 全33戸のうち１～２名が学校に通うのみと尐子高齢化・過疎化
が進む。未婚の長男が残るなど課題が指摘される。

栃沢

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 父母の今後の動向によっては、外にでるかもしれない。あまり
先を考えても仕方が無いので考えない。

栃沢

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 若い人が来てくれるような場所（例：大学）がほしい。 栃沢
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 峰山小学校は引越しでやってきた子どもが入ったことで、存続

をした。
栃沢
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分類 分野 内　　　容 地区
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） この地域に仕事など子供が生活できる条件があればと思う。 中平
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 地域に若い人が尐ない。この集落で若い人というと50～60代に

なる。
中平

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） このままでは集落には土地を守る人しかいなくなる。 中平
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 子どもがいない。 中平
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） ガソリン代の補助や住民税の減免があれば、住む人がいるので

はないか。
中平

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 高齢化が進んでいる。 中平
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 人が減ること。健康とお金。 中平
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） ここでは生活できないので、子供を住ませられない。 楢尾
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 将来、自分たちの世帯だけになってしまうのではないかという

不安がある。
楢尾

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 人口が減尐し、高齢化している。 楢尾
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） リゾート気分でたまに訪れるだけの人は不快。本当に住んでく

れる人が良い。
楢尾

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 別荘のような利用はお断り。近所付き合いのできる人が居住す
ることが良い。

楢尾

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 嫁がいない。 西山平
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 若い人がいない。 西山平
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 隣近所がいなくなると寂しいので、そのうちみんな出て行くの

ではないか。
西山平

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） なし。強いて言えば高齢化・人口減尐が心配。 西山平
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） この先二十年で井川がどうなるのか。人口減尐・高齢化が心 西山平
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 若い人がきてくれれば良いが、復活させたい。 西山平
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 働き手が無くなる。 西山平
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 世帯数の減尐。 油野
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） バス路線は近くを通っているものの、全体的に不便であるた

め、子どもたちは便利さを求めてほとんど地域から出てしまっ
た。

油野

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 子どもの高校進学とともに、一家で出てしまう。 湯ノ島
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 50代以下の人が不足している。 横沢
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 人口の減尐。集落全体で42人となった。 横沢
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 人口減尐が心配。 横沢
コミュニティ 観光・地域資源 人に来てもらえるよう、畑にラベンダーやコスモスを植えた。 井川大日
コミュニティ 観光・地域資源 井川尐年自然の家に子供たちが来るのはいいこと。ただし、食

堂の利用くらいしか付き合いがない。
井川大日

コミュニティ 観光・地域資源 11月9日にもみじマラソンが開催される。紅葉がきれい。20キ
ロコース、10キロコースなど多数の参加者がある。白樺荘は来
年ロッジと伴に建て替えられるときいている。温泉は無料から
有料に変わると思うが泉質がよいので期待している

岩崎

コミュニティ 観光・地域資源 紅葉が素晴らしい。昔は東京から大型？バスが何台もきたもの
だ。観光ガイドもやったりした。午後３時までに観ないと太陽
光線の都合でよくみえない。

大島

コミュニティ 観光・地域資源 滝（地域資源）を活用する。 奥池ケ谷
コミュニティ 観光・地域資源 地域活性化のためになんじゃもんじゃ（ヒトツバタゴ）を70本

植えた。
奥池ケ谷

コミュニティ 観光・地域資源 茶工場やあまごの里が地域活性化の基になればいい。 奥仙俣
コミュニティ 観光・地域資源 汽車は観光目的になってしまった。 閑蔵
コミュニティ 観光・地域資源 公衆トイレを整備して欲しい。 閑蔵
コミュニティ 観光・地域資源 祭りでは神楽が行われ、カメラ愛好家の人も来るがこのままで

は埋もれてしまう。
口坂本

コミュニティ 観光・地域資源 温泉があるので、活かしたい。 口坂本
コミュニティ 観光・地域資源 樹齢１００年の桜が自慢である。また、会長の家のもみじも紅

葉の色が他とは違う。写真家などが撮影に来る。
口坂本

コミュニティ 観光・地域資源 村の北側に砂はち滝がある。かつて、ハイキングの散策道計画
があったが、整備しなかった。散策道の沿道は景色もよい。

口坂本

コミュニティ 観光・地域資源 合宿で養護学校の学生を泊めたこともある。 口坂本
コミュニティ 観光・地域資源 温泉は高齢者に良い泉質（神経痛、リューマチ、切り傷などに

きく）。
口坂本

コミュニティ 観光・地域資源 井川の絵本館は人が入っていないので資料館にしてはどうか。 小河内
コミュニティ 観光・地域資源 観光が低迷している。 田代

34



グループヒア

分類 分野 内　　　容 地区
コミュニティ 観光・地域資源 将来生活していけるかが心配。民宿に変わる仕事があるか？そ

の時の年代で対忚ができるのかなど心配事が多いが前向きに対
忚している。体験型と民宿と組み合わせの対忚を行っている
が、体験は専門の人にまかせたい。特に、釣りガイドは需要が
ある。

田代

コミュニティ 観光・地域資源 「安倍ごころ」に街で行っているような子供向けの教室・講座
があれば、山の子ども同士の交流につながり、子どものために
なる。

田代

コミュニティ 観光・地域資源 エコ・バイオマスなどへ取り組む。 田代
コミュニティ 観光・地域資源 体験型の住まいを造る。 田代
コミュニティ 観光・地域資源 エコツアーガイド　４０名の会員で実際活動は１０名程度　市

議会の安武さんが会長
田代

コミュニティ 観光・地域資源 井川特区による民泊の規制緩和をして欲しい。 田代
コミュニティ 観光・地域資源 地元の人にはあまり知られていないが、川沿いはいい景色で、

おいらせ渓谷にも負けない。
（桜の時期は、お茶会のときに1日に300人近く集まる）

栃沢

コミュニティ 観光・地域資源 こうした自然を育むことが大切。川沿いにいろいろな樹・花を
植え、遊歩道を整備したらいいと思う（実際に京都からもらっ
たもみじの種を植えて苗が育ちつつあり、桜の種も植えた）。

栃沢

コミュニティ 観光・地域資源 手打ち蕎麦を出すなど、外から来た人が楽しめるサイクルがで
きればいい。

栃沢

コミュニティ 観光・地域資源 要求するのではなく、自分たちで夢を描きコツコツやればでき
る。遊歩道も、大きな石があれば重機でどけるのではなく道を
くねらせればいい。

栃沢

コミュニティ 観光・地域資源 村有林を有効活用できないか。 西山平
コミュニティ 観光・地域資源 白樺荘など温泉を活かすことが必要。観光が良くなれば、地元

野菜、産物を使ってもらえるので、いろいろ良くなる。
西山平

コミュニティ 観光・地域資源 玉川にキャンプ場があり、学校児童も来るが地域と交流はな
い。

油野

コミュニティ 観光・地域資源 家族連れがバーベキューに来るがゴミの問題で迷惑している。
材料は持込で地場の産品を売ることもなく、地元にはメリット
がない。

油野

コミュニティ 観光・地域資源 玉川キャンプセンターに子供がキャンプしに来る。 油野
コミュニティ 観光・地域資源 平成６年から、この源泉を市が活用して、公設民営で「湯ノ島

温泉浴場」と「玄国茶屋」が運営されている。これを活用でき
て客が来ればモノも売れる。現在、温泉にお客が来ても、集落
には寄らない。店でもあればくるかも。温泉には特産品を提供
している

湯ノ島

コミュニティ 観光・地域資源 現在、湯ノ島まで車で来るしかない。新静岡センターからバス
を出してもらえれば、もっと人が来るのではないか。

湯ノ島

コミュニティ 観光・地域資源 温泉の源泉は冷泉のため、沸かす燃料費がかかる。 湯ノ島
コミュニティ 観光・地域資源 地元の人は温泉に入らない。地元割引でもあれば利用する。 湯ノ島
コミュニティ 観光・地域資源 温泉は貴重な観光資源であり、無駄にすることはない。 湯ノ島
コミュニティ 観光・地域資源 「湯ノ島温泉浴場」は営業時間が9:30～16:30のため、地元の

人が農作業帰りに気軽に入るということができないため、地元
利用が尐ない。営業時間を変更して地元料金を設定すればもっ
と利用されるかもしれない。

湯ノ島

コミュニティ 空家 住居を捜すのが大変であった（1ヶ月かかった）。結局会社が
紹介してくれた。

井川

コミュニティ 空家 人口が減尐しているので、村の存続が心配である。また、空き
家が増加しており、防犯の面でも心配がある。

井川

コミュニティ 空家 時々帰ってくるため、貸さないだろう。 上坂本
コミュニティ 空家 空き家を借りることが難しい。 大島
コミュニティ 空家 空き家に不審者やホームレスなどが住むようになったら困る。 奥池ケ谷
コミュニティ 空家 村として空家は４～５軒あるが年１回帰って来るため人には貸

さないし、売らない。
奥仙俣

コミュニティ 空家 先祖代々の土地のため売るには抵抗がある。先祖代々の土地を
売るとお金に困っていると思われる。しかし、2軒管理するの
は大変である。

奥仙俣

コミュニティ 空家 空き家は不気味なので防犯上潰してもらいたい。 奥仙俣
コミュニティ 空家 お盆に帰ってくる程度。普段は薄暗く怖い。 奥仙俣
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分類 分野 内　　　容 地区
コミュニティ 空家 お墓参り等で、時々帰る方もいる。中には数年管理されていな

い家もあり風化が進んでいる。誰か管理してくれるならば管理
してもらいたい。

崩野

コミュニティ 空家 空家が多くなってきている。朽ち果てそうな家もある。 崩野
コミュニティ 空家 たまに帰って掃除を行っている家もある。 崩野
コミュニティ 空家 モノを置きっ放し。盆・正月には来る。どこの家も生活できる

ものが入っている。
崩野

コミュニティ 空家 空き家が多い。 崩野
コミュニティ 空家 空き家が増えているが、盆・正月に帰ってくるので貸せないと

ころが多い。他にも空き家はあるが、保存状態が良くない。
（猫屋敷と化している）

田代

コミュニティ 空家 空き家が増えているが、トイレが水洗でないなどの問題があ
る。

田代

コミュニティ 空家 時々戻ってきているようだ。 栃沢
コミュニティ 空家 空き家は無いほうが良いが利用がうまくいかない。出て行った

長男が貸すにも、次男（兄弟）に相談しないとならない。（相
続関係）、2～3万円で借りてくれれば、管理にもなる。湯ノ島
に移住してきた人がいる。

栃沢

コミュニティ 空家 ほとんど帰ってこないようだ。 中平
コミュニティ 空家 竹やぶで、使えないようなもの。 中平
コミュニティ 空家 行き来がある。借りたい人がいれば貸してくれそう。 楢尾
コミュニティ 空家 子どもたちが来るので他人に貸さない家が多い。 油野
コミュニティ 空家 隣が空き家だが、時々所有者が来て管理はされている。 油野
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分類 分野 内　　　容 地区
生活サービス 買い物先 車がない人は井川で、車がある人は9割が静岡市街で買い物を

している。
井川

生活サービス 買い物先 移動販売が来なくなった。来てくれると助かる。 井川大日
生活サービス 買い物先 月1回宅急便で子供に送ってもらう。 井川大日
生活サービス 買い物先 息子が高校生の孫（静岡で寮生活）を土日に連れて帰る際、買

い物もしてくる。（車で）
井川大日

生活サービス 買い物先 子供たちが買ってきてくれる。 井川大日
生活サービス 買い物先 買い物。 井川大日
生活サービス 買い物先 コミュニティバスを１台、人ではなく物を運ぶようにすれば、

そのほうが助かる。または、買い物用に使う。法律でダメとか
では困る。特区にして対忚してもらわないと。

岩崎

生活サービス 買い物先 高齢化が問題。店がないので、車が運転できないと買い物に行
けない。

岩崎

生活サービス 買い物先 週2回くらい移動販売が来ていたが、売ってやっているという
気持ちが強く、値札もついていないため、人によって値段が変
わる。90すぎの高齢者が高いといったら、喧嘩になって、その
後、寄らなくなった。

岩崎

生活サービス 買い物先 高齢者で車が運転できない人は、子供が週1回くらい買い物を
してきてくれる。

岩崎

生活サービス 買い物先 井川のお店が注文を取ってくれれば助かる。 岩崎
生活サービス 買い物先 肉、魚などの生鮮食品は本村（徒歩１時間、車で10分）まで買

いに出かける。昔は移動販売が来たが、売上が尐ないため今は
来ない。

上坂本

生活サービス 買い物先 本村に2軒店があるのでそこで買う。（野菜類は自給自足） 上坂本
生活サービス 買い物先 農協が電話すれば配達してくれる。 上坂本
生活サービス 買い物先 地区内にたばこを吸う人は10人くらいしかいない。商売にはな

らず面倒くさいが地域に一件だけなので仕方なくやっている。
大島

生活サービス 買い物先 常連さんが箱買いするくらい。自販機にしたいが賃料が高い。 大島
生活サービス 買い物先 食料品ならともかく、ここで商売をするのは難しい。 大島
生活サービス 買い物先 鮮魚の移動販売が週２回来る。 大島
生活サービス 買い物先 週３回移動販売車が来るが、高いし、品揃えが良くない。サー

ビスや接客態度が良くない。
大島

生活サービス 買い物先 井川で大概済む。 大島
生活サービス 買い物先 集落内の店舗利用や定期バス利用で街中まで買い物。 大島
生活サービス 買い物先 子どもが買ってくる。用事のついでに井川で購入。 大島
生活サービス 買い物先 街に行く（週１回程度）。 大島
生活サービス 買い物先 移動販売は来るが、高額である。 大島
生活サービス 買い物先 車を利用しているが、運転ができなくなったら生活が不便にな

る。
奥池ケ谷

生活サービス 買い物先 車に乗るのでスーパーで買い物する。（月４～５回） 奥池ケ谷
生活サービス 買い物先 スーパー望月で買い物をする。柿島に店（食料品）がある。 奥池ケ谷
生活サービス 買い物先 移動販売が週1回来る。 奥池ケ谷
生活サービス 買い物先 移動販売（魚・野菜など）は便利。 奥池ケ谷
生活サービス 買い物先 日常生活の生鮮3品など最寄品は子どもたちが毎週届けてくれ

る。
奥仙俣

生活サービス 買い物先 移動販売業者が来るがほとんど買わない。 奥仙俣
生活サービス 買い物先 八百屋の行商（週に1度来てくれる、醤油や味噌を販売）が来

る。
奥仙俣

生活サービス 買い物先 食品等を街中に出て週の分をまとめて購入するか、子どもに
送ってもらう。週に一度、鮮魚の移動販売あり。

奥仙俣

生活サービス 買い物先 八百屋さんが行商に来てくれる。私の家は上のほうなので隔週
で来てもらっているが助かる。

奥仙俣

生活サービス 買い物先 娘が買い物をして来てくれるし、自分で街に出た時に尐し買い
物をしている。

奥仙俣

生活サービス 買い物先 川根・井川方面 閑蔵
生活サービス 買い物先 週一回移動販売が来る。必要な品物はリクエストすると忚じて

くれる。お米は農協に予約すれば配達してくれる。
閑蔵

生活サービス 買い物先 焼津から魚の移動販売、井川、奥泉（2軒）で買い物 閑蔵
生活サービス 買い物先 子どもが週1回買い物をしてきてくれる。その他は井川か千頭

へ行く。近所の人に頼むこともある。
閑蔵

37



グループヒア

分類 分野 内　　　容 地区
生活サービス 買い物先 車で川根に買い物。野菜を売りに来るが高いのでほとんど購入

しない
閑蔵

生活サービス 買い物先 静岡で買いだめ（車でほかの用事を兹ねて）する。 崩野
生活サービス 買い物先 移動販売が週2回来る。値段は高いし、以前より来なくなっ

た。
崩野

生活サービス 買い物先 魚のみ移動販売が来る状況。 口坂本
生活サービス 買い物先 車で週１回程度。行き先は羽鳥の望月、民宿をやっている人は

流通センターまで買いに行く（時々、地区の年寄りを乗せたり
助け合いは行っている。）。

口坂本

生活サービス 買い物先 移動販売は、昔は４～５件来ていたが、現在は魚屋しか来な
い。

口坂本

生活サービス 買い物先 移動販売は良く来るが品がよくない。 小河内
生活サービス 買い物先 食料の調達ができなくなることが怖い。 小河内
生活サービス 買い物先 鮮魚・精肉・野菜などの移動販売が毎日来る。利用はしない

が。
小河内

生活サービス 買い物先 本村で魚・野菜・肉・酒を買える。 小河内
生活サービス 買い物先 井川本村に週3回くらい買いに行く。 小河内
生活サービス 買い物先 街で週１回くらいまとめ買い物をする。 小河内
生活サービス 買い物先 自給自足に近い生活なので、ほとんど買い物はない。 小河内
生活サービス 買い物先 時々子どもが街で買い物をしてきてくれる。 小河内
生活サービス 買い物先 移動販売か週１回くらい井川本村まで行く。 小河内
生活サービス 買い物先 ＪＡの配達が週１回になってしまった。 小河内
生活サービス 買い物先 農協の出張所が週一回火曜日に来てくれる。井川に出るよりも

楽で良い。
小河内

生活サービス 買い物先 魚屋がないので不便。 小河内
生活サービス 買い物先 移動販売が週３回来る（食料品）。 田代
生活サービス 買い物先 若い人は井川、あるいは静岡市街まで車で行く。 田代
生活サービス 買い物先 スーパーもちづき。通常は井川の販売店（井川地区600人を対

象にしているが、いつまで事業を継続できるか。）
田代

生活サービス 買い物先 人口減で商店がいつまで井川にあるか不安。農協も撤退した
がっている。

田代

生活サービス 買い物先 １週間まとめて、羽鳥辺りへ買出しに出かける。 栃沢
生活サービス 買い物先 生協の宅配サービスがあり、利用している。 栃沢
生活サービス 買い物先 勤務地からの帰宅時に購入する。 栃沢
生活サービス 買い物先 子供達や遊びに来たお客はコンビ二を欲しがっている。 中平
生活サービス 買い物先 移動販売は来なくなった。 中平
生活サービス 買い物先 体が疲れたとき病院から買い物してタクシーで帰って来る。 中平
生活サービス 買い物先 望月、静鉄ストアでまとめ買い。移動販売は来なくなった。 中平
生活サービス 買い物先 コープ（生協）でも会員３人で共同購入している。 中平
生活サービス 買い物先 羽鳥あたりまで車で出かけて済ます。 楢尾
生活サービス 買い物先 週に３～４回移動販売が来る。一人暮らしの老人はこれで済ま

す。
楢尾

生活サービス 買い物先 勤めが街にあるので、帰りに買う。 楢尾
生活サービス 買い物先 移動販売が週3～4回来るが値段が高い。市内で買い物（買いだ

め）
楢尾

生活サービス 買い物先 子供に買ってきてもらうし、週に１回街に用があるのでそのと
きにも買う（羽鳥などで）

楢尾

生活サービス 買い物先 八幡にコンビ二があれば便利。 楢尾
生活サービス 買い物先 本村に買い物に行く。 西山平
生活サービス 買い物先 街で買って持ってくる。 西山平
生活サービス 買い物先 週1回子どもが持ってくる。 西山平
生活サービス 買い物先 車で井川に出るが、ここで大体足りる。 西山平
生活サービス 買い物先 子供に連れて行ってもらい、買いだめする。 油野
生活サービス 買い物先 移動販売が週に1回来るが、あまり品物がないため買わない。 油野
生活サービス 買い物先 移動販売で調味料や肉・魚が買える。 油野
生活サービス 買い物先 麻機の静鉄ストア、スーパー望月で買い物する。 油野
生活サービス 買い物先 野菜はあるものの、肉・魚などの生鮮食品が不足している。ま

とめ買いをして子どもたちに車で送ってもらう。
油野

生活サービス 買い物先 羽鳥あたりまで車で出かけて済ます。 湯ノ島
生活サービス 買い物先 移動販売も来るが畑に出ていると気がつかない。 湯ノ島
生活サービス 買い物先 週2回移動販売業者が売りに来る。 湯ノ島
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分類 分野 内　　　容 地区
生活サービス 買い物先 子どもが買ってきてくれるので問題ない。 湯ノ島
生活サービス 買い物先 車を運転するので、街で購入する。 湯ノ島
生活サービス 買い物先 週一回移動販売あり。酒がなくなったとき付近に酒屋がないの

で困る。
横沢

生活サービス 買い物先 週２回程度トラックによる食料品等の移動販売がある。 横沢
生活サービス 買い物先 買い物には車で行く。街にも行く。 横沢
生活サービス 金融サービス 農協が無くなるという話があるが、お金が下ろせないのは住民

にとって（特に車で市街地にいきにくい高齢者には）本当に困
る。市の施策として残してもらうような対策をお願いしたい。

井川

生活サービス 金融サービス 郵便局と農協の支所が廃止になる話があり、そうなると不便。
特に、農協は物がなく、人が尐ない状態である。

大島

生活サービス 金融サービス 農協は井川にあって保険などで利用しているが、支所がなくな
るとどうなるのか不安。

閑蔵

生活サービス 金融サービス 郵便局、農協が無くなると困る。 崩野
生活サービス 金融サービス 郵便局・農協まで16 kmあるので年金を出金するのに困る。 口坂本
生活サービス 金融サービス 農協の合併の話がでている。4年後を目途に松野あたりにとい

う話を聞いた。金融機関が農協と郵便局しかないので、無くな
ると困る。農協が松野になると、片道2時間近くかかる。農協
も学校も金融機関も合併で困る。

小河内

生活サービス 金融サービス 学校やＪＡ、郵便局などがなくなってくると、居たくても居ら
れなくなるのではないか。

小河内

生活サービス 金融サービス 金融機関がない（田代で週一回午前中のみ開設される） 小河内
生活サービス 金融サービス 郵便局・農協が今後どうなるのか心配。 小河内
生活サービス 金融サービス 金融サービスに関して農協が支所を廃止する計画があるので、

そうすると不便。
田代

生活サービス 金融サービス 農協支所や郵便局が廃止されると、金融面で困る。 中平
生活サービス 金融サービス 農協も今は配達もしてくれるが、3年後には農協がなくなる。

それにより、金融サービスが無くなるのが困る。
中平

生活サービス 金融サービス 平野の農協がなくなると金融関係はかなり困る。松野まで行か
なければならない。

中平

生活サービス 金融サービス 農協の大河内支所が廃止されるとのことなので、金融機能がな
くなり困る。

中平

生活サービス 金融サービス 農協の大川支店が24年には藁科支店と合併するらしい。そうな
るとお金を出し入れするのに困る。（ほとんどの人が農協か郵
便局を利用）

楢尾

生活サービス 金融サービス 農協の支所がなくなることが心配。郵便局は入出金のみであっ
たが、振込みが１月からできるようになるらしい。

西山平

生活サービス 金融サービス 金融機関（ＪＡ）に撤退の動きがある。今後郵便局も撤退した
ら、大変困ったことになる。

湯ノ島

生活サービス 上下水道 水は井戸を掘れば（40mくらい）出てくる。今のところは割と
多く出る

井川大日

生活サービス 上下水道 水が困る。スキー場のほうから引いてきている。当番で管理。 井川大日
生活サービス 上下水道 水道のタンク等に泥が詰まると清掃が大変なため改修したい。

橋の向こうには水道があるため、こちらまで配管する手がある
（湖の下を通せるかとのことだが、橋の架け替え時に検討する
のが現実的と思われる）が、正式な水道にすると水道料が徴収
されるので、集落全体の合意を得る必要がある。

上坂本

生活サービス 上下水道 トイレはこの辺では3件くらい汲み取り式。 大島
生活サービス 上下水道 水道は簡易水道（たぶんこれに満たない小規模集落） 奥仙俣
生活サービス 上下水道 金融機関は農協を利用しており、街に出たときに出金してい

る。
奥仙俣

生活サービス 上下水道 水は集落の管理による共同水道である。場所が悪く集落内の年
寄りで何とか清掃等を行っている状態。

閑蔵

生活サービス 上下水道 ５年後水源地の整備（５千円/月で山水を取っている。掃除な
どが手間）。墓地の整理。

閑蔵

生活サービス 上下水道 水道は簡易水道を引いている。良くなった。下水も合併浄化槽
を使用している。

口坂本

生活サービス 上下水道 水道が整備されていない。飲料水は雤が降らないと不足する。 栃沢
生活サービス 上下水道 水は日照りが続くと枯渇してしまい困る。７割の補助では再整

備できない。
栃沢

生活サービス 上下水道 飲み水の確保が大変。 栃沢
生活サービス 上下水道 下水は合併浄化槽である 中平
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分類 分野 内　　　容 地区
生活サービス 上下水道 水道管を引けない。（引くには距離が遠く、戸数が尐ないため

1件あたりの負担が30年近く前で30万円以上かかったため、市
の補助の話も消えた）

楢尾

生活サービス 上下水道 水道は個人で沢の水を引いている。 楢尾
生活サービス 上下水道 ここに住む場合、自分で水を引かなければならないので大変。 楢尾
生活サービス 上下水道 水の確保が大変。 楢尾
生活サービス 上下水道 水は簡易水道と山水。 西山平
生活サービス 上下水道 トイレは汲み取り式。ガスはプロパンガスを使用している。 油野
生活サービス 上下水道 水に関して、水源が３つある。このうち簡易水道は２箇所であ

り、年１回のタンク・水源の清掃管理が大変。東地区は簡易水
道でない沢水を利用しており、雤が降り、山が崩れると水が濁
り苦労している。

湯ノ島

生活サービス 上下水道 トイレなどに手を入れる必要があるので、誰も住まないだろ
う。

横沢

生活サービス その他 人口が500人を切ると商売が成立しない。 井川
生活サービス その他 橋が狭く、ゴミ収集車が通れないためゴミ収集場所が橋の向こ

うで、歩いて20分かかる。そのため、昔のように焼却炉がほし
い。

上坂本

生活サービス その他 特にない。 大島
生活サービス その他 床屋がない（月１回出張）。 大島
生活サービス その他 郵便・宅配は問題なく来る。 奥仙俣
生活サービス その他 ガスはプロパンガスを使用している。 奥仙俣
生活サービス その他 現状を維持してもらえればよいが、年20人くらい減ってきてい

るので、サービスが減尐していくのではないか不安。
小河内

生活サービス その他 図書館（図書館がなくても、街の図書館で借りた本を井川で返
却できる返却用ポストがあればいい。）

田代

生活サービス その他 ガス業者さん（日向）がプロパンガスと一緒に持ってきてくれ
ることもある。

楢尾

生活サービス その他 床屋がない。 西山平
生活サービス その他 別に不足していると感じない。 横沢
生活サービス その他 困っていることや不安なことは思いつかない。 横沢
生活サービス その他 選挙の会場が遠いため投票に行くのが大変。 横沢
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分類 分野 内　　　容 地区
高齢者 介護サービス バスは使わない。買いだめすると荷物を持てないし、時間も合

わない。そのため、子供に頼む。
井川大日

高齢者 介護サービス 月1回静岡の病院に通っているが、子供が迎えに来てくれる。 井川大日
高齢者 介護サービス 酸素のボンベを宅配便で送ってもらっている。 井川大日
高齢者 介護サービス 医者になかなか行けない（息子に仕事を一日休んでもらわない

と行けない）
井川大日

高齢者 介護サービス 病院へは息子の車で行く（静岡市街へ、月1回の血圧測定） 井川大日
高齢者 介護サービス 複合センターを老人ホームにして欲しい。 岩崎
高齢者 介護サービス ほのぼの弁当(配食サービス)が月2回あるが、対象者が65歳以

上の単身者だけ。また、人材はボランティアでやっている。人
材の確保が難しい。

岩崎

高齢者 介護サービス コミュニティバスで荷物(買い物品)を運んで欲しい。 岩崎
高齢者 介護サービス 複合センターの機能が中途半端なので、老人ホームに変えて欲

しい。デイサービスが基本で、ショートステイもあるが、自分
で寝起きできないと入れない。（意味が無い）

岩崎

高齢者 介護サービス デイサービスが月２回ではあまりにも尐ない。 岩崎
高齢者 介護サービス 井川診療所まで車で10分。ドクターヘリにも対忚している。 上坂本
高齢者 介護サービス 井川診療所は助かる。 大島
高齢者 介護サービス 病院等へ行く時のバスが運行して、非常にありがたい。以前

は、近所の人の車にお世話になっていたので。
大島

高齢者 介護サービス もし動けなくなれば、子供に迷惑をかけたくないので施設へと
入る。

奥池ケ谷

高齢者 介護サービス ディサービスが長妻田までで、奥仙俣まで来ない。（民生委員
談）

奥仙俣

高齢者 介護サービス 高齢者の介護。 奥仙俣
高齢者 介護サービス 年寄りの寝たきり。 奥仙俣
高齢者 介護サービス 一ヶ月に一度、井川診療所に車で通院している。土日が休みの

ため不便。
閑蔵

高齢者 介護サービス 本川根の診療所は、医者が居住しているため柔軟に対忚してく
れるのだが。

閑蔵

高齢者 介護サービス 動けなくなっても子供の世話にはなりたくない。介護施設に行
く。

崩野

高齢者 介護サービス 診療所の山田先生がもう20年くらい住んでいる。井川の住民は
助かっている。

小河内

高齢者 介護サービス 井川は医療の面では恵まれている。 小河内
高齢者 介護サービス 診療所があるので、医療には不自由はない。 小河内
高齢者 介護サービス ６月からバスが出ているので便利になったが、内科のみであ

る。年寄りは膝・腰が痛むため整形外科が欲しい。
小河内

高齢者 介護サービス 井川診療所までバスが出ている。朝7:30分に出て、帰りは
11:30分なってしまい。半日がかりの通院になってしまう。

小河内

高齢者 介護サービス 月１回は街の病院に出かける。横沢で乗り換えるが、乗り継ぎ
は良い。

小河内

高齢者 介護サービス 月１～２回、日赤に車で妻の薬をもらいに出かける。 小河内
高齢者 介護サービス デイサービスのみだが、複合施設もある。 小河内
高齢者 介護サービス デイサービスの充実をお願いしたい（現在、月２回→せめて週

４回にして欲しい）
小河内

高齢者 介護サービス 将来、介護施設などにはいれればよいが年金だけでは大変。 小河内
高齢者 介護サービス 診療所行きのバスは帰りまで長いこと待つ。（診療が1時間程

度だと2時間待つ）
田代

高齢者 介護サービス バス停の診療所前から周りの買い物先まで結構歩かなければな
らない。

田代

高齢者 介護サービス 高齢者の老夫婦や単身者が困る。 田代
高齢者 介護サービス 若い人が家にいれば車を買い物に利用できるが、老人一人の場

合は問
田代

高齢者 介護サービス 高齢化で介護をする人がいなくなりつつある。 栃沢
高齢者 介護サービス 寝たきり老人を抱えると介護が大変（仕事場が離れており、休

暇もとりにくいため）
栃沢

高齢者 介護サービス 平野に公立の診療所があるが、診療日が月、水、金で木が半日
と限られており、設備も血圧を見る程度であるため、もっと整
えて欲しい。

中平
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分類 分野 内　　　容 地区
高齢者 介護サービス 日赤を紹介されても、症状が良くなれば地元のかかりつけ医に

戻りなさいといわれてしまうことになる。
中平

高齢者 介護サービス 健康福祉の人が月に１回来てくれると良い。 中平
高齢者 介護サービス 高齢者の支援をお願いしたい。 楢尾
高齢者 介護サービス 公民館を道路わきに建設し、夜、高齢者が集まり、食事し宿泊

する。朝、それぞれの家に帰るしくみを作ってもらいたい。助
け合い。また、そこにヘルパーを週１日でも毎月でも良いので
派遣して欲しい。

楢尾

高齢者 介護サービス バス待ちの時間を調整しながら、母親の通院を補助している。 楢尾
高齢者 介護サービス 病院へ通うには車を運転できないと都合が悪い。 楢尾
高齢者 介護サービス 医者は羽鳥の診療所まで通う。（車で１時間程度） 楢尾
高齢者 介護サービス あいせんが月2回弁当を持ってきてくれるのが大変ありがた

い。
西山平

高齢者 介護サービス ヘリが井川診療所まで来るので安心。 西山平
高齢者 介護サービス 近くに診療所がある。 西山平
高齢者 介護サービス 高齢者の介護が大変である。 西山平
高齢者 介護サービス 高齢者介護で宿泊できる施設がない。井川ではあいせんを嫌が

る人が多い。
西山平

高齢者 介護サービス 高齢者の介護が大変である。若い人は下の方の施設に入れてい
るようである。アイセンのあり方を変えて欲しい。

西山平

高齢者 介護サービス 介護サービス。 西山平
高齢者 介護サービス 独居老人は、子供が週1～2回くらい買い物をしてきてくれる。 湯ノ島
高齢者 介護サービス 近所の付き合いが減ってきている。車のない高齢者世帯では、

子どもが買い物をして上がってくることになる。
湯ノ島

高齢者 介護サービス お年寄りのみの世帯で車がない場合は困る。週２～３日とか、
子どもに買い物をしてもらうケースが多い。

湯ノ島

高齢者 介護サービス 玉川診療所があるのは良いが、眼科・皮膚科までが遠い。 横沢
高齢者 介護サービス 診療所に行くのにバスを使って半日かかりと不便。 横沢
高齢者 介護サービス 夫は足が悪く、介護が大変である。カリタスを利用している。 横沢
高齢者 介護サービス 夫婦２人働いているため、両親の病院通いを姉に頼んでいる。 横沢
高齢者 介護サービス 介護タクシーのようなものがあればありがたい。 横沢
高齢者 介護サービス 家からバス停まで歩くのが大変になってきた。 横沢
高齢者 介護サービス 夫はバスに乗れないため、通院（市民病院）には娘の車が必要

となる。
横沢

高齢者 不安 一人になったとき。今は二人なのでよいが、一人になったら娘
の世話になるしかない。

井川大日

高齢者 不安 わからない。悠々自適に暮らしている。病院に月１度子どもが
連れて入ってくれる。

井川大日

高齢者 不安 高齢者だと何かあったとき、救急車を頼むにも大変である。ブ
ザー（なにかあったときには、救急車と近場の人のところに連
絡が入る）があると勧められたが、近所の人に迷惑をかけたく
ないので、断わった。

岩崎

高齢者 不安 高齢者が安心・安全に暮らせるようにして欲しい。隣の人の顔
が見えるうちはここにいたい。

岩崎

高齢者 不安 一人暮らしが不安であり、また、デイサービスの体制が不十分
であると思う。

岩崎

高齢者 不安 今は夫婦ともに元気だが、妻が独りになったときが不安。 岩崎
高齢者 不安 高齢化、病気などが心配。 岩崎
高齢者 不安 妻　自分ひとりでは住めないので、１０年後は不安。 岩崎
高齢者 不安 車、バイク、バス。足が悪い高齢者はバス停までも行けない。 岩崎
高齢者 不安 子供が食料などを送ってくれるので、食べるのに困らない。 上坂本
高齢者 不安 年金から介護保険など差し引かれていくのはたいへん不安。 上坂本
高齢者 不安 病院のベットにあるナースコールのようなものがあれば、医者

等に異常を知らせることができる。
上坂本

高齢者 不安 動けなくなれば、息子のところに行くが、なるべく世話になり
たくない。

上坂本

高齢者 不安 足を悪くして、行動範囲が狭くなった。 大島
高齢者 不安 自分で動けるうちは良いところである。 大島
高齢者 不安 独りになってみないとわからない。独りなったときの健康面が

心配。
大島
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分類 分野 内　　　容 地区
高齢者 不安 子どもと別居しているので、動けなくなったら困る。施設の空

きが尐ないとの話を良く聞くので、入れるかが不安である。井
川に施設があるとよいが。「あいせん」はありがたい。

大島

高齢者 不安 一人暮らしが多い。 奥仙俣
高齢者 不安 年金生活で子どもたちから、食料や小遣いがないと生活が困

難。
奥仙俣

高齢者 不安 現在、寝たきりの老人はいない。住める限りは住み続けたい
が、難しければ他出している子どもの世話になるしかない。

奥仙俣

高齢者 不安 年金では生活できないが、子どもが日常の食料品を持ってきて
くれたり、小遣いも置いていく。

奥仙俣

高齢者 不安 夫婦で暮らしているので、どちらかが欠けると思うと不安。 崩野
高齢者 不安 動けなくなったら困る。今のところは良いが、一人になったら

心配。
崩野

高齢者 不安 救急車は往復で2時間かかる。（病気になることは不安） 口坂本
高齢者 不安 救急車が5～6年前から常備された。2名常駐。また、ヘリポー

トもあり、何かあれば、先生の判断で呼んでもらえる。10分程
度で来る。これにより、もう何人も助かっている。恵まれてい
るが、夜、何かあると怖い。救急車が街から来るとすると片道
2時間、往復4時間かかるので、緊急を要するものだと助からな
い。

小河内

高齢者 不安 高齢者が多く、助け合いに支障が出ている。 小河内
高齢者 不安 病気になったとき困る。アイセンはあるが土日が泊まれない。 小河内
高齢者 不安 何か問題があったとき、一人でいることが困る。 小河内
高齢者 不安 あと月３万は必要。兄弟・子どもの援助があるが。 小河内
高齢者 不安 自然環境は市内で一番良いが、高齢者には不便なところ。 小河内
高齢者 不安 一人の生活になったときが不安。特に妻の足が悪いため。 小河内
高齢者 不安 一人になっても体が元気ならよいが、健康面が不安。 小河内
高齢者 不安 物忘れが激しくなった。80代になった途端身体が変わってし

まった気がする。何かあったときが不安。
小河内

高齢者 不安 動けなくなったら子どもの世話になるしかない。 小河内
高齢者 不安 自身の健康面（60代になり、母を亡くしてから不安が増した） 田代
高齢者 不安 今は楽しいが、年をとった時が不安。 田代
高齢者 不安 一人になったときが心配。 田代
高齢者 不安 救急車が来るまでに1時間以上かかる。 栃沢
高齢者 不安 年金生活で田舎暮らしをするのは厳しい。（テレビの共同アン

テナ、車の経費、病院通いなどにより。）
栃沢

高齢者 不安 畑と年金で暮らす。体力的限界がきたら、人に茶畑を貸す。 栃沢
高齢者 不安 自分ひとりになってしまった時や子どもが転勤することになっ

たことを考えると不安に感じる。
栃沢

高齢者 不安 今は健康だが、両親の介護を考えると不安 栃沢
高齢者 不安 健康面が心配。病気で動けず電話の所まで行けないときが心

配。
中平

高齢者 不安 病気など健康面で心配。隣近所も離れていて助けも求められな
い。

中平

高齢者 不安 枕元に、緊急の連絡装置（ボタンで病院や緊急連絡できる）も
のが無いと体が動かず電話の所まで動けないときがある。携帯
電話も通じない。

中平

高齢者 不安 救急車を呼んでから来るまで、50分かかる。 楢尾
高齢者 不安 独り暮らしの老人が夜に将来を考え悲観している。 楢尾
高齢者 不安 夫婦ともにいつまで健康であるか不安。 楢尾
高齢者 不安 ひとり残されるのが不安。 楢尾
高齢者 不安 高齢者の病院への通院、料理補助、緊急対忚など。 楢尾
高齢者 不安 年金が3万円と尐なく、さらに引かれては、買い物もできな

い。
油野

高齢者 不安 高齢者の単独世帯は５世帯のため、救急の際の対忚に不安。 湯ノ島
高齢者 不安 年寄りを狙って訳のわからない商売の者が来る。 湯ノ島
高齢者 不安 時が経って、老齢化していくと防災面が不安である。現在消防

団3名（50歳代）
湯ノ島

高齢者 不安 悪徳業者が入ってくる。 湯ノ島
高齢者 不安 高齢者の独り住まいで、調理用の火をつけっぱなしで火事に

なったので、気をつけている。
湯ノ島
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分類 分野 内　　　容 地区
高齢者 不安 病院が遠いので、通うことが大変である。 横沢
高齢者 不安 動けなくなったら、羽鳥の実家へ移住する。 横沢
高齢者 その他 高齢者は若い人が思うほど不自由だと感じていない。 井川
高齢者 その他 戦争を経て耐える力を持っていて、この地域にいたいという思

いが強い。
井川

高齢者 その他 自然環境が厳しいので、生活は大変である。 井川
高齢者 その他 年金を貯蓄しているのでなるようになる。 奥池ケ谷
高齢者 その他 年金については、納めたものが帰ってくるので有難いと思って

いる。
奥仙俣

高齢者 その他 自由に生活できるので楽である。 小河内
高齢者 その他 残された年寄りがどう楽しく過ごせるかを考えたほうが良い。

そのためにも、隣近所を大事にしていくことが必要。
栃沢

高齢者 その他 月に１度集まってお互いの顔を見せ、話し合いの会合する。昼
ごはんを持ち寄りでもよい。しかし、世話をやくリーダーが必
要。

中平

高齢者 その他 村の人だけでは、話の種がないので、村巡りツアーなどやって
もどうだろうか。

中平

高齢者 その他 高齢者の単独世帯は４世帯ある。 楢尾
高齢者 その他 良いところである。 西山平
高齢者 その他 近所付き合いが良い。 西山平
高齢者 その他 静かなところで住みやすいが、買い物が不便である。 西山平
高齢者 その他 深夜電力、浄化槽も整備され居住には問題ない。 西山平
高齢者 その他 子供とすぐ連絡できるようになっている。すぐに相談できる。

（市内に住んでいる）子供が面倒を見てくれるので問題なし。
油野
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分類 分野 内　　　容 地区
子育て 子育て環境 幼稚園はあるが、保育園がないのが困る。 大島
子育て 子育て環境 遊ぶ子どもがいないので仕方ないが、公園の遊具の塗装がはげ

てしまっている。幼稚園で就学前の子どもの集まりがある。
大島

子育て 子育て環境 1歳3ヶ月の孫を育てている（息子の嫁が24歳で死去）。 小河内
子育て 子育て環境 幼稚園でちびっ子広場を週2回、10時～11時30分の間やってく

れている。同じくらいの子供が5人くらい集まる。助かってい
る。

小河内

子育て 子育て環境 予防接種など、広報を見てお知らせが入っていれば行くという
方法だが、見逃すと受けられないという心配があり、できれば
ハガキで知らせて欲しい。

小河内

子育て 子育て環境 学校がなく、仕事もない。同級生もいないので、子育てには最
悪の環境である。

小河内

子育て 子育て環境 子供・孫のことが心配。母を無くしているので、ちゃんと育て
ていけるか不安。

小河内

子育て 子育て環境 共働きなど子どもを終日見てもらえる学童保育が欲しい。 田代
子育て 子育て環境 子どもを増やし、同級生を増やしたい。 田代
子育て 子育て環境 1泊2日で都市部の幼稚園と小学校へ交流に行く。市街地の子ど

もたちはこちらにはこないので、相互交流できる環境づくりが
必要。

田代

子育て 子育て環境 子どもがいる家庭では、子どもの進学に合わせて、町へ引っ越
す場合がある。

栃沢

子育て 子育て環境 子どもの教育面、生活面の環境充実が必要。 栃沢
子育て 子育て環境 かつて、保育園への子どもの送迎と母親の病院の送迎で大変

だった。
楢尾

子育て 子育て環境 長男が戻る予定だが時期は未定。子どもの教育環境が心配。 西山平
子育て 小中学校 小学校・中学校は10人ほどしかいない。（昔は子供がたくさん

いた）
井川

子育て 小中学校 先生が環境の良さを子どもたちに教えようと教科書外の時間を
多くとることから、肝心の勉強の進度が遅くなっている。

井川

子育て 小中学校 小学校や中学校がなくなってしまったら、困る 大島
子育て 小中学校 かつては小学校があり、生徒数は多い頃で60名いたが、途中か

ら井川小学校、それから玉川小学校の分校となり、30年ほど前
に閉校となった。

口坂本

子育て 小中学校 井川は幼稚園が3人、小学生9人、中学生12人しかいない。 小河内
子育て 小中学校 井川小は生徒9人、井川中は生徒10人。 田代
子育て 小中学校 小学校は複式学級で、子供一人ひとりへのケアが厚い。学校と

協力していけたらと思っている。
田代

子育て 小中学校 生徒数が減っており、尐ない分競争心に欠けてしまう。 田代
子育て 小中学校 先生が熱心に動いてくれ、尐人数学級としてきめ細かく対忚し

てもらえる良さもあるが、生徒に競争心がない。但し、プラス
思考で考えたい。

田代

子育て 小中学校 大川小学校が複式学級になっている。都市部には、生徒が多い
学校もあり、なかには環境のあわない生徒もいるとおもう。そ
の生徒を市でスクールバスを運行し中山間の学校へ通わせたら
どうか。

栃沢

子育て 小中学校 大川小20人程度、大川中20人程度。小学校は通わせても中学か
ら街に出してしまう方が、高校から街に移るより良いと考える
親が増えて、本来地元の中学に通うべき子も通わず、縮小して
しまうというパターンが続きマイナスの連鎖状態である。

楢尾

子育て 小中学校 中学から寮生活だった。現在、子供がいなくなったため、寮も
なくなった。規則で、4ｋｍ以上通学距離があると、寮に入ら
なければならなかった。

楢尾

子育て 小中学校 楢尾小はかつて児童数が120人以上いたが、4人にまで減ってし
まい廃校となった。

楢尾

子育て 小中学校 現在は大川小に生徒が17名いるが、楢尾からは学校に行く子は
いない。子供を育てるなら街に出てしまう。アレルギー体質の
子にはこの地域はいいと思う。

楢尾

子育て 小中学校 若い人がいないため、学校がなくなってしまった。 楢尾
子育て 小中学校 学校がないこと。 楢尾
子育て 小中学校 大川中17人程度通っている。 湯ノ島
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分類 分野 内　　　容 地区
子育て 小中学校 玉小は全校生徒50～60人、玉中は、20人程度らしい。クラブ活

動が成り立たない。
横沢

子育て 通学・習い事 井川小（大橋まで歩き、バス通学）がある。 上坂本
子育て 通学・習い事 玉川小学校、中学校の校区であるが、バスでなければ通えな

い。（ちなみに中学校の寮は無くなった。）
奥仙俣

子育て 通学・習い事 学校が遠くバスで通わないといけないので、大変であると思
う。

小河内

子育て 通学・習い事 スクールバスはあるが、クラブ活動との時間が合わない
（17:30分発で帰宅して、学校にもう一度出なおすことにな
る。）。柔軟に対忚して欲しい。

田代

子育て 通学・習い事 スクールバスを整備して欲しい。 田代
子育て 通学・習い事 習い事をしたくても、土日に街まで行くしかない。 西山平
子育て 通学・習い事 通学には時間・交通費ともにかかる。 横沢
子育て 通学・習い事 通学はバス通学となる。 横沢
子育て 高校 中学卒業後進学のため、出て行かなければならない。 井川
子育て 高校 高校から寮生活になる。 井川大日
子育て 高校 子どもが高校生になると街へ出て行き、井川寮で生活しなけれ

ばならない。
大島

子育て 高校 子どもが高校生になると街へ出て行き、仕事がなく戻ってこれ
ない。

大島

子育て 高校 高校から街場にでなければならない。でると戻ってこない。 小河内
子育て 高校 学生はひとりもいない。教育するなら街に出て行ってしまう。 楢尾
子育て その他 市役所の井川支所や小中学校など、公共機関で働く人には家族

で住んでほしい。（地域にとってカンフル剤にはなる）
井川

子育て その他 教育費は街の2倍かかる。 奥池ケ谷
子育て その他 小学校の全校生徒は10人を切り、中学校は10人となった。中学

高校を卒業しても就職先が地元に無いため、本当は住みたいが
子どもは出て行く。親としても子どもに帰ってきて欲しいとは
言えない。役所の担当も住んでみれば肌で感じるはず。

田代

子育て その他 都市部の学校になじめない子を、静かな山間部の学校に通わせ
るのもいいのでは。（提案）

栃沢

子育て その他 地元に「いい」と思えるもの、子供たちが誇れるものがほし
い。何がきれいか、何を大事にするか地域でもっと勉強するこ
とが必要ではないかと思う。

栃沢
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分類 分野 内　　　容 地区
防災 防災 一年前に上落合のところが崩れ、孤立するわけではないが、地

震の際は不安。
口坂本

防災 防災 岩手宮城内陸地震で、旅館が被害にあったが、このことによっ
て口坂本温泉へのお客が減ったように感じる。

口坂本

防災 防災 災害（ダム災害など）時の避難場所がない。 田代
防災 防災 大雤の際、浚渫が十分でないため、ダムの嵩が上がって不安。

また、砂防ダムの堰堤が決壊し土石流が来るのではないかと不
安。

田代

防災 防災 消防団活動は50歳代の３人で行っている。 湯ノ島
防災 防災 地震災害で孤立するのが怖い。荒れた山を伐採した後、植林し

ていないので、崩れるのが怖い。年齢も高齢で長くは無いの
で、問題は無い健康や体力が心配。できるだけヘルパーさんや
在宅介護で生活し、それでもダメな場合は街の介護施設へ入
る。

湯ノ島

防災 防災 災害などが不安。特に人がいないとき、どうすればよいかわか
らない。

横沢

防災 防災 先日建物火災があり、夜だったので主人も居たが、昼だったら
困っていたと思う。

横沢

防犯 防犯 不審者が出たので怖い。（駐在所から車で30～40分必要） 奥仙俣
防犯 防犯 この時代、外部の不審な者が来ると怖い。 奥仙俣
防犯 防犯 昼、よくわからない営業のような電話に悩まされている。 奥仙俣
防犯 防犯 警察の見回りを増やしてもらいたい。 奥仙俣
防犯 防犯 昔一度だけ不審者らしき者が様子を伺っていて怖い思いをし

た。
油野

防犯 防犯 警察はあまり来ない。 油野
防犯 防犯 保険業者が集落に入って勧誘してくる。 湯ノ島
防犯 防犯 聴きなれない電話（セールス）が来る。 湯ノ島
防犯 防犯 防犯灯を増設したい。 湯ノ島
防犯 防犯 不審者が来た場合の対忚について困っている。 横沢
防犯 防犯 夜、通り魔などが怖い。 横沢
防犯 防犯 警察（駐在所）による巡回を行って欲しい。 横沢
医療・救急 医療 医療（診療科目が尐ない→内科、眼科、心療内科などの専門科

が欲しい）。
井川

医療・救急 医療 病気など健康面。（買い物や連絡も取れなくなる） 上坂本
医療・救急 医療 瀬名に長男の家があり、外科に行くときそこに泊まり通院す

る。（２週間に１度）
大島

医療・救急 医療 病院が無いので静岡まで通う。 大島
医療・救急 医療 診療所が無いなど健康面で不安。 大島
医療・救急 医療 健康のことが最も心配である。 大島
医療・救急 医療 子ども（２歳）の病院がない（特に土日など）。 大島
医療・救急 医療 病気になっても子どもが面倒を見てくれるだろう。それだけ世

話をしてきた。
奥池ケ谷

医療・救急 医療 病気になったときが不安。 奥仙俣
医療・救急 医療 健康面（ヘルペス、骨粗しょう症）が不安。 奥仙俣
医療・救急 医療 医療面が不足している。病院まで車で行かなければならない。 奥仙俣
医療・救急 医療 病気のときに井川まで行くのに困ることがある。 閑蔵
医療・救急 医療 病院の問題が心配。 閑蔵
医療・救急 医療 医療面が不安。 崩野
医療・救急 医療 体調面が不安。 崩野
医療・救急 医療 坂ノ上に診療所があるが、夜になると医者がいなくなるので困

る。
崩野

医療・救急 医療 健康面が心配。 口坂本
医療・救急 医療 病気のときに困ることがあるが、それ以外はほとんどない。 小河内
医療・救急 医療 病院（内科や外科の専門の医者がいて欲しい） 小河内
医療・救急 医療 診療所はありがたい。集落存続のためには現状維持を。 小河内
医療・救急 医療 健康面の配慮。 栃沢
医療・救急 医療 今は健康だが、ひとりになってしまった時を考えると不安に感

じる。
栃沢

医療・救急 医療 健康上の不安。特に妻が弱いので。 中平
医療・救急 医療 平野に診療所があるがレントゲンなどの設備を整えて欲しい 中平
医療・救急 医療 過疎になり、病院が遠い。 楢尾
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医療・救急 医療 健康面で夫が病気になった時が不安。現在は夫が車を運転して

いる
楢尾

医療・救急 医療 健康面の不安。 西山平
医療・救急 医療 健康面。 湯ノ島
医療・救急 救急 病気になったとき、病院・診療所まで時間がかかること。（井

川診療所まで30分、静岡市街まで1時間）
井川大日

医療・救急 救急 独居が多く、急病などのときに連絡が困難である。 奥仙俣
医療・救急 救急 怪我人が出ても、救急車が来れないことがある。 奥仙俣
医療・救急 救急 月に1度街の医者に通うときには息子・娘が送り迎えをしてく

れるが、急に病気になったらと思うと心配。子どもたちがすぐ
に来てくれるわけではないから。

奥仙俣

医療・救急 救急 急病になった時に不安（20年程前、御主人が心臓病で急死して
おり、本人も過去心臓病を患ったため）。

奥仙俣

医療・救急 救急 救急車が雪で来られなくなったことがある。2時間かかった。 崩野
医療・救急 救急 静岡まで救急車が1時間はかかるので、脳関係の病気だと怖

い。
崩野

医療・救急 救急 病院にいくのが大変。救急車は片道１～１．５時間かかる。 口坂本
医療・救急 救急 比較的良い。救急車を呼んだらすぐ来る。道は良くなったが、

高齢のため静岡市街地までの往復が大変。
中平

医療・救急 救急 病気など緊急の場合、救急車は途中までしか来ない。ヘリも日
向地区のみ。

楢尾

医療・救急 ドクターヘリ 土地を提供してでもドクターヘリ用のヘリポートが欲しい。 奥仙俣
医療・救急 ドクターヘリ 救急のヘリコプターなども降りる場所がない。（2年前に実際

にあった。）
奥仙俣

医療・救急 ドクターヘリ 場所を提供しても良いのでヘリポートを整備して欲しい。 奥仙俣
医療・救急 その他 病気については、長生きはしたいがなったら仕方ないと思って

いる。（診療所は近いし、救急車は呼べる、医者もいい人）
奥池ケ谷

医療・救急 その他 自分の代までは頑張るが将来は不明。障害の子どもがいるので
大変。

栃沢
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農林業 農作物 働く場がない、農林業では食べていけない。 井川
農林業 農作物 農林業では食べていけない。林業組合の給料は手取りで２４０

万円程度。
井川

農林業 農作物 農地法の規制により就農したい人が農地を買うのが難しい。こ
の地域はほとんどが農地なので、規制が緩くなればいいと思っ
ている。

井川大日

農林業 農作物 畑地を有効活用したい。 井川大日
農林業 農作物 山ぶどうは商品価値があり、栽培でもっと収穫量を増やせれば

と思う（シカに芽を食べられてしまうが）。この山ぶどうで自
家製ワインを造っている。

井川大日

農林業 農作物 販売免許の条件が厳しいほか、ぶどうの苗の買い付けをする際
も、農事組合法人であることなど条件がある。

井川大日

農林業 農作物 ブルーベリーを栽培している人もいる。 井川大日
農林業 農作物 いちご栽培、花栽培をする業者が以前はここで土地を借り栽培

していたが、高齢になりこちらまで来なくなった。
井川大日

農林業 農作物 ここの野菜（レタス、キャベツなど）は非常に美味しいが、収
入を稼げるほどではない。

井川大日

農林業 農作物 気候の問題により夏の間しか作付けできない（二毛作ができな
い）

井川大日

農林業 農作物 山ぶどうでワイン醸造を試験的にやっており、販売まで行いた
いが、一定規模の栽培をしていないと販売許可が下りない。

井川大日

農林業 農作物 お茶は採算が合わない。（収穫の時期的問題） 岩崎
農林業 農作物 無農薬、有機栽培であるが、その価値が値段に反映されない。

この辺は、北部製茶工場に出荷している。そこに持ち込むため
には、無農薬でなければならない。1件でも農薬を使っている
と認定が取り消される。除草した日、どんな肥料をいつどれく
らい使ったなど用紙に記載してＪＡに提出しなければならな
い。

岩崎

農林業 農作物 無農薬栽培だと、除草剤も散布できないので、草刈が大変。そ
のうえ、肥料をやるため草が伸びる。

岩崎

農林業 農作物 肥料が高い。安い中国産が出回っている。節約して８万円（単
位不明）で栽培しても価格は５万円にしかならない。

岩崎

農林業 農作物 肥料が高い。ガソリンと同様に安くして欲しい。 上坂本
農林業 農作物 農業は肥料、ガソリンの値上げにより赤字になる。 上坂本
農林業 農作物 生産した野菜類をJAの北部自慢市に出品している。ＪＡ井川支

所に搬入（事前にＦＡＸした出品リストをもとに作成された
バーコード貼付）→メール便にて北部自慢市に搬入→売上報告
（売れ残りは引き取りに行っても良いが、遠いためそのまま処
分）→売上金口座入金という流れになる。大川地区は自ら交代
で搬入しているので便宜を図ってもらっていると感じる。結構
な売上があり、やりがいがある。

上坂本

農林業 農作物 土地が限られているため、農業に限界を感じる。 上坂本
農林業 農作物 肥料が高くなった。 上坂本
農林業 農作物 男一人であると、加工品や農産物の包装など手間の係ることが

できない。自慢市などには出荷しにくい。
上坂本

農林業 農作物 農業は自家消費程度。 大島
農林業 農作物 お茶は出荷の季節が遅いため安い。昔JAの指導で無農薬の栽培

を行っているのにもったいない。
大島

農林業 農作物 稼ぎにならない。 大島
農林業 農作物 農業（お茶）をやっているが、自家消費程度である。 奥池ケ谷
農林業 農作物 大規模農地があればと思う。 奥池ケ谷
農林業 農作物 もともとは五反作っていたが、今は一反半程度しか作っていな

い。
奥池ケ谷

農林業 農作物 農作物の値が下がるとやる気も下がってしまう。 奥池ケ谷
農林業 農作物 茶畑は専門の生産者に貸している。 奥池ケ谷
農林業 農作物 その他、収入はお茶であり、茶商・農協に納めているが、二番

茶の時期に収穫されるため、売値は低い。
奥仙俣

農林業 農作物 自給率が低下している現在、茶園なども大事である。 奥仙俣
農林業 農作物 体力的に農作業はできない。 奥仙俣
農林業 農作物 お茶の収穫時期が遅い（二番茶は安い）。 奥仙俣
農林業 農作物 農業のできる人が来て欲しい。その他は土地等を荒らされるの

で困る。農機具などを要求される。１０万円程度かかる。
閑蔵
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分類 分野 内　　　容 地区
農林業 農作物 年金が主。農業については、規模は小さく一人でできる範囲。

近隣の朝市等に出荷することがある。
崩野

農林業 農作物 農作物と木材の価格が下がっていること。 崩野
農林業 農作物 肥料代、ガソリン代の高騰。 崩野
農林業 農作物 足腰が弱くなり、作業が辛くなってきた。 崩野
農林業 農作物 肥料や消每などの経費がバカにならない。作物の単価が安いた

め、農協に出荷してもしょうがない。採算が合わない。
崩野

農林業 農作物 なんとか現状を維持している。 崩野
農林業 農作物 お茶の種類が古く、自分で飲む規模に縮小した。 崩野
農林業 農作物 農林業の衰退で働く場所がなくなった。現在は年金生活か民宿

（４件）が収入。
口坂本

農林業 農作物 農業は自家消費程度。 小河内
農林業 農作物 お茶は農協へ（野菜と共に子どもにも）出荷している。 小河内
農林業 農作物 農業・林業中心で、現在はお茶の生産が多い。シイタケ・わさ

びも生産しているが今は尐ない。森林組合の仕事も尐なくなっ
た。

小河内

農林業 農作物 田代、小河内は手摘み、無農薬栽培。県の認可を得ている。し
かし、売値に価値が反映されていない。農協の売り方が悪い。

小河内

農林業 農作物 お茶は最初のものは、6000～8000円／㎏で売れるが、後になる
と、生葉で、200円とか100円切ることもある。

小河内

農林業 農作物 ＪＡにお茶を出荷しているが、単価が安いので困る。儲けには
ならない

小河内

農林業 農作物 肥料代が高くなっている。 小河内
農林業 農作物 お茶を摘む時期が遅いため、価格が低く止めたい人が多い。 小河内
農林業 農作物 お茶は生茶で30キロないと収入にならない。 小河内
農林業 農作物 価格が低い。肥料が高い。 小河内
農林業 農作物 茶畑は迷惑に成らないように草刈や剪定はしている。 小河内
農林業 農作物 維持管理が大変。お茶は自分で消費する程度やっている。 小河内
農林業 農作物 お茶は肥料代にしかならない。 田代
農林業 農作物 ここのお茶は無農薬、手摘みが自慢。加工場も無農薬栽培が使

用条件。
田代

農林業 農作物 井川のとうもろこしは有名。 田代
農林業 農作物 無農薬栽培だが、単価が普通のお茶と変わらない。インター

ネットなどで個人販売ができれば。
田代

農林業 農作物 お茶は作っても赤字になる。 田代
農林業 農作物 仕事しながら畑を管理するのは無理。 田代
農林業 農作物 大量栽培・均一生産から「生産者の顔を見て買う」地産地消の

時代になりつつあるのではないか。
栃沢

農林業 農作物 主要産業であるお茶と林業では利益がほとんど出ない状況にあ
る。（価格低迷・肥料の値上がり）

栃沢

農林業 農作物 お茶と林業の収入は半々くらいである。 栃沢
農林業 農作物 お茶の値段は下がり、肥料の値段が上がっているので、大変で

ある。
栃沢

農林業 農作物 お茶は、収穫の時期がやや遅いことから、値段が崩れてしま
う。

栃沢

農林業 農作物 お茶は利益が出ないし、体が続かないので辞めた。野菜は自家
消費程度栽培し、その他わさびなどを作っている。

栃沢

農林業 農作物 自園自製で100％ＪＡに出荷している。価格の低下に悩んでい
る。

栃沢

農林業 農作物 お茶の価格が安い。同じことを同じようにやっても、毎年収入
が減っていく。

栃沢

農林業 農作物 農業は自分で食べるくらい。出荷まではとても出来ない。 栃沢
農林業 農作物 茶畑。道路に面していないため。採算が合わない。 栃沢
農林業 農作物 放棄地は田んぼ。米は作っても割りに合わない。 栃沢
農林業 農作物 各地に農協の自慢市などができてしいたけなどこちらに買いに

来る人も尐なくなった。乾燥しいたけの一部は自慢市に出して
いるが生しいたけは市場に出している

中平
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分類 分野 内　　　容 地区
農林業 農作物 中平の里（土日、祝祭日のみ開店）では、中平の農産物とわさ

び、味噌、金山寺などの加工品を販売している。現在7件くら
いの農家が出荷している。平成4年に作って、店番も輪番制で
やっているが、でる人が尐なくなってきている一方で肥料が高
くなっている。

中平

農林業 農作物 農業はお茶、わさび、しいたけが中心。 中平
農林業 農作物 お茶は土地が狭く機械化できない。大規模でなければ採算が合

わず赤字になる。
中平

農林業 農作物 農地を荒らしてはいけないと気苦労が多い。 中平
農林業 農作物 畑を荒らすと他の畑に迷惑がかかる。 中平
農林業 農作物 野菜は買った方が手間がかからず安い状況。お茶の時期に娘が

手伝ってくれるが体力的に厳しい。
中平

農林業 農作物 価格が下がっている。 中平
農林業 農作物 霜の被害がある。お茶が厳しい。 中平
農林業 農作物 昔はシイタケ栽培が多かった。中国の輸入物に押され、今はサ

ルの被害を受けている。国産の流通量が減尐する中で、最近の
食糧不安から国産品が相当高価になっている。一方で路地物は
酸性雤を浴びているからなどと嫌われ、生産工場で栽培された
物の方が人気が高いようで不思議なことだと思う。

楢尾

農林業 農作物 お茶の価格が安い。肥料が高騰。 楢尾
農林業 農作物 農産物の価格が下落している。このままではやり手がいなくな

る。10年くらいするとひどくなる。
楢尾

農林業 農作物 3～4年前はお茶のほうが主であったが、単価がさがっているた
め日雇いのほうが主になってしまった。

楢尾

農林業 農作物 通い農業ができないこと。 楢尾
農林業 農作物 お茶がもっと売れればいいと思う。 楢尾
農林業 農作物 お茶の値段が低く、収入が低い。肥料も高くなって大変。自園

自製が２軒、その他は共同工場から「グリーンティー大川茶農
協」（日向）に出荷している。その後はどのようになっている
か知らない（グリーンティー大川のブランドでは出荷していな
い様子）。

楢尾

農林業 農作物 価格の低下。肥料、消每、ガソリン代の高騰。 楢尾
農林業 農作物 お茶屋の要求が厳しい。（収穫したらすぐ製造しろと言われ

る）
楢尾

農林業 農作物 製茶工場（共同工場）の処理能力が足りない。 楢尾
農林業 農作物 価格の下落によりお茶、わさび、しいたけはもう全然ダメ。 楢尾
農林業 農作物 若い人は農業以外の仕事で収入を稼ぐ。 楢尾
農林業 農作物 作物を売ってくる人がいない。 楢尾
農林業 農作物 放棄はないが、一般的に借りたい人は「便利で作業しやすい」

農地を希望する一方、貸したい人は「不便で作業しにくい」農
地を貸したいので、話が合わないケースが多い。

楢尾

農林業 農作物 農業は収入にならない。 楢尾
農林業 農作物 畑はおばあさんが生きがいでやっている。野菜全般で自家消費

程度。
西山平

農林業 農作物 お茶は時期になると若い人が手伝ってくれる。 油野
農林業 農作物 お茶の生産が中心（仲買が買い付けに来る）、野菜も生産して

いるが自家消費分のみ。
油野

農林業 農作物 昔は林業の日雇いが多かった。お茶は２番茶をとらない。仲買
と取引している。

油野

農林業 農作物 お茶の価格が安い。 油野
農林業 農作物 お茶・しいたけの生産が中心だが、価格の低下に対して資材が

高騰しているため、困っている。また、獣害がひどい。イノシ
シ・サル等、農協・市の補助で部分的に柵をしても間に合わな
い

湯ノ島

農林業 農作物 お茶は作るより売る方が難しい。 湯ノ島
農林業 農作物 お茶の単価が低く、肥料が高くて困るお茶はグリーンティー大

川に出荷し、その先は知らない。
湯ノ島

農林業 農作物 作業をしやすいように、２畝の茶畑を取り除いた集落で諸子沢
を開墾して造った畑があるが、車が無い人は行けなくなった。

湯ノ島

農林業 農作物 高所のため出荷の時期が遅れ安値で取引されてしまう。お茶の
生産はぎりぎりの部分で持ちこたえている状況である。

湯ノ島

農林業 農作物 耕作放棄地の茶畑に雑草が生い茂ってしまう。 横沢
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分類 分野 内　　　容 地区
農林業 農作物 お茶、林業（日雇い、請負い中心）が主産業である。 横沢
農林業 農作物 荒地が増えること。 横沢
農林業 農作物 耕作放棄地の雑草を刈ることが負担である。 横沢
農林業 農作物 お茶が安い。 横沢
農林業 農作物 草取りが大変である。 横沢
農林業 農作物 製茶の共同工場に出すには量が必要なことから、出すことがで

きない。
横沢

農林業 農作物 原料高で肥料が高くなって困っている。 横沢
農林業 農作物 機械でやるので親戚が手伝ってくれれば問題ない。みな助けて

くれるので、2日で終える。
横沢

農林業 農作物 お茶は大変。辞めようかと思っているが、みな手伝ってくれ
る。

横沢

農林業 農作物 場所が悪いため。 横沢
農林業 鳥獣害対策 動物の被害に悩まされている。 井川
農林業 鳥獣害対策 獣害の原因として人工林の増加のほか、人口が減ったこともあ

る。猟師・猟犬がいなくなった。モンキードッグの育成までい
かなくても、犬の放し飼いをＯＫにするなど地域の中でルール
やマナーを柔軟にしてもらえればいいと思う。

井川

農林業 鳥獣害対策 動物の被害（シカ、カモシカ、サル、クマも） 井川
農林業 鳥獣害対策 イノシシ、シカ、ハクビシンなどの被害 井川大日
農林業 鳥獣害対策 動物の被害（シカ、イノシシ）⇒禁猟区の規制を解除してほし

い。
井川大日

農林業 鳥獣害対策 自給自足したいが作物が作れない。（しいたけはサル、筍はイ
ノシシ、豆はウサギ、シカに食べられる）

岩崎

農林業 鳥獣害対策 獣は許可がないと捕まえられない。捕まえ方は知っていても、
罠の器具の講習会を受けないとできない。この講習会を草薙で
やっているが、遠いので行けない。もっと、近くでやって欲し
い。

岩崎

農林業 鳥獣害対策 街場でハクビシンやクマなど捕まえると、山側に持ってきて放
したりするが、農作物に被害がでるので迷惑している。畑に
入ってきたのは、殺してもいいとしてくれないとやりきれな
い。人間のほうが大事なのではないか。

岩崎

農林業 鳥獣害対策 サル、イノシシ、シカ対策で爆音機の補助金があれば助かる。 上坂本
農林業 鳥獣害対策 お茶は生葉で農協に出荷している。わさびをシカに食べられて

困る。
上坂本

農林業 鳥獣害対策 サルやシカに作物を食い荒らされる。 上坂本
農林業 鳥獣害対策 雑穀にネットをかけても小鳥が入ってしまう。 上坂本
農林業 鳥獣害対策 猟期を長くして、動物の被害を最小にしたい。 上坂本
農林業 鳥獣害対策 昨年はサル、イノシシが来ていたが今年は来ない。 大島
農林業 鳥獣害対策 サル、イノシシ、カモシカ、シカの被害あり（電柵をしてい

る）とうもろこしはネットも張らないとダメである。昔は犬を
放し飼いにしていたので、効果があった。

大島

農林業 鳥獣害対策 動物も山から下りてきている。 奥池ケ谷
農林業 鳥獣害対策 サル、イノシシ、カラス、シカによる作物の被害。 奥池ケ谷
農林業 鳥獣害対策 柵を作っても獣が柵の上から入ってきてしまう。 奥池ケ谷
農林業 鳥獣害対策 サル、イノシシなどに作物を食い荒らされる。獣害に一年中悩

まされている。
奥仙俣

農林業 鳥獣害対策 歩行中にサルが石を投げてくる。 奥仙俣
農林業 鳥獣害対策 シカ、ウサギにも作物を荒らされる。 奥仙俣
農林業 鳥獣害対策 サル・イノシシの害に悩まされている（息子が網を張ってくれ

た）
奥仙俣

農林業 鳥獣害対策 防護ネットは金額が高く、設置にお金がかかる。 奥仙俣
農林業 鳥獣害対策 ブルーベリーを増やしたいが、サルの被害にあう。 奥仙俣
農林業 鳥獣害対策 サル、イノシシ、ハクビシン、テンなどの獣害がひどい。特に

サルの被害が大きい。地形上畑の場所が悪い。
閑蔵

農林業 鳥獣害対策 動物除けの囲みをしたが、別の場所に出るようになった。 閑蔵
農林業 鳥獣害対策 サルやイノシシ、ハクビシンが困る。 閑蔵
農林業 鳥獣害対策 しいたけなどサルなどに食べられてしまう。 閑蔵
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分類 分野 内　　　容 地区
農林業 鳥獣害対策 鳥獣害が多い。特にサルはたちが悪い。電気柵もあまり効果が

無い。犬は効果があるが、その周りだけで、結局ほかのところ
を荒らす。大川で2人しか鉄砲を持っていない。熊もいるが、2
～3人犠牲にならないと撃てない。

崩野

農林業 鳥獣害対策 サルやイノシシに作物を食い荒らされる（死活問題） 崩野
農林業 鳥獣害対策 鳥獣被害、特にサルとカモシカの被害が甚大。防護柵を設置し

て対策しているが設置費用が高く、収入増のため農地を拡大し
ようとしても費用対効果が期待できない。現状維持あるいは放
棄した方がいいと感じることもある。

崩野

農林業 鳥獣害対策 動物の被害（シカ、ハクビシン）。家の前まで来るようになっ
た。

崩野

農林業 鳥獣害対策 わさび･･･シカに食べられてしまう。台風に流されたところも
ある。

崩野

農林業 鳥獣害対策 ミョウガはシカに食べられた。来年こそは再挑戦する。 崩野
農林業 鳥獣害対策 鳥獣対策費への助成等を考慮してほしい。 崩野
農林業 鳥獣害対策 動物（サル、イノシシ、シカ、カモシカ）に農産物を食べられ

てしまう。サルが落とした石を踏んでしまい車がパンクしてし
まう。

口坂本

農林業 鳥獣害対策 井川から年1回猟師が来るが、サルとカモシカは撃たない（撃
てない）。

口坂本

農林業 鳥獣害対策 禁猟区であり、サル・イノシシ・カモシカの獣害に悩んでい
る。井川から年一回、猟師が来るがサルは絶対撃たない。

口坂本

農林業 鳥獣害対策 動物の被害に遭う。 口坂本
農林業 鳥獣害対策 サルは物を投げてくるし、野菜やしいたけの収穫時期を覚えて

いて盗られてしまう。
口坂本

農林業 鳥獣害対策 シカ、ウサギが若い杉、ひのき（10年生くらいまで）の皮を食 口坂本
農林業 鳥獣害対策 獣対策として、爆音機（2分に1回、プロパンガスにより音を出

す）が役に立っている。
口坂本

農林業 鳥獣害対策 森林組合でシカ除けネットを設置してくれるが、10年くらいで
いらなくなってしまう。撤去は自分でやらなければならない。
そこで、そのネットを野菜作りに流用している。（腐らない材
質で、丈夫。）周りだけでなく、上にも張ることでサル除けに
もなる。

口坂本

農林業 鳥獣害対策 シカ、サルの被害。ゴムの蛇をつるしておくと良いというが、
1回だけしか効き目がない。（猿は蛇が嫌い）

口坂本

農林業 鳥獣害対策 お茶の価格が低迷している。サルがシイタケを荒らさなければ
よいのだが。

口坂本

農林業 鳥獣害対策 イノシシが庭先まで来る。サルは柵から入ってきて作物を荒ら
す。

口坂本

農林業 鳥獣害対策 獣害を逃れるため、丸子に農地を借りて週二回農作業に出かけ
ている。そのほうが作りやすい。

口坂本

農林業 鳥獣害対策 イノシシは昨年まで多かったが、囲いをやって効果が出てい
る。

小河内

農林業 鳥獣害対策 鳥獣害が多い。（カモシカ、ハクビシン、サル、イノシシ、シ
カ、テン）

小河内

農林業 鳥獣害対策 動物の被害（シカ、イノシシ） 田代
農林業 鳥獣害対策 シカが木の皮を剥いでしまうので、売り物にならなくなる。 田代
農林業 鳥獣害対策 農作物は動物による食害を受けているので、動物対策が必要で

ある。
栃沢

農林業 鳥獣害対策 獣害（イノシシ、サル、ムジナ、カモシカ、ハクビシン）がひ
どい。電線等の配給もあるが、駆除も必要（自給自足の野菜さ
え確保できなかった）。

栃沢

農林業 鳥獣害対策 獣害に悩んでいる。電木を設置すると10万円程度要するが、年
金暮らしでは自ら設置するのは難しい。ＪＡを通じた補助があ
るが、順番待ちの状態のため、なるべく早くするようにして欲
しい。

栃沢

農林業 鳥獣害対策 シカを捕獲すると罪になる。イノシシは11/15～2/15まで禁猟
期間。狩猟者は太らせてから捕獲するため、この間、農家は栽
培した野菜をエサとして与えているようなもの。人間が野菜を
盗めば罪になるのにイノシシや猿が罪にならないのはおかし
い。

栃沢
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分類 分野 内　　　容 地区
農林業 鳥獣害対策 イノシシの害に悩んでいる。フラッシュライトや、トタン板、

網で防いではいるため、今年はまだ被害はない。
栃沢

農林業 鳥獣害対策 イノシシは畑を競い合って荒らしている。入りやすいところか
ら入り、そういった場所がなくなると防護施設をこじ開けて無
理してでも入るようになる。

栃沢

農林業 鳥獣害対策 獣害に悩んでいる。昔より数が増えすぎた。植林が増えて、山
で食べるものがなくなり里に下りてきている。

栃沢

農林業 鳥獣害対策 昔は獣が家の軒先まで来ることはなかったが、今では人間の作
物を狙うようになった。食べるものが変わった。

栃沢

農林業 鳥獣害対策 イノシシやサルなどの獣に悩まされ、現在の状態では採算が合
わないので暮らしていけないし、暮らせる訳がない。隣に迷惑
をかけないためにやっているようなもの。漁業関係者が原油高
で騒いでいるが、農林業関係者は何故もっと騒がないのか？間
伐は森林組合が補助事業でやってくれるが、価格の低迷から木
材を切る人もいないし買う人もいない。中国などから安いもの
が入ってくるなど、輸入品に押されており、このようにした政
府が悪い。

中平

農林業 鳥獣害対策 サルを捕獲してはならないのなら補償をしてほしい。 中平
農林業 鳥獣害対策 獣の被害（昔は上のほうにいたが、人工林になり下へ降りてき

た）
中平

農林業 鳥獣害対策 獣の被害獣害により、農作物が栽培できない。特に、実がなる
もの。

中平

農林業 鳥獣害対策 イノシシは網を破り、トタン板を潜って畑に入ってくる。 中平
農林業 鳥獣害対策 サルについて秋は山にエサがあるため被害は尐ないが、寒く

なってくると被害が増える。息子が会社退職後にしいたけを継
いでくれるといっている。それまでの間、やってもらえるよう
に教えている人が今現在いる。

中平

農林業 鳥獣害対策 獣（サル、イノシシ、カモシカ）害、電気柵がやりきれない
（斜面地で柱が何本も必要で費用がかさむ）

楢尾

農林業 鳥獣害対策 動物（サル、イノシシ、ニホンジカ）の被害が多い。狩りをし
てくれる人が尐なくなった。

楢尾

農林業 鳥獣害対策 林業・しいたけもあるが、獣害が増えて対策が追いつかない。
大川はしいたけの名産地であったが、中国物やサルの被害によ
り地場産業が潰れた。

楢尾

農林業 鳥獣害対策 獣害がひどい。防除設備等への補助では役にたたない。抜本的
な対策をとらなければどうしようもない。かなり下の集落でも
発生しているということは山に沢山獣がいるということで、増
加は明らかである。避妊や薬殺も検討されたい。

楢尾

農林業 鳥獣害対策 しいたけ栽培をやりたいが、重労働であるうえ動物（サル）の
被害に遭ってしまう。

楢尾

農林業 鳥獣害対策 カモシカが下りてきて作物の芽を食べてしまう。湯ノ島線がで
きてからサルが増えた。

楢尾

農林業 鳥獣害対策 農作物をサル、イノシシ、シカに食べられる。（１ヵ月後には
電柵を全面に）

西山平

農林業 鳥獣害対策 山に獣の餌が無くなった。また、裏年などは山に餌が無い。 西山平
農林業 鳥獣害対策 猟友会（３６名）が２０頭程の猟を行う。 西山平
農林業 鳥獣害対策 鳥獣対策の囲いを市がやってくれることになった。 西山平
農林業 鳥獣害対策 イノシシの害がある。10万円の自己負担で、三層構造の防護柵

を張り巡らせた結果、効果があった。
西山平

農林業 鳥獣害対策 10年程前からサル・イノシシによる被害に苦慮している。 油野
農林業 鳥獣害対策 野菜は自家消費程度生産。しいたけはサルの餌になってしまう

ため止めた。
油野

農林業 鳥獣害対策 しいたけ、野菜はサルの被害にあう。ここ5年で被害が増加し
た。

油野

農林業 鳥獣害対策 サル・シカ･イノシシの害に悩む。皆集まるとその話ばかり。 油野
農林業 鳥獣害対策 イノシシはトタンで囲ってあれば大丈夫（息子に手伝ってもら

いながら、自分で毎年取り替えている）
油野

農林業 鳥獣害対策 鳥獣害対策。特にイノシシがひどく体力的にきつくなってき
た。一緒にやってくれる人が欲しい。

湯ノ島
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農林業 鳥獣害対策 しいたけも２年前まで、原木から作り玄国茶屋に卸していた。

電気柵を孫が作ってくれたが、イノシシは下から侵入し、シカ
は飛び越えてしまう。

湯ノ島

農林業 鳥獣害対策 梅ノ木を植えたが、全てシカにやられた・サル、カモシカ、野
ウサギ、ハクビシンの被害。植林すると芽をすぐに食べられて
しまう。

湯ノ島

農林業 鳥獣害対策 作物が安く、サルなど動物の被害が多い。 横沢
農林業 鳥獣害対策 栗を植えたがイノシシとサルに取られた。 横沢
農林業 林業 林業政策がコロコロ変わり、言うことに従っていても変わって

しまう。
井川

農林業 林業 材木が安いので、伐採できない。 岩崎
農林業 林業 井川の山は手入れが十分でないので、様々な木が混ざってお

り、価格が安い。
岩崎

農林業 林業 体力が大変。 岩崎
農林業 林業 林業が良くなってほしい 上坂本
農林業 林業 人手不足と価格が原価を割る。林地は毎年1割手入れをしな

い。
上坂本

農林業 林業 森林は森林組合にお願いしている。 大島
農林業 林業 昔は山林保全の仕事があったが、植林になり仕事にならなく

なった。
奥池ケ谷

農林業 林業 管理ができない。 奥池ケ谷
農林業 林業 材木が売れない。単価が安い。 奥池ケ谷
農林業 林業 日雇いの林業は、雤天だと仕事がない。 奥仙俣
農林業 林業 この集落・山がどのようになるのか不安。木材がお金になり、

仕事があれば何とか住めるのだが。
閑蔵

農林業 林業 木材の価格が安い。25年前は１本８千円で売れたものが、現在
は千円である。80年育てても苗代の800円と変わらない。固定
資産税も払わなければならないので負担。

閑蔵

農林業 林業 森林は、木は大きいが金にならないので森林組合に下刈りして
もらっている。

閑蔵

農林業 林業 林業については、静岡市林業整備計画の施業協定を森林組合を
通して申請し、自分の所有している山林の間伐、下草刈をして
補助金をもらっている。35年生の木までを対象としている。35
年過ぎたら、植え替えすれば、再度、対象となる。

口坂本

農林業 林業 昔は林業で稼いでいたが今は手入れも大変。昔は枝打ちも自分
でやっていたが今は５年も入っていない。しいたけは年２０万
円くらいの収入になる。

小河内

農林業 林業 畑は管理しているが、山林はお金にならないので、放置してい
る。

小河内

農林業 林業 山林はお金にならない。 小河内
農林業 林業 山林に関して手が回らない。 小河内
農林業 林業 足が不自由なため、山は手入れできない。 小河内
農林業 林業 山林は管理が大変なので、放置している。 小河内
農林業 林業 雑草が多く、虫が多い。 田代
農林業 林業 材木を切り出しても、安くて採算が取れない。 田代
農林業 林業 山林の管理は大変で、森林組合に管理に出していたがお金がか

かりすぎた。ちゃんと管理していた母親はすごいと思った。
田代

農林業 林業 遠いところは、大変で辞めた。 田代
農林業 林業 木材の値段がかなり下がっている。 栃沢
農林業 林業 林業で生計を立てる。 栃沢
農林業 林業 材木、お茶とも価格が安い。生計が成り立たなくなる。 栃沢
農林業 林業 昔は、林業が主であったが、現在は、お茶、わさびが主に逆転

した。
中平

農林業 林業 20年前は山の収入で生活できたが、3年後には収入がなくなる
だろう。

中平

農林業 林業 山仕事をできなくなった。現在は商売として成り立たず、森林
組合に任せきりになってしまう。木材の値が上がり商売になれ
ば、地の利もあるここの人たちが働けるのだが。

中平

農林業 林業 農業は苦境を大きな声で言っているが、林業はもう20～30年く
らい何も言わなくなってしまった。なぜ見捨てる、このままで
いいのか。

中平
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農林業 林業 木を切っても植えなくなった。 中平
農林業 林業 働く場所がなく、仕事に困る。材木の値段が良くならないとこ

こでは生活できない。
中平

農林業 林業 山林は持っていても収入にはならず、固定資産税だけかかる。
息子は売れ、と言っているが買い手はいない。

中平

農林業 林業 山林までちゃんとした道がなく、歩いて2時間かかる。 中平
農林業 林業 仕事が忙しく、山林の手入れが気持ちはあるがなかなかできな

い。
楢尾

農林業 林業 山は持っていても収入にならない。固定資産税の分だけ損す
る。

楢尾

農林業 林業 材木の値段が安くて、切れない。 西山平
農林業 林業 山林は手入れしていない。 油野
農林業 林業 材木の価格が安いため、管理もせず、切らなくなってきてい

る。そのため、山が荒れて土砂崩れするようになった。
湯ノ島

農林業 林業 山は荒れ放題。若い人はやらなくなった。荒地でも税金はかか
るので売りたいが、売れない。動物・畑に作業道がない。

湯ノ島

農林業 林業 山林は人に頼みたいが、採算が合わないので放棄している。 横沢
農林業 林業 木を植えたため放棄地はない。 横沢
農林業 後継者 貸していないところは荒れている。 井川大日
農林業 後継者 跡継ぎ（子供がどうするかわからない） 井川大日
農林業 後継者 材木が安く、金にならないため過疎化している。お茶も悪化し

ている。そのため、子供に帰って来いといえない。
上坂本

農林業 後継者 隣の畑が耕作放棄しているのは草が生えて困る。 上坂本
農林業 後継者 山についているところ。お茶は大変で減らしており、今は草が

生えている。
上坂本

農林業 後継者 人手が足りないから手摘みができない。 大島
農林業 後継者 なかなか一人ではやりきれない。 大島
農林業 後継者 一人では無理なので、荒れてしまうくらいなら貸す。ただし、

場所が悪い（遠い）とタダでも貸せない。
大島

農林業 後継者 共同の製茶工場があるものの、高齢化が進んだため、２～３人
しか茶を揉むことが出来ない。後継者不足。

奥仙俣

農林業 後継者 労力不足。 奥仙俣
農林業 後継者 将来は、規模を縮小して息子がやる可能性もある。 奥仙俣
農林業 後継者 みんなで農業を一緒にやるにしても足が悪く仕事ができないな

どの理由により、出る人が決まってしまう。
奥仙俣

農林業 後継者 人手と体力がない。 奥仙俣
農林業 後継者 後継者不足とお茶の単価が安く、お金にならない。 奥仙俣
農林業 後継者 茶は何とかしても山については、手が足りない。高齢化により

作業が困難。
奥仙俣

農林業 後継者 材木・わさびが売れた時代には50世帯あったが、現在は18世帯
になってしまった。

崩野

農林業 後継者 歳を取り重いものを運ぶのが大変になった。坂道が大変。 崩野
農林業 後継者 高齢で農作業が大変。 崩野
農林業 後継者 特に無い。独りでは作業ができない。 崩野
農林業 後継者 体力的に作業ができない。 崩野
農林業 後継者 高齢化と人手不足。農産物価格の下落。 崩野
農林業 後継者 人手不足。できる範囲で作業するしかない。 崩野
農林業 後継者 車でしか行けない所に畑がある。 崩野
農林業 後継者 採算が合わない。人手がない。 崩野
農林業 後継者 共同加工場がなく、井川まで運ばないといけない。今は車がで

きるが、運転できなくなると運べなくなる。
口坂本

農林業 後継者 夫が亡くなり、一人でできる程度に縮小した。 口坂本
農林業 後継者 妻が亡くなって、女手がなくなったため。 口坂本
農林業 後継者 自分も高齢化のためできない。 口坂本
農林業 後継者 周囲の耕作放棄地の草が伸びて困ってしまう。 小河内
農林業 後継者 何とか二人でやっている。子どもは手伝わない。 小河内
農林業 後継者 手が足りない。人件費がかかる（日当：女７千円、男５千円） 小河内
農林業 後継者 家（家族間の）の都合で。 小河内
農林業 後継者 妻が脳梗塞になり大変で辞めた。 小河内
農林業 後継者 高齢になり手伝える人がいなくなっている。 田代
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農林業 後継者 子供がいないので跡継ぎの問題がある。（借り手、買い手は見

つからない。）お茶は一人ではできないので、夫婦どちらかが
倒れると農業はできない。

田代

農林業 後継者 お茶の値が下がり、経費が上がり、作り手がいなくなった。
（タダでも借りたい人がいない）

栃沢

農林業 後継者 お茶の値段が下がり、生活が大変（これから肥料も50％値上が
りするらしい）。そのため、若い人は出て行き、残った長男に
は嫁が来ない。後継者がいない。

栃沢

農林業 後継者 体力的に限界にきている。 栃沢
農林業 後継者 体調により、農業の継続が難しい。山芋が茶畑にはいると、イ

ノシシが荒らす。後継者不足。
栃沢

農林業 後継者 人に貸したいが、やってくれる人がいない。 栃沢
農林業 後継者 山奥のため一部荒地になっている。 栃沢
農林業 後継者 傾斜地に茶畑があり体力的に無理。 中平
農林業 後継者 急傾斜地に農地があり、体力、気力が無い。 中平
農林業 後継者 人手が無く手がつけられない。 中平
農林業 後継者 長男がお茶を手伝ってくれる。将来戻るかもしれない。 楢尾
農林業 後継者 農業を本気でやってくれる人があれば茶園を譲っても良い。 楢尾
農林業 後継者 後継者問題。 楢尾
農林業 後継者 車で出荷しなければいけないことが大変。（運転できる人がそ

れぞれまちまちで行っている）
楢尾

農林業 後継者 歳をとり年々物が重たく感じる。体力的な限界。 楢尾
農林業 後継者 坐骨神経の病気により体力的にきつくなってきた。 西山平
農林業 後継者 機械も操作できなくなってきた。 西山平
農林業 後継者 体力的に限界。 西山平
農林業 後継者 長男も次男も手伝いには来るが、後継者がいない。 油野
農林業 後継者 上り坂が大変なので遠いところにある土地は管理できない。 油野
農林業 後継者 人手が足りない。 湯ノ島
農林業 後継者 お茶は１人ではできない（一定時期に何人かでやるので） 湯ノ島
農林業 後継者 齢で作業が大変になってきた。 横沢
農林業 後継者 山を持っているが、後継予定であった息子が死亡した。人に貸

しても利益が上がらない。
横沢

農林業 後継者 足が悪く耕作ができない。 横沢
農林業 後継者 妻が継続している。 横沢
農林業 今後の意向 農地の買い手、借り手がいないため荒れるばかりである。 井川大日
農林業 今後の意向 農業を始めたい人がいても指導者がいない。 井川大日
農林業 今後の意向 土地の一部をいちご栽培業者に貸していたが、業者も歳をとっ

てしまった。
井川大日

農林業 今後の意向 宅地は長女に生前贈与したが、農地は娘が農業者でないため、
生前贈与できなかった。すべて、長女に任せる。

井川大日

農林業 今後の意向 苦労した土地なので売る気はない。子供に継いでほしい。 井川大日
農林業 今後の意向 違うこと、新しいことをやればついてきてくれる人がいると思

う。何かきっかけを掴めればと思う。
井川大日

農林業 今後の意向 年齢的、体力的に続くかどうか不明。土地は売らない。 井川大日
農林業 今後の意向 市内に転居してしまっている家の畑が隣にあり耕作放棄になっ

ており困る。
岩崎

農林業 今後の意向 この地域では、売るために作るというより、他人に迷惑をかけ
ないためにお茶を作っているという人がほとんど。

岩崎

農林業 今後の意向 お茶から雑穀に変えたい。食の安全面から自給自足の生活をし
たい。自分たちの世代だけで終わりかもしれないが、将来に引
き継ぎたい。

岩崎

農林業 今後の意向 止めると近所の畑に迷惑をかけるため止めたくても止められな
い。

岩崎

農林業 今後の意向 元気なうちは迷惑をかけないように続けたい。 岩崎
農林業 今後の意向 ブルーベリーなど作物を変える。やる気はあるので農業指導を

お願いしたい。
上坂本

農林業 今後の意向 農地を無料で貸している。 上坂本
農林業 今後の意向 元気なうちは続けたい。 上坂本
農林業 今後の意向 健康のため、現状維持。 上坂本
農林業 今後の意向 増やす気はない。子供に継いでもらうほどの価値がない。 上坂本
農林業 今後の意向 今は何とか維持。この先、荒れるかもしれない。 大島
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分類 分野 内　　　容 地区
農林業 今後の意向 農地は自分で作れる範囲に縮小。貸すことも可能であるが、借

りてがいない。
大島

農林業 今後の意向 子どもが農作業できるように残す。 大島
農林業 今後の意向 動けるうちは続けたい。 大島
農林業 今後の意向 80歳を一つの区切りとした。 奥池ケ谷
農林業 今後の意向 重いものを持つので大変。あと2年（80歳まで）頑張りたい。 奥池ケ谷
農林業 今後の意向 茶園は貸せるなら人に貸したい。 奥池ケ谷
農林業 今後の意向 自分の食べる分を作ることは生きている限り続けたい。 奥池ケ谷
農林業 今後の意向 成り行きに任せる。 奥池ケ谷
農林業 今後の意向 自分は続けるが、その後は不明。 奥池ケ谷
農林業 今後の意向 畑まで車で行くことができない。 奥仙俣
農林業 今後の意向 畑は全て使っていないが、家の周りは一部草を取って花を植え

ている。
奥仙俣

農林業 今後の意向 息子にまかせてあり、分からない。（定年になったら帰ってく
るかもしれない）

奥仙俣

農林業 今後の意向 続けたい。身体を動かしたい。 奥仙俣
農林業 今後の意向 今のところ辞める気はないが、歳を取ったら分からない。 奥仙俣
農林業 今後の意向 農作物のブランド化を図りたい。 奥仙俣
農林業 今後の意向 ブルーベリーを増やしたい。ジャムを作りたい。 奥仙俣
農林業 今後の意向 元気な間は続けたい。 奥仙俣
農林業 今後の意向 体を動かせば健康にも良いので続けたい。 奥仙俣
農林業 今後の意向 今後、子どもの忚援が尐なくなるので、多分自家用のみになる

だろう。
閑蔵

農林業 今後の意向 今までどおり続けたい。但し、周囲の人は、皆静岡の街場に家
があるため、出て行く準備をしていると思う。

閑蔵

農林業 今後の意向 今までどおり続けたい。 閑蔵
農林業 今後の意向 兄と弟が相続する。 閑蔵
農林業 今後の意向 将来、売りたい気持ちはあるがわからない。 閑蔵
農林業 今後の意向 動けるうちは農作業を行う。農地を売りたいが売れない。 崩野
農林業 今後の意向 体力的に続けるのは無理。健康とボケ防止のために家庭菜園的

に実施。
崩野

農林業 今後の意向 他に仕事もないので、なんとか続けていきたい。 崩野
農林業 今後の意向 作物が取れる、取れないは別にして続けたい。 崩野
農林業 今後の意向 楽しみ、生きがいだから。 崩野
農林業 今後の意向 ここにいる限りは続けたい。 崩野
農林業 今後の意向 楽しみだし、何もしないとボケてしまう。 崩野
農林業 今後の意向 嫁が畑仕事をできないので息子も続けるのは難しい。将来は荒

らす。
崩野

農林業 今後の意向 土木の仕事がなくなると、お茶をやるしかない。 崩野
農林業 今後の意向 そのままにしておく。（貸さない、売らない）体力が続く限り

行うが、人手不足（お茶の刈り取り）。宿に泊まりに来た清水
の高齢者客が畑を行いたいといったので、無償で貸している。
週２回くらい来て、季節の野菜を作っている。畑がある限りは
続けたい。

口坂本

農林業 今後の意向 急傾斜の土地については、作業が大変なので今後やめるか、公
団造林にしたい。他は、継続するか、買い手がいれば売る。荒
らしておくしかない。息子が帰ってくればとおもうが、定年ま
でまだ、5～6年あるし、親の希望を押し付けることは出来な
い。

口坂本

農林業 今後の意向 やれる間は続けたい。 口坂本
農林業 今後の意向 現状維持。 小河内
農林業 今後の意向 お茶は辞めていきたい。畑は自給自足程度にする。 小河内
農林業 今後の意向 続ける。 小河内
農林業 今後の意向 体力的に大変。子どもに手伝って欲しい。農地を貸したくても

皆年寄りで借りる人はいない。
小河内

農林業 今後の意向 今年から尐しづつ長男にやってもらいたいと思っている。 小河内
農林業 今後の意向 元気なうちは続けたい。 小河内
農林業 今後の意向 あるうちはやるが、減らしたい。 小河内
農林業 今後の意向 森林組合で働いている。安定した収入があるが、将来、椎茸な

どの生産もやってみたい。
田代

農林業 今後の意向 先祖からの土地であり、お金にならなくても収穫の楽しみがあ
るから続けたい。

田代
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分類 分野 内　　　容 地区
農林業 今後の意向 先祖からの土地であり、続けられるうちは続けたい。 田代
農林業 今後の意向 夫婦で続けていきたい。 田代
農林業 今後の意向 特に無い。 田代
農林業 今後の意向 椎茸やそのほか生産してみたい。 田代
農林業 今後の意向 耕作放棄をすると雑草等で周囲に迷惑がかかるので続けていき

たい。
田代

農林業 今後の意向 現状維持。しいたけは中国産の関係で見直されてきているので
作る。

田代

農林業 今後の意向 周りの畑に迷惑を掛けない程度の維持、自家消費分程度。 田代
農林業 今後の意向 モノを売るためにはやり方を変えないといけない。失敗しても

いいから若い人に任せたほうがいい。
栃沢

農林業 今後の意向 わからない。 栃沢
農林業 今後の意向 長男は茶の栽培は知っているがやらない。 栃沢
農林業 今後の意向 機械の故障、防霜ファンの補助金制度の見直し（山の条件に見

合うように、１度だけでなく）後継者の問題、農地を貸与はで
きる環境を整える、農業を教えることはできる。

栃沢

農林業 今後の意向 体が続く限り続けたい。 栃沢
農林業 今後の意向 電気、燃料、肥料の値上げがあるので、いつまで続けられるか

わからない。
栃沢

農林業 今後の意向 やれるだけやる。 栃沢
農林業 今後の意向 続ける。 栃沢
農林業 今後の意向 バイオマスエネルギーとして杉・ひのきを利用できれば。 栃沢
農林業 今後の意向 健康と相談しながら決める。現在は貸したまま。 中平
農林業 今後の意向 貸したいが借り手が無い（傾斜地の畑） 中平
農林業 今後の意向 子どもが手伝いに来る。 中平
農林業 今後の意向 若い人が手伝いに来ても、茶の刈り方があるので任せられな

い。
中平

農林業 今後の意向 しいたけ作りは雤の日でも仕事ができるので、続けたい。（内
職か何かできればいいが）

中平

農林業 今後の意向 今更、畑を捨てられない。 中平
農林業 今後の意向 今後は、多目栽培をやってみたい。枝もの（山うど、たら）や

花木類。やれる限り続けたい。
中平

農林業 今後の意向 お茶は放棄したい。しいたけだけは続ける。後継者が尐ないの
で、組合全体として、他の地域から募集して呼び寄せていきた
い。

中平

農林業 今後の意向 やれるだけはやる。他の人に迷惑がかかるので。 中平
農林業 今後の意向 体の丈夫なうちは、集落の畑がまとまっているので周りに迷惑

かけないように、放棄できない。
中平

農林業 今後の意向 元気なうちは続ける。 中平
農林業 今後の意向 今後も継続したい。お茶については、工場の能力の限界があ

り、規模拡大できない。
楢尾

農林業 今後の意向 農業をやりたい人に貸していく。 楢尾
農林業 今後の意向 お茶に付加価値を付けることにより、販売価格の高値安定を目

指した
楢尾

農林業 今後の意向 体が続く限り継続したい。 楢尾
農林業 今後の意向 娘婿に経営委譲しているが、婿も続けることはできない。借り

手がいれば貸したい。
楢尾

農林業 今後の意向 現状維持。お茶以外の作物はサルの被害により育てられない。 楢尾
農林業 今後の意向 農業で食べていければ続けていきたい。 楢尾
農林業 今後の意向 野菜は自分で食べる分だけより尐し多めに作っているので、そ

の分を出荷できる仕組みがあればいいと思う。（自家用で尐量
生産だから無農薬）

楢尾

農林業 今後の意向 生きているうち、健康なうちは続けていきたい。 楢尾
農林業 今後の意向 楽しみなので続けたい。自分の食べる分だけ作る。 楢尾
農林業 今後の意向 やれるだけやる。 楢尾
農林業 今後の意向 仕事しながらなので時間がないが、仕方なくやっている。 楢尾
農林業 今後の意向 ７年前から畑に草が生えないように組合を作り協定を結ぶ。市

が補助金を出している。
西山平

農林業 今後の意向 やれなくなる。収入があがれば良いが。 西山平
農林業 今後の意向 自分の代はやる。 西山平
農林業 今後の意向 続けていく。 西山平
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分類 分野 内　　　容 地区
農林業 今後の意向 自分の食べる分を確保する程度。 西山平
農林業 今後の意向 やれるまでやらせてあげたい。 西山平
農林業 今後の意向 長男に土地を譲渡。 西山平
農林業 今後の意向 森林は森林組合に管理してもらっている。 油野
農林業 今後の意向 ほとんど持っていない。 油野
農林業 今後の意向 できる限りは続けたい。 油野
農林業 今後の意向 何もやっていないと寂しい。 油野
農林業 今後の意向 今後も価格が安くなれば、自家消費分だけ作る。 油野
農林業 今後の意向 体が続く限り続ける。毎日の作業目標を立て、仕事がそのとお

り終わると達成感を得ている。
油野

農林業 今後の意向 健康づくり、ボケ防止になる。 油野
農林業 今後の意向 今の程度で続けたい。 湯ノ島
農林業 今後の意向 畑を貸しても良いが、借りる人がいない。 湯ノ島
農林業 今後の意向 畑を縮小して、体の続く限り農作業を行う。続けたい。外で動

いていた方が気分が落ち着く・親が守ってきた畑なので守りた
い。

湯ノ島

農林業 今後の意向 動いた方が健康に良い作業道がないので、借りてくれる人もい
ない。

湯ノ島

農林業 今後の意向 お茶、しいたけはできる限りやりたい。若い人には期待できな
い（農業では生活できないため）。

湯ノ島

農林業 今後の意向 農産物・材木が安い。他県と流通研究をしてほしい。 横沢
農林業 今後の意向 放棄地にするしかない。 横沢
農林業 今後の意向 現状維持。 横沢
農林業 今後の意向 今後辞めることも在りうる。 横沢
農林業 今後の意向 主人は定年したらお茶を続けたいようだが、自分としては大変

なので続けたくない。
横沢

農林業 その他 昔は酪農をやっていたが赤字が続き、借金が膨らまないうちに
辞めた。

井川大日

農林業 その他 昭和22年ごろ開拓で入村。肉牛、乳牛などの牧畜経営を行う予
定だったが、すぐに牧畜施策が変更になり、農業に転換。

井川大日

農林業 その他 戦後に開拓し農業のほかに牧畜・酪農を行ってきたが、現在は
やっていない。

井川大日

農林業 その他 耕作放棄は体調により。 井川大日
農林業 その他 全部は手が回らない。 井川大日
農林業 その他 山林から農地に変更するのは容易だが、その逆を農業委員会が

認めないのはおかしい。
岩崎

農林業 その他 住んで農業をやるなら畑の管理も楽だが、住んでいないので大
変。

岩崎

農林業 その他 手が回らない。 岩崎
農林業 その他 犬にかまれた場所なので行きたくない。 上坂本
農林業 その他 サラリーマン。子どもは森林組合で働く。 大島
農林業 その他 急な病などが心配。ドクターヘリは助かる。 大島
農林業 その他 材木や農産物が安いので、夫婦2人なら生活できるが、子育て

はできないので都市に出て行く。
崩野

農林業 その他 仕事が尐ない。農業林業がもっと良ければ。 中平
農林業 その他 石垣がはらんできており危険。 楢尾
農林業 その他 ２０年前の農林業の収入があれば良いが。 西山平
農林業 その他 山を持っているが、どこにあるかわからない。 西山平
農林業 その他 山奥にあるため耕作放棄。 横沢
農林業 その他 遠いから耕作放棄。 横沢
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分類 分野 内　　　容 地区
雇用・産業 雇用・産業 アイセンで掃除の仕事をしている。 井川
雇用・産業 雇用・産業 息子が工事作業やスキー場勤めしている。 井川大日
雇用・産業 雇用・産業 子供が喜んで帰ってくるような産業があれば。 岩崎
雇用・産業 雇用・産業 仕事が尐ないので困る。 岩崎
雇用・産業 雇用・産業 森林組合から求人があったが、井川出身の人から忚募はなかっ

た。
岩崎

雇用・産業 雇用・産業 ここから出た中学生・高校生が戻る職場があれば良い。昔、矢
崎関係の工場があったが撤退した。

岩崎

雇用・産業 雇用・産業 去年は森林組合で雇ってもらった。 上坂本
雇用・産業 雇用・産業 お茶、しいたけを朝市へ出している。中電の下請けの日雇い

（草刈）に行った。
上坂本

雇用・産業 雇用・産業 仕事がないため若い人が戻ってこない。後継者がいない。林業
以外の産業がない。

大島

雇用・産業 雇用・産業 森林組合に勤務している。 大島
雇用・産業 雇用・産業 中電の賄いで生活している。 大島
雇用・産業 雇用・産業 仕事がない（林業と土建がダメだとやっていけない。静岡市街

が通勤圏内になればいいが）。
大島

雇用・産業 雇用・産業 働くところがないから人は住まない。玉川に事業所があってこ
の地域に住むことができればみんな戻ってくる。

奥池ケ谷

雇用・産業 雇用・産業 玉川の介護施設で20人くらい働いている。病院でもいいから人
が集まる場所があればと思う。

奥池ケ谷

雇用・産業 雇用・産業 仕事がないので、高校を卒業すると戻ってこない。 閑蔵
雇用・産業 雇用・産業 仕事がないと若者が来ることができない。 崩野
雇用・産業 雇用・産業 収入源がないと人は戻って来られない。 崩野
雇用・産業 雇用・産業 民宿の後継者がいない。リピート客は高齢者で若い人はこな

い。
口坂本

雇用・産業 雇用・産業 温泉客はかつて家族連れが多かったが、最近は高齢者のリピー
ター中心。泊まるのも１～２泊。食堂も閉まった。

口坂本

雇用・産業 雇用・産業 民宿は後継者不足。 口坂本
雇用・産業 雇用・産業 福祉施設（デイサービス）などがあれば雇用的によいのではな

いか。カリタスのようなもの。
小河内

雇用・産業 雇用・産業 会社を誘致して、若い人が暮らせるようにして欲しい。そうす
れば、人口も増える。特に、この地域は環境も良く、土地も安
いし、井川には、ヘルパーの資格を持っている人が結構いるの
で、介護施設を設置するのに適しており、市長に要望したこと
もある。しかし、その話も道路がネックで、入居者の家族が行
き来するのに不便だという。

小河内

雇用・産業 雇用・産業 働き先がない。役場関係・森林組合・農協・土木関係　のみ。 小河内
雇用・産業 雇用・産業 お客が尐なくなっており、収入も減っている。 小河内
雇用・産業 雇用・産業 不便なところ。職がない。 小河内
雇用・産業 雇用・産業 仕事がなくなるのではないか。 小河内
雇用・産業 雇用・産業 森林組合と建設業くらいしか仕事がない。 小河内
雇用・産業 雇用・産業 勤め先がほとんどない（森林組合とアイセンくらいであるが、

井川の外の人が多いのではないか）
小河内

雇用・産業 雇用・産業 地元の人に尐しでも仕事があれば励みになる。例えば林道のゴ
ミ拾いなどを２～３千円でもアルバイト的なものでよいから。

小河内

雇用・産業 雇用・産業 現状維持するためには雇用のために福祉施設の誘致を。 小河内
雇用・産業 雇用・産業 建設業、林業が主要産業であり、近年公共工事が減り働くとこ

ろがない。建設業者が半分以下になった。
田代

雇用・産業 雇用・産業 以前、矢崎関連の工場が付近にあったが撤退したため、企業を
誘致したい。

田代

雇用・産業 雇用・産業 観光が良くなれば、副収入として助かる。（主にはならない） 田代
雇用・産業 雇用・産業 キャンプ場も最近、お客が尐ない。地元の人が4～5人働いてい

る。
田代

雇用・産業 雇用・産業 雇用してもらえるだけでありがたい。（林業）会社で社員を募
集してもなかなか定着しなくて困る。現在でも社員を募集中。

田代

雇用・産業 雇用・産業 畑薙ダム北に砂利を運んでいるが、今年で作業が終わるため今
後仕事があるのか不安。南アルプスが世界遺産登録へと動き出
しているが、環境面で公共事業が出来なくなるのではないかと
不安。

田代

雇用・産業 雇用・産業 親の民宿を手伝う。客数が減尐している。 田代
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分類 分野 内　　　容 地区
雇用・産業 雇用・産業 建設業が井川にとって重要。 田代
雇用・産業 雇用・産業 井川から街に通勤する人はいないが、街から井川に通勤してい

る人は10人くらいいる。最近では、農協や学校の先生など地元
採用がなくなった。

田代

雇用・産業 雇用・産業 公共事業が尐なく、仕事も無いため、進学を機会に子どもを連
れて他出する例もある。

田代

雇用・産業 雇用・産業 将来仕事があるのかどうか不安。 田代
雇用・産業 雇用・産業 玉川のカリタスの半分くらいの規模でいいので、介護施設（自

立型デイサービスなど）が地域にほしい。雇用対策にもなる
し、何よりこの地域で一生を過ごしたいという地域の人の願い
も叶う。（街の施設に移るというのはこの地域の人にとって酷
である。）

田代

雇用・産業 雇用・産業 市役所の支所等に地元の人間を採用してほしい。 田代
雇用・産業 雇用・産業 人を呼ぶには仕事があることが一番。 田代
雇用・産業 雇用・産業 財産区の収益事業を可能にして欲しい。 田代
雇用・産業 雇用・産業 人が居つくには地場産業が必要。 栃沢
雇用・産業 雇用・産業 大川のように働き場があれば人は留まると思う。 栃沢
雇用・産業 雇用・産業 市内の造園会社で手伝いをしている。 栃沢
雇用・産業 雇用・産業 市内に勤務している。 栃沢
雇用・産業 雇用・産業 前には、日雇い（土木）にも行っていた。 中平
雇用・産業 雇用・産業 介護施設など勤められる公共施設があればよい。活気が出ると

思う。
中平

雇用・産業 雇用・産業 玄国茶屋で働いているが、湯ノ島温泉も客が減尐しているうえ
に、客が金を使わなくなった。

楢尾

雇用・産業 雇用・産業 収入が無いこと。 楢尾
雇用・産業 雇用・産業 働き盛りの人には住めない（収入がない）。 楢尾
雇用・産業 雇用・産業 若い人の仕事がない。職場としては信用組合と農協の支所位で

あり、長建設業もあるが公共事業の削減の影響を受けている。
西山平
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分類 分野 内　　　容 地区
道路・交通網 道路整備 普通の道で十分なので、整備してほしい（1.5車線くらい。す

れ違いできれば）。
井川

道路・交通網 道路整備 人口が尐ないところは投資効果をすぐ言われる。 井川
道路・交通網 道路整備 通行止めが多い。 井川
道路・交通網 道路整備 道路整備されてほしいが、井川の中の生活基盤（働き場など）

がしっかりしていないと、整備されてかえって地域から人が流
出してしまうと思う。

井川

道路・交通網 道路整備 1時間以内で市内の市街地に行けるようにして欲しい。 上坂本
道路・交通網 道路整備 大橋が狭いため、大型車が通れない。広げて欲しい。 上坂本
道路・交通網 道路整備 このようなもの。道路幅を広げることはできない。 大島
道路・交通網 道路整備 幹線道路からのアクセス道路が狭い。 大島
道路・交通網 道路整備 道が狭く、浄化槽が入れられない（施工できない）。 大島
道路・交通網 道路整備 家までの接道が狭い。 大島
道路・交通網 道路整備 長熊から先の地区の道路が悪い。通勤はできるが不便。 奥池ケ谷
道路・交通網 道路整備 以前事故に遭ったとき、こちらは危険な場所なので徐行してい

たのに、相手がスピードを出していたのでぶつけられた。
奥池ケ谷

道路・交通網 道路整備 台風など自然災害による道路崩壊が心配。 奥仙俣
道路・交通網 道路整備 道路が通れなくなること。 奥仙俣
道路・交通網 道路整備 西山平までの道を拡幅し、落石の防止策をお願いしたい。 閑蔵
道路・交通網 道路整備 街路灯の整備。 閑蔵
道路・交通網 道路整備 西山平までの道が狭く、大型車が通るとすれ違いが出来ない。

また落石も多く寸断されたら緊急時（救急・消防）に困る。
閑蔵

道路・交通網 道路整備 道路を何とかして欲しい。街場まで一時間になれば通勤も可能
となる。バスも無いため子どもが通学できない。

口坂本

道路・交通網 道路整備 道路を整備して、通勤できるようにして、山側で暮らせるよう
に考えて欲しい。子どもがいないため将来が不安。

口坂本

道路・交通網 道路整備 道路が悪いと文句を言ったお客が温泉に入ったら機嫌が直っ
た。

口坂本

道路・交通網 道路整備 最初は家族連れが多く、静岡駅からマイクロバスで送迎してい
た。マイカー客が増えてからは駐車場も整備した。

口坂本

道路・交通網 道路整備 県道を2車線化して欲しい。バスがいつまで続くか不安。 小河内
道路・交通網 道路整備 道路整備が最も重要である。 小河内
道路・交通網 道路整備 県道を2車線にしてもらいたい。交通の便が良くなれば、人が

来てくれるようになる。
小河内

道路・交通網 道路整備 道路事情が悪い。 小河内
道路・交通網 道路整備 以前、東京で情報発信を行っている人に、自然環境が良いの

で、精密機械や酒蔵といったものには条件が良いといわれた
が、道路がネックになっている。

小河内

道路・交通網 道路整備 政令市になって県から市に移管後、対忚が遅くなった。県から
のノウハウが伝わっていないのでは。

田代

道路・交通網 道路整備 歩道が整備されていない。（子供・高齢者が安心して歩けな
い、電動カーを使えない）

田代

道路・交通網 道路整備 災害で道路がふさがったら、迂回路がなく、孤立してしまう。 栃沢
道路・交通網 道路整備 集落内の道が極めて狭い。 栃沢
道路・交通網 道路整備 道路がいい。 中平
道路・交通網 道路整備 道路を拡幅して欲しい。 楢尾
道路・交通網 道路整備 静岡からの道路の道幅を広くして欲しい。 西山平
道路・交通網 道路整備 街までの高齢者の通院で疲れる道。 西山平
道路・交通網 道路整備 ダム建設時に整備したので問題ない。 西山平
道路・交通網 道路整備 半年前に崩落した道路整備が遅れている。 西山平
道路・交通網 道路整備 割と整備されている。 油野
道路・交通網 道路整備 長熊の道路の狭いところを拡幅してほしい。

（子どもたちが来やすくなる）
油野

道路・交通網 道路整備 道路を広くしてほしい（子どもが通る道なので）。 油野
道路・交通網 道路整備 道路は昔に比べ雤の影響を受けることが尐なくなった。 湯ノ島
道路・交通網 道路整備 道が狭く、バスがない（路線の維持について静鉄に陳情に行っ

たがだめだった）。道路を拡幅して欲しい。公共交通機関が欲
しい。バスが日向までで、本数も昼がなくなり、朝と夜だけに
なってしまった。以前は崩野入口まで来ていた。朝晩でも良い
ので、湯ノ島まで来て欲しい。道路を拡幅して欲しい。

湯ノ島

道路・交通網 道路整備 人家のあるところまではアスファルト道にしたい。町内有志の
作業だけでは長年もたない。

湯ノ島
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分類 分野 内　　　容 地区
道路・交通網 道路整備 道が狭くバスとのすれ違いがうまくできない。 湯ノ島
道路・交通網 道路整備 夕方は家族揃って夕食が食べたい。（通勤・通学時間が短く

なってほしい）
横沢

道路・交通網 道路整備 昔よりは良くなった。 横沢
道路・交通網 道路維持 雪が多いときには40センチ近く積もることがある。スキー場が

できてから除雪はやってくれるが、家の近くまではやってもら
えない。

井川大日

道路・交通網 道路維持 道路が崩れてもすぐには直してもらえない。 岩崎
道路・交通網 道路維持 雤水処理の側溝を整備して欲しい。現在は、雤水が畑に垂れ流

しにはいってくるため、作物がだめになってしまう。
岩崎

道路・交通網 道路維持 道路が暗い。照明をつけて欲しい。 上坂本
道路・交通網 道路維持 夜、道路が暗くて困る。 上坂本
道路・交通網 道路維持 最悪。舗装が悪い。 大島
道路・交通網 道路維持 道路拡幅はしなくても良いが、崩れた山肌の修繕をしてもらい

たい。
奥仙俣

道路・交通網 道路維持 道路が崩れて、通れなくなる。 奥仙俣
道路・交通網 道路維持 道路の修繕をして欲しい。（崩れたところの根本的な修繕） 奥仙俣
道路・交通網 道路維持 道路のカーブを緩くして欲しい。 奥仙俣
道路・交通網 道路維持 運転できる人が日中尐ないので、もしものとき不安。昼間男性

がいないと緊急の時に困る。道路の危険箇所を早く補修して欲
しい。

奥仙俣

道路・交通網 道路維持 上落合から口坂本までの区間は道路が狭くて、すれ違いができ
ない。一番狭いところで1.83ｍ。

口坂本

道路・交通網 道路維持 待避所を1箇所でもほしい。 口坂本
道路・交通網 道路維持 林業関係の大型トラックがたくさん通り危険。すれ違えない道

ではこちらにバックさせるなど、思いやりがない。
口坂本

道路・交通網 道路維持 2年前は土砂崩れが起きて下への道が封鎖され、街へ出るには
上の峠から迂回して行かなければならなかった。

口坂本

道路・交通網 道路維持 道路を整備して欲しいが、拡幅が無理であるなら①待避所を一
箇所でも増やしてもらう②路側の石や堆積している土砂を撤去
するなど維持管理して欲しい。地元の人だけでなく温泉客のた
めにも必要。

口坂本

道路・交通網 道路維持 時々、温泉客から「こんな道の悪いところ二度と来ない。」く
らい言われる。上落合から口坂本の約６kmの間が狭い（最も狭
いところで1.83ｍ）。生活道路が産業道路（木材・生コン搬
出）になっている。地元車優先は表向きの話。がけ崩れ対策と
待避所は１つでも何とかお願いしたい。また、崩れたときに３
日なら我慢できるが対忚を迅速にお願いしたい。

口坂本

道路・交通網 道路維持 サイン整備。井川場からの村への道が分かりにくいので、案内
サインを整備してほしい。

口坂本

道路・交通網 道路維持 落石の無いようにして欲しい。 小河内
道路・交通網 道路維持 ダムの近くでがけ崩れが起きたが、通行止めの期間が長すぎ

る。もっとすばやい対忚をして欲しい。（特に夏山シーズン）
小河内

道路・交通網 道路維持 がけ崩れや道路の通行止解除の情報が街へ伝わっていないた
め、お客さんがやってこないことがある（白樺荘に勤務）。

小河内

道路・交通網 道路維持 がけ崩れ危険地域が多く、災害への不安は常時抱えている。 田代
道路・交通網 道路維持 道路の決壊が多いが、災害対忚が忚急処置で止まっている。 田代
道路・交通網 道路維持 県道60号の一部で除草がされず、事故の危険がある。限られた

範囲を年2回やるのではなく、年1回でいいので広い範囲でやっ
てほしい。

田代

道路・交通網 道路維持 井川への道路の全面通行止めの看板は実態を反映していない
（車種や時間によっては通行可能）観光面で影響が大きい。

田代

道路・交通網 道路維持 道路の復旧が遅い。5月末の道路崩落から今まで対忚がされて
いないのはここに住んでいて初めて。見放されているのではな
いか。

田代

道路・交通網 道路維持 全面通行止めがいつまで経っても解除されない。観光客がいな
い。

田代
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分類 分野 内　　　容 地区
道路・交通網 道路維持 ６月に井川地区につながる道路脇の斜面が崩落し、バスや大型

車両が通行止めとなっている。政令市の管理になってから道路
管理が県よりも遅い。以前は早急に対忚してくれたが、７・
８・９月と放置された感があり、これまでになく観光に打撃を
与えている。県の情報・技術が伝わっていないのではないか。
一日も早い復旧を望む。

田代

道路・交通網 道路維持 道路の維持管理も例えば、たはた？から富士見まで年１回で済
む除草作業を２回実施するなど、無駄なことを行う一方で、白
樺荘の改装で今後観光客の増加が見込まれる畑薙第一ダムまで
（農道等としても機能）は不都合な部分のみの除草を行ってい
る。双方とも年一回にするよう市に申し入れても受け入れられ
ないなど柔軟性にかける。

田代

道路・交通網 道路維持 大雤の土砂崩れがあるが地元企業が対忚。年２回ぐらい積雪す
るがこれも地元企業が対忚してくれる。

楢尾

道路・交通網 道路維持 不便はないが、冬道路が凍結するので危険。 西山平
道路・交通網 道路維持 車の交通（秋の紅葉時期には混雑）、冬には凍結でスパイクタ

イヤ、スタッドレスが必要。
西山平

道路・交通網 道路維持 交通面の改善が最優先。 湯ノ島
道路・交通網 道路維持 橋は架け替えてくれて走りやすくなったが、大雤時の土砂が心

配。
横沢

道路・交通網 トンネル トンネルをあけて欲しい。短時間で通勤可能であれば来る人も
いる。トンネルを掘って１時間で通勤可能になれば若い人も戻
るので要望する。井川大橋は老朽化しているため４トン車が通
れる規模で架け替えたい。

上坂本

道路・交通網 トンネル 大日峠にトンネルを（大沢渡～横沢）通して欲しい。 大島
道路・交通網 トンネル トンネルが一番希望だが、無理だと思う。 小河内
道路・交通網 トンネル トンネルを掘るという話があったが、どうなったのか？ 小河内
道路・交通網 トンネル 道路は道が狭く大型車とのすれ違いが難しい。また、冬、街に

出るとき雪が積もることもある。トンネルを空けてもらいた
い。

小河内

道路・交通網 トンネル トンネルがあれば冬場は助かる。 田代
道路・交通網 トンネル トンネルが通れば、冬場、道も凍らないので静岡まで行ける。 西山平
道路・交通網 路線バス てしゃまんくん（自主運行バス）は町内会で利用している人が

いる。（以降意見メモへ）
井川

道路・交通網 路線バス バスは大井川鉄道・静鉄が運行していた頃、利用率アップのた
めに無料券を配っていたが、みんな自家用車を選び廃止となっ
た。このままでは同じ道を辿るかもしれない。

井川

道路・交通網 路線バス コミュニティバスは無理をすれば日帰りができるので、路線バ
スよりは便利になった。

井川

道路・交通網 路線バス コミュニティバスの利用者はいるが限られている。最初は年間
無休の予定が冬場休むことになった。式典をやる余裕があるな
ら実利を取ってほしい。

井川

道路・交通網 路線バス 静岡市街に出るまで公共交通機関では大変なので、車が運転で
きなくなることが怖い。

井川大日

道路・交通網 路線バス 車が運転できなくなったので大変。 井川大日
道路・交通網 路線バス バスが自主運行バスになって以降、横沢で乗り換えなければな

らなくなり面倒くさくなった。
井川大日

道路・交通網 路線バス 自主運行バス⇒高齢者はバス停まで歩くのが大変なので、乗り
降りしづらい。

井川大日

道路・交通網 路線バス 井川診療所まで片道500円かかるのは高い。 井川大日
道路・交通網 路線バス 診療所へバイクで通っている。今は良いが、バイクに乗れなく

なったら困ると思う。
岩崎

道路・交通網 路線バス 車が運転できなくなった時が不安になる。 上坂本
道路・交通網 路線バス コミュニティバスが静岡まで1日2本（井川内は４本で診療所等

を経由）あるおかげで市街に行くのに助かっている。今まで
は、3日掛かりだった。

上坂本

道路・交通網 路線バス 市のバスは非常に助かっている。よい取組と思う。 大島
道路・交通網 路線バス バスがなくなって困っていたが、コミュニティバスができて大

変助かっている。
大島

道路・交通網 路線バス バスの便数がもう尐しあると助かる。 大島
道路・交通網 路線バス 車（使えない人は自主運行バスを使って井川診療所に通うので

楽になった。）
大島
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分類 分野 内　　　容 地区
道路・交通網 路線バス バス 大島
道路・交通網 路線バス 車（多くは免許証を持たない人たち） 奥仙俣
道路・交通網 路線バス 上落合からバスで移動する。 奥仙俣
道路・交通網 路線バス 車、バス井川線を延長してほしい。 閑蔵
道路・交通網 路線バス 高齢化したときの交通手段が不安。 崩野
道路・交通網 路線バス 夫がいなくなると交通手段がなくなる。病院通いも大変。 崩野
道路・交通網 路線バス 毎日でなくても良いので、バスを運行して欲しい。 崩野
道路・交通網 路線バス 80歳を過ぎると運転が大変。 崩野
道路・交通網 路線バス 夫が車を運転できるうちは良いが、出来なくなったときが不

安。
崩野

道路・交通網 路線バス 車での病院通いが大変。運転できない人は宿泊客の送迎時に一
緒に乗せてもらうこともある。

口坂本

道路・交通網 路線バス 高齢化で地域の活力が落ちている。10～20年前ならともかく、
現在自主的に何かをやるのは厳しい。

口坂本

道路・交通網 路線バス 路線バスがない。車中心。 口坂本
道路・交通網 路線バス いままでは街まで行って帰ってくるのに3日がかりだったもの

が（横沢で乗り換え）、コミュニティバスのおかげで、1日で
往復できるようになって助かっている。

小河内

道路・交通網 路線バス バスには良く乗る。助かっている。 小河内
道路・交通網 路線バス バスはありがたいが、利用者が尐ない様子である。 小河内
道路・交通網 路線バス 車を運転できないと生活できない。 小河内
道路・交通網 路線バス 車。いままでは近所で乗り合いで移動していたが、市でバスを

運行してくれているので、バスの維持のためにも、（利用者が
いないと廃止されてしまう）最近は運転できない人はバスを利
用してもらっている。

小河内

道路・交通網 路線バス バスがあるので助かっているバス中心診療所・買い物・農協に
出かける。

小河内

道路・交通網 路線バス 車があるので、不便はない。 小河内
道路・交通網 路線バス バスはありがたい。 小河内
道路・交通網 路線バス コミュニティバスはバス会社等が考えた時刻表に基づき運行さ

れており、使い勝手が悪い（例：診療所で二時間待ちも）。家
の近くまで来て拾ってくれるとか、きめ細かな運行を望む。

田代

道路・交通網 路線バス 車がなくなったら困る。 田代
道路・交通網 路線バス コミュニティバスについて井川地区内での便数を増やす。家の

近くなどへある程度柔軟に停まってくれればいいと思う。
田代

道路・交通網 路線バス バスの待ち時間が多く困る。市役所の支所まで行かない。 田代
道路・交通網 路線バス ケアマネージャーで高齢者宅を訪問すると、運転免許証を返し

たいという人が結構いる。車が運転できるうちはいいが、でき
なくなるとここで生活するのは大変である。

田代

道路・交通網 路線バス 運転できなくなると、病院に行くのも大変になる。 栃沢
道路・交通網 路線バス 街に行くのは遠い。バス代が往復2,000円くらいかかる。 栃沢
道路・交通網 路線バス 過疎化で医療が不安。車があればよいが、年をとって運転が出

来なくなったとき不安。
栃沢

道路・交通網 路線バス 公共交通機関がないので、自家用車が運転できなくなったら、
通院もできなくなることから、出て行くしかない。車をみんな
でシェアする方法がないだろうか。

栃沢

道路・交通網 路線バス 南アルプス公園線に出ないと公共交通手段がない。 栃沢
道路・交通網 路線バス 車中心。バス代が高い。街中まで往復2,000円で診察費等含め

ると１万円かかってしまう。年金暮らしには大変。
栃沢

道路・交通網 路線バス 運転できなくなると不安。（買い物・医療）健康や体力が心
配。携帯電話が通じないので、病気になったとき連絡が取れな
い。隣の家も離れており、孤独死になる可能性がある。

中平

道路・交通網 路線バス 車が運転できないので、バス頼り。スーパーで倒れ、店長さん
が病院に連絡して入院したこともあり健康や体力が心配。

中平

道路・交通網 路線バス 市内の病院に行ったとき、買い物もついでにする。（リュック
にエコバックを持って）体が辛いときはタクシーを利用する。
交通費が大変。

中平

道路・交通網 路線バス 今は、車に乗れるので良いが、5～10年後は困る。 中平
道路・交通網 路線バス バス代が往復で2000円は、年金では厳しい。 中平
道路・交通網 路線バス 夫がいたときは車で買い物ができた。 中平
道路・交通網 路線バス 車に乗れるうちは良いが、車に乗れなくなりバス利用になる

と、1日の本数が尐ないので不便。
中平
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分類 分野 内　　　容 地区
道路・交通網 路線バス 今後は、バスが必要となる。 中平
道路・交通網 路線バス 車は街場まで片道40分かかる。 中平
道路・交通網 路線バス 車が運転できる間は良いが、その先が不安。 楢尾
道路・交通網 路線バス 今は良いが、将来はバスがほしい。 楢尾
道路・交通網 路線バス 近所の人に車に乗せてもらい買い物に行く。 西山平
道路・交通網 路線バス 運転ができなくなったら生活ができなくなる。 西山平
道路・交通網 路線バス 静鉄バスが冬季には止まってしまう。 西山平
道路・交通網 路線バス コミュニティバスの横沢での乗継が悪い 西山平
道路・交通網 路線バス 車が無いと生活できない。45歳にして免許を取得した。 西山平
道路・交通網 路線バス コミュニティバスを使っている。便利である。 西山平
道路・交通網 路線バス 通院のため、バスが定期的に来るようにしてほしい。

（将来の継続性）
油野

道路・交通網 路線バス バスは今までどおり来てほしい。廃止になると医者に行けなく
なる。

油野

道路・交通網 路線バス 車（軽トラック）。バスは1日に６本ほどある。診療所までバ
スで出かけられる。

油野

道路・交通網 路線バス バスの乗客が尐なくて日向までになったが、その頃は湯ノ島温
泉がなかった（平成6年にできた）。

湯ノ島

道路・交通網 路線バス 一番は交通機関の問題である。通院・通学にバスが来ていない
ため、送り迎えの負担が大きく、若い人が出て行ってしまう
（空家は７軒程度）。バスは日向までで、しかも朝晩の一往復
しかない。途中、道路幅も狭くすれ違いに苦労する。以前は崩
野付近まで来ていたが、廃止になった。温泉のお客様は若い人
が尐なく、横にある玄国茶屋等を目指して来る人も多いが、こ
こまで路線が延びれば温泉のお客も来るかもしれない（高齢者
用の大御所パスと連携して）。

湯ノ島

道路・交通網 路線バス 車（今は運転できるが将来は不安） 湯ノ島
道路・交通網 路線バス 朝夕１回バスが運行されるとよい。 湯ノ島
道路・交通網 路線バス ほとんど外に出ない。 湯ノ島
道路・交通網 路線バス バスは日向までしか来ないため、通勤通学に難がある。 湯ノ島
道路・交通網 路線バス 運転ができなくなったら生活ができなくなる。 湯ノ島
道路・交通網 路線バス 歳をとっていくと車の運転が危なくなる。 湯ノ島
道路・交通網 路線バス 交通の便の改善策としてマイクロバスでも買えれば。 湯ノ島
道路・交通網 路線バス この地区は小さいバスで十分。日向で乗り換えられればいい。 湯ノ島
道路・交通網 路線バス バスが無くならないようにして欲しい。 横沢
道路・交通網 路線バス 夜道が暗い。狭い。バスは料金が高く不便。住んでみなければ

この環境は理解できないだろう。
横沢

道路・交通網 路線バス 病院へのバス代が高く、負担が大きい。 横沢
道路・交通網 路線バス 車に乗れなくなることが心配。 横沢
道路・交通網 路線バス 自家用車・バスが日常の交通手段。 横沢
道路・交通網 路線バス バスは年寄が使っている。 横沢
道路・交通網 路線バス 静鉄バスが廃止になり、みな困っている。井川のような市のバ

スサービスがあればよい。
横沢

道路・交通網 路線バス 市街の病院にはバスで行き、帰りは娘が送ってくれる。 横沢
道路・交通網 その他 寄り合いタクシーのようなものがあればいいと思う。 井川大日
道路・交通網 その他 車がないと大変。買い物が不便。ガソリンが高い。 上坂本
道路・交通網 その他 バイク（雪のときに困る） 大島
道路・交通網 その他 自家用車でスーパーまで出て行く。車が無いと生活できない。 奥池ケ谷
道路・交通網 その他 徒歩のみ 奥仙俣
道路・交通網 その他 車が運転できないので、普段は汽車により移動しているが、学

生の利用減に伴うダイヤ改正によって大井川鐵道の始発が千頭
方面の11:30分、大井川方面の10：30分となってしまった。こ
のため、近所の人にお願いして車に同乗させてもらっている
が、風邪をひいた時などはうつすのではないかと困る。

閑蔵

道路・交通網 その他 現在は運転が何とかなるが、将来できなくなる不安。 閑蔵
道路・交通網 その他 車 閑蔵
道路・交通網 その他 汽車・車（知人に依頼） 閑蔵
道路・交通網 その他 車のこと。運転できる人も高齢化している。清沢のような乗り

合いタクシーがあればいいが。
崩野

道路・交通網 その他 ほとんどの家庭で車を持っている。乗り合わせもする。 崩野
道路・交通網 その他 特に気にはならない。 小河内
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分類 分野 内　　　容 地区
道路・交通網 その他 トンネルが出来て街から一時間になっても悪い人が往来したら

何にもならない。今は鍵をかけなくても安心である。
西山平
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分類 分野 内　　　容 地区
情報インフラ インターネット ＡＤＳＬは井川湖の左岸は回線があるが、右岸はない。改善は

されているが、都心部との差がついている。
井川

情報インフラ インターネット インターネットを活用しても、売る商品が続かない。 上坂本
情報インフラ インターネット ＡＤＳＬを利用している。 大島
情報インフラ インターネット インターネット、携帯は入らない。電波塔を設置してくれな

い。
奥池ケ谷

情報インフラ インターネット ホームページなどを活用すれば、色々な情報を発信できる。 奥池ケ谷
情報インフラ インターネット インターネット…ISDN回線・携帯についてドコモはOKでAUは使

えない。しかし地区から１kmは通話できても２kmになると使え
ないので何とかして欲しい。民宿のお客さんの携帯が通じない
ので急な連絡を取りたいときに困る。パソコンはADSL、光は使
えない。ホームページは井川観光協会等を通じて情報発信して
いる。予約はＦＡＸでやり取りしている。

口坂本

情報インフラ インターネット 旅館の情報発信として（財）静岡観光コンベンション協会の
ホームページに掲載している。

口坂本

情報インフラ インターネット パソコンは持っていない。 小河内
情報インフラ インターネット インターネットはＡＤＳＬ。物理面のカバーとして情報インフ

ラはもっと整備してほしい。
田代

情報インフラ インターネット 災害時にラジオを持って備えると指導されているのに、ラジオ
が入らないのは困る。地デジへの対忚はどうなるのか不安。PC
の通信環境は光対忚でない（ADSLも開設されない地域もあるこ
とは承知しているが）。市は電子入札を導入しているが速度が
遅くて困る。距離の遠さをカバーするため、田舎ほど環境整備
が必要で、等しくサービスを受けられないのが問題。土石流の
危険箇所として指定されているので対処が無い。

田代

情報インフラ インターネット 今年度中にADSLが開通されるらしい。但し、年寄りには関係な
い。携帯は不通。近い将来ドコモがアンテナを立てるようだ
が、住む人の数よりも、ここを訪れ使う人の数で考えて欲し
い。

栃沢

情報インフラ インターネット ケーブルテレビを活用した双方向システムなどにより、野菜の
販売や医療サービスを受けられたら。（今年度ADSL回線が開
通）

栃沢

情報インフラ インターネット パソコンは、速度が遅い。11月頃からＡＤＳＬが使えるように
なると聞いている。

中平

情報インフラ インターネット IT環境（ダイヤル回線）を改善してほしい。291の電話番号は
ADSLに対忚していないらしい。携帯もソフトバンクは感度が良
くない。テレビはほとんどが共同アンテナ利用で、過去、雷が
落ちて３台テレビが故障した。地上デジタルへの移行でどうな
るのか。

楢尾

情報インフラ インターネット インターネットは使える人が尐ない。 楢尾
情報インフラ インターネット 前にパソコンの光ファイバー整備の話があったが消えた。 湯ノ島
情報インフラ インターネット インターネットも遅いため、子どもは魅力が持てない。 横沢
情報インフラ 携帯電話 携帯は入らない所もある。それなのに公衆電話はなくなった。 井川
情報インフラ 携帯電話 南アルプス方面は入らない。 井川
情報インフラ 携帯電話 新聞は郵便で届く。携帯電話は入らないところもある。テレ

ビ、電話は入る。
井川大日

情報インフラ 携帯電話 携帯電話の電波とか言う前に、ここでは持っていない人が多
い。

岩崎

情報インフラ 携帯電話 山へ入っていると携帯電話が通じない。 上坂本
情報インフラ 携帯電話 携帯は通じる。 大島
情報インフラ 携帯電話 携帯が家の中でうまくつながらない（玄関あたりは通じる）。 大島
情報インフラ 携帯電話 携帯電話が通じない箇所があり、緊急の連絡の時に不便。 奥仙俣
情報インフラ 携帯電話 携帯電話の電波が届かない。 奥仙俣
情報インフラ 携帯電話 携帯電話等情報通信が受信難地域で、災害等の緊急時の連絡が

困難。
奥仙俣

情報インフラ 携帯電話 携帯電話が使えない。川根との境にあるトンネルまでは通じる
のだが、緊急の連絡の際に困る。また、防災無線も入り難い。

閑蔵

情報インフラ 携帯電話 テレビは川根本町と仲間で共同アンテナ。携帯電話は入らな
い。

閑蔵

情報インフラ 携帯電話 携帯電話、公衆電話の整備。 閑蔵

69



グループヒア

分類 分野 内　　　容 地区
情報インフラ 携帯電話 携帯電話が必要。子供がきても連絡がとれない。楢尾は電波が

入る。日向に鉄塔がある。楢尾に鉄塔を立てて欲しい。Ａｕは
電波が入る。

崩野

情報インフラ 携帯電話 電話…避難所の周辺1ｋｍは入るが、それ以外は入らない。 口坂本
情報インフラ 携帯電話 携帯電話はドコモ・ソフトバンクは通じる。 小河内
情報インフラ 携帯電話 ＦＭ放送、携帯電話が入らない、テレビの映りが悪い。災害情

報が入るかが不安。
田代

情報インフラ 携帯電話 携帯はキャリアや場所により受信状況が異なる。緊急時の対忚
のため、どこでも使えるようにしたい。

田代

情報インフラ 携帯電話 携帯電話は入らない。自分達より、ここに来た人が使いたいと
思っても使えないことが問題。

栃沢

情報インフラ 携帯電話 携帯電話。市場との取引があるが連絡がとれないと苦情があ
る。3～4年前にＮＴＴに行ったら、整備の計画が終わったとい
われた。

中平

情報インフラ 携帯電話 道路にでないとアンテナが立たない。 中平
情報インフラ 携帯電話 携帯電話が、場所によって繋がらないことがあり、（茶）市場

との取引に困っている。ＮＴＴに問い合わせたところ、アンテ
ナは３年前に一通り設置完了してしまったらしい。道路端まで
出ないとつながらず、緊急の時に本当に困る。

中平

情報インフラ 携帯電話 携帯電話が通じないのは市場取引もあり不便。 中平
情報インフラ 携帯電話 携帯・インターネット（ＡＤＳＬ）は年寄りでも必要。 中平
情報インフラ 携帯電話 この地区は携帯がつながりやすい方。（特にＡｕ） 楢尾
情報インフラ 携帯電話 携帯電話は会場（公会堂）付近では入るが、青尐年の家のほう

では入らない。楢尾・大間の間くらいに電波塔があれば崩野ま
で3集落をカバーできる。

楢尾

情報インフラ 携帯電話 携帯OKだが、富士見峠～静岡の街まで不通となる。緊急時に連
絡が取れない。

西山平

情報インフラ 携帯電話 特に問題ない（携帯、ＴＶ良好）。 西山平
情報インフラ 携帯電話 携帯は使える。上落合は電波が入らない。 油野
情報インフラ 携帯電話 携帯の電波状況は悪い（ドコモ）。AUは可。テレビも入らない

ところがある。
湯ノ島

情報インフラ 携帯電話 携帯電話が通じるようにして欲しい。子供が会社との連絡がで
きないため、長居することができない。

横沢

情報インフラ 携帯電話 携帯電話はドコモが一部使用可である。 横沢
情報インフラ 携帯電話 携帯電話だけは是非通じるようお願いしたい。外部の人が電話

を借りたいということで、夜中玄関先に人が立っていて怖い思
いをした。自分たちが使いたいということばかりでなく、多く
の人にとっても緊急連絡用として、エリア拡大は必要。

横沢

情報インフラ 携帯電話 携帯電話が通じないため、県道で事故や故障を起こした車のド
ライバーが家に電話を借りに来る。夜中の場合もあり、家の中
に入れるのが大変怖い。

横沢

情報インフラ 携帯電話 携帯電話が通じない。 横沢
情報インフラ テレビ 光が来ていない。地デジが入るか不安である。 井川
情報インフラ テレビ テレビの映りが悪い。 岩崎
情報インフラ テレビ テレビは良く写るが、地上デジタルは電波が届かないと電気屋

に言われた。
上坂本

情報インフラ テレビ ＴＶの写りが悪い。 大島
情報インフラ テレビ  テレビは共同アンテナがあるから入る。 奥池ケ谷
情報インフラ テレビ ＢＳは入る。演歌番組を見るのが楽しみ。 奥池ケ谷
情報インフラ テレビ テレビは受信可能であるが、地デジに変わった場合どうなるの

か不安（新聞を購読しているのが町内会長宅一軒で情報収集は
テレビ中心）

奥仙俣

情報インフラ テレビ テレビは映る（共同アンテナ）。 崩野
情報インフラ テレビ ＴＶの移りが悪い。 小河内
情報インフラ テレビ テレビは良く映るが、つまらないので見ない。 小河内
情報インフラ テレビ テレビは共同アンテナ。映る。 中平
情報インフラ テレビ テレビは共同アンテナを利用。新聞は郵便局が配達してくれ

る。携帯電話は届くところがある。
楢尾

情報インフラ テレビ TVの受信状況は良い。 西山平
情報インフラ テレビ テレビは映る。（衛星放送も） 油野
情報インフラ テレビ 場所によってテレビも入らないところがある。 湯ノ島
情報インフラ テレビ テレビは共同アンテナがあるので街と変わらない。 横沢
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グループヒア

分類 分野 内　　　容 地区
情報インフラ その他 災害時に連絡する方法が欲しい。 岩崎
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グループヒア

分類 分野 内　　　容 地区
多面的機能 多面的機能 水源、二酸化炭素の削減効果の点から、上流部の果たす役割は

大きいと思う。広い地域で一律の策をするより、地域に合った
策を考えてほしい。（道路が整備されている天竜と袋小路の井
川では地域事情が異なる）

井川

多面的機能 多面的機能 水源、二酸化炭素の削減効果の点から、上流部の果たす役割は
大きいと思う。維持するためにはコストかかることを市民のみ
ならず行政も認識しないといけない。

井川

多面的機能 多面的機能 森林環境を維持する住民として税金の減免や助成などの制度創
設する。

田代

多面的機能 多面的機能 村として水源地対策を行わないといけない。みんなで山を買っ
てヒノキ・杉の手入れをできればいいと思う。

栃沢

多面的機能 多面的機能 山林保全対策は必要。 栃沢
多面的機能 多面的機能 かつて杉・檜の苗が無償で配布され、人工林が増え、雑木が減

尐して動物の食べる実が無くなった。このため、獣が増えてい
る。また、価格が安いため間伐や伐採が行われず（森林組合が
補助で間伐を行っているが）、根が張らない「上っ面の緑」に
なっており、山崩れの原因となっている。これらも人がつくっ
た環境であるから仕方のないことではあるが。

湯ノ島

多面的機能 多面的機能 タイヤなどの不法投棄が多い。ゴミ捨て場になってしまってい
る。

横沢
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グループヒア

分類 分野 内　　　容 地区
その他 その他 市の農林業担当課では中山間振興は無理。企画部門が今回の計

画をつくるというのは非常に期待している。ただし、環境保全
なのか、水源確保や防災なのか、林業振興なのか、井川地区を
どうしたいのか明確にして、地域に合った策を考えてほしい。

井川

その他 その他 振興計画の担当者は１０年くらい続けて欲しい。３年程度でか
わっては話にならない。

井川

その他 その他 井川地区でこの地域にかかる予算を組めるようなことになれば
よいと思う。

井川

その他 その他 農林や中山間関係の部署はこちらに事務所を置くなど、もっと
こちらに来てほしい。

田代

その他 その他 今回作成する計画を静岡市役所全体で共有してほしい。 田代
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