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ははじじめめにに  ～～飯飯舘舘村村にに移移住住さされれたた方方がが利利用用ででききるる支支援援制制度度ににつついいてて～～            

 

 ここでは、飯舘村に移住された方が利用できる支援制度をご紹介しています。 

 それぞれの支援制度は、基本的に全ての村民が利用できますが、移住者向けに定められた

支援制度を利用するためには、村が定める「移住者」の要件を満たす必要があります。 

 村が定める「移住者」の要件は、おおよそ次のとおりです。 

  ①平成 23 年 3 月 11 日（東日本大震災発災日）に飯舘村に住所がなかった方 

  ②平成 29 年 3 月 31 日（一部避難指示解除となった日）以降に村に転入した方 

  ③村に定住する意思のある方 

  ④その他、村が定める要件を全て満たす方 

 お問い合わせは、村づくり推進課定住交流係（0244-42-1622）までお気軽にどうぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            夏のいいたて 

 

飯飯舘舘村村役役場場のの組組織織とと仕仕事事 
 

◆総務課      0244-42-1611   消防・防災・選挙などに関すること 

  ◆村づくり推進課  0244-42-1622   総合振興計画・広報・移住などに関すること 

◆住民課      0244-42-1618   住民票・浄化槽・防犯灯などに関すること 

◆建設課      0244-42-1624   上下水道・住宅などに関すること 

◆産業振興課    0244-42-1621   農業・商工業・観光などに関すること 

◆健康福祉課    0244-42-1637   健康・福祉・介護などに関すること 

◆教育課      0244-42-1631   学校教育に関すること 

◆生涯学習課    0244-42-0072   社会教育・社会体育に関すること 

◆農業委員会    0244-42-1625   農地の取引・賃貸借に関すること 

◇社会福祉協議会  0244-42-1021   生活相談に関すること 
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飯飯舘舘村村へへのの移移住住ををおお考考ええのの皆皆様様へへ  ～～ガガイイドドブブッッククののごごああんんなないい～～  

 

  このたびは、飯舘村をご訪問いただきありがとうございました。 

福島県飯舘村は、福島県北東部あぶくま高原に広がる自然豊かな山村です。四季折々に咲く花々や 

自然の恵みに彩られ、冬の厳しさの中にも楽しみを忘れず、地域の人々が肩を寄せ合って自然と共に 

生活してきた村です。 

村の主要産業は農業で、米や野菜、葉たばこのほか高原の爽やかな気候を活かした和牛飼育や花の 

栽培に取り組み、村の重要な産品になっていました。 

現在、村は東日本大震災からの復興を進めており、「道の駅までい館」や「交流センターふれ愛館」、

「認定こども園」、「義務教育学校・いいたて希望の里学園」など村づくりの中核となる施設が完成し 

ています。村内企業も次々に再開しており、いくつかの企業の進出も予定されています。 

飯舘村では、村民の力だけで復興を成し遂げるのではなく、村外の人とも力をあわせて新しい村を 

作っていこうと考えています。 

こうした中、村に新たに移住してくださる方向けの制度を設けて、安心して村で生活していただけ 

るよう取り組みを始めました。 

この冊子は、『までいな暮らしへの誘い』のパンフレットに盛り込むことができなかった村の支援 

制度について、幅広くご紹介しております。 

飯舘村へ移住を検討される際の資料として、参考になれば幸いです。 

なお、各支援制度のくわしい内容につきましては、飯舘村 村づくり推進課 定住交流係までお問い 

合わせください。 

   令和２年 6 月 

村づくり推進課 定住交流係 電話 0244-42-1622 
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飯飯舘舘村村でで利利用用ででききるる支支援援制制度度ににつついいてて            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    村営住宅 

  

１１．．住住宅宅支支援援 
 

支援項目 支 援 の 内 容 所 管 課 

住宅新築 移住者が村内に住宅を新築した場合、最最大大 550000 万万円円まで支援します。 村づくり推進課 

定住交流係  

空き家購入 移住者が村内の空き家を購入した場合、最最大大 220000 万万円円まで支援します。 村づくり推進課 

定住交流係  

空き家リフォーム 移住者が購入または賃借した空き家のリフォーム費用を、最最大大 110000 万万円円

まで支援します。 

村づくり推進課 

定住交流係  

空き家賃借 移住者が空き家または民間アパート(村営住宅を除く)を賃借した場合、家家

賃賃のの半半額額又は 22 万万円円を上限として 2 年間支援します。 

村づくり推進課 

定住交流係  

転入（引越し） 移住者が村に引っ越すのに要した費用について一一律律 2200 万万円円を支援しま

す。 

村づくり推進課 

定住交流係  

空き家情報 飯舘村空き家・空き地バンクでは、移住者が入居できる物件を村ホームペ

ージ上で紹介しています。 

村づくり推進課 

定住交流係  

移住情報紹介 飯舘村への移住に関する情報をパンフレットやホームページで紹介してい

ます。 

村づくり推進課 

定住交流係  

外灯・防犯灯補助 公道沿線の敷地に外灯や防犯灯を設置したい方に費用の半半額額、44 万万円円を

上限に支援します。 

住民課 

木造住宅耐震化 住宅の耐震診断、耐震工事に対する助成制度があります。 

くわしくは、建設課までお問い合わせください。 

建設課 

※制度の内容は令和２年度のものです。 
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２２．．保保健健・・福福祉祉・・医医療療 
  

支援項目 支 援 の 内 容 所 管 課 

いいたてクリニック 
診療所は毎週火曜日と木曜日の午前中に診療を行います。院内処方でお薬

も受け取れます。 

健康福祉課 

特養いいたてホーム 特別養護老人ホーム「いいたてホーム」があります。 いいたてホーム 

総合健診 16 歳以上の方の健康診査は無料です。福島県が実施する県民健康調査も兼

ねています。各種がん検診も対象年齢の方は無無料料です。 

健康福祉課 

予防接種 定期接種のほか、生後６カ月から義務教育学校９年生までのインフルエン

ザ予防接種料金が無無料料です。1 歳から就学前までのお子さんのおたふくか

ぜ予防接種料金は助助成成があります。妊娠を希望する女性とそのパートナー

について、検査を受けたことがない方の風しん抗体検査が無無料料です。抗体

検査の結果、抗体が無かった方の風しん予防接種料金は無無料料です。６５歳

以上のインフルエンザ、対象年齢の方の肺炎球菌ワクチン料金は無無料料です。 

健康福祉課 

内部被ばく検査 ホールボディーカウンターを整備し希望される方の検査を行っています。 健康福祉課 

介護予防 介護予防のための各種支援を行っています。 健康福祉課 

地域交流サロン いいたてクリニック内にサポートセンターを設置し高齢者が楽しく生き生

きと生活できるお手伝いをします。 

健康福祉課 

高齢者等生活支援 高齢者等が自宅でのびのびと生活できるよう生活用具の貸し出しや手すり

設置など住宅を改修する費用の助成を行っています。 

健康福祉課 

在宅介護サービス 協力事業所と連携し在宅介護を行っています。 健康福祉課 

介護サービス負担軽減 低所得者の介護費用を軽減する制度があります。 健康福祉課 

放射線相談 放射線に関する訪問相談を行っています。 健康福祉課 

食品放射性物質検査 村内 10 か所に非破壊式の検査機器を設置しており、食品を自分で検査で

きます。 

産業振興課 

個人線量計 日常生活での被ばく量を計測するための個人線量計を無無料料でお貸ししま

す。また計測した結果についてご説明も行います。 

産業振興課 

放射線モニタリングポ

スト 

主要道路の沿線など村内 147 か所にモニタリングポストを設置し、環境放

射線量を表示しています。 

産業振興課 

※制度の内容は令和２年度のものです。  

                                                                    相談はお気軽に 

  

  

  

  

  

  

 

 

100 歳体操で元気な皆さん 

 

 



~ 5 ~ 
 

３３．．子子育育てて 
  

支援項目 支 援 の 内 容 所 管 課 

妊婦健診 産前１５回、産後 1 回の計 16 回受診できます。精密検査も該当します。 健康福祉課 

産後ケア 新米ママへ育児指導や不安解消の相談を行っています。 健康福祉課 

新生児聴覚検査 検査費用を全額助成しています。 健康福祉課 

未熟児医療 出生時体重が 2,000 グラム以下等で、身体の発育が未熟なまま出生し、医

師の判断で「入院治療が必要」とされた場合に医療費を助成しています。 

健康福祉課 

子ども医療 子どもが１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで医療費の自己負担

分および入院時の食費が無無料料となります。 

住民課 

児童手当 義務教育学校９年生までのお子さんを対象に児童手当を支給しています。 健康福祉課 

乳幼児健診 ４か月、１０か月、１歳６か月、２歳６か月、３歳５か月児の健診を行っ

ています。 

健康福祉課 

育児支援 離乳食教室、子育て・栄養相談、発達相談など子育てママを応援します。 健康福祉課 

子育てパパ応援 村独自の父子手帳を作成しパパの育児参加を応援します。 健康福祉課 

ひとり親家庭医療費 月額 1,000 円を超える医療費について助成しています。 健康福祉課 

ウッドスタート事業 

ファーストブック事業 

乳児に木のおもちゃと本をプレゼントしています。 健康福祉課 

保育料等支援 村こども園の保育料および給食費は無無料料です。 教育課 

延長保育 村こども園の保育時間は 7:00～18:00 です。延長保育を希望する場合は、

申請により 19:00 まで対応します。 

教育課 

一時保育・預かり 村こども園に在籍している園児について保護者のご要望により一時保育を

行っています。 

教育課 

思春期教室 義務教育学校８年生を対象に命の授業を行っています。 健康福祉課 

※制度の内容は令和２年度のものです。  

  

                                  元元気気にに遊遊ぶぶ子子供供たたちち  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  

                                                                木木ののおおももちちゃゃとと絵絵本本ををププレレゼゼンントト  
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４４．．学学校校教教育育・・生生涯涯学学習習 
  

支援項目 支 援 の 内 容 所 管 課 

児童生徒就学支援 村義務教育学校の給食費、学用品、修学旅行、クラブ活動費等が無無料料です。 教育課 

奨学金制度 奨学金の無利子貸付のほか大学入学金などで金融機関から借入を行った場

合の利子補給制度があります。 

教育課 

学校運営協議会 学校と地域が連携して子どもの健全育成に努めています。 教育課 

小中一貫教育 

（義務教育学校） 

6 歳から 15 歳までが一緒に学ぶ義務教育学校で、先生が情報交換しなが

ら少人数教育の利点を最大限に発揮し一貫した教育を推進しています。 

教育課 

特色ある学校づくり 人間性豊かな人材育成を目指し、学力向上、ふるさと教育、キャリア教育、

食育、英語教育など独自のプログラムで実践しています。 

教育課 

学習会 ７～９年生対象の英語、数学の補習授業があります。 教育課 

スクールバス 村の学校に通学する子どものために村外からも運行しています。 教育課 

土曜授業 義務教育前期課程（小学校）はカリキュラムの枠を超えた個性豊かなプロ

グラムで、後期課程（中学校）は学力向上を目指して年間 3 回の土曜授業

を行います。 

教育課 

学童保育 夏休み、冬休みなどの長期休暇中も含め月～土曜日に子どもを預かってい

ます。 

教育課 

交流センター事業 年間を通して趣味の教室、各種文化事業など多彩なプログラムを用意しています。

参加ポイント制で楽しく学習できます。 

生涯学習課 

自主文化活動支援 

（一人一趣味） 

5 人以上のグループで行う自主的な文化活動の講師料 11 回回 55 千千円円を支援します。

(初年度 3 回まで、2,3 年目は 1 回) 

生涯学習課 

交流センター図書コ

ーナー 

交流センターふれ愛館で収蔵図書の貸し出しを行っています。 生涯学習課 

スポーツ推進 全天候型陸上競技場(400m トラック)、人工芝サッカー場、天然芝野球場、

屋内・屋外テニスコート、フットサルコート、トレーニングルームなど充

実した施設が利用できます。また通年でスポーツ教室も開催しています。

学校体育施設の開放も行っています。 

生涯学習課 

                              ※制度の内容は令和２年度のものです。 

               楽しく学ぶ子どもたち 

 

 

 

 

 

 

 

                         義務教育学校 
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５５．．生生活活環環境境 
  

支援項目 支 援 の 内 容 所 管 課 

日用品宅配サービス 村全域で「コープふくしま（福島生協）」による日用品の宅配サービスを受

けられます。 

お申込み、お問合せは 0120-88-0174「コープふくしま」まで。 

産業振興課 

コープふくしま 

浄化槽設置補助 浄化槽を設置する際、補助制度が利用できます。 住民課 

高速通信網 村全域に光ケーブル網が整備されています。 村づくり推進課 

電子広報 村の情報がスマートフォンで見られるイイタネちゃんアプリを配信してい

ます。 

村づくり推進課 

地デジ再送信事業 光ケーブルを利用した地上デジタル放送再送信事業が利用できます。利用

料金は、加入分担金が 22 万万円円、月々の利用料は減減免免中中です。 

村づくり推進課 

電気自動車充電器 「いいたて村の道の駅までい館」に整備しています。 産業振興課 

行政区 村には「行政区」と呼ぶ自治組織が 20 あります。地域住民が自らの地域

を良くするためにさまざまな独自の取り組みをしています。 

総務課 

緊急通報システム 1 人暮らし高齢者などに緊急通報用の専用携帯電話や設置型装置を貸し出

しています。 

健康福祉課 

買い物バス運行 移動手段のない方向けの買い物、診療用バスを運行しています。電話で予

約できます。 

住民課 

お助けあい制度 交通手段のない高齢者などが通院や買い物などで使える地域お助けあい制

度があります。植木の手入れや雪かきなどにも利用できます。 

健康福祉課 

緊急情報提供 地震などの災害が発生した場合の避難情報がスマートフォンに届く緊急通

報システムがあります。 

総務課 

村づくり研修 住みやすい地域づくりなど自主的に調査、研修する際の旅費等に補助をし

ています。 

村づくり推進課 

上水道 簡易水道設備があります (一部地域) 。 建設課 

村営住宅 草野、深谷、飯樋、臼石地区に村営住宅が 111 戸あります。 建設課 

農業集落排水 草野、飯樋地区に集落排水（下水道）設備があります。 建設課 

除雪体制 積雪 15 ㎝を目安に主要道路の除雪を行います。 建設課 

葬祭施設 村内に葬儀所があります。 住民課 

消費生活相談 役場窓口でご相談いただけます。 住民課 

税の減免措置 固定資産税が令和 3 年 3 月まで減減免免されます。 住民課 

※制度の内容は令和２年度のものです。 

 

 

 

 

 

 

 

                         買い物バスを運行 
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６６．．就就業業支支援援 
  

支援項目 支 援 の 内 容 所 管 課 

就農支援 新規に就農を希望される方に対して研修先のご紹介や就農までの準備、販

売先の相談、提示まで一貫して村が支援します。村で農業を始める方に農

地等をご紹介する制度もあります。 

産業振興課 

新規就業者支援 移住者が村内で新たに就農又は起業する場合、2 年最最大大 224400 万万円円の支援

を行います。支援の金額は審査により決定されます。 

村づくり推進課 

定住交流係  

農地取得下限面積 村内の農地は10アール(宅地等と隣接した農地は1アール)から取得できま

す。 

農業委員会 

なりわい農業支援 村内で自立した農業を目指す方に、施設や機械、家畜の導入などに要する

費用について事業費上上限限 33,,000000 万万円円まで最最大大 7755%%助成事業の申請等

を支援します。 

産業振興課 

シルバー人材センタ

ー 

庭木の手入れなど軽作業を依頼することができます。 健康福祉課 

                                                              ※制度の内容は令和２年度のものです。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        農業へのチャレンジを応援 

  

  

  

  

  

おお問問いい合合わわせせ  

総務課      0244-42-1611 生涯学習課        0244-42-0072 飯舘駐在所   0244-42-0110

村づくり推進課  0244-42-1622 いいたてスポーツ公園    0244-42-0152 消防飯舘分署  0244-42-0119

住民課     0244-42-1618 いいたて希望の里学園    0244-42-0003 いいたてﾎｰﾑ    0244-42-1700

健康福祉課  0244-42-1637 までいの里のこども園    0244-42-0229 ＪＡふくしま未来    0244-42-0121 

産業振興課   0244-42-1621 飯舘村社会福祉協議会 0244-42-1021 飯舘村商工会  0244-26-7957

農業委員会   0244-42-1625 いいたて村の道の駅までい館   0244-42-1080 飯舘村森林組合  0244-42-0055

建設課     0244-42-1624 宿泊体験館きこり   0244-42-1012 二枚橋郵便局    0244-42-0104

教育課     0244-42-1631   
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飯飯舘舘村村っっててどどんんななととここ？？  ～～公公共共施施設設やや交交通通機機関関ななどどののごご紹紹介介～～          

１．ホームページをのぞいてみよう       

 飯舘村の情報はホームページでくわしくご紹介しています。いろんなページをのぞいてみよう 

   パソコンから————— http://www.vill.iitate.fukushima.jp/ 

スマホから——————イイタネちゃんアプリ で検索    こちらの QR コードからアクセス 

   YouTube から————飯舘村紹介映像 

２．交通アクセス       

 ◎もよりの高速道路インターチェンジ 

   ◆東北自動車道 

福島西 IC から車で 1 時間 

     福島飯坂 IC から車で１時間 

   ◆常磐自動車道 

南相馬 IC から車で３０分 

   ◆相馬福島道路 

     霊山飯舘 IC から３０分 

霊山 IC から３０分 

 

 ◎もよりの駅 

   ◆東北新幹線 JR 福島駅から車で１時間 

   ◆常磐線     JR 原ノ町駅から車で４０分 

◆福島駅、原ノ町駅からの路線バス時刻表（令和２年４月１日現在） 

JR 福島駅  ⇒  いいたて村  ⇒ JR 原ﾉ町駅      JR 原ﾉ町駅  ⇒  いいたて村  ⇒  JR 福島駅 

JR 福島駅 道の駅までい館 JR 原ﾉ町駅 JR 原ﾉ町駅 道の駅までい館 JR 福島駅 

東口  6:15 7:23 8:07 7:00 7:38 東口  8:52

西口  9:00 10:00 10:45 9:05 9:50 西口 10:50

東口  9:50 10:58 11:42 10:10 10:48 東口 12:02

東口 12:30 13:38 14:22 12:30 13:08 東口 14:22

西口 14:00 15:00 15:45 13:05 13:50 西口 14:50

東口 15:00 16:08 16:52 14:00 14:38 東口 15:52

東口 16:00 17:08 17:52 16:00 16:38 東口 17:52

西口 18:00 19:00 19:45 17:35 18:20 西口 19:20

東口 18:25 19:33 20:17 18:10 18:48 東口 20:02

○福島交通バス（途中各駅に停車します）     福島支社  ☎024-535-4101 

                                相馬営業所 ☎0244-36-2171 

           運賃  JR 福島駅東口～道の駅までい館   片道 1,100 円 

               JR 原ノ町駅～道の駅までい館    片道 1,100 円 

○東北アクセスバス（までい館まで直行）     本社営業所  ☎0244-23-2964 

           運賃  JR 福島駅西口～道の駅までい館   片道  650 円（回数券 2 回 1,100 円） 

                      JR 原ノ町駅～道の駅までい館    片道  650 円（回数券 2 回 1,100 円） 

 

~ 10 ~ 
 

３．観光・宿泊・お食事         

 ◎いいたて村の道の駅 までい館 ☎0244-42-1080  飯舘村深谷字深谷前 12-1 

 

                          特産品が並ぶ店内 

                                         道の駅のシンボル・花玉 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ◆営業時間    9:30～18:00（11 月～2 月 17:00 閉店・水曜日定休） 

   ◆コンビニ    6:00～20:00（年中無休） 

   ◆トイレ     24 時間 

   ◆駐車場    小型車 49 台 大型車 7 台 車いす用 2 台 

電気自動車急速充電器 １台 

   ◆お食事    豚丼・カレー・ラーメン・うどん・ちゃんぽん・アイスクリーム・コーヒー 

   ◆お土産品   飯舘村特産品・福島県内名産品・花・民芸品 など 

   ◆こんなものも 全国の「日本で最も美しい村連合」加盟市町村の特産品 など 

            ○高知県馬路村 人気商品ごっくん馬路村(ﾕｽﾞﾄﾞﾘﾝｸ)ほかユズ関連商品多数 

            ○青森県田子町 ニンニク加工品など 

            ○福島県大玉村 マチュピチュコーラなど 

            ○三重県伊勢市 伊勢神宮参拝客に大人気 伊勢うどん 

 

◎宿泊体験館 きこり  ☎0244-42-1012  飯舘村深谷字市沢 166-6 

 

 

 

 

 

 

 

                  きこり全景 

 

◆宿泊 大人（中学生以上） 1 泊 5,500 円

 子ども（3 歳から） 1 泊 4,400 円

◆入浴 大浴場 大人（中学生以上） 1 回   400 円

 子ども（小学生） 1 回   200 円

 岩盤浴 大人（同上）1 日 1 回（25 分）    定員 10 人 1,000 円

◆研修室 30～100 人                 4 時間以内 1 室 3,300 円

                        4 時間以上 1 室 8,800 円
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◎飯舘村交流センター ふれ愛館 ☎0244-42-0072  飯舘村草野字大師堂 17 

                           

                                         料理教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋の文化祭 

 

◆視聴覚室 1 回  3,300 円 ◆キッチンスタジオ 1 回      3,850 円

◆小研修室 1 回  3,300 円 ◆ホール 3 時間以内   8,800 円

◆大研修室 1 回  3,300 円  8 時間以内   16,500 円

◆和室 1 回  3,300 円 ◆ホール控室 1 回      1,650 円

※駐車場 134 台（無料） 
※冷暖房設備をお使いの場合は別途料金がかかります 
※ご利用目的等により料金が異なる場合があります 

※村内の社会教育団体等が利用する場合は使用料の減免が受けられます 

※くわしくはお問い合わせください 

 

◎はやま湖（真野ダム） 飯舘村大倉地内 

   ◆年間を通じてバス釣り客でにぎわいます 

 

                    湖面を行く釣りボート 

 

 

 

 

 

◎村民の森 あいの沢  飯舘村深谷地内 きこり隣接 

   ◆池の周り 50ｈａの敷地に広場やキャンプ場が整備 

されています 

    散策路沿いに「愛」をテーマに全国の皆様から公募 

した俳句を刻んだ石碑が並んでいます 

    なかには著名人の作品も・・・知っている名前を探 

してみては・・・・・ 

   ※現在は閉園していますが散策はお楽しみいただけま 

す。ご確認のうえご来場ください 

 

                       夏のあいの沢 
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◎飯舘村交流センター ふれ愛館 ☎0244-42-0072  飯舘村草野字大師堂 17 

                           

                                      キッチンスタジオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋の文化祭 

 

◆視聴覚室 1 回  3,300 円 ◆キッチンスタジオ 1 回      3,850 円

◆小研修室 1 回  3,300 円 ◆ホール 3 時間以内   8,800 円

◆大研修室 1 回  3,300 円  8 時間以内   16,500 円

◆和室 1 回  3,300 円 ◆ホール控室 1 回      1,650 円

※駐車場 134 台（無料） 
※冷暖房設備をお使いの場合は別途料金がかかります 
※ご利用目的等により料金が異なる場合があります 

※村内の社会教育団体等が利用する場合は使用料の減免が受けられます 

※くわしくはお問い合わせください 

 

◎はやま湖（真野ダム） 飯舘村大倉地内 

   ◆年間を通じてバス釣り客でにぎわいます 

 

                    湖面を行く釣りボート 

 

 

 

 

 

◎村民の森 あいの沢  飯舘村深谷地内 きこり隣接 

   ◆池の周り 50ｈａの敷地に広場やキャンプ場が整備 

されています 

    散策路沿いに「愛」をテーマに全国の皆様から公募 

した俳句を刻んだ石碑が並んでいます 

    なかには著名人の作品も・・・知っている名前を探 

してみては・・・・・ 

   ※現在は閉園していますが散策はお楽しみいただけま 

す。ご確認のうえご来場ください 

 

                       夏のあいの沢 
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◎いいたてスポーツ公園 ☎0244-42-0152   飯舘村伊丹沢字山田 380 

 

 

                             全天候トラックとサッカーコート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     トレーニングルーム 

 

区区分分  施施設設・・設設備備等等  村村内内居居住住者者使使用用料料  

施設 陸上競技場・サッカー場 1h  1,650 円

 いいたて球場 1h  1,650 円

 陸上競技場・サッカー場（放送室利用含む） 1h  2,200 円

 いいたて球場（放送室利用含む） 1h  2,200 円

 屋外テニスコート（1 面につき） 1h    550 円

 屋内テニスコート（1 面につき・昼夜間照明料含む） 1h  1,100 円

 会議室Ａ・会議室Ｂ 1h    830 円

夜間照明設備 陸上競技場・サッカー場 1h  1,650 円

 いいたて球場 1h  1,650 円

 屋内・屋外コート（1 面につき） 1h    550 円

附属施設等 競技場用具一式（テント含む） 1 回 3,300 円

 ピッチングマシン 1h    830 円

 ボルダリング（一般） 1h   300 円

 ボルダリング（中学生以下） 1h   100 円

 トレーニング機器（1 回券） 200 円

 トレーニング機器（11 回券） 2,000 円

 温水シャワー（1 回） 100 円

冷暖房費 陸上競技場・サッカー場・いいたて球場放送室 1h   200 円

 会議室Ａ・Ｂ 1h   200 円

  冷房 7 月～9 月  暖房 12 月～3 月 

            ※村内の社会教育団体が利用する場合は使用料の減免が受けられます。 

※くわしくはいいたてスポーツ公園までお問い合わせください。 
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◎彫刻家・重岡建治作品群 

             道の駅ブロンズ像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       交流センター木彫 

 

 

   ◆飯舘村では、静岡県在住の彫刻家・重岡建治のコレクションがご覧いただけます 

      道の駅までい館        ブロンズ像 「までいと共に」「までい讃歌」  木彫 3 点 

      ふかや風の子広場（道の駅北側）ブロンズ像  2 点 

      交流センターふれあい館    ブロンズ像 「までいの心」 

木彫    「きずな」「つながり」「つながる」「三つの力」「青春」 

       「創造」「大地より生まれる」「親子」 

      いいたて希望の里学園     ブロンズ像 「夢の音」「夢を呼ぶ」  木彫  7 点（校舎内） 

            までいの里のこども園     アルミ像   1 点 

 

 ◎石彫コレクション 

   ◆飯舘村に入るとすぐ道路わきに御影石の石彫が迎えてくれます 

    役場周辺や村民の森あいの沢などでもユニークな作品がご覧いただけます 

 

  ◎オープンガーデンいいたて 

   ◆花好きの村民が自宅の花の庭を公開しています                  一面のスイセン 

    春から秋まで四季折々の花々を見学できます 

    道の駅までい館にご案内地図がありますので 

    お出かけください 

   ※事前の連絡が必要な個所があります 

 ◎食堂 

    ◆道の駅フードコーナー(0244-42-1080) 

    ラーメン、うどん、カレー 

      豚丼、ソフトクリーム ほか 

◆ゑびす庵(0244-43-2018) 

       手打ちうどん、定食 

◆氣まぐれ茶屋ちえこ(0244-42-1303) 

        定食、凍み餅 

                

 

                   道の駅・山菜うどん 
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イイタネちゃんは、飯舘村とつながっている、

⼩さな⼩さなヒミツの姉妹都市「イイタネ村」

で⽣まれた植物の妖精です。 

チャームポイントは、嬉しいときに頭の上に

咲く⼤きなお花。 

飯舘村のことが⼤好きで、村のみんなが楽し

く暮らせるように、空から「笑顔のタネ」「元気

のタネ」「希望のタネ」をまいています。 

◆YouTube も見てね 『希望のタネ』で検索

◆イイタネちゃんに年賀状を出そう 

〒960-1892 

いいたて村やくば イイタネちゃん まで

４．特産品・お土産        

  

 

 

 

 

 

             道の駅のお酒コーナー 

 

◎日本酒              300ml            720ml             1.8ℓ 

◆純米大吟醸飯舘 1,320 円 2,750 円 5,500 円 

◆本醸造おこし酒  1,188 円 2,354 円 

◆愛のうわずみ  1,320 円  

◆どぶちぇ（どぶろく） 1,200 円(500ml) 2,400 円(1,000ml)  

◆白狼（どぶろく） 1,500 円(500ml) 1,800 円(720ml)  

 

 ◎イイタネちゃんグッズ（道の駅までい館で販売しています） 

◆イイタネちゃんプリントクッキー 880 円 ◆イイタネちゃんメモ帳 224 円 

◆イイタネちゃんクリアファイル 220 円 ◆イイタネちゃんキーホルダー 330 円 

◆イイタネちゃんクリップペン 238 円   

 

 ◎いいたて村民が生産した食品や手作り品 

    米、野菜、お菓子、凍みモチ、キムチ漬け、布製品、木工品、本など 

 

 ◆お求めは 

◆いいたて村の道の駅までい館 0244-42-1080 ※荒商店 080-1665-9516 

※セブンイレブン道の駅店 0244-42-1087 ※大黒屋 090-6852-4853 

※氣まぐれ茶屋ちえこ 080-5551-8749 ※高久商店 080-1807-1613 

  （※日本酒のみ） 

 

５．いいたて村公式キャラクター イイタネちゃん       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初夏を迎えた飯舘村役場周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・飯舘村役場村づくり推進課 


