
令和３年度　町民から町への陳情書・要望書の概略　（令和４年５月１９日現在）

受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和3年4月16日 要望 八木沢区長
八木沢区内公共施設整
備の要望について

叶津川堤防八木沢地内の嵩上げについては、河川堤防の高強度化に向け、堤防天端まで張
コンクリートを行うことで、県において発注に向け進めております。
国道２５２号南側の側溝改修については、昨年度から国道管理者である県に要望してお
り、今年度も引き続き要望してまいります。
消雪施設改良と融雪溝整備については、要望趣旨を踏まえ、今後県と協議してまいりま
す。

令和3年5月14日

令和3年4月22日 陳情 塩沢区長
塩沢地区民家への町道
整備に関する陳情

本陳情は、現道（私道）を町道として拡幅整備を行ってほしいとの要望ではありますが、
前回回答のとおり、地形が急勾配であり道路取付けを含め、機械除雪を行うことは大変困
難であります。
高齢化等の進展に伴い、私道を町道として拡幅改良してほしいとの同様の要望が増えてお
り、町としては「只見町克雪対策事業補助金」の中に「冬期孤立住宅解消事業」のメ
ニューを追加し、令和元年度からその解消を図っていくこととしており、２年間で８件の
助成を行っております。
状況については十分理解できるものではありますが、他の事例と同様に、介護保険制度の
活用や克雪対策事業補助金の活用をご検討いただきますようお願いいたします。

令和3年5月14日

令和3年5月6日 要望 布沢区長
イノシシ等獣害被害対
策に対する要望につい
て

イノシシ等獣害被害については、昨年、町内各所で農地被害などが多数発生したことか
ら、災害復旧事業と同様の支援が必要と判断し、今年度から町の農地・農業用施設災害復
旧事業補助金の対象として支援を開始したところです。
よって、当面は災害復旧事業補助金の活用や中山間地域等直接支払交付金、又は区の裁量
で運用できる集落運営支援交付金の活用などをご検討いただきますようお願いいたしま
す。
なお、町としても被害軽減のため、鳥獣被害対策実施隊によるパトロールの強化や集落ぐ
るみの被害防止策に対する支援の拡充など各種施策を実施中ではありますが、今後も甚大
な被害が継続して発生する場合には、改めて支援策を検討したいと考えておりますので、
ご理解をお願いいたします。

令和3年5月14日

令和3年5月11日 要望 黒谷区長
黒谷字阿弥陀堂（サ
ノッパラ）原野測量の
お願い

地籍調査は、国土調査法に基づいて自治事務推進のため町の業務として行われたもので
す。
ご要望いただいた件についてですが、土地の境界については、あくまでも所有者間で協議
していただくものとなり、町で民有地の境界を復元することはしておりません。なお、該
当箇所について、地籍調査により作成した図面の閲覧やコピーの取得、座標情報の提供は
対応が可能です。（申請料が必要となります）
何卒、ご理解をお願いいたします。

令和3年5月31日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和3年5月12日 要望 黒谷区長 防犯灯設置について

ご要望の件については、区長様と一緒に現地を確認しながら設置場所等について協議させ
ていただければと思います。
なお、設置にあたりましては以下の３点についてご理解ご協力をお願いいたします。
①防犯灯に係る電気料や修繕費は集落負担となること。
②既存の電柱に添架が不可能で新たにポールを設置する場合は、土地所有者から承諾があ
ること、また除雪作業に支障がない場所であること。（設置箇所が民地の場合）
③証明設置箇所付近の畑等の所有者から承諾があること。
（照明の設置により農作物の生育に影響があるとのことから撤去した事例があるため）

令和3年6月3日

令和3年5月12日 要望 叶津区長 工事要望箇所について

１．叶津区は、入叶津地区が旧辺地集落の対象ですので、入叶津を除いた戸数の積算で３
０戸以内となり、農業用施設集落補助金の地元負担額は２割となりますので、事業実施に
ついて改めてご検討願います。
２．県において叶津川河川護岸の嵩上工事を行うための測量設計に入ることになっており
ますので、事業へのご協力をお願いいたします。
３．中ノ平橋及び同橋付近につきましては、引き続き県に要望してまいります。
４．要望箇所は、用地問題で事業が中断した経過がありますが、土地所有者の同意を得ら
れたとのことで、暗渠部を含め、改めて県に要望いたします。
５．境沢水路の流末については、県でも要望を把握しており、只見川河川改修設計時に協
議いたします。
６．階段設置については、趣旨は理解できますが、同様の状況は各集落に数多くあります
ので、利用頻度等を含め、様々な角度から検討してまいります。
７．駐車場の設置については、今後の国道改良等によって、地形がどのようになるのか明
らかでないことや提供を予定されている土地の所在が明らかでないことから、国道改良計
画後の位置等について、区の意向を確認しながら協議し検討したいと思います。三叉路に
ついては、県に要望しており、県において方策を検討中であります。
８．現地は民地でありますが、状況を注視しつつ、可能な方策を検討してまいります。
９．要望箇所のU字溝設置を行われる場合は、農業用施設集落補助金の活用をご検討願い
ます。
10．要望箇所は、数年前に補修を行っておりますが、一部崩落を確認しており、対応策を
検討してまいります。

令和3年8月27日

令和3年5月14日 陳情 亀岡区長
集落内町道の舗装に関
する再陳情書

今回要望のあった町道の一部について、議会で舗装事業を採択されていることは承知して
おります。現地確認の結果、道路状況は安定路盤で大きな段差もなく、農業用道路として
利用する上で特段支障がない状況と確認いたしました。

要望のあった道路舗装については、町内でも要望が多く、優先順位を付けて事業実施
しておりますので、ご理解をお願いいたします。

令和3年6月18日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和3年5月14日 陳情 亀岡区長
伊南川の流紋岩紫水晶
に関する調査・保護陳
情書

本陳情のとおり、伊南川の当該箇所における広範囲な採掘は懸念されるとおりでありま
す。当該区域の河川管理者は福島県となっており、すでに山口土木事務所長宛に陳情され
ておりますので、町としても適切な対応をお願いしたいと考えております。

また、流紋岩紫水晶の価値や分布調査につきましては現地を確認したうえで、調査等
の可能性について内部協議し結果をお知らせいたします。

令和3年5月31日

令和3年5月27日 要望 布沢区長

伝説の山「戸板山」遊
歩道への取付道路敷
（国有林）の借受方お
願いについて

要望内容のうち国有林道から遊歩道間の国有林（約３０ｍ）については、集落における
観光スポットの取組みへの支援を目的に、町有地を利用し集落において整備した戸板山遊
歩道へのアクセス道として、国有林からの貸付手続きを進めてまいります。なお、測量に
ついては、外注予算がないことから森林管理署及び布沢集落に協力をお願いしたいと考え
ます。また、貸付後の維持管理等について、布沢集落と覚書等を締結させていただきたく
存じます。

戸板山山頂の区間と要望事項②戸板山から恵みの森に結ぶ遊歩道については、森林生
態系保全地域に編入される区域であることから、慎重に判断する必要があり、早急な回答
ができないことをご理解くださいますようお願いいたします。

令和3年7月2日

令和3年5月26日 要望 只見区長 工事施工等要望書

【継続の件名】
１．沈砂池設置については、県営ほ場整備事業で計画しており、実施できるよう継続して
進めて参ります。
【新規の件名】
１．部分打ち換えにより令和４年度を目途に対応いたします。
２．今年度マンホールの高さを調整し、令和４年度を目途に改修いたします。
３．今年度マンホールの高さを調整し、令和４年度を目途に舗装劣化部を補修いたしま
す。
【国道関係】
１．２．道路管理者である福島県山口土木事務所に情報提供し対応いただくよう依頼しま
す。

令和3年6月22日

令和3年6月8日 要望
JR只見線の復旧及び復
興を支援する会

只見駅前及び只見線沿
線の環境整備について

いよいよ「JR只見線」は来年2022年に全線再開通を迎えます。
改めまして貴会の皆様方のこれまでのご活動と熱い思いに心から感謝申し上げます。その
上でその思いをしっかりと受け止めさせていただきまして、来年の全線再開通に向け駅前
の賑わいを創出する建物整備や駐車場の舗装改良など環境と受入れ体制の整備図ってまい
りたいと考えております。
また、ホームから駅舎までの改良、そして只見振興センターにあるSLの只見駅周辺への移
動についても、将来の只見駅を起点とした環境整備を踏まえた中で、ぜひとも検討をさせ
ていただきたいと考えております。あわせて、県と沿線市町村で実施しております只見線
沿線の景観支障木の伐採等の環境整備につきましても、計画に沿ってより一層の推進を
図ってまいります。
なお、要望書提出の折にお言葉としていただきました「人と自然の響きあう駅（只見
駅）」の実現に向けまして、しっかりと事業展開を図ってまいりますので引き続き変わら
ぬご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。

令和3年6月23日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和3年6月14日 要望 布沢区長

令和３年度農業用施設
融雪災害復旧事業に対
する現行優良制度の適
用支援方お願いについ
て

公共事業補助金交付規則に定める農地・農業用施設激甚災害復旧事業補助金につきまして
は、激甚災害法に基づく激甚災害のうち、町長が指定した国・県補助事業対象外の災害復
旧事業に対して補助金を交付するもので、今回要望された事業は対象外となっておりま
す。
また、土地改良事業分担金徴収規則に基づく町単独事業の対象は、国県補助事業の付随工
事や町の施工管理が必要な工法による事業に関して行うものであります。
お示しさせていただいた補助可能額については、現地調査終了後に区長様に面会し、対応
可能な補助金について直接説明させていただき、ご提出頂いた見積書を基に補助金の交付
予定額をご提示したものであります。その後も区長様と農林建設課担当者間で電話協議を
継続しており、町としても負担軽減策がないか改めて現地確認を行った次第です。
大久保水路については、本年度貴区において、開水路を管路に改良するため、公共事業補
助金交付規則に定める農業用施設集落補助金（８割補助）を活用され、事業を実施中であ
ります。今回の要望は管路化する開水路を復旧し、その中に管路を設置したい意向と推察
いたしますが、受益者負担も多額になりますので、管路の側面設置などの代替案もあるも
のと思いますので再度ご検討いただきますようお願いいたします。
また、並滝水路については、受益面積約５反をカバーする大久保水路の下段に位置する山
腹水路のため、どのような工法で実施されても、被災しすく、今後の管理も容易ではない
と思料いたします。当面は、過去にも実施されている塩ビ管等の接続で水利を確保され、
長期的には、今回整備予定の大久保水路（管路化）の分岐による水利確保等、今後の管理
や負担も考慮いただくなど、代替策についても再度ご検討いただきますようお願いいたし
ます。
担当課としましても、貴区と協議を進めながら今年度実施予定の箇所の事務を進め、負担
軽減等について検討中でありましたので、今回の指摘等については大変残念なところで
す。今後は誤解などが生じないよう、連絡を取り合いながら農地の保全に努めていきたい
と思いますのでご協力をお願いいたします。

令和3年7月2日

令和3年6月22日 陳情
梁取地区ほ場整備事業
推進委員会

梁取地区ほ場整備事業
に関する陳情書

梁取地区ほ場整備事業実施に向け、多大なご協力をいただき、さらにトマト団地形成に向
け、ご尽力いただいていることに対し厚く感謝申し上げます。
団地化を進めるにあたっては、既存施設で耐用年数が経過した土中埋設部分のパイプな
ど、劣化等により移設再利用が困難な部分があることは理解いたします。
ほ場整備事業等数十年に一度の大事業実施に伴うやむを得ない移設に係る施設更新につい
て、国県補助事業の該当を模索するとともに、町として可能な支援を今後検討してまいり
ますので、ご理解をお願いいたします。

令和3年8月23日

令和3年10月11日 要望 小林区長
沼ノ沢に土砂止工及び
流路工の整備願いにつ
いて

流路工については、旧明和小学校敷地内の素掘り水路の脇に土砂で埋まったU字溝があり
ますので、本年度中に直営で排土し通水するようにします。
土砂止工については、砂防指定地ではありませんが、現地調査の上、工法等を検討してま
いります。

令和3年10月25日

令和3年10月13日 要望 布沢区長
布沢川の堆積土砂区間
の河道添削工事のお願
いの件

布沢川の堆積土砂撤去については、本年度に引き続き河道掘削を施工されるように、改め
て県に要望いたします。

令和3年10月25日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和3年10月18日 要望 小林区長
小林水路の蓋掛工に対
する補助願いについて

貴区におかれましては、中山間地域等直接支払交付金並びに多面的機能支払交付金を活用
され、良好な農地、農業用施設の管理に努めておられることに対し、厚く感謝申し上げま
す。
要望のありました公共事業補助金交付規則に定める土地改良事業（認可外事業）の適用に
ついては、令和４年度予算の確保に努めますので、よろしくお願いいたします。
なお、上記事業については、補助率を見直し、全集落一律９０％といたしましたのでご承
知おき願います。

令和3年11月5日

令和3年10月18日 要望 大倉区長
大倉上田地区防災対策
についての要望書

本要望については、県と情報共有・連携を図りながら現地調査の上、対策を検討してまい
りますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

令和3年11月10日

令和3年11月2日 要望 梁取区長
林道森戸沢線改修のお
願い

貴区におかれましては、林道愛護精神により、林道の維持管理に努めておられることに対
して感謝申し上げます。
１．A点については、事業費が多額になることが想定されます。よって今後の林道事業の
展開や別ルートの活用など、費用対効果等を踏まえつつ、あるべき林道機能と必要な対策
について検討してまいります。
B点については、林道通行における洗い越し機能の保持・必要性について、経過観察しな
がら検討してまいります。
２．側溝土砂排除については、林道機能の保持、被害拡大防止のため必要と考えますの
で、来年度に現地調査の上、実施いたしますのでご理解をお願いします。

令和3年11月10日

令和3年11月16日 要望 只見町建設業協会
原材料費の高騰に対す
る要望書

貴協議会におかれましては、日頃から地域の安心安全な生活を支える公共事業に多大なご
尽力をいただいていることに対し、厚く感謝申し上げます。
要望いただいた除雪作業委託契約における燃料費については、県の設計単価並びに昨今の
現状等を踏まえ、全体的に精査し、除雪作業委託契約に反映させていただいたところであ
ります。
建設工事事業における各種資材単価については、設計価格と市場価格に乖離がある場合
は、事前に協議いただき、申し出が妥当と認められる場合には設計変更の対象としており
ます。
また、工期についても同様に事前に協議いただき、申し出が妥当と認められる場合には、
柔軟に対応してまいります。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

令和3年11月30日

令和3年11月22日 要望 小林区長
町道に防護柵の設置要
望について

要望いただいた防護柵設置につきましては、町内の既存防護柵等安全施設の修繕や撤去等
の状況も踏まえ、地域住民の皆様が安心して生活できるように検討してまいりますので、
ご理解をお願いいたします。

令和3年12月3日

令和3年12月3日 要望 小川区長
林道彼処又線の改良に
ついて

要望箇所については、彼処又橋を含め更なる被災の拡大も懸念されます。財源確保の上、
早期実施を検討いたしますのでご理解とご協力をお願いいたします。

令和3年12月15日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和3年12月16日 要望 布沢区長

令和４年度八久保地区
幹線農業用水路改良
（管路化）事業に対す
る支援方お願いについ
て

農業施設整備事業集落補助金については、緊急性、必要性、集落間バランス、集落負担の
確約、事業費などを考慮し、現地確認済みの７集落の事業を、令和４年度当初予算に計上
し、実施予定であります。
要望箇所につきましては、雪消え後に現地調査を行い、緊急性や事業内容等を確認した上
で、検討してまいりますのでご理解をお願いいたします。

令和4年4月5日

令和4年3月14日 要望 布沢区長
町道春先除雪の早期実
施のお願いについて

町道春先除雪については、本年は積雪が多く、効率的に除雪作業を行うため、現に早期除
雪が必要な路線から順次実施しておりますので、ご理解をお願いいたします。
なお、要望のあった林道毘沙沢線は、既に車両通行が可能な状態です。胡桃沢線（川和
久）については、花卉生産組合からの要望箇所であり、一部実施済みで順次実施予定で
す。
大久保線については、南郷トマト生産組合の早期除雪要望箇所に記載ありませんが、積雪
状況・利用実態を踏まえ検討いたします。
宮ノ本線、八久保線につきましては、農地積雪状況、利用実態等を踏まえ検討いたしま
す。

令和4年4月5日

令和4年3月17日 要望 梁取区長
梁取地区墓地内危険木
除去のお願いについて

要望のあった箇所については、不特定の方が立ち入る公共的な場所であることから、前例
に照らし、危険木伐採の対象となり得ますので、森林環境交付金事業による実施を検討い
たします。
なお、実施する場合においては、伐採木の処分費用等は集落での対応となりますので、ご
承知おきくださいますようお願いいたします。

令和4年4月5日

令和4年3月16日 要望 黒谷区長
中山間地域総合整備事
業要望箇所の確認につ
いて

中山間地域総合整備事業で要望された倉谷地内の防火水槽の有蓋化（改修）についてです
が、本事業においては総事業費の抑制と費用対効果の関係から、各集落からいただいた要
望の多くが該当しない見込みとなり、防火水槽の改修も該当しない見込みです。
このため、防火水槽の改修につきましては、町民生活課で消防施設等の維持修繕の中で検
討してまいります。消防施設等については、年１回消防団で要望事項を取りまとめたうえ
で検討会を開催し、優先順位を付けて対応しております。今回の要望箇所については、地
元消防団から修繕等要望事項として上がっている箇所ではありませんでしたので、まずは
現地調査を行い、今後の対応を検討してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたし
ます。

令和4年5月9日


