
令和元年度　町民から町への陳情書・要望書の概略　（令和２年５月２７日現在）

受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和元年
5月29日

要望 只見区長
国道２５２号沿いの景
観保全と眺望の確保に
ついて

只見湖や滝湖など只見川沿線の景観は、只見町を代表する景観のひとつとして素晴らし
い地域資源であり、景観を阻害する雑木や雑草については、道路管理者など土地所有者に
協力を求めながら対応いただくことになります。

今年度も道路管理者である建設事務所及び電源開発株式会社に対して只見川沿いの景
観保全面での雑木除去等を要望しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和元年
6月24日

令和元年
5月31日

要望 只見町商工会長
只見地域イベント広場
整備について

イベント広場の整備につきましては、道の駅の整備計画など只見駅前周辺の利活用に支
障のない範囲で、整地等の整備を行いたいと考えておりますので、引き続きご協力をお願
いいたします。

令和元年
7月23日

令和元年
6月11日

要望 只見区長 工事施工等要望書

要望にありました各事項について下記のとおり回答いたします。
（継続の件）
●只見後山地区「宮の沢」土石流防止対策について
土砂流出防止対策を県に継続要望します。また、沈砂地の設置については、本年度、調

査対象地区に採択となった県営ほ場整備事業での計画を要望していきます。
●栃木沢砂防堆積土砂除去について
　砂防施設設置管理者である県に堆砂除去を継続要望していきます。
●只見高校脇土手崩落対応について
　現在、工事施工中です。
●只見用水路嵩上げについて
人家連坦部については、早期の実施を検討し、その他の区間は県事業（ほ場整備事業、

中山間総合整備事業）に要望していきます。
（新規の件）
〇国道289号田中工区道路改良説明会について

事業の進捗状況及び今後の計画等について、南会津建設事務所に地元説明会の開催を
依頼しておりますのでご理解願います。
〇上町組の要望について
　１）２）県事業（ほ場整備事業、中山間総合整備事業）で要望していきます。
〇原組の要望について
　１）要望箇所については、景観上からも対応する必要性は認識しております。
　２）JR線路内につき、JRへ草刈り等の維持管理について要望していきます。
〇田中組の要望について
１）田中地区整備要望の全９箇所については、県事業（ほ場整備事業、中山間総合整備

事業）で要望していきます。
〇沖組の要望について
　１）中山間総合整備事業に要望していきます。
〇新屋敷組の要望について
　１）水路インバート高の5cm差の解消に向けて検討いたします。
　２）流雪溝の機能解消策を利用者の意見等状況を聞きながら検討いたします。

令和元年
8月27日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和元年
6月18日

陳情 只見町牧野利用農業協同組合長
新田沢～館ノ川間の町
道整備のお願い

陳情にありました各事項について下記のとおり回答いたします。
①災害復旧の早期施工
山腹崩落箇所については、路面土砂排除及び路面整正工事を行い、全線通行できるよう

対応しております。なお、当該箇所の法面保護等の安全対策を検討してまいります。
　②本路線をアスファルト舗装

全線アスファルト舗装の要望については、本路線と近接し並行して町道石伏館ノ川線
が整備されており、生活路線として、またキャンプ場や只見湖へのアクセス道として観光
客にも利用されております。今後とも生活・観光路線としては、町道石伏館ノ川線を幹線
道路として考えており、新田沢～館ノ川間の全線舗装は困難ですが、敷砂利及び危険箇所
等の改修を行い、安全な町道管理に努めてまいります。

令和元年
11月6日

令和元年
7月16日

要望 叶津区長 工事要望箇所について

要望にありました各事項について下記のとおり回答いたします。
（１）深沢水路下流部の改修工事について
深沢水路の土砂流出対策は工法を検討します。なお、水路改修については沿線の耕作状

況により対応を検討します。
（２）トギ沢砂防ダム設置・トギ沢水路国道289号暗渠部の拡幅工事について
砂防ダム設置にあたっては、関係する土地所有者及び工事用道路の同意等が必要ですの

で、土地所有者の同意等につきまして区の協力をお願いいたします。
（３）町道井戸上線の側溝改修工事について
現地調査をしましたが、道路に影響する大きな浸食等が見られませんでしたので、経過

を観察していきます。
（４）叶津川入叶津橋下流部の堤防改修工事について
　状況等に鑑み、河川管理者の県に堤防改修を要望します。
（５）井戸上沢の護岸改修工事について
　護岸根元の空洞化による護岸崩落を防ぐため、早期に改修を検討します。
（６）下八木沢町道下の水路改修工事について（叶津墓地の下）
要望箇所の水路改良には多額の事業費がかかることもあり、県中山間総合整備事業に要

望し、実施を検討していきます。
（７）町道餅井戸線の土砂崩れ復旧工事について
　本路線の利用の現状及び今後の利用状況等から対策を検討したいと考えます。
（８）中島地区水路の改修工事について
要望箇所の水路改良には多額の事業費がかかることから、将来的な県事業（ほ場整備）

で検討したいと考えます。なお、当面の水路管理については中山間地域等直接支払交付金
事業での対応を検討してください。
（９）国道252号、289号、三叉路側溝設置工事について
　状況等に鑑み、早期の対応を検討します。
（10）入中島地区、水路の改修工事について
当該水路は地形上、山からの土砂及び水を防ぐことは困難な場所であり、水路に蓋をす

る等により暗渠にすることは対策の一つと考えられますので、今後の水路管理を含め区で
も検討願います。
（11）中ノ平地区国道側溝の延長工事について
　側溝改良の延長について、道路管理者の県に要望していきます。
（12）居平地区ゴミステーション改修について
ゴミステーションの補助金については、あくまでも新設にあたっての補助金であり、設

置場所は区からの提供、基礎工事等についても集落での対応としております。移設や修繕
についても各集落での対応をお願いしておりますので、ご理解をお願いいたします。
なお、叶津周辺地域は積雪量が多く、積雪時の管理が難しいため、鉄骨円形型のゴミス

テーションを設置している経過がありますので、併せてご理解をお願いいたします。

令和元年
9月17日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和元年
7月16日

要望 八木沢区長
平成31年度工事等要望
について

要望にありました各事項について下記のとおり回答いたします。
　○八木沢川周辺の水路壁の補修工事について

八木沢川については、改修工事を発注済であり、年度内完了の計画で施工中です。空
洞になっている箇所は護岸ブロックを再施工し、さらに河床を安定させるため、護床ブ
ロックを下流まで施工する予定です。
　○集落内の側溝設置工事について

当該箇所は、道路と並行に側溝が入っておらず、民家の裏を回り屈折しながら国道側
溝となっており、それも流水を妨げる一因かと思います。過去においては、当該民家の前
に側溝を設置することができなかった経過があります。
　　国道管理者である県とも相談して現地調査を実施したいと思います。

令和元年
8月27日

令和元年
10月17日

陳情 会津よつば農業組合長
只見特産株式会社譲渡
に関する陳情書

本陳情につきましては、会津よつば農業協同組合が保有する只見特産株式会社の株式の
うち、1,151株を一株あたり5,000円、合計5,755,000円にて町が取得する方向で、次年度
の当初予算に計上する予定です。

令和2年
2月6日

令和元年
11月26日

要望 布沢区長

農道橋「春まち橋」橋
桁補強仮設支柱の設置
に対する支援方お願い
について

本件につきましては、河川区域内の土地において工作物を新設する行為であり、河川管理
者（福島県）の許可が必要となりますのでご理解ください。なお、本橋について、除雪等
の適正な管理に努めていただきますようお願いいたします。 令和元年

12月11日

令和元年
11月27日

要望 叶津区長
町道鍵金線の舗装工事
に関する要望書

要望箇所は、叶津川の増水時に冠水し、度重なる被災によりその都度、路面整生復旧して
いる区間であります。
　　路面洗堀による路面流失の被災が多いことから、要望のコンクリート舗装について検
討いたします。また、フシン沢からの流入土砂対策についても併せて検討いたします。

令和元年
12月11日

令和元年
11月29日

要望 黒谷区長
黒谷字黒下地内排水路
延長のお願い

本要望について、水路を町道暗渠により下流につなげることは有効策と考えられますが、
なお、水路高等について現地測量を実施し、解消策を検討いたします。 令和元年

12月11日

令和元年
12月11日

要望 坂田区長
坂田生活改善センター
にかかる要望書

本要望における集会施設屋根への「ヤネラク」の設置及び玄関前舗装修繕については、町
の集会施設整備事業の助成制度を活用いただくことをご検討ください。

なお、集落負担金が伴いますので、事前に主管課である農林建設課と協議の上、実施
についてご検討いただきますようお願い申し上げます。

令和2年
1月30日

令和元年
12月11日

要望 坂田区長
農地等の災害復旧にか
かる要望書

災害復旧は、原形復旧を原則として早期対応に努めておりますが、復旧事業が完了する
までの期間に降雨や降雪等の気象状況で被災状況が変わる場合もあります。現地の状態を
注視しながら、災害の拡大や再発が起こり難い災害復旧事業に努めてまいりますので、今
後ともご理解とご協力をお願いいたします。

平成31年
2月18日

令和元年
12月16日

要望 亀岡区長
滝ノ沢における土砂流
出対策に関する要望書

本要望については、亀岡区と現地協議することで日程調整を進めておりましたが、現
在、積雪のため現地の状況を確認できません。よって、雪が消えた後に現地を確認して対
策を協議したいと思いますのでご理解とご協力をお願いいたします。

令和2年
2月18日

令和2年
1月31日

要望 只見地区区長連絡協議会
河川の堆積物等の除去
に関する要望書

　ユネスコエコパークに登録されている本町において、自然景観を保全するため、河川美
化は重要なことであると認識しております。
　　要望箇所は、伊南川と只見川の合流点付近にあり、流下物が集積しやすい区域に当た
るものと考えられますので、現状を河川管理者の県に伝え、対策等について検討してもら
うよう要望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2年
2月14日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和2年
1月31日

要望 蒲生区長
蒲生区施設設置に係る
要望書

ご要望いただきました件について、下記のとおり回答いたします。
〇街灯の設置
要望箇所については、現場の確認をしましたが、以下３点ほど確認をいただいた後に予

算措置等の対応をしたいと考えております。なお、設置された後の電気料金や修繕費の負
担は、集落で対応いただくこととなっておりますのでご承知おきください。
　①設置要望箇所は民地と思われるため、所有者の承諾が得られているか。
②付近の畑等の所有者にも承諾が得られているか。（以前、区からの要望で照明を付け

たが、近隣農家の方から農作物の生育に影響が出るとの苦情があり、撤去せざるを得ない
状況となってしまい、貴重な財源を無駄にしてしまったケースがありましたので、十分な
確認をお願いします）
　③支柱を立てたことにより、除雪作業に弊害が出ないか。

〇八木沢スノーシェッドの電灯設置
本件については、現在設置されている照明器具の不具合が原因と考えられます。設置

者の県山口土木事務所に状況を伝え、修繕を依頼しますので、ご理解をいただきますよう
お願い申し上げます。

令和2年
2月28日

令和2年
1月31日

要望 黒沢区長
黒沢取水口等災害破損
個所の復旧要望書

要望箇所につきまして、下記のとおり回答いたします。
①黒沢入地内の用水路取水口付近の両側の護岸補修につきましては、差し迫って取水に

影響はないものと思われます。なお、要望箇所の護岸は、取水堰の付帯的なものであり、
義務護岸の範囲となっています。改修する場合には、地元負担金が伴いますので、事前に
農林建設課と協議の上、改修の検討をしていただくようお願いいたします。
②林道が沢からの土砂で通行不能になっている件につきましては、雪が消えた後に土砂

を撤去し、通行できるように対応いたします。
③災害で林道通行不能となっている箇所につきましては、障害物の立木の除去及び安全

対策を取り、通行可能となるよう対応いたします。また、林道法面の崩落についても対策
を検討いたします。

令和2年
2月14日

令和2年
3月23日

要望 只見町建設業協会長
除雪作業委託に関する
要望

・要望２-１について
今冬はかつて経験のない暖冬、浅雪により除雪稼働時間が少なく、また、今後の押し戻し
排雪業務も見込めない状況です。
これまでの除雪オペレーターの待機時間も多時間となっている状況であり、今後の除雪事
業の安定運営と除雪オペレーターの人材維持確保等の面から、異常気象であった今年度に
限り「道路除雪作業委託契約」を変更し３月分についても１、２月同様に委託保証対象と
したいと考えます。
・要望２-２について

今年度は浅雪対策として、３月中に工事を発注するなど対応してまいりました。な
お、今後についても同様な対応を検討し、事業の平準
化に努めてまいります。

令和2年
3月30日


