
平成３０年度　町民から町への陳情書・要望書の概略　（令和元年８月２９日現在）

受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

平成30年
4月6日

陳情 黒沢区長
排水路新設及び一部改
良について

要望の水路改良については、既設水路を直線で新たに伊南川へ排水する内容であります
が、現地調査の結果、別図のとおり伊南川への直接排水は伊南川洪水時に逆流する恐れが
あります。よって、要望された水路改良が有効な対策とは一概には言えない状況です。伊
南川の洪水時の水位と排水路の高さの位置関係からも、既設水路の流水状況及び伊南川の
排水状況について経過観察しながら対策を検討していく必要があると考えますので、ご理
解のほどよろしくお願いいたします。

平成30年
11月22日

平成30年
4月16日

要望 布沢区長
中断された事業の再開
について

要望にあります幹線農道の舗装につきましては「県営中山間総合整備事業」での整備を
計画しております。昨年度の事業採択はなりませんでしたが、今年度も引き続き「県営中
山間総合整備事業」の採択に向けた要望、協議を県に行っているところであります。舗装
要望の趣旨は十分理解しておりますので、ご理解をお願いいたします。

平成30年
9月11日

平成30年
4月20日

陳情 長浜区長 一軒家対策について

要望の町道整備についてですが、私道改良は原則対象とはなりません。また、高齢者世
帯の増加により町への除雪要望は年々増えており、現状の町除雪体制では対応が困難な状
況です。

現在、町の雪対策事業では「克雪対策補助金」、「除雪保険制度」が制度化されており
ます。この制度の活用をご検討いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

平成30年
11月22日

平成30年
4月20日

要望 長浜区長
用水路道路横断箇所の
早急な改良について

要望箇所No.1の町道横断暗渠部は土砂が詰まり、今後の水路管理上グレーチングなどの
開渠水路に改良することで管理軽減が図られると思われますので、対応を検討いたしま
す。

要望箇所No.2は町道傾斜部に暗渠となっており、開渠水路とするには町道勾配を変える
など大掛かりな工事が必要となります。現地調査から現水路の暗渠を抜けた集水桝の管理
に努めていただき、経過観察していただきたいと考えますので、ご理解とご協力をお願い
いたします。

平成31年
2月18日

平成30年
4月30日

要望 布沢区長
冬期孤立住宅解消事業
の本年度施行のお願い
について

本要望については、冬期孤立住宅解消事業の実施要件であります用地同意協力、支障電
柱及び車庫などの支障物件移転について対応されており、事業実施に向けて進めてまいり
ます。事業実施時期につきましては、平成３１年度から測量設計を行い、順次進めてまい
りたいと考えますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

平成31年
2月18日

平成30年
5月23日

陳情 亀岡区長
下川原排水拡幅などに
関する陳情について

要望の水路改良については現地調査の結果、伊南川の増水時には千石沢の排水能力が低
下または不能となり、当該水路が滞水し冠水する状況になるものと考えられます。よっ
て、千石沢の伊南川への排水処理が優先されますので、要望の水路改良では解消は困難で
あると思われます。伊南川への排水処理を改善することは困難な状況ですので、要望水路
の維持管理及び伊南川排水ゲートの管理調整などに努めていただきながら、経過観察し対
策を検討してまいりたいと考えますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

平成30年
11月22日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

平成30年
4月11日

要望 黒沢区長
土砂対策の要望につい
て

　本要望にありました３箇所について、下記のとおり回答申し上げます。
●要望箇所Aについて

平成２９年災害復旧については、昨年に全集落から復旧箇所の報告・要望を受けて対応
しており、平成２９年災対応としては終了しているものと認識しておりますので、ご理解
のほどよろしくお願いいたします。
●要望箇所Cについて

平成２９年豪雨により土砂が流入した箇所の対応となりますが、当該水路は受け口部の
上流側の土砂を撤去して、ポケットなどを設置することが考えられます。しかし、平成２
３年及び平成２９年豪雨災と同程度の雨量は防ぐことが困難であると考えます。
●要望箇所Eについて

当該箇所も平成２９年豪雨災によるもので、対策としては水路の蓋掛けが考えられま
す。

なお、これらの事業実施にあたっては、只見町公共事業補助金制度による対応を検討し
ていただきたいと考えますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

平成30年
9月7日

平成30年
5月11日

要望 八木沢区長
八木沢区事業等要望に
ついて

●要望事項１（区内県道川側の側溝改良の要望）
　所管の山口土木事務所に情報提供いたします。
●要望事項２（只見川堤防八木沢地区内の護岸工事の要望）

只見川河川改修計画において、八木沢地区については詳細設計が完了したことから、南
会津建設事務所において地元説明会を開催いたしております。なお、町としても早期完成
を国、県に要望していきます。
●要望事項３（八木沢沢の堤防決壊補修工事の要望）

平成２３年災害で被災したことから町で現地測量を実施して工事を予定しておりました
が、昨年の災害で再度被災して現地状況が変わったことから、今年度に再度町が測量を実
施しています。次年度以降に復旧工事を計画したいと考えます。
●要望事項４（叶津川堤防八木沢地区内の嵩上げの要望）

平成２９年災害箇所については、山口土木事務所で今年度に復旧工事を予定していま
す。護岸工の嵩上げについては、県に要望していきます。

平成30年
9月14日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

平成30年
5月24日

要望 只見区長
工事施工の要望につい
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。
●継続要望１（只見後山地区「宮の沢」土石流防止対策について）
　要望箇所は、保安林に指定されていない区域のため、治山事業の実施が困難な状況で
す。保安林指定には土地を分筆する必要がありますが、広大な土地の分筆登記は困難であ
り、砂防指定にするのは非常に難しいと考えます。
　また、町単独事業は現実的には困難ですので、減災につながる対応方法を検討すること
が必要と考えます。
●継続要望２（根岸沢護岸工事について）
　県での対応ができないことから、町での対応を検討したいと考えます。
●新規要望１（只見川と伊南川合流箇所の河川堆砂処理について）
　只見川河川改修計画については、県で詳細設計が進められており、町でも計画的な早期
実施を国・県に要望していきます。
●新規要望２（栃の木沢の土石流防止対策について）
　国・県と協議し対応策を検討していきます。
●新規要望３（町道宮前線へのカーブミラー設置について）
　要望箇所は、ロータリー除雪車、除雪ドーザーを使用した除雪路線となりますので、除
雪の支障にならない設置について、既設電柱への共架なども含め検討したいと考えます。
●新規要望４（町道宮前線への外灯設置について）
　要望箇所は、既設電柱への共架により対応は可能と考えております。
　しかしながら、既設電柱の両脇に稲の作付けがされており、以前から夜間照明による稲
の生育への影響が問題となった事例もありますので、田の所有者並びに耕作者との調整が
必要であると考えております。所有者並びに耕作者との調整については集落でお願いする
こととなりますので、ご理解の上対応をお願いいたします。
　なお、集落内防犯灯設置後の電気料金の負担や修繕などについても、集落で対応いただ
くこととなりますのでご承知おきください。
●新規要望５（田中地区丸平脇町道交差点へのカーブミラー設置について）
　要望箇所は、除雪作業への支障を考えると、カーブミラーの設置が必ずしも見通しの改
善にはつながらないと考えております。
　雪壁などによる見通しの支障については、常時町道除雪での対応は困難な状況ですの
で、ご理解をいただくとともに、地域内での安全対策へのご協力をお願いいたします。
●新規要望６（国道252号本多電気前歩道グレーチングの補修について）
　国道施設のため、所管の山口土木事務所に現地を調査いただき対応するよう町から要望
します。
●新規要望７（只見高校脇の土手崩落について）
　昨年度、町が応急工事で対応した箇所であり、今後も継続して対応を検討したいと考え
ます。
●新規要望８（大土山登り口農道におけるブロック積擁壁部分の延長について）
　現時点で道路には影響がないと思われますので、今後も状況を注視してまいります。
●新規要望９（町道停止線の再塗装について）
　調査のうえ対応したいと考えます。

平成30年
9月11日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

平成30年
6月4日

陳情 亀岡区長
道路改良に関する請願
採択後の対応について

本件は、平成２１年の要望時から、要望箇所（２）の下川原地内は重点振興作物（トマ
ト）が新たに作付されており、農業面で状況変化があることや釣り堀、飲食店へのアクセ
スとして観光面からも道路舗装は必要性があるものと考え、事業実施に向けて進めてまい
ります。

また、要望箇所（１）の亀岡山崎地内については、補助事業の活用も含め対応を検討し
てまいりたいと考えますので、ご理解をお願いいたします。

平成31年
2月18日

平成30年
8月10日

要望 楢戸区長
楢戸集会施設の改築に
関する要望について

楢戸集会施設の移転新築の必要性については理解しておりますので、集会施設移転先の
土地確保、事業費の地元負担金など「只見町集会施設整備事業」について、集落の理解を
得ながら事業実施に向けて検討してまいりたいと考えますので、ご理解をお願いいたしま
す。

平成30年
12月3日

平成30年
8月15日

要望 寄岩区長
町道側溝の蓋掛けにつ
いて

本要望は、町道側溝落下などの危険対策としてでありますが、当該箇所の道路幅員は４
ｍであり車道幅員としては確保されていると考えます。しかしながら、冬期積雪時の道路
状況も含めて今後対策が必要な場所などを確認し、検討してまいりたいと考えますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。

平成31年
2月18日

平成30年
11月7日

要望 布沢区長
太田地区の防犯灯及び
カーブミラー設置のお
願いについて

太田地区の防犯灯及びカーブミラーにつきましては、昨年度の豪雨災害により支柱ごと
流失した箇所と思います。昨年度については、河川災害の復旧作業中であり、支柱の設置
が困難であったため、カーブミラーの設置は実施できませんでした。また、防犯灯につい
ても応急的に菅家英祐宅に設置させていただくこととさせていただいていたものと認識し
ております。

今般、災害復旧工事が完了したことから、今後は再度確認作業を行ったうえで対応した
いと考えておりますが、現地は狭隘で、降雪期を迎え施工が大変危険なため、次年度の雪
消え後に設置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。

平成30年
12月4日

平成30年
11月9日

要望 塩ノ岐区長
水路等の改良のお願い
について

　本要望の水路は、山側からの素掘り水路が町道沿いの溜枡でいったん受け、直角に町道
側溝に流れ込んでいるために道路を超えて越水するものと考えられます。出水時の水路状
況などを経過観察し、対策を検討してまいりたいと考えますので、ご理解をお願いいたし
ます。

平成31年
2月18日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

平成30年
11月19日

要望 只見区長

要望回答の確認とお願
いについて ※平成30
年5月24日付け「工事施
工の要望について」に
関して

　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。
●継続要望１について（早期対応の要望）

宮の沢については、土石流防止対策を県に引き続き要望していきます。なお、沈砂池設
置については、県営ほ場整備事業での対応を要望していきたいと思います。
●継続要望２について（どのようなことを何時までに検討するのか）
　根岸沢護岸については、平成３１年度に床上の工事を計画しております。
●新規要望２について（どことどのようなことを協議しているのか）

只見スキー場と三石神社の間にある沢（栃木沢）の砂防ダムについては、砂防施設管理
者の建設事務所に堆砂除去を引き続き要望していきます。
●新規要望３について（設置はいつになるか）

カーブミラーの設置については、NTT柱か新設ポールでの対応を計画し、除雪作業に影
響の無い範囲で対応したいと考えております。また、米屋商店倉庫付近については、協議
の中で、区より取下げをする旨の話がありましたのでよろしくお願いします。
●新規要望４について（経過はどうなっているのか）

防犯灯の設置については、区での設置について反対の意見もあったということもあり、
町としての設置は難しい状況ですのでご理解をお願いします。
●新規要望６について（早期対応の要望）

国道252号本多電気前歩道のグレーチングの変形については、県山口土木事務所を通じ
て修繕済です。
●新規要望７について（早期対応の要望）

只見高校脇土手崩落で只見用水路までの崩落している箇所については、復旧工事に向け
て進めていきます。
〇新規（只見用水路の嵩上げについて）

只見用水路の嵩上げについては、長福寺～田ノ口間は、人家も近くにあり嵩上げ工事の
必要性は認識しておりますので、対応策を検討したいと思います。なお、根岸沢～只見高
校間については、23年災等の大規模な洪水対応は困難でありますので、今後の出水時の経
過観察をお願いします。

平成31年
4月23日

平成30年
11月21日

要望 黒谷区長
黒谷前沢林道の復旧に
ついてのお願い

黒谷前沢林道は、平成２３年災により起点から約２km区間を復旧し、その後一部法面の
崩落や路面が荒れている箇所があり、大型車の通行は困難な状況です。

現地調査の結果、要望書にあるように立木の立ち枯れが多く、防災および森林管理に林
道補修などは必要であると考え、対応策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。

平成31年
2月18日

平成30年
11月21日

要望 只見区長
只見小学校側町道脇の
側溝設置の要望につい
て

要望箇所は、小学校や町誘致企業（スミタフォトニクス）へ通じる町道であり、一般通
行者も多いことから、通勤・通学や一般通行への安全対策の必要性を確認しております。
よって、対応として側溝蓋掛けを考えておりますので、ご協力をお願いいたします。

平成31年
2月21日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

平成30年
11月28日

要望 梁取区長
危険箇所などの対応の
お願いについて

　各要望について、下記のとおり回答いたします。
●要望箇所①（梁取字沖地内の道路グレーチング等改修工事について）

要望箇所の現地確認の結果、補修の必要性を認識し、平成３１年度町道補修で対応して
まいりたいと考えております。
●要望箇所②（梁取字御東地内の道路路肩崩落箇所改修工事について）
　①と同様の回答
●要望箇所③（同　水路蓋掛け工事について）

要望箇所の水路は登記上、水路敷きがなく別図一筆図形のとおり道路敷のみとなってお
ります。よって、公共の水路としての必要性と権利関係を認識のうえ検討してまいりたい
と考えます。
●要望箇所⑤（鹿島神社周辺の道路新設について）

鹿島神社への公衆用道路整備の必要性を確認したうえで、検討してまいりたいと考えま
す。
●要望箇所⑥（梁取字沖地内の水路蓋掛け工事について）

当該水路は農業用水路で、また住宅屋根の落雪が主な原因でありますので、区内の維持
管理で対応をお願いしたいと考えますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

平成31年
2月21日

平成31年
1月17日

陳情 亀岡区長

両面カーブミラー設置
（亀岡橋と国道289号と
のT字路）に関する陳情
について

要望箇所につきましては、通常はある程度見通しの利く箇所と考えております。しかし
ながら、国道側は、ほぼ直線に近い状況で、車両のスピードが出やすい箇所であり、雪や
雑草などにより視界が極端に悪くなる時期もあることは認識しております。

また、カーブミラーの設置箇所については、国道の路肩部分からすぐに土手の法尻と
なっている場所であるため、除雪や景観・管理などを考慮して関係機関と協議し、対応し
てまいりたいと考えますので、ご理解をお願いいたします。

平成31年
2月14日

平成31年
1月21日

要望 明和自治振興会等 ４団体
「買い物支援バス」運
行に対する緊急要望に
ついて

当町では、既に交通弱者対策としてドアtoドアのデマンド型交通「雪んこタクシー」を
低運賃で運行しており、買い物支援も運行目的の一つとしております。貴団体が実施され
ている買い物支援バスは、雪んこタクシー運行路線内での実施で、買い物弱者の移動手段
の確保という点では内容が重複し、また運賃についても徴収されておらず、町民間で平等
性を欠く内容となっております。

しかしながら、買い物支援バス事業は、高齢者の乗車時から添乗員が付き添い、商業区
域内でもきめ細かな支援・サポートが行われており、雪んこタクシーを補完する上で、地
域福祉の観点から、真に支援が必要な方にとっては大変有意義な事業であることもまた事
実であります。
現在町では、本年４月から雪んこタクシーをさらに多くの方々に利用していただけるよ
う、町内片道２００円での運行を予定しております。また、コミュニティ醸成並びに人口
透析患者送迎を目的とした１０人乗りワゴンを振興センターに配置し、様々なコミュニ
ティ事業に活用いただくこととしております。

よって、雪んこタクシーの活用に加え、補完的役割として１０人乗りワゴンを活用され
るなど、事業展開の工夫により事業継続は可能と考えますので、振興センターと連携・協
議のうえ検討いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

平成31年
2月27日
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平成31年
3月28日

要望 布沢区長
幹線農道舗装事業の即
時再開について

農道舗装については、引き続き県営中山間総合整備事業での実施を検討していきますが
採択の見通しが付かず、現状での対応としては、町単独事業で実施せざるを得ない状況で
す。要望路線が多くありますので、その中でも特に急傾斜地や耕作状況等により優先箇所
から対応を検討していきたいと考えますので、ご理解をいただきますようお願いいたしま
す。

令和元年
8月27日

平成31年
3月28日

要望 布沢区長

冬季孤立住宅解消事業
の平成31年度事業への
繰り上げ施工のお願い
について

今年度早期に測量設計を実施し、その後に工事施工を計画しており、出来るだけ早期完
成に向けて進めたいと考えておりますので、事業実施にあたり引き続きご協力をお願いい
たします。

平成31年
4月24日


