
令和2年度　町民から町への陳情書・要望書の概略　（令和3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2年4月1日 要望 寄岩区長
国道２５２号側溝の蓋
掛けについて

要望箇所は歩道の少ないカーブ部分であり歩行者の安全面から、国道管理者である県山口
土木事務所に要望をしたいと考えますので、ご理解をお願いいたします。

令和2年4月21日

令和2年4月1日 要望 寄岩区長
土砂災害の危険個所の
砂防新設について

要望箇所の土砂災害対策については南会津農林事務所と現地調査を実施したところ、予防
治山事業（県事業）により平成９年度から平成１１年度にかけて３基の治山ダムを整備
し、事業は完了している箇所（別添写真）でありますが、なお、本要望を受けまして今後
の対策について県に要望したいと考えますので、ご理解をお願いいたします。

令和2年4月21日

令和2年4月1日 要望 寄岩区長
町道側溝の蓋掛けにつ
いて

道路側溝への蓋掛け要望でありますが、要望路線の町道幅員は４ｍとなっており車道幅員
は確保されております。なお積雪時の道路状況等も確認しながら対応を検討したいと考え
ますので、ご理解をお願いいたします。

令和2年4月21日

令和2年4月6日 要望 小林区長
国道２８９号歩道路面
の不当沈下箇所の改修
要望について

要望箇所の歩道状況を町でも確認し安全確保の面から、国道管理者である県山口土木事務
所に改善を要望いたしますので、ご理解をお願いいたします。

令和2年4月21日

令和2年4月6日 要望 小林区長
町道橋場・上坪線の路
線陥没箇所修繕要望に
ついて

要望箇所については、町道維持補修により改修を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2年4月21日

令和2年4月6日 要望 寄岩区長
寄岩林道の整備につい
て

要望箇所については、昨年の降雪前に町の現地調査では確認されず、今春の融雪等による
流水で発生した災害であると思われます。
対策については、今後検討してまいりますが、それまでの間は路肩通行注意の表示対策等
を行いますので注意して通行していただきますようご協力をお願いいたします。

令和2年4月21日

令和2年4月13日 要望 寄岩区長 用水の蓋掛けについて
要望の水路は主に農業用水としての幹線水路であると認識しております。蓋掛けについて
は只見町公共事業補助金等の活用により実施を検討してくださるようお願いいたします。

令和2年4月21日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和2年4月16日 要望 八木沢区長

①八木沢区内国道川側
の側溝改良の要望
②叶津川堤防八木沢地
内の嵩上げの要望

①要望箇所については、以前にも側溝設置を検討し用地関係で実現しなかった経過があり
現在に至っておりますが、なお引き続き県に要望して対応を検討したいと考えます。

②八木沢地内の只見川堤防天端までの護岸及び叶津川堤防嵩上げについては、平成２３年
新潟・福島豪雨及び平成２９年豪雨災等により甚大な被害を受けた経緯もあり、河川堤防
の高強度化を町としても県に対して要望しますのでご理解とご協力をお願いします。

令和2年5月7日

令和2年4月24日 陳情 布沢区
布沢字太田集落内の町
道の拡幅改良のお願い

布沢字太田集落内の町道は、貴区からの要望により河川側の町道路肩に安全施設（セーフ
ティーパイプ）の設置工事を今年度施行するなど、安全対策を進めておりますが、現地の
状況から道路拡幅は困難な状況ですのでご理解ください。

しかし、要望にもありますように宅地側の道路側溝に蓋掛けをすることで、脱輪等を
防ぎ、より安全性を確保することは可能であることから、耐荷重の道路側溝の入替による
有蓋化及び用地等の協力が得られれば待避所の設置を検討したいと考えます。

令和2年6月19日

令和2年4月24日 要望 叶津区長

①深沢水路の改修
②国道２５２・２８
９・町道の三叉路側溝
設置
③町道鍵金線の舗装工
事・フシン沢から流入
する土砂対策
④中の平橋の架け替え
及び同橋付近、叶津川
右岸の堤防改修
⑤トギ沢砂防ダム設置
及び国道２８９号線暗
渠部の改修
⑥町道餅井戸線の土砂
崩れ復旧工事
⑦居平地区西・下原地
区への消火栓増設
⑧境沢水路復旧工事
⑨入中島用水路改修工
事

①当該箇所については、その後の区との協議で集落補助事業により事業を実施することで
進んでいるものと認識しており、ご理解をお願いいたします。
　
②当該箇所については、今年度事業で改良工事を実施する計画とな
っておりますので、ご理解をお願いいたします。
③町道鍵金線の当該箇所は、要望書にも記載のように、叶津川の増水氾濫による被災が多
いため、叶津川河川護岸の嵩上げ等の改良を県に要望してまいります。
④中の平橋については、平成２３年豪雨災及び平成２９年豪雨災等で叶津川の増水により
冠水し通行止めとなった橋梁であり、安心安全な通行ができるよう洪水対策を県に要望し
てまいります。
⑤要望箇所は、平成２３年に一度事業を実施しており、その際に、要望された工事も実施
する計画でありましたが、用地問題で中止された経過があります。本用地問題について同
意内容の確認をしながら改めて県に要望してまいります。
⑥町道餅井戸線については、５月中を目途に土砂排除を実施しますのでご理解ご協力をお
願いいたします。
⑦要望箇所を確認しましたが、水道本管が通っていない箇所であり（通っているのは住宅
用５０㎜管）、水圧が十分に出ないため、消火栓の設置についての早急な対応は難しい状
況です。また、消防用設備等につきましては、消防団で維持管理を行っているため、消防
団からの要望をとりまとめて開催される消防団要望事項検討会（年一回開催）での対応と
なります。そのため、区域内の消防団へ水利の状況のご確認と方向性（消火栓か防火水槽
かなど）をご相談いただき、消防団要望事項検討会で対応を検討いたしますのでご理解を
お願いいたします。なお、消火栓等の設置箇所については、集落内での無償提供が条件と
なっておりますので併せてご理解をお願いいたします。
⑧境沢の改良については、只見川河川整備計画との関連で県と協議し検討したいと考えま
す。
⑨集落補助事業により実施を検討いただきますようお願いいたします。

令和2年5月22日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和2年4月27日 要望 大倉区長
①防犯灯設置に関する
お願い

要望のあった箇所につきましては、確認を行った結果、早急に対応する箇所と判断し、規
定予算の中で対応したいと考えております。なお、実施につきましては東北電力柱（田子
倉７号）に添架し実施する予定で計画しており、設置許可申請等もあるため６月中の設置
を予定しておりますので、ご理解をお願いいたします。
また、設置後の維持費等につきましては、集落負担となりますので、併せてご理解をお願
いいたします。

令和2年5月27日

令和2年5月14日 要望 只見町商工会

１町内経済対策につい
て
２納期限内で納付が困
難な方への支援につい
て

１-①につきまして、町内事業所に対し聞き取りやアンケート調査を行うなど町内実情の
把握を行い、先の議会６月会議において独自支援策の予算議決を頂き実施いたしました。
１-②につきまして、先の議会６月会議において、県制度資金の利用に対する保証料補
助・利子補給について予算議決を頂き制度化いたしました。
１-③につきまして、国・県の支援制度を活用いただき、当面はクーポン券・商品券等に
よる町内の需要喚起による支援を図り、今後の動向により引き続き検討いたします。
１-④につきまして、既に発注済みの食材で、キャンセルができなかった食材について
は、「学校臨時休業対策費補助金」を活用して、その費用を補てんしております。学校休
校等による食材発注減は、故意や過失によるものではなく損害補償の対象ではないと考え
ます。他の業種と同じように売上減少等に対する支援策を検討していきます。
２につきまして、町税については、法令（地方税法等）に基づく定めがありますので、徴
収猶予等の規定に基づき対応をしていきます。
また、水道使用料や集落排水使用料などについては、町内全世帯が対象ではないため、公
平性の面から難しい状況もありますので、慎重に検討していきます。

令和2年8月19日

令和2年6月9日 要望 布沢区長
河川堆砂撤去のお願い
について

布沢川の堆砂状況は要望のとおりであり、流域住民の安心安全な環境を確保するため、町
としても河川管理者へ堆砂撤去の早期実施を要望してまいりますのでご理解とご協力をお
願いします。

令和2年6月19日

令和2年6月17日 要望 八木沢区長
JR只見線復旧工事に関
する要望書

JR只見線復旧工事の際に新設した２箇所の水路については、今後も水処理が必要であると
思いますが、改修に必要な用地等事業協力が得られれば沢水の流末処理として、町が水路
改修を検討する必要はあると考えます。

令和2年8月20日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和2年6月19日 要望 只見区長 工事施工要望書

継続の件
　１.宮の沢については、下流部への沈砂池等設置を県営ほ場整備事業で計画要望してお
ります。
　２.栃の木沢砂防対策については、県と現地協議した結果、既設の治山施設は渓流安定
の役割を果たしている状況です。なお、土砂流出防止対策は引き続き県に要望していきま
す。
　３.酒井健三宅から町下庁舎間の道路側溝土砂排除については、対応を検討します。
　４.新屋敷地内の水路については、融雪仕様（網）の水路のため、一度に大量の雪を水
路に入れると融雪機能が果たせなくなります。水流状況や消雪状況を見ながら融雪機能が
保てる消雪作業を行うことで経過観察をお願いします。要望の水路を全線改修するには数
千万円規模の事業となりますので、事情をご理解の上ご協力をお願いいたします。

新規の件
１.上町集会施設駐車場舗装については、集落負担金が伴いますので事前に農林建設課建
設係と事業内容を協議の上実施について検討願います。
２.役場町下庁舎前道路排水路の規模拡大の要望については、豪雨時にどのような越水状
況になるのか、写真等による状況確認及び上流の分水による状況緩和にご協力をお願いし
ます。
３.只見高校脇土手崩落の拡大防止対策については、状況を注視しながら対応を検討しま
す。
４.大土山登り口上流沢の道路暗渠については、暗渠水路の改良を検討します。

令和2年8月4日

令和2年7月1日 要望 只見町商工会
町内商工業者に対する
支援策の提案について

ご提案いただいた支援策の主旨を踏まえ、今般の７月第２回会議において事業者及び従業
員等に対する支援事業について予算議決を頂いたところであり、早期に対象者への支給が
出来るように努めてまいります。

令和2年8月19日

令和2年7月10日 要望 区長連絡協議会
認可地縁団体にかかる
固定資産税の減免処置
について

地縁団体の特例措置などの必要性については十分に理解しておりますが、税の減免は、税
の公平性が保たれる極めて限られたもののみが対象となります。
また、固定資産税の減免を検討する上では、単なる当事者間の公平だけでなく、他の納税
者との租税負担の公平性の観点からみて、減免を相当とする公益性、公共性があるかどう
かの判断を求められることから、現状では大変難しいと考えておりますので、ご理解をお
願いいたします。
なお、今後も近隣町村等の状況も確認しながら、検討、研究してまいりますので、よろし
くお願いいたします。

令和2年8月27日

令和2年7月20日 要望 黒谷区長
国道２８９号線黒谷
化ヶ地内草刈りについ
て

国道２８９号黒谷地内の道路愛護の取組みに対してお礼申し上げます。道路沿線の草刈り
では、草刈り機械のエンジン音により車両等の通行に気付き難いなど、安全確保が難しい
ことや要望箇所については坂道で歩道もない状況ですので、草刈り等維持管理について
は、道路管理者の山口土木事務所へ町から要望しましたのでご理解をお願いいたします。

令和2年9月2日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和2年7月20日 要望 黒谷区長
黒谷字倉谷地内監視小
屋の撤去について

黒谷林道入口にある監視小屋及びゲートについては、黒谷発電所地域振興対策として、設
置されたものでありますので、今般の取り壊し撤去につきましても、設置時と同様に黒谷
発電所地域振興対策の一環として実施することを黒谷区で同意いただければ、町の補助に
より対応したいと考えます。

令和2年9月10日

令和2年9月1日 要望 黒谷区長
黒谷前沢川下流堤防下
崩壊について

黒谷前沢川の右岸擁壁の基礎浸食については、状況を調査した結果をふまえ、設計を検討
し次年度の対応を計画します。
なお、土砂排除につきましても、同時期に対応したいと考えます。ご理解をお願いいたし
ます。

令和2年9月10日

令和2年9月10日 要望 区長連絡協議会
ゴミのポイ捨て予防周
知に関する要望につい
て

ごみのポイ捨てについては、個々人のモラルの問題でもあり非常に難しい問題であります
が、おしらせばん等で町民への周知を行うとともに、現在、土砂運搬による大型車両が増
えている現状もありますので、建設業協会等へのごみのポイ捨て防止の依頼などを行いマ
ナーの徹底をお願いしたいと考えています。
また、道路わきの刈払い等の道路環境整備につきましては、道路管理者へ要望していきま
す。なお、町としましては、ちょぼらゴミ拾いや、今年は中止となりましたが、各集落で
実施いただいています河川クリーンアップ作戦や道路愛護、商工会での国道２５２号の道
路清掃などにより、今後とも町民の皆さんとともに道路環境整備に取組んでまいりたいと
考えております。ご理解、ご協力をお願いいたします。

令和2年10月15日

令和2年10月22日 要望 下福井区長
福井集会施設の改築に
ついて

福井集会施設は要望書のとおり、昭和５４年に整備し４０年以上が経過しており、また耐
震診断の結果も不適格な建物でありますので、要望を受けまして、事業実施にむけて検討
したいと考えます。

令和2年11月2日

令和2年10月30日 要望 坂田区長
町道等の整備に関する
要望書

①打杭地区町道の法面にかかる復旧・整備について
　現状で法面の崩落の進行がみられるため、法面整形等の対応を検討してまいります。
②打杭地区町道の陥没部分の復旧について
　路面の窪みの進行がみられるため、道路補修の実施を検討してまいります。
③仲村地区町道のセーフティパイプについて
　要望箇所は急勾配の法面に接しており、積雪により倒れてしまう状況にあるためセーフ
ティパイプの設置は困難です。他の方法としては、法面のコンクリート擁壁と防護柵設置
が考えられますが、数千万円の事業費が見込まれますので、別途対策も考えながら検討し
てまいります。

令和2年11月25日



受付月日 種類 提出者 件名 町の回答 処理月日

令和2年12月16日 要望
布沢区長
坂田区長

獣害等による農地の安
全対策に対するご支援
お願いについて

イノシシによる農地被害は農作物の有無に関わらず町内の各所で発生しており、特に水田
でのぬたうちによる水稲被害や畦畔等の掘り返しによる農地被害が多く発生しておりま
す。被害箇所の対応については、全町を対象として町の災害復旧補助事業により農地・農
業用施設の復旧を支援させていきたいと考えており、令和３年度当初予算において措置し
ております。
詳細な事業実施案内は各区長へ通知すると共に「おしらせばん」でも案内しますので、ご
理解とご協力をお願いいたします。

令和3年3月18日

令和2年12月16日 要望
布沢区長
坂田区長

農業用水路改良事業に
対する支援方お願いに
ついて

離農による耕作者の減少と高齢化が進行するなかで、区を上げて意欲的に集落営農に取組
まれていることに敬意を表します。
本水路改良事業については要望にあります只見町公共事業補助金により事業を進めていた
だくため令和３年度当初予算で措置いたしました。

令和3年3月18日

令和2年12月18日 要望 只見町建設業協会
地域の安全安心に関す
る要望事項

建設業の果たす役割は地域経済の活性化をはじめ町民生活に与える影響は大変大きいもの
があると認識しております。町としても公共事業の安定確保及び年間を通しての事業の平
準化に努めてまいりたいと考えております。また、除雪事業においては大型除雪機械の計
画的な更新やGPS導入による業務の効率化の検討等、除雪業務の環境改善に努めるととも
に、町の除雪オペレーター育成事業による人材確保と育成支援も継続して進めてまいりま
す。
早期全線開通の期待が高まっている国道２８９号八十里越道路の早期整備完了及び開通を
見据えた各集落内の道路改良等については引き続き県に要望してまいります。
ご理解とご協力をお願いいたします。

令和3年3月18日

令和3年2月25日 要望
布沢区長
坂田区長

町道除雪に対する緊急
要望について

今冬は数年ぶりの豪雪となり、また荒天が数日にわたり続き積雪量が一気に増え、除雪が
間に合わない状況も発生し、地域住民の皆様には大変なご不便とご心配をお掛けいたしま
したことにお詫び申し上げます。
町道除雪の方針はこれまでと変更した点は特になく、積雪状況により１日最大２回の除雪
を行うこととしております。
しかしながら今冬は天候状況と地域によっては朝７時までの除雪完了が大幅に遅れ２回目
の除雪対応ができない事態も発生したことも事実であります。
今回の豪雪時における除雪対応の課題を早急に整理し、今後の対策に繋げていきたいと考
えますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和3年3月15日


