平成２２年度

受付
月日

町への町内からの陳情書・要望書の概略

種類 提出者

4.28 要望 黒谷区長

件名

（平成２３年３月３１日現在）

町の回答

処理
（回答
発送）
月日

①黒谷岩下地内の町道整備につ 本個所については、私道として使用している状況であり道路整備につい
いて
ては用地の協力が前提となります。
②１軒家対策のため町道の整備 冬期間の除雪対策の有無も含め、早急に現地調査を行い検討いたしま
す。

5.28

農業用水路の改良、農道舗装の
要望書
①長浜字居廻地内の水路への
Ｕ字溝の敷設
②集落内の農道舗装工事

農業施設の改修につきましては、町単独事業で年次計画により対応して
おります。今年度事業につきましては、すでに決定していますが、予算
の範囲内で対応できるか検討したいと考えております。
また、農道の整備につきましては、第１に生活道路、第２に振興作物の
荷傷み防止路線を優先に進めております。町内の未舗装箇所は多くあ
り、不自由をおかけしておりますが、現地確認を行い検討させていただ
きます。
なお、農道等の敷き砂利などにつきましては、集落交付金（農地水環境
向上対策事業）等を活用し整備されている集落もありますので、集落と
相談させていただき、解決策を講じていきたいと考えておりますので、
今後ともご理解ご協力をお願いいたします。

5.28

5.19 要望 寄岩区長

寄岩地内の農道舗装工事につい 農道の整備につきましては、第１に生活道路、第２に振興作物の荷傷み
て
防止路線を優先に進めております。要望の箇所につきましては、利用頻
度や財政面から、早急の対策は難しいものと考えておりますが、検討さ
せていただきたいと思います。
なお、農道等の敷き砂利などにつきましては、集落交付金（中山間直接
支払制度）等を活用し整備されている集落もありますので、集落と相談
のうえ解決策を講じていきたいと考えております。今後ともご理解ご協
力をお願いいたします。

5.28

5.19 要望 寄岩区長

国道斜面の土砂流出防止につい 本個所については、山口土木事務所に依頼し、梅雨入り前に土砂排除を
て
実施する予定であります。
その上で、土留め等について、必要性を調査いたします。

5.28

6.17 要望 梁取区長

要望書
①地形上、雨水が集中し冠水が発生します。対策としましては、道路側
①流雪溝の整備について
溝断面を大きくし、下流に導入する方法が考えられますが、断面拡張に
②転落防止柵の設置について は宅地側に入るか、道路幅員が狭くなることも考えられます。流雪溝と
しての機能であれば、水量の確保や下流排水路が雪量を処理できる規模
なのか等の調査が必要ですので、集落と相談しながら検討させていただ
きたい。
②道路補修費を有効に活用し、安全柵の設置を早期に実施したいと考え
ます。しかしながら、その間集落においても、ロープ等の設置により地
域の安全対策を図っていただきたい。

7.16

6.23 陳情 長浜区長

長浜沢林道、芦の沢林道の草刈 長浜沢及び芦の沢林道につきましては、林道開設後の維持管理は集落で
りの実施
行なう「只見町林道維持管理規定」に定める内容となっておりますので
ご理解をお願いします。
昨年の「福島県緊急雇用創出基金事業」(雇用対策)では林道整備事業と
して潅木刈払いと林道側溝土砂排除・路面整正を行いました。また、
「緑の雇用」(町単)で里山道の刈払いを、要望のあった集落の山道(林道
を除く)を対象に実施しました。今年は、昨年に引き続き「福島県緊急雇
用創出基金事業」(雇用対策)の林道整備事業は実施いたしますが、林道
の草刈り等の路面保持は集落での対応をお願いいたします。
なお、「緑の雇用」里山道の刈払いについては、今年は予定しておりま
せん。
今後ともご理解ご協力をお願いいたします。

7.28

7.29 要望 八乙女水道区
組合長

八乙女水道施設の設置について 当地域につきましては、平成２０年度に整備費が予算化されましたが、
渇水期の水量不安により再調査が必要になった経緯があります。その
後、地区、担当課と候補地、水量調査を行い、水量・水圧が確保できる
用地を選定し、土地所有者との協議が整い要望されたものであります。
この地区の生活水は個人井戸、個人湧水、共同湧水等、様々な形態で使
用していますが、水源の枯渇など飲料水の確保に苦慮されている地区で
あるため、公共事業補助金交付規則、給水施設事業補助としての整備が
妥当と考えております。なお、簡易水道普及予定地とはなっておりませ
ん。
日常生活を行う上で、重要な事項であるため、９月定例議会の補正予算
（案）として提案したいと考えておりますので、今後とも、ご理解・ご
協力をお願いいたします。

9.6

肘折地区防火水槽の改修につい 現地確認をしたところ、当施設は窪地にあり降雨が続けば冠水する状況
て
であり、使用不可能の状況も考えられます。
また、水利が近くにないため、近隣住民にとっては非常に重要な初期消
火施設であるため、新設も考えられますが、土地所有者の協力が得られ
れば、既設への盛土、嵩上げ等により対応できるか検討したいと考えま
す。
長年の要望事項であり、早急に対策を講じたいと考えておりますので、
今後とも、ご理解・ご協力をお願いします。

8.24

5.6 要望 長浜区長

8.4 要望 小川区長

受付
月日

種類 提出者

8.6 要望 蒲生区長

8.16 陳情 上福井区長

件名

町の回答

町道1370号線筌場うえ道路復旧 本路線は、町道蒲生北山線（延長3,391.4m幅員1.5～5.5m）であり、うち
についてのお願い
2,700mを北山水路が平行している。
現地は、幅員1.5m区間であり、水路の溢水や融雪等により路肩が下がっ
たようですが、決壊した形跡はありません。
地形上、道路下部は落差が大きく要望の構造物は難しい状況ですので、
蓋掛けを行うなど、軽トラックの通行確保が図れるよう対策を検討した
いと考えます。
初瀬川の橋の拡幅について

処理
（回答
発送）
月日
9.2

本橋梁は、一級河川初瀬川に架かる、町道橋初瀬川橋（全長７.2m、幅
4m）です。
現地は、三叉路になっており、車の交差時には一時停止等の回避措置が
必要と思われます。
橋梁の拡幅については、前後の道路及び構造物との関係もあるため、調
査検討を行ってまいりたいと考えておりますので、今後とも、ご理解・
ご協力をお願いいたします。

8.24

10.18 要望 松坂峠のトン
ネル化を推進
する住民会議
会長
金山町横田地
区区長連絡協
議会会長
只見町明和地
区区長連絡協
議会会長

松坂峠を緊急時の奥会津環状道 本箇所は、県道・布沢横田線であり、「只見・金山・昭和県道改修促進
路として整備し、奥会津住民の 期成同盟会」を組織し、３町村にて県に対し改修を要望されており、そ
安心・安全の確保について
の趣旨は十分理解できますので、道路管理者である県に対し引き続き強
く要望してまいります。

11.9

10.20 要望 只見町猟友会
長

有害駆除に係る補助金の交付に 日ごろから有害鳥獣対策等にご尽力いただき感謝申し上げます。ここ数
ついて
年、鳥獣被害の報告は増加傾向にあり、その対策には苦慮している状況
であります。被害を回避する予防措置や駆除対策等は、関係者と連携を
持って対処することが重要と考えます。特に駆除行為は猟友会に依存す
るところが多く、会員の方々には多大のご負担をおかけしております。
近年、増加している「猿」対策については、補助要綱を見直し只見町猟
友会の活動に支障とならない措置を講じてまいりますので、町民の被害
対策及び安全配慮活動をお願いいたします。
なお、猿の捕殺補助金については、10匹まで5,000円、11匹以上10,000円
に改正する予定です。

11.11

11.15 要望 日本野鳥の会
奥会津連合

生物圏保存地域に関する当連合 降雪を前に日々ご多用のこととご推察いたします。また、日頃から当町
の見解について
の振興につきましては特段のご配慮をいただき感謝申し上げます。
さて、生物圏保存地域に関する日本野鳥の会奥会津連合の見解をいただ
きました。当町では、第六次只見町振興計画で「ブナと生きるまち 雪
と暮らすまち」を理念とし「奥会津只見の挑戦 真の地域価値観の創
造」を目指しております。この振興計画は、町民との協働で、町民アン
ケートを反映させ、振興計画専門部会員は昼夜を問わず熱心に協議を重
ね、振興計画審議会委員、議会議員の広い住民の総意で目指すべき方向
性が謳われているものです。
広大なブナの原生林に代表される豊かな自然の中に存在する只見町は、
その恵みに支えられながら歴史と文化を育み、先人から受け継いだ人情
味あふれた心でそれぞれが支え合い発展を遂げてきました。
二十一世紀を迎えた現在、地方分権並びに地域主権の推進、長期にわた
る経済の低迷、尐子高齢化の進行、高度情報化の進展、価値観の多様化
など、時代は大きな転換期を迎えています。その中で、只見町のことは
そこに住む町民自らが意思決定を行う過程や進路が重要であり、その振
興計画策定には、地域を支え地域を築いていくのは住民の方々が、それ
ぞれの立場や環境・価値観の違いを理解しつつ、一つの目標に向かって
それぞれが自立し責任を持って課題を解決していく協働の現れです。
この第六次只見町振興計画の実現を目指し、それぞれが持つ夢や希望の
実現に向け、住民の皆様と手を取り合って様々な課題を解決し施策を一
歩ずつ前進させ、豊かさを実感できるまちづくりを進めていきたい考え
であります。
貴連合会のご意見も参考とするとともに、町民と共に話し合いながら進
むべき方向性を導きだしたいと考えます。

12.9

11.25 要望 小林区長

小林上坪～橋場線の新屋敷地内 本路線は、橋場・上坪線であり、未改良区間は約１３０ｍとなっており
の道路改良について
ます。
以前、改良工事の計画があり、様々な経過の中で実施されなかった経緯
があります。
本路線の道路改良の必要性については、認識しておりますが、限られた
財源の中で、現在計画中の路線もあることから、全体計画の中で検討路
線に加え検討して参ります。

12.9

11.17 要望 日本共産党会
津地区委員会
地区委員長
町議会議員山
岸フミ子

地域農業再生のための緊急要望 町内産業の振興等ご尽力をいただき感謝申し上げます。
書について
要望内容の地域農業振興につきましては、趣旨を踏まえて地域農業の再
生に引き続き務めてまいりたいと考えております。
今後とも、地域農業等の経済活動が活性化し、地域振興が推進するよ
うご尽力を賜りますようお願いいたします。

3.9

受付
月日

種類 提出者

12.8 要望 只見町商工会
長 菅家俊一

件名

町の回答

日本政策金融公庫貸付の経営改 町内の中小企業経営実態は、憂慮される状況であると認識しておりま
善資金融資利子補給交付規則及 す。町としましては、新年度予算編成の中で願意を反映する内容で対処
び只見町中小企業融資利子補給 する方向で検討しております。
金交付規則の継続のお願いにつ
いて

処理
（回答
発送）
月日
1.19

1.26 要望 黒谷土地改良事 黒谷地区圃場整備事業に係るお願 日頃から、町政の発展と地域振興にご尽力をいただきまして感謝申し上げま
業組合組合長 い
す。また、土地改良事業進展には、地区内地権者等との調整に昼夜を問わず
黒谷区長
①岩下水路側壁（玉島地内）の倒 奮闘いただき重ねて感謝申し上げます。要望のありました件につきまして
壊防止工事の施工のお願い
は、県営圃場整備でありますので、事業主体の土地改良区並びに発注者の県
②字上野地内、朝日保育所側の農 と協議を行い下記のとおり回答いたします。
地買収のお願い
① について
玉島地内の岩下水路壁の倒壊防止につきましては、圃場整備地区内へ編入
し、水路と並行した農道を新設し、擁壁保護の土盛り施工を致します。農道
を新設することにより維持管理作業の利便を確保いたします。
② について
朝日保育所側の一定地区内の農地整備後の残地の取扱いにつきましては、
要望内容に沿って、非農用地が有効活用されるよう検討してまいります。

3.2

1.31 請願 下福井区長

町道「前田9号線」改良と舗装
の請願について

3.1

2.25 陳情 布沢区長

川和久農道の町道認定のお願い 日頃より町政の発展と地域振興にご尽力いただき感謝申し上げます。
陳情のありました、川和久農道橋の必要性については十分理解いたしており
について
ます。
しかしながら、路線の認定につきましては、道路法の規定により認定条件が
あることと、河川法の占用許可を受けて設置している橋ではないため公費を
投入しての架け替えについては困難な状況であります。
過去に設置した経緯もございますが、早急の対策としては、農業用公共施設
集落補助金などの活用を検討し、貴集落と相談しながら対策を講じていきた
いと考えておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

本路線は、下福井前田9号線L=８１．３m、幅２．７～４．０mの一級河川後
田川の堤防敷を利用している兼用道路であり、下福井久保田４号線と下福井
前田線を連絡している道路でもあります。請願の主旨は理解しておりますの
で、河川管理者の県に要望してまいります。

3.28

