
令和元年度 集落要望一覧 【山北地域区長連絡協議会】
№ 集落名 要望先 担当課 継続区分 項目 要旨 対応CD 対応 回答 備考

1 岩崎 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
海岸浸食防止
対策について

岩崎海岸小清水から白岩地内は集落民の畑地及び集落の共有地、
ハマナスの群生地等があり、高潮等により年々浸食がひどくなっ
ており、県に対し早期に永久護岸設置工事を要望するものです。

1 集落個別事項
当該地区の海岸浸食対策工事は、平成29年度で完了しておりますが現場確認した
ところ畑地部の法面浸食が進んでいることから、県に引き続き浸食対策工事の要
望をいたします。

2 岩崎 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
市道の舗装修
復

市道３号線増子清一郎宅から神社階段まで約120ｍ間の舗装道路
面が酷く傷んでいるものであり、自動車、自転車の通行及び歩行
する場合も勾配があり非常に危険であり、そのうえ6月18日の地
震により路面が一部陥没下箇所もあり早急に修復工事を要望す
る。

1 集落個別事項

路面沈下箇所については8月に舗装修繕を実施しました。
増子清一郎宅から神社階段までについては現地を確認し修繕を検討します。

3 岩崎 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

新規
国道歩道の
カーブミラー
設置について

岩崎集落内から国道7号に入ることころに歩道があり、通行する
自転車、歩行者等が注意していない傾向があり、車を運転する身
として非常に危険と思われるので、国道7号の歩道側端にカーブ
ミラーを5カ所ほど設置していただきたい。

1 集落個別事項

カーブミラーについては、現地を確認のうえ、管内の緊急性を考慮しながら設置
を進めているところであり、今後も同様に順次整備に努めてまいります。

4 中浜 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
市道樹木の伐
採

新中浜踏切を渡ると通称向山地区に向かう坂道の左右に銀杏の木
がありますが、不必要な木なので伐採願います。海側の法面に立
つ木だけでもお願いします。

1 集落個別事項
市道を境にして海側の法面は市道敷地であるため、今後安全な通行に支障がある
と判断された場合伐採を検討します。

5 中浜 村上市 消防本部 新規
消火栓格納箱
の更新

ホース収納箱が著しく壊れている所があり、取替をお願いしま
す。

1 集落個別事項
消防団で対応します。

6 中浜 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規 離岸堤の修繕
昨年度、数個は修繕していただきましたが、まだしぶきの度合い
が変わらず、早めの修繕をお願いします。

1 集落個別事項

貴地区を含め、山北地域海岸沿線の冬季風浪等に係る越波対策については、集落
及び山北地域海岸保全事業促進期成同盟会からの要望を受け、毎年県に修繕要望
を行っているところですが、事業化に至っていないため引き続き要望いたしま
す。

7 中浜 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
法妙道の舗装
修繕

法妙道の舗装の修繕をお願いします。 1 集落個別事項

通行に支障がある輪掘れ箇所については修繕を実施しました。
その他の箇所については、管内の緊急性を考慮しながら順次実施してまいりたい
と考えておりますのでご理解をお願いいたします。

8 中浜 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 手摺りの修繕
吉野神社の麓にあるお稲荷様と馬頭観音様の敷地にある手摺りの
柵が腐食して危険な状態です。早めの修繕をお願いします。

1 集落個別事項
現地調査を行い修繕を計画します。

9 温出 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
小俣川橋上流
堤防及び河床
改修

蛇籠の劣化と河床が以前より2.5ｍ位下がっている。 1 集落個別事項
毎年河川管理者である県に要望しておりますが、昨年の春先の豪雨でかなり河床
が下がったことから、早急に現地調査と事業化に至るよう引き続き要望いたしま
す。

10 温出 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続
上田堰集水口
から下流水路
改修

コンクリートの劣化やひび割れ、ヒューム管が小さい。 1 集落個別事項
　右岸改修工事が令和元年度に完了しましたが、取水口から下流のひび割れ等の
改修を計画的に実施していく予定です。

11 温出 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
温出３号線路
面排水工事

加茂理容～加茂澄子付近の排水が不良のため路面改修してくださ
い。

1 集落個別事項

平成28年度に加茂澄子宅付近の流末水路の改修工事を実施しました。
富樫忠良宅脇の赤道内に降雨時排水不良で帯水箇所が出来ることから、現場調査
し修繕を計画します。
総代さん宅と富樫修宅境界にある水路については、農業用水としての管理が中心
であることから、大雨時などに溢れないよう上流部水口の維持管理等に努めてい
ただきますようお願いいたします。

12 温出 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続
上田堰支流二
次製品化

渡辺あい子宅側の流れが悪い 1 集落個別事項
　平成29年度に改修した水路からの支流ですが、通水には支障はないことから、
今後は状況を確認した上で、必要に応じ計画的な改修を検討してまいります。

13 温出 村上市
山北支所 地域振興課
自治振興室

継続
農村研修セン
ター改修

農村研修センターの外壁、屋根、床（一部）の改修工事をお願い
します。

1 集落個別事項

各集落集会施設の修繕は村上市行政改革大綱により市では実施しないこととして
おります。そのため、平成24年度から順次、各集落で地縁団体を設立後に、市か
ら集会施設の移譲を受けていただき、移譲後は市の「集会施設整備事業補助金」
等を活用し、各集落で修繕等を実施していただいているところでありますので、
ご理解をお願いいたします。

14 温出 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

継続 信号機設置
塔下方面交差点（給食センター）に交通安全対策として信号機の
設置をお願いします。（昨年まで十数件の事故あり）

2 山北地域全体
当該箇所への信号機設置要望については、警察を通じて県の公安委員会に毎年要
望しておりますが設置に至っておりません。今後も引き続き要望していきます。

15 温出 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続 有害鳥獣対策 サル、クマ、カラス等の有害鳥獣対策をお願いします。 2 山北地域全体

　野生動物による農作物を中心とした有害鳥獣被害は、村上市内の山間部を中心
に農地全域で深刻化しており、市も対策として電気柵設置等の奨励による防除、
猟友会による駆除を強化して取り組んでおります。特に、電気柵の設置につきま
しては、平成29年度から市単独費補助金交付事業の要件を緩和し取り組んでお
り、また、集落及び農家組合等の団体からの申請に限っては、防護ネット等の資
材購入に対する助成制度も創設しているところです。今後も上記対策の継続を中
心として、より有効な対策について検討を進めてまいります。
　集落等におかれましても、周辺山林の整備や休耕圃場の草刈、農作物の栽培に
ついては「採らないものは作らない」等、ニホンザルをはじめとする野生動物を
人里に近づけない対策にご理解とご協力をお願いいたします。

16 温出 村上市
山北支所 地域振興課
総務管理室

新規
防災用避難道
路

災害時の避難道路新設。 1 集落個別事項

現在の一時避難場所である温出地域農村研修センターは、市のハザードマップで
は浸水区域とはなっておりません。貴集落で新たな避難場所を検討される場合
は、個別にご相談いただくようお願いします。（山北支所　地域振興課　総務管
理室）
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17 温出 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続
治水、治山対
策

鴬沢砂防ダムを設置し、治水・治山対策をしてください。 1 集落個別事項

　昨年に引き続き現地確認を行いました。状況に大きな変化は認められず、既存
の最下流に設置されている谷止工は、滞砂機能が維持されていることから、喫緊
の施設の増改築は現時点で必要がないと判断されます。今後は、豪雨等の異常気
象発生時に適宜パトロールを実施し状況把握を行ってまいります。

18 大谷沢 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
大谷沢川の土
砂撤去

集落上流部100ｍ位の土砂撤去を要望します。 1 集落個別事項

河川管理者である県に確認したところ、現地は本来の河床高の箇所もあり、河床
抑えとなっている雑草や土砂の撤去により、更に河床が洗掘され下がる恐れもあ
るため、現地調査の上慎重に対応を考えたいと回答がありましたのでご理解をお
願いいたします。

19 大谷沢 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
市道脇立木の
伐採

跳岩橋から集落入口にかけて立木が大きくなり危険。伐採は所有
者対応との回答でしたが、市から所有者に申し入れてもらいた
い。

1 集落個別事項
車両等の安全な通行に支障があると判断された場合、所有者へ支障となる木枝の
伐採につきお願いをいたします。

20 大谷沢 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

新規
道路横断排水
管の改良

集落上流部400ｍ位の山田入口と水上沢の道路を横断している２
カ所の排水管径が小さく、土砂等で道路が塞がれるため径を大き
くしてほしい。

1 集落個別事項
　次年度以降に林道維持管理予算の範囲内で改良を検討いたします。施工が確定
した際には、地元にご連絡いたしますのでご協力をお願いいたします。

21 大谷沢 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
市道側溝の整
備、管理

跳岩橋から松山組までの間が泥や落葉で側溝が埋まっているので
整備、管理を要望します。

1 集落個別事項
現地確認し、維持管理作業を計画します。

22 塔下
新潟県
村上市

山北支所 産業建設課
建設管理室
地域振興課市民生活
室

継続
県道法面の路
側帯拡幅、整
備

県道山熊田・府屋停車場線（塔下地内）の下り側（消防用非常道
路から大滝茂治宅車庫の約30ｍの間）はカーブ及び狭隘となって
おり、歩行者の安全を確保するため、法面の路側帯拡幅、車のス
ピードを抑制する掲示板等の設置。

1 集落個別事項

法面の路側帯拡幅については毎年道路管理者である県に要望しておりますが、未
だ事業化に至っておりません。歩行者の安全を確保するためにも引き続き要望を
いたします。（建設管理室）
車のスピードをを抑制する注意喚起看板を、ＮＴＴ柱および木柱へ共架して設置
できるよう、ＮＴＴと協議します。（市民生活室）

23 塔下 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
県道側溝の堆
積物撤去

大滝茂治宅・富樫道雄宅前、約35ｍ間は一部狭い側溝もあり、半
分程度堆積している所もあるので取り除いてほしい。

1 集落個別事項
道路管理者である県に要望いたします。

24 遅郷 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
集落内市道改
良事業の早期
完成

救急車・介護施設送迎車の通行や除雪時に道路幅員が狭いため困
難、また水路断面が小さく隣接宅内に浸水する恐れがあります。
引き続き早期の完成をお願いします。

1 集落個別事項
市道改良事業及び水路改修については、管内の緊急性を考慮しながら今後順次計
画を考えておりますのでご理解をお願いいたします。

25 遅郷 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
未舗装の集落
内市道のアス
ファルト舗装

緊急時のう回路として使用するため 1 集落個別事項
迂回路の舗装については、管内の緊急性を考慮しながら今後計画してまいりたい
と考えておりますのでご理解をお願いいたします。

26 遅郷 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続 林道補修
遅郷林道は大雨の時、路面が洗掘され通行に支障があるのでコン
クリート舗装をお願いします。また林道に隣接する六沢に砕石等
が流れ込み下流の圃場排水路に流入し大変苦慮してます。

1 集落個別事項

　コンクリート舗装については、急勾配のカーブ地点に限定し整備を計画し、本
年度は1箇所(約20ｍ)の施工予定しております。次年度以降も計画箇所を順次実
施予定です。
　また、渓流への砕石流入については、対策工として要望のとおり舗装工の実施
が、砂利道の雨裂発生を未然に防止する観点からも有効と考えられますが、投資
効果等の観点から、当面は簡易横断排水施設（Ｈ型鋼）の設置により車道部路面
排水の減少を図り、雨裂発生の低減に取り組んでまいります。

27 遅郷 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
集落内の吐出
したマンホー
ルの改修

通行の支障、除雪の作業に支障があるため 1 集落個別事項

現地調査の上、管内の緊急性を考慮しながら順次実施してまいりたいと考えてお
りますのでご理解をお願いいたします。

28 遅郷 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

新規
圃場排水路の
土砂流入防止

常に流水に伴い土砂が圃場の排水路に流れ込み、撤去作業に大変
苦慮してます。

1 集落個別事項

　土砂等の流入により流れが悪くなるようですが、集落等による土砂等の撤去を
引き続きお願いするとともに、状況を確認した上で必要に応じて改修等を検討し
てまいります。

29 遅郷 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
小俣川の河川
改修

小俣川河床が年々洗掘され既設十字ブロックの流失、転倒し、洪
水時に堤防破損、決壊が懸念される。また遅郷橋橋脚部も洗掘が
進んでいる。

2 山北地域全体

毎年河川管理者である県に要望しておりますが、昨年の春先の豪雨でかなり河床
が下がり橋脚部も洗掘を受けているため、早急に現地調査と事業化に至るよう引
き続き要望いたします。

30 岩石 村上市
山北支所 地域振興課
総務管理室

継続
電話不感区域
の解消

岩石公民館付近はNTTドコモ携帯の通信ができない区域です。集
落では公民館を一時的な避難所として考えており、災害時の通信
ができるよう不感区域の解消を図るよう市から働きかけてもらい
たい。（お盆正月、冠婚葬祭等の帰省者にも不便といわれる）

1 集落個別事項

ＮＴＴドコモに調査依頼はしておりますが、具体的な改善策を施すには至ってお
りません。引き続き要望し、必要な際は集落の協力をいただきながら改善策につ
いて協議したいと思います。（山北支所　地域振興課　総務管理室）

31 荒川口 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

新規
集落内の水路
改修工事

２９年度に引き続き、神社入口から上流部の延長工事をお願いし
ます。

1 集落個別事項
　平成29年度に改修した水路から上流部について、今後計画的に延長工事を検討
してまいります。

32 大代 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続 神竹橋の設置

小俣川に架かる神竹橋を永久橋へ架け替えをお願いします。対岸
からの車両乗り入れが出来ることにより物資の運搬が容易とな
り、地域活性化につながります。遊休地の活用については集落で
も検討しております。長年に渡る集落の悲願です。

1 集落個別事項

　本橋梁は河川占用されていない橋梁です。市単独による架け替えの計画はな
く、新潟県においても農業施設、林業施設として補助対象事業による整備の可能
性については、現状では困難との見解です。

33 大代 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続 水路修繕
漆ぎ平の水路が崩落寸前の状態です。早急に修繕をお願いしま
す。

1 集落個別事項

　ダブルプレスト管の敷設により通水には支障がない状況です。今後さらに崩落
の進行が見られる場合は県道の改修を伴うと思われることから、水路を含めた改
修を県に要望してまいります。

34 大代 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 県道二車線化
車のすれ違いができない箇所が多くあり、見通しが悪く危険な場
所もあり事故の危険が多い道路状況ですので二車線化をお願いし
ます。

2 山北地域全体
毎年道路管理者である県に要望しておりますが、事業化に至っていないため、事
故防止のためにも引き続き要望いたします。 集落→山北
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令和元年度 集落要望一覧 【山北地域区長連絡協議会】
№ 集落名 要望先 担当課 継続区分 項目 要旨 対応CD 対応 回答 備考

35 大代 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 側溝の蓋設置

昨年、入口一部の蓋掛けを行っていただきましたが、全長にわた
り蓋掛けをお願いします。道路幅が狭いため、脱輪事故が起きて
います。冬期間になるとさらに狭くなるため、救急車等の緊急車
両の進入が困難な状況です。

1 集落個別事項

管内の緊急性を考慮しながら、順次実施してまいりたいと考えておりますのでご
理解をお願いいたします。

36 雷 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
県道山北関川
線、大代・雷
間の改修

たびたび通行止めとなるため、早急に改善をお願いします。 2 山北地域全体

豪雨により、網掛橋付近の箇所は度々土砂が県道に流出するため、毎年道路管理
者である県に擁壁改修等の要望をしておりますが、事業化に至っていないため引
き続き要望いたします。

37 中継 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
市道横断側溝
の蓋版修繕

集落内全般の横断側溝のグレーチング蓋の取替または修繕をお願
いします。騒音が激しく周辺民家からの要望が特に強い。

1 集落個別事項
管内の緊急性を考慮しながら、順次計画してまいりたいと考えておりますのでご
理解をお願いいたします。

38 中継 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
道路側溝の修
繕と舗装

板垣豊子さん宅への道路側溝の一部修繕と入口付近（2、3ｍ）の
舗装願います。壊れているため水が流れにくく常に道路にあふれ
ている。

1 集落個別事項

水路は現在農業用水路等としても取水しているため、本来の水嵩よりかなり多く
流れている状況です。大雨時の水管理には注意をお願いします。また、道路横断
している暗渠排水内には個人での使用目的と思われる塩ビパイプが設置されてお
り排水断面がかなり狭くなっており、ゴミなどが詰まり道路に溢れ出す恐れがあ
ることや痛んでいる側溝修繕も出来ませんので、撤去等の措置を講じていただき
ますよう併せてお願いいたします。
舗装については、管内の緊急性を考慮しながら、今後計画してまいりたいと考え
ておりますのでご理解をお願いいたします。

39 中継 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 道路の修繕
集落公民館脇～四十手橋までの側溝側（1ｍ位の幅）の道路補修
を願います。凹凸があるため子供が危険。

1 集落個別事項

通行や歩行に支障がある輪掘れ箇所については修繕を計画します。
その他の箇所については、管内の緊急性を考慮しながら順次実施してまいりたい
と考えておりますのでご理解をお願いいたします。

40 中継 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

新規
興屋防犯灯の
設置

防火水槽、ごみ小屋付近、大滝政己さん宅の下付近に設置願いま
す。

1 集落個別事項
防犯灯の新設については、集落が事業主体となって設置を行うもので、その費用
の一部を市で補助する制度があります。現地の状況、設置基準等も考慮する必要
がありますので、個別に担当までご相談いただきたいと思います。

41 中継 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
上村消雪パイ
プの新設

老朽化により著しく効率が悪い。除雪車で対応している現状。 1 集落個別事項
現地調査を行い対応を検討します。

42 中継 村上市
山北支所 地域振興課
総務管理室

新規

県道通行止め
の告知放送を
山北支所で放
送

何カ所の集落で同時に告知放送を使用すると、変な動きをするよ
うなので、支所1カ所からお知らせした方が良いと思われる。

1 集落個別事項

告知放送のシステム上の問題で、録音後に直ちに放送としても実際に放送するま
で時間がかかることがあるようです。現在、山北及び中俣地区等の全体に関係す
る内容については、支所から一斉放送しておりますが、集落のみの周知で済む情
報等についてはこれまで同様にお願いしたいと思います。（山北支所　地域振興
課　総務管理室）

山北→集落

43 北中 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
市道北中大沢
線改良工事

北中地内加藤美知子さん宅前の市道が狭く除雪が無理な現状。 1 集落個別事項
管内の緊急性を考慮しながら、今後計画してまいりたいと考えておりますのでご
理解をお願いいたします。

44 北中 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続
北中林道の拡
幅と舗装

輪ブレが酷くなっています。 1 集落個別事項
　現地を確認した後、必要な区間について早急に維持補修を行います。

45 北中 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続
林道赤沢線に
通じる沖田地
内の農道舗装

木材の搬出などが多く、舗装が非常に傷んでいます。 1 集落個別事項

　路面の損傷が見られますが、農業関係車両等の通行に支障はない状況と思われ
ます。今後車両等の通行に支障が見られる場合は必要に応じて損傷個所の修繕を
検討してまいります。

46 北中 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
道路側溝の拡
幅改修

小野清さん宅隣の防火用水付近から大滝小太郎商店三叉路まで道
路左側側溝の拡幅改修をお願いします。スコップが入らず冬期間
の除雪に苦慮してます。

1 集落個別事項

毎年道路管理者である県に要望しておりますが、事業化に至っていないため引き
続き要望いたします。

47 北中 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続
林道北中線沿
線の治山工事

ヌマノ沢とカザフキ沢の治山工事をお願いします。大雨が降ると
土砂が流入するので土留めをお願いします。

1 集落個別事項

　現地確認の結果、現時点においては山林の荒廃状況が著しいと判断されないた
め、治山事業の実施については、今後の経過観察を行った上で判断してまいりま
す。
　降雨による流出土砂の撤去については、林道・農業用水路等の各施設の管理者
と連携し、維持作業により対応してまいります。

48 北中 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続
砂防ダムから
の三面護岸の
延長

フカ沢砂防ダムからの三面護岸をヤマダ沢用水路との合流地点ま
で延長願います。大雨時、大きな石が流れ、三面護岸していない
所は石垣に穴があき浸食が見られます。

1 集落個別事項

　現地を確認し既存施設（石積水路）の劣化状況を確認いたしました。喫緊の倒
壊等の恐れは低いと思われますが、旧式の構造であることから、今後は状況の確
認に努め必要があれば治山事業の実施について県と協議いたします。

49 北中 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 水路補修
大滝春子さん宅横を通る水路の補修工事を願います。水路から宅
地内に水が浸み込み湿気がひどい状態です。

1 集落個別事項
現地確認し修繕を計画します。

50 北中 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

継続 防犯灯の新設
黒川俣ふれあいセンターと北中生活改善センターに通じる坂道に
防犯灯を新設願います。坂道が暗く危険です。

1 集落個別事項
防犯灯の新設については、集落が事業主体となって設置を行うもので、その費用
の一部を市で補助する制度があります。現地の状況、設置基準等も考慮する必要
がありますので、個別に担当までご相談いただきたいと思います。

51 北中 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
水路の改修工
事

大滝英明さん宅へ通じる道の下を通る水路の改修工事を願いま
す。大雨や雪を流した時にすぐ詰まり小田貞明さん宅前に水・雪
があふれ出します。

1 集落個別事項

当該箇所については、水路が多目的の集落用水として使われており、本来の水嵩
より多くの水が流れている状態です。
大雨時は溢れないように集落の堰守担当者が頭首工からの取水制限を行っている
とのことから、今後も日頃の維持管理についてはお願いをいたします。
また冬期間の消雪で、水路に雪を流すため詰まり溢れ出すとのことですが、側溝
には消雪パイプで融雪した水を流すのが本来の目的のため、直接流すことは極力
避けていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。

52 北中 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
山腹の調査、
対応

北中林道入口の市道沿いの山腹急傾斜地現地調査を行い対応をお
願いします。墓地内にクラックが見られます。

1 集落個別事項
当該箇所は、土砂災害防止法により土砂災害特別警戒区域の急傾斜地に指定され
ているため、県の砂防担当に現地調査を要望いたします。
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令和元年度 集落要望一覧 【山北地域区長連絡協議会】
№ 集落名 要望先 担当課 継続区分 項目 要旨 対応CD 対応 回答 備考

53 北黒川 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

新規
林道雨坂線改
修

林道雨坂線は降雨のたびに洗掘され通行に支障があることから、
舗装もしくは敷砂利等で路面の整正をお願いします。

1 集落個別事項
　早急に維持補修を行います。また、起点から約200ｍ地点の横断排水の改修工
事を計画しておりますので、準備が整った際に再度ご連絡させていただきます。

54 北黒川
新潟県
村上市

山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
２級河川の河
床掘削

２級河川の大林沢川と越沢川の河口口は勝木川に合流しており、
河口口に大量の土砂が堆積しており、河口閉塞や勝木川の閉塞の
危険があるので撤去願います。

1 集落個別事項

二級河川越沢口川については、土砂が大量に堆積しているため毎年河川担当者で
ある県に要望しておりますが、事業化に至っていないため引き続き要望いたしま
す。
また準用河川大林沢川は、管内の緊急性を考慮しながら、順次実施してまいりた
いと考えておりますのでご理解をお願いいたします。

55 北黒川 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

新規 治山ダム設置

市河川ビヤグリ沢川に治山ダム、谷止めの設置要望。例年雪解け
時や降雨期にビヤグリ沢が越水し、市道8号線(北黒川～中津原)
に土砂と共に流失し、集落の手作業で土砂排出しているので土留
め施設設置をお願いします。

1 集落個別事項

　現地確認の結果、現時点においては山林の荒廃状況が著しいと判断されないた
め、治山事業の実施については、今後の経過観察を行った上で判断してまいりま
す。
　降雨による流出土砂の撤去については、農業用水路等の各施設の管理者と連携
し対応してまいります。

56 北黒川 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続 有害鳥獣対策
サル、カラス、ハクビシンの被害が顕著。市全体の対策をお願い
します。

2 山北地域全体

　野生動物による農作物を中心とした有害鳥獣被害は、村上市内の山間部を中心
に農地全域で深刻化しており、市も対策として電気柵設置等の奨励による防除、
猟友会による駆除を強化して取り組んでおります。特に、電気柵の設置につきま
しては、平成29年度から市単独費補助金交付事業の要件を緩和し取り組んでお
り、また、集落及び農家組合等の団体からの申請に限っては、防護ネット等の資
材購入に対する助成制度も創設しているところです。今後も上記対策の継続を中
心として、より有効な対策について検討を進めてまいります。
　集落等におかれましても、周辺山林の整備や休耕圃場の草刈、農作物の栽培に
ついては「採らないものは作らない」等、ニホンザルをはじめとする野生動物を
人里に近づけない対策にご理解とご協力をお願いいたします。

57 中津原 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
勝木川河川改
修

例年要望しているが、中州の土砂排除及び堤防の決壊が進んでい
ることから河川管理者へ要望してくださるようお願いします。
集落センター、民家４軒や田畑、国道の通行止めなどの被害が予
想されますので、現状を調査し、早急に対応願います。

1 集落個別事項

本件については、今年度県の河川担当が河床掘削工事発注を行い現在工事中で
す。

58 中津原
国交省
村上市

山北支所 産業建設課
産業観光室

継続
前堰（R7沿
線）の土砂排
除、側溝改修

国道7号沿線居住側の側溝（兼農業用排水・生活用排水路）の流
れが悪くなり、特に冬期間の除雪（車道・歩道除雪車の往来が非
常に多い）に支障をきたしている。国交省に要望してください。

1 集落個別事項
　通水については支障がない状況ですが、流れが悪くなる原因として土砂等の堆
積が考えられます。堆積した土砂の排出等について集落で管理をお願いします。
国交省への要望については継続して行います。

59 中津原 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続
シシ沢排水口
改修

ホクエツリサイクル資材置き場裏、治山工事の三面張の排水口と
水路が交差し、杉枝、岩等が溜まる状況。工事施工方法と水路下
流の廃田により管理が難しくなったことが原因と思われます。昨
年度の回答では改修予定なしとのことであるが、他の場所も調査
のうえ再検討をお願いします。

1 集落個別事項

　現場を確認したところ、交差地点及びその下流に土砂が堆積することで流れが
悪くなっている状況です。排水口の改修は計画されていませんので、堆積土砂の
排出等により集落での定期的な管理をお願いいたします。

60 鵜泊 村上市
山北支所 地域振興課
地域福祉室　山北教
育事務所

新規
学童用バス待
合所の設置

小林徹宅前に学童用の待合所設置 1 集落個別事項

子どもたちは、海岸から１００メートル程離れた集落内にある民家の前でバスを
待っており、冬でも波しぶきの影響が少ないものと考えておりますので、バス待
合所の設置は現在のところ考えていません。冬期間については運行時間の調整等
で、外で待つことなくバスに乗車できるように検討します。

61 鵜泊 村上市 消防本部 新規
消防車輌格納
庫の建て替え

建物の老朽化により 1 集落個別事項
現状を確認しています。修繕で対応可能なところについては修繕対応していく予
定です。今現在としては、建て替えの予定はございません。

62 鵜泊 村上市
山北支所 地域振興課
地域福祉室

新規
保護司会の協
力金について

集落単位で募ってはどうか。世帯ごとではなかなか集まらない。 1 集落個別事項

協力金は任意でであり世帯単位で協力を頂いておりますが、集落一括で納めてい
る集落も一部あります。集落の総会等で同意が得られれば、集金方法については
集落に負担がかからない方法で構いません。

※保護司会事務局に確
認。山北以外でも集落一
括で納めている集落もあ
り。どちらでも構わな
い。

63 寝屋 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
石動神社の落
石防止対策

石動神社裏山山腹は風化した岩山が露出しており、落石の危険性
があることから早急に対策をお願いします。県では24年度に調査
測量等を行いましたが、今だ事業化に至ってません。早急に新規
事業として採択されるよう引き続き要望します。当該箇所は「急
傾斜地」「土砂災害特別警戒区域」の指定区域です。

1 集落個別事項

県に確認したところ、本年度で芦谷地区急傾斜地崩壊対策事業が完了することか
ら、新年度から当地区で新規事業を行う計画があると回答がありました。
また昨年8月に発生した小崩落箇所については、県で急傾斜地指定区域に追加指
定され本年8月、法面対策工事が発注されております。

64 寝屋 村上市
山北支所 地域振興課
総務管理室

継続 避難道整備

当集落は地形的に石動神社しか逃げ場がなく、津波ハザードマッ
プも避難場所として指定しています。また県営寝屋漁港を訪れる
人たちの避難場所でもあります。しかし避難路としての石段が
年々変形し支障をきたしています。これまで、石段改修には政教
分離の観点から市が実施するのは困難で、まちづくり協議会の助
成制度を活用すべきと回答をもらっていますが、工事費に多額
（100万円以上）を要することから対象外とのことです。人命に
かかわる大事なことであり、現在あるものの有効活用するという
観点からも、整備について特段の支援をいただきますよう再度要
望します。

1 集落個別事項

石動神社の石段改修については、例年回答させていただいておりますが、主な用
途が参道であることから、緊急時に避難路として使用するものであっても政教分
離の観点から市が石段改修工事を実施することは困難であると考えております。
ご理解をお願いします。（山北支所　地域振興課　総務管理室）

65 寝屋 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続

市道寝屋1号線
の一部路肩補
強及び防護柵
設置

本間貴則宅前からゴミ小屋間約200ｍの道路路肩が年々崩れ落ち
て道路幅が狭くなっている箇所や、道路下が2ｍ位の段差がある
危険な個所が数カ所あります。昨年は道路側溝と一部転落防止柵
の新設、JR法面の防草シートを付設いただきありがとうございま
した。引き続き未整備箇所の路肩補強と転落防止柵の設置をお願
いします。

1 集落個別事項

現地を確認したところ、平成29年度に道路側溝を布設した先の市道路肩で、修繕
が必要な箇所が見られるため修繕を計画いたします。
またJR線路法面については、昨年度で防草シート敷設が完了しています。
転落防止柵については、防護柵の設置基準である路側高さが適用範囲外であるた
め、新設等の計画はありませんのでご理解をお願いいたします。
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令和元年度 集落要望一覧 【山北地域区長連絡協議会】
№ 集落名 要望先 担当課 継続区分 項目 要旨 対応CD 対応 回答 備考

66 寝屋 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
国道345号側溝
改良

国道345号寝屋地内には歩道がないため、道路側溝の上を通行し
ていますが、側溝と蓋のすき間が大きい、道路と段差がある、側
溝に蓋がかかっていない箇所があるなど危険です。３年続けて道
路側溝改良工事を実施していただきましたが、残りの未改修区間
（特に蓋がかかっていない箇所）の早急な改修を県に要望してく
ださい。

1 集落個別事項

平成29年度に県が一部側溝改修を行いました。
未改修区間については毎年道路管理者である県に要望しておりますが、事業化に
至っていないため引き続き要望いたします。

67 寝屋 村上市
山北支所 地域振興課
総務管理室

継続
村上市光回線
テレビ加入

寝屋地区テレビ共同受信施設は、国、県、旧山北町からの補助で
H27年12月に完成後12年が経過し、施設全体に経年劣化が出てお
り、受信機本体が塩害による腐食が進んでます。ついては、1～2
年の内に村上市光回線テレビへの移行（加入）をお願いし、加入
決定後には当該施設を解体撤去する計画です。また、加入料5万
円の免除についても併せてお願いします。

1 集落個別事項

既に自治会長様にはお示ししておりますが、共同アンテナ廃止に向けた情報通信
工事の準備を始めております。年内に完了したいと考えておりますが、ご家庭に
設置した設備からの接続は自己負担となり、情報通信施設移設等申請書の提出な
どの手続きもあることから、各ご家庭にご理解を賜りますようお願いいたしま
す。これからも進捗状況に応じ随時、連絡させていただきます。（山北支所　地
域振興課　総務管理室）

68 寝屋 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
勝木川河口の
河川改修

勝木川河口付近は、高波の度に砂等が河口に堆積し、流れが左側
に大きく蛇行するとともに、離岸堤の内側を流れています。この
ことは海、川の生態系や海岸の浸食などに悪影響を及ぼしている
ので、堰堤等の設置し、川の流れが常にまっすぐ海に流れるよう
県に要望してください。

1 集落個別事項

毎年河川管理者である県に要望しておりますが、事業化に至っていないため引き
続き要望いたします。

山北→集落

69 寝屋 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 離岸堤の設置

寝屋から出戸間の国道345号集落入口付近及び周辺民家に大時化
時、波しぶきがかかります。これは海岸の浸食や決壊などが著し
いためで、国道345号にも影響を及ぼす恐れがあります。そのた
め、離岸堤を南側に延長（増設）するなどの対策を県に要望して
ください。

1 集落個別事項

貴地区を含め、山北地域海岸沿線の冬季風浪等に係る越波、海岸浸食対策につい
ては、集落及び山北地域海岸保全事業促進期成同盟会からの要望を受け、毎年県
に整備要望を行っているところですが、事業化に至っておりませんので引き続き
要望いたします。

山北→集落

70 寝屋 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続

国道345号寝屋
集落入口付近
の交通安全対
策及び道路改
良

勝木方面から集落入口にさしかかるカーブはスピードが出やすく
見通しが悪いため交通事故が発生したり、重大事故につながりか
ねないケースが多々あります。道路改良を含めた抜本的な交通安
全対策をお願いします。また、臨港道路北側から国道345号へ進
入時（特に左折）、国道勝木方面から右折して臨港道路に進入す
るときの交通安全対策をお願いします。
昨年の回答で道路線形改良の場合、用地買収、住宅移転など地元
協力が不可欠で、地元の意向を聞いたうえで要望したいとのこと
でしたが、どこが移転しなければならないか具体的に明示できな
いものか。

2 山北地域全体

県に確認したところ、山北地区では道路幅員が狭くバス路線であるにも関わらず
普通車の交換も出来ない区間が多く点在し、かつ見通しが悪く通行の安全が確保
できない路線を優先して現在事業を進めており、対象となる1路線について平成
28年度より道路改良工事を継続している区間において、本年度も引き続き工事を
行うと回答がありました。
工事箇所は貴集落ではありませんが、事業費も大きく複数路線を同時施工するこ
とはできず、今後も同じような現況の路線工事が上位計画にあるため寝屋地区の
道路改築工事は今現在計画にはないとのことです。
市としては、将来的に計画に載れるよう県の道路管理者には引き続き要望をいた
しますのでご理解をお願いいたします。
寝屋から出戸集落方面へのカーブはスピードが出やすく、交通事故による海岸へ
の転落の恐れがあるため道路防護柵の設置を引き続き県に要望いたします。
また臨港道路北側から国道345号への出入り時の交通安全対策も併せて県に要望
いたします。（建設管理室）

71 碁石 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
碁石海水浴場
沖へ離岸堤の
設置

碁石海岸は、近年、浸食が激しく異常気象により階段護岸、建設
作業場、海水浴場施設、墓地等に大きな被害がありました。また
羽越本線用地まで越波し海岸浸食が進んでおり、今後も集落財産
や公共施設等の被害が増大する危険性があります。海水浴場の運
営も危ぶまれ、碁石の貴重な宝、誇りである「白い石、黒い石の
砂浜」の保全しつつ、地域振興に繋げていく必要があります。離
岸堤の設置をお願いします。

1 集落個別事項

貴地区を含め、山北地域海岸沿線の冬季風浪等に係る越波、海岸浸食対策につい
ては、集落及び山北地域海岸保全事業促進期成同盟会からの要望を受け、毎年県
に整備要望を行っているところですが、事業化に至っておりませんので引き続き
要望いたします。

72 碁石 JR
山北支所 地域振興課
総務管理室

継続 列車騒音対策

平成25年度から要望し、関係機関から現地確認や対応等をご配慮
いただいておりますが、列車通過の際の騒音は、電話の会話がで
きない、テレビの音が聞こえない等、生活に支障がある状況が続
いています。ロングレール化による騒音改善対策をお願いしま
す。

1 集落個別事項

電車運行時の騒音軽減対策としてのロングレール化による対応の検討を引き続き
ＪＲに要望いたします。（山北支所　地域振興課　総務管理室）

73 碁石 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続
海岸沿い市有
地のごみ撤去

碁石海水浴場第２駐車場北側の市有地にプラ容器等のごみが溜
まっており、冬期間の強風により周辺畑等に散乱します。清掃を
お願いします。

1 集落個別事項

  現地を確認した結果、堆積状況が著しいことから今年度については、観光担当
で撤去を早急に行います。
　地形上漂着物の堆積は避けられないと思われますので、今後は直接の管理担当
に連絡し協議いたします。

74 勝木 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

継続 空き家対策 崩壊等の恐れがある空き家の対策をお願いします。 2 山北地域全体

「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「村上市空き家等の適正管理に関
する条例」に基づき、空き家等の所有者（管理者）に文書や直接お会いするなど
して、適正管理をしていただくようお願いし、対処していただいているところで
あります。しかしながら、適正な管理をしていただけない空き家も多くあります
ので、管理不全な空き家に対しましては、引き続き所有者（管理者）に適正管理
をしていただくよう、指導等をしてまいります。

75 勝木 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

継続 信号機設置
消防消舎横から間瀬に行く国道に押しボタン式信号機の設置を強
くお願いします。（2018年8月に死亡事故あり）

1 集落個別事項

当該箇所への信号機設置要望については、警察を通じて県の公安委員会に昨年も
要望しておりますが設置に至っておりません。今後も引き続き要望していきま
す。

76 勝木 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

継続
道路標識位置
変更

学童保育所の通所道路でもある大滝計三宅前に設置してある「止
まれ」の道路標識の位置の変更をお願いします。またドライバー
への注意喚起として「学童通行・徐行・運転注意」等の標識を既
設電柱を借りて設置できないでしょうか。

1 集落個別事項

当該箇所はコンクリート蓋付のＵ字溝があり、「止まれ」標識の移設には道路構
造上の問題があります。そのことを踏まえて、引き続き警察を通じて公安委員会
に相談、要望していきます。
「学童通行・徐行・運転注意等の標識」については、注意喚起看板を電力柱およ
びＮＴＴ柱へ共架し、設置できるよう関係機関と協議します。
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令和元年度 集落要望一覧 【山北地域区長連絡協議会】
№ 集落名 要望先 担当課 継続区分 項目 要旨 対応CD 対応 回答 備考

77 勝木 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 市道の拡幅
大滝計三宅からごみステーション間の道路拡幅をお願いします。
車の通行量が増加し、すれ違いも出来ず歩行者が危険です。

1 集落個別事項
管内の緊急性を考慮しながら、今後計画してまいりたいと考えておりますのでご
理解をお願いいたします。

78 勝木 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 市道修繕 本間冨美男さん宅から山側の側溝に蓋の増設をお願いします。 1 集落個別事項
平成29年度から2箇年連続で蓋掛けを行いました。
本年度も引き続き蓋掛けを計画いたします。

79 勝木 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

継続
カーブミラー
設置

斎藤光弥宅、佐藤和江宅間の道路から見て、左右の見通しが悪い
のでカーブミラーを取り付けてください。

1 集落個別事項
左前方にあるＮＴＴ柱に共架して設置できるようＮＴＴと協議します。

80 勝木 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

継続
カーブミラー
設置

斎藤光夫さん宅から国道７号に出るところが府屋方面からの車が
よく見えないので、カーブミラーの設置をお願いします。

1 集落個別事項

国道7号の占用手続き等、国交省との協議が必要となりますので、十分に内容を
精査した上で、引き続き対応を検討していきたいと思います。
当面は十字路の信号に注意し、安全確認を十分にしてから通行をお願いします。
併せて、十字路の信号を積極的に活用するよう近隣住民に周知願います。

81 勝木 村上市
山北支所 地域振興課
総務管理室

継続
歩行者用通路
設置

国道7号と県道勝木停車場線の十字路の用水路側の電柱があり、
歩道が狭く危険です。改良をお願いします。

1 集落個別事項

当該電柱はＮＴＴ柱であり、そこに信号機が共架している状況です。ＮＴＴに移
設要望し協議したいと思いますが、普段の通行には十分ご注意いただきたいと思
います。（山北支所　地域振興課　総務管理室）

82 勝木
国交省
村上市

山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 道路拡幅
国道７号から寝屋に通じる道路の７号線への出入口の拡張（車同
士がすれ違いできる程度）、もしくは国道7号からの左折者が国
道上で待機できる左折レーンを設置していただきたい。

1 集落個別事項

羽越河川国道事務所に確認したところ、勝木地区事故対策事業に伴う交差点改良
工事は当初の改修計画が完了しており、今後日常的に渋滞が続いたり交通事故が
多発するなどの事例がない限り新たな工事計画の協議は行わないと回答がありま
した。
市としても現場状況や管内の緊急性を考慮しながら今後の対応を検討していきた
いと考えておりますのでご理解をお願いいたします。

83 勝木 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 水路の改良
勝木用水路下大蔵から勝木間の新交側から南小学校までの改良を
お願いします。（土側溝部分）

1 集落個別事項

排水路の断面は確保されていると考えており現在改修の予定はありません。
昨年度ボックス排水口付近で小規模な陥没がありましたが、維持修繕で対応して
おり今後も維持管理に努めてまいりたいと考えておりますのでご理解をお願いい
たします。

84 勝木 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 水路の改良
(株)佐藤工業からJRガード間の水路（土側溝）の改良をお願いし
ます。（現地で説明したいと思いますのでよろしくお願いしま
す。）

1 集落個別事項

今回要望のあった土側溝箇所については、改修断面が下流のJR軌道横断ヒューム
管より大きくなり排水施設の管理上問題があるため施工ができないことや、改修
においてはJR軌道の排水施設改良に莫大な事業費が必要となること、またJRから
の施工許可自体下りないことが予想されるため事業化は困難であり、現在改修計
画はありません。
今後も維持管理に努めてまいりますのでご理解をお願いいたします。

85 勝木 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 水路の改良
大滝金和宅脇の水路（十字路）の改良をお願いします。（子供の
登下校時に危険です。）

1 集落個別事項
管内の緊急性を考慮しながら順次計画してまいりたいと考えておりますのでご理
解をお願いいたします。

86 勝木 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規 側溝土砂処理
市道勝木府屋線（グループホームしおかぜ駐車場奥）の側溝土砂
上げと、前年度集落で上げた路面上に置いてある土砂の処理をお
願いします。

1 集落個別事項

現地確認し、維持管理作業を計画します。

87 間瀬 村上市
山北支所 地域振興課
総務管理室

新規
避難場所看板
の張替え

菅原惣佐エ門車庫の避難場所看板が一部はがれており張替えてい
ただきたい。

1 集落個別事項
現場を確認し状況は把握いたしました。他集落の看板同様、順次対応してまいり
たいと思います。（山北支所　地域振興課　総務管理室）

88 立島 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

新規 防犯灯の新設
佐藤興屋さん宅前と立島橋から遠矢崎方面に行く道路の丑右エ門
さん宅作業所の前に設置願いたい。周辺に明りがなく集落の出入
口なので防犯上からも新規設置願いたい。

1 集落個別事項

防犯灯の新設については、集落が事業主体となって設置を行うもので、その費用
の一部を市で補助する制度があります。現地の状況、設置基準等も考慮する必要
がありますので、個別に担当までご相談いただきたいと思います。

89 立島 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 市道の修繕
立島橋から７号線出口（下大蔵地内）までの道路、100ｍ間の舗
装修繕を願います。集落の出入口であり、所々ひび割れ、陥没し
ている所もあります。

1 集落個別事項

昨年度沈下の大きい箇所の修繕を実施しました。
今後も管内の緊急性を考慮しながら順次実施してまいりたいと考えておりますの
でご理解をお願いいたします。

90
板屋沢・
垣之内

村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
三桂事務所脇
用水路整備

三桂事務所及び倉庫脇の水路が市道法面下50㎝にあるため、その
段差をなくし市道面と同じ高さにしてほしい。道路幅が3ｍと狭
く、譲り合わないとトラック積込等で通行待ちができる。

1 集落個別事項

当該路線の通行においては、地元集落の方を優先し通行待ちとならないように、
三桂事務所へ協力をお願いすることが必要であると思われます。
水路については、管内の緊急性を考慮しながら順次計画してまいりたいと考えて
おりますのでご理解をお願いいたします。

91
板屋沢・
垣之内

村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
市道2号線の舗
装修繕

林道工事、材木の運搬等で舗装が傷んでおり、一部沈下も（マン
ホール付近）見られます。舗装の手直しを要望します。

1 集落個別事項
管内の緊急性を考慮しながら順次実施してまいりたいと考えておりますのでご理
解をお願いいたします。

92
板屋沢・
垣之内

新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
板屋沢川左岸
道路の舗装

現状は地先の住民が草刈等の作業をしてますが、高齢化によりい
つまでできるかわかりません。簡易舗装し作業の軽減ができるよ
う要望します。

1 集落個別事項

毎年河川管理者である県に要望しておりますが、事業化に至っていないため引き
続き要望いたします。

93
長坂・遠
矢崎

村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室
産業観光室

新規
市道の舗装補
修及び水路の
作り直し

市道勝木上大鳥線、遠矢崎地内の舗装が傷んでおりトラック等の
騒音があるので舗装の打替えを願います。また道路排水や農業用
水、集落内排水が入る水路が壊れており、集落で補修してますが
市道にも影響がありますのでお願いします。

1 集落個別事項

舗装については、管内の緊急性を考慮しながら、順次実施してまいりたいと考え
ておりますのでご理解をお願いいたします。（建設管理室）

94 北赤谷 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

新規 ダムの建設 北赤谷川の上流に土砂崩壊防止のため砂防ダムを造ってほしい。 1 集落個別事項

　県管理河川北赤谷川の下流最終の谷止工については、流出土砂の堆積もなく良
好な状況であることを確認いたしました。施設の追加整備については、喫緊に必
要ないと判断いたしますが、昨今の異常気象等を踏まえ状況に変化があった場合
ご連絡願います。
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令和元年度 集落要望一覧 【山北地域区長連絡協議会】
№ 集落名 要望先 担当課 継続区分 項目 要旨 対応CD 対応 回答 備考

95 北赤谷 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
市道の落石対
応

勝木上大鳥線の北赤谷～北田中の中間付近で落石があったので、
調査し対策を取ってほしい。

1 集落個別事項

現地を確認したところ、山の中腹斜面で腐食した立木が倒れ、根に絡みついてい
た石の塊が落ちたものでした。
他に落石の恐れがある箇所は確認されませんでしたが、通行者への周知のため現
場に落石注意の看板を設置いたしました。
今後も定期的に道路パトロール等を行っていきたいと考えています。

96 北赤谷 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
河川雑木の伐
採

赤谷川と勝木川合流付近の雑木が川にせり出しているため危険な
ので伐採をお願いします。

1 集落個別事項
昨年度県の河川担当が支障となる雑木の伐採を実施しました。

97 北赤谷 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 橋の改修
北赤谷橋は14ｔ過重であり大型車の通行ができないので、架替え
してほしい。

1 集落個別事項

現在、市で北赤谷橋架替工事の計画はありません。
全ての市道橋について計画的に点検を実施しており、修繕が必要とされた橋りょ
うについて計画的に修繕工事を実施していますが、平成27年度に実施した点検で
は差し迫った危険性はない旨報告がなされています。
今後も維持管理に努めてまいりますのでご理解をお願いいたします。

98 北赤谷 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規
河川の雑木伐
採

北赤谷橋上流で川に被さっている木を伐採してほしい。 1 集落個別事項
赤谷橋上流の雑木については、民有地であり該当する立木は基本的には所有者に
伐採していただくことになりますのでご理解をお願いいたします。

99 北赤谷 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

新規 水路の改修 本間克彦宅前の水路出口の改修を願います。 1 集落個別事項

　現場を確認したところ、排水口での農業用水の分配のための機能であることか
ら、取水量の調節、排水の支障となる枝葉等の管理について、農業用水の管理者
及び用水引込み先の耕作者等と協議いただくようお願いいたします。

100 桑川
新潟県
村上市

山北支所 産業建設課
建設管理室
山北教育事務所

新規
市道の樹木伐
採と崩壊防止

緊急避難所桑川ふれあいセンターに通じる市道の北側法面の桜の
木伐採と土砂崩れ防止をお願いします。桜の木は私有地にありま
すがS59年に日本桜の会より寄贈され学校敷地内では植きれず校
長、PTA役員が頼んで植樹した経緯があります。

1 集落個別事項

当該箇所は、土砂災害防止法により土砂災害特別警戒区域の急傾斜地に指定され
ているため、県の砂防担当に現地調査を要望いたします。（建設管理室）
通行の支障となる危険性が高いものについては伐採を検討します。(教育事務
所）

101 桑川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
防波堤の柵設
置

弁天岩駐車場の防波堤の陸側は段差が低く腰かけて足を海側に出
している人が見られるが、5ｍ以上の落差があり柵がないと危
険。

1 集落個別事項

県に確認したところ、山北から村上までの海岸線で金属製の転落防止柵が腐食に
より破損している箇所がかなりあることから、現在順次修繕計画を立て対応して
おり、新設箇所については修繕完了後に計画したいとの回答がありました。
市としては、引き続き県に設置要望をいたしますのでご理解をいただきますよう
お願いいたします。

102 桑川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
夕日会館前階
段の修繕

海に通じる階段の中央と両側が剥がれているので、修復していた
だきたい。

1 集落個別事項

現場を確認したところ、昨年度より破損箇所が増えており当地区は観光客も多
く、誤って足を取られ転ぶ危険性もあることから、引き続き早期に修繕対応して
いただくよう県に要望いたします。

103 桑川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
波消ブロック
の嵩上げ

時化による越波防止のため全域の波消しブロックの嵩上げをお願
いします。特に民宿ちどり～相馬綾子宅の間で、数年前一部実施
しましたが、危険な状態です。

1 集落個別事項

貴地区を含め、山北地域海岸沿線の冬季風浪等に係る越波、海岸浸食対策につい
ては、集落及び山北地域海岸保全事業促進期成同盟会からの要望を受け、毎年県
に整備要望を行っているところですが、事業化に至っておりませんので引き続き
要望いたします。

104 笹川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 離岸堤の設置
笹川海岸に離岸堤の設置を要望します。護岸に隣接の国道345号
及び駐車場に3カ所陥没がありました。

1 集落個別事項

貴地区を含め、山北地域海岸沿線の冬季風浪等に係る越波、海岸浸食対策につい
ては、集落及び山北地域海岸保全事業促進期成同盟会からの要望を受け、毎年県
に整備要望を行っているところですが、事業化に至っておりませんので引き続き
要望いたします。
また隣接の国道345号の波返し護岸基礎部や、上部歩車道部分と駐車場の陥没箇
所については県で修繕を実施しました。

105 笹川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 護岸補強工事
笹川護岸中流部の基礎部修理を要望します。隣接市道に陥没があ
りました。

1 集落個別事項
市道陥没箇所については市で修繕を行いました。
また、本年度県の河川担当が護岸修繕の発注を行い現在工事中です。

106 板貝 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 市道の舗装
市道2号線は集落から田畑への道路となっており、年配者が多く
押し車での通行が大変なため、舗装をお願いします。

1 集落個別事項

管内の緊急性を考慮しながら順次実施してまいりたいと考えておりますのでご理
解をお願いいたします。

107 板貝 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続

越波対策の離
岸堤の設置及
び345号の転落
防止柵に暴風
ネット設置

冬場の大しけのとき波や砂が打ちあがるため、越波対策として離
岸堤の設置、防風ネットの設置（桑川なぎさロードを参考に）を
お願いします。

1 集落個別事項

県に確認したところ、山北から村上までの海岸線で金属製の転落防止柵が腐食に
より破損している箇所がかなりあることから、現在順次修繕計画を立て対応して
おり、新設箇所については修繕完了後に計画したいとの回答がありました。
防風ネットの設置も転落防止柵の設置と併せ要望いたしますのでご理解をいただ
きますようお願いいたします。

108 板貝 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

新規
橋に取付けて
ある鉄パイプ
取替

橋に沿って取り付けてある鉄パイプが腐食により穴が開いている
ので取替を願います。田畑に水を引く水路となっている大事な鉄
パイプです。

1 集落個別事項

　農業（圃場）用水の引き込みのための管と思われますが、現在水稲栽培につい
ては行われていないことから、漏水防止のための対策を検討してまいります。

109 板貝 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
河川敷の土砂
撤去

河川敷にヨシが生えて川幅が狭くなり、大雨時水位が上がるた
め、土砂の撤去をお願いします。

1 集落個別事項
毎年河川管理者である県に要望しておりますが、事業化に至っていないため引き
続き要望いたします。

110 今川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
防波堤の越波
対策

弘法トンネル手前の公衆トイレ付近の防波堤には根固めブロック
が入っていないため、歩道に越波して歩行に困っています。越波
対策をお願いいたします。（H27から要望してますが引き続き県
へ要望願います）

1 集落個別事項

貴地区を含め、山北地域海岸沿線の冬季風浪等に係る越波、海岸浸食対策につい
ては、集落及び山北地域海岸保全事業促進期成同盟会からの要望を受け、毎年県
に整備要望を行っているところですが、事業化に至っておりませんので引き続き
要望いたします。
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令和元年度 集落要望一覧 【山北地域区長連絡協議会】
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111 脇川
新潟県
村上市

山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
流木等の流入
防止

枝の沢河口に、流木・プラスチック類などのごみが流れ込まない
よう、流入防止のテトラポッド投入等の対策をお願いします。

1 集落個別事項

河口には県の消波根固ブロックが設置してありますが、冬季風浪等により流木や
細かいごみが河川に大量に流入している現状にあります。
毎年道路管理者である県に消波ブロック嵩上げの要望をしておりますが、事業化
に至っていないため引き続き要望いたします。
市としては、従来どおりごみの撤去などの維持管理に努めてまいりたいと考えて
います。

112 脇川 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続 林道の草刈り
林道脇川線の脇川踏切からニタ床坂までの道路沿線の草刈りにつ
いて、毎年継続して実施をお願いします。（2回刈り）

1 集落個別事項

　林道脇川線については、一部農道との併用利用区間があることなどを考慮し、
今後とも利用に支障が生じないよう維持管理に努めたいと考えております。
　草刈りの実施時期ついては、農作業の時期等を考慮し5月上旬と9月上旬を標準
とした上で、現地を確認し適宜行ってまいります。

113 脇川 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
白線の引き直
し

一車線で道路も狭く、歩道もないことから歩行者の安全確保と運
転者への注意喚起のため、集落内道路の白線が薄れていることか
ら引き直してもらいたい。

1 集落個別事項
昨年度白線の薄れが進んでいる区間について引き直しを実施しました。
今後も通行にあたり支障があると確認された箇所については引き直しを計画いた
します。

114 脇川 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

継続
交通事故防止
対策

寒川方面からの車と、集落から出る車の衝突事故を防止するた
め、集落北側（釣堀前）国道345号出入口の交通事故防止対策を
お願いします。赤色灯の設置及び「蓬莱の里」看板付近に駐車禁
止の標識又はコーンの設置を要望します。（現在設置のガードパ
イプは腐食して危険）

1 集落個別事項

当該地は見通しの悪い場所であるため、「止まれ」標識、カーブミラーや注意喚
起看板等を設置して交通事故防止対策を行っております。
より一層の安全運転をお願いします。
また、路面表示の再塗装及び「蓬莱の里」看板付近の駐車禁止看板等の設置につ
いては、関係機関に要望していきたいと思います。

115 脇川 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 側溝の蓋かけ
集落北側（釣堀前）の側溝に蓋をかけてください。ごみがたま
り、草も生え放題となり、環境衛生面からも必要です。

1 集落個別事項
要望箇所は、土留擁壁を利用した側溝となっており、蓋かけには側溝改修が必要
となりますが、早急な実施は難しいことから、当面は清掃を行いながら維持管理
に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

116 脇川 JR
山北支所 地域振興課
総務管理室

継続 避難道路整備

津波発生時の指定避難場所への通路整備を図りたいが、ＪＲ敷地
内のため施工は手続き上困難となっています。市とＪＲの継続協
議を要望します。また一時避難所にテントを用意できないものか
検討願います。

2 山北地域全体

ＪＲ線路敷地への立入は踏切以外認められていないため、線路横断を誘発するよ
うな道路、手摺り等の避難施設の整備は認められていないとのことですが、上海
府地区から山北地区までの線路及び駅の多くが津波の浸水区域になっていること
からＪＲ乗客の安全な避難のためにも、ＪＲ東日本新潟支社と引き続き協議を進
めてまいります。（山北支所　地域振興課　総務管理室）

117 脇川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
345号歩道陥没
箇所の復旧

R345沖見橋～蓬莱山間の歩道陥没箇所の早期復旧を関係機関に働
きかけてほしい。歩行者が車道を歩くので危険。

1 集落個別事項

歩道陥没箇所については、歩行者が車道を歩かなければならない危険な状態であ
ることから、道路管理者である県に早急な修繕と、JR側路肩部を仮歩道として使
用できるよう夏季の期間だけでも除草を徹底していただくよう併せて要望いたし
ます。
また貴地区を含め、山北地域沿線の冬季風浪に係る越波、海岸浸食対策について
は、集落要望及び山北地域海岸保全事業促進期成同盟会からの要望を受け、毎年
県に整備要望を行っているところですが、事業化に至っておりませんので引き続
き要望してまいります。

118 寒川 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
除雪対応につ
いて

・除雪時間を早く対応してほしい。
・寒川市場開設日は仮設場所を広く除雪してほしい。
・小型ショベルにより狭い道路も除雪してほしい。

1 集落個別事項

山北地区における主要な路線については、原則午前6時30分までに除雪作業を実
施し、通勤・通学等の交通確保に努めることとしておりますが、山北地区は集落
が点在し作業までの移動距離も長いため、降雪状況によっては目標時間までに終
了できない場合があります。
市でも限られた除雪機械で効率的な除雪作業を実施してまいりますのでご理解を
お願いいたします。
また、市場の件については、除雪計画に登載された市道除雪路線ですが作業にあ
たっては要望内容に留意の上実施いたします。
幅員の狭い市道4号線、27号線については、今後集落と除雪担当業者とともに雪
捨て場等の対応につき相談をさせていただき、安全を確保したうえで除雪を行え
るか検討いたします。

119 寒川 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
市道舗装修繕
について

・市道、佐藤熊次郎宅前の路肩拡幅修繕願います。
・市道、玉羽宅～斎藤正吉宅間で陥没箇所の修繕をお願いしま
す。
・市道で茶屋場小路内のアスファルト修繕した箇所が、また陥没
したので修繕願います。

1 集落個別事項

佐藤熊次郎宅前の路肩修繕と玉羽宅から斎藤正吉宅間の道路のくぼみ修繕につい
ては、現場調査の上修繕を計画いたします。
また茶屋場小路内の陥没箇所については修繕を実施いたしました。

120 寒川
新潟県
村上市

山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 側溝等の整備

・市道JR鉄橋下のグレーチングが車両通過時に音が出るので修繕
願います。
・斎藤正さん宅前のガードレール止めボルト、リベット等の腐食
があり外れる可能性があるので調査願います。
・寒川駅から郵便局間の側溝蓋が車の通過時に音が出るので対処
願います。

1 集落個別事項

JR鉄橋下の横断側溝については、管内の緊急性を考慮しながら順次実施してまい
りたいと考えておりますのでご理解をお願いいたします。
斎藤正宅前のガードレールについては現場調査し修繕を計画いたします。
寒川駅から郵便局間の側溝蓋については、道路管理者である県に引き続き要望い
たします。

121 寒川 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続 猿害対策
最近はJR線路を横断し、畑（民家の庭）まで来て作物を荒らして
いる状態なので檻の設置や頭数削減を願います。

2 山北地域全体

　野生動物による農作物を中心とした有害鳥獣被害は、村上市内の山間部を中心
に農地全域で深刻化しており、市も対策として電気柵設置等の奨励による防除、
猟友会による駆除を強化して取り組んでおります。特に、電気柵の設置につきま
しては、平成29年度から市単独費補助金交付事業の要件を緩和し取り組んでお
り、また、集落及び農家組合等の団体からの申請に限っては、防護ネット等の資
材購入に対する助成制度も創設しているところです。今後も上記対策の継続を中
心として、より有効な対策について検討を進めてまいります。
　集落等におかれましても、周辺山林の整備や休耕圃場の草刈、農作物の栽培に
ついては「採らないものは作らない」等、ニホンザルをはじめとする野生動物を
人里に近づけない対策にご理解とご協力をお願いいたします。

122 寒川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
市道落石の対
処

寒川駅から郵便局間の山側より落石が多々あり、道路をふさぎ危
険なので防護柵の設置を願います。

1 集落個別事項
毎年道路管理者である県に要望しておりますが、事業化に至っていないため引き
続き要望いたします。

山北→集落
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令和元年度 集落要望一覧 【山北地域区長連絡協議会】
№ 集落名 要望先 担当課 継続区分 項目 要旨 対応CD 対応 回答 備考

123 寒川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
波によるごみ
対策

国道345号芦谷墓地付近に海からのごみが多く上がり、危険なの
で対処願います。

2 山北地域全体
昨年度より道路管理者である県に要望しておりますが、事業化に至っていないた
め引き続き要望いたします。

124 寒川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
離岸堤の早期
完成

荒天時に離岸堤1期、2期間からの波が岸壁に当たる音が大きく、
地響きがするので調査、対応願います。

1 集落個別事項

貴集落の冬季風浪に係る越波対策については、平成24年度から県が海岸浸食対策
事業により計画的に離岸堤の整備を進めております。
引き続き事業の早期完成に向け要望しているところです。
また要望内容については、昨年度から県に調査要望をしておりますが、着手に
至っていないため引き続き要望をいたします。

125 寒川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
県道山北朝日
線の改良

県道山北朝日線について、安心・安全な市民生活の確保からも、
改良促進をお願いします。

1 集落個別事項

道路改良につきましては、毎年貴集落を含む主要地方道山北朝日線道路改良促進
期成同盟会と協議のうえ、要望箇所を選定し事業要望を行っており県のご理解の
もと事業が進められているところです。
昨年度も一部区間について改良工事が完成いたしました。
今後も地元と連携を図りながら事業促進を要望してまいりますが、改良事業にお
いては用地確保が重要となることから、より一層のご協力をお願いいたします。

126 寒川 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
急傾斜地防護
柵からの雑木

大窪沢から寒川駅間の防護柵を越え民家屋根まで伸びているので
対処願います。

1 集落個別事項
昨年度も急傾斜地指定区域管理者である県に要望しておりますが、着手に至って
いないため引き続き要望いたします。

127 寒川 JR
山北支所 地域振興課
総務管理室

継続
騒音・振動対
策

寒川駅から葡萄川間を通過する列車のレール継目部をたたく音及
び振動が大きいので、ロングレールにしてほしい。

1 集落個別事項
電車運行時の騒音軽減対策としてのロングレール化による対応の検討を引き続き
ＪＲに要望いたします。（山北支所　地域振興課　総務管理室）

128 芦谷
新潟県
村上市

山北支所 産業建設課
建設管理室

継続
市道6号線排水
路及び防波堤
下の砂利撤去

毎年12月～3月の波浪により側溝、防波堤下に大量の砂利が打ち
上がり排水路側溝に水が滞留、夏場悪臭が発生し環境悪化される
ので、毎年砂利の除去を願います。

1 集落個別事項

排水口の外側には県の消波根固ブロックが設置してありますが、冬季風浪等によ
り流木、砂利や細かいごみが大量に堆積している現状にあります。
毎年海岸管理者である県に消波ブロック嵩上げの要望をしておりますが、事業化
に至っていないため引き続き要望いたします。
市としては、従来どおり堆積砂利やごみの撤去などの維持管理に努めてまいりた
いと考えています。

129 越沢 新潟県
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 県道の改良
県道山北朝日線の毎年の工事に感謝していますが、引き続き更な
る改良促進、早期完成を要望します。

1 集落個別事項

道路改良につきましては、毎年貴集落を含む主要地方道山北朝日線道路改良促進
期成同盟会と協議のうえ、要望箇所を選定し事業要望を行っており県のご理解の
もと事業が進められているところです。
昨年度も一部区間について改良工事が完成いたしました。

130 越沢 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

新規 市道の舗装
市道６号線の舗装をお願いします。頻繁に使用され避難所に通じ
る道路です。

1 集落個別事項
管内の緊急性を考慮しながら順次計画してまいりたいと考えておりますのでご理
解をお願いいたします。

131 越沢 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

新規
葡萄川頭首工
に魚道の設置

寒川地内の頭首工に魚道設置願います。サケ、アユが越沢まで遡
上する川となって地域の自然保持と活性化につなげたい。

1 集落個別事項

　魚道の設置については多額の市の予算を伴うこと、河川管理者である県との協
議が必要であること等から現段階では計画しておりません。集落等で河川形状に
影響のない程度で魚が遡上しやすい環境整備等をお願いいたします。

132 越沢 村上市
山北支所 産業建設課
建設管理室

継続 市道の改良
市道４号線の改良について早期完成をお願いします。引き続き用
地所有者の同意を得られるよう完成を目指し努力します。

1 集落個別事項

当該路線は、平成23年度事業着手し、平成25・26年度の2箇年で工事可能な区間
の拡幅改良工事を実施しました。
要望箇所の拡幅改良は、用地取得が必要な区間であり平成29年度に用地取得の協
議に入りましたが、用地の所有者同意が得られていません。
今後も集落において用地取得のお願いを継続されることとは思いますが、今後の
計画は未定となっておりますのでご理解をお願いいたします。

133 越沢 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

継続 林道の舗装
矢止沢線の現在の舗装道路上部、130ⅿ舗装延長してもらいた
い。

1 集落個別事項

　H28年度で事業開始当初の集落要望による計画区間が完了したことにより、当
該路線の舗装事業については、一旦は完了したと判断しております。今後は林道
の利用状況や維持管理の頻度等を勘案した上で、舗装事業実施の必要性について
検討してまいります。

134 越沢 村上市
山北支所 産業建設課
産業観光室

新規
宮の下橋の塗
装

宮の下橋の腐食が進んでおり塗装を願います。 1 集落個別事項
　塗装等を含めた改修については、橋梁の安全点検後に実施する流れとなります
が、現在、本橋梁の安全点検の実施予定がないことから実施を要望していきま
す。

135 越沢 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

新規
カーブミラー
設置

市道４号線のカーブで見通しが悪く、カーブミラーを新設願いま
す。

1 集落個別事項
カーブミラーについては、現地を確認のうえ、管内の緊急性を考慮しながら設置
を進めているところであり、今後も同様に順次整備に努めてまいります。

136 越沢 村上市
山北支所 地域振興課
市民生活室

新規 空き家対策
当集落でも劣化が進んだ空き家が多くなり周辺にも影響を及ぼし
ていることから対策をお願いしたい。

2 山北地域全体

「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「村上市空き家等の適正管理に関
する条例」に基づき、空き家等の所有者（管理者）に文書や直接お会いするなど
して、適正管理をしていただくようお願いし、対処していただいているところで
あります。しかしながら、適正な管理をしていただけない空き家も多くあります
ので、管理不全な空き家に対しましては、引き続き所有者（管理者）に適正管理
をしていただくよう、指導等をしてまいります。

137 越沢 村上市
山北支所 地域振興課
総務管理室

新規 災害対策
災害想定時の対策について、市として集落の実績を考慮し、集落
ごとの避難場所を具体化した避難計画を検討してほしい

2 山北地域全体

今回の地震でも発災直後は、先ずは住民が命を守る行動をとっていただくことが
大切となります。貴集落の指定避難所はゆり花会館となっておりますが、市や気
象庁などの情報を確認していただきながら、状況により的確な避難行動をとるな
ど普段から心がけるようお願いします。市でも近年の災害状況を考慮しながら、
村上市地域防災計画について随時、検討を行ってまいります。（山北支所　地域
振興課　総務管理室）
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令和元年度 集落要望一覧 【山北地域区長連絡協議会】
№ 集落名 要望先 担当課 継続区分 項目 要旨 対応CD 対応 回答 備考

○新・継 137 　　　○対応 137 ○担当課 137
新規 40 集落個別事項 124 山北支所 産業建設課 建設管理室 77 【対応の判断基準】
継続 97 山北地域全体 13 山北支所 産業建設課 産業観光室 28 ①河川の除草、木の伐採等は「山北地域全域」に分類する

村上市全体 0 山北支所 地域振興課 総務管理室 11 ②離岸堤の設置等は集落により工法等が異なるため「集落個別」に分類する
山北支所 地域振興課 自治振興室 1 ③国道・県道等の一般的な改良・改修は「山北地域全域」に分類する
山北支所 地域振興課 地域福祉室 1 ④国道・県道等の特定箇所の改良・改修等は「集落個別」に分類する
山北支所 地域振興課 市民生活室 13
山北支所 地域振興課 地域福祉室　山北教育事務所 1
山北支所 0
山北支所 産業建設課 建設管理室
産業観光室

1

山北支所 産業建設課 建設管理室
地域振興課市民生活室

1

山北支所 産業建設課 建設管理室
山北教育事務所

1

0
0

消防本部 2
本庁 都市整備課 0
本庁 建設課 0
本庁 商工観光課 0
本庁 農林水産課 0
本庁 環境課 0
本庁 市民課 0
本庁 政策推進課 0
本庁 総務課 0
本庁 自治振興課 0
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