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問１８－１． 
問１８で「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と答えた方にお聞きします。

どのような景観、場所を保全していきたいと思いますか。 

 

（問１８．あなたは、柳津町の景観を守り、育てたいと思いますか。（圓

蔵寺下の門前町の町並み、只見川の雄大な流れ、棚田などの集落内や町

全域での風景など。） 

   

性別 年代 記述 

男性 ５０歳代 昔からの伝統的な風景 

男性 ６０歳代 只見川や只見線と新緑、紅葉の組み合わせ 

女性 ６０歳代 圓蔵寺を中心とした、柳津町内の景観、西山温泉郷の景観 

女性 ４０歳代 各集落のお寺や桜などの景観 

女性 ５０歳代 圓蔵寺周辺、まちなか（門前町） 

女性 ７０歳以上 久保田三十三観音 

男性 ４０歳代 観光インフラに乏しいので 

男性 ７０歳以上 滝谷川 

男性 ６０歳代 

棚田があり、小川があり、父母の働く姿があり、地域の助け合いにより

集落が形成され、祭り等の多くの行事が集落をつないでいた。町を離れ

た人々の心の中にはその風景が残っている。これから町を想像する子供

たちにも、町を離れた人々の交流人口として帰るためにも、今生活して

いる人のためにも残すことが町の財産であり存続につながる。 

男性 ７０歳以上 歴史的・（地域の文化的も含め）景観 

女性 ５０歳代 
柳津地区→圓蔵寺、只見川 

西山地区→博士山、つむじ倉滝 

男性 ６０歳代 つむじ倉滝、博士山 
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性別 年代 記述 

女性 ７０歳以上 圓蔵寺下の門前町など 

男性 ７０歳以上 博士山のブナ林、つむじ倉の滝 

女性 ５０歳代 門前町の町並み、桜並木 

女性 １５歳～１９歳 昔からの町並み 

女性 １５歳～１９歳 
自然環境で「ごみを捨てないでください」と書いてあるのに、ごみを捨

てる人がいたらごみを拾うか注意する。 

女性 ４０歳代 桜の木等 

女性 ３０歳代 すべて。柳津町を訪れた知人達は景色をほめてくれる。 

女性 ６０歳代 景色が素晴らしい 

男性 ６０歳代 他の町村に比べ景色が美しい 

女性 ４０歳代 只見川、圓蔵寺 

男性 １５歳～１９歳 圓蔵寺 

女性 ４０歳代 端光寺橋からの圓蔵寺の風景 

女性 ６０歳代 只見川の雄大な流れ 

女性 ２０歳代 歴史的建造物と只見川、柳津の豊かな自然が共存する景色 

女性 １５歳～１９歳 川の水質や山などの自然 

#REF! ３０歳代 桜並木 
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性別 年代 記述 

女性 ２０歳代 全て 

女性 ５０歳代 圓蔵寺周辺の四季折々にみられる景観、町全域での桜の景観 

男性 ５０歳代 自然と人々が共存した景観 

男性 ５０歳代 里山の保全 

女性 ４０歳代 
252号線沿いの桜並木、桜並木と只見川とのコラボレーションは絶景だ

と思います。圧巻です！！ 

男性 ４０歳代 只見川の景観 

男性 ２０歳代 川と花が見える場所 

女性 ６０歳代 圓蔵寺下の門前町の町並み 

男性 ７０歳以上 

現在の景観を守っていくことは大変重要、必要なことであるが、その前

段として、旧持寄地区の悪臭対策をしないことには、形だけの景観だけ

では住んでいる人達の生活が脅かされている 

女性 ６０歳代 
虚空蔵様周辺、美術館から龍蔵庵までの只見川沿いの散歩道周辺など、

桜だけでなく四季折々の花、樹木を植えればいいと思う。 

女性 ４０歳代 
圓蔵寺下の桜が少ない、川沿いにもっとあってもいい、持寄の豚の撤退 

不満が多い 

女性 ７０歳以上 
圓蔵寺下の門前町の町並みは過疎化が進んでもシャッターの閉まったり

しない町並みでいてほしい 

女性 ６０歳代 只見川の流れ、棚田などをゆっくり眺めていられる場所 

女性 ６０歳代 桜並木 

女性 ４０歳代 圓蔵寺、只見川、赤い橋の三位一体 

女性 ７０歳以上 くわしくはわからないが多いです 
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性別 年代 記述 

女性 ４０歳代 只見川の整備をして守ってほしいです 

男性 ６０歳代 桜の風景、河川の清流維持、山林・農地保全 

女性 ３０歳代 圓蔵寺からの眺め 

男性 ６０歳代 只見川ラインのイノベーション構想が欲しい 

女性 ６０歳代 只見川や棚田なども景観 

女性 ６０歳代 

川辺に桜を植えたりされているが植えっぱなしで誰も活用することなく

公園でもなく何の目的で植樹をしたのか疑問に思う場所もある。柳津町

の景観を守るとはどういうことなのか、自然とは何なのか町民 1人 1人

再度考え直してみては？ 

男性 ５０歳代 
魚渕のウグイは戻らず、山林は荒れていきます。町の景観を取り戻す活

動があれば、ぜひ参加したいです。 

男性 ６０歳代 門前町道路 

女性 ４０歳代 
大切なのもわかるが、只見川に流れ込む小川など。護岸工事で失われる

ものがある。 

男性 ５０歳代 寺町並み 

男性 ５０歳代 圓蔵寺下の門前町の町並み 

男性 ５０歳代 子どもたちが安心して遊べる場所 

男性 ６０歳代 圓蔵寺と桜の風景 

女性 ６０歳代 
町並みが心配です。長く続けてほしいが後継者がいないようなので心細

いです。 

男性 ６０歳代 
・河川の水のきれいさを保ってほしい 

・釣りが楽しめる場所が有ればと思う（安全を保ちながら） 
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性別 年代 記述 

女性 ６０歳代 里山ののどかさ、小さな生き物が生息できる環境 

男性 ４０歳代 圓蔵寺、只見川 

男性 ６０歳代 只見川の雄大な流れを保全していきたいです。 

男性 ６０歳代 圓蔵寺周辺の整備と町並みの景観 

男性 ２０歳代 河川の水質など 

女性 ６０歳代 只見川周辺、圓蔵寺の門前町並み 

男性 ５０歳代 

虚空蔵尊下の岩部が全く景観を損なうつくりとなった、強化しても景観

を損なわない表面加工まですべき（事前の説明と異なるのではない

か）、目立つところでもあるので早急な対応が必要である！ 

女性 ５０歳代 

春の桜は、感動するほどきれいです。今ある桜の手入れを町で手助けし

て下されば・・・ 秋の紅葉も最高です。観光バスを走らせたいくらい 

素晴らしい眺めを堪能できます 

男性 ６０歳代 

私は西山地区に住んでいますが柳津町でも有名な滝があります。私もす

きで時々写真を撮りに行くのですが もう少し滝へ行くまでの道路の整

備や滝周辺そして休憩所（あづまや）の整備、街並みも自然も大事にし

ていきましょう！ 

男性 ５０歳代 只見川、滝谷川 

女性 ５０歳代 さくら、森林 

男性 ２０歳代 桜、只見川 

男性 ２０歳代 桜 

女性 ２０歳代 圓蔵寺下の崖 

男性 ５０歳代 河川整備などを行う 
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性別 年代 記述 

女性 ５０歳代 福満虚空蔵菩薩圓蔵寺、只見川の景観 

女性 ５０歳代 
圓藏寺周辺、河川敷をゆっくり散歩出来る様な感じに・・・きちんと歩

道があるといいと思います。 

女性 ６０歳代 桜の手入れなど 

女性 ６０歳代 只見川の流れ、その周囲の景観 

女性 ７０歳以上 町全体です 

男性 ７０歳以上 駅前通りから一王町までの空き家対策を考えてほしい。 

男性 ２０歳代 町全体 

男性 ２０歳代 自然 

男性 ５０歳代 
圓蔵寺下の工事、銀山川の工事など景観を考えた工事とは思えない工事

をしている。ただやるだけの工事だ！ 

女性 ６０歳代 門前町の町並み、きれいな町造り、清潔感のある町造り 

男性 ５０歳代 
。只見川の泥が多くなっている。。銀山川が荒れている。草やカヤが多

くみられる。 

男性 １５歳～１９歳 只見川 

男性 １５歳～１９歳 只見川の雄大な流れ 

女性 １５歳～１９歳 こくぞうさまからの景色を保全していきたい 

女性 ２０歳代 只見川の雄大な流れ 

女性 ２０歳代 町並み 
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性別 年代 記述 

女性 ３０歳代 桜の木、田んぼ道 

女性 ３０歳代 町内からの川の景観 虚空蔵様 

女性 ３０歳代 町並み 

不明 ７０歳以上 柳津はテレビのせんでんなし 

女性 １５歳～１９歳 川や川に住んでいる魚など 

女性 １５歳～１９歳 

昔ながらの駄菓子屋やまんじゅう屋を残しつつも若者に流行しているも

のの店も建てていく。木をばっさいするのではなく、木の手入れをして

見た目をよくすればいいと思う。 

女性 １５歳～１９歳 町全体の風景 

女性 ２０歳代 桜並木、田園風景 

男性 ４０歳代 棚田、只見川沿い等 

女性 ４０歳代 山、川 

男性 ６０歳代 自然風景を大切にする 

男性 ６０歳代 皆さんそれぞれが自分の生活空間を自然な形で守ればよいと思う 

男性 ６０歳代 
上記の例のとおり特に只見川沿いの景観及び田園風景や山林風景の保全

に力を入れてほしい 

女性 ６０歳代 桜並木 

女性 ７０歳以上 スキー場跡地の有効活用、桜並木の保全 

不明 不明 樹木の位置がわるい、古い樹木は切り、新しく計画的に植樹する 
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性別 年代 記述 

男性 ４０歳代 自然全体 

男性 ６０歳代 景観整備を実施した箇所の維持修繕 

女性 ６０歳代 桜がとてもきれいなので、ステキだと思う。 

男性 ５０歳代 
・山は広葉樹を増やす。 

・町並みの桜などは植樹や手入れをしてのびやかに育てる 

男性 ５０歳代 具体的な場所等はない 

男性 ６０歳代 虚空蔵尊境内の桜の木々復活を希望します。 

女性 ６０歳代 
○只見川の川沿い 

○只見線の沿線 

女性 ６０歳代 門前町のシャッター店が多くなっている所 

男性 ７０歳以上 
小巻の棚田やスキー場の整備により より素晴らしい景色を求める事が

出来ると思う 

男性 ４０歳代 昔ながらの景観 

男性 ６０歳代 

田畑が耕作放棄されている所が目立ってきている。害獣の被害がひどく

なってきている。せめて道路沿線くらいは何とかできないものでしょう

か。 

男性 ３０歳代 自然 

女性 ４０歳代 
高齢化に伴い地域の人足等もままならない状況ではあるが、観光客誘致

や地域活性のためにも町の自然を守る事が、不可欠と感じます。 

女性 ６０歳代 
○春のさくら・秋の紅葉 冬の雪景色、どれをとっても素晴らしいの

で、いつまでも守っていってほしいと思う。 

男性 ６０歳代 それぞれの地区には良い場所がかならずあるはず。 

女性 ６０歳代 山、川、春夏秋冬そのものです。そして地区の人々です。 
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性別 年代 記述 

男性 ３０歳代 山合の風景や広葉樹、只見川や支流も含めた景観 

男性 ４０歳代 
自分たちの住む地域が他に住む人たちに良く見られる様な所にしていき

たい。 

男性 ５０歳代 
自然豊かな景観にしたいと思う。町で１度作ったところのていれができ

ていない その点を考えてほしい。西山杜しゅうへんいい例です。 

男性 ６０歳代 ・休耕田（畑） ・空家対策 

男性 ６０歳代 上流の川が昔の様に魚がいっぱい住める環境が欲しい 

女性 ６０歳代 よくわからない 

不明 不明 田、畑、山林の手入が出来ない 町、地域全体で管理できるように 

男性 ４０歳代 現状維持（町全域） 

男性 ３０歳代 
町内全体をもっと観光スポットみたくして、観光客が町内全体を楽しめ

るような町づくりを願います。 

男性 ３０歳代 只見川など周辺の景観を守りたい 

男性 ３０歳代 小巻山の活用ー前面にチューリップ、ヒマワリ、スイセン等植え 

女性 ３０歳代 只見川、圓藏寺 

男性 ５０歳代 景観、場所の保全をしていきたいと思います。 

男性 ５０歳代 圓藏寺からの景観 公園からの圓藏寺（春・夏・秋・冬） 

女性 ５０歳代 虚空蔵山からの只見川や山の風景など 

女性 ６０歳代 
円蔵寺の裏道→弁天堂→石段をおり銀山荘→などの道順など（個人的

に） 
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性別 年代 記述 

不明 ６０歳代 町全体 ゴミをなくしたい 

男性 ７０歳以上 柳津町内全体 

女性 ７０歳以上 
柳津町の全景をこのまま手入しながら残してもらいたい。田舎らしい自

然の美しさの中に、箱物は必要ないと思う 

男性 １５歳～１９歳 自然を守っていきたい 

女性 １５歳～１９歳 
町の人が普段生活している家の周りや山、川など、誰が来てもどこか懐

かしさを感じられる場所。（全部です。） 

男性 ５０歳代 後世へ残して伝えるべき。 

女性 ５０歳代 
人が住みにくくなっている 少なくなっている場所こそ、すごく大切な

場所でそういう所だからこそ景観がきれいなんだと思います。 

女性 ５０歳代 
圓蔵寺を中心にごみのない町づくり、スキー場に春や（スイセン）夏・

秋とお花咲くようにしてはどうでしょうか。 

男性 ６０歳代 
手をくわえすぎた、魚がいなくなってしまった 魚がすめるような川 

門萌町は人がいなくなってしまった 

女性 ６０歳代 桜並木 

男性 ３０歳代 
高齢化が進み、田、畑の有休農地になっている。棚田など荒れて景観も

悪く猪なども増える一方。 

男性 ５０歳代 門前町及び只見川流域の風景等 

女性 ５０歳代 只見川及び沿岸沿いの自然（桜等）や虚空蔵尊の雄大な景観等 

女性 ６０歳代 圓蔵寺下の門前町の町並み 

男性 ７０歳以上 ポイ捨てゴミの徹底と自然林に近い樹木の植林、育成 

女性 ７０歳以上 圓藏寺の紅葉 
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性別 年代 記述 

男性 ３０歳代 只見川の景観を保全したい 

女性 ３０歳代 藤杉倉地区水田 

男性 ４０歳代 門前町 

男性 ５０歳代 只見川 

女性 ６０歳代 
〇只見川の雄大な流れ（川霧がきれいだと思う） 

〇圓藏寺 

女性 ６０歳代 川があって棚田はすごくいいです 

男性 ７０歳以上 特にありません 

男性 ７０歳以上 

街並みの景観の統一（民間の協力が必要）泥溜まりがひどい河川の整備

と現在行っている銀山荘近辺の、醜い護岸工事の中止をお願いしたい。

又、圓蔵寺境内から廃墟に見える小巻山の整備・活用を早急にすべきと

思う。 

不明 不明 

棚田など、限られた人のみ知っている場所が多いように思います。人々

に知って、足を運んでもらう事で、より一層素敵な景観が、発展し、守

られていくのではと思います。 

男性 １５歳～１９歳 
只見川と虚空蔵様の風景、只見川の川霧、門前町の町並み、棚田のライ

トアップなど 

女性 １５歳～１９歳 

柳津町は観光客が多く、私自身も圓藏寺に行った時に見た景色がとても

美しく、この環境はあまり見ることが出来ないと思うし、過ごしやすい

ので守り続けなければいけないと思う。 

男性 ２０歳代 只見川周辺の河川敷 

男性 ３０歳代 門前町 

男性 ４０歳代 自然豊かな風景 

女性 ４０歳代 元スキー場を季節ごとに観光客に楽しんでもらいたい 



- 12 - 

 

性別 年代 記述 

女性 ４０歳代 円蔵寺周辺など 

女性 ４０歳代 あまり高さのある建物は避ける 

男性 ５０歳代 
只見川の土堤の整備 圓蔵寺から見下した下○○の花植 四季を通して

の景観を手をかけてやれないものか？ 

男性 ６０歳代 只見川の雄大な流れを利用した風景 

男性 ６０歳代 
只見川、虚空臓尊が入る景色、中心部の街並み 歴史的建造物、産業違

産的施設 ※保全も大事だが景観は造り育てることも大事 

女性 ７０歳以上 つむじ倉滝 

女性 ３０歳代 只見川添いの桜並木、瑞光寺公園 

女性 ４０歳代 崖崩れが、くずれないようにしてほしい。 

男性 ２０歳代 虚空蔵尊の景観、桜、紅葉 

女性 ３０歳代 地区内 

男性 ６０歳代 只見川の流れとか水質 

女性 ６０歳代 集落内 

男性 ３０歳代 只見川、福満虚空蔵菩薩 

男性 ３０歳代 自然 

男性 ３０歳代 自然を手をつけず残してほしい 

女性 ３０歳代 圓藏寺と桜 
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性別 年代 記述 

女性 ４０歳代 桜並木 

男性 ５０歳代 電線の地中化で景観が良くなると思います。 

男性 ５０歳代 寺、只見川などの景観 

男性 ６０歳代 
古いおてらや雄大な川の流れ、温泉、緑、めずらしい風景（れきしのあ

る） 

男性 ６０歳代 
観光地としての寺社等の境内の整備、緑地の保全、遊歩道の整備 危険

個所の整備 

女性 ６０歳代 自然をそのままに 

女性 ７０歳以上 只見川流域全体 

女性 １５歳～１９歳 元スキー場 

男性 ３０歳代 自然の風景 

男性 ４０歳代 寺や自然 

男性 ５０歳代 川は川 きれいにまもる 

男性 ６０歳代 只見川 圓藏寺～門前町 

男性 ６０歳代 
景観を育てる前に持寄のブタのにおいを消さないと住む人がいなくなる

と思う。 

女性 ６０歳代 只見川の上の公園整備 東屋の設置（うぐいの所） 

女性 ７０歳以上 圓藏寺下の門前町や只見川の回り 

女性 ７０歳以上 今日まで守り手入してきた田、畑を荒地にしたくない 
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性別 年代 記述 

女性 ７０歳以上 只見川の雄大な流れ 

不明 不明 いなかの風景 

男性 ３０歳代 自然豊かで憩いの場など町民が安全・安心して楽しめる環境 

男性 ５０歳代 
町内をもう少し統一した色合いにしたり、国道から見える街並み風景を

さびれた様に見せないでほしい 

女性 ５０歳代 只見川 

女性 ５０歳代 
桜の景観、虚空蔵様周辺の景観（最近は立ち入り禁止などの看板が残念

です。撮影禁止の貼紙も残念です。） 

男性 ６０歳代 只見川周辺の景観 

男性 ６０歳代 只見川周辺の環境保全 

男性 ６０歳代 圓藏寺下の門前町 

女性 ６０歳代 福満虚空蔵菩薩圓蔵寺周辺と只見川を中心とした柳津町全域の景観 

女性 ６０歳代 
柳津町を代表する国藏様をもっと多くアピールしていったらいいと思

う。 

女性 ４０歳代 町の景観 

男性 ６０歳代 元、スキー場及び駐車場等々 

男性 ２０歳代 森林公園をきちんと整備したらいいと思う 

男性 ２０歳代 観光として柳津町と分かるような景観は守ってほしい 

男性 ３０歳代 山林の手入れ、自然と町並みと歴史的遺産や建造物の調和のとれた景観 



- 15 - 

 

性別 年代 記述 

女性 ３０歳代 各遊歩道 公園など 

男性 ４０歳代 
役場の裏の河川敷の桜をしっかり整備しなければいけないと思う。只見

川添いもゴミが多い。 

女性 ４０歳代 赤い橋から見える圓蔵寺 

女性 ４０歳代 桜のある風景」、博士山の自然、温泉地 

女性 ４０歳代 只見川周辺や魚淵等 

男性 ５０歳代 只見川の雄大な流れ 

女性 ５０歳代 町全体の自然保護（清水、山林）環境保護 

女性 ５０歳代 圓藏寺とつり橋の所、うぐいを見学する所 

男性 ６０歳代 門前町の町並、只見川の景観 

女性 ６０歳代 
土手の桜が育たなく、もっと手入れすれば素晴らしい景観、観光アピー

ルになるのでは 

男性 ７０歳以上 桜つつみをもっと手入をして下さい。 

男性 ５０歳代 耕作放棄地など見苦しい場所の解消 

女性 ２０歳代 田んぼ、農家への補助等もっとふやしてほしい 

男性 ３０歳代 只見川の流れ 

女性 ３０歳代 山、川、田んぼ、特に田んぼ 

男性 ５０歳代 圓藏寺下の門前町 
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性別 年代 記述 

女性 ５０歳代 駅迄の桜並木 

男性 ６０歳代 景観全般 

男性 ７０歳以上 田や畑の風景 

男性 １５歳～１９歳 只見川の雄大な流れ 

男性 ２０歳代 只見川 

女性 ４０歳代 町中の統一されたイメージの家屋など 

女性 ５０歳代 圓藏寺下の門前町の町並み 

女性 ６０歳代 門前町の町並みが淋しい感じがするのでなんとかしてほしい 

男性 ７０歳以上 
円蔵寺を主とした町全域の風景 歴史いいつたえを生かした町の育成

（〇コロナの流行で、当町には昔はやり病を撃退したいわれがある） 

男性 ７０歳以上 
町中通りの賑やかさの振〇を〇ること。魚渕の魚〇を〇ること 瑞光寺

公園に花の駅を設置すこと。広告、宣伝を広く行うこと。 

女性 ３０歳代 川や山などの自然の風景。 

不明 不明 
西山温泉郷のひなびた雰囲気 久保田地区の棚田 只見川・滝谷川 周

辺景観 虚空蔵様境内からの眺望 など 

男性 ６０歳代 
・道路沿い周辺の景観を良くする（ガードレール等） 

・田畑周辺の景観 

男性 ７０歳以上 ふるさとの景観こそが宝である 

男性 ３０歳代 只見川・福満虚空蔵尊の景観 

男性 ４０歳代 

町の木「柳」のみでなく、景観に配慮した街路樹を植栽してはどうか。

桜もソメイヨシノのみでなく、長期にわたり楽しんでいただくよう種類

を増やす工夫があっても良いかと思う 
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女性 ５０歳代 虚空蔵尊の周辺 

男性 ６０歳代 現在の町周囲の自然を残していきたい 

女性 ６０歳代 

街中：樹木の手入れ，空きスペースに花を 

空家・老朽建物の撤去の支援 

農村部：里山の保全（人と野生動物の生活空間の切離し）、道路周辺の

整備（草刈，雑木の枝落しなど），森林の保全の支援 

男性 ７０歳以上 
圓蔵寺下、周辺、瑞光寺公園等の桜が老木しているので それらを含め

た整備 

男性 ７０歳以上 景観の整備 

男性 ２０歳代 町なみ 

男性 ２０歳代 
柳津町らしさを守るためにも圓藏寺下の門前町の町並みや町の風景は保

全していきたいと思う。 

男性 ２０歳代 只見川沿いの景観 

女性 ４０歳代 門前町  集落の昔から伝わる行事等 

男性 ５０歳代 
町内全てと考えたいが、現実的には他地域から訪ずれた人が立ち寄る場

所を保全する（圓蔵寺、道の駅等公共施設のある場所） 

男性 ５０歳代 只見川のサクラなど 

男性 ６０歳代 虚空蔵様を中心とした町並み 

女性 ７０歳以上 
昔は花火大会の日は屋形船から笛や太鼓のお囃子が聞こえ 1個 1個灯籠

流し そんな風景がもう 1度よみがえったらいいなと思います。 

女性 ７０歳以上 
圓藏寺のまわりや下の桜の植かえや下田の遊歩道に桜並木にしていくよ

うに 

男性 不明 銀山 
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女性 ３０歳代 只見川流域は柳津だけではないので、汚したらいけないと思います。 

女性 ３０歳代 

道路ぞいの杉・雑木等の伐採をする事により、道路・集落周辺が明る

く、景観面が良くなると思う。森林の間伐等を実施し、荒れほうだいの

森林・景観を守る事ができる 

女性 ５０歳代 ありのままの自然の姿 

男性 ６０歳代 今の自然を大切にしたい 

男性 ７０歳以上 今の柳津町を保全していただきたい  若者達いお願いしたいと思う。 

女性 ４０歳代 自然を大切にして、これからの次世代に残るようにしたい。 

女性 ７０歳以上 只見川及び町内をきれいに。ごみのない町にする。 

女性 ２０歳代 円蔵寺周辺、魚渕 

女性 ６０歳代 町全域の風景 

女性 ４０歳代 自然 

女性 ５０歳代 圓蔵持、赤い橋が見える只見川 

女性 ６０歳代 只見川周辺 

男性 ３０歳代 山と川 

女性 ７０歳以上 さくらの木をもっと植えてほしい。 

男性 １５歳～１９歳 山などの自然を中心とした景観 

男性 ３０歳代 森林の保全を行い、柳津町全体の大自然のバランスを守って欲しい。 
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男性 ３０歳代 圓蔵持廻り 

男性 ６０歳代 すぎの木が多いためもう少し少なくすればよいと思う 

男性 １５歳～１９歳 棚田、田園 

女性 ７０歳以上 門前町の町並み 

女性 ２０歳代 町全域での風景 

女性 ５０歳代 
棚田等のイベントに応じてのイルミネーション、只見川の流れ、四季

折々の町並み 

女性 ４０歳代 
現在計画が進んでおりますが只見川河川敷の景観整備においての花、木

の植花、河川敷に公園など人々が集まれる場所があるとよい 

女性 ６０歳代 川べりなどの木を保全していきたい 

女性 ４０歳代 只見川、桜並木 

女性 ２０歳代 国道沿いの桜の木、赤い橋 

 


