三期目最終章「節目」

令和４年４月29日 むつ桜まつり開会式
つうかん

るい せき こうせつりょう

今冬の大雪には、久々に雪国の厳しさを痛感した思いでした。しかし、むつ市の累積降雪量は平年比で106％
の383㎝、脇野沢では平年比88％の473㎝、大間町に至っては、平年比68％の140㎝でした。実は、思ったほど
と
多くは降っていなかったのです。除雪関係者は、降雪量ではなく、寒くて解けなかったことから積雪が多く、厳冬
かい り
に感じたようだと言います。現実と感覚に乖離はつきものでしょう。
い ぜん
か
あたた
皆様におかれましては、依然続くコロナ禍ではありますが、花々が咲き誇る、 暖 かな春の日差しに喜びを感じ
ふ
い か
ていることと思います。伏せて３年目の「桜花」は格別に美しく華やかで、取り巻く環境の変化が如何に大切で
あるかを思い知らされます。
そして、今年は、皆様に支えられて県議会議員３期目の最終年、
「節目」の年となります。ここ３年は、
じゅうりん
すべ
コロナに蹂 躙された年月でしたが、感染症の恐ろしさを悟りながらも共存する術を知る機会ともなりました。また、
気象変動による自然災害への備えの必要性も骨身に感じました。更には、ロシアのウクライナ侵攻という信じられ
つの
ない国際社会の変化に不安も募ります。既に、時代は大きく変貌しつつあると思わなければなりません。これらの
たい じ
かん さつ がん
変化にどう対峙するか。慎重な観察眼と冷静な判断力が求められるものと考えています。
そのことなども考えながら、令和４年度の予算特別委員会において質疑に立ちましたので、その報告をさせて
いただきました。ご一読していただければ幸いであります。
最後になりますが皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
令和４年５月吉日
青森県議会議員
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菊池憲太郎

令和４年３月予算特別委員会
（令和４年３月15日）
付託案件に対する質疑

その状況も踏まえ、見直しなどの検討を行うことになると
考えている。

令和４年２月22日、第309回青森県議会
定例会が開催され、「令和４年度青森県一
般会計予算案」をはじめ59件の議案が提出さ

再質問
さ

同交付金を巡る環境の変化、とは何を指してい
うかが
るのか 伺 いたい。
か どう
例えば、原子力関連施設の稼働といったことかが
考えられる。いずれにしてもその時々のとりまく状況
ふ
を踏まえるものと考えている。

れた。
令和４年度青森県一般会計予算案は、前年度より
147億円（２％）増の7333億円。
４年連続のプラス予算となった。新型コロナウイルス
対策経費は前年度当初比176億円増の836億円となるな
けん いん やく
ど「ウイズコロナでも攻めまくり、食と観光を牽引役に経
済回復を図る」との考えで、三村知事は「今日を守り、
めい めい
明日を開く安心希望予算」と命名した。
本定例会では、この予算特別委員会で質疑に立った。
原子力関係市町村からの増額要望に応えない青森県核
燃料物質等取扱税交付金、地元住民へ説明が尽くされ
ていない大湊高等学校とむつ工業高等学校の統合問
題、アツギ東北株式会社むつ事業所の生産業務終了
等、コロナ離職者への再就職支援などについて県の見
解を質した。その他では、観光振興や青森型マイクロ
ツーリズム推進事業、県産品アンテナショップ「あおもり
ほく さい かん
北彩館」東京店の移転計画、青い森林業アカデミー運
営事業の取組、あおもり新農業人サポート事業の取組、
昨年の大雨災害の復旧に向けた取組、下北地域広域
避難路の整備状況等について質問した。県の答弁は以
下のとおりである。
質問

（２）原子力関連施設の建設等の遅れが地域の産業・
てい めい
つな
み す
雇用の低迷に繋がっているが、将来を見据えた
地域づくりのため、核燃料物質等取扱税交付金
を増額し、地域振興や地域住民の安全確保等
の取組を促進すべきと考えるが、県の見解を伺
いたい。
青森県核燃料物質等取扱税交付金については、原
子力関係市町村における地域振興と災害からの地域住
民の安全確保等を図るため、公共用施設に係る整備や
維持補修、地域活性化に係る取組、防災・安全対策に
係る取組等、幅広く活用することができる制度としている。
また、電源三法交付金やむつ小川原地域・産業振興
財団の事業により、地域振興等に向けた取組がなされて
きたところだ。
青森県核燃料物質等取扱税交付金 市町村別交付額
市町村等名

令和４年度青森県一般会計予算案について
さいしゅつ

かん

こう

立
地
市
町
村

もく

歳 出 ７款３項１目 開発推進費
青森県核燃料物質取扱税交付金の活用等について

答弁：若木エネルギー総合対策局長
（１）青森県核燃料物質等取扱税交付金について、
原子力関連施設立地４市町村長から増額を求
められたことに対する県の考え方を伺いたい。
青森県核燃料物質等取扱税交付金については、東
けい き
京電力福島第一原子力発電所の事故等を契機に、県
として、原子力関係市町村における地域振興の取組は
もとより、防災・安全対策に係る取組の必要性等を総合
かん あん
的に勘案し、平成24年度から交付限度額20億円で制度
を創設し、平成26年度からは30億円に増額した。平成
31年度からは、交付金総額を維持しつつ、安定的な制
度として継続したものであり、令和４年度当初予算につ
いても、これまでどおり30億円としている。
なお、同交付金を巡る環境の変化があった場合には、

周
辺
市
町
村

Ｒ２(実績)

Ｒ３(配分額)

むつ市

317,745

316,635

六ヶ所村

649,545

649,545

東通村

303,270

306,360

大間町

229,440

227,190

風間浦村

114,090

114,405

佐井村

114,015

114,120

歳出10款１項５目 教育指導費及び
歳出10款４項４目 学校建設費
統合校の開設に向けた取組について

答弁：和嶋教育長
（１）統合校の開設に向け、どのように進めていくのか
伺いたい。
第２期実施計画では、大湊高等学校とむつ工業高等
学校を統合し、下北地区統合校を令和９年度に開設す
ることとしている。
開設の２年前には、統合の対象となる高等学校の関
2

いる。

係者等で構成する開設準備委員会を開催し、統合校の
名称や目指す人財像、校訓・校章・校歌・制服の方向
性、引き継ぐべき特色ある教育活動等について検討する
こととしている。
また、開設の１年前には、むつ工業高等学校内に開
設準備室を設置し、開設準備委員会の検討結果を踏ま
え、開設に向けた具体的な準備を進めていくこととしてい
る。
なお、開設準備委員会の開催前に地域の関係者から
様々な御意見を伺う機会を設けることについても検討し
ていきたいと考えている。

再質問
じん せん

基本計画の策定にあたる人 選はどのような方々
を対象としているのか伺いたい。
基本計画は、技術的な検討を加え、どういうスケ
ジュールで、どういう建物を、どういう工法で行うかな
どの決定するもので、外部の有識者というよりも、専
門的にやっているところに委託をして決定していきた
いと考えている。

（２）下北地区統合校の施設整備に係る基本計画は
どのように策定するのか伺いたい。
県立学校の施設整備に係る基本計画は、設計、工
事の実施に先立ち、敷地における建築条件の制約や建
築基準法等による法定制限などを確認し、施設の配置、
整備スケジュール、概算費用などを示すものである。
県教育委員会では、下北地区統合校の令和９年度
の開設に向け、第２期実施計画において示した学級数
及び学科構成に応じて、必要となる諸室の整備を行うた
れん けい
め、関係校と連携しながら基本計画を策定することとして

施設整備に係るハード面の要望を聞く機会につ
いてはどのように考えているのか伺いたい。
開設準備委員会において特色ある教育内容を検
討していただくことになっている。地域の関係の皆
様からの意見収集については、基本計画では無く
て、実際の教育内容について、開設準備委員会の
前に意見を聞く機会を設ける。
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セントの雇用が失われ、下北地域の雇用情勢の急激な
け ねん
悪化が懸念される。
このため、県では、同事業者の従業員を含め、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により離職された方々に向け
て、雇用の場を創出・提供するとともに再就職を支援す
る各種取組を、下北地域において重点的に実施すること
としている。
具体的には、コロナ離職者を雇用する企業の人件費
負担を軽減することより、企業からの求人の増加を促進
する委託事業を実施するほか、離職者と企業とのマッチ
ング機会の提供、さらには県内誘致企業の雇用ニーズ
の掘り起こしなど同地域で集中的に行うこととしている。

歳出５款１項３目 雇用対策費
コロナ離職者の再就職支援について

（１）県はコロナ離職者に対する再就職支援にどのよ
うに取り組んでいくのか伺いたい。
答弁：相馬商工労働部長
県では、新型コロナウイルス感染症の影響により離職
した方々に対し、若年者の就職を支援する「ジョブカフェ
あおもり」や中高年齢者の就職を支援する「ネクストキャ
よ
そ
リアセンターあおもり」において、求職者に寄り添ったき
め細かな相談対応を行うほか、県内事業者がコロナ離職
者を雇用しようとする際の求人広告に要する経費の一部
を補助するなど、コロナ離職者の再就職に向けた支援を
引き続き行うこととしている。
また、コロナ禍においても、採用意欲のある県内事業
者が多く存在していることから、コロナ離職者に対して
福祉、建設など人材不足分野の仕事内容を幅広く紹
介するため、今年度新たに実施したマッチングイベントに
ついても、参加者へのアンケート結果等を踏まえ、内容
の充実を図りながら、来年度も継続して実施するなど、取
組の一層の拡充に努めていきたいと考えている。
（２）雇用情勢の急激な悪化が懸念される下北地域に
ついて、どのような雇用対策を実施するのか伺
いたい。
答弁：柏木副知事
平成27年国勢調査によると、むつ市と下北郡４町村
における就業者数の合計は34,528人であり、アツギ東
北株式会社むつ事業所の生産業務終了によって約500
やとい ど
人が解雇又は雇 止めとなった場合、全就業者の1.4パー

（東奥日報／令和４年２月４日）
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歳出７款２項１目 観光振興費
国際誘客対策の取組について

再質問
県の見立てとして、インバウンドの需要が回復し
てくるのはいつごろと想定しているのか伺いた
い。
世界の航空事業者からなるＩＡＴＡ（国際航空
運送協会）の昨年の発表では、世界的に旅行需
要が戻るには、少なくともあと２年はかかると発表し
ている。本県としては、その時々の状況を見ながら
適時適切に対応していきたいと考えている。

答弁：堀観光国際戦略局長
（１）これまでの取組実績と予算の執行状況について
伺いたい。
県では、東アジア４地域を中心に、コロナ禍以前の
令和元年度までは、トップセールスをはじめ、海外旅行会
社等へのセールス活動を中心に、これら関係者との良好
な関係を築きながら現地プロモーションを展開し、令和元
年の本県外国人延べ宿泊者数が過去最高となるなど、
着実に成果を挙げてきた。
令和２年度以降のコロナ禍にあっては、ＳＮＳや観
光情報サイトでの情報発信に加え、本県海外事務所や
良好な関係を築き上げた海外関係者との連携により、現
地旅行博への出店や青森県フェアの開催、オンラインプ
ロモーションなどに取り組み、本県認知度の維持・向上
に努めてきたところだ。
また、令和２年度及び本年度の予算執行状況につ
しっ こう
いては、渡航制限等の状況に応じて、適時適切に執行
するとともに、執行不能な経費を減額補正した結果、国
際誘客対策事業費の当初予算に対し、令和２年度は
約65％の執行、本年度は約49％の執行見込みとなって
いる。

（２）来年度の取り組み内容について伺いたい。
現時点では、自由な海外旅行の再開時期は見通せな
いが、いざ再開となった際に、国内の他地域との競争に
埋もれることなく、本県への外国人旅行客を獲得するた
め、来年度の当初予算は、これまでと同様に、渡航して
海外活動ができることを前提に、年間総合予算として計
上している。
具体の取組内容としては、トップセールスを含む旅行
会社、航空会社等へのセールス活動や商品造成促進を
しょうせい
図る招 請、青森グローバルアンバサダーを始めとした海
外の人的ネットワークとの連携による現地プロモーション、
ＳＮＳでの情報発信など、積極的な誘客対策を展開す
ることとしている。

宿泊

キャンペーン実施期間

令和４年５月９日(月)〜令和４年５月31日(火)まで
★令和４年６月１日(水)チェックアウト分まで
クーポン利用期間

令和４年６月１日(水)まで

★令和４年４月29日(金･祝)〜令和４年５月８日(日)までの間も
ご利用可能です。
★下記クーポンは、期限まで全てご利用可能です。
①有効期間が令和３年７月１日までの「青森県春のおでかけクーポン」
②有効期間が令和４年１月７日までの「青森県おでかけクーポン」
③有効期間が令和４年３月13日までの「青森県おでかけクーポン」

（デーリー東北／令和４年３月25日）
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歳出７款２項１目 観光振興費
青森型マイクロツーリズム推進事業の取組について

歳出７款１項４目 物産紹介費
県産品アンテナショップ整備事業の内容について

答弁：赤平農林水産部長
（１）県産品アンテナショップ「あおもり北彩館」東京
店の移転に係るこれまでの県の取組と本事業の
内容について伺いたい。
県産品アンテナショップ「あおもり北彩館」東京店は、
飯田橋駅周辺の再開発に伴い移転が必要となったこと
から、県では、令和２年度に新店舗の基本構想の作成
及び基本設計を行い、令和３年度は移転先の候補物
件を調査しているところだ。
令和４年度は本事業において、新店舗の賃貸借契
約を締結し、店内を青森県らしいデザインとするための実
施設計及び内装工事を行うとともに、オープンの際の集
客イベントを実施する予定としている。

答弁：堀観光国際戦略局長
（１）本事業の目的について伺いたい。
長引くコロナ禍により本県観光産業に大きな影響が
生じるなか、感染状況に応じて、県内、さらには北海道
ちか ば
道南地域、岩手県及び秋田県といった近場を対象とした
マイクロツーリズムを促進することは、本県観光需要の段
階的な回復に向け、大変重要であると考えている。
そのため、本県では県内居住者等を対象とした青森県
おでかけキャンペーンを昨年７月から実施してきたところ
であり、これまでの利用実績は約29万人泊と、一定の成
果を得たものと認識している。
このような状況を踏まえ、本事業では、青森県おでか
かん き
けキャンペーン等の実施により喚起されたマイクロツーリ
ズムの定着と、今後の誘客に向けた基盤強化を図ること
を目的に、宿泊事業者による宿泊プランコンテストの実
施や、本県観光の魅力の再発見と旅のきっかけにつな
がる情報発信、さらには旅行商品の造成及び販売促進
にも取り組むこととしている。

（２）新店舗の出店場所を選定する際の考え方につい
て伺いたい。
ゆう
新店舗の出店場所の選定に当たっては、現店舗の優
い せい
位性である費用対効果を考慮しつつ、交通の利便性に
優れ、道路に面しているなど、多くのお客様が来店しや
すいことを条件に、現在アンテナショップのある千代田区
から範囲を広げながら調査しているところだ。
また、県産品の更なる認知度向上につなげるため、周
辺に集客施設を有し商業ポテンシャルが高いこと、県産
かん あん
品を購入する客層が多いことなども勘案して選定したいと
考えている。

（２）本事業で実施する宿泊プランコンテストの概要に
ついて伺いたい。
本県が実施してきた宿泊キャンペーンの特徴は、宿泊
代金の割引だけではなく、宿泊事業者が自らの施設や
地域の特色などを生かした魅力ある宿泊プランを企画・
販売しているところであり、キャンペーン利用者からも好
評を得ているところだ。
こ
そこで、本事業では、宿泊事業者自らが工夫を凝らし
た宿泊プランを提供する機会を創出するために「宿泊プ
ランコンテスト」を実施することとし、事業者から募集した
プランを特設ホームページやＳＮＳなどで県民に広く紹
介するほか、テレビＣＭ等を活用し、県民に対してプラン
を企画した宿泊施設への宿泊、さらにはコンテストへの投
票を呼び掛けることとしている。
本取組の実施により、県内宿泊施設における魅力的
な宿泊プランを充実させ、宿泊キャンペーンが終了した後
においても、利用が継続されるよう、マイクロツーリズムの
基盤強化を図っていく。

再質問
新店舗には飲食部門を併設するのか伺いたい。
地域振興のための調査・研究を行っている一般
財団法人地域活性化センターによると、東京都内
に設置されている自治体のアンテナショップでは、
飲食部門の年間売上が「3000万円未満」の店舗
が約半数を占め、さらには、コロナ禍の影響で売上
を大幅に減少させており、飲食部門の併設につい
ては、費用対効果の面で期待できない状況にある。
このため、新店舗については、飲食部門を併設
せず、令和２年度に作成した基本構想に基づき、
物産販売コーナーを中心に、観光案内所やリンゴ
ジュースを提供するイートインコーナーなど、現在の
店舗構成を引き継ぐこととし、食の魅力に係る情報
発信については、都内で本県の郷土料理等を提供
する民間の飲食店と連携しながら進めていくこととし
ている。
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歳出６款５項１目 林業総務費
青い森林業アカデミー運営事業の取組について

歳出６款１項９目 担い手対策費
あおもり新農業人サポート事業の取組について

答弁：赤平農林水産部長
（１）非農家出身の新規就農者に対する支援策を強
化することとした背景について伺いたい。
本県の新規就農者数は、近年、増加傾向にあり、就
農形態別では、他産業に従事してから就農する非農家
出身者の割合が、この10年間で２割から５割に高まっ
ている。
こうした状況を踏まえ、県が、就農５年目以降の非農
家出身者29人を対象に、ヒアリング調査を実施したとこ
ろ、就農時点で予期できなかった農地の排水不良や病
害虫の発生等のトラブルに直面し、所得低迷につながっ
ている方が少なくないことが分かった。
また、こうした経営課題を抱える非農家出身者は、経
営改善に取り組む意欲があるものの、手持ちの自己資
金が不足し、追加投資に着手できない状況となっている
ことから、このような厳しい経営環境を考慮し、支援策の
強化に取り組むこととしたものだ。

答弁：赤平農林水産部長
（１）アカデミー研修生の就業に向けた県の取組につ
いて伺いたい。
県では、アカデミーの研修カリキュラムに、研修生が就
業先を具体的に検討できる機会として、林業事業体で実
際の仕事を体験する「インターンシップ」の時間を取り入
れており、今年度は９月から12月にかけて、一週間単位
のインターンシップを４回、延べ20日間にわたり実施した。
また、公益社団法人青森県林業会議が県の補助事
業により作成した、林業事業体の労働条件や賃金形態、
休日等を紹介するガイドブックの活用や、同会議の無料
職業紹介事業による就業サポートにより、今年度の研修
生８名全員について、県内の森林組合や林業の民間
企業に就職が内定したと聞いている。
令和４年度は、アカデミー修了生が自らの経験を基
に、研修生へアドバイスする時間を新たに研修カリキュラ
ムに導入することとしており、県としては、来年度以降の
研修生についても、全員が県内の林業事業体に就業で
きるよう、引き続き取り組んでいく。

（２）県は、非農家出身の新規就農者の定着支援に
どのように取り組んでいくのか伺いたい。
県では、非農家出身の新規就農者の定着を支援する
ため、これまでの普及指導員による巡回指導や栽培技
術・経営管理指導等の支援に加えて、来年度から、就
農時には予期できなかった課題に直面し、計画どおりに
所得を確保できていない就農３年目から６年目までの非
農家出身者を対象に、経営改善に必要な土壌改良や
機械導入などの費用の一部を支援することとしている。
また、優れた経営を実践している非農家出身者を、助
言者、いわゆる「メンター」として派遣する仕組みを整え
る等、ハード、ソフトの両面から、非農家出身者の定着
対策を強化していきたいと考えている。

（２）就業後の定着に向けて、県はどのように取り組ん
でいくのか伺いたい。
国の調査によると、林業への新規就業後、３年以内
に離職した理由として、労働負担が大きいことや健康面
での不安、職場の人間関係、賃金等が挙げられており、
県としては、アカデミー修了生の定着に向けては、修了
生個々の就業状態を把握することに加え、県内林業事
業体の雇用環境を、若者にとって魅力あるものとしていく
必要があると考えている。
このため、青森県林業会議と連携しながら、就業先の
事業体を定期的に訪問し、事業体から修了生の就業状
況などについて聞き取りを行うとともに、修了生本人に対
しても個別に面談し、相談に応じるなど、きめ細かなフォ
ローアップを行っていく。
また、県内の事業体を対象として、労働安全管理や
雇用環境の改善に係る研修会を開催することとしており、
こうした取り組みを通じて、アカデミー修了生の就業後の
定着につなげていきたいと考えている。
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歳出６款５項７目 治山費
歳出11款１項２目 過年発生土地改良災害復旧費
歳出11款２項１目 過年発生河川等災害復旧費及び
歳出11款２項４目 災害国直轄事業負担金
令和３年８月の大雨災害からの復旧に向けた取組に
ついて

再質問
経営改善に向けた取組を支援する補助事業につ
いて、災害被害からの再建は支援対象となるの
か伺いたい。
本事業の採択要件については、今後定めること
となるが、収納時に予期できなかったトラブルにより、
経営課題を抱えている非農家出身者を支援したい
と考えており、原因が災害被害によるものであって
も、経営改善に取り組むものであれば、これに該当
するものと認識している。
なお、具体的な支援対象の選定に当たっては、
市町村の推薦や、外部有識者による審査会の意
見を踏まえて採択することを予定している。

答弁：岡前県土整備部長
（１）河川、砂防及び道路施設の復旧状況について
伺いたい。
昨年８月９日から10日にかけての大雨により被災した
河川、砂防及び道路などの公共土木施設は、35箇所、
10億7,457万９千円の災害復旧事業費が決定している
ところだ。
このうち、下北地域県民局管内では、23箇所のうち、
国道279号など12箇所の復旧工事が発注済みであり、残
る主要地方道むつ恐山公園大畑線など11箇所の工事
も、今月中に発注するための準備を進めており、12月ま
での完成を目指している。
（２）国道279号の小赤川橋をはじめとする片側交互
通行区間の復旧状況について伺いたい。
県が実施する国道279号災害復旧工事については、
片側交互通行区間となっている風間浦村下風呂新道平
での防護柵復旧など道路、橋梁合わせて10箇所の全て
で本復旧工事に着手しており、令和４年内の完了を目
指して進めている。
ちょっかつ
国の直 轄権限代行で進められている小赤川橋の復旧
については、本橋工事のための迂回路工事が行われて
らっきょう
いるほか、
「小赤川橋復旧方法検討委員会」で落 橋 原
せん くつ
因とされた洗堀への対策等を検討し、今年度中に本橋
の設計が完了する予定と聞いている。
小赤川橋の本復旧については、令和５年３月末まで
の完成を目指すと聞いており、県としても、引き続き、国
に協力するほか、関係市町村とも連携を図りながら、一
日も早い復旧を目指していく。
答弁：赤平農林水産部長
（３）下北地域の林地及び農地・農業用施設の復旧
に向けた県の取組状況について伺いたい。
県では、国の災害復旧事業等を活用して、被災箇所
ひ さい
の復旧を進めており、林地の復旧については、被災した
11か所のうち、被害規模の小さな２か所は２月末に復
旧を完了したほか、残り９か所の治山ダムや法面工事等
のうち、緊急性の高い７か所は設計が完了し、今月末
に発注できる見込みです。そのほかの２か所は令和４
年度からの着工とし、令和５年度内に全ての工事を完
了させる予定としている。
また、農地・農業用施設５か所については、市及び
村が実施する復旧工事に向けて設計資料の作成等を支
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援しており、市及び村では用水路工事を優先して発注す
るなど、今年の営農に支障がないよう工事を進めることと
している。

度に、むつ市大畑町の木野部工区2.2キロメートルの整
備に着手しており、今後も工事に向けた調査・設計を進
めることとしている。
また、昨年８月の大雨災害を踏まえ、易国間・木野
部峠間の約14キロメートルについてもバイパス整備に向
けた取組を着実に進めることが重要であると認識してお
り、今年度は、昨年５月に公表した新たな津波浸水想
定を踏まえ概略ルートの見直しを行った。
整備に向け、バイパスのルート帯やアクセス道路等の
はい りょ
検討段階から、検討プロセスの透明性に配慮することが
重要であることを踏まえ、来年度から、学識者・地元関
係者で組織する地域懇談会を開催し、地域との合意形
成を進めることとしている。
また、地域懇談会での検討状況を踏まえながら、国に
重点的に要望すべき事項についても整理するなど、国道
279号のバイパス整備に向けた取組をこれまで以上に着
実に進めていく。

歳出８款２項３目 道路新設改良費
下北地域広域避難路の整備状況等について

答弁：岡前県土整備部長
（１）主要地方道川内佐井線の通年通行に向けた整
備状況と供用見通しについて伺いたい。
主要地方道川内佐井線は、通年通行に向け、これま
で、落石防護や法面対策等の準備を進めてきたほか、
なだれ
現在は、雪崩被害を防ぐためのスノーシェッドや非常電話
設備など、冬期通行の安全確保のために必要な防雪施
設等の整備を行っているところだ。
つうねん つう こう
また、通年通行に必要な除雪体制を構築するため、
令和元年度から、試験除雪を実施しているほか、現在、
畑地区に除雪ステーションの建設を進めている。
これらの対策を本年11月中に完了させた後、冬期から
の通年通行を見込んでいる。

要

（２）風間浦村易国間からむつ市大畑町間の国道279
号バイパスについて、現在までの検討状況と令
和４年度以降の取組について伺いたい。
風間浦村易国間からむつ市大畑町間約16キロメート
ルの国道279号のバイパス整備については、令和２年

望

下北縦貫道路については、住民の不安を解消
すべく、一日も早い完成に向けて尽力を賜りた
い。また、予算に応じた技術職員の配置もお願
いしたい。

（東奥日報／令和４年３月31日）
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