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舘田るみ子市議は、改選後に行われた十二月議
会で、米価暴落対策、障がい者福祉、岡田橋の歩
道拡幅、油川小学校の通学路の冠水対策等につい
て質問しました。また、十二日に行われた総務企
画常任委員会で議員報酬を１５％削減する修正案
を提出しました。

米価暴落で市が国保税などの減免と
ナ ラ シ 対 策 加 入 金 への助 成
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都市計画道路の建設より

岡田橋の歩道橋設置を優先すべき
歩道部分がない岡
田橋について、歩行
者や自転車で通勤通
学する地域住民や北
高生が安全に、そし
て安心して通行でき
るようにと、舘田議
員は繰り返し質問を
続けています。
市は「歩道整備は
必要だと考えているが、他の道路整備事業の整備状況や緊急性、
優先度を勘案し、全市的な視野で整備時期を検討する」との答
弁を繰り返してきました。４年前には、鹿内市長も「岡田橋に
ついては整備をしてまいります」と答弁しています。
６月議会では、「岡田橋は、架け替えではなく修繕により長
寿命化を図ることになったので、歩道橋を整備することになる」
と答弁があり、１２月議会でも「岡田橋の路肩部分を自転車や
歩行者が通行している現状は把握しており、整備にあたっては、
新たに歩道橋を整備しなければならないものと考えている」と
答弁がありましたが、整備時期については示しませんでした。

でないか」と指摘していました。
これに対し「市としても費用対効果について検証している」
と答弁がありました。
１２月議会で、舘田議員が再度質問したのに対し、「厳しい
財政状況の中で事業継続は困難。側道整備までは実施するが、
鉄道交差部などの残事業分については、当面事業を休止する予
定である」と答弁がありました。

あらたな道路の整備より岡田橋の歩道橋整備を急ぐべき
舘田議員は「森林軌道廃線通り線から２８０号バイパスの道
路（⑤）についても見直すべき」と提案しました。
残りの用地買収（約５００万円）にあと１～２年かかり、道
路整備(６億３５００万円）にあと数年位かかるということは、
緊急性はあまりないということになるし、線路との交差部分の
事業が中止になると、岡田橋を通る車がいっそう増えることに
なります。岡田橋の歩道拡幅がされないまま、新たな道路が出
来て、森林軌道廃線通り線につながると、岡田橋上での接触事
故の危険性がいっそう高まることになります。
舘田議員は、あらたな道路の整備をする前に岡田橋の歩道橋整
備の方を急ぐべきと要求しました。

都市計画道路３・４・16号油川岡町線とは、
油川千刈地区の国道２８０号（地図の①）からＪＲ津軽線、
市道森林軌道廃線通り線（②）を経て、国道２８０号バイパス
までの延長約１,５６０ｍ、幅員２０ｍの道路を言います。
そのうち、国道２８０号からＪＲ津軽線との立体交差（③）
を含む市道森林軌道廃線通りまでの約７４０ｍの区間について
は、平成５年度から着手し、国道から約３９０ｍの区間（④）
については供用を開始しています。
一方、市道森林軌道廃線通りから国道２８０号バイパスまで
の約８２０ｍの区間（⑤）については、１４年度から用地買収
を進め、用地買収完了後に整備を進める予定になっています。
しかし、ＪＲ津軽海峡線との立体交差部分については「多く
の費用と期間がかかるので、他の街路事業などの実施状況を見
きわめた上で整備時期を検討してまいりたい」との答弁が続い
ていました。

メドもたたない道路の建設は、見直すべきと提案
舘田るみ子市議は、
６月議会で「少子・
高齢化の時代に立派
な道路ばかりあって
も、費用対効果は本
当にあるのだろうか」
と指摘をし「いつ完
成するのかメドもつ
かない道路の整備は
見直しをして、交通
安全対策が求められ
ている岡田橋の歩道
橋の整備を急ぐべき

油 川小 学 校通 学路 の 冠水 防 止策 は
「通学路付近では、周辺からの複数の水路が合流してい
るために、ゲリラ豪雨などの大雨の際には側溝の排水能力
を上まわる水量が流入し、道路冠水が発生している可能性
があることを確認した。
対策として、流入する水量を分散するために、北高校の
東南角付近の水路に分水施設を設置し、振り分ける工事を
年度内に実施する。
その後については、工事の結果を見たうえで、必要に応
じ、さらなる調査・検討を進める」と答弁がありました。

病 児 保育 所の 増 設が 実 現へ
舘田市議は、２０１０年の６月議会で視察した松江市や
出雲市が地域バランスに配慮して、それぞれ４カ所に病児
保育所を設置していることを紹介して、増設すべきと質問
をしてきました。
青森市もようやく増設に向けて動き出しました。来年度
は、２カ所（うち１カ所は浪岡地域）増設し、その後、西
部地域などにも増やしていく計画です。

財産 区の道路、市道への手続きへ
９月議会で、管理できない財産区所有の道路を市が貰い
受けて管理すべきでないかと取り上げましたが、石江財産
区所有の道路のうち要件が整った道路を市へ移管する手続
きを進めることにしたと報告がありました。
http://www13.ocn.ne.jp/~tateda/

