2017 年度「髙橋とおる」議会活動の振り返り

３月

４月

６月

岡山県精神保健福祉センター開所式。 つらい花粉症も何とか乗り切りました。 岡山高校生会議に参加。高校生や
精神障がい者福祉についても勉強中。
大学生と県政について討論。

８月

９月

９月

８月

流通関連労組の若手組合員のさんと
議会内で政治学習会。

９月

岡山県議会議員

髙橋とおる
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岡山県議会議員。1967 年生まれ。岡山市立可知小学校、同旭東
中学校、県立西大寺高校を経て 1989 年中央大学卒、同年㈱天満
屋入社、2005 年全天満屋労働組合中央執行委員長、2010 年連合
岡山会長、2015 年岡山県議会議員初当選。趣味はランニング。

髙橋とおる

髙橋徹

産業労働警察委員会の県外視察では、 東京で開かれた「岡山県観光プレゼン 若者と議員が語り合うトークイベント 「とっとり・おかやま新橋館」アドバ
燃料電池自動車に試乗。
テーション」を視察。
「マチナカ岡山ｄａｙ」に参加。
イザーの蔵本さんは天満屋の大先輩。

２月定例会報告
９月

10 月

11 月

11 月

旭川荘の草刈りボランティアに参加。 岡山県知事選挙では現職・伊原木候補
を応援。

おかやまマラソン完走。3 時間 44 分 14 秒は不本意な記録でした。

10 月

１月

支援団体の政治学習会で講演

おかやまテクノロジー展で県内もの
づくり企業の最先端の技術を視察。

２月

２〜３月

津村啓介衆議院議員、高橋雄大岡山
事務所で、大学生 2 名、高校生 2 名の
市議と、国政・県政・市政報告座談会 インターンを受け入れました。

政策を実現するために 〜今年度の活動を振り返って〜
政策を実現するためには、大きく２つの手段があり 本レポートの内面右にその一部を掲載したので、ご
ます。一つは「ルールをつくる、変えること」。二 覧ください。当たり前のことですが、私（たち）が言っ
つ目は「お金の使い道を変えること」です。県議会 たから予算が付いたという単純な因果関係が成り立
の活動に当てはめると、前者は「県条例を制定する、 つわけではありません。提案はしたけれど、予算や
改正すること」、後者は「予算を決めること」にな 事業に反映されなかった施策もたくさんあります
ります。私は、議会質問や所属委員会での活動、知 （むしろ、そちらの方が多いです）。ただ、この間、
事や執行部との折衝など様々な機会をとらえて、現 私（たち）が提案してきたこと、言い続けてきたこ
状の問題点を指摘し（もちろん評価もします）、よ とが、社会を望ましい方向へ変えていく何某かの力
り良い政策・制度の実現に向け提案、要望などを行っ になったと信じています。これからも、地域や職場
てきました。そういう意味で、２月議会は、（直前 で皆様の声を聴き、現場目線で考え、先進事例など
に行われた予算総括協議会や知事との直接折衝も含 も研究しながら、提案、要望をしていこうと思いま
め）政策実現に向けた通年活動の集大成の場といえ す。政策を実現することは、議員の最も重要な仕事
ます。私や私の所属会派が提案、要望してきた施策 の一つです。そして、議員としてのやりがい、働き
の中には、来年度当初予算の「重点事業」の中に盛 がいも、そこにあります。
り込まれているものもあります。

岡山県議会２月定例会では、「平成 29 年度一般会計当
初予算」案、29 年度から４年間の県政中期行動計画「新
晴れの国おかやま生き活きプラン」案など執行部提出
７０件、県内の林業や木材産業の活性化に向けた「県
産材利用促進条」例案など議員発議３件の計７３議案
が原案通り可決されました。
「県産材利用促進条例」は、
議員発議によるもので、森林をより良い姿で次の世代
に引き継ぐため県産材の積極利用を促す内容です。中
山間地域の活性化に向け、県の林業を議会をあげて応
援したいと思います。

県の平成 29 年度当初予算は、伊原木知事が最も重 「財政規律と投資のバランス」だけでなく。そうい
視する「教育再生」「産業振興」への予算配分強化 う意味でもバランスに配慮した当初予算になってい
①観光振興、
②子ど
を継続し、人口減少や中山間地域対策など地方創生 ると思います。個人的な注目は、
関連事業にも意欲的に取り組む予算になっていま もの貧困への取組強化、③生産性向上支援など。①
す。コスト意識を重視し重点分野以外は必要最小限 は、これまでも重視されていた政策ですが、さらに
な予算要求を指示することで歳出を抑える一方、重 強化されています。観光客の滞在時間を延ばすため
点政策には厚めに配分して、メリハリを付けていま の施策は打ち出されました。②は、私や私の所属会
す。大型公共事業などの目玉事業は見当たらず。
「堅 派がたびたび議会質問で提案、要望してきたものの、
実路線」と表現するメディアもありました。共産党 あまり進展していなかったので、今回、前進したこ
を除く主要政党がずべて現職を推薦した昨秋の知事 とは評価したいと思います。③は人手不足対策への
選後、最初の予算編成ということで、よく見ると、 対応として私も取り上げてきたテーマです。事業実
各会派への政治的な気配りも散見されます（と私は 施はこれからなので、効果が上がる事業になるよう
注視したいと思います。
受け止めています）。
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平成 29 年度 岡山県 当初予算の概要
岡山県「平成２９年度当初予算のあらまし」より抜粋

◆一般会計総額は 6,917 億円（前年比△3.8％、5 年ぶりのマイナス）。※１
◆性質別歳出では、人件費、公債費、社会保障関係費など義務的経費が 75.2%。
◆目的別歳出では、「教育（教員の人件費含む）」「医療・福祉」「県債の返済」がトップ３。
◆社会保障関係費が初めて 1,000 億円を突破。今後も年 20 〜 30 億円の幅で伸び続ける見込み。
◆当初予算の歳入のうち、42 億円は財政調整基金の取り崩しで対応。

一般質問を振り返って〜質問者本人による解説〜

私（たち）が提案、要望した政策が「重点事業」に盛り込まれました！

２月議会で私は一般質問に登壇し、主に以下の４点について執行部の見解をただしました。以下、今回の
論戦を振り返り、議論のポイントと自分なりの評価、感想をご報告します。
Good!

様々な機会をとらえ、私や私の所属会派が提案、要望した施策が重点事業として予算措置されましたので、
ご報告致します。

１．臨時財政対策債（※１）について
県の歳入のうち、約 3 割を国からの交付税や臨時財
政対策債が占めます。国の財政は危機的状況で、将
来、これら国から措置される一般財源総額が確保で
きなくなる懸念があります。国の財政リスクを知事
はどう捉えているか質問しました。県は、国という
親カメに乗っている小カメである以上、県財政を検
討する際には、国の財政リスクも含めた危機管理の
視点は持っておくべきではないかという問題提起で
す。再質問で、知事は、国の財政は楽観できる状況

になく、個人的には県財政も本来もっと保守的に考
えるべきではないかという気持ちもあると答弁。財
政規律はつい緩みがちですが、コスト意識と費用対
効果を重視した行財政運営の継続は必要であり、リ
スクに備えるためにも財政調整基金（※２）を目標
レベルまで積み増すことを強調しました。県の財政
規律に関して、国の財政リスクに対する懸念も含め、
知事の見解を引き出し、認識を共有することが出来
ました。
Good!

２．サービス産業の生産性向上について
※１･･･政令市への財源移譲で、岡山市の小中学校教員給与が岡山市へ移譲さ
れたため人件費が大きく減少していることが影響しています。

重点
政策

平成 29 年度当初予算では、教育関係事業（人件費など固定費除く）に 92 億円、産業振興に 475 億円を計上。
また、おかやま創生推進（人口減少対策、中山間地域対策など）に 11 億円を計上しています。
「教育再生」
「産
業振興」の 2 本柱に加え、部局横断で人口減少対策など「おかやま創生」に取り組む関係事業への予算配
分が強化されました。以下、新年度の “３本柱 “の政策のうち、主要な事業や特徴的なものを紹介します。

次年度の新規事業であるサービス産業の生産性向上 弁を得ました。さらに再質問で、日本のサービス業
支援についてただしました。セミナー開催や企業診 の生産性が低いのは、サービスに対して適正な価格
断など県が計画している事業は、経済産業省などで が支払われない「利益なき繁忙」が原因の一つであ
実施実績があるので、先行事例をよく検証し、より ると指摘し、過剰な競争の適正化や「サービスはた
実効性の高い事業にしていくよう求めました。また、 だ」という風潮を改める啓発やムード情勢の取組が
県が行う生産性向上支援は、個々の企業や人への対 必要だとして、県の対応を尋ねました。知事は、法
応だけでなく、地域のサービス業が売上、利益を伸 やガイドライン整備の必要性
ばせるような社会環境の整備の視点が必要ではない などに触れ、理解を示しまし
かと訴え、様々な提案を行いました。執行部からは た。今後、実行される事業の
提案を参考に、効果的な事業実施に努めたいとの答 状況を注視していきます。
.
Not very good..

３．グローバル化に対応した教員の育成について

英語教員の研修の拡充にあたり、教員が研修に出や 対応するというものでした。研修の目的や内容がよ
すくなるような校内体制の改善を訴えました。また、 いものであっても、現場が「現状よりさらに負担が
教員が休日に自費で参加している自主研修への助 増す」という受け止め方になれば、研修効果は薄れ
成、勤務校内での研修の充実なども要請しました。 てしまいます。前向きに研修に取り組めるような環
校内体制の充実は人的及び予算面での措置を求めま 境整備や動機付けが求められます。
したが、教育長の答弁は、現場の工夫ややり繰りで
good...
Not very

４．県庁舎耐震化整備事業について

県庁舎の耐震改修は、築 60 年の建物を 97 億円（工
期 3 年）かけて改修するものです。同じ敷地内に建
て替えた場合の費用は 227 億円（工期 13 年）。建
物の寿命を考えると、建て替
えた方が 100 年単位でみれば
トータルコストは安くなるの
では、という指摘もあり、耐
震改修を判断した根拠を尋ね
ました。知事からは、コンク

リートの中性化対策を行えば、柱や梁などの構造体
は今後 50 年以上使用可能であることや、耐震改修
には有利な起債が活用でき、実質的な県費負担が軽
減されること、工期が短く早期耐震化が実現できる
こと、工事中の業務への影響も少ないことなどから、
建替えではなく、耐震改修と判断したとの答弁を得
ました。防災拠点になる県庁舎の耐震化は必須です
が、100 億円規模の大型プロジェクトだけに、県民
への丁寧な説明が必要です。

（※１）臨時財政対策債…地方の一般財源の不足を補うために特例として発行される地方債。必要に応じて地方自治体が発行し、
償還費用は全額国が負担する。
（※２）財政調整基金…自治体が財源に余裕がある年に積み立て、不足する年に取り崩すことで
財源を調整し、計画的な財政運営を行うための貯金。

事業名

2８年度 2９年度

【新規】
サービス産業の
生産性向上

【新規】
ストップ！！
用水路転落

【拡充】
働き方改革企業
サポート事業・
仕事と家庭の両立支援
【新規】
プローブデータを
活用した交通円滑化
シミュレーション事業

【拡充】
人材還流・
県内企業への就職促進

【新規】
公衆無線 LAN
環境の整備
【拡充】
放課後児童クラブ
施設整備の補助
【新規】
民間団体等と行政の
協働ネットワーク事業

予算額 予算要求額
0

0

2,483

0

51,997

0

0

0

説

明

私 or 所属会派の

問題提起

7,390

異業種連携による商品やサービスの付
加価値の向上、製造業の「カイゼン」
の導入による経営効率向上等の手法を
確立するための調査、研究を行う。

⇦９月議会の代表質問で人手不足対
策の観点からサービス産業や中小企
業の生産性向上支援を提案。
⇦２月議会一般質問で左記事業の詳
細について質問、提案。

6,500

用水路等への転落事故を未然に防ぐた
め、市町村など道路管理者や警察、消
防と連携して、優先的に対策を行うべ
き箇所や対策工法を示したガイドライ
ンを策定。

⇦常任委員会で用水路転落事故防止
対策を要請。深刻な事故だけでなく
軽微な事案の情報収集の必要性も指
摘。

4,878

管理職や従業員を含む職場の意識改革
などを目的に、業種やエリアごとに対
応した出前講座を実施。また、男性の
育児休職取得を促進するため、経営者
の理解促進と意識改革を行う。

⇦11 月議会の一般質問で、ＷＬＢ確
保や子育て支援など働き方改革に取
り組む企業の支援を提案、要望。

15,817

89,060

13,939

152,879

5,253
[ 単位：千円 ]

東京大学との共同研究によるプローブ ⇦常任委員会でプローブデータの積
データを利用した分析及び交通円滑化 極的活用を提案。予算総括協議会の
シミュレーションを実施するととも 会派質問では実施個所の増を要請。
に、シミュレーション結果に基づく信
号機現示改造を行う。県道川入巌井線、
国道 53 号線で実施。
県内学生の県内定着と県外学生の人材
還流をめざし、インターンシップの強
化、企業見学バスツアー、企業人材確
保センターによるマッチング強化、プ
ロフェッショナル人材やエキスパート
人材の確保などの諸事業を実施。

⇦９月議会の代表質問、11 月議会の
一般質問で人手不足対策と人口社会
減対策の観点から県内外の学生の県
内就職促進策を提案、要望。

県施設において簡素な手続きで他の公
衆無線 LAN との相互利用が行えるよ
う、認証手続き共通化サービスに対応
した公衆無線 LAN を整備する。

⇦一昨年６月の一般質問や常任委員
会で、インバウンド対策として公衆
無線 LAN の整備を提案、要望。

放課後児童クラブの施設整備を行う
（整備箇所 34 箇所）。

⇦部局折衝などを通じて、放課後児
童クラブの施設整備や発達障害児へ
の対応強化を要望。

行政と独自の貧困対策に取り組む民間
団体等で構成する会議を開催し、子ど
もの生活実態調査と、効果的な対策を
進めるための協働ネットワークづくり
を行う。

⇦11 月議会の一般質問で、具体的な
事例をあげ、子どもの貧困対策とし
て左記事業のフレームを提案。

