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県政レポート

岡山県議会議員 髙橋とおる

岡山県議会６月定例会は、2017年度一般会計補正予算案など18議案を原案

髙橋

徹 ｜ 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

通り可決し、閉会しました。今議会で質問に立った議員は、過去10年の定

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

例会では最低の16人でした。論戦は低調だったと言わざるをえません。政

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。

策論争が盛り上がらず、執行部提案を淡々と承認する議会では存在意義を
失いかねません。執行部の「暖簾（のれん）に腕押し」的な答弁を批判す

編集・発行／髙橋とおる事務所

〒703-8271 岡山市中区円山107 ☎086-277-9900

E-mail／hi.bridge.0312@gmail.com

ホームページ／toru-takahashi.jp

る声もありますが、一義的にはこれは議会の責任です。最も問われている
のは、議員の政策立案能力と県政にかける情熱だと、私は思います。

フェイスブック／https://www.facebook.com/takahashi.tohru.9

一般質問を振り返って

～質問者本人による解説～

６月議会で、私は一般質問に登壇しました（質問、答弁の一部を裏面に記載）。全部で５項目の質問を行いまし

県政トピックス

県の少子化対策、加速！ 婚活支援、子育て支援に新たな取組。

たが、そのうち３項目について解説致します。なお、県議会のホームページには動画がＵＰされています。

１．県教委「働き方改革プラン」について

県は5月22日、保育士の資格

県が設置する「お

を持ちながら働いていない潜

かやま出会い・結

標記プランに関し、①ICカードによる出退勤管理システ

ついては、衛生委員会を活用し対策を行う。という趣旨

在保育士の就労を促す「保育

婚サポートセン

ムの導入、②時間外業務について「程度のひどい人をゼ

の答弁を得た。県教委のプランは、県教委主導の取組に

士・保育 所支 援セ ンタ ー」を

タ ー」は、コ ン

ロにする」という目標設定、③衛生委員会（※１）の積

より全体の平均値の改善を目指す施策が多く、現場で個

県子ども未来課内に開設しま

ピューターで希望

極的な活用、などを提案した。①については、必要性は

別に問題点を抽出し、対策を打っていくという視点が弱

した。市町村やハローワーク

の結婚相手を探す

理解できるので研究する。②については、時間外業務が

い。衛生委員会などを活用し、学校単位で労務管理改善

と連携しながら潜在保育士の

システム「おかや

多い者へ「遅くとも20時まで退出」「ノー残業デーの

に継続的に取り組む仕組みを構築すべき。出退勤時間を

就労先を確保し、保育士不足

ま縁むすびネッ

設定」「部活動休養日の設定」などの対応を行う。③に

個別に正確に把握することは、その第一歩だと思う。

に対応することで、増加する待機児童の解消につなげま

ト」の会員登録を始めました。20歳以上の独身男女が

す。私も、議会質問や担当部局との協議などを通じて、

対象。８月以降は、センター内の端末で異性の登録者情

県にこのようなセンターの設置を促してきたので、一日

報を閲覧でき、条件が合えばセンタースタッフの立ち会

も早くセンターの運営が軌道に乗るよう協力していきた

いのもとで面会などに進みます。私も、婚活先進県と言

いと思います。受付時間は平日午前９時～午後５時。同

われる愛媛県などの取組を独自に調査し、同センターの

センターの連絡先は086-226-7350。

活動を応援する立場から様々な提案をしています。

所属委員会が変わりました
５月15日、岡山県議会臨時会が開催され、所
属する常任委員会、特別委員会が決まりまし

地域の暮らし改善の取組
岡山市中区倉益
のトラックター

２．精神保健福祉法の改正について
自治体に措置入院患者の退院後支援を義務付ける改正精

員配置の工夫だけで賄う事は困難だ。また、人手不足の

神保健福祉法。施行に伴う県の対応をただした。退院後

現場では、緊急度の高い事案や重篤な患者への対応が優

支援を担う保健所の業務量が増えることから、精神保健

先され、比較的軽い症状の人への対応が後回しになりが

対応を行う保健師の増員などを要請した。知事は、限ら

ちだ。症状が軽いうちに対処するほうが快方に向かう場

れた人材を戦略的に配置し対応すると答えた。精神障害

合が多く、「戦略的な人材配置」というのであれば、取

者の方に対しては、専門家が細心の注意を払いつつ接す

組の優先順位を明確にし、政策効果の高い分野へ資源を

ることが求められ、大変な手間暇がかかる。業務増を要

集中することも検討すべきだろう。

３．悪質クレーマー対策、ワーク・ライフ・バランス確保に資する消費者教育について

ミナル西交差点

人格を否定する暴言や土下座の強要など、いわゆる悪

対応すれば、サービス現場で働く人の生産性の向上や

た。私は、「総務委員会」「地域経済活性化対

は、トラック等

質クレームを抑止するため、県が行う消費者教育の中

ワーク・ライフ・バランスの確保は難しくなる。政府が

策特別委員会」に所属します。総務委員会は、

大型車両の通行

で倫理的な消費行動を促すプログラムを実施するよう

定めたワーク・ライフ・バランス憲章（※３）は、国民

県の人事、財政、広報、行財政改革、税務、中

が多いため、道

提案した。悪質クレームの事例共有などを通じて、一

一人ひとりに「消費者として、求めようとするサービス

山間・地域振興、総合計画などを所管する委員

路が傷みやすく

般論ではない、実効性の上がる教育・啓発の実施を要

の背後にある働き方に配慮する」ことを求めている。消

会で、守備範囲が幅広く、県政運営の要の委員

凸凹が目立って

望した。また、消費者が「より安く、より便利に」と

費者教育を通じて、このような配慮の意識を醸成してい

いう欲求を際限なく追及し、事業者が限界までそれに

くことも必要だと思う。

会と言われています。地域経済活性化対策特別

いました。県警察とも連携し中区役所に道路の改修

委員会は、県の産業振興や広報事業、おかやま

を要請したところ、舗装をやり直してくれました。

マラソンなどを所管します。しっかり勉強し、

雨の日には大きな水たまりが出来ていたので、梅雨

（※１）衛生委員会…長時間労働対策など安学校の安全衛生に関する重要事項について調査・審議する機関。50人以上の学校に設置さ

現実的で前向きな問題提起をしていきます。

の前に路面の凸凹が解消されたのはよかったです。

れる。メンバーは校長、衛生管理者、産業医等。（※２）ワーク・ライフ・バランス憲章…官民が一体となってワーク・ライフ・バランスの実現
に取り組むため、政府が策定した基本方針。国、自治体、企業と働く者、国民など関係者が果たす役割についても記載されている。

６月定例県議会 私の一般質問の質疑内容（一部を抜粋）

今の法律では、部活動、授業準備、テストの採点など、先生が時間外に行う業務の大半が、勤務ではなく自発的行為（ボランティア）とみなされます。

知事、これっておかしいと思いませんか？
留学生支援センターの開設

０１

０３

給特法の改正について

給特法（※３）では、「臨時又は緊急にやむを得ない
場合」を除き、教員に時間外労働を命じてはいけないと
されている。同法のもとでは、部活動、授業準備、テス
トの採点、アンケート・調査物への対応など、現在、教
員が日常的に時間外に行っている業務の大半が、法理論
上は、勤務ではなく自発的行為（ボランティア）とみな
され、管理職のマネージメントの対象外になっている。
同法は、教育現場の実態にそぐわないだけでなく、時
間外業務について、校長など管理職のマネージメントが
働きにくい状況を作り出している。
勤務時間外に行う恒常業務の大半が「自発的行為」だ
と解されるような制度を改め「労働時間」だと認めたう
えで、校長など管理職の指揮命令下のもと、その指示に
より時間外労働を行うような法改正が必要だ。国に法改
正を働きかけるべきだと考えるが、如何か？
（※３）給特法…正式名は「公立の義務教育諸学校等の教育職
員の給与等に関する特別措置法」。公立校の教員には「臨時又
は緊急にやむをえない場合」を除き、時間外労働を命じてはい
けないと定めている。やむをえず時間外勤務行う場合も、①生
徒の実習、②学校行事、③修学旅行、④災害対応、の４つの業
務に限定される。時間外勤務を行っても超過勤務手当は支給さ
れず、代わりに給与月額の４％の教職調整額が支給される。

Ａ．現在、国において教員の働き方改革の議論がな

県内における留学生の一層の活用と県内企業への
就労促進、留学生支援体制の整備をめざし、留学生
の募集から受け入れ、岡山での生活支援や勉学支
援、就職支援などを総合的に行う、産官学労金など
関係機関が運営する留学生支援センターの設立を検
討してはどうか？

県教育委員会の「働き方改

０２

革プラン」について

県内の公立校で、個人別の出退勤時間を正確に把握
している学校はどれくらいあるのか？ 教員の在校時
間を個別に正確に把握することは、労務管理の基本中
の基本であり、県・市町村教委や学校の管理職が教員
の抱える課題を把握するという意味において、最初に
位置付ける課題だと考えるが如何か？具体的には、IC

自己申告の業務記録票等により時間外業務の時間と
内容を把握している。これまでも、教員の健康管理
や労務管理は校長の責務であることから、長時間業
のプランの重点取組においても、管理職による時間

えていないが、その動向は注視していく。（知事）

管理を徹底することとしている。

や期待をもって注視するつもりか？

インターンシップの受け入れ、合同企業説明会な
ど、様々な留学生支援の取組が行われている。ご提
案の支援センターを県が中心になって設立すること
は考えていないが、留学生の支援の充実に向け、必
要な協力は行う。（知事）

Ａ．全ての県立学校と96％の市町村立学校では、

しており、給特法の改正を国に働きかけることは考

「国の動向を注視する」にしても、どのような問題意識

入れ推進や産業界と大学が連携した奨学金の給付、

おかやまマラソンに当選！

務の実態把握や業務の平準化を行ってきたが、今回

繰り返すが、この法律が現場の実態に合っていない。

Ａ．県内ではすでに産官学が連携した留学生の受け

カードによる出退勤管理システムの導入を提案する。

されている。県としては、国に教員加配などを要請

再質問

について

第3回おかやまマラソンは、11月12日（日）

０４

消費者教育について

に 開 催 さ れ ま す。定 員 16,200 人 に 対 し、
30,381 人 の 応 募 が あ り ま し た。抽 選 の 結

「岡山県消費者教育推進計画」には、いわゆる悪

果、私は一般枠で無事当選し、3年連続でフル

質クレーマーを抑止し、倫理的消費行動を喚起する

マラソンの部に出場

プログラムがない。日本では、消費者が事業者より

する機会を得まし

優位に立つ傾向が強いが、優位な立場を過度に振り

ICカード活用の利点は理解しているが、出退勤時

た。い ま や 地 域 を 代

かざさない、一定の倫理観の醸成が重要だ。消費者

間は把握できても、時間外に何をやっていたのか業

表するイベントに

教育で悪質クレームの事例などを共有し、倫理的な

務内容まで掴めないなど課題もある。当面は現行の

なったおかやまマラ

消費行動を促すプログラムを実施すべきだ。

ソ ン。よ り 良 い 大 会

管理方法を続けながら、すでに導入している他県の
状況も参考にしながら研究していく。（教育長）

になるよう問題提起

Ａ．岡山県消費者教育推進計画では、ご指摘の倫理
的な消費行動を含め、消費者の社会的役割の理解に

Ａ．一般論として、現場実態に合わなくなったルー

ついても消費者教育の意義としている。そのため、

ルは見直されるべきだし、それによってマネーメン

や責任など倫理的な視点も取り入れた教材や啓発資

トがより機能する状況を作り出すことは必要だと思

材を開発し、現在、各ライフステージでの消費者教

う。その点は、髙橋議員のご意見に賛同できる。

育や啓発活動を行っている。（知事）

県消費者センターを中心に、消費者の社会的な役割

を行っていくつもり
で す。ラ ン ナ ー と し
て は、し っ か り と 準
備をして、出来れば3
時間30分を切るタイ
ム で 走 り た い で す。
頑張ります！

第1回大会の模様

