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髙橋とおる 髙橋徹
｜http://toru-takahashi.jp/ 
｜https://www.facebook.com/takahashi.tohru.9

公式WEBページ
フェイスブック

お問い合わせ先 ｜ 〒703-8271 岡山市中区円山 107
☎(086)277-9900／ FAX(086)227-9966 ／ hi.bridge.0312@gmail.com

おかやまマラソン 2018、マラソン大会ランキング全国第１位！（7,000 人以上規模）

「髙橋とおる」は出走できず。４回目で初の抽選漏れ。
11 月 11 日に行われた「おかやまマラソン
2018」は、大いに盛り上がりました。日本最大の
ランニングポータルサイト「ＲＵＮネット」の
2018 年のマラソン大会ランキングでは、おかやま
マラソンの評価は、東京マラソンなど名だたる大
会を抑え全国第２位（富山県黒部名水マラソンと

より敬意を表するとともに、ボランティアの皆様、
沿道で応援していただいた皆様に、改めて御礼を申
し上げます。
ただ一つ、私が抽選に外れてしまい、出場できな
かったことは残念でした。くじに外れないよう日頃
の行いを正し、来年頑張ります。

１　94.4　第 10 回海部川風流マラソン（徳島）
２　93.3　おかやまマラソン 2018（岡山）7,000 人以上
２　93.3　第 35 回黒部名水マラソン（富山）7,000 人以上
４　92.7　第 56 回愛媛マラソン（愛媛）7,000 人以上
５　91.7　第９回いわきサンシャインマラソン（福島）7,000 人以上

並んで 2 位タイ）。７千人以上の規模
の大会では第１位に輝いています
（同）。災害からの復興をめざす岡山
の元気を内外に示し、参加したラン
ナーに感動を与える素晴らしい大会
になりました。関係者のご尽力に心

順位  評価点　　　　　　　　　　　　　大会名

政務活動費の収支報告書、議会のホームページで公開へ！議会改革

わが会派は領収書など証拠書類の公開を求めるも、議会運営委員会で否決。
岡山県議会は、議員一人当たり月額 35 万円が支給

されている政務活動費 ( 以下、政活費）の収支報告
について、県議会のホームページで公開することを
決めました。私が所属する会派「民主・県民クラブ」は、
収支報告書に加え領収書などの証拠書類も公開する
ことを提案しましたが、多数を占める自民党案で決
着しました。
収支報告書では、調査研究費、研修費など 10 区分

の支出額と大まかな使途しかわかりません。私は、
かねてから、「透明性を高めるため、情報公開を進め
るべき」と発言してきたので、領収書の公開まで至
らなかった今回の改定は不本意であり、自民党の姿
勢には疑問を感じざるを得ません。

これまで各議員の政活費の支出状況を確認するに
は、県庁まで出向き、議会事務局に申し出て、関係書
類を閲覧する必要がありました。収支報告書だけとは
いえホームページで確認できるのは半歩前進ですが、
支出の透明性を高めるという点では、課題は残ったま
まです。
政活費については、支給方法などについても議論の

余地はあります（私は、あらかじめ一定額を支給して
使用後に残金を返金する方式ではなく、支出ごとにそ
の都度清算する方式を提案しています）。また、議員
が公務出張する際のルールなども、県民目線で見直し
ていくべきだと思っています。
県民の皆様から信頼される議会になるよう、引き続

き、議会改革に取り組みます。

髙橋とおる 活動報告 （2018 年 10 月～ 12 月）

岡山の大学生の皆さんとの交流会。商店街の活性化
策について議論しました。

操南公民館で県政報告会。質疑応答で
は多くのご意見をいただきました。

おかやまマラソンの開会式で、歴代オリンピックラ
ンナーと。左から、重友梨佐さん、山口衛里さん、私、
中村友梨香さん。天満屋つながり故の役得。

伊原木知事のセミナー後の茶話会に
て。セミナーで学んだ「フューチャー
デザイン」という概念に共感しました。

ブラインドランナーの
伴走ボランティア

視覚障がいをお持ちのランナーの
伴走ボランティアを始めました。
ブラインドランナーの練習会に参
加したり、マラソン大会で伴走を
務めたりしています。マラソン歴
が長い私ですが、これまで気づか
なかったコース上の穴ぼこや段差
が、とても気になるようになりま
した。マラソン大会の会場では、
議員の来賓駐車場などは遠くて構
わないので、障がい者用の駐車場
を会場近くに設置すべきです。ボ
ランティアを通じて、改めて多く
の気づきを得ています。

蒜山高原マラソン大会で、
ハーフマラソンを伴走。

県・市連携！ 取り組みの成果報告
住民の皆様から寄せられるご要望などにお応えするためには、基礎自治体である岡山市との連携は不可欠です。これま
でも、岡山市議会の仲間と問題意識を共有し、重要政策については、県、岡山市双方の議会で質問するなど、歩調を合
わせ行政への働きかけを強化してきました。こうした取組の結果、進展が見られた施策もあります。以下、ご報告致します。

心身障害者医療費助成制度は、身体障がい者や重度
の知的障がい者の医療費の一部を行政が助成する制度
です。障害者基本法は、障がいには、身体、知的、精
神の３種類があると定めていますが、現行の県や市町
村の助成制度は、精神障がい者が助成の対象から外れ
ています。私たちは、精神障がいをお持ちの当事者や
そのご家族などと連携し、県や岡山市に対し、精神障
がいも助成の対象にすべきと訴えてきました。
岡山市は、２月定例市議会で、県下の自治体で初め

て、来年度から精神障がい者も助成の対象にするとの
方針を示しました。助成にかかる費用は、県と市で分
担するという制度設計になっていますが、岡山市は県
の対応を待たず、単独でも実施していく意向です。同
様の取組を岡山市以外の自治体へ広げるためには、県
が精神障がいを助成の対象にすることが最も効果的で
す。県への働きかけを一層強化していきます。

投票率のアップに向け、有権者の利便性向上や動機
づけ強化の観点から、私たちは、①選挙期間中も多くの
有権者が訪れる駅構内や商業施設などに期日前投票所
を設置すること、②投票済み証を発行し、民間が行う選
挙割り（投票に行った人を対象にした割引販売）など
の取組を後押しすること、を要望書の提出や議会質問
などを通じて県選管、市選管に繰り返し要望してきま
した。
そのような取組もあり、岡山市では、来春の統一地

方選挙において、イオンモール岡山（岡山市北区下石井）
に期日前投票所を設置することになりました。また、
２月定例市議会では、投票所を訪れたことを証明する
「来場カード」を配布する方針が示されました。
選挙は民主主義の根幹を成すものであり、投票率の

低下は重大な問題です。新たな取組により、少しでも
投票率が上がることを期待します。

岡山市の障がい者への医療費助成制度
精神障がい者にも適用拡大へ

岡山市選管、来春の統一地方選で投票率向上めざす
商業施設へ期日前投票所、来場カードも配布



11 月定例県議会 民主・県民クラブ代表質問報告 11月議会では、所属会派「民主・県民クラブ」を代表して、私が代表質問を行いました。以下、質疑の一部をご紹介致します。

　災害対応に伴う補正予算の総額は 1,000 億円を
超え、県の貯金にあたる財政調整基金は底を突き
つつある。次年度の予算は、非常に厳しい財政状
況の中、災害からの復旧・復興に優先的に取り組
みつつも、産業振興や教育の再生など、「生き活き
プラン」に掲げた施策を着実に実行に移すことが
求められる。人口減少など直面する課題への対応
も待ったなしの状況だ。次年度予算編成について
の知事の考えを伺う。

次年度予算編成の考え方について

　財政調整基金の取崩しや、多額の県債発行が
見込まれ、県財政は一層厳しさを増す。全ての事
業をこれまで通り実施することは難しくなると想
定され、さらなる「選択と集中」に取り組まざる
を得ない。そうした中にあっても、限られた財源
を有効に活用し、復旧・復興の一層の加速と、全
ての県民が笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現
に向け、しっかり取り組みたい。（知事）

財政上の制約から、県の施策は豪雨災害を機に
見直しを迫られるのは必至だ。復旧・復興に力を
注ぐのは当然としても、これまで以上に事業の「選
択と集中」を進めなければならない。従来の事業
を見直す政策分野も出てくることから、県には一
層の説明責任が課せられることになる。行政と県
民をつなぐ議会にも、その役割が求められると考
えている。他方で、復興にかかる莫大な経費を、
県や被災市町村だけで賄うのは不可能であり、国
からの支援は不可欠だ。私たちも、政党などを通じ、
国への働きかけを強化していく。
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【答弁に対する受け止め】

　河川氾濫した場合の対応を時系列で事前に定
める防災行動計画「タイムライン」の、本県の市
町村の策定状況と策定に向けた県と市町村の連携
について伺う。国、県、市などがそれぞれにつく
るタイムラインが、発災時に混乱なく適切に機能
するには、各タイムライン間の連動について点検
する必要がある。今回の災害対応の検証を踏まえ
た、タイムラインの運用面の課題と対策について
伺う。

タイムラインの策定について

　河川水位の状況に合わせたタイムラインを策
定しているのは８市町。市町村が策定に取り組む
場合には、県は国とともに積極的に支援する。水
害のタイムラインは、河川やダムの管理主体にこ
だわらず、水系全体のダムの放流量や水位に基づ
いた計画を策定し、運用することが重要だ。今後、
水系ごとのタイムライン策定について検討する。
（知事）

水害発生時のタイムラインは、全ての市町村で
策定するのが望ましいが、策定には専門的な知識
が必要なことから、県の支援は不可欠だ。答弁通り、
積極的な対応を期待する。７月豪雨災害では、特
に災害対応の初動において、国、県、市の連携に
課題があったとの指摘がある。縦割りの弊害が出
ないよう、国、県、市などの行政の枠を超え、水
系ごとにタイムラインを整備することは、発災時
に非常に有効だ。ぜひ県が主導し、前に進めてい
ただきたい。
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【答弁に対する受け止め】

　来年４月から瀬戸内国際芸術祭が行われるが、
芸術祭を訪れた観光客に県内の観光地にも足を運
んでもらい、出来れば滞在していただくよう取組
を強化すべきだ。アートや生活文化を体験できる
環境の整備、京橋から瀬戸内海の島々へのクルー
ズ船運航への支援、観光施設との周遊割引チケッ
トの販売など、新たな観光商品の開発を検討して
はどうか。

観光振興施策について

　芸術祭の開催に伴い、芸術に関心の高い観光
客の来県が期待できることから、観光キャンペー
ンでは、フルーツに加え、アートもテーマとし、
県内で開催されるアートイベントとも連携しなが
ら、魅力ある企画を実施していく。京橋からのク
ルーズ船の運航が実現すれば、岡山後楽園などと
の周遊割引チケットの発行などにも取り組みたい。
（知事）

2016 年の期間中に芸術祭を訪れた約 100 万人の
総来場者のうち、会場となる島への経由港は高松
港が約６割で、宇野港は約２割。観光集客という
点で香川県と大きな差がついている。改善の余地
は大きく、芸術祭を訪れる観光客を岡山に呼び込
む観光施策に積極的に取り組むべきだ。京橋から
のクルーズ船は、岡山市内中心部と芸術祭会場を
つなぐ新たな観光ルートとして期待できる。その
活用も検討すべきだ。
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【答弁に対する受け止め】

　改正健康増進法が 2020 年４月までに全面施行
される。県は、禁煙・完全分煙施設の認定事業を行っ
ているが、認定状況を見る限り、特に民間施設で
取組が遅れているようだ。兵庫県は改正法に先立っ
て条例を整備し、継続的な取組を続けており、東
京都は法律を超えた厳しい基準の条例を定めてい
る。改正法施行を見据え、国の動向や自治体の事
例などを踏まえ、どのような対応をしていくのか。

受動喫煙防止対策について

　これまで、県は、禁煙・完全分煙施設の認定
事業や、たばこの煙から子どもたちを守るための、
フリーキッズ事業を実施してきた。さらに、改正
増進法を受けた受動喫煙防止対策を進めるため、
有識者や医療関係者、経済団体などと「連携会議」
を 2018 年度中に設置する。連携会議において、県
民運動につながるよう、官民一体で検討を進める。
（知事）

担当課は、「連携会議のメンバーや設置時期など
は調整中だが、受動喫煙を防ぐための効果的な対
策のほか、機運を高める活動などを議論する」と
している。喫煙者を含む幅広い県民の理解が得ら
れるよう、連携会議には、県民の「目に見える」
分かりやすい運動を展開してもらいたい。連携会
議を基軸に、県が旗振り役になり、積極的にこの
問題に対応することを期待する。
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【答弁に対する受け止め】
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