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髙橋 徹｜岡山県議会議員。1967年生まれ。52歳。岡山市立可知小学校、同旭東中学校、県

立西大寺高校、中央大学を経て、1989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。2019年2期目当選。趣味の

マラソンではサブスリー（フルマラソン3時間切り）を複数回達成。 
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公式WEBページ  http://toru-takahashi.jp/    
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お問い合わせ先  〒703-8271 岡山市中区円山107 

TEL (086)277-9900 / FAX（086)277-9966 / E-Mail  hi.bridge.0312＠gmail.com  

 

2018年度「髙橋とおる」政務活動費 支出報告 

費目 支出額 備考 

調査研究費 531,782 会派会費※１ 301,289  視察経費 141,100  ガソリン代等交通費  82,369  会費 4,000 

研修費 212,440 研修参加費 90,000    交通費・宿泊費 122,440 

広報広聴費 3,044,314 広報紙送料※2 1,580,009    広報紙製作費※3  497,438  ポスティング等配布委託  286,520        

その他※4  584,797 

会議費 103,790 諸会議経費※5  103,790  

資料作成費 1,000 資料作成費 1,000 

事務所費 49,659 光熱水費 49,659 

事務費 139,325 電話･FAX通信費 124,682  事務用品購入 10,230  その他 4,413 

人件費 117,690 アルバイト賃金 73,950    その他  43,740 

合計 4,200,000  

 2018年度の私の政務活動費の支出についてご報告し

ます。岡山県議会議員の政務活動費の上限は年間420

万円で、県政に関する調査研究や資料作成、議員が行

う広報広聴活動などに充てることが出来ます。後援会活

動や政党活動に使うことは出来ません。家賃や光熱費、

事務用品購入など、当該支出が政務活動の費用か後援

会活動のそれか、明確に区分できない場合は、マニュア

ルに基づき、一定の比率で按分し費用計上します。 

 下表の通り、私の支出の特徴は、「広報広聴費」の

ウェートが高いことです。その大半は、「県政レポート」の製

作、送付（配布）に係る費用です。ホームページの作成、

運営などの費用も含め、広報広聴費が全体の７割強を占

めます（県政レポート、ホームページともに掲載内容に応

じ、後援会広報などと分離し、按分計上しています）。 

 「県議会や県議会議員が何をやっているのかわからな

い」という声をよく耳にします。当然ながら、「何をやってい

るのかわからない」人や組織に対して、関心も共感も生ま

れません。私は、県政について、県議会議員の活動につ

いて、有権者の皆様にタイムリーに情報発信することを、

たいへん重視しています。統一地方選の低投票率を目

の当たりにし、その思いはさらに強まりました。今後も、

SNSなどのさらなる活用を含め、効率的・効果的な情報

発信に努めて参りたいと思います。 

 政務活動費は、不適切な使用実態が各地で明らかに

なり、支出の透明性を高めることが求められています。領

収書だけでなく、支出の内訳などの添付を義務付けると

ともに、それらを議会ホームページで公開するなど、不正

防止と情報公開の仕組みを整えるべきです。 

※1 所属会派の事務職員の人件費やコピー代等の事務経費を会派の人数で割ったもの  ※2  県政レポート等の送料 

※3  県政レポート等のデザイン料、印刷代等  ※4  ホームページ作成費等   ※5  県政報告会会場費、コピー代等  

平成30年7月豪雨災害から１年 ～復旧・復興に向けた歩み～ 

県政最大の課題は、何といっても、平成30年７月豪雨災害からの復旧・復興です。県では、昨年８月に復旧・復興推進本

部を設置し、「復旧・復興ロードマップ」を策定しました。これまで総額1,261億円の予算を編成するとともに、国の支

援策も活用しながら、ロードマップに掲げた取組を推進しています。その一部をご紹介致します。 

 生活とくらしの再建  地域経済の再生 

住まいの確保 

応急仮設住宅の入居状況 

●建設型仮設住宅…入居戸数268戸、入居者数629人 

●借上型仮設住宅…入居戸数2,644戸、入居者数6,943人 

こころのケア 

被災された方や支援している方の心の支援を行うた

め、「おかやまこころのケア相談室」を開設。また、

被災した児童・生徒へのケアを行うため、「スクール

カウンセラー」を派遣しています。 

スクールカウンセラー派遣回数（2019年5月31日現在） 

●小学校…19校/312回   ●高等学校…10校/70回 

●中学校…８校/95回     ●特別支援学校…１校/15回 

 公共施設などの復旧 

河川・道路の復旧 

中小企業への支援 

被災された中小企業事業者が不安なく事業再開に取り

組めるよう、グループ補助金の交付手続きを迅速に進

めるとともに、経営相談や専門家の派遣、資金の融資

などの支援を行っています。    

補助金交付決定 

210事業者/44億1,131万円  

復興事業計画認定件数 

36件/713事業者 

営農の再開支援 

被災した農業用機械やハウスなどの農業施設の改修・

更新に関する支援のほか、種子・

苗木の確保や土砂が流入した農地

の土壌診断、経営・技術指導、制

度資金の案内などを行っていま

す。 

河川の被災箇所や、道路の通行止め箇所などについて、早

期復旧に向けた工事を進めています。堤防が決壊した小田

川３支川や砂川などについては、再び同じような災害が発生

しないよう、堤防のかさ上げや河道掘削などの改良復旧に取

り組んでいます。 

河川の復旧 

●被災箇所…801箇所 ●復旧工事着手…436箇所（54.4%） 

●工事完了…135箇所（16.9%）  （2019年5月31日現在） 

道路の復旧 

●被災箇所…257箇所（災害査定決定箇所） 

●復旧工事着手…88箇所（34.2%）  

農地・農業用施設などの復旧 

被災状況 復旧工事後   （倉敷市真備） 

仮復旧工事後 （岡山市東区） 

農地・農業用施設（水路、農道、ため池など）や治山・林道施

設、農業用共同利用施設などの早期復旧を進めています。 

被災状況 

被災地域の市町村立学校の教育活動再開のため、県立学

校施設の貸与などを行いました。また、子どもたちが安心して

学校に通い学べるよう、教職員の加配や通学バスの運行も

行いました。現在、

近隣校やプレハブ

校舎の利用の早

期解消に向けて、

学校施設の復旧

を計画的に進めて

います。 

学校教育活動の再開、学校施設の復旧 

（単位：円） 

（2019年5月31日現在） 

（2019年5月31日現在） 

（2019年5月31日現在） 

（2019年5月31日現在） 



新たな任期がスタートし、私は会派の副団長（政策担当）に

就任しました。政党で言えば、政務調査会長のようなポジ

ションで、議会ごとに行われる会派代表質問の質問項目の

整理や質問原稿のとりまとめを行います。責任は重大す。６

Ｑ．昨年の豪雨災害で亡くなった方の約９割が高齢者や

障がい者だった。地区防災計画の作成にあたり、障がいの

ある人に参加してもらえば、より当事者の視点を反映させる

ことができると思うが、いかがか？ また、地域では、障がい

者や要介護者などの個人情報の共有方法が問題になって

いる。参考になるモデルを提示してもらいたい。 

Ａ．障がいのある方など「避難行動要支援者」が参画す

ることは、計画の実効性を高めることに結びつくことから、ご

提案内容を踏まえた取組となるよう努めたい。また、個人情

報に関しては、計画づくりを進める中で具体的な方策を示す

ことが出来るよう、市町村とも連携し、取り組んで参りたい。

（知事） 

 

  

とおる’s Ｅｙｅ ～６月議会を振り返って～ 

 

ＯＫＡＹＡＭＡ  ＬＯＣＡＬ  ＰＯＬＩＴＩＣＡＬ  ＲＥＰＯＲＴ ＶＯＬ．21 

月定例会では、私の登壇機会はなかったので（会派人数に

応じ質問者数に制限があるため、最低年に１回は質問に立

てない議会があります）、今回のレポートでは、会派の代表質

問（質問者：高原俊彦議員）の主な質疑をお伝えします。 

６月定例県議会 会派（民主・県民クラブ）代表質問報告 

ＴＯＰＩＣＳ 

地区防災計画策定にあたっての要望 

歩行者を守る交通安全対策について 

Ｑ．大津市の交差点の事故を受け、交差点付近におけ

る防護柵の設置基準の見直しなど早急な対策が必要だ。

市町村の財政状況などにより、対策の地域格差が生じない

よう、県が独自予算を組み、市町村へ支援することは出来

ないか。さらに、県独自の取組には限界があることから、国

の予算を獲得する必要があるが、併せて所見を伺う。 

Ａ．現在、防護柵の設置状況等の緊急調査を終えたとこ

ろであり、この結果を踏まえ、設置基準の見直しの必要性を

検討するとともに、県警察と連携し、必要な対策を早急に実

施していきたい。市町村への財政支援までは考えていない

が、国の補助制度の紹介や技術的助言を行うとともに、国に

対しは、さらなる予算要望を行っていく。（知事） 

児童虐待防止対策について 

Ｑ．児童相談所の体制や専門性強化をさらに進める「児

童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）が策定

されたが、今後、国の配置基準通りに児童福祉司や児童心

理司の増員は進むのか？ 児童相談所の人材確保に向け

た取組について伺う。 

また、新プランに基づ

き児童福祉司の増員

が進めば、一人当たり

の業務量や担当件数

の適正化は図られるの

か？ 

Ａ．国の配置基準に基づき、児童福祉司や児童心理司

を計画的に確保するとともに、県として独自の人材育成基本

方針に基づき、専門性の向上や育成を図ってきた。今後、

専門職の新規採用に向けて、大学や関係団体などへの働

きかけを強化し、新プランに沿った職員の確保に取り組んで

いきたい。業務量の適正化については、現在の児童福祉司

一人当たりの担当件数は約90件で、新プラン効果もあり、昨

年に比べ約40件減少している。今後、さらに新プランに基づ

く児童福祉司の計画的な増員を行うとともに、市町村の対応

力強化を図りながら、役割分担を進めることにより、児童相

談所の業務量の適正化につなげていく。（知事） 代表質問に登壇した高原俊彦議員 

保育人材の確保について 

Ｑ．秋からの幼児教育・保育の無償化に備え、保育人材

を確保することは喫緊の課題だが、非就労の潜在保育士に

就業してもらうには、賃金面だけでなく、短時間勤務制度な

ど、個々人の生活ニーズに応じた多様な働き方を可能にす

る取組も重要だ。保育所経営者や保育現場に働きかける

機会を増やしたり、動機づけを強めたりしてはどうか？ 

Ａ．潜在保育士の就職を促すには、そのニーズに合った

働きやすい職場環境の整備が重要と考えている。このため、

今年度、保育所経営者や施設長等を対象にしたセミナーや

意見交換会を開催し、短時間勤務制度の活用やＩＣＴの活

用による業務の効率化などについて紹介することで、働きや

すい職場づくりに向けた意識の醸成を図っていく。（知事） 

不登校・長期欠席対策について 

Ｑ．不登校や長期欠席は、場合によっては、ひきこもりの

状態に続く可能性があり、長期欠席や中退を未然に防ぐた

めの取組が重要だ。私立高校における学校現場の取組と

今後の方針を伺いたい。また、公立高校を含め、中退した

生徒へのフォローやアウトリーチ支援も重要だと考えるが、

中退した生徒への取組について併せて伺う。 

Ａ．現在、私立学校にスクールカウンセラー等を配置し、

生徒や保護者へのサポート、教職員への助言等を実施して

おり、今後も、支援を継続する。学校を中退した生徒に対し

ては、県青少年相談センターに専任コーディネーターを配

置し、生徒や保護者からの相談対応だけでなく、コーディ

ネーターからも積極的にアプローチを行っている。（知事） 

食品ロス削減推進法への対応について 

 ６月定例会は、令和元年度一般会計補正予算案（3600

万円）、条例案など２４議案を原案通り可決、収用委員の再

任などの人事案に同意して、閉会しました。  

 平成30年７月豪雨災害から１年が経とうという時期でもあ

り、今議会では、災害からの復旧・復興に関する質問が相

次ぎました。被災者支援に関する質問、河川改修などハー

ド事業の進捗確認、地域防災の仕組みづくりなどソフト面の

取組への要望や提案など、「災害からの復旧・復興ロード

マップ」に掲げられた施策について活発な議論が行われまし

た（復旧・復興の具体的な取組は裏面に掲載）。 

 高齢ドライバーによる交通事故対策も一定の進展がみら

れました。わが会派の大塚愛議員が、後付けタイプの「ブ

レーキ・アクセル踏み間違い防止装置」の取り付けに対する

助成を求めたところ（東京都などでは実施済み）、執行部か

ら「前向きに検討する」意向が示されました。新車へ買い替

える予定のない高齢者などが、最小限の負担で安全サポー

ト装置の付いた車に乗れるよう、早急な制度創設を期待しま

す。他方で、県は、高齢ドライバーの運転免許返納を促して

いますが、返納後の「暮らしの足」の確保も不可欠です。国

が主導して財源を確保し、地域の乗り合いタクシーやコミュニ

ティバスなどの整備を進める必要があります。 

 その他、瀬戸内国際芸術祭・春会期直後でもあり、インバ

ウンド含む観光振興施策に対する質疑も行われました。「瀬

戸芸」効果を、県内全域に波及させることが課題です。 

Ｑ．食品ロス削減推進法が成立した。国が基本方針を策

定し、自治体には具体的な推進計画を作る努力義務を課

し、事業者には施策への協力を求めるなどの内容だ。同法

の成立に対する受け止めは？ また、推進法の策定につい

ては、どう対応するつもりか？ 同法では、10月を食品ロス削

減月間、10月30日を食品ロス削減の日と規定しているが、こ

の期間への対応は？ （知事） 

Ａ．世界的な関心が高まる中、本県においても啓発活動

を実施してきたところであり、国民運動として推進する法律

が制定されたことは、意義深いと考えている。推進計画の策

定も、今後示される国の基本方針を踏まえ、前向きに検討し

たい。削減月間については、時期を捉えた事業実施に努め

るとともに、今後、新聞、ラジオ、SNSを活用し削減月間を周

知するとともに、月間に合わせた取組も検討する。（知事） 

所属する国民民主党の新しい公認キャラク

ターに「こくみんうさぎ」が決定しました。「長い

耳で皆さんの声をよく聴き、ピョンピョンと素早

く対応する」のがモットーです。政党の“ゆる

キャラ”といえば、ビミョーなのが

多いですが、これはたいへん可

愛いと好評です。可愛がっていた

だければ幸いです。よろしくお願

い致します。 

おかやまマラソン、今年も落選！ 

おかやまマラソン、フルマラソンにエントリーしました

が、抽選の結果、今年も落選してしまいました。こ

れで２年連続の抽選漏れ。定

員13,000人に28､390人が応

募。倍率2.2倍の「狭き門」をく

ぐれませんでした。残念で、テ

ンション下がりまくっています。 
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