所属会派（民主・県民クラブ）で、知事に要望書を提出しました。
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4月20日、所属会派「民主・県民クラブ」は、伊原木隆太知事に対し、新型コロナ感染症対策に関する要望書を提出しました。私
は、会派の政策担当副団長として、メンバーの意見を取りまとめ、原案を起草しました。以下、要望書の概要をご紹介します。

総論

感染拡大防止と経済活動のバランスをとること

新型コロナウィルス感染症対策 特集号

※WEBサイトのコロナ関連情報で全文
を見ることができます。

髙橋 徹 プロフィール｜岡山県議会議員。1967年生まれ。5３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

感染拡大防止のために行動制限を行えば、経済活動は

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
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所長が示したものです。この図に赤字で示されている「社

コロナ関連情報、続々発信中！

会崩壊も医療崩壊も起こさない制限の強さ」をコントロール
することが、自治体の重要な役割になります。局面に応じ
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て、赤い矢印は左右に動きますが、その都度、状況を見
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極め、適切なバランスをとることが求められます。医療体
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制を整備することで、矢印を右にシフトさせることが出来ま
す。また、事業者や労働者等への減収補償や経済的な
支援などを拡充することで、経済活動を制限しても、人々

感染症対策についてブログなどで語ってきたことをお伝えします。

の暮らしの崩壊を防ぐことが出来ます。刻々と変化する環
境に対応し、適切なバランスを保つことに加え、自治体自

５月25日、緊急事態宣言が全国で解除されました。我

発信を強化しました。今回のレポートでは、この間

が国の新型コロナウィルス感染症は、ひとまず収束に

ネット上に書いてきた文章の中から主なものを抜粋し

史を顧みれば、病気そのものより、経済の停滞や公衆衛生行政

向かっています。２月議会の閉会（3月19日）以降、私

て転載し、ご報告させていただきます。本紙とは別に

いま、県民は、過去に味わったことがない、大変な脅威を

の失敗、人々の不安や被害意識、差別意識などによって、社会

は、新型コロナウィルスに関する情報収集に加え、行

「資料編」のチラシを作成し、この数カ月間のコロナ

感じています。命と健康のみならず、収入、雇用、学校、

が混乱し公益を損なうことが、しばしば起こっています。そのような

政・医療機関・学校・事業者などへのヒアリング、国

禍を振り返られるような工夫をしました。ブログの日

仲間との時間など、これまで生活の基盤が崩れていく恐

混乱を起こさないよう、細心の注意を払いつつも、強いリーダー

や県に対する要望活動、他都道府県の状況調査など、

付と別チラシを照らし合わせ、その文章が書かれた当

怖を感じ、この状態がいつまで続くのかわからない不安に

シップで困難を乗り越えていかなければなりません。その先頭に立

ほぼこの問題にかかりっきりでした。また,県政報告会

時の社会の「空気」を思い出しながら、読み進めてい

怯えています。 感染症対策は、医学・科学の問題という

つのは知事です。県民が笑顔で暮らす「いきいき岡山」を取り戻す

などに替え、WEBサイトやSNSなど、ネットによる情報

ただくと、一増理解が深まると思います。

以上に、人の側の問題、すなわち社会システムや人の心

という強いメッセージを、悲壮感だけでなく、希望とともに県民に届

の問題という側面があります。人類と感染症の闘いの歴

けていただきたいと思います。

らが施策を講じることで、このトレードオフのジレンマを緩和

していくことも求められます。

各論

具体的な提案・要望事項（抜粋）

※全部で53項目を要請しました。下記は主なものの抜粋です。

●現状のPCR検査体制を拡充し、民間検査機関や簡易検査

●感染者やその接触者、職場や居住地域等に対する誹謗・中

キットの活用、ドライブスルー検査の導入など、検査能力を向

傷や差別的な行為を厳に慎むよう、強いメッセージを発信する

上させること。

こと。

●全国知事会を通じ、国に対し、「自粛要請と補償（または経

●オンライン授業の実施も視野に、学校休業中の ICTを活用

済的な支援）をセットで行う」よう、強く働きかけること。また、そ

した連絡や教材提供などの取り組みを支援すること。ネットワー

のような事に取り組む自治体への財政措置を要請すること。

ク環境の整備や ICT支援員の配置を積極果敢に進めること。

●外出自粛要請や営業自粛等により、甚大な影響を受けてい ●放課後児童クラブへの支援を強化する（学校施設の利用、
る県内の企業、個人事業主等に対し、市長村等とも連携し、経 学校や自治体からの応援を含む指導員の確保など）とともに、
済的な支援を行うこと。

「３密」環境の解消など、感染防止対策を徹底すること。

●マスク、消毒剤等の衛生用品について、製造、流通両面か

●災害時の避難所について、大半の施設では、「３密」が避け

ら目詰まりを解消し、一般でも入手しやすくなるよう、対応を強

られないことから、避難所の感染防止対策を早急に検討するこ

化すること。あわせて、県として、マスク等衛生資材が不足して と。また、リスクに応じて、避難所以外への避難を促すなど、地
いる医療機関への資材供給に最優先で取り組むこと。

域防災計画の見直しを行うこと。

●新型コロナウィルス感染症に関係する個人向け、企業向け

●ステイホームにより DVや虐待のリスクが高まっているため、

の各種支援制度について、国や市町村が行うものも含め、対

ハイリスク家庭の児童・生徒に対し、SSWや教員によるアウト

象者に、制度の概要や窓口などをわかりやすくとりまとめ、情報 リーチを積極的に行うこと。また。社会的弱者を支える NPO法
提供を行うこと。 必要に応じて総合相談窓口を設けること。

人などの継続支援を行うこと。

blog．2020.3.31 今できることをやる
岡山県議会は、「２月定例会」が閉会し、５月の「臨時会」ま
で本会議は開かれません。代表質問や一般質問など、本格
的な論戦が闘わされる「定例会」の開催は６月以降です。
とはいえ、その間も各種委員会は開催されますし、勉強会や
研修、視察等が本会議閉会中のこの時期に設定されます。
年度末から年度初めは、地域、政党、組織・団体等の総会や
行事などが集中することもあって、例年であればスケジュー
ル帳が真っ黒に埋まる時期です。
これらに加え、私の場合、選挙の年を除き、毎年、この時期
に、（私にしては）規模の大きい「県政報告会」をホテルなど
の会場を借りて行うことにしており、その準備に追われる時
期でもありました。
新型コロナウィルスの影響で、これらすべてが中止もしくは
延期になりました。不要不急の外出を控えるよう要請されて
いることもあり、出来るだけ事務所兼用の自宅で仕事を行っ
ています。陳情対応や各種ヒアリング、執行部との折衝など
も、先方と対面での対応が必要なもの以外は、電話やメール
などで済ませています。会議や打ち合わせも、大半はＷＥＢ
会議になりました。もちろん、地域のあいさつ回りや報告会な
ども、今は自粛しています。

議員というのは、有権者の声を行政に反映させるのが仕事
ですし、選挙で選んでいただく立場なので、「できるだけ人
と接したい」「一手間かけてでも、直接会って話がしたい」と
考えてしまう職種です。しかし、今は感染症拡大防止が最優
先。人と接触する機会を通常より８割減らせば、オーバー
シュート（感染爆発）が防げるそうなので、意識と行動を変
えなければなりません。
というわけで、議場や委員会室で行う公務を除き、出来るだ
け外出を控え、オンラインでできる仕事はそちらに切り替え
るなどして、人と接触する機会を減らしているところです。そ
の上で、逆に今だから出来ることにしっかり取り組もうと考
えています。
まずは、勉強です。関連の専門書などを読み漁って、泥縄式
に感染症について学んでいます。また、ブログやＳＮＳなどに
よる情報発信を、大幅に増やすことにしました。特に、新型コ
ロナ関連の情報について、正しい情報をタイムリーにお届け
出来るよう、毎日、投稿を続けています。ジョギングは、一人
で行う分にはやっても良いそうなので、マスク着用など感染
症対策を講じたうえで、距離を短くして継続するつもりです。
状況の変化に対応し、今できることをやるしかありません。

髙橋とおる公式ＷＥＢサイト、髙橋徹Facebookより転載。ただし、紙面の都合（主に文字数の制約）上、WEBサイト掲載時の文章を修正している場合がありますので、ご了承ください。

blog 2020.4.18 学校休業、付け焼刃的な対応でよいのか？

blog．2020.5.3 長期戦を前提に持続可能な対応を

facebook．2020.5.2 瀬戸大橋とコロナ禍のリゾートホテル

緊急事態宣言を受けて、県内の公立学校の対応が出揃った。岡山市は、休業はし
ないという決定を翌日に覆し、一転、5月6日までの休業を決めた。

コロナとの闘いは、長期戦になることは間違いない。新規感染者がゼロになること
を終息というのなら、もはや終息することはないだろうと言う専門家は多い。

営業を自粛しているリゾートホテルの支配人にお話を伺いました。

感染者が増える中、学校を閉じないことへの懸念や疑問の声が上がっていたが、
市教委や市の執行部が押し切ったかのように見えた。しかし、緊急事態宣言の発
令で、結果的に、市は180度判断を変えたことになる。良い悪いは別にして、学校
を休業するか否かは、医学や科学のエビデンス（科学的な根拠）にも基づく安全
性の問題というより、世論や横並び意識や同調圧力など、政治的な事情で決ま
る、という事がはっきりわかってしまった。

このウイルスの感染拡大を止めるには、国民の6〜7割が感染して集団免疫を獲
得するか、ワクチンにより人工的に集団免疫を実現するかしかないと言われてい
た。しかし、感染後に出来た抗体が、二度目に感染しないだけの十分な免疫力を
持っているのかわかっていない。また、十分な免疫力があったとしても、その効果が
どれくらいの期間、持つのかもわかっていない。さらに、ワクチン開発には年単位の
時間がかかるうえ、ウイルスは変異する性質があり、ワクチンが開発されても効か
なくなる事も考えられる。集団免疫の獲得のよる終息は、簡単ではない。

やカレーを百貨店の食料品売場で出張販売をするとのこと。和食、洋食の料理長

いま、日本政府がとっている戦略は、
①人の行動を制限することで、爆発的感染を抑え、感染のピークの山を低くする。
②それによって感染者を医療のキャパシティの範囲内に抑え、医療崩壊を防ぐ。
③医療崩壊を防ぐことで、重症者が病院で必要な治療を受けられる体制を維持
し、死者を最小化する。
④そうやって、重症者を死なせないことを最優先に、時間を稼ぎ、ワクチンや特効薬
の開発を待つ。
というものだ。

治に一番求めたいのはそこだ。」という言葉をいただきました。この間、ずっと自分

ゴールデンウィーク明けには、また学校を再開するの？ どうするの？ という議論が
起こるかもしれない。明確な判断基準がないので、同じような論争や混乱が繰り
返されないか、心配だ。
個人的な意見だが、5月6日に緊急事態宣言が解除され、外出OK！ 「３密」も大
丈夫！、したがって学校再開も問題なし！ という状況になるとは、とても思えない。
教育委員会は、その都度、その都度、休業とか閉校とか、対応を検討するのではな
く、最悪を想定し、年間スケジュールを抜本的に組み替え、オンライン授業を授業
時間としてカウントすることなども含め、教育課程といかに擦り合わせるかを考え
るべきではないか。そもそも、今の教育課程をそのまま運用するのが適切なのか、
というのも一つの論点だ。
教育課程や学校スケジュール全体の見直しの中に、高校野球も、インターハイも、
全中も、吹奏楽コンクールも位置づけ、検討すべきだ。個々の大会主催者が個別
に判断するのが適切だとは思えない。
学校の教職員の勤務計画や勤務形態、この時期に何をやって、何をやらないかな
どを決めるためにも、そういう大方針とスケジュール感が必要だ。
例えば、コロナ終息を18ヶ月後の2021年10月と仮定して（多くの専門家がワク
チン開発には12〜18ヶ月くらいかかると言っている）、この間の学びの保障につ
いて真剣に考えるときではないだろうか。単位の認定基準、試験や成績の評価、
部活動や学校行事、オンライン授業の環境整備と実践、受験の日程や方法など、
総合的な検討が必要だ。これは自治体レベルで出来る話ではないので、文科省
は早急にそのような議論をスタートさせてほしい。（してるのかな？）
あえて極論を言えば、今年は、もう夏休み終了まで学校は閉じて、その間に、様々
な議論を行い、国民に説明し、環境を整え、9月から新しい教育課程や、仕組みを
スタートさせる、くらいの事を考えても良いのではないか。
その都度、その都度、付け焼き刃で対処できるほど、コロナウィルスは甘くない。

私の「新しい生活様式」

宿泊も、飲食も、宴会も、いまは全て休止しているが、明日から、ホテル特製の棒鮨
も売場に立つと張り切っておられました。
コロナが収まるまで、とにかく出来ることをやっていくしかない、という支配人の言葉
が印象的でした。
一通りお話を聞いた後、帰り際に、支配人から、「補償や協力金よりも、感染症対策
に取り組みながらも、経済や社会を崩壊させないよう、しっかり舵取りをしてくれ。政
が考えてきたことと同じご意見だったので、励みになる一言でした。

このホテルからは、瀬戸大橋
が見下ろせます。
遠目に見ても橋を通る車の量
が少ないのがわかりました。
ただ、五月晴れを背景に、キラ

今の感染がピークアウトしたとしても、ワクチンが開発されるまで感染者はダラダラ
出続けるだろう。そして、行動制限を緩めることで感染が再燃しそうになれば、再び
行動制限を行い、感染を鎮めるしかない。このような期間が、いつまで続くのか不
透明だが、ワクチンが開発されるまでの期間は、希望的な観測で1年〜1年半。
ハーバード大学の研究チームは2022年になると言っている。長期戦とは、そういう
時間軸だ。
緊急事態宣言のような強度で人々の行動を制限し続けることは、まったく持続可
能でない。減収、失業、店舗閉鎖、倒産、貧困などの経済的な問題は、既に顕在化
しつつある。鬱や引きこもりの悪化、DVや児童虐待の増加も懸念される。被害者
意識や差別意識が強まり、社会の分断が進む可能性も高い。子どもの教育を受け
る機会を奪い続ければ、親の教育への意識や家庭の経済事情による学力格差は
さらに拡大するだろう。
長期戦では、「命か経済か」という二者択一の議論は不毛だ。トレードオフの関係
にある両者を上手くバランスさせ、両方を守ることが政治や行政には求められる。
とはいえ、すでに経済は大打撃を受けており、リーマンショックを超え、世界恐慌級
の不況に突入するという見方が強い。政府や自治体は、今が非常時だという認識
のもと、財政、金融の両面から、政策をフル稼働させなければならない。
岡山県は、相対的には、感染が広がっていないエリアだ。感染が広がっている東京
や大阪などの大都市発の情報に過剰反応してしまうと、地域における最適なバラ
ンスを見誤ってしまう心配がある。自分たちの地域の感染状況、医療資源、経済社
会への影響等を冷静に分析した上で、対応を考えたい。岡山県においては、他県
からの人の移動は抑制しつつ、経済や社会を段階的に正常化させていくべきだと
思う。

キラと光る瀬戸内海に浮かぶ
雄大な橋梁はとても美しく、し
ばらくの間、その景色を眺めて
いました。

blog．2020.5.19 国の解除基準で岡山の感染状況を測ってみた
政府の専門家会議は、緊急事態宣言が解除されていない8都道府県の宣言解除
の基準として、「直近１週間の感染者数が10万人当たり0.5人」という指標を示し
ました。また、これを満たさない場合でも、「総合的判断」で解除する余地を残しま
した。5月８日のブログで、話題の「大阪モデル」で岡山県の感染状況を測り、完璧
にクリアーしていたことをお伝えしましたが、今日は、政府の緊急事態宣言解除の
基準を用いて、岡山県内の感染状況を検証します。
最初の感染者が出た3月22日以降の岡山県内の感染状況を、週ごと（月～日を1
週間とする）に追うと、
3月16～22日 １人
3月23～29日 ２人
3月30～4月5日 8人 4月6～12日 4人
4月13～19日 4人
4月20～26日 3人
4月27～5月3日 1人 5月4日～10日 1人
5月11～17日 1人
という状況です。

岡山県の緊急事態宣言が維持されるのか否か、現時点では政府の判断を待つし
かないが、私は、宣言対象エリアからの除外が適当だと考えている。

政府の「10万人当たり0.5人」という基準を、岡山県の人口190万人に当てはめ
ると9.5人。岡山県では、感染ピークであった3月下旬～4月上旬も含め、ずっ―と
政府の解除基準をクリアーしていたことになります。

います。Buff（バフ）というブランドのもので、ご自身

加えて、岡山県では経済的に影響を受けている方への救済策が十分に講じられて

もちろん、人口当たりの感染者数だけで行動制限の基準を決めるのは乱暴です。

もランナーである、IPS細胞で有名な山中伸弥先生

いるとは言い難い。県は、コロナ禍で重大な影響を受けている企業や個人事業主、

コロナ対策では医療崩壊を防ぐことが最重要なので、特に、医療体制が脆弱な地

も勧める優れモノです。写真は、かなり怪しい感じで

個人等への支援策を早急に実施すべきだ。

方では、感染者数だけでなく、確保病床数や人工呼吸器の台数などの医療リソー

ランニング中も、マスク着用が推奨されています
が、マスクだとすぐに蒸れてしまうので、最近、市民
ランナーの間で、このようなネックウェアが流行って

すが、不審者ではないので念のため。

スにどの程度余裕があるかについて、注意深く見ていく必要があると思います。

