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岡山県議会議員 髙橋とおる   

 Ｗｈａｔ ｉｓ 岡山県議会？ ～いまさら聞けない県議会の基礎知識 ｐａｒｔⅠ～ 

県議会って何？ 

県議会は、選挙で選ばれた県議会議員が集まり、県民みんなが明

るい笑顔で暮らす岡山県にしていくために、いろいろなことを話し

合って決めるところです。  

県議会は、年4回（2月、6月、9月、1１月）、毎年決まった時期に開

かれる「定例会」（1回の会期は3～

４週間くらい）のほか、必要がある場

合に「臨時会」（会期は大抵は1日）

が開かれます。  

県議会の権限 

議 決 

条例を定める、改める、廃止する。                            

予算を決める、決算を承認する。                    

重要な契約を結ぶ。 

同 意 副知事などの選任に同意する。 

調 査 県の仕事が適切に行われているか調査する。 

意見書  

提  出 

県民のためになる意見や要望などを文書にして国など

に提出する。 

請 願  

受 理 

県民から出された陳情・請願（※１）を審査して県政に反

映させる。 

(※１）陳情・請願 ： 県民が県議会に、実情を訴え、善処してくれるよう文書で

要請すること。請願と陳情は、要望等を議会に訴えるという点では同じだが、

請願は、憲法で保障された国民の基本的権利であり、その方式や処理の手

続きなどが定められている一方、陳情には定めがない。また、請願は紹介議

員が必要だが、陳情は必要ない。岡山県議会では、陳情・請願ともに付託さ

れた委員会で審査・採決し、その後、本会議でも採決を行う。   

本会議と委員会 

本
会
議 

全議員で構成する会議のことで、すべての議案に

対する議会の最終的な意思を決定します。開催に

は、議員定数の半数以上の出席が必要です。  

本会議に提出された議案等は、詳細な審査をす

るため、関係する委員会に付託されます。  

委
員
会
（※
２
） 

県議会で審議される案件は範囲が広く多方面に

及びます。効率的に審査を進めるために、議会の

内部機関として６つの常任委員会と必要に応じて

特別委員会（現在は５つ）が設置されています。 

また、議会が円滑に運営されるよう、議会内の意

見調整や議長の諮問事項の調査などを行う議会

運営委員会が設置されています。  

（※２）岡山県議会の委員会 （〇印は私が所属している委員会） 

常任委員会  

総務 

〇環境文化・保健福祉 

産業労働・警察 

農林水産 

土木 

文教 

決算 

特別委員会  

総合計画・行財政改革 

〇地域振興 

防災・環境対策・スポーツ振興 

教育再生・子ども応援 

 Ｗｈａｔ ｉｓ 岡山県議会？ ～いまさら聞けない県議会の基礎知識 ｐａｒｔⅡ～ 

会議の順序 本会議での質問 

本会議での質問は、会派代表者が行う「代表質問」と、

個々の議員が行う「一般質問」があります。代表質問

は、会派として行う質問です。質問原稿は会派メンバー

が分担して執筆し、その内容は会派会議で議論され、メ

ンバー内で合意されたものが質問になります。一般質問

は、個々の議員の問題意識や調査に基づく質問で、質

問原稿も議員個人が書きます。 

岡山県議会では、代表質問は、議員がまとめて質問を

し、執行部がまとめてそれに答える「一括質問・一括答

弁方式」を採用しています。一般質問では、「一括質問・

一括答弁方式」のほかに、一つの質問に対してその都

度一つずつ答える「一問一答方式」を選択することも出

来ます。  

「一括質問・一括答弁」の時は、中央の演題で質問します。 

「一問一答」の時は、執行部と向き合う形で質問します。 

 活動報告・政務調査報告 

高橋雄大岡山市議と一緒に、「県政・岡山市政オンライン報

告会」をユーチューブで配信しました。新型コロナウィルス感

染症対策を中心に、県教委や岡山市保健管理課など行政

当局へのインタビューも交え、コロナ禍における子どもの学び

の現状や、ワクチン接種状況等について中身の濃いご報告

が出来たものと自負しています。ご関心のある方は、下記QR

コードのリンク先からご

覧いただけます。 

 

オンライン報告会を開催 被覆肥料カプセル殻の流出防止対策 

昨年の11月議会の一般質問で、被覆肥料カプセル殻の流

出防止の取組を要請したところ、県は、農協広報誌への同

封、農業従事者への戸別訪問、研修会や栽培講習会など

を通じて、下記のチラシ20万枚を配布しました（昨年は1万

枚程度）。 一歩前進とはいえ、強制落水などによる流出はま

だまだ多く、農業従

事者へのさらなる周

知や指導強化に引

き続き取り組む必

要があります。この

問題、今後も継続し

てフォローしていき

ます。 

 「髙橋とおる」は、会派の政策担当副団長。代表質問原稿のとりまと

めや、議案に対する会派内の賛否決定などを統括しています。 

【岡山県議会ホームページより】 



６月定例会「民主・県民クラブ」代表質問 報告 

６月定例会では、私の登壇機会はなかったので（会派ごとの質問者数に制限があるため、年に最低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、大塚愛議員（岡山市北区・加賀郡選挙区）による会派代表質問の主な質疑をお伝えします。 

1 新型コロナウィルス感染症について 

２ 

ゴールデンウィーク前後の県の感染症対策について 

質問           ５月中旬以降の感染者の急増を見ると、連休中の変

異株の感染拡大防止が不十分だった可能性もあり、時短営

業の要請や県有集客施設の閉鎖

等をより早いタイミングで行うべき

ではなかったかという指摘もある。

連休前後の判断についてどのよう

に受け止めているか。  

 連休前に、特措法に基づく夜間の不要不急の外出

自粛要請等を行い、要請期間途中で時短要請を追加するな

ど、感染状況に応じ、柔軟かつ適切に対策を講じてきたと考

えている。（知事） 

答弁 

高橋とおるの視点・考え                       ●５月中旬の県の感

染急拡大は、年度変わりの人事異動・進学・転居等に加

え、ＧＷ中の旅行や帰省などで県境を越えた人の移動が

起こり、先行して感染が拡大していた関西圏からウィルス

が持ち込まれたことが主な要因だとされています。特にＧ

Ｗ期間中は、大阪、京都、兵庫で緊急事態措置がとられ

ており、比較的行動規制が緩い近隣地域への人の移動が

懸念されていました。GW期間中、感染拡大地域からの県

境を越えた旅行、帰省などを控えていただくよう、より強い

発信ができなかったかという思いが、私にはあります。反省

や教訓を、今後の感染症対策に役立てたいと思います。 

●変異株の感染力は従来のウィルスより強く、あっという間

に感染者が急増し、医療体制がひっ迫するという事態にな

りました。感染力の強い変異種への対応は、感染拡大初

期の早いタイミングで、強い措置を打ち出すことが重要で

す。医療体制の整備とともに、「早く、強く、短く」という感染

症対策の基本に則った対応が必要です。 

積極的疫学調査（※３）の必要性について 

質問        今後、感染再拡大が起こった場合の積極的疫学調

査に関する県の考え方は？ 感染拡大期に、調査の最前線

に立つ保健所のマンパワー不足や保健師等のスキルアップ

が課題だが、複数の保健所長が兼務になっている現状の改

善や公衆衛生分野における人材の確保・育成、全庁的な応

援体制について、どのように考え、対処するつもりか。 

▲代表質問に登壇した大塚愛議員 

【質問の背景】 県はゴールデンウィーク（ＧＷ）中の５月３日から

岡山市中心部の飲食店に時短営業を要請し、その後まん延防

止措置に向け国との協議を始めたが、14日に、急遽、緊急事態

措置が決まるという事態となった。 

 【質問の背景】 県は、保健所による積極的疫学調査で、感

染経路を特定し、濃厚接触者にPCR検査を実施することで、

感染拡大を防いできた。しかし、陽性者自身が行動歴を秘匿

したり、クラスターによる濃厚接触者の急増から捕捉のための

調査が遅れたりすることが重なると、新規感染者に適切に対

応することが困難になる。首都圏の１都３県の知事は、感染

者が一定数以上増加した場合、調査対象の重症化リスクを

勘案し、調査の重点化や簡略化を実施する場合の基準を示

すよう要望したが、政府の明確な姿勢は示されなかった。神

奈川県は、独自の基準で調査の重点化を行った。 

（※３）積極的疫学調査とは、陽性患者の発症日から2週間前の行動歴（いつ、どこで、誰と、接触の状況 等）を調査し、感染源の探索、濃厚接触

者の特定や検査を実施し、感染拡大防止を図る目的として行われる調査のこと。 

 積極的疫学調査は、従来通り、感染源調査や濃厚

接触者等の特定を実施し、感染拡大防止に努めていく。   

保健所については、県民局内での応援体制の構築により、

感染状況に応じて必要な人員を確保しており、引き続き、大

学や関係機関と連携し、保健所長を含む公衆衛生分野の人

材の確保・育成に取り組む。（知事） 

答弁 

高橋とおるの視点・考え                       ●感染経路不明率が増えると、 積極的疫学調査を実施しても感染源を特定することが難

しく、蔓延期においては、調査の対象を重症化しやすいハイリスクなところに重点化することもやむを得ないと考えます。ただし、

今は、ハイリスクなところへのワクチン接種が進んでいることから、重点化を行う場合、それを踏まえた検討が必要です。 

●保健所の業務は専門性が高いだけに、庁内の他部署から日替わり（又は２，３日交替）で応援要員が派遣されても、直ちに戦

力になりにくいのが現実です。効果的な応援体制の組み方についても工夫が求められます。 

ヤングケアラー（※４）について 

【質問の背景】 ヤングケアラーに関する国の実態調査（対象は

公立中高生）で、世話をしている家族がいる生徒が中学２年生で

５．７％、全日制高校２年生で４．１％いることがわかった。県内で

調査は行われていないが、ヤングケアラーとして困難を抱えてい

る児童生徒が相当数いると考えられる。ヤングケアラーの認知は

まだ低く、支援体制も不十分なため、教育や福祉の現場で確認

されても、手立てが得られないまま課題解決に至っていないケー

スは少なくないとされている。 

質問 

答弁 

答弁 

          家族の世話や介護で重い負担を抱える児童生徒が孤

立や学業不振に陥らないようにするために、相談しやすい環境

づくりが必要だが、教員や児童生徒への理解促進についてどう

考えるか。 

      県教委では、管理職や担当者対象の研修の中で、ヤン

グケアラーの関する勉強会を実施するとともに、スクールソーシャ

ルワーカー（ＳＳＷ）が対応事例を共有し、その事例を基にした

校内研修等を実施することで、ヤングケアラーの概念や課題とそ

の背景、支援の必要性について、教職員の理解を深めている。

生徒児童に対しては、ヤングケアラーについて学ぶ機会を設け、

必要に応じて支援を受けられることや、その必要性を理解させる

とともに、教職員が児童生徒の変化に気づき声掛けをするなど、

安心して相談できる信頼関係の構築や雰囲気づくりに努める。

（教育長） 

(※４）ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている介護や

家族の世話、家事などを日常的に行っている子どものこと。  

質問 

高橋とおるの視点・考え                       ●ヤングケアラーとい

う概念を理解していない教員や福祉関係者もいると思うの

で、まずヤングケアラーがいるということを知り、何が出来

るかについて考える機会を設けることは非常に重要です。

そういう意味で研修は有効で、多くの人が支援のスタート

ラインに立てるようになるのではないかと期待しています。 

●現状、ＳＳＷは各学校に1人いるわけではなく、複数の

学校を掛け持ちしているケースが大半です。各学校にでき

るだけＳＳＷといった専門家を1人配置し、国が財政面を

支援するのが望ましいと考えます。すべての学校に配置で

きない場合でも、ＳＳＷがより多くの日数、各学校現場で

児童生徒と交流し、相談しやすい信頼関係がつくれるよ

う、運用面での工夫や改善を進めていただきたいです。 

●ヤングケアラーの支援は、子どもたち、大人たちのどちら

か一方だけを支援したのでは、問題は解決しません。 市

町村において、介護、医療、障がい者福祉、児童福祉な

どの関係機関が連携し、ヤングケアラーの課題を共有し、

パッケージでの支援に取り組むことが求められています。こ

こには記載していませんが、この後の関連質問で、県に市

町村の取組を支援するよう求めています。 

新たな治療薬について 

 【質問の背景】 新たなコロナ治療薬として、既存の抗寄生虫

薬「イベルメクチン」が期待されている。 イベルメクチンはこれ

まで南アフリカやラテンアメリカの一部の国々において、コロナ

治療の目的で使用されてきた。しかし、コロナへの効果を測

定する大規模な治験はいずれの国でも行われておらず、効

果の有無が議論の的となっている。医薬又は市販薬として世

界各国で容易に入手することができることから、海外の医療

関係者等から高い期待が寄せられる一方、WHOは「結論に

至っていない」と冷静な立場だ。国内では製薬大手の興和が

7月1日、イベルメクチンの治験を開始すると発表した。興和

は軽症者1000人程度までの規模の治験を年内にも完了し、

厚生労働省に承認を求めたいとしている。  

    新たな変異種の影響を考えると、効果的な治療薬の

開発が望まれる。諸外国で新型コロナの治療効果の可能性が

示唆されているイベルメクチンなど、新たな治療薬の早期導入

について、国や県医師会に働き掛けてほしいが、いかがか。 

    すでに国は、新型コロナウィルス感染症にかかる医薬

品について、日本と同等水準の承認制度を持つ外国で認めら

れているなど、一定の条件を満たせば審査期間が短縮される特

例承認の対象としており、お話しのイベルメクチンを含め、さらな

る早期導入を働きかけることは考えていない。  なお、新たな治

療薬が承認された場合は、県医師会などを通じ、各医療機関に

迅速かつ正確に情報を提供する。（知事） 

高橋とおるの視点・考え 
               ●ワクチン確保では、

日本は、開発段階から積極的な資金援助や臨床試験へ

の参加をしておらず、優先的な供給を受けられませんでし

た。イベルメクチンを含め、治療薬の開発では、臨床試験

段階から製薬企業と緊密に情報交換を行い、有効性が確

認されたら、速やかに承認できるよう準備が必要です。 

●海外の薬を早期に導入するだけでなく、国産治療薬の開

発力を培っておくことは、国の危機管理にとって重要です。

有望な新薬候補を見極めて、開発の初期段階から重点的

に支援するなど、政府には国内産業の育成を後押しするよ

うな施策を強化すべきと考えます。 


