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県政レポート 

岡山県議会議員 髙橋とおる   

岡山県議会では、議員の質問回数は、所属会派の人数に応

じて年間で割り当てが決まっています。私が所属する「民主県

民クラブ」の議員の質問回数は、原則、一般質問は年２回、代

表質問は２年に1回です。今定例会では、残念ながら私の登

壇機会はありませんでした。現在、私は、会派の政務調査担

当の副団長を仰せつかっており、毎回、会派代表質問のとりま

とめを行うとともに、所属する「環境文化保健福祉委員会」が

所管する事案の質問原稿の執筆も担当しています。今回

も、新型コロナウィルス感染症対策等について原稿を書き、

代表質問に反映させたので、その概要を中心に、他会派の

質問も含めご報告致します。なお、本定例会の我が会派の

代表質問は、秋山正浩議員が行いました。 

 国においては、接種の在り方をめぐり、議論が
継続しており、先行して小児への
接種を実施している諸外国の有効
性・安全性に係るデータなども踏
まえ、適切に方針が決定されるも
のと考えている。県としては、国
の議論を注視しつつ、方針が決定
された際には速やかに接種できる
環境を整えておく必要があると考
えており、市町村と連携し、準
備を進めていきたい。（知事） 

 本県では入院病床の増床や軽症者向けの宿泊療養

施設の整備等により、第５波では医療のひっ迫を防ぐことが出

来た。国の新型コロナ感染症の第６波対策では、さらなる病床

や宿泊療養施設の確保、検査体制の充実などを掲げている

が、県はどう対応するのか？ また、希望者ほぼ全員にワクチン

の２回接種が完了しており、経口薬の開発も進む中、今後の感

染拡大期には、自宅療養者の健康観察や診療などの体制整

備が求められるが、どう取り組むのか？ 

 第5波のピーク時の病床使用率は5割程度にとど

まったが、今後の感染拡大に備え、必要な病床や宿泊療

養施設、検査体制の確保に努めたいと考えている。 

自宅療養者については、引き続き健康観察業務の効率化

（保健所の健康観察業務を民間に委託する等）や、オン

ライン診療の拡充なども含め地域の医療機関による診療

体制の構築に取り組んでいきたい。（知事） 

答弁 

 子どもは感染しても重症化するケースが少なく、
10歳未満は亡くなっていない。
子どもの場合、ワクチンへの副
反応も大人と異なる可能性があ
る。他方、接種しない・出来な
い子どもがいじめ等の対象にな
らないか心配だ。県民の不安や
懸念の声に耳を傾け対応すべき
だが、子どもへの接種につい
て、国の動向や県の考え方を伺
いたい。 

質問 答弁 

 11月岡山定例県議会 代表質問報告 

１．新型コロナウィルス感染症対策について （民主・県民クラブ 秋山議員の質問） 

（１）感染再拡大への対応等について 

質問 

（２）子どもへのワクチン接種について 

代表質問を行う秋山正浩議員 答弁に立つ伊原木隆太知事 

 家庭教育応援条例（素案）の概要     我が会派の問題意識 

●行政等が「子どもが将来
親になるために学ぶことを促
す」ことは、「親になることを
選ぶことが当然」という思想
に基づくもので憲法１９条の
思想良心の自由を侵害する。 

●結婚することを前提として
いると思われることから、個人
の自由意志に基づく婚姻を
保障した憲法２４条にも反す
る。 

●保護者に第一義的責任が
あることを強調するだけでは、
様々な理由でその責任を果た
すことが困難な当事者を追い
詰めてしまう懸念がある。 

●「保護者」「親」という単語
が整理されないまま使用され
ており、わかりにくいだけでなく
条文として精度を欠く。 

●就学前の教育が重要なこ
とは分かるが、就学後ではな
く、就学前に重点を置いて家
庭教育支援を行う理由が分
からない。学齢期も含め、子
どもの成長に対応した切れ
目ない支援が必要。 

●子どもに愛情をもって接す
ることを、わざわざ条例で定
める必要があるのか。複雑な
事情を抱える家庭もある。余
計なお世話では？ 

●「自らが親として成長して
いくよう努める」の意味がわ
からない。どのような成長が
「親としての成長」にあたるの
かわからない。 

●家庭の役割や子育ての意
義を学ぶことを、「親になるた
めの学び」に結びつけている
ことが問題。家庭の役割や子
育ての意義を学ぶことによ
り、「子育ては大変そうだから
子どもを作らないでおこう」と
か「家庭の役割は分かった
が、私は１人で自由に生きて
いこう」と考えるのも１つの選
択。そのような選択を排除し
ているように読め、多様な価
値観を尊重するという姿勢に
欠けると言わざるを得ない。 

 ３．今後の対応 

前述した通り、「条例素案」は、大幅に修正され、

年末の委員会に「条例案」が提案されました

（条例案は裏面のQRコードから確認できます）。 

県議会では、この条例に賛同する勢力は、自民、

公 明 両 県 議 団 な ど54人（1名 欠 員）中40人

超。素案をそのまま成案とし発議すれば、賛成多

数で議決できるため、このような大幅な修正は

異例の対応です。修正は、私たちの反対意見や

パブリックコメントなどに配慮したもので、数の力

で押し切らず合意形成を図ろうとする提案者の

姿勢は、一定の評価に値すると思っています。 

素案を修正した「条例案」では、批判が強かっ
た言葉の一部を削除又は置き換えているもの
の、裏面の「２．何が問題なの？」で示した懸念
が多くが解消されたとは言い難い内容です。        

ここからは内容もさることながら政治的な駆け

引きが重要になります。数で劣る私たちが反対

を貫いても、多数決で物事が決まる以上、結果

は明らかです。私たちは、さらなる修正案を策

定し、困難家庭への支援などを盛り込んだ提

案を1月に行う予定です（私が修正案を書いて

います）。今後、自民党などと協議を重ね、県民

にとって、より良い結論に導きたいと考えます。 



 静岡県熱海市の土石流災害を受け、県では、開

発行為に伴う盛土箇所や盛土が推定される個所などの災

害危険性の有無を点検している。点検結果は、国、市町

村と共有し、必要に応じて開発行為者等に改善措置を求

めるほか、国に必要な対策を働きかけるとしているが、

総点検結果はどのような状況か。また、今後のスケ

ジュールについても、併せて伺いたい。 

質問  総点検の進捗については、盛土及び盛土の可能
性がある約1,200か所のうち、本年11月末時点で約7割
の点検を終えたところだ。これまで、災害の危険性があ
る盛土は確認されていない。残る箇所も早急に点検を進
め、危険な盛土が確認された場合などには、状況に応じ
て住民に周知するとともに、改善措置を求めるなど必要
な対策を迅速に講じていきたい。（知事） 
  

答弁 

 コロナ禍により、令和３年産の主食用米は予想

を超えて需要が低迷し、概算金が大幅に下落、農家の営

農継続意欲は大きく減衰した。来年も稲作を続けられる

かどうかの瀬戸際に立たされている農家も少なくない。

我が会派は10月に対策実施と財

源確保を国に働きかけるよう知

事に要請したところだ。農家に

対し、目に見える支援策が必要

だが、国の補正予算の活用を含

め、どのような対策を進めるの

か？ 

質問  外食需要の減少により卸売業者等の抱える在庫
量が増加するなど、コロナ禍によるコメの需給環境の一
層の悪化が、稲作農家の不安要因と考えられる。来年の
米づくりに安心して取り組める環境を整えていくことが
何よりも重要だと考える。こうした中、国では今回の経
済対策において、令和２年産米に特別枠を設けるなどに
より、長期・計画的な保管・販売支援を行うこととして
いる。県では、こうした対策と併せて、国からの交付金
の活用を前提として、本年産米の在庫の解消を図ること
で、生産者の収入確保につなげることを目指した、県産
米の緊急の販売拡大対策や、来年の作付に向けた資金調
達に支障を来さないための、新たな融資制度を検討して
いきたい。 

答弁 

 現在、岡山県議会では、文教委員会及び環境文化保健

福祉委員会において、地域の子どもたちのために、全ての保

護者が安心して家庭教育を行うことができるよう応援する「家庭

教育応援条例（仮称）」策定の議論が行われています。 

 同条例の素案は、自民党県議団が中心になって策定し、

昨年４月15日に開催された両委員会で委員長から提案さ

れました。この素案に問題ありと考えた私たちの会派は、同

28日の委員会で修正案（私が起草しました）を提出しました

が賛成少数で否決され、委員長提案通りの内容でパブリック

コメントを募集することになりました。 

 この条例素案には、県政史上最多の511件のコメントが寄せら

れました。その７割が否定的な意見だったことから、自民党県議

団は当初の案を大幅に修正。私たちの会派の考えを一部取り

入れた修正案を、12月17日開催の関係委員会に再提案しまし

た。年明けから、この修正案に関する議論が本格化します。自

民党県議団は、２月定例会で発議・採決したい考えです。 

オンライン含む自宅療養者への診療体制を充実させるな

ど、軽症者対策に万全を期していただきたいと思います。 

 今定例会では、コロナ対策に関して、次の感染の波へどう

備えるのかについての質問が相次ぎました。県では、第４波

において医療ひっ迫を招いた苦い経験から、県医師会など

の協力のもと病床や宿泊療養施の確保を進め、第５波では

第４波より多くの新規感染者数を出たにも関わらず、医療体

制がひっ迫する事態を防ぐことが出来ました。感染初期に点

滴薬を投与し、軽症者の重症化を防ぐ「抗体カクテル療法」

が大きな効果を発揮したことも理由の一つです。第６波に向

け、引き続き必要な医療供給体制の確保に努めるとともに、

抗体カクテル療法を宿泊療養施設や外来で行うことなども

検討すべきです。また、ワクチン接種が進んだことを踏まえ、

代表質問の論戦を振り返って ～高橋とおるの視点・考え～ 

 11月岡山定例県議会 代表質問報告 

２．危険な盛り土対策について （民主・県民クラブ 秋山正浩議員の質問） 

３．交通弱者対策について （民主・県民クラブ 秋山正浩議員の質問） 

 年齢的理由や身体的理由等のより自分で運転す

ることが出来ず、公共交通機関に頼らざるを得ない交通

弱者への対策は喫緊の課題だ。鉄道やバスなどの路線は

広域に跨るため、広域的な視点から市町村等への助言や

支援を行う県の役割は重要不可欠だが、交通弱者への対

策について具体的な取組を伺いたい。 

質問  県では、国等との役割分担の下、広域的・幹線
的なバス路線等の維持・確保に努めるとともに、市町村
が行う地域内の公共交通ネットワークの整備への支援
や、地域公共交通会議等における助言を行っているとこ
ろだ。今後も、多様な主体と連携・協働しながら、交通
弱者が利用しやすい移動手段の確保に向けて取り組んで
いきたい（知事） 

答弁 

４．米価の下落対策について （自民党岡山県議団 市村仁議員の質問） 

自民党岡山県議団 市村仁議員 

 交通弱者対策については、バス路線もそうですが、コロナ

禍で業績が落ち込んでいるJRがローカル線の減便等を進め

ていることに危機感を感じます。民間事業者であるJRのダイ

ヤ改定に行政が関与できる余地はほとんどなく、実効性の

ある対策を講じにくい状況です。国において議論すべき課

題ではありますが、人口減少が進む地域の公共交通は、民

間事業者による自由競争に委ねるだけでなく、国民に等しく

「移動の自由」を保証するための、ある種の福祉政策の観

点からの議論があっても良いように思います。 

 家庭教育応援条例（仮称）への対応について 

 １．条例案をめぐる議論の経過 

自民党県議団の有志メンバーが条例素案を

策定した後、党内手続きを経て了承される 

上記素案の内容でパブリックコメントを募集す

ることを、関係委員会で委員長が提案 

我が会派は素案に反対し修正案を提案するも

委員会で否決。素案の内容でパブコメ募集へ 

パブコメ募集。511件のコメントが寄せられる。

そのうち、否定的な意見が７割を占める 
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関係委員会で、委員長が示したパブコメへの

回答案を賛成多数で可決（我が会派は反対） 

我が会派の修正案やパブコメの意見等を踏ま

え、関係委員会で委員長が修正案を提案 

同    

12月17日

関係委員会で修正案が議論された後、２月定

例会で発議・採決する方向 
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１月以降 
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こちら→ 

●素案に対する我が会派

の修正案は 

～参考資料はこちらから～ 

 ２．何が問題なの？ 

●パブリックコメントとそれに

対する委員会の回答・見解

はこちらから↓ 

 素案の条文一つ一つに対する問題点は裏面に記載しましたが

（これでも一部です）、そもそも、                         

①いま、家庭教育における重大な問題とは何なのか？ 

②問題があるとして、それ裏付けるデータや根拠はあるのか？ 

③問題を引き起こしている要因についてチキンと分析されている

のか？ 

④問題解決を図る手段として、条例の策定が効果的・合理的な

のか？ 

などについて提案者から明確な説明がないため、議論にならな

いというのが正直な感想です。素案前文には「少子化や核家族

化の進行など、家庭を支える環境が大きく変化し、家庭や地域の

教育力の低下が大きな問題となっている」とありますが、家庭や

地域の教育力の低下を裏付けるデータは示されていません。 

 立法事実（条例の目的と手段を基礎付ける社会的な事実）が

不明確なため、何故このような条例が必要なのか、という理由が

よくわかりません。個々の条文を論じる前に、議論の土台となるべ

き立法事実の確認・共有から始めるべきです。 

 一般論としては、子どもの成長において家庭における教育が重

要だということに異論はありません。ただ、あえて条例化し、「家庭

教育の重要性」をことさら強調したうえで、保護者に「親として成

長していくよう努める」ことを求め、子どもに「将来親になるため

に学ぶことを促す」ことには違和感を覚えます。「支援」や「学び」

といいながら、親の自主的な学びではなく、親への啓発、矯正の

ための「親教育」が強調されているように感じます。家庭における

教育は、家庭や保護者ごとに様々な考えがあるのが当然であり、

行政が一律的に「こうあるべき」と押し付けるのは慎むべきです。 

 他方で、保護者の経済的困窮や障がい、健康上の理由などで、

家庭での教育が十分に行えない家庭があ

るのも事実です。そのような問題のある家庭

に対しては、行政が寄り添い、必要に応じて、

一定の介入をしてでも、子どもの健やかな

育ちを支援する必要があります。そのような

困難家庭こそ、行政による「家庭教育応援」

が必要だと私は思いますが、素案には、そう

いう視点が希薄です。 

●素案の全文はこちら↓ 

●12月17日に新たに示さ

れた、素案を修正した条例

案はこちら↓ 

（この話題、裏面につづく） 


