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岡山県議会議員 髙橋とおる   

 

 交際男性など第三者からの虐待が疑われるケースで
は、児相職員が、第三者と定期的に面談を行い、直接指導する
ことや、子どもとの関係の持ち方等を重点的に確認することが
必要だ。保護者でない者への指導等に法的根拠が乏しいのは
その通りだが、職員への研修を通じて、第三者が関与する事案
への対応等に理解を深めるとともに、困難なケースについては
警察職員が同行するなどして、第三者への訪問や面接等を
行っている。（保健福祉部長） 

 今回の事件は岡山市の児相

所管の案件ではあるが、県内で起こっ

た虐待が疑われる死亡事件で県民に

与えた衝撃も大きい。事件を受け、県

はどのような対応を行っているのか？ 

 事件を受け、県の児相が対応

している虐待ケースにおいて、全ての子

どもの安全確認を行った。特に交際相

手が関与している201件については、

既に全員の子ども安全を確認している。

（知事） 

答弁 

 岡山市の事例では、一時保護解除後、児相が交際

男性に接触出来たのは電話による1回だけだった。交際相

手が児童の保護者でないため、疑いの段階で強い措置を

講じる法的根拠が乏しいという課題がある。県は、保護者以

外の第三者からの虐待が疑われるケースについて、児相の

訪問や面会等を第三者に対しても適切に行っているのか。 

質問 答弁 

 11月岡山定例県議会 代表質問報告 

質問１．児童虐待防止対策について  

質問 

２月定例岡山県議会 一般質問

県議会２月定例会では、私は一般質問に登壇しました。以下、主要な質疑応答をご紹介致します。 

 昨年９月、岡山市で当時５歳の女児

が虐待され、その後死亡するという事件が起こりました。

女児に対し暴行を繰り返したとして、２月に母親とその

交際相手の男性が逮捕されました。対応にあたってい

た岡山市の児童相談所（以下、児相）は、母親の交際

相手による虐待が疑われる通告を複数回受けており、

2020年9月には、交際男性による過度な叱責があっ

たことから、女児を一時保護したものの、２週間で保護

を解除していました。岡山市は外部有識者による会議

を設置し、児相の対応について検証を始めています。 

児相職員の配置基準の見直しにより、県児相の

児童福祉司一人当たりの担当件数は大きく改善した

が、虐待相談対応件数は高止まりしており、児相職員

の労働環境は厳しいままだ。また、短期間の職員増員

により、労務構成に偏りが生じているなども問題もあ

ると聞く。民間団体の専門家等への業務委託や連携な

ども含め、さらなる体制強化が必要ではないか。 

質問 

 国の配置基準の見直しに対応して、児相職員を増員
するとともに、経験が浅い職員の専門性の向上に向けて、体系
的な研修を実施している。また、児相が継続的な指導を行って
いるケースのうち、一時保護までは要しないケースは、民間団体
が運営する児童家庭支援センターに指導を受託し、子育て支
援が適切なケースは、市町村に見守りを要請するなど、役割分
担に取り組んでいる。（保健福祉部長） 

答弁 

条例１．家庭教育応援条例について    

条例３．県議会議員選挙の定数と選挙区の見直しについて    

質問の背景 

一般質問の論戦を振り返って ～高橋とおるの視点・考え～ 

3月12日のダイヤ改正で、JR西日本岡山支社管内では在

来線6路線で上下44本もの運行が中止になり、過去最大

規模の減便になりました。快速電車サンライナーの廃止、始

発を遅くして終電を早めるなど、JRのサービス低下は、コロ

ナ禍による同社の経営悪化で急速に進んでいます。 

鉄道やバスなど、地域の公共交通のサービスレベルは誰が

決めるのかという問いは、この問題の本質に切り込んだつも

りでしたが、従来通り、市町村の「地域公共交通会議」にお

いて、関係者みんなで協議するという答弁でした。抜本的な

改革には手を付けないと言っているに等しく、正直、脱力し

ました。長年、事業者に独立採算を求めてきた日本の公共

交通のあり方を見直す時期に来ていると思いますが、そう

いう構造問題はスルーし、従来の延長線上の発想や取組し

か語られなかったのは残念でした。ただ、この問題は、一回

の質疑で動くレベルのテーマではありません。これからも粘

り強く問題提起をしていきたいと思います。 

人口減少が進む中で、公共交通利用を促進するのであれ

ば、自動車利用を減らし公共交通に振り替える以外に方法

がありません。道路関連の予算を減らし、公共交通関連予

算に回せば良いと考えますが、国の財源構成の仕組みがそ

れに対応できていません。これは国政マターなので、国民民

主党本部に提案し、党の政策に反映させたいと思います。 

２月定例県議会 条例案件、特別決議等への対応 

前号の「県政レポート」で紹介した岡山県家庭教育応援条

例。自民党県議団の意を受けた提案者（所管委員会の委員

長）が、委員会での反対意見やパブリックコメント等を踏ま

え、当初の素案を修正した条例案を1月開催の委員会に提

案しました。我が会派は、①「親になる選択をした場合のた

めの学び」は、押しつけでなくあくまでも自主的な学びであ

ることを明確にする、②就学前教育に重点を置く記述の削

除、③障害のある子どもへの配慮から、「心身の調和のとれ

た発達を図る」という表記の修正、などを求め、関係委員会

で修正提案を行いました。最終的に提案者は、③の表現を

「健やかな発達」に修文するなど、ごく一部の修正に応じた

ものの、私たちの指摘の大半は受け入れられませんでした。  

私たちの会派は、閉会日の採決で条例案に反対し、反対の

立場から討論も行いましたが、自民、公明の両党県議団など

の賛成により、条例案は可決・成立しました。 

私たちは、自民党と水面下の交渉も含め再三協議し、二度に

渡り修正提案を行った結果、自民党議員をして、当初の素案

が「骨抜きにされた」と言わしめるくらいの譲歩を引き出しま

した。それでも成立した条例は、私たちが納得できるものには

程遠く、少数会派の力不足を痛感しています。 

この条例は、いわゆる「理念法」で、具体的な取組を定めてい

るわけではありません。運用段階で、私たちが指摘した懸念

が現実にならないよう、チェック機能を果たしたいと思います。 

県議選の議員定数（現行５５）と選挙区は県条例で決まって

います。 来年春の次期県議選の定数、選挙区について、我

が会派は、2020年国勢調査に基づき、選挙区別の定数配

分を現行の定数、選挙区でシミュレーションしました。その結

果、①県全体で人口減少が進んでおり、県財政も厳しいこと

から、全体の議員定数を2名人減らす、②一票の格差を2倍

以内に抑えるため、津山市・苫田郡・勝田郡（現４）に久米郡

（現１）を合区したうえで１減、備前市・和気郡も１減とする、

という案をとりまとめ、条例案として議会に提出しました。 

これに対し、多数を占める自民党県議団は、各選挙区の人

口比が20１９年の前回改選時と大きく変わっていないとし

て、現行維持を主張。私たちの条例改正案は、賛成少数で否

決されました。公選法では、都道府県議の選挙区は人口比

をベースに定数配分するとしていますが、地域バランスを考

慮した運用も認め、事実上、議会側の判断に委ねられていま

す。２０年国勢調査に基づく県議会の１票の格差は最大

2.49倍。 2倍を超える選挙区が7選挙区も生じます。現状維

持では格差は拡大する一方です。 

今定例会で、岡山県議会は、ロシアによるウクライナ侵攻を非難する決議案を全会一致で可

決しました。決議は、ロシアの侵攻を「武力の行使を禁じる国際法の重大な違反であり、許し

がたい暴挙」と批判し、国に対し「ロシア軍の即時撤退と速やかな平和の実現に全力を尽くす

よう強く求める」ことを要請しています。一刻も早く、戦争が終結することを祈ります。 

    
    
ロシアによるウクライナへの侵略を断固非難する決議について    



 私は、地域公共交通のサービスレベルは、各交通事

業者の経営判断の積み上げではなく、県など公的セクターが

目標とするレベルを決め、達成するための方策を関係者と協

議して実施していくべきだと考えている。知事は、ＪＲローカル

線の路線維持を含めた地域公共交通のサービスレベルは、

誰がどう決めるべきと考えているか。また、自治体はそのサー

ビスレベルの決定にどう関与するのか。 

 地域公共交通の目標設定にあたっては、地域
の実情を踏まえ、住民等の関係者の合意形成をは図る
ことが不可欠であることから、市町村の地域公共交通
会議の場において議論され、決定されるべきものと考
える。市町村は、地域公共交通会議の主催者として、
地域住民の移動手段を確保する責任を担っており、県
としては、市町村間の取組の調整など広域的な観点か
らの助言などの役割を果たしていきたい。（知事） 

答弁 

 ２月岡山定例県議会 一般質問報告 

質問２．ＪＲローカル線について 

 知事は代表質問で、JRローカル線について「路線の

維持が事業者の経営努力に委ねられている現状は問題」「国

による経営基盤安定化への支援が不可欠」とし、「市町村と一

体となって積極的な利用促進策を打ち出していく」と述べた

が、利用が低迷するＪＲローカル線問題について、国へどう働き

かけるのか。また、「市町村と一体となった積極的な利用促進

策」とは、具体的にどのような取組なのか。 

質問 

 国への働きかけについては、引き続き、様々な機会を
捉え、関係する県とも連携し、要望活動に取り組んでいきたい。
また、来年度実施するパーソントリップ調査（※２）の結果から、
改善ポイントを把握し、具体的な対策に繋げる一連のプロセス
を、市町村と協働して行い、鉄道の利用促進につながる駅施
設等の利用環境の整備や二次交通の改善など、市町村の取
組を積極的に支援していきたい。（知事） 

答弁 

質問３．地域公共交通の活性化について 

 
JR西日本の長谷川社長が2月16日に会見

し、採算が悪化しているローカル線の一部について「経営努力

で維持していくことは困難」として、2019年の輸送密度(※１）が

2,000人未満の30線区の収支を４月に公表すると表明しまし

た。また、この会見の2日前、国交省で有識者検討会が開催さ

れ、国鉄時代にローカル線足切りの指標とされていた輸送密

質問の背景 度4,000人未満の路線距離の割合が全体の57％を占める

と公表されました。同検討会は、利用促進やバスへの転換

など、交通網の再構築に関する選択肢を7月にまとめるとし

ています。JRや国交省は、一定基準以下の路線を廃止プロ

セスに載せようとしているのではないかという不安が広がって

います。 

(※１）輸送密度：旅客営業キロ１ｋｍあたりの１日平均の旅客輸送人員のこと。 １日１キロあたりの平均乗車客数 。 

公共交通の利用を促進するにあたり、路線ごとの輸送密

度を、〇〇年までに××人まで増やす、という数値目標を定

めるのか？ 

数値目標の設定までは考えていない。 

再質問 と 再答弁 

「輸送密度200人の線区を、３年以内に1500

人まで増やす」というような目標設定をしない

と、問題解決に繋がらない。地元関係者が利用

促進を頑張って200人を240人に増やしても、

対策として意味をなさないのでは？ 

髙橋 知事 

まずは地元が一生懸命できることを考え、やる

ことが大切だ。確かにいくら頑張っても採算

ベースに乗らず、ＪＲが冷徹な判断を下すケー

スも考えられるが、行政が先回りして、これは

意味がないなどと言うのは違うと思う。 

赤字路線だけを取り出して、地元市町村と一緒に利用促

進を考えるのではなく、県内の路線全体でＪＲがどう利益

を確保できるかを考える方が現実的ではないか。輸送密

度100人の線区を１50人に増やすのは簡単でないが、岡

山市や倉敷市など県南部で利用促進に取り組めば、数

千人単位で利用を増やせる可能性がある。広域で利用

促進策を考え、県内全体でＪＲが利益を確保できる環境

を整えることでローカル線を守る。それこそ、広域行政たる

県の仕事ではないか。百貨店の経営でも、地方の小型店

の閉店を防ぐには、小型店単独の努力よりも本店の売上

や利益を上げることの方が効果があった。 

採算性が良いところで上がった利益を、ローカル線

の維持に回していただけるかどうかはＪＲが決めること

で、確証がある話ではない。議員の考えも一つのアイ

デアではあるが、百貨店のようにはいかないと思う。 

再質問 再答弁 

（※２）パーソントリップ調査：一定の地域における人の動きを調べ、交通機関の実態を把握する調査 

 
我が国の公共交通の大半は、運賃収入の

みで運営される独立採算制です。運賃収入と公的資金で運営

されるヨーロッパ型の公共サービスとは異なる、商業的サービ

スです。バスであれ、鉄道であれ、そのサービスが利用される

かどうかは、系統、ダイヤ、乗降施設や車両の快適さなどが決

質問の背景 め手になりますが、それらは路線ごとに各事業者の経営

判断で決まっています。他方で、バスや鉄道の減便や路

線廃止は地域住民の生活に与える影響が大きく、重要な

行政課題といえます。地域公共交通のサービスレベルは

誰がどのように決めるのか、議論しました。 

質問 

JR公表資料より髙橋が作成 

再質問 と 再答弁 髙橋 再質問 知事 再答弁 

地域公共会議で合意形成を図る、という手続き論ではな

く、公共交通サービスは、需給関係、すなわち市場原理で

決まることか、必要に応じて公的資金を投入する公共サー

ビスと捉えるかという考え方を聞いている。どう考えるか？ 

どちらのやり方を採るのかというのは、置かれている状況、

環境によって違うと考えている。地理的な条件や、人口密

集の度合いによって異なるもので、一概に、原則的に「こっ

ちが良い！」ということは決め難いと思う。 

 右下のグラフのように岡山県で

移動手段として最も利用されているのは自

動車だ。公共交通の利用を促進するには

移動手段を自動車からバス、鉄道などに

振り替える必要がある。県はどう対応して

いるのか？ 自動車利用を促す県の道路関

連の予算が毎年数百億円規模なのに対

し、公共交通の関連予算は1～２億円程度

にとどまる。公共交通利用を促すのであれ

ば、この投資配分を見直すべきではない

か。県は、市町村支援や事業者への要請

にとどまらず、自ら公共交通に関する総合

計画を作るべきだ。計画には地域の公共

交通のサービスレベルや利用者増の数値

目標を明示し、道路と公共交通の投資配

分の見直しなどを盛り込むべきだと考える

が、いかがか。 

質問  公共交通の利用促進については、毎年11月に「スマート通勤おかや

ま」に取り組むほか、様々な媒体を使って、県民に対して公共交通機関の利用を

呼びかけている。来年度行うパーソントリップ調査により、住民の移動ニーズと

現在の交通体系のミスマッチの解消に努めながら、公共交通の一層の利用促

進につなげたい。計画の策定は、地域の実情を踏まえ、市町村が主体的に取り

組んでいるところだ。道路と公共交通の投資配分については、関係部局が必要

な情報共有を図りながら、それぞれの取組を適切に進めており、公共交通の関

する総合計画の策定までは考えていない。（県民生活部長、知事） 

答弁 

県内の市町別（抜粋）の通勤・通学の交通手段分担率 （2015年調査） 

（国交省データより髙橋が作成） 


