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質問項目４ 被覆肥料プラスチックカプセル殻の流出防止について 

 

髙橋とおる公式WEBページ  

特集、11月定例岡山県議会「一般質問」 ！ 

Ｑ1 今年2月定例会の高原俊彦議員の一般質問に答え、

農林水産部長は、被覆肥料プラスチックカプセル殻（※６）の

田んぼなどからの流出を防止するため、農業従事者に対策の

徹底を指導するほか、代替肥料の活用の検討などを働きかけ

ると述べたが、残念ながら事態は改善していない。代替肥料

は技術面や費用面の課題があり、まず、ほ場からの流出防止

に徹底して取り組むべきだと考える。より実効性の上がる具体

的な取組について伺いたい。 

Ａ1 ご指摘の通り、カプセル殻の流出防止を、農業者の

方々に徹底していただくことが重要だと考えている。このため、

市町村、農協等と連携し、技術講習会、個別訪問、広報誌

等での周知など、働きかけの一層の強化に取り組んでいる。

実効性のある取組については、代掻きの際には水を入れすぎ

ないことや、田植え前には急に水を落とさないことなど、適正

な水管理の徹底を図るとともに、被膜の崩壊が早く、隋面への

浮上を抑えられる肥料の普及が進みつつあることから、その技

術指導に努めるなど、流出防止に積極的に取り組んでいきた

い。（農林水産部長） 

（※6）被覆肥料（ひふくひりょう）とは、稲作等で使われている、

表面を樹脂（プラスチック）の膜でコーティングした肥料。肥料成

分が徐々に溶出するため、作物による利用効率が高く、地下水

等への肥料成分の流出が少ない等の利点があり、広く普及して

いる。しかし、樹脂膜の分解には数十年単位の膨大な時間がか

かる（諸説あり。温度や湿度が適切に管理された実験室とは違

い、通常の自然環境下では、最終的に水と二酸化炭素にまで

分解され自然に還る「生分解」にまで至らないという説もある）。

ほ場から用水路や河川を経由して、分解されないまま海に流出

したカプセル殻は、さらに破片化が進み、目に見えないサイズと

なり、マイクロプラスチック問題の一因となっている。 

直径は3～5mm。 

笹ケ瀬川の護岸に漂着していたカプセル殻。 
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一般質問では、農業者の方々への対策を

要望しましたが、プラスチックごみを海へ流

出させないために、自分にも出来ることが

あると考え、最近は、河川清掃やごみ回収

の活動に参加しています。地元・富山学区

の「富山の自然を楽しむ会」主催の倉安川

清掃や、ボランティア団体が呼び掛

けた、笹ケ瀬川のごみ回収活動にも

参加しました。笹ケ瀬川では大量の

カプセル殻が漂着していました。小

さな粒状の殻が砂などに交じった状

態で散らかっているので、拾い集め

るのに苦労しました。 

ごみ回収ボランティア団体代表の平井雅明さんに感謝します。 
 

ペットボトルや被覆肥料カプセル殻など

のプラスチックゴミはいったん海へ出てし

まうとその回収は困難を極めます。それ

だけに河川や内陸部にあるうちに回収す

ることがとても大切となります。生命の源

の海を守りたい。その思いでゴミ回収をし

ています。髙橋議員の質問では、私が撮影、提供した

写真などがパネルで紹介され、私たちの問題意識や、

求める対策が県に伝わったと思います。質問が県政に

反映され、具体的な取組に繋がることを期待します。  

この質問を行うにあたり、県南の河川敷などでごみ回収を行っている

ボランティア団体「釣り人みんなで海を守ろう、釣りのついでにごみ回

収」の代表・平井雅明さん（岡山市中区）から、多くの有益な情報をい

ただきました。農業従事者のお友達の田んぼに出向き、カプセル殻の

流出防止対策について細かく調査をしていただくなど、平井さんの存

在なしに今回の質問は出来なかっ

たと思います。当日は傍聴にもお越

しいただき、有難かったです。私が

参加した笹ケ瀬川のごみ回収も、平

井さんが呼びかけたものです。 

平井雅明さん 

 オンラインで県政報告会を開催しました！ 

 

高橋雄大岡山市議と共催で、県政・岡山市政オンライン座談会を開催しました。ゲ

ストは津村啓介衆議院議員。いつもは、公民館などで行うミニ集会を、YouTube 

Liveでの配信に切り替え実施したものです。私からは、県の新型コロナウィルス感染

症の現状と対策についてお話をしました。オンライン中継は初めての取組で、途

中、回線が不安定になるなどの反省点もありましたが、トライ&エラーを繰り返しなが

ら、皆様との新しいコミュニケーションの形を作っていきたいと思います。視聴してい

ただいた皆様、質問やご意見を寄せていただいた方々に心より感謝致します。 

質問項目１ 雇用情勢と雇用対策について 
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Ｑ1 解雇や事業主都合による離職が増えており、今後、雇

用調整がさらに広がる懸念が高まっている。現在と今後の雇

用情勢について、どう認識し、どのような対策を実施、検討し

ているのか？ 

Ａ1 県有効求人倍率や新規学卒者の就職内定率が大きく

低下する中で、今後、さらに厳しさが増す懸念がある。このた

め、採用意欲を持つ企業とのWeb面接会の対象を新規学卒

者に加え、一般求職者にも広げ専用サイトを充実させるなど

取組を強化している。今後、経済団体に対し、積極的な採用

の継続や雇用の維持を働きかけるなど、関係機関と連携し、

就職支援と雇用の確保に全力で取り組む。（産業労働部長） 

Ｑ2 コロナ禍における雇用対策としてワークシェア（※1）が

注目され、取り組む自治体もあるが、業界をまたぐ連携は限

定的だ。使用者責任をルール化・明確化したうえで、地域の

様々な業界を網羅するプラットフォームを整備すれば、マッチ

ングの可能性が高まり、トラブルを防ぐこともできると考えるが

いかがか？ 

Ａ2 国が新たな助成金の創設を検討するなど、ワークシェ

アを後押しする動きが、今後加速すると考えている。こうした

国の動きに歩調を合わせながら取り組みたい。プラットフォー

ムを県が整備することまでは考えていない

が、出向等のマッチングを専門に行う国の

「産業雇用安定センター」に情報を提供

するなどの連携により、ワークシェアの実

績を積み上げながら、必要な支援を検討

していきたい。（産業労働部長） 

（※1）ワークシェアとは、「仕事の分かち合い」と訳され、労働者

ひとり当たりの労働時間を短縮することにより、社会全体の雇用

者数を増やそうとする政策の方法。仕事をシェアして雇用を守

るという考え方。ここでは、コロナの影響で仕事が減った航空、

宿泊等の産業の労働者を、人手が足りていない企業・産業や

自治体などへ在籍のまま出向させる取組なども含む。  小林産業労働部長 
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質問項目２ 財政運営について 

（１）今年度の税収減への対応 

Ｑ1 新型コロナウィルス感染症の影響で、2020年度の税収

は当初予算よりどのくらいの減少を見込んでいるのか？ 

Ａ1 210億程度の減収を見込んでいる。（総務部長） 

Ｑ2 全国知事会は、地方創生臨時交付金などの増額、減

収補填債の対象税目の追加（※2）などを国に要望した。岡山

県でも、必要な歳入を確保するためには、これら要望の実現

が不可欠だ。国の動向や、実現の見通しについて伺う。 

Ａ2 先日閣議決定された経済対策において、地方創生臨時

交付金は、全国で1.5兆円の増額となった。減収補填債の対

象税目の追加等については、現在、国において検討されてお

り、引き続き、その動向を注視したい。（総務部長） 

Ｑ3 感染症対策のため、財政調整基金（※3）を取り崩したた

め、現在の残高は約35億円まで減少した。県の行財政経営

指針では、中期的に基金残高200億円強を目指しているが、

今年度末時点で、どの程度まで回復させるのか。水準とその

根拠、回復のための方策を伺

う。また、特定目的基金からの

繰替運用や公営企業会計か

らの借り入れ（※4）といった過

去の特例的な対応も視野に

入っているのか？ 

Ａ3 財政調整基金について、現時点で国の財政措置の内容

が不明であることから、必要な残高を示すことは困難であり、

特定目的基金からの繰替運用等の検討を行う段階ではない。

今年度の予算執行において、事務費の削減や予算流用の原

則禁止等に努めているところであり、こうした取組による収支改

善を通じ、出来る限り回復させたい。（総務部長） 

（２）2021年度当初予算の編成について 

(※3）財政調整基金とは、地方公共団体における年度間の財源

の不均衡を調整するための基金。家計でいう貯金にあたる。平

成30年7月豪雨災害で、多額の臨時出費が必要になった際、県

はこの基金を取り崩して対応した。 

(※2)減収補填債（げんしゅうほてんさい）とは、地方税の収入額

が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行でき

る地方債。ただし、補填対象の税目は国のルールで決まってお

り、地方消費税清算金は起債の対象になっていない。今年度、

岡山県では地方消費税清算金の歳入が60～90億円の減収に

なると見込まれており、この不足分を減収補填債で補うためには

対象税目の追加が必要になる。 

Ｑ4 2021年度の税収は、前年度当初予算に比べ、そのくら

いの減少を見込むのか？ 税収減を補填するための国の対

応について、県が把握している情報及び県が独自に取り組む

対策について伺う。 

Ａ4 今年度（210億円程度）以上の税収減を想定している。

こうした巨額の税収減への対応は、本件単独では困難なこと

から、適切な財政措置が講じられるよう、全国知事会を通じ、

国に要望している。(総務部長） 

Ｑ5 編成方針では、一般行政経費の事業費において、一般

財源ベースで2020年度当初予算額の

90％を要求上限とした。シーリング（※5）で

産み出したお金は、減収補填ではなく事業

組替えの原資にするとのことだが、事業の

組替えにあたり、重視する政策分野や優先

順位の考え方について伺う。 

Ａ5 重視する政策分野だが、第3次生き活きプランに掲げる

「教育県岡山の復活」「地域を支える産業

の振興」「安心で豊かさが実感できる地域

の創造」の3つの重点戦略に基づき推進す

る施策・事業について、緊急性や費用対効

果等の観点から厳選したうえで、重点的に

財源を配分したいと考えている。（知事） 

（※5）シーリングとは、財政当局が翌年度の当初予算を編成するにあたり、分野ごとに予算額の上限を設ける仕組み。岡山県では、

2021年度当初予算編成にあたり、各部局からの要求段階において10％のシーリングをかけた。今回のシーリングによる歳出削減効果

は約14億円。伊原木知事は、記者会見で、「シーリングで減収減をカバーするという考えは持っていない。コロナ後の新たな状況に即

して事業の組み換える再配分の原資に使いたい」と述べている。   
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質問項目３ 総合グラウンドの魅力向上について 

(※4）特定目的基金とは、公共施設の修繕など、特定の目的の

ために積み立て、運用されている基金。公営企業会計とは、県

管理ダムの水力発電事業など自治体が経営する公営事業の会

計。自治体財政の赤字を補填するために、特定目的基金を取り

崩したり、公営企業会計から借り入れを行うことは、財政規律

上、好ましくない。 

（１）魅力向上に向けた今後の対応 

Ｑ1 県総合グラウンドは、取り巻く環境の変化や来場者増にもかかわらず、2005

年の国体開催以降、ハード整備は長寿命化計画に則った設備更新や修繕などにと

どまり、運営も、2006年以降、同一の事

業者による指定管理が続いている。近

年、全国各地でPark-PFI（※6）等を活用

し都市公園にカフェや飲食店などを設置

する事例が増えている。ハード整備の考

え方や管理手法なども含め、一層の魅力

向上と有効活用にどう取り組むのか？ 
岡山県総合グラウンド（岡山市北区いずみ町） 

Ａ1 総合グラウンドは、2006年度から指定管理制度を導入し、民間事業者等の

人的資源やノウハウを活用した管理運営の効率化を図るとともに、長寿命化計画に

基づいた計画的な改修を行ってきた。今後、取り巻く環境の変化を踏まえ、利用者

のニーズを的確に把握したうえで、他県等の先進事例も参考に、管理手法等も含

め、一層の魅力向上と施設の有効活用にかかる方策について研究していきたい。

（知事） 

（２）指定管理制度について 

Ｑ2 来年度、総合グラウンドの2022年度以降の指定管理の

公募を実施するが、公募の審査では、時代

環境の変化や新型コロナ感染症を契機に屋

外空間の利用ニーズが高まっていることなど

を踏まえ、にぎわいの創出や屋外空間の有

効活用などの取組をもっと評価すべきだと考

えるが、いかがか？ 

Ａ2 総合グラウンドは、県内唯一の第１種公認陸上競技場

をはじめ、県内最大規模の体育館などの施設を有する総合

運動公園であり、スポーツやレクリエーション等において多くの

県民に利用されている。このため、来年度の指定管理者の選

定にあたっては、コロナによる環境の変化等も考慮し、利用者

のサービス向上につながる取組や効率的な運営などの様々

な観点から総合的に評価していきたい。（土木部長） 

とおる‘ｓ ｅｙｅ   

 2019年の総合グラウンドの利用者数（申請をして施設を

利用した人）は、55万4千人強で2010年に比べ16％増え

た。2008年にファジアーノ岡山が陸上競技場をホームスタ

ジアムに指定し、2017年には岡山シーガルズが、2019年

にはトライフープ岡山が体育館をホームアリーナにしており、

これらトップクラブチームの観客動員の総数は年間約20万

人（前述の施設利用者数には含まれない）。2015年に始

まった「おかやまマラソン」では、ランナー、観客併せて毎年

3万数千人が同グラウンドを訪れる。今や同グラウンドは県

内屈指の集客施設と言っても過言ではない。 

 都市計画法が改正され、2017年にPark-ＰＦＩが創設され

た。国鉄時代にキヨスクしかなかった駅構内が、いまや行列の

できる飲食店や人気ショップなどが軒を連ねる駅ナカＳＣに変

わったように、魅力づくりのノウハウは、官より民の方が得意だ。

民間活力を最大限活用できるパークマネージメント手法を研究

し、スポーツ施設としての機能を維持したうえで、来場者がより

楽しめる空間づくりにも取り組んでいただきたい。 

 他方で、ランニングコースのチップ舗装がはがれたまま放置

されていたり、シャワールームや更衣室も、無いわけではない

が、場所や利用方

法がわかりにくく、多

くの人が気軽に使え

るような状態になっ

ていない。できる改

善にはすぐにでも着

手すべきだ。 

Park-PFIの活用事例。公園内にカフェなどを整備▲ 

新宿中央公園（東京都） 

（※6）Park-PFIとは、国や自治体が設置す

る都市公園の活性化などに向け、民間活

力を導入する手法の一つ。公募により選定

された事業者が、自治体などが保有する公

園内にカフェや売店、交流広場などの施設

をつくり、そこから生じる収益で公園を整備

しようという制度。  


