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 これまでのチラシ配
布やホームページによる啓発
等に加え、農業普及指導セン
ターによる講習会や巡回指
導で流出対策の徹底に取り
組んでいるところだ。被覆肥
料は、県内全域に普及してい
ることから、引き続き、関係機
関・団体と連携しながら、ご
指摘の大量流出が認められ
る地域も含め、様々な機会を
通じ、対策の徹底を働きかけ
ていきたい。 
（農林水産部長） 

 チラシ配布などの県の取組は評価するものの、流出

防止に歯止めがかかったかについては

検証が必要だ。被膜殻の流出は田植

えの前後をピークに出水期に多くなる。

県は、今年、流出状況をどう調査し、こ

こ数年の取組の成果をどう評価してい

るのか？ 

 農業普及指導センターが巡回指導を行う中で、農家

と共に流出状況の把握に努めている。また、技術講習会での周

知や、農業団体と連携した啓発に取り組んだところ、具体的な

問い合わせが多く寄せられ、被膜殻に対する農家の関心が高

まっていると感じている。適正な水管理の実施や圃場の排水口

へのネットの設置等が広がるなど、一定の効果があったと考え

ている。（農林水産部長） 

答弁 

 右下の地図は、環境団体の方が岡山市内の田んぼに隣接している用水路を点検し、

被覆殻の流出状況を地図に落とし

たものだ（●は大量流出が確認され

た箇所、 ■は大量流出の痕跡が見

られた箇所）。私も調査に同行した

が、流出状況は、地域ごと、農家ごと

にバラツキがある。対策をさらに進め

るには、これまでの取組に加え、流出

状況を調査し、地域ごと・圃場ごとに

対策を考える必要がある。大量流出

が見られる地域、圃場を対象に、重

点的に啓発や注意喚起を行うなど

の取組が考えられるが、如何か。 

質問 答弁 

 11月岡山定例県議会 代表質問報告 

質問１．被覆肥料の被膜殻の流出防止対策について  

質問 

９月定例岡山県議会 一般質問

９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。 

 【質問の背景】 被覆肥料（ひふくひりょう）とは、稲作等で使わ

れている、表面をプラスチックの膜でコーティングした肥料を

指す。プラスチックの被膜殻が田畑から流出し、用水や河川

等を経て海に流出している。この問題を、私は何度か議会で

取り上げ、それに呼応し、県も、流出防止対策を掲載したチ

ラシを農業従事者等に配布するなど対策を講じてきた。果

たして、被膜殻の流出は抑制されたのか。今夏、実施した

現地調査に基づき質問を行った。 

子猫を救え！  ～県議会議員のある夏の日の出来事～ 

県政レポート 

岡山県議会議員 髙橋とおる   

Vol.37 2022.10.15発行  

〒703-8271 岡山市中区円山118  サンライズビル201 

「釣り人みんなで海を守ろう、釣りのついでにゴミ回収」代表 平井雅明氏作成 

高橋とおるの視点・考え 建設事業費負担金、県と岡山市は県民・市民目線に立った議論を！ 

県の総合グラウンド整備に係る岡山市の建設事業費負

担金に関し、手続き、水準の両面で問題ありとの声が同

市からあがり、現在、県と岡山市で協議が続いています。

私の質問からわかる通り、両者の主張の乖離は大きく、

着地点を見出すことが難しい状況です。 

手続き面では、土木部長の「より適切なものとなるよう、

現在、検討を行っている」という答弁から、県は現行の運

用を見直す考えがあると読み取れます。他方、水準の見

直しは現時点で落としどころが全く見えません。 

今回、問題になっている県総合グラウンドは、県民にとっ

ても岡山市民にとっても貴重な財産です。より安全で魅

力的な施設になるよう整備を進めるとともに、次世代に

遺していくため、県と市が協力していく必要があります。

どちらがどれだけお金を出すかというのは双方の財政に

とって重要なことですが、大半の県民・市民は、そういう

内輪もめのような話はウンザリで、「両者でよく話し合っ

て、良い形にしてくれ」という思いではないでしょうか。お

金の分担で揉めて、本来、必要な公共工事や施設整備

が進まない事態を誰も望んでいません。「県民・市民の

ため」という視点を持ち、双方歩み寄りながら、よりよい

解決策を見つけ出していただきたいと思います。 

この問題は、岡山市議会でも大きな議論になっており、

大森市長が議場で県の対応を批判するケースが増えて

います。この種の交渉事は、水面下で事務方が話を詰

め、トップが公式の場で相手を批判するような事態は避

けるべきだと、労働組合出身の私などは思うのですが、

そうなっていないことがとても残念です。私が、今回の質

問で、答弁者にあえて知事を指名しなかったのも、そのよ

うな思いからです。 

子猫を救って、というご相談を

受けました。 

相談者の数軒隣りに住むおば

あさんが、野良猫に餌をやって

いたところ、猫がその家に住み

着いてしまい、子猫を6匹産みました。 

おばあさんは、過去にも同様に猫を繁殖させたことがあり、

町内会等から猫に餌付けをしないよう強く注意されていた

のですが、同じことを繰り返したみたいです。ご近所からの

苦情もあり、おばあさんが餌やりを控えたため、子猫たちは

やせ衰え、おばあさん宅のガレージでぐったりしていまし

た。真夏の暑さで今にも死にそうな感じです。 

見かねた相談者が、「猫がかわいそう」と泣くようにして私

に通報してこられた次第です。通報を受け、私から市の保

健所などに事情を説明しましたが、行政では対応が難し

いとのことでした。そこで、私の地元で子猫の里親探し等

に取り組む「猫の保健室むーちょ」さんに相談しました。 

むーちょさんからは、「子猫を確保し持ってきてくれたら一

時預かり、譲渡先を探します」と言われ、さらに、「この暑さ

です。一刻を争います！」などと追い打ちをかけられたの

で、慌てて通報者の方とともにおばあさん宅を訪ね、了解

をいただいたうえで子猫の捕獲に奔走しました。 

弱っていたとはいえ、猫も捕まらないよう必死で逃げます。

こちらは猫捕獲の素人なうえに、ろくに準備もせず（猫を入

れるための段ボール箱だけ持っていきました）出かけたの

で、子猫の捕獲に悪戦苦闘。1時間半くらい頑張って6匹

中2匹を捕獲し、むーちょさんに引き渡しました（引き渡し

の際に1匹に逃亡され、円山でさらに小1時間、捕獲劇が

続きました）。 

翌日、むーちょさんと繋がりのあるボランティアの方（猫捕

獲に慣れている！）がおばあさん宅に出向き、残りの４匹を

確保したと連絡がありました。こうして６匹の兄弟姉妹？は

むーちょさんに里親を探してもらうことになりました。 

親猫はむーちょさんといえども保護の対象外。ただし、親

猫を捕まえて去勢処置をしないと、また子どもを産み、同じ

ことの繰り返しになりかねません。町内会で「地域猫」に認

定すれば、去勢費用を助成する制度が岡山市にはあるの

で、地域で話し合って早急に対処してくださいとおばあさ

んの娘さんと相談者の方にはお伝えしました。 

たくさん引っかかれたので、擦り傷だらけになりましたが、

名誉の負傷と納得しています。 

 猫の保健室むーちょ さんのご紹介 

主に自治体からの引き出しによる猫の里親探しのボランティ

アを個人でされています。獣医師さんですが、診療は保護し

た子猫や里親さん等の子猫達の簡単な治療やワクチン、不

妊手術等に限り対応しています。 

 

  

※今回は特別にご対応いただきましたが、むーちょさんは野良猫を保護

する団体ではありません。里親探しの譲渡会は、ほぼ毎日開催中！ 

むーちょさんのブログはこちら☝ 

☜譲渡会の情報はこちら 

 ※写真はイメージ 



【質問の背景】 県は、昨年度まで３年かけて、県内２５市町

村で海ごみ発生抑制意識を高める「三大河川流域啓発リ

レー」を実施した。海に漂着するごみの７～８割は内陸部か

ら出されており、河口や海岸など沿岸地域の問題のように

思われがちな海ごみ問題を県内全域で考えてもらう機会に

なった。ただし、このようなイベントに参加する人は、もともと

海ごみ問題に対する意識の高い人が多いと思われる。次の

ステップでは、わざわざイベント会場にまでやってこない、海

ごみ問題に関心の薄い県民にまで届くキャンペーンを展開

したいところだ。 そのような問題意識から質問を行った。 

 「三大河川流域啓発リ

レー」には、のべ何人が参加した

のか。また、参加者の属性に関し

特徴的な点があれば併せて教え

てほしい。 

質問  河川等での清掃活動には約2,100人、その後の環

境学習には約1,100人の方々に参加していただいた。参加者

としては、地域の小中学生や保護者の割合が高かった。県北

部も含め県内全域に渡り、各地域で工夫を凝らしながら実践

的な啓発活動が展開できた。（環境文化部長） 

答弁 

 環境学習と清掃イベントを組み合わせた「啓発リ

レー」の次のステップとして、海ごみ問題を、地域の河川や用

水路など身近なレベルに落とし込み、「自分事」として意識を

高める取組が必要だ。 

熊本県などが実施しているポスターコンクール受賞作品の

看板設置や、地域の河川や用水路等でごみが大量に溜まる

場所を写真に撮ってもらい、地図に落とし込んで公民館や市

町のホームページなどに掲示する「ホットスポットＭＡＰ」の作

成等は、身近な河川等のごみの意識を高める効果が期待で

きると考えるが、如何か。 

質問  県民一人ひとりが自らの問題として海ごみ削減に取

り組むことが出来るよう、今年度から、地域の実情に応じた円

滑な回収・処理体制の構築に向けたモデル事業を実施してい

る。また、瀬戸内オーシャンズＸ（※１）においても、県民自らがご

みの溜まりやすい水門や用水路をアプリで記録し、その情報

を一元的に公開するサイトの整備に取り組みたいと考えてい

る。ご紹介いただいた熊本県の事例などは地域住民を巻き込

んだ取組として参考になる。本県においても、海ごみ問題が県

民にとってより身近な問題になるよう、一層の対策を進めてい

きたい。（環境文化部長） 

答弁 

 ピリカのダウンロード数と利用アカウント数の現状か

らみて十分な普及には至っていない。引き続き市町村や経済

団体等への周知や、ごみ拾い会場等で参加者にチラシを配布

するなど、機会を捉えてその普及に取り組みたい。 

【質問の背景】 建設事業費市町村負担金とは、県が、道

路、河川、公共施設整備等の建設事業等を行う際、当該

事業により特定の市町村に利益がもたらされる場合、その

市町村が応分の費用を負担する制度。 条例により、受益

の程度や市町村の財政力に応じて負担率を定め、徴収し

ている。８月に県市町村会から県に提出された提言では、

岡山県の負担率が中国地方の他県のそれ（22.2％～

10.0％） に比べて高いとされ、見直しを求められている。 

また、大森雅夫岡山市長は、県総合グラウンドの整備事業

費に係る同市への負担金（負担率50％）に反対。９月の岡

山市議会で、「昨年11月に県へ負担見直しを求めたもの

の、回答がないまま令和４年度の県の当初予算に岡山市の

負担金が計上された」と県の対応を批判した。大森市長は、

①負担金の水準が高すぎること、②負担金を求める際の県

の手続き（議会の議決等）が地方財政法に違反している可

能性があること、などを指摘し、県への反発を強めている。 

 県市長会から都市計

画事業の建設事業費の負担

率が他県と比べて高いと指摘

されている。他県と比較してど

のような水準にあると認識して

いるか。 

質問  都市計画事業の全国負担率は、本県と同等もしく

は同等以上の県もあり、本県の水準が特に高いとは考えて

いない。また、都市計画事業のうち、都市公園事業について

は、条例によらず、個別の協定や議決により負担を定めてい

る例もあり、施設ごとに整備の背景や経緯が異なることか

ら、負担を一律に比較することはできない。（土木部長） 

答弁 

 県は「他県に比べ特に高くない」と言い、県市長

会は「他県より高い」と言っている。このような認識の違いは

何に起因していると考えているか。 

再質問 

 負担率は条例で決まっている。岡山市には、条例

を改めるに足るだけの、負担率見直しを求める理由と具体

的な内容を明らかにしていただく必要がある。本年度当初

予算では、現条例の定めに従い負担金を計上している。

（土木部長） 

質問２．海ごみ対策について  

☜熊本県のポスターコンクールの概要 

☝コンクール金賞受賞作品は河川敷

に看板として設置されます 

 県が運営するWEBページ「晴れの国クリーンアップ

おかやま」は、SNSアプリ「ピリカ」と連動し、ごみ清掃活動が

見える化でき、啓発、回収の両面に効果を発揮するツールだ

が、利用が広がっていない。運用における評価と課題につい

て伺う。一層有効活用するには、ピリカのダウンロード数を増

やすべきだが、どう取り組むのか。 

質問 

答弁 

☜ 

「ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
お
か
や
ま
」の
ト
ッ
プ
画
面 

質問３．都市計画事業の建設事業費市町村負担金について   

 県が全国と比較しているのに対し、県市長会

は中国地方の他の県と比較しているため、認識に差が出て

いるのではないか。（土木部長） 

再答弁 

 岡山市長は、県総合グラウンドの整備事業に関し、

負担率の見直しを申し入れたが、県から見直しの提案がな

いまま今年度当初予算に岡山市の負担金が計上されたと議

会で述べている。市長の主張を県はどう考えているのか。 

質問 答弁 

 この件で、私は大森市長と直接話したが、市長
は、ボールは県に投げたと言っている。今の答弁では、県はそ
もそもボールを受け取っていないという認識だ。よく話し合っ
て、どっちにボールがあるのかというところを確認しないと、次
のプレーに移れない。まずはそこからしっかり話し合い、認識
を共有した方が良いのではないか。 

再質問  昨年11月に岡山市から見直しの要請があり、

協議を重ねているが、同市から、先の答弁で申し上げた「負

担率見直しを求める理由と具体的な内容」が示されておら

ず、議論が深まっていない。県としては、同市と協議を重ねな

がら、考え方を確認していきたい。（土木部長） 

再答弁 

 大森市長は、市議会9月定例会で、負担金の決定
にあたり、「県は県議会の議決を経ておらず、地方財政法違
反の疑いが濃い」「負担率50％も県から納得できる理由が
示されておらず、同法の趣旨に反する」と述べている。事実関
係を明らかにし、誤解があるなら解消に努め、見解の相違が
あるなら県の主張を明らかにすべきだ。市長の指摘に対する
県の見解を伺う。 

質問  負担金は、地方財政法等の関係法令をもとに定め

られた条例に基づき徴収しており、一定の手続きを経ている

と認識しているが、より適切なものとなるよう、現在、検討を

行っている。 

都市計画事業は、原則として市町村が施行し、困難又は不

適当な場合等には県が施行することとされており、その場合

の負担率は、財政力の高い岡山市には地方負担額に対し

50％を適用している。岡山市は政令市のため、街路等は自

ら施行することから、現在、県が施行する都市計画事業は、

県総合グラウンドのリニューアルのみであり、その利用者の

大半が岡山市在住者で、市の広域避難場所にも指定され

ていることなどから、50％という負担率は受益に見合う妥当

な水準だと考えている。（土木部長） 

答弁 

答弁を行う 筋野晃司 土木部長 

☜ 

翌
朝
の
山
陽
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に
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り
上
げ
ら
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ま
し
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(※１）瀬戸内オーシャンズX：瀬戸内沿岸4県(岡山・広島・香川・愛媛)と

日本財団による、瀬戸内海の海ごみ問題解決を目指すプロジェクト。 


