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岡山県議会議員 髙橋とおる   

  質問１  部活動改革について  

 活動報告・政務調査報告 

「髙橋とおる」YouTubeチャンネル 

被覆肥料カプセル殻の流出防止 
９月定例岡山県議会「髙橋とおる」一般質問報告    

【質問の背景】 昨年９月、文科省は、学校の働き方改革を踏

まえた部活動改革を進めると発表し、「休日に教師が部活動

指導に携わる必要がない環境の構築」「休日における地域の

スポーツ・文化活動を実施できる環境整備」等の方向性が示

された。具体的な方策として、休日の部活動の段階的な地域

移行、合理的で効率的な部活動などが挙げられ、令和３年度

～４年度は、モデル校で実践研究を行い、令和５年度以

降、段階的に全国展開するという工程表になっている。  

県では、今年度から、休日部活動の段階的な地域移行の

実践研究を赤磐市、早島町の２つの中学校で試行しており、

高梁市の３つの中学校による合同部活動の実践研究も行っ

ている。  

 県は、国からの部活動改革の発表を受け、休日部活
動の段階的な移行や合同部活動の実践研究を行っている。モ
デル校での実践研究が始まり半年が経過したが、現時点での
進捗はどうなっているのか。また、令和5年度以降の段階的な
移行に向け、どのような課題があり、どのように改革を進めて
いくのか、教育長の所見を伺う。 

 モデル校では、休日に部活動指導を行う運営団体を
組織し、校内で共通理解を図ったうえで、生徒や保護者に説
明を行い、８月から地域の指導者や部活動指導員による休日
の部活動指導を既に始めている学校もある。モデル校からは、
費用負担や施設管理、事故発生時の対応等が運用上の課題
として挙げられている。令和5年度からの段階的移行に向けた
課題として、地域によっては指導者となる人材の確保が困難な
ことや、平日と休日の一貫指導のための協力体制の構築が必
要であることなどが考えられる。 

今後、モデル校での研究成果や課題を把握するとともに、
国の動向や他県の取組も注視し、学識経験者やＰＴＡ、校長
会、スポーツ関係者等で組織する県地域部活動推進委員会
等での意見も聞きながら、取組を進めていきたい。（教育長） 

 部活動の地域移行には、環境整備や指導者人材の

確保、中体連や高体連など関係団体等との調整が必要だが、

教育委員会や学校現場の取組には限界があり、自治体のサ

ポートは不可欠だ。部活動の地域移行をどう受け止め、今後、

どう対応していくのか。知事の考えを伺う。 

 答弁 夏休み期間、政治の勉強をし

たいと希望する大学生２人を、

インターンとして受け入れまし

た。議会や委員会の傍聴、政

務調査活動への同行のほか、

衆議院議員と一緒に朝街宣を

行ったり、岡山市長選候補の

選挙事務所に派遣するなど、地域活動や選挙活動も経験して

いただきました。コロナ禍で制約がありましたが、活動を通じて、

地方政治に対する理解が深まったものと確信しています。 

 学生インターンが岡山市長に直撃インタビュー！ 

齢化する農家の作業負担等を最小限にしつつ、プラごみ対

策をいかに進めるかにつ

いて、重要な気づきを得

る事が出来ました。9月

議会の一般質問を作成

する際、大いに参考にさ

せていただきました。 

質問 答弁 

質問 

    部活動改革は、教職員の働き方改革を進める上で

も重要であり、また、そうした取組を行っていく中で、地域の

子どもたちが幅広く文化・スポーツ活動に親しめる環境が整

うことは、地域の活性化を図る上でも、有意義だと認識して

いる。現在、部活動を取り巻く環境は地域によっても様々であ

り、指導者人材の確保や活動の場の確保といった課題を解

決していく必要があると考えている。円滑な地域移行を進め

るにあたっては、今後、県内の自治体や学校、文化・スポーツ

関係者で構成する地域部活動推進委員会での議論や国の

動向などを踏まえ、様々な角度から検討を進める。（知事） 

部活動改革は、教員の

労務管理問題を超えた、中学・高校教育の大改革だと受け

止めています。個別課題へ対策を講じる前段階として、学校

現場、市町村含む教育委員会、生徒、保護者、地域、自治

体など関係者が改革の必要性を理解し、共通認識に立つこと

が重要です。大きな改革ほど、理念の共有とか、必要性の理

解とか、そういう土台の部分を主要な関係者の「腹に落とす」

作業が不可欠です。賛否がある課題だけに、知事や教育長、

校長先生などのリーダーシップ が問われます。 

高橋とおるの視点・考え 

髙橋とおるYouTubeチャンネルの新企画「首長に聞く」シリーズの第1弾

として、大森雅夫岡山市長にご出演いただきました。 

髙橋とおる事務所、高橋雄大（岡山市議）事務所で政治の勉強をしてい

る４人の大学生インターン（今回はたまたま女子ばかり）が大森市長に市

政に関する質問をし、市長がそれに答えるという企画です。 

岡山市の教育問題、コロナ禍での新卒者雇用の状況な

ど、学生さん達からの鋭い質問に対する、大森市長の丁

寧な「答弁？」ぶりが見所です。この動画は右記のＱＲ

コードからご覧になれます。ご関心のある方は是非！ 

 農業従事者の方に現状と対策を伺いました。 

中国四国農政局の白井部長はじめ職員の皆さんや、環境団

体の代表者の方と一緒に、被覆肥料カプセル殻の圃場からの

流出防止対策について調査するため、岡山市南区の稲作農

家を訪ねました。実際に田んぼを見せていただきながら、被覆

肥料の効能、効果的な代かきや排水の仕方、農家の方々の

意識、この問題の解決策などについて、お話を伺いました。 

現場を見て、現場の声を聞くのは、本当に勉強になります。高

操南中の取組を視察 

環境問題に取り組む岡山市立操南中学校の活動を取材しました。その中で、同校

「操南祭第１学年実行委員会（プラ肥料殻・モザイクアート担当）」の代表生徒の皆

さんと懇話会を開催。 初めてプラスチック肥料殻ゴミを見た時の印象やモザイク

アート製作で苦労したことなど、生徒の皆さんから貴重な体験談を伺うことが出来ま

した。私からは、被覆肥料が約40年前の導入以後、自然環境への負荷や農作業の

負担軽減の視点からも、高く評価され普及したことを伝え、肥料や農家を悪者にす

ることなく、「相互理解と主体性」を大切にし、農家の人達と一緒になって改善策を

考えようと話しました。   ※裏面の通り、操南中の取組を９月議会で紹介しました。 

学生インターンを受け入れました 

 実行委員会の生徒さんたちと懇話会を開催しました。 

議会傍聴や政策調査を通じて、多くの人の意

見を聞き、様々な視点から今ある問題を見な

いと問題の本質は見えないことを学びました。

多面的な視点を身につけたいと思います。 

政治についてはもちろん、まだまだ未熟な大学

生の私たちに社会で本当に必要なこと、役立

つことを教えていただいたと感謝しています。こ

の経験を、今後の成長に繋げたいと思います。 

中村 未羽（なかむら みう）さん 香川大学教育学部２年生 

難波 歩由未（なんば あゆみ）さん 岡山大学グローバルディス

カバリープログラム１年生 



 質問３ 水上バイク等の迷惑行為・危険行為について  質問２ 被覆肥料殻の流出防止について 

【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。追肥の負担が少なく、地下水等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。この肥料のプラ

スチックの殻が田畑から流出し、用水や河川を経て海に流

出し、プラスチックによる海洋汚染問題として、近年、注目

を集めている。県は、農家への流出防止対策の周知や代

替肥料の実証実験などに乗り出している。 

 県は、流出防止対策を掲載したチラシを、農業従事

者等に20万枚配布するなど取組を進めているが、私どもが

県南の田んぼを調査したところ、流出に歯止めがかかってい

るようには思えない（写真参照）。県は、流出防止の実態をど

う把握・検証し、対策の効果をどう評価しているのか？ 

質問  農業普及指導センターが農家から直接聞き取りを

行ったところ、適正な水管理への認識が深まるなど、農家の意

識には変化が現れており、関係機関・団体においても、流出防

止や代替肥料の使用に向けた取組が進むなど、これまでの対

策には一定の効果があったと認識している。（農林水産部長） 

答弁 

    今後の対策は？ 質問 

 流出防止対策の必要性に

ついて、各農家へ継続的に働きかけ

ていく。加えて、この問題は流出防止

対策のみでは解決できず、プラスチッ

ク殻が発生しない代替肥料の普及が

必要だ。県では、代替肥料の使用に

ついても周知に努めるとともに、代替肥料を使用した場合の

収量や品質などの調査研究・実証実験にしっかり取り組んで

いく。（農林水産部長） 

答弁 

 被覆肥料殻の流出防止には、農業従事者の自発的

な取組につながる「仕掛け」が必要だ。環境部局からも、農業

従事者を交えた環境イベントを開催したり、清掃活動などの

地域行事の場を活用して被覆肥料問題に関する農業従事者

の理解を深める取組を検討すべきであり、このような啓発活

動を環境文化部と農林水産部が連携して行ってはどうか。環

境文化部長の考えも聞きたい。 

質問  被覆肥料殻の流出防止については、個々の農家によ

る着実な取組が地域全域のプラスチック海洋汚染や水質汚

濁の防止に繋がっていくことを改めて周知する必要がある。こ

のため、農林水産部とも連携しながら、農業団体が開催する

講習会や地域でのイベント等を活用し、環境意識の高まりに

つながるような、より効果的な啓発活動の工夫に努めていきた

い。（環境文化部長） 

答弁 

操南中の取組 ～好事例の紹介～ 

 

  

 

▲「操南祭」（体育祭）で校舎に掲げられた特大フラッグ 

 操南中学校（岡山市中区藤崎）では、プラスチッ

クごみを使ったモザイクアートを作成し、同校の体

育祭で披露しました。 

 総合学習の時間で地域を歩いたところ、河川にご

みが多いことが気になった生徒たちが、有志で数

回、川ごみの回収を行いました。河川敷にびっしり

張り付いていた被覆肥料の殻がプラスチックごみだ

とわかり、採集して洗浄し、一粒一粒より分けて、体

育祭で掲げる特大フラッグの一部にモザイクアート

として組み込みました。 

 体育祭終了後も暫く校舎に掲示し、環境保全を

地域にアピールするとのこと。地元メディアにも多く

取り上げられたので、農家の方が被覆肥料の問題

を知るきっかけになったと思われます。 

【質問の背景】 兵庫県明石市で、水上バイクが遊泳客の周

囲を猛スピードで走る事案が発生し、市は、容疑者不詳のま

ま殺人未遂容疑などで神戸海上保安部に告発状を提出し

た。また、淡路市の沿岸で水上バイクの事故があり、3人が

死亡し、海上保安部は、操縦者の特定を進めるとともに、業

務上過失致死等の容疑で捜査している。コロナ禍の影響

で、屋外で遊べるマリンレジャーの人気が高まり、水上バイク

の免許取得者が大幅に増える一方、全国各地で危険運転

や迷惑行為の報告が相次いでいる。県内の状況を調査した

ところ、主要な海水浴場や旭川などで同様の危険行為やトラ

ブル等があることがわかった。海上は、基本、航行の自由が

保障されており、取締まることが難しいという現実がある。 

 近年の県内の水上バイクの事故件数は？ また

警察への苦情を含めた通報件数はどうなっているか？ 

違法行為、危険行為を取り締まる立場から、水上バイ

ク等の航行等に関する問題意識について警察本部長は

どう考えているか？ また、港湾、海岸、河川等の水

域の管理者としての立場から、土木部長はどう考えて

いるか？ 

質問  県警が取り扱ったプレジャーボートの事故は、過去5

年で1件。平成30年に河川において、水上バイクの後部座席

に乗っていた男性が転落し、1名が死亡した。苦情を含めた通

報件数は、昨年はプレジャーボートに関するものが20件で、そ

のうち19件が水上バイクの関するもの。本年は8月現在、34

件で、そのうち水上バイクに関するものは31件（※１）。他県に

おいて、水上バイク等による死亡事故が発生しており、水上バ

イク等による違法行為等に対しては、引き続き、海上保安庁と

緊密に連携し、適切に対処する。（県警本部長）  

答弁 

 河川や海などの水域は、国民共有の財産であることから、他

の方に迷惑をかけない範囲での自由使用が原則であり、利用

者の皆様にはこうした原則の下、迷惑行為防止条例で危険行

為が禁止されていることについて理解したうえで、適正に利用

してもらいたいと考えている。（土木部長） 
 水上バイクで危険な走行をしている方の一部に

は、こわもてで威圧感のある方もいる。「共用スペース

なので迷惑行為は止めましょう」などと声掛けするのは

簡単でない。水上バイク等による事故や迷惑行為を防ぐ

ため、県としてどのようなことに取り組んでいるのか。 

また、県警察、海上保安庁ともに、過去に県の迷惑

行為防止条例で水上バイクの危険行為を検挙した例がな

い。現在の条例では取

り締まりにくいと考え

られるが、条例の見直

しも含め、規制強化に

ついての所見を伺う。 

質問 

（※１）水域の取締りは、大雑把にいえば、海は海上保安庁、河川や

湖は県警が所管する。右記の答弁にある事故件数は県警が取り扱っ

たもので、海上保安部管内の県内の事故は、平成28年以降、毎年５

～10件程度発生している。海上保安庁では、苦情や通報の件数は公

表していない。 

 水上バイク等の利用者にマナーの遵守や安全運転

を呼び掛ける看板の設置、水域利用の手引きの作成などによ

り、安全を啓発している。（土木部長） 

 河川や海などの水域は、国民の共有財産であり、他の方に迷

惑をかけない範囲での自由使用が原則。その上で、迷惑行為

防止条例で危険行為を禁止している。まずは、規制をさらに強

化するのではなく、安全な利用を啓発していくことが重要だ。た

だし、危険行為に対しては、海上保安庁や県警等と連携し、現

行法や条例にも基づき、告発を含めた毅然とした対応を行い、

秩序ある水域利用を目指したい。（知事） 

答弁 

監視カメラの設置が不可欠です。再質問で質しましたが、監

視カメラの件で具体的な回答は得られませんでした。 

この問題、海や河川の安全という問題にとどまらず、県内のマ

リンレジャーの健全な発展とか、観光地としての瀬戸内海のイ

メージアップとか、そういう視点で考えることも重要です。県内

外のお客様が瀬戸内海を楽しむには、まずは安全に、そして

快適に海のレジャーを楽しめる環境をつくることが求められま

す。瀬戸内海を中心に据えた観光振興や地域活性化のため

にも、海難事故ゼロはもちろん、健全で安心なビーチづくりを推

進したいと思います。そのような提案を込めた質問であり、そ

の意図は執行部に届いたと確信しています。 

 私は、玉野海上保安部

を訪ね、そこで、この夏、渋川海岸で撮られた動画を拝見し

ました。遊泳者のすぐ近くを水上バイクが疾走する様子や、

パトロール中の海上保安部の巡視船を複数の水上バイクが

取り囲み、挑発するかのように何か叫びながら周囲を走行す

る動画でした。同保安部の方は、「いつ重大事故が発生して

も不思議ではない」と仰っていました。何かあってからでは取

り返しがつきません。対策を強化する必要があります。 

規制の強化に関して、知事から「告発も含めた毅然とした対

応を行う」という、踏み込んだ答弁がありました。ただ、現状で

は現行犯以外、告発には結びつかず、実効性を上げるには

高橋とおるの視点・考え 


