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こうした対策により，厳しい環境に置かれている本県産業の支援に努めることとしております  

が，本県産業が現下の世界的な不況を乗り越え力強く発展していくためには，その競争力の強化   

が欠かせません。そのため，県内中小企業の研究開発の支援などを強化しながら，競争力の高い   

新たな成長産業の創出を目指してまいります。  

次に，雇用対策としては，1月補正予算で，県での非常勤職員の箋采用や福祉・介護分野におけ   

る人材の確保，農林業分野への就業促進の取観などを実施しておりますが，4月からは国の交付  

金による「岡山県緊急雇用創出事業晦時特例基金」並びに「岡山県ふるさと雇用再生特別基金」  

を活用し，短期の雇用・就業機会の拡大や，地域の実情と創意工夫に基づき，新たな雇用機会を   

創出する各種事業を実施することとしております。  

今回の世界的な不況について，未だその先行きが見えない中，引き続き，経済・雇用情勢の把   

握や，国の今後の対応など様々な情報収集に努めるとともに，県内の市町村，経済団体等との緊  

密な連携を図りながら，離職を余儀なくされた方々への当面の雇用や生活面での支援，さらには   

地域経済の下支えと中長期的な産業育成対策の推進に万全を期するなど，県としてできるあらゆ   

る対策を迅速，的確に推進し，この厳しい経済・雇用状況からの1日も早い脱却を目指して，県   

の総力を挙げて取り組んでまいります。  

また，こうした経済社会のグローバル化がもたらす契緊の課題に加え，地球環境問題の深刻   

化，我が国における急速な少子・高齢化の進行，暮らしや食の安全・安心を脅かす事件の続発，   

さらには，医師確保や中山間地域の活性化など地域が抱える諸課題等についても，輿緊のものと   

して適切に対応していかなければなりません。また，「構造改革元年」となる新たな行財政構造改  

革への取組や，真に地方のための分権改革，そしてその究極の姿といえる道州制の導入に向けて  

も，着実に取り組んでいく必要があります。   

私の4期日に当たり，新年度は，現下の経済・雇用情勢をはじめ大変な荒波の中の非常に厳し   

いスタートとなりますが，本県の持つ交通基盤やIT基盤，産業集積等の優位性や個性を最大限   

生かしながら，県民の皆様と目標を共有し力を合わせ，前向きにチャレンジ精神を持って夢づく   

り県政を推進し，今回のこの難局を乗り越えて，本県の明るい未来を切り拓いてまいる所存であ   

ります。  

こうした考えの下，私は本県の将来の姿と目標を県民の皆様に明らかにするため，これまで県   

民の皆様とともに進めてきた新おかやま夢づくりプランに沿ったマニフェストをお示ししており   

ます。改革の総仕上げを行う一方で，安全・安心，子どもの教育，子育て，環境保全，そして中   

四国における拠点性の向上といった分野には特に配慮しながらこ「教育と人づく りの岡山」，「安  

全・安心の岡山」，「産業と交流の岡山」の創造という新おかやま夢づくりプランの3つの基本戦  

略を，さらなる「選択と集中」を徹底し，施策の進め方にも知恵と工夫を凝らしながら展開させ  

ていくことにより，県民の皆様にお約束した「暮らしやすさ日本一」の岡山を築き上げてまいる   

所存であります。  

もとより，私ほ，知事就任以来，できる限り地域に出向き，県民の皆様の声に直接耳を傾け，  
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当面は，本県にとっても喫緊の最重要課題である現下の厳しい経済・雇用情勢に対して，国と  

緊密に連携しつつ，1日も早く厳しい状況を乗り越えられるよう全力を尽くしながら，中長期的  

な視点に立って，新たな行財政構造改革大綱に掲げた健全な財政運営のための基本的な方針を堅  

持し，持続可能な財政構造の確立に向けた改革を必ずや成し遂げてまいる所存でありますので，  

県議会の皆様の御支援・御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。   

また，行政システムの再構築についてでありますが，県民局・支局の再編についてほ，この4  

月から，3か所の県民局と6か所の地域事務所の体制とし，地域事務所にほ，災害発生時におい  

て迅速に初動対応ができる人員を配置し，地域の安全・安心を十分に確保することとしてまいり   

ます。  

さらに，保健所については，県民の健康を守るために求められる新たなニーズや広域的な課題  

に適切に対応できるよう，現在の9か所の保健所を，二次保健医療圏ごとに5か所の保健所と4  

か所の支所に再編することとしたところであります。今後，地域の「安全・安心の拠点」とし  

て，県民の健康の保持及び増進に取り組んでまいります。   

次に，岡山市の政令市移行についてでありますが，岡山市が全国18番目の政令指定都市となり  

ますことは，県政にとっても新たな歴史のページを開くものとして，誠に喜ばしいものと考えて   

おります。  

これまで岡山市との緊密な連携の下，精力的に事務の引継に向けた作業を行い，区の設置に伴  

う関係条例の改正案を今議会に提案するとともに，県職員の派遣についても協議がまとまるな  

ど，概ね準備を調えることができたところでありますが，この絶好の機会を逃すことなく，引き  

続き政令市移行後も岡山市との連携強化を図りながら，「岡山」のイメージや知名度の向上，ビジ   

ネスチャンスの拡大等プラスの効果を最大限生かし，中四国における本県の拠点性をさらに高め   

るとともに，県全体の発展につながるよう諸施策を進めてまいります。  

地方分権改革につきましては，昨年，政府の地方分権改革推進委員会において，個別の行政分   

野や事務事業の抜本的な見直しに係る第1次勧告に続き，義務付け・枠付けや国の出先機関の見   

直しに係る第2次勧告が行われたところであり，今春にほ，分権型社会にふさわしい税財政制度   

の構築について第3次勧告が予定されており，現在，精力的に審議が行われております。  

政府においては，こうした勧告を基に，来年度中には，いわゆる新地方分権一括法案を国会に   

提出する予定とされるなど，地方分権改革ほまさに山場を迎えております。  

国の画一的で硬直的な中央集権体制の下での地方の閉塞感を打破し，個性豊かで活力に満ちた   

地域を創造するためには，地方分権改革の推進が何よりも重要であり，我々地方が一致団結して   

取り組んでいかなければなりません。  

このため，引き続き，地方六団体とも連携を図りながら，政策提言や要請活動を行うなど，地   

方税財源の拡充を含めた真の地方分権改革の実現に向け，国に対して，より一層強く働きかけて   

まいりたいと存じます。  

道州制につきましてほ，私はこれまでも，地方分権改革の究極の姿といえる道州制の導入と中  
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の他の施設等がなくなる中で，それ単独では，その位置や規模，機能等からして，県施設として   

の設置意義がなくなることから，市の要望については，いずれも困難ではないかと考えておりま   

すが，倉敷市に対しては，今議会での御意見を踏まえ，回答したいと存じます。県としては，倉   

敷市と連絡を密にし，市の計画が具体化する中で，御相談があれば，誠意を持って対応するとと  

もに，活用される施設や樹木等につきましては，無償譲渡するなど，協力してまいりたいと考え   

ております。  

また，倉敷チポリ公園事業検証委員会から昨年末に報告書を提出いただきましたが，その中   

で，「岡山市が撤退した時点や経営見直しの時点など，それぞれの節目ごとにきちんとした分析  

や評価がなされていれば異なった意思決定もあり得た」，また，「閉園に至る経緯について説明が  

十分ではなかった」等の御意見とともに，「結局，第三セクター方式であるチポリ公園事業は，公  

共性と収益性の両立というジレンマを内在する，極めて困難なビジネスモデルであった」との見  

解が示されました。   

検証委員会には，行政とは別の角度から客観的，多角的な検証をお願いしていたところであ  

り，その検証結果については真撃に受け止め，県政を預かる責任者として，今後一層，県民本意   

の県政に全力で取り組んでまいる所存であります。  

第26回全国都市緑化おかやまフェアについてでありますが，3月20日の開会に向け，現在，会  

場づくりも最終段階に入っております。  

メイン会場では，開催期間中，600種類50万本の花や樹木で来場者をお迎えすることとしてお   

り，県内外の企業・団体，全国の政令指定都市等による花壇，庭園など，花と緑に彩られた会場   

としてまいります。また，市町村の特色を生かした郷土芸能，学校・市民団体などが参加するス  

テージ催事を展開するなど，全国に岡山の魅力を情報発信してまいります。  

開催まで後1か月，間近に迫ったフェアの魅力や見どころを様々なメディアを通じてPRし，   

万全な開催準備の下，多くの来場者をお迎えしてまいりたいと考えております。  

続きまして，平成21年度の主な施策事業について，新おかやま夢づくりプランの枠組みと政策   

重点指針の内容に沿って御説明いたします。  

まず，「教育と人づくりの岡山」の創造についてでありますが，子どもを健やかに生み育てる環   

境づくりを進めるとともに，確かな学力の向上など，将来を担う人づくりに力を入れてまいりま   

す。  

子育て支援につきましては，結婚や子育てに夢が抱け，すべての子どもたちが健やかに生まれ   

育つ環境づくりを総合的・計画的に推進するため，岡山県らしさを盛り込んだ「第3次岡山いき  

いき子どもプラン（仮称）」を策定してまいります。  

また，おかやま子育て応援宣言企業の取阻に対し専門家を派遣するなどの新たな支援や，大学   

を核とした産学官民協働による「おかやま子育てカレッジ」の取阻を推進するなど，地域ぐるみ  

での子育て支援をさらに充実させてまいります。  

加えて，市町村が実施する妊婦健康診査への支援や，保育所等の整備，保育士の資質向上に向  
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るとともに，自主防災組織の設置・強化に取り魁む市町村等を支援するなど，関係機関と一層緊   

密に連携して，地域防災力の充実・強化を因ってまいります。  

消防防災ヘリコプターの整備につきましては，県民の安全・安心を守るため極めて重要な事業  

であり，その導入が遅れるという事態に至ったことは誠に遺憾であると受け止めており，今後  

は，できる限り早期の納入を契約先に強く求めるとともに，関係先の協力を得て，1日でも早く   

本格運航が開始できるよう最大限努力してまいる所存であります。  

また仁災害に強い県土づく りを進めるため，橋梁の耐震化，河川改修等の整備を着実に推進す  

るほか，適切な点検手法等を導入し，橋梁やトンネルなど施設の長寿命化等を進めてまいりま   

す。  

さらに，県立学校施設の耐震化に計画的に取り魁むはか，私立学校につきましても，耐震診断   

の実施を促すなど，耐震化への取阻の促進に力を入れてまいります。  

地上テレビ放送は，平成23年7月にデジタル放送に完全移行されることとなっておりますが，  

テレビは生活に深く浸透した情報基盤で，地域の生活や安全の確保に不可欠であることから，辺   

地共聴施設のデジタル化への対応を促進する市町村に対し，新たに県としても支援してまいりま   

す。  

発生の危機が迫る新型インフルエンザ対策につきましては，県民の安全や生命を守るため，抗   

インフルエンザウイルス薬を，国と地方で国民の45％分まで備蓄を引き上げることとされてお   

り，本県では平成21年度から2年計画で約23万人分を追加備蓄するとともに，発生時における行  

動や医療機関への受診方法，食料品・生活必需品等の備蓄，流行時の対応などの知識を広く普及   

啓発してまいります。   

次に，食の安全・安心につきましては，これらを揺るがす出来事が相次いだことから，全庁体  

制で食の安全・安心の確保に取り覿んできたところでありますが，新たに高性能分析機器を導入  

し，迅速かつ的確な食品検査の実施や輸入食品等の監視体制の強化に努めるほか，食の安全に対   

する正しい知識を分かりやすく伝えるなど，県民の食に対する信頼の確保に努めてまいります。   

消費者行政についてでありますが，消費生活相談業務の複雑化，高度化を踏まえ，国の地方消  

費者行政活性化交付金を活用して，相談窓口の拡充や消費生活相談員のレベルアップなど，県及  

び市町村における消費生活相談の機能強化等に向けての取覿を進めてまいります。   

また，医師確保対策につきましてほ，医師不足が深刻化している産科，救急医療に従事する医  

師への手当制度を有する医療機関を支援する事業を新たに実施するほか，岡山大学医学部に5名  

の地域枠を設け，卒業後の県内勤務を条件とする奨学金を創設するなど，地域における医師確保  

と医療提供体制の充実を囲ってまいります。  

次に，高齢者や障害者対策についてでありますが，高齢者等が地域で安心して自立した生活を  

送ることができるよう，来年度からスタートする「第4期高齢者保健福祉計画・介護保険事業支  

援計画」や「第2期障害福祉計画」に基づき，計画的なサービス提供体制の整備に努めるととも  

に，認知症高齢者の支援，障害者の就労移行支援等を進めてまいります。  
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件でも多くの優良企業の誘致，とりわけ本県の産業クラスターの核となるような大規模工場の誘   

致を目指してまいります。   

「観光立県おかやま」の推進につきましては，「岡山県観光立県戦略」に基づき，戦略の基本で  

ある「地域発」の理念の下，地域の光の発見を通じて地域の価値の再認識を図りながら，ビジネ  

ス客など本県を訪れる方々を観光に呼び込むための立ち寄り型の新たなルートの開発やPR方法   

の検討，地域の熱意ある関係者が主体的に取り阻む周遊型・滞在型のツアー開発への支援，東ア  

ジアに加え，欧米からの外国人旅行者に対する旅行商品の造成やPRなど，新たな観光振興の  

リーディソグケースとなるような施策を展開してまいります。   

次に，農林水産業についてでありますが，この度，本県農林水産業の今後5年間の振興方針を  

定めた「21おかやま農林水産プラン」を策定したところであります。このプランを基に，世界的  

な食料需給のひっ迫が懸念される中，新たに設定した本県の食料自給率45％の目標達成に向け，  

県民運動を展開するとともに，地産地消の推進，米の需要砿大と米粉を使った新商品の開発な  

ど，消費面からの取観に加えて，意欲ある担い手の確保・育成をはじめ，飼料用米や加工用米の  

生産拡大を図るなど，生産面からの取魁を進めてまいります。   

また，地球温暖化の影響が懸念される中，温暖化に適応した水稲の品種選定や生産安定技術の   

開発，水産業分野でノリの育苗技術の開発についても研究してまいります。   

農商工連携についてでありますが，農林水産物の生産拡大を通じて農林漁業者の経営の安定・  

拡大を図る上で大きな効果が期待できることから，農林漁業団体や商工団体等からなる「農商工   

連携推進センター（・仮称）」を新たに設置して，地域における農商工連携の芽を育て，さらに大き  

く発展できるよう支援を行い，地域での雇用の創出等による農山漁村の活性化や県内食料自給率   

の向上等につなげてまいります。  

また，本県ならではの高品質で安全・安心な農産物等を，世界に通じる「岡山ブランド」とし   

て確立していくため，首都圏では，白桃やブドウなどの特産果物を中心として，より情報発信力   

の高い時期や場所で集中した取魁を展開してまいります。また，海外では引き続き東アジアでの   

拠点づくりを進めるとともに，他の有望市場の可能性も調査し，新たな販路の開拓につなげてま   

いります。  

さらに，おかやま夢白桃やオーロラブラック等の次世代を担う新品目の作付面積を，5年後に   

は現状の45haから220haに拡大するとともに，ピオーネの超密植栽培など新技術の導入等を支援   

してまいります。  

以上，3つの基本戦略に基づく施策に加えて，「誰もが安心していきいきと暮らせる協働によ   

る社会づくり」と「岡山からの情報発信と拠点性の向上」を横断的政策として位置付け，重点的   

な取観を進めてまいります。  

まず，「誰もが安心していきいきと暮らせる協働による社会づくり」についてであります。  

中山間地域の活性化につきましては，小規模高齢化集落，いわゆる限界集落が抱える問題など  

の諸課題の解決に向け，県内9つのモデル地域において集落機能の再編・強化のための計画策定  
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5，557億円となったものの，公債費等を除く地方一般歳出は「地域雇用創出推進費」の創設等に   

より0．7％増となったところであります。  

これを踏まえ，本県の平成21年度当初予算の編成に当たりましては，先ほど申し上げたよう   

に，厳しい財政状況ではありますが，新たな行財政構造改革大綱に掲げた目標値を達成するよう   

着実に改革に取り細．むとともに，政策重点指針に基づき，事業の「選択と集中」をより一層加速   

させ，本県の発展に必要な事業に重点的に予算配分を行ったところであります。  

以上により編成しました平成21年度の当初予算は，  

一般会計において  6，618億余万円  

特別会計におい て  3，007億3，700余万円  

合わせて  9，625億3，700余万円  

企業会計において  120億2，200余万円   

となっております。  

このうち，一般会計につきまして，その内容を性質別に申し上げますと，  

義務的経費  2，575億7，700余万円  

公共事業費  490億2，600余万円  

国庫補助事業費  222億6，800余万円  

基準行政運営費  2，532億3，200余万円  

単県行政施策費  796億9，400余万円   

となっております。  

次に，一般会計につきまして，その概要を申し上げます。   

まず，歳入予算でありますが，県税収入につきましては，法人関係税について，地方法人特別  

税が創設されたことに加え，企業の景況感が急速に悪化していることに伴い，法人事業税が大き   

く減となることを見込んで，平成20年度当初予算に対し15．0％減の2，251億7，900余万円，地方特   

例交付金は14．4％減の25億5，000万円を計上する一方，地方譲与税は，地方法人特別税の創設に  

関連して地方法人特別譲与税が創設されたことにより254．3％増の153億7，300余万円，地方交付  

税は，普通交付税の算定経費の一つとして「地域雇用創出推進費」が新たに創設されたことなど  

により，前年度比7．2％増の1，576億円，地方交付税の振替である臨時財政対策債は，地方財政全  

体の財源不足の大幅な拡大に対応するため発行可能額が大幅に増大したことにより，102．4％増   

の500億円となっております。   

また，特定目的基金から37億1，200余万円，企業会計から39億円それぞれ借入れを行うことと  

し，一般財源は総額5，024億6，500余万円を計上しております。   

特定財源ほ，国庫支出金699億4，500余万円，県債525億9，900余万円など，合わせて1，593億   

3，400余万円を計上しております。   

なお，使用料・手数料につきましては，国における改定等に伴い所要の改定を行うものであ  

り，関係者の皆様の御理解を賜りたいと存じます。  
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者の指定についてのもの32件であります。   

条例案件につきましては，「岡山県個人情報保護条例等の一部を改正する条例」など26件であ   

ります。  

以上，今回提案いたしました諸議案につきまして，その概要を申し上げた次第であります。   

なにとぞ，慎重御審議の上，適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。  

－14 －   


