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情勢の下，雇用や医療，介護，年金等について将来にわたる不安が払拭されない中，国民の多く  

が政権交代を求めたものと考えております。   

近く発足する新政権におかれては，経済・雇用対策や少子化対策，環境対策など，国内外に山  

積する諸課題の解決に向け，国民の声に耳を傾けながら各種政策を具体化していただきたいと考  

えております。とりわけ，「地域主権国家」への転換は，東京一極集中を是正し，疲弊した地方  

を活性化するためにも，ぜひとも実現すべきものであり，事務・権限の大幅な移譲や地方税財源  

の拡充強化など，真に実効ある地方分権改革の推進に全力を傾注していただきたいと存じます。  

また，厳しい経済・雇用情勢から一日も早く脱却するための取組や，国民の安全・安心を守るた  

めの政策等については，さらなる充実強化を期待しているところであります。   

私としては，国民の期待に応える政策が着実に実施されるよう，地方の視点に立って，県議会  

の皆様方と今後の取組を注視してまいりますとともに，その推進に当たっては，私ども地方の意  

見が十分尊重されるよう，全国知事会をはじめ地方六団体と連携しながら，法律に基づく国と地  

方の協議の場の速やかな設置等について，強く求めてまいる所存であります。   

次に，我が国経済の動向についてでありますが，企業収益が極めて大幅に減少し，雇用情勢も  

急速に悪化するなど，厳しい状況にあるものの，鉱工業生産や個人消費は持ち直しの動きが見ら  

れております。   

県内の景気に目を転じますと，輸出が極めて低水準で推移しているほか，個人消費も全体とし  

ては弱い動きが続いており，依然として厳しい状況にありますが，生産は，極めて低水準ながら  

も一部に持ち直しの動きがあり，地場企業の景況感にも下げ止まりの兆しが見られております。   

一方，県内の雇用情勢につきましては，本年7月の有効求人倍率が，昭和38年2月以来46年5  

か月ぶりの低水準となる0．55倍に低下するなど，厳しい状況が続いております。   

このような情勢の中，県としても，，経済・雇用情勢を一日も早く回復基調に乗せることを目指  

し，国の動向等に的確に対応しながら，6月補正予算に引き続き，厳しい経済情勢を踏まえた生  

活支援対策のほか，県民ニーズの高い太陽光発電の設置促進等による地球温暖化対策や，社会環  

境の変化に対応した農林水産業の振興，安心して子どもを生み育てることができる環境の整備，  

国内外での観光客誘致，福祉・医療をはじめとする安全・安心の確保対策などを盛り込んだ補正  

予算を編成し，6月補正予算と合わせ総額約560億円規模の経済危機対策を迅速かつ的確に推進  

することにより，経済危機の克服に全力を挙げてまいる所存であります。   

県財政の状況につきましては，先般，今回までの補正予算による影響等を反映させた収支見通  

しを発表したところでありますが，今年度は，厳しい企業業績や消費の低迷等による法人関係税  

や地方消費税の大幅な減収等により，当初予算編成時からさらに約27億円悪化する見込みであ  

り，県財政は依然として厳しい状況であります。このため，歳入確保策も含め，「岡山県行財政  

構造改革大綱2008」に基づく対策を着実に進めるとともに，地域経済の活性化による税源滴養の  

ためにも，国からの財源を有効に活用しながら，効果的な経済対策を積極的に講じていかなけれ  

ばならないと考えております。  
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す。   

道州制につきましては，先の総選挙において各政党のマニフェストを巡り大きな議論があった  

ところであり，私自身，有志の知事とともに，道州制を確実に進める方針をマニフェストに明確  

に盛り込むよう提案活動を行ったところであります。   

近く発足する新政権においては，マニフェネトに掲げられた「地域主権国家」へ転換する方針  

が示され，道州制も視野に入れた広域自治体の在り方等を巡り，各界各層での議論がさらに高ま  

るものと考えており，引き続き，全国知事会の道州制特別委員会委員長として，地方の意見が十  

分に反映され，真の地方分権につながる地域主権型道州制の実現に向けた制度設計が行われるよ  

う，あらゆる機会を通じて議論をリードしてまいります。   

次に，消防防災ヘリコプタ一につきましては，6月に納入され，その後，災害時孤立地域から  

の被災者の救助訓練や林野火災等における消火訓練など，実働を想定した消防防災航空隊員の各  

種訓練を鋭意実施するとともに，災害時や救急搬送時等において，より効果的な活用を図るため，  

市町村・消防本部との支援協定の締結等を進めておりますが，来月下旬にはこうした準備を終  

え，本格運航を開始することといたしております。林野火災時の消火活動をはじめ，近年多発し  

ている風水害や近い将来に高い確率での発生が懸念される東南海・南海地震などに村する備え，  

さらには，中山間地域における救急搬送など，消防防災ヘリコプターの果たす役割には大きな期  

待が寄せられていることから，今後は，岡山市消防ヘリコブターや救急医療用ヘリコプタ一等と  

の連携を深め，全県的な防災・救急体制を一層強化してまいりたいと存じます。   

次に，倉敷チポリ公園につきましては，先月26日に開催されたチポリ・ジャパン社の株主総会  

において，残余財産を11億300余万円とする決算報告が承認され，同社の清算は結了いたしまし  

た。これまで倉敷チポリ公園を支えていただいた株主の皆様や県民の皆様，公園運営に懸命に取  

り組んでいただいた歴代の社長をはじめとする役員の皆様や社員の皆様に，改めて心から感謝の  

意を表するとともに，開園11年余りで事業を廃止せざるを得なくなったことについて，深くお詫  

びを申し上げます。   

土地返還後の再開発につきましては，先月，土地所有者であるクラボウから，商業施設を核と  

する開発方針と事業主体が示されました。私としては，これまでクラボウに村し，倉敷駅周辺の  

にぎわいの創出と地域振興につながる開発となるよう，また，緑のスペースを確保しようとする  

倉敷市の取組に協力していただくよう要望してきたところでありますが，今回の開発方針は，こ  

うした要望の趣旨に沿ったものであり，評価できるものであると考えております。   

今後は，事業主体において具体的なプランの策定が進められるとのことでありますが，県とし  

ても，地域の活性化に資する事業の実現に努めていただけるものと期待しているところでありま  

す。   

次に，国民文化祭につきましては，7月に「あっ晴れ！おかやま国文祭」広報キャラバン隊を  

編成し，県内各地に派遣してPRに努めるなど来年秋の開催に向けた広報活動を積極的に展開し  

ているところであります。さらに，国の新たな事業である「地域文化芸術振興プラン推進事業」  

－ 4 －   



－ S －  

マご9上智茸ユ1財早き蔓草晋αご‘9ユ1羊宅C言ほ那弥陀彗うn㍗トり封儲宰さ字書誤α敷設一妄〃  

イ「l∠Yニウ1購う、学習車与‘￥羊 ○＿皐羊qtへ羊ユ1君苔寺］⊥苦樋α諜繁華艶等丑9土壁Yさ単月葦  

ケ堂9攣α葺剖‘占剖蝉9葦マ導′耐考量軍二つ告白呈潔α怠苦印章観離￥‘qアニウマご9上田早き蔓草  

晋葦￥蛸9与野雷ユGアニつ寄付軍αう、年回‘引ユ1羊宅⊂∴汁烏且ほ割拠α増㌍許花鳥・挙司‘二つ箪  

○一皐羊コ堂マtへ￥qtへ羊立γ蘭q祖ニウ葦箪9キう責α他事渕君挙  

司‘qアニつマご9上智葦ニウ苦宴孝董卓よ凶車S‘鬱与‘q攣よウニマ9tへユ軍歌孝苦楽α担裾寄  

掛卦鄭紺軒別酎拍紅絹調律指摘蛸侶極刊儲α報謝卦卦払L飾削酢酢‘申￥9ヰ軍鵠孝雷濃挙  

司α封印‘1財早き蔓草ル革岨劫軸朝市世事司封印‘引ユ1羊宅Cコ蟄帽紅州射酢乱君挙琶‘二つ竣  

0一皐羊コ些マtへ￥qtへ羊よγ蘭q祖よ年寄二つ楽座泉イTlr∠イ′両塘‘ら了9去孝轡剋  

マ尊α刹昇α習箇qアニつ型揮α寺庄‘ユ1耕草9マ凶親側偲‘ぅさ寧葦1凶暫孝嘩若宮背中間q池  

二つ楽座刊剖顎瀞9宅よよY剛‘ぅ、寧マご9里責罷去さ単身製￥ひ泉イTlr∠イ′両塘‘ユ（卜単二つ食  

う、寧埴‘9ユtへ洋二つ箇弦‘q望㌧Lウニ∵マ11宰薔別離去身製α泉イTl／∠イ′両賭さ年回‘渕￥  

○＿皐羊q攣よウ  

ニマ9tへユG身マ凶勧封凶孝蚕醍1（佃二つ豊顎‘茸蟹‘ら了9宅よ型庸二つ准董‘コ聖二つ怠割判く顎  

現さ利幸‘⊂ン（ニ1マ弦晋孝型揮α、両空襲9本革印二つ泉イTl／∠イ′管制封妙筆‘ユ1マ朋目孝  

スキマご9国章射蚕α他事挙司‘マ＝∴〉剖孝事華α累割・等＃占マご9ヰニウ胡＼レ醤考量視野剋α  

習箇‘マ羊湖孝謝割α型fギαよ羊里ご‘引ユ1羊宅Cニウ回避嘩身畿fギ泉イTlr∠イ′両塘α箇  

○＿皐羊q攣よ豆  

ご：ト11苦軍孝†専任型揮‘マ剋二つ身製αよ団葡‘1割幽孝筆写姫弦楽揮泉イTl／∠イ♪両蛸‘引  

二＝］t首与‘二つ9ママ9与謝幽二つ凪⊥首￥孝筆写翳草9ヰ梁凰マ暑封凶事毒孝蘭祖α塾－￥（佃」  

二つ刊倒￥罰顎瀞‘㌢苫￥ニウ幽世α割妄‘引ユ1羊1：ソtへマ首‘申1りカニ 0＿皐羊q洋ユ里うマ鼻マ  

1G羊鞘主宰蓮華葦朋翳弦α泉イTl／∠イ♪両蛸‘スキ9明宝吉備逓個コ誕在団革軍α会堂C封孝  

首筆割劃さ都解1去‘引よ団国‘￥羊 ○＿皐羊q洋ユtへ攣さ年寄薔9彩α身‘1再審さ寧暑首泉イTl／∠  

イ♪両墟二つ凪⊥首9‘9エバ牛洋二＝計ヰ‘さ年上羊q攣よユtへC二つ畿伴轟イTl／∠イ♪両蛸‘二つ箪  

○＿皐羊コ些マtへ￥qtへ羊ユ1尉目孝蟹苦α等＃  

葦鞘良筆封￥里芋革二つ蟄事tヘアq了‘世間q祖二つ烏畿fギ職輩頚‘繁華α－よ〃せT見‘1財単につ  

唯旦蔓草晋1／一上よ－て∵＝∵イー「l∠封印‘（佃二つ軍鵠α審濃α議細々葦番田邪教理審問‘1羊  

○＿皐羊qtへ羊よγ蘭q祖＝つ鯛啓蟄  

二つ￥罰首長α蟄番茶剖￥エコ軒孝畿畢αう里ご‘宅攣引巨‘い乳ユマ鼻マり烏1巨白壁二つ据古寺君  

茸‘よ丁＝ソ1￥華二憎dl￥孝割α囁艶9上座二つ富誤α財聾事‘申て〃カニ ○＿ト羊q攣よウニマ11瀞  

苦孝q羊撃α、「′凶α智者‘q攣さ字書型9マ啓孝凝制￥tへユ1苫去二個艦萄‘ゥごマ￥封笠寺習鳩  

囁艶α目靴音9ヰfギニウ富諜α財聾事よ尊皇軍配首9二つ申19本歌割孝Y責α聖番茶剖￥￥1埠再  

考制討劃α羊占、学年国α里勤‘（佃二つ饗場印渦α輩智］⊥礎二‘引ユ1羊宅C二つ楽座箸蟹‘二つ箪  

0＿皐羊q攣よ些埴9tへ羊ユ1据孝寺庄ニウ射蔀（り吋ニウ牧野‘qアニつマ  

ご9軍歌邑一章蘭祖￥G葦マ剥「マ刹昇α習蘭島剥国利耳‘スキ嘩単相重野さ董卓］⊥耳＃1財早さ孝   



としており，これらの事業を推進することにより，県民の安全・安心を確保してまいりたいと存  

じます。   

次に，介護施設の整備等につきましては，介護基盤の強化や雇用の創出を図るため，国からの  

交付金を活用し，事業者への助成の拡充を行うことにより，小規模特別養護老人ホームなど，地  

域の介護ニーズに対応する地域密着型施設の整備等を進めてまいります。また，介護人材の安定  

的な確保と定着の促進を図るため，介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対する助成等を実施  

してまいりたいと存じます。   

次に，子育て支援についてでありますが，依然として厳しい経済・雇用情勢にあるからこそ，  

子どもを安心して生み育てることができる環境の整備が強く求められております。このため，国  

からの交付金を最大限活用することにより，保育所の整備等による保育サービスの拡充やひとり  

親家庭への支援の拡充，児童養護施設等の生活環境の改善等に取り組むとともに，NPO等が行  

う地域子育て支援活動への支援や地域の社会資源を活用した子どもの遊び場づくりなど，地域の  

実情に応じたきめ細やかな施策を市町村等と連携しながら積極的に実施してまいりたいと存じま  

す。   

次に，中小企業への支援につきましては，売り上げの大幅な減少や資金繰りの悪化など，未だ  

厳しい経営環境に直面している中小企業の経営課題の解決を図るため，商工会議所や商工会等と  

連携して，県内の中小企業3万社を対象に，緊急特別巡回指導を実施しているところであります。  

今後は，引き続き巡回指導を徹底するとともに，中小企業の経営実態を踏まえ，金融・経営相談  

会や取引拡大のための広域商談会を開催するなど，関係団体と連携しながら，県内中小企業の経  

営安定を強力に支援してまいります。   

次に，観光振興につきましては，高速道路利用者の増加を秋の観光客誘致につなげるため，先  

月からスタートした「晴れの国おかやま観光キャラバン隊」の活動に加え，多くの観光客の来訪  

が期待できる関西地域での観光PRなどを，市町村や観光関係者等と連携しながら実施してまい  

ります。   

また，本年7月からの中国人向け個人観光ビザの解禁を踏まえ，中国のマスメディアを活用し  

て本県の観光情報の発信を行うなどの新たな取組により，外国人観光客のさらなる増加につなげ  

てまいりたいと存じます。   

次に，攻めの農政についてでありますが，県産農産物の新たな販路開拓や一層のブランド化を  

推進するため，首都圏や海外で白桃やマスカット，ピオーネなど旬の果物を宣伝・販売する岡山  

屋等の取組を今年度も順次展開しているところであります。   

私自身も，先月13日から16日の間，小田県議会議長をはじめ，おかやま農産物輸出促進協議会  

の関係者の皆様方とともにマレーシアのクアラルンプールを訪問し，県産農産物のPRやテスト  

販売を実施してまいりました。現地では，マハティール元首相やン・イェンイェン観光大臣を表  

敬訪問するとともに，堀江在マレーシア日本国大使の御厚意により，大使公邸において，レセプ  

ションを開催し，県産農産物の素晴らしさをPRいたしました。また，現地の百貨店において，  
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今後，県議会をはじめ，いただいた御意見を踏まえ，適切に計画を進めてまいりたいと存じます。   

次に，今回提案しております諸議案の概要につきまして，御説明申し上げます。   

まず，予算案件につきましては，国の動向等を踏まえた経済・雇用対策や，このたびの突風被  

害に適切に対応するための予算等について，それぞれ補正措置を講じることとし，所要額を計上  

しております。   

その結果，今回の補正予算額は，  

一般会計において  297億9，800余万円の増額   

であります。   

補正後の一般会計予算額は，歳入歳出それぞれ7，177億2，900余万円であります。   

一般会計歳入予算の主な内容につきましては，国庫支出金260億6，900余万円などを増額する一  

方で，起債を予定していた事業の財源を国庫支出金に一部振り替えることなどにより，県債1］＿億  

8，100余万円を減額する所要の補正措置を講じるものであります。   

一般会計歳出予算の主な内容につきましては，突風被害を受けた美作市への支援1，200余万円，  

晴れの国おかやま太陽光導入補助事業2億8，100余万円，環境保全基金積立金8億700余万円，介  

護職員処遇改善等臨時特例基金積立金74億900余万円，介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立金  

55億500余万円，観光客誘致推進事業2，800余万円，水産試験場整備事業2，300余万円，養護学校  

校舎整備事業11億9，100余万円などを計上しております。   

債務負担行為につきましては，美作市が行う災害復興住宅建設資金の利子補給を補助する経費  

など新たに債務を負担しようとするもの2件であります。   

地方債につきましては，今回の補正予算に関連し，所要の補正措置を講じるものであります。   

次に，事件案件につきましては，県道岡山吉井線公共道路工事（郡生川橋（仮称））の工事請  

負契約を締結しようとするもの1件，物品の取得についてのもの1件，新おかやま夢づくりプラ  

ンの変更についてのもの1件，訴えの提起についてのもの1件及び平成20年度岡山県営電気事業  

会計など2企業会計の決算認定についてのものであります。   

次に，条例案件につきましては，「岡山県立中等教育学校設置条例」など12件であります。   

次に，諮問案件につきましては，施設使用料の滞納処分に係る審査請求についてのもの1件で  

あります。   

最後に，報告案件についてでありますが，平成21年7月16日に判決があった不動産取得税の賦  

課決定処分取消請求事件の控訴の提起についてのもの1件で，事情やむを得ず専決させていただ  

きましたので，御報告申し上げ，御承認を賜りたいと存じます。   

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。  
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