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本紙の点字版・音声版も作成しています。
県内の公立図書館等で閲覧することができます。

今回の主な内容
P2：本会議における一般質問の内容
P4：常任委員会における審査等の内容
P6：令和2年度一般会計当初予算
P7：主な議案等の議決状況
P8：議員提案条例の上程・可決／その他の活動

令和2年第1回岐阜県議会定例会の概要
開会日（2月20日）、知事から提出された議案は、
8,419億6千万円の令和2年度一般会計予算案をはじ
めとする予算関係27件、条例関係28件、その他の案件
15件の計70件でした。そのうち、公安委員会委員の任
命同意については、同日、可決されました。
また、議員から提出された議案は、
「岐阜県食品安全
基本条例の一部を改正する条例について」1件でした。
3月4日には、知事から「令和元年度岐阜県一般会計
補正予算」の議案1件が追加提出され、同日、原案どお
り可決されました。
3月4日、5日、6日及び11日に、県政全般にわたり一般
質問を行い、知事や関係部局長等の答弁を求めました。
3月11日には知事から開会日に提出された補正予算
関係議案15件が原案どおり可決されました。
閉会日（3月18日）には、既に議決された議案を除く、
知事から提出された議案54件及び、同日に知事から追
加提出された議案4件が原案どおり可決されました。こ
れにより今定例会中に採決された議案は、知事から提
出のあった議案75件が原案どおり可決されました。
また、議員から提出された「岐阜県食品安全基本条
例の一部を改正する条例について」など条例2件、
「地

方創生の実現に向けた5Ｇ利用環境の整備に関する意
見書について」など意見書4件がいずれも原案どおり可
決されました。
請願については、
「「最低賃金の改善と中小企業支援
の拡充を求める意見書」の採択を求める請願書」など、
4件が不採択となりました。
主な会期日程（28日間）
2月20日 開会、提出議案に関する説明会
21日 提出議案に関する説明会
25日 提出議案に関する説明会
28日 今定例会の請願・陳情書提出期限
一般質問･質疑、提出議案に関する説明会(追加分)
3月 4日 委員会付託、
常任委員会（総務・厚生環境・教育警察）
5日 一般質問･質疑
6日 一般質問･質疑、委員会付託
9日 常任委員会
10日 特別委員会
11日 一般質問・質疑、委員会付託
13日 常任委員会
提出議案に関する説明会(追加分)、委員会付託
18日
常任委員会（総務・企画経済・厚生環境）、閉会

「岐阜県議会だより」は、自治体広報紙配信アプリ「マチイロ」でも御覧いただ
けます。アプリの利用は無料です。
マチイロ
検索
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本会議における一般質問の内容 ～県政の話題・課題など～
新型コロナウイルス感染症への対応について
質問

答弁

県内での新型コロナウイルス感染症の感
染拡大を見据え、どのように取り組んでいる
のですか。
感染者の早 期発見のため、岐阜市と連携し
てＰＣＲ検査の体制を強化し、当初1日40件で
あった検査能力を、1日最大120件まで拡大し
ました。
感染患者の入院については、感染症指定医療
機関の30床に加え、感染がまん延期に入った場
合に備えて、一般医療機関等の361床を確保し、
最大で計391床とするなど、患者増加時にも適
切な医療が提供されるよう取り組んでいます。
また、全国的に不足するマスク・消毒液等の
確保については、医 療 機 関や市町村における
ニーズを踏まえ、本県への配分を国に要請する
とともに、県が災害応援協定を結ぶ企業・団体
に対して供給への協力要請を行っていきます。
加えて、物資の買い占めについて、岐阜県消
費生活条例に基づき、全市町村のスーパー、ド
ラッグストアなどの需給動向を毎日調査すると
ともに、新聞、ラジオ等を通じて、県民の皆様に
冷静な消費行動を促していきます。

質問

答弁

経済への影響を踏まえ、県内中小企業・
小規模事業者への支援について、どのように
取り組んでいるのですか。
県内中小企業・小規模事業者向けに「新型コ
ロナウイルス関連融資相談窓口」を設置したほ
か、観光、農林業、建設等の幅広い分野におい
て、それぞれの事業者向けの相談窓口を開設し
ました。
また、資金繰り対策として、県中小企業資金
融資制度の要件を緩和したほか、感染拡大等に
よる影響の深刻化を踏まえ、信用保証料の一部
を県が負担し、かつ、より低利な「新型コロナウ
イルス感染症対策資金」を新たに設置したとこ
ろです。
加えて、学校の臨時休校により特別の有給休
暇を取得させた事業主への助成金や中小・小規
模事業者への実質無利子・無担保の特別貸付な
どの国の緊急対策が発表されたところです。県と
しても、早急にその内容及び具体的な運用方法
を精査したうえ、県内企業において速やかに活
用されるよう情報提供を行うとともに、景気・経
済対策を含めた追加支援を検討していきます。

※上記は、3月4日～11日の一般質問に対する答弁であり、その後の状況により、対応が変わっていることがあります。

県立高校入試の県外募集について
質問

答弁

県立高校入試の県外募集の実施に向け
て、どのように取り組んできたのですか。
今年度の県外募集にあたっては、過去2年の
実施状況を踏まえ、実施校や募集学科、募集
分野の見直しを行うとともに、県外募集専用
のホームページを開設して、実施校ごとの部活
動、進路等の情報や、各校の魅力的な取組み
を紹介するなど、広報の充実を図りました。
また、実施校の校長が県外の中学校を訪問
し、学校の魅力を直接アピールする取組みを実
施してきました。
このような中、今年度の県外募集では、4校
で5名の出願があったところであり、引き続き、
県外の中学生により関心の高い分野での県外
募集の実施について検討を進めていきます。

質問

答弁

スポーツ分野における県外募集の実施に
向けた検討状況と今後の見通しについて、
お聞かせください。
スポーツ分野における県外募集については、
本年1月に学識経験者、中学校・高校の校長や
ＰＴＡ関係者、市町村関係者、スポーツ関係者
から意見聴取を行ったところ、多くの肯定的な
意見を得るとともに、県内中学生への影響を考
慮した募集内容や募集人員とする必要がある
との指摘を受けたところです。
これらの意見を踏まえ、現在の中学2年生が
受検する令 和3年度入試での実施に向けて具
体的な検討を進め、本年3月末に予定する入試
日程や検査内容などの概要発表に合わせて、実
施校や競技種目、募集人員などを取りまとめて
いきます。

本会議の様子は、岐阜県議会のホームページでもご覧いただけます。
岐阜県議会
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議会中継

検索

観光ビッグイヤーにおける観光施策について
質問

答弁

岐阜県では、2020年を「観光ビッグイヤー」と位置付け、県の魅力発信に取り組んでいるとこ
ろ、今後どのような観光施策に取り組んでいくのですか。
大河ドラマ「麒麟がくる」の放送や「岐阜関ケ

ビザ発給80年の節目の年であり、杉原千畝氏を

イベントやナイトイベントの実施等により、広域

アーを実施するとともに、杉原千畝ルートを巡る

原古戦場記念館」のオープンを踏まえ、合戦再現

周遊観光の核となる関ケ原古戦場の魅力づくり

を進めるなど、
「戦国武将観光」に取り組んでい
きます。

また、県ゆかりの戦国武将と観光地の情報を

など、
「人道観光」をテーマとした観光誘客に取り
組んでいきます。

加えて、本年秋の「ねんりんピック岐阜2020」

では、選 手やそのご 家 族など、全国から多くの

関ケ原などを巡る観光商品や、新幹線のインター

の戦国武将や土産物などの魅力が伝わる観光パ

ネット予約サービス利用者への観光施設等の割引
を企画し、大都市圏でのプロモーションを行って
いきます。

また、2020年は、杉原千畝氏生誕120年・命の

岐阜県公式ホームページについて

答弁

旅行商品のＰＲやユダヤ系メディアへの情報発信

盛り込んだ「戦国ウェブサイト」を構築するととも

に、ＪＲ東海と連携して、明智光秀ゆかりの地や

質問

縁に関係を築いてきたリトアニアとの相互訪問ツ

岐阜県公式ホームページのリニューアル
について、どのような方針で取り組むので
すか。
岐阜県公式ホームページのリニューアルに

あたっては、誰に対しても「見やすく、使いやす
く、伝わりやすい」ホームページを目指していき
ます。

具体 的には、スマートフォンにも適したデ

ザインを採用するとともに、従 来からの音声

読上や文字拡大機能、ユニバーサルデザイン
フォントに加え、色の識別が難しい方に配慮し

たカラーユニバーサルデザインを新たに取り
入れて、ユニバーサル対応の充実を図っていき
ます。

また、災害時に、災害専用ページに切り替わ

る機能を新たに設けるとともに、多言語対応を

拡充するなど、発信力を高めていきます。あわ
せて、知事定例記者会見の公開について、手話

通訳付きの動画配信とするなど、動画コンテン
ツやＳＮＳの積極的な活用を図っていきます。

方々の来県が見込まれることから、本県ならでは
ンフレットとともに、観光ツアーの案内を事前に
お届けするなど広くＰＲを行い、
「清流の国ぎふ」
の魅力を発信していきます。

｢ぎふ木遊館｣と｢ぎふ木育｣について
質問

答弁

「ぎふ木遊館」のＰＲと「ぎふ木育」の推進に
ついて、どのように取り組んでいくのですか。
「ぎふ木遊館」のＰＲにあたっては、専用ホーム

ページを開設するとともに、ＳＮＳや地域情報誌
を積極的に活用し、施設の概要、魅力、体験プ
ログラム等に関する情報発信に取り組んでいき
ます。

また、県内に約700ある全ての幼稚園・保育

園等に来館を呼びかけるとともに、子どもにとど
まらず、幅広い世代が参加可能なプログラムを実
施していきます。

「ぎふ木育」の推進にあたっては、本年5月に森

林文化アカデミー内にオープン予定の森林総合
教育センター（愛称：morinos）や県内に100か

所ある「ぎふ木育ひろば」のネットワークを活用
し、出前講座や交流会を開催するなど、県民の

方々が地域で気軽に木育を体験できる環境を整
えていきます。

さらに、福祉や療育分野と連携した木育プロ

グラムを実施し、新たな領域への木育の普及を
図っていきます。

◆ 一般質問では、23名の議員が延べ144項目について質問しました。

上記のほか、防災ヘリを運行する組織体制、清流長良川あゆパークの円滑な事業推進 など

令和2年第1回定例会において質問を行った各議員の発言要旨(質問項目)については、岐阜県議会の
ホームページにてご覧いただけます。
岐阜県議会 令和2年第1回定例会 発言通告書
検索
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常任委員会における審査等の内容
〈主な審査事項 〉

◆ 令和2年度一般会計予算

総務委員会

【歳入：8,419億6,000万円（対前年度比1.9%の増）】
【歳出：2,409億8,501万2千円（当委員会関係分／対前年度比8.3%の増）】
● 新県庁舎建設に係る経費を含む庁舎管理など（92億1,647万 6千円）
● 住民主体の避難対策の強化など（24億7,724万6千円）

◆ 令和元年度一般会計補正予算

【歳入補正：179億7,537万9千円の減額】
【歳出補正： 55億203万1千円の減額（当委員会関係分）】
● 県新型コロナウイルス感染症対策総合アクションプラン（第２次）に基づき速やかに実行すべき対策に
係る国庫支出金の増額（3億4,702万9千円）

◆ 条例その他

● 岐阜県特別会計設置条例の一部を改正する条例について

● 岐阜県職員定数条例及び岐阜県市町村立学校職員定数条例の一部を改正する条例について

● 岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例について
● 岐阜県強靱化計画の策定について

など

◆ 令和2年度一般会計予算

企画経済委員会

【歳出：592億1,272万9千円（当委員会関係分／対前年度比5.4%の減）】
● ねんりんピック岐阜2020の開催などに係る経費（1３億4,805万円）
● 正規雇用を目指す求職者に対する就活塾の開催などに係る経費（3億3,179万9千円）
● 関ケ原古戦場の魅力づくりや外国人旅行客の誘客強化などに係る経費（30億6,519万円）

◆ 令和元年度一般会計補正予算

【歳出補正：112億1,909万5千円の減額（当委員会関係分）】
● 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、事業者向けの休日相談会の開催経費の増額（150万円）
● 業況が悪化している中小企業者を対象とする経済変動対策資金などの融資実績が見込みを下回った
こと等による減額（92億8,300万円）

◆ 条例その他

● 岐阜県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について
● 岐阜アリーナ条例の一部を改正する条例について

● 岐阜県企画経済関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について

◆ 令和2年度一般会計予算

厚生環境委員会

【歳出：1,698億7,186万4千円（当委員会関係分／対前年度比0.9%の増）】
● 文化財所有者が実施する国・県指定文化財の防災対策等への支援拡充など（7億8,101万円）
● 児童虐待相談の児童情報を迅速に検索、入力できるタブレット端末の導入など（2億7,023万２千円）

◆ 令和元年度一般会計補正予算

【歳出補正：51億3,670万１千円の減額（当委員会関係分）】
● 新型コロナウイルス感染症により収入が減った世帯を対象とした生活福祉資金貸付制度の特例制度の
創設（２億978万円）

◆ 条例その他

● 岐阜県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例について
● 岐阜県厚生環境関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について

● 岐阜県地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の限度額を定める条例について

● 岐阜県事務処理の特例に関する条例及び岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について など
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◆ 令和2年度一般会計予算

農林委員会

【歳出：510億7,527万3千円（当委員会関係分／対前年度比2.9%の減）】
● ＣＳＦ発生農家に対する経営再開支援など（3億9,240万5千円）
● 集中豪雨等の頻発化・激甚化に対応するための山地災害危険地区の調査や航空レーザー測量など
（59億4,827万6千円）

◆ 令和元年度一般会計補正予算

【歳出補正：6億9,568万7千円の減額（当委員会関係分）】
● 国補正予算を活用した農地・農業用水路等の整備等を行う増額（28億5,306万円）
● 木材生産体制を強化するための搬出間伐・路網整備に対する助成等の増額（12億2,630万8千円）

◆ 条例その他

● 岐阜県卸売市場条例を廃止する条例について

● 岐阜県農林関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について

● 岐阜県土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例について
● ぎふ木遊館条例について

● 国の行う土地改良事業に対する市町の負担金について

◆ 令和2年度一般会計予算

土木委員会

【歳出：995億8,644万4千円（当委員会関係分／対前年度比0.7%の減）】
● 関市津保川など平成３０年７月豪雨で浸水被害を受けた河川の改修等（62億5,307万5千円）
● 市町村等が実施する地籍調査の経費に対する負担金の交付など（7億1,894万9千円）

◆ 令和元年度一般会計補正予算

【歳出補正：70億936万円の増額（当委員会関係分）】
● 国補正予算を活用した河道掘削や護岸整備などの洪水対策に対する増額（24億5,600万円）

◆ 条例その他

● 岐阜県土木関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について

● 岐阜県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について
● 内ケ谷ダム本体工事の請負契約の変更について
● 一級河川の指定の変更に関する意見について

◆ 令和2年度一般会計予算

教育警察委員会

【歳出：2,212億2,867万8千円（当委員会関係分／対前年度比0.7%の増）】
● いじめ・不登校等の未然防止・早期対応のためのスクールカウンセラーの配置等（3億9,998万5千円）
● ニセ電話詐欺被害防止対策のための録音警告装置貸出事業の拡充等（6億5,343万6千円）

◆ 令和元年度一般会計補正予算

【歳出補正：24億3,122万5千円の減額（当委員会関係分）】
● 教職員の退職予定者が当初の見込みを下回ったこと等による減額（8億3,185万5千円）
● 運転免許に係る各種講習委託件数の減少見込み等による減額（1億2,299万9千円）

◆ 条例その他

● 岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例の一部を改正する条例について

● 岐阜県警察関係手数料徴収条例及び岐阜県使用済金属類営業に関する条例の一部を改正する条例に

ついて
● 岐阜県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例について

常任委員会の質疑内容は、岐阜県議会のホームページでもご覧いただけます。
岐阜県議会

会議録検索

検索
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令和2年度一般会計当初予算
令和2年度一般会計当初予算を可決しました

一般会計予算 8,420億円

繰入金
183
（2.2%）

その他収入
1,551
（18.4%）

県税
2,489
（29.6％）

歳入

地方譲与税
383
（4.5%）
国庫支出金
925
（11.0%）

対前年度 当初予算比 ＋1.9％ 8年連続の増額予算

8,420億円
県債
1,136
（13.5%）

その他
338
（3.9%）

商工費
460
（5.5%）
警察費
478
（5.7%）

教育費
1,897
（22.5%）

農林水産業費
504
（6.0%）
総務費
562
（6.7%）

地方交付税
1,753
（20.8％）

歳出

土木費
912
（10.8%）

8,420億円

諸支出金
1,201
（14.3%）

民生費
公債費
1,076
992
（11.8%） （12.8%）

歳入予算額及び構成比（単位：億円）

歳出予算額及び構成比（単位：億円）

「清流の国ぎふ」創生総合戦略の2年目となる令和2年度は、令和元年度に引き続き、戦略の3本柱に基づ
き、
「清流の国ぎふ」づくりを着実に進めます。
また、2020年をターゲットイヤーと位置づけ取り組んできた、様々な施策を全面展開するとともに、度
重なる自然災害やCSF（豚熱）などの課題・懸案に、これまで経験した危機事案の検証や教訓を十分に活
かして取り組みます。
なお、新年度当初予算については、複数の議員が一般質問を行いました。

令和2年度の主な事業

Ⅰ ターゲットイヤー2020
●「ねんりんピック岐阜2020」の開催（12億9,600万円）
【新規】
●

冬期国体スピードスケート競技会の開催（4,311万円）
【新規】

●

岐阜関ケ原古戦場記念館や「麒麟がくる」を核とした戦国武将観光の推進（5億9,441万円）

●「命のビザ80周年」を記念した岐阜・リトアニアの交流・人道観光の推進（2,384万円）
●

国際陶磁器フェスティバル美濃’20の開催（4,500万円）

●

2020地歌舞伎勢揃い講演の開催（7,000万円）

Ⅱ 教訓を踏まえた危機管理対策
●

防災意識向上のための県民運動の推進と市町村トップの意識醸成（2,573万円）
【新規】

●「命を守る」防災教育・学校防災の推進（800万円）
【新規】
●

市町村の初動対応支援と迅速な情報提供のための被害情報集約システムの更新（1億3,198万円）
【新規】

●

停電対策やプライバシー確保など避難所の環境整備に向けた助成制度の創設（2,000万円）
【新規】

●

ASFにも備えた衛生管理基準を踏まえた施設整備に対する助成制度の創設（2,500万円）
【新規】

●

病性鑑定機能を有する飛騨家畜保健衛生所の整備による家畜防疫体制の強化（2億768万円）
【新規】

詳しくは、岐阜県のホームページをご参照ください。
岐阜県 予算 令和2年度
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Ⅲ「清流の国ぎふ」創生総合戦略の実行
１「清流の国ぎふ」を支える人づくり
●「ぎふ木遊館」の開館による木育の展開（9,145万円）
【新規】
●
●
●

特別支援学校の狭隘化解消・再整備（1億1,315万円）
【新規】
航空宇宙生産技術開発センターにおける人材育成と研究開発の推進（10億4,051万円）
難聴児に対する療育支援の強化（550万円）
【新規】

２ 健やかで安らかな地域づくり
●
●
●
●

里親養育の包括支援体制の整備（6,500万円）
【新規】
未就学児の見守り活動への支援の充実（2億1,126万円）
持続可能な地域医療確立に向けた病院の経営分析（2,195万円）
【新規】
SDGsへの理解醸成と推進体制の構築（730万円）
【新規】

3 地域にあふれる魅力と活力づくり
●
●
●
●
●

日米貿易協定を追い風とした飛騨牛プロモーションの展開（2,800万円）
【新規】
清流木曽川再発見プロジェクト（仮称）の推進（110万円）
【新規】
岐阜和傘の振興に向けた支援（636万円）
【新規】
木材生産の効率化に向けたスマート林業の導入（2,167万円）
【新規】
畜産研究所養豚・養鶏研究部の再編（12億1,400万円）

主な議案等の議決状況
議員
提出案件

◆ 条例
可決

2件

● 岐阜県食品安全基本条例の一部を改正する条例について
● 岐阜県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例について

◆ 意見書 ※可決した意見書は国などへ提出し、その実現を求めました。
可決

4件

● 地方創生の実現に向けた５Ｇ利用環境の整備に関する意見書について
● 新型コロナウイルス感染症に対する体制強化を求める意見書について
● 国際貿易協定を踏まえた国内対策の着実な実施を求める意見書について
● 外国人児童生徒向け教育環境の整備に対する意見書について

不採択

請

願

4件

●「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願書
● 長良川河口堰の運用見直しとゲートの試験的開放の議決を求める請願
● 日本政府に選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書採択についての請願
● 新型コロナウイルス感染症予防のための学校休校や事業悪化で影響を受けている仕事やくら

しへの財政支援策を求めます

議案等の内容及び議決状況は、岐阜県議会のホームページでもご覧いただけます。
岐阜県議会

議案等の議決内容

検索
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議員提案条例を議会に上程・可決
岐阜県食品安全基本条例の一部改正（令和3年6月1日施行）
【改正の趣旨】
これまで食品関連事業者が行う食品等の自主回収については、法律による規定がなく、条例において届出
を義務付けてきましたが、この度、法改正により、自主回収に着手した際の行政機関への届出が義務化され
るため、条例改正を行ったものです。
【条例の主な内容】
法改正により自主回収時の届出が義務化され、今後は、自主回収情報は、国が新たに構築するシステムで一
元管理・公表されることから、これまで条例により運用してきた県への届出義務などを廃止し、関係法令に基
づき、食品の安全性の確保に資するような措置が講じられるよう県の責務を見直すなど改正を行いました。

その他の活動
岐阜県議会活性化改革検討委員会の答申及び調査・検討結果について

令和元年６月に議長からの諮問を受け、議会の活性化に向けて調査・検討していた項目について、12月の中
間答申に続き、令和２年３月17日、議長に対して答申を行いました。
今後は、今回の答申内容を十分に尊重し、議会活性化に向けた取組みの具体化に努めていきます。
〈主な答申の内容〉
１ 政策提言・立案機能の強化
◆ 決算審査の充実
２ 議会審議の活性化
◆ 常任委員会の分割開催の検証
３ 議会活動の透明性向上
◆ 議会だよりの充実
◆ 常任委員会の録画映像のインターネット配信
→ 詳しくは、岐阜県議会のホームページをご覧ください。

議長へ答申を行う藤墳委員長
（左から２番目）
、
平岩副委員長
（左端）
（議長室）

岐阜県議会新型コロナウイルス感染症対策委員会の設置について

世界中に感染が拡大する新型コロナウイルス感染症について、諸対策の効果的な推進を図るため、令和２
年２月２５日、小川議長を委員長とし、全議員が構成員となる岐阜県議会新型コロナウイルス感染症対策委
員会を設置しました。
〈 主な活動〉
● 令和２年３月６日（金） 第１回対策委員会を開催
【議題】・新型コロナウイルス感染症について（有識者解説）
・県内の感染状況について
・アクションプランについて
● 令和２年３月１３日（金） 第２回対策委員会を開催
【議題】・岐阜県新型コロナウイルス感染症対策協議会について
● 令和２年4月7日（火） 第３回対策委員会を開催
【議題】・県内の感染者発生状況について（有識者解説あり）
第1回対策委員会の様子
・本県の感染症予防対策について
・景気経済対策について

次回定例会の予定

お問い合わせ窓口

次回定例会は、6月下旬に開会の予定です。日程が決まり次第、ホームページでお知らせします。

岐阜県議会事務局 総務課

（ご意見・ご感想もこちらへ） 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1

TEL 058 -272- 8717
FAX 058 -278 -2802
E-mail c12159@pref.gifu.lg.jp
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会派別
議員数

（R2.3.18現在）

県 政自民クラブ
県 民 ク ラ ブ
岐阜県議会公明党
日 本 共 産 党
無
所
属
合 計
（定 数）

31人
6人
2人
1人
5人
45人
（46人）

