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今回の主な内容

ホームページ
議会の紹介、本会議の映像・概要等を掲載
岐阜県議会

検索

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。

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
P5：提出された議案等の議決状況
P6：委員会視察の内容

令和元年第4回岐阜県議会定例会の概要
開会日（9月18日）、知事から提出された議案は、豚

れた人事案件1件が同意されました。

コレラの感染が確認された農場の防疫対策や、大河

また、同日に議員から提出された「新たな過疎対策

ドラマ「麒麟(きりん)がくる」のゆかりの地への誘客促

法の制定に対する意見書」など、意見書4件がいずれも

進などを内容とする、230億円余の増額を求める一般

原案のとおり可決されました。

会計補正予算案など予算関係4件のほか、決算関係14
件、条例関係7件、その他の案件10件でした。
10月2日には、知事から「岐阜県警察関係手数料徴
収条例の一部を改正する条例について」の条例1件が

請願については、
「私立高等学校に対する県費補助
金の増額等についての請願」が採択、
「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」が不採択となりました。

追加提出されました。10月4日には、議員から提出され
た「決算特別委員会の設置」1件が可決され、決算の認
定14件及び公営企業の未処分利益余剰金の処分につ
いて2件は継続審査となり、閉会中も継続して審査され
ることになりました。
10月2日から4日に、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。
閉会日（10月10日）には、10月4日に継続審査とされ
た決算の認定及び公営企業の未処分利益余剰金の処
分についてを除く知事から提出された議案20件が原
案どおり可決されたほか、同日に知事から追加提出さ

主な会期日程（23日間）
9月18日 開会
19日 提出議案に関する説明会
27日 今定例会の請願・陳情書提出期限
10月 2日

一般質問・質疑、
追加提出議案に関する説明会

3日 一般質問・質疑
4日 一般質問・質疑、決算特別委員会
7日 特別委員会
10日 閉会
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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～
消費税増税による県財政への影響等について
質問

答弁

消費税増税を踏まえた今後の県財政の
見通しについて、どのように考えているの
ですか。

質問

自動車や住宅の購入への優遇措置やキャッ
シュレス決済によるポイント還元などの対策等
により、前回の消費税率引上げと比べると、駆
け込み・反動減の動きは限 定的といわれてい
ます。
県財政においては、来年度、地方消費税等の
増収を68億円程度見込んでいますが、その半
分の34億円程度は幼児教育無償化などの社会
保障充実策の財源となり、残り34億円程度は
地方交付税等で調整されることから、収支は、
ほぼプラスマイナスなしを見込んでいます。中
長期的にも、収支全体で考えれば、県財政に大

答弁

消費税増税に伴うキャッシュレス決済の
普及を踏まえ、県有施設へのキャッシュレ
ス決済の導入について、今後どのように取
り組んでいくのですか。
県が 直接管理する施設については、利用者
の多い岐阜県美術館や高山陣屋などから速や
かにキャッシュレス決済の導入を進めるよう、
決済事業者の選定方法や契約条件、個人情報
保護等のセキュリティ対策などについて具体的
に検討していきます。
また、指定管理施設についても、統一的な対
応を進めるため、県と指定管理者等の関係者
による推進チームを立ち上げ、導入に向けた協
議を進めていきます。

きな影響はないと考えています。

いじめが原因と思われる
中学生転落死事案について
質問

答弁

若年層を中心とした
自殺対策について

岐阜市内で発生した、いじめが原因と思
われる中学生転落死事案を受け、今後どの
ように取り組んでいくのですか。
岐阜市の事案を受け、全ての県立学校と市
町村教育委員会を対象に、
「いじめ防止対策
推進法」や「いじめ防止基本方針」などに基づ
く対応の徹底を図るとともに、弁護士の指導
のもと、いじめを認知した場合に組織としてど
う対応していくのかを具体的に検討する演習
を実施しました。
加えて、県立学校と市町村立学校の全ての
教員を対象に、いじめの認知や報告・対応にお
いて陥りやすい問題点等について、自己点検を
行う研修を行いました。
また、今後、各学 校のいじめ事 案について
毎月情報共有を行う場として、
「いじめ対策連
携会議」を各教育事務所に設け、学 校・市町
村・県教育委員会の連携強化に取り組んでい
きます。

質問

答弁

若年層を中心とした自殺対策の推進につ
いて、どのように取り組んでいるのですか。
本県の自殺対策については、岐阜県地域自
殺対策推進センターが中心となって、市町村等
の関係機関と連携して進めています。今年度
は、特に、子どもや若者の自殺リスクを低減さ
せるため、行政や教育関係者を対象に「SOSの
出し方に関する教育」についての研修を実施し、
自殺予防に携わる人材の育成を図っています。
また、インターネットを活用した対策として、
自殺に関連する用語を検索した際に、相談を
呼びかける広告を表示することで、相談窓口
の周知を行っており、今後も継続して、若年層
が悩みを抱えたときに、適切にSOSが発信で
きる環境整備に取り組んでいきます。
児 童 生徒の自殺 対 策では、「24時間子 供
SOSダイヤル」の案内カードを作成して全児童
生徒に配布するとともに、SNSを活用して相
談に応じる「子供SNS相談＠岐阜」を開設する
など、相談体制の充実を図っています。

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

災害時の停電対策について
質問

答弁

台風15号により千葉県で発生した大規模
停電を踏まえ、災害時の停電対策にどのよ
うに取り組んでいくのですか。
停電を防ぐ事前対策として、電力会社及び市
町村と連携し、倒木の恐れのある電線沿いの立

質問

答弁

災害による大規模停電発生時の被害情
報の収集について、どのように取り組んでい
るのですか。
県では、停電により県と市町村との間の情報
通信システムが途絶した場合に備え、衛星携帯

木を事前に伐採する事業を今年度から開始しま

電話を配備するとともに、災害時に情報連絡員

した。また、停電発生時の早期復旧対策として、

を市町村に派遣して、被害情報の収集や県と市

ドローンを活用した被災状況の迅速な把握に加

町村との連絡調整業務に従事させる仕組みを

え、医療・福祉施設など復旧を優先すべき施設

設けています。

をリスト化して電力会社と共有するなど、県・市

また、県下各地に拠点を有する警察の情報収

町村と電力会社との連携を強化しました。

集力や機動力は、初動対応をはじめ災害対応に

加えて、県民への情報発信対策として、電力

おいて欠くことのできないものであり、岐阜県

会社では、ホームページを改修するとともに、

地域防災計画に定める警察本部から災害対策

プッシュ通知機能を有するアプリを活用するな

本部への人的被害や住家被害などの災害情報

ど、情報発信に取り組んでいます。

の提供・共有について徹底していきます。

さらに、県としても台風15号での対応状況に

加えて、台風接近などにより大規模停電の発

ついて検証作業を進めており、この検証結果を

生が懸念される際には、電力会社から県に連絡

踏まえて、避難所や医療・福祉施設等の発電機

員の派遣を得ることとしており、停電に関する

の確保などを含めた総合的な停電対策を策定

最新情報を速やかに収集する体制を整えてい

し、岐阜県地域防災計画に反映したいと考えて

ます。

います。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした
スポーツ振興について
質問

答弁

東京オリンピック・パラリンピック競技大
会におけるパブリックビューイング等の応
援機会の創出について、どのように取り組
んでいくのですか。
県では、本県ゆかりの選手やホストタウン交
流対象国の選手を応援する機会を創出するた

質問

答弁

東京オリンピック・パラリンピック競技大
会の直後となる来年10月に開催される「ね
んりんピック岐阜2020」に向けて、今後ど
のように取り組んでいくのですか。
県では、子どもから高齢者まで、また障がい
の有無にかかわらず、誰もが参加できる大会を

め、パブリックビューイングとステージイベント

目指して、
「ねんりんピック岐阜2020」の盛り

などを併せて行うコミュニティライブサイトの

上げに向けた県民運動を「ねんりん運動」と銘

設置を計画しており、今後詳細な内容を検討し

打って展開しております。11月には、県庁前に

年内を目途に決定します。

設置するカウントダウンボードの除幕式や岐阜

また、来年春、東 京オリンピック・パラリン

メモリアルセンターで1年前イベントを開催する

ピック競技大会組織委員会がパブリックビュー

とともに、本番まで県内各地を回り、広く大会

イングを実施する自治体の募集を開始する予定

を周知する「ねんりんキャラバン」をスタートし

であり、多くの県内市町村がその募集に応える

て機運醸成に取り組んでいきます。

よう県からも積極的に働きかけていきます。

◆ 一般質問では、20名の議員が延べ124項目について質問しました。

上記のほか、豚コレラ対策、来年度予算編成に向けた諸課題、関西での魅力発信拠点の設置 など

令和元年第4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 令和元年第4回定例会 発言通告

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〉

総務委員会

◆ 令和元年度一般会計補正予算

【歳入補正：230億7,439万9千円の増額】
● 国の国土強靱化事業の内示の増などによる財源としての国庫支出金の増額
● 平成30年度の決算収支の確定による繰越金の増額
【歳出補正：1億9,340万8千円の増額（当委員会関係分）】
● 地方法人課税における新たな偏在是正措置として、特別法人事業税が創設されたことに伴うシステム
改修経費の追加など

企画経済
委員会

◆ 令和元年度一般会計補正予算

【歳出補正：5億5,167万3千円の増額（当委員会関係分）】
● 企業立地促進助成事業費の助成対象となる企業の増加に伴う経費の増額など
【債務負担行為補正（当委員会関係分）】
● 県産品販路開拓促進事業業務委託に関する追加など

厚生環境
委員会

◆ 令和元年度一般会計補正予算

農林委員会

◆ 令和元年度一般会計補正予算

【歳出補正：7億2,790万5千円の増額（当委員会関係分）】
● 幼児教育・保育の無償化に伴い、第3子以降などの対象者の給食費のうち、副食費の負担減免を行う
ための経費の増額
● 障がい者のグループホーム等の整備を行う経費の一部を助成する国庫補助事業について国からの内
示を受けた経費の増額 など

【歳出補正：28億5,645万3千円の増額（当委員会関係分）】
● 豚コレラの防疫作業等に必要な経費や、野生いのししの感染拡大に伴う調査捕獲エリアの拡大等に
要する経費の増額など
【債務負担行為補正（当委員会関係分）】
● 須郷池地区須郷ため池改築工事に係るものなどの追加

◆ 令和元年度一般会計補正予算

土木委員会

【歳出補正：187億2,997万5千円の増額（当委員会関係分）】
● 交通事故の恐れがある箇所での緊急対策や、集中豪雨をはじめとした自然災害へ備えるための緊急
輸送道路の整備に対する経費の増額など
【繰越明許費（当委員会関係分）】
● 道路新設改良費など21事業
【債務負担行為補正（当委員会関係分）】
● 年間を通じた工事の発注・施工時期の平準化を図るため、翌年度の予算で実施する工事や調査設計
の業務委託を、本年度に前倒しして発注・施工するものなどの追加

教育警察
委員会

◆ 令和元年度一般会計補正予算

【歳出補正：1,498万5千円の増額（当委員会関係分）】
● 固定式速度違反自動取締装置の更新整備に係る経費の増額など
【債務負担行為補正（当委員会関係分）】
● 多治見警察署庁舎改築工事設計委託に係る変更

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
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会議録検索

検索

今回の定例会において提出された議案等の議決状況
議員
提出案件

◆ 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

● 新たな過疎対策法の制定に対する意見書について

・令和3年3月末で失効する現行の過疎対策法に代わる新たな法律を制定し、過疎地域の自立・活
性化対策を強力に推進するよう求める。
● スマート農業の推進に関する意見書について
・「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」及び「スマート農業加速化実証プロジェクト」につ
いて、2020年度以降もプロジェクトの実証地域や品目を拡大するとともに、十分な予算を確保す
ることなどを強く求める。
● 豚コレラ対策の着実な実施を求める意見書について
・豚へのワクチン接種は、国の責任において、全額国の費用負担のもとで実施することなどを強く
求める。
● プログラミング教育の円滑な実施に向けた意見書について
・プログラミング教育の指導内容、指導方法、指導人材の確保策等について、教育現場への適切な
情報提供を行うことなどを強く求める。

◆ その他
可決

1件

● 決算特別委員会の設置について

知事
提出案件

◆ 予算

可決

4件

● 令和元年度岐阜県一般会計補正予算

◆ 条例

可決

（ほか3件）

8件

● 岐阜県民生委員定数条例の一部を改正する条例について

（ほか7件）

◆ 決算の認定（継続審査中の案件）
継続審査 14件

（ほか13件）

● 平成30年度岐阜県一般会計歳入歳出決算

◆人事

同意

1件

● 人事委員会委員の選任同意について

◆ その他
可決

8件

● 岐阜県庁舎行政棟衛生設備工事の請負契約について

継続審査

（ほか7件）

2件

● 平成30年度岐阜県水道事業の未処分利益剰余金の処分について

採択

請

願

（ほか1件）

1件

● 私立高等学校に対する県費補助金の増額等についての請願

不採択

1件

● 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

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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委員会視察の内容
岐阜県産業技術センターを視察し、電波暗

ひだ宇宙科学館カミオカラボを視察し、

明を受けました。

いて説明を受けました。

室を使った民間企業からの依頼試験等について説

サイエンスコミュニケーターより施設概要などにつ

総務委員会
令和元年

8月5日～8月6日

岐阜県産業技術総合センター（関市）
飛騨市役所、ひだ宇宙科学館カミオカラボ（飛騨市）
飛騨高山まちの体験交流館（高山市）
株式会社今仙技術研究所（各務原市）

多治見市陶磁器意匠研究所を視察し、創

かしも明治座 を視 察し、地 歌 舞 伎の歴 史や、

の説明を受けました。

明を受けました。

作活動スペースで、研究生から作品の制作工程など

企画経済委員会

令和元年

8月8日～8月9日

岐阜県在住外国人相談センター（岐阜市）
岐阜県産業技術総合センター（関市）
多治見市陶磁器意匠研究所（多治見市）
かしも明治座（中津川市）、 恵那銀の森（恵那市）

美女高原射撃場を視察し、東海３県では最長
の射距離となるライフル射撃場の概要や特徴につ

厚生環境委員会

いての説明を受けました。

令和元年

7月25日～7月26日
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歌舞伎小屋の設立、改修時の概要などについて、説

地方独立行政法人岐阜県立多治見病
院を視察し、最新のがん放射線治療装置「Ｔｒｕｅ
Ｂｅａｍ」の説明を受けました。

岐阜県高齢者権利擁護センター
（岐阜市）、 美女高原射撃場
（高山市）
就労移行支援事業所喫茶
「いこいの家」
（飛騨市）
多治見市モザイクタイルミュージアム、
岐阜県立多治見病院、
病院職員保育施設
「キラキラきっず」
（多治見市）

株式会社飛騨萩原畜産 を視察し、伝染病

飛騨市森林組合の施業地を視察し、ハー

た。

業機械）などの説明を受けました。

予防対策や衛生管理対策などの説明を受けまし

べスター（伐倒、枝払い等の作業を行う高性能林

農林委員会
令和元年

8月29日～8月30日

中山間農業研究所中津川支所（中津川市）
株式会社飛騨萩原畜産（下呂市）
夏秋トマト３Sシステム現地実証ほ場、JA飛騨ミート飛騨食肉センター(高山市）
飛騨市森林組合(飛騨市)

高山駅及び駅前街路を視察し、駅周辺土地

中部縦貫自動車道整備事業を視察し、工

区画整理事業、街路事業及び無電柱化事業の概要

事の目的や概要、効果などについて説明を受けま

について説明を受けました。

した。

土木委員会
令和元年

7月29日～7月30日

旧越前屋改修事業（郡上市）
国道156号災害復旧事業、庄川河川事業（白川村）
高山駅前街路・無電柱化事業、江名子川治水対策事業、中部縦貫自動車道整備事業（高山市）
津保川治水対策災害復旧事業（関市）

岐阜県警察本部警備部機動隊を視察し、 恵那市立武並小学校を視察し、防災教育や
災害時等に使用する機材等についての説明を受け

ＩＣＴを活用した授業についての説明を受けまし

ました。

た。

教育警察委員会
令和元年

9月5日～9月6日

岐阜県警察本部警備部機動隊（岐阜市）
美濃加茂市立古井小学校・のぞみ教室（美濃加茂市）
多治見警察署・多治見自警団（多治見市）
県立恵那農業高等学校、恵那市立武並小学校（恵那市）、 岐阜県警察学校（関市）
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その他の活動など
オーストラリアで観光・食・モノを一体的にＰＲ
令和元年９月１０日～９月１５日の６日間にわたり、オーストラリ
アでの知事のトップセールスに、副議長及び議員が同行し、岐阜県
をＰＲしました。
岐阜県では、観光・食・モノを一体的にＰＲし、海外からの観
光客の誘客や県産品の市場開拓・販路拡大を図る「飛騨美濃じ
まん海外戦略プロジェクト」を展開しています。
【参加した主な行事】

オーストラリア農業大臣との面談
（在オーストラリア日本大使館提供）

● オーストラリア農業大臣との面談

・オーストラリア農業大臣との、鮎の輸入規制の緩和を含めた岐阜県産農産物の輸出拡大に向けた意見交換
に同席しました。
● 大手食肉卸売会社との覚書締結

・「飛騨牛」ブランドの認知度向上を図るための覚書締結式に出席しました。
● 飛騨牛推奨店銘盤認定式

・オーストラリアのレストラン（２店）への、
「飛騨牛海外推奨店」の認定証及び銘盤の授与に立ち会いました。

決算特別委員会について
● 定例会で知事から提出された平成30年度決算認定案について審査するため、決算特別委員会を設置し、

10月15日から審査を行いました。
● 決算特別委員会は、2つの小委員会で構成され、小委員会ごとに担当する常任委員会を割り当て、より深い

審査を行えるようにしています。
（委員長）佐藤

武彦

（副委員長）野島

征夫

（委

員）藤墳

守

尾藤

義昭

伊藤

秀光

松岡

正人

高木

貴行

高殿

尚

国枝

慎太郎

布俣

正也

広瀬

修

若井

敦子

伊藤

英生

澄川

寿之

中川

裕子

恩田

佳幸

岐阜県議会活性化改革検討委員会について
・議会の活性化及び改革について検討を行うために設置した「岐阜県議会活性化改革検討委員会」を開催し、
令和元年6月12日に議長から諮問を受けた事項について検討を行いました。
・そのうち、政策提言・立案機能強化を目指した改革に関するものとして、タブレット端末の活用についてを
重点的に検討することとし、導入した場合の効果やコスト等について更に調査を行うこととなりました。

訃

報

永年にわたり地方自治、県政の発展に貢献されました早川捷也議員（中津川市選出）は、令和元年
10月25日に御逝去されました。御冥福をお祈りいたします。

次回定例会の予定

お問い合わせ窓口

次回定例会は、12月上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

（R１.10.10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）

32人
6人
2人
1人
5人
46人
（46人）

