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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：特別委員会における調査の内容
P7：令和2年度一般会計補正予算について
P7：その他の活動
P8：提出された議案等の議決状況

令和2年第4回岐阜県議会定例会の概要
主な会期日程（22日間）
9月17日 開会
18日 提出議案に関する説明会
25日 今定例会の請願・陳情書提出期限
30日 一般質問･質疑
10月 1日 一般質問･質疑
2日

一般質問･質疑、委員会付託、
決算特別委員会

5日 常任委員会
6日 特別委員会（議員提案条例検証）
（社会基盤整備・防災対策、
7日 特別委員会

少子高齢化社会の安心対策、産業競争力強化対策)

8日 閉会

●開会日（9月17日）
知事提出議案 計37件
●予算関係 3件
（一般会計補正予算案（321億円余増額）等）
●決算認定関係 14件
●条例関係 8件
●その他の案件 12件
●一般質問（9月30日、10月1日、2日）
●県政全般にわたる一般質問
（答弁者：知事や関係部局長等）
※10月２日に議員から提出された意見書1件が可決。
●閉会日（10月8日）
●知事から提出された議案21件が原案どおり可決。
（特別会計に関する一部事項を除く。）
●議員から提出された意見書5件が可決。
●請願4件が採択、3件が不採択。

｢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対策について
質問

新型コロナウイルスの第3波等に向けた対応について、
どのように取り組んでいくのですか。

答弁

県では、９月１日に「第2波非常事態」を解除し、併せて「新たな波に備えた総合対策」を公表しまし
た。以下の３点を中心に、取組みを進めていきます。

①検査体制

●全自動PCR検査機器を導入し、
今年度中に約1,800件までPCR検査能力を拡充。
●身近な医療機関において、
インフルエンザの検査とともに新型コロナ検査が簡易、迅速に受けられ

る体制を整備。

②医療供給体制

●「自宅療養者ゼロ」の方針を維持し、全ての感染者が入院又は宿泊療養施設に入所できるよう、
十

分な病床あるいは宿泊療養施設を確保。

③感染防止対策の強化

●引き続き、
マスクの着用、3密の回避等を呼びかけるとともに、県の「感染警戒QRシステム」や厚生

労働省の「接触確認アプリ」の利用を促進。

●「コロナ対策実行中」ステッカーを提示している飲食店、宿泊施設の利用推奨。
●外国人県民に対する、多言語ホームページやSNSを用いた情報発信による周知徹底。

そのほか、新型コロナウイルス感染症に関連して、14人の議員が全38項目の質問を行いました。
主な質問項目は以下のとおりです。

■医療対策関連

■早期発見対策関連

●専門医療機関の設置
●インフルエンザとの同時流行に備えた対策
●医療従事者の2次感染防止に向けた取組み

■検査体制関連

●積極的なPCR検査体制の強化
●感染拡大を防止する戦略的な検査実施

■経済・雇用対策関連

●休業要請対象施設の線引きの基準
●コロナ禍における経済活動支援策
●中小・小規模事業者への相談支援体制の充実
●コロナ後を見据えた雇用対策
●県内雇用環境の変化への対応

●接触確認アプリの活用状況
●症状が出た場合の初期対応の啓発

■コロナハラスメント関連

●感染者への誹謗中傷の防止

●心のケアを含めた相談体制の強化

■社会活動・生活支援関連

●外出自粛に伴う高齢者の介護予防
●コロナ禍における社会活動支援施策
●ひとり親世帯に対する支援
●国民健康保険料の減免制度の周知
●文化芸術活動への支援

●宿泊を伴う観光誘致に向けた施策

■教育関連

●コロナ禍における修学旅行実施
●「正しい手洗い」の普及
●通学時の公共交通機関の感染症対策

PCR検査作業風景

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 議会中継
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検索

防災に関する取組みについて
質問
答弁

質問
答弁

７月豪雨の検証を踏まえた県の防災対策について、教えてください。
７月豪雨は、コロナ禍で初めての災害となったことから、感染症対策を踏まえた防災対策について、
現場や専門家の意見を伺い、検証報告書にまとめました。
主な内容として、①民間宿泊施設等を避難所として活用する避難所運営の強化、②コロナ禍における
災害ボランティアの受け入れ方針の策定、③避難所以外への避難実態を踏まえた実効性のある避難対
策、④単なる復旧に留めず、気候変動の影響に関する調査研究を防災対策に活用していく適応復興へ
の対応などに取り組んでいきます。

災害・避難カードの更なる普及に向けた取組みについて、教えてください。
県では、平成30年７月豪雨の検証を踏まえ、住民一人ひとりが災
害リスクに応じた避難のタイミングや避難経路を調べて作成する
「災害・避難カード」の取組みを進めています。
先の７月豪雨では、避難所にカードを持参された方もあり、効果
が現れ始めたと認識しており、動画サイトでの広報や、ウェブサイ
ト上で容易にカードが作成できるソフトの開発に向けて、取り組ん
でいきます。

クロバネキノコバエ対策
質問

答弁

クロバネキノコバエ（通称コバエ）の被
害状況や対策のための調査研究につい
て、教えてください。
クロバネキノコバエの被害については、多治
見市の住民からの相談が最も多く、東濃・中濃
圏域を中心に発生しており、今年度は８月末ま
でに130件の相談が寄せられています。
現在、専門の研究機関のほか、企業や大学等
にも相談しており、今後、先行して調査を行って
いる多治見市とも連携をとりつつ、防除の前提
となる生態等の調査の実施に向けて、来年度の
予算要求を進めていきます。併せて、有効な殺
虫剤等の駆除製品に関する情報収集や調査研
究について、製薬会社に働きかけていきます。

災害・避難カード

パジェロ製造の閉鎖に係る対応
質問

答弁

坂祝町のパジェロ製造の生産停止、工
場閉鎖に対する県の今後の対応につ
いて教えてください。
来年上期に生産停止するとのことですが、
現段階から支援していきます。
具体的には、従業員の雇用について、直ちに
相談窓口を設けるとともに、関係市町、国関係
機関、地元商工会議所・商工会等による協議
会を設置し、情報交換や意見交換を開始して
います。退職された方々が、希望に沿う再就職
先に就けるよう、協議会と連携して支援してい
きます。
また、本県の下請け企業について、継続して
取引できるよう、三菱自動車工業株式会社に
対し要請したほか、職員が個別訪問して現状
や課題を把握した上で、支援するなど、きめ細
かく対応していきます。

大量のコバエ

◆一般質問では、24名の議員が延べ136項目について質問しました。

上記のほか、いじめの端緒を把握するための取組みといじめ事案対応のための専門的な体制の整備、
自転車保険の加入の努力義務を定めた条例の制定、リニア中央新幹線開業に向けた本県の取組み など

令和2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2年第4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
総

〈主な審査事項〉

◆令和2年度一般会計補正予算

務
委

【歳入補正：321億7,848万8千円の増額】
●７月豪雨災害の復旧事業の増など財源としての国庫支出金（187億5,480万1千円）の増額
【歳出補正：32億9,105万円の減額（当委員会関係分)】
● 地方消費税にかかる都道府県清算金（20億円）
及び市町村交付金（20億円）の減額

員

◆総務委員会視察（令和2年8月6日）
● 多治見まちづくり株式会社【多治見市】
●「NIPPONIA美濃商家町」
【美濃市】

会

● 岐阜県防災航空センター【各務原市】

陶芸をテーマとしたまちづくりや、古民家のホテル再生
により地元活性化を目指す取組みを調査したほか、ハラス
メント事案を契機に、防災ヘリの安全運航を目指す取組み
について調査を行いました。

企画経済委員会

〈主な審査事項〉

◆令和2年度一般会計補正予算

【歳出補正：14億3,979万4千円の増額（当委員会関係分)】
●【新型コロナウイルス感染症対策関連】サプライチェーン対策等生産設備導入事業費補助金の増
額（6億1,000万円）

◆企画経済委員会視察（令和2年7月28日）
● 岐阜関ケ原古戦場記念館【関ケ原町】
● 経済団体との意見交換【岐阜市】

岐阜関ケ原古戦場記念館のコンセプトや特徴などを調
査したほか、岐阜県商工会議所連合会、岐阜県商工会連合
会、岐阜県中小企業団体中央会の方々と、新型コロナウイ
ルス感染症に関する県内経済への影響や、課題、取組みな
どについて意見交換を行いました。

経済団体と意見交換を行う委員

厚生環境委員会

〈主な審査事項〉

◆令和2年度一般会計補正予算

【歳出補正：43億6,624万6千円の増額（当委員会関係分）】
●【新型コロナウイルス感染症対策関連】重点医療機関等におけるＣＴ撮影装置などの設備整備に
対する支援に要する経費(６億4,837万９千円）

◆厚生環境委員会視察（令和2年8月4日）
● 岐阜県医師会【岐阜市】

● 岐阜市医師会看護学校・准看護学校【岐阜市】
● 岐阜県美術館【岐阜市】
● 岐阜県立看護大学【羽島市】

医療機関や、看護師養成課程等への新型コロナウイル
ス感染症の影響と、その対策について調査するとともに、
岐阜県美術館における来館者の感染防止対策などを視察
しました。
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NIPPONIA美濃商家町で説明を受ける委員

岐阜市医師会看護学校・准看護学校で
説明を受ける委員

農 林 委 員 会

〈主な審査事項〉

◆令和2年度一般会計補正予算

【歳出補正：48億3,457万7千円の増額（当委員会関係分）】
●【７月豪雨災害関連】被害を受けた農地・農業用施設等の復旧事業に必要な経費
(11億3,928万6千円)

◆農林委員会視察（令和2年7月15日）
●ぎふ木遊館【岐阜市】

● 森林総合教育センターmorinos【美濃市】
● ㈲武藤ファーム、

㈲ハシエダ養豚・伊自良農場【山県市】

木育拠点、森林教育拠点施設を視察するとともに、感染
症対策に力を入れている養鶏・養豚農場の関係者の方々
と意見交換を行いました。

ぎふ木遊館で説明を受ける委員

土 木 委 員 会

〈主な審査事項〉

◆令和2年度一般会計補正予算

【歳出補正：241億5,335万3千円の増額（当委員会関係分）】
●【７月豪雨災害関連】被災した道路や河川、砂防の災害復旧関連事業費
(125億7,648万8千円)

◆土木委員会視察（令和2年7月30日）
● 岐阜関ケ原古戦場記念館、

県道関ケ原停車場線・歩道補修【関ケ原町】
●県道養老垂井線・
（仮称）橋爪大橋、養老公園【養老町】
●東海環状自動車道・
（仮称）岐阜IC、
県道岐阜美山線【岐阜市】
● 境川上戸排水機場【各務原市】
道路施設の施工状況などを調査しました。

県道岐阜美山線の施工状況の説明を受ける委員

教育警察委員会

〈主な審査事項〉

◆令和2年度一般会計補正予算

【歳出補正：6億7,556万8千円の増額（当委員会関係分）】
●【新型コロナウイルス感染症対策関連】県立特別支援学校のスクールバス増車の取組みを継続す
るために必要な経費 (3億6,327万6千円）

◆教育警察委員会視察（令和2年7月21日）
●県警本部科学捜査研究所【岐阜市】
●県立大垣桜高等学校【大垣市】
●県警交通機動隊【瑞穂市】
●県警機動隊【岐阜市】

県民の安全・安心を守る警察所管施設３か所と、ICT機
器を活用した授業や、新型コロナウイルス感染症対策を進
める県立学校１校を調査しました。

県立大垣桜高校で説明を受ける委員

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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特別委員会における調査の内容
社会基盤整備・防災対策
特別委員会
少子高齢化社会の安心対策

特別委員会

産業競争力強化対策
特別委員会
魅力度向上対策
特別委員会
議員提案条例検証
特別委員会
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◆｢東海環状自動車道の整備」について参考人から説明を受け、質疑を行いました。
参考人：国土交通省中部地方整備局
岐阜国道事務所 所長 粂野 真一郎 氏

質問
答弁

山県ＩＣ～大野神戸ＩＣ間は、令和６年度の開通見通しです
が、部分開通の可能性はありますか。
部分開通の要望があることは承知しています。
現在、ネクスコと検討しており、少しでも早期に開通できる
ように取り組んでいきます。

参考人から説明を受ける委員

◆｢地域における医療や福祉サービスの提供体制」について説明を受け、質疑を行いました。
●｢医師の地域偏在・診療科偏在の解消について」

質問
答弁

●｢介護人材の確保・定着・育成について」

県内外からの医師確保の取組みとして、どのように県の魅力
を伝えているのでしょうか。
東 京や大阪などで開催される、全国の医療機関が集まる
フェアにおいてブースを設け、各病院の指導医や研修医が参加
者に対し病院の魅力や研修プログラムの特性をマンツーマン
で説明しています。

担当部局から説明を受ける委員

◆｢生産性向上と高付加価値化」の取組みについて参考人から説明を受け、質疑を行いました。
● 機械設備の稼働状況の「見える化」について

参考人：㈱ イマオコーポレーション 代表取締役社長 今尾 任城 氏 他

●ドローンの活用による生産性の向上と付加価値の創出について

参考人：㈱ ROBOZ 代表取締役 石田 宏樹 氏 他
質問
答弁

ドローンの活用について、今後自治体との間でどのような連
携が進むと考えているのでしょうか。
令和２年７月豪雨災害では、白川町からの依頼で発災直後に
ドローンによる浸水被害調査を行いました。被災状況を迅速か
つ網羅的に把握することができるため、災害対応分野での連
携が進むと期待されます。

参考人から説明を受ける委員

◆ 魅力度向上対策特別委員会視察（令和2年７月29日）
●ぎふ木遊館【岐阜市】
・麒麟がくる

岐阜 大河ドラマ館【岐阜市】

● (一財)岐阜県魚苗センター【美濃市】

森林県である本県の質の高い県産材、
「戦国武将」を柱に据えた
広域周遊観光、世界農業遺産「清流長良川の鮎」などをテーマに、
本県の魅力を大いにアピールできる各施設の調査を実施しました。

(一財) 岐阜県魚苗センターで
アユ生産体制の説明を受ける委員

◆｢岐阜県食育基本条例」と「岐阜県中小企業・小規模企業振興条例」の運用状況等について説明
を受け、検証を行いました。
質問
答弁

県として、事業承継や廃業の円滑化について、取り組んでい
ることは何ですか。
関係団体・機関において「事業継承ネットワーク」を構成し、
事業継承診断を行っています。また、その診断内容を踏まえ
て、各種の必要な支援・サポートを行っています。

担当部局から説明を受ける委員

令和２年度一般会計補正予算
◆補正予算総額321億7,848万円8千円
●コロナ対策 66億6,275万6千円

●7月豪雨対策 197億2,411万2千円

本定例会では、新型コロナウイルス感染症や令和2年7月豪雨の対策費を柱とした、総額321億7,848
万8千円の令和2年度一般会計補正予算を全会一致で可決しました。補正後の一般会計予算総額は過去
最大の1兆38億6,844万円となり、1兆円を超えるのは県政史上初めてです。
※以下は、9月補正予算の主な事業。
金額は1万円未満四捨五入。

新型コロナ ～新たな波に備えた総合対策～
１ 感染防止・医療福祉対策
■ストップ「コロナ・ハラスメント」宣言

●感染症に関する人権侵害対策の強化［798万円］

■検査体制の強化 ［3億667万円］
●PCR検査能力

⇒ 年度内 約1,800件／日
●地域外来・検査センター ⇒ 10月までに10か所

■医療機関等への支援

●血液浄化装置やCT撮影装置などの設備導入支援

［6億4,838万円］

■高齢者・障がい者福祉施設への支援

●衛生資材などの購入・設置支援［6億1,627万円］

２ 経済・雇用対策
■雇用対策・生活支援

●緊急小口資金の確保［10億4,700万円］

■経済再生

●サプライチェーン対策等生産設備導入事業費

補助金の増額［6億1,000万円］

■観光対策

●「新たな日常」対応宿泊施設応援事業費補助金の

増額［1億円］

■資金繰り対策

●融資資金の借入に必要な信用保証料補給金の増額

［3億8,900万円］

３ 教育対策
■学校行事（秋・冬）の感染予防

●県内地域資源を活用した日帰り修学旅行を支援［2億3,214万円］

令和2年7月豪雨対応関連

※以下は、9月補正予算の主な事業。
金額は1万円未満四捨五入。

●公共土木施設の復旧・整備［125億7,649万円］

●山地災害、林道等の復旧・整備［20億3,217万円］

●農業生産施設等の復旧・整備［11億8,058万円］ ●中小企業者等のなりわい再建支援補助金［2億円］
●被災住宅の再建に対する支援（補助金）や、被災者の生活再建に必要な資金の貸付支援［1億2,154万円］

※補正予算の詳細は、岐阜県のホームページをご参照ください。

岐阜県 令和2年度 補正予算

検索

その他の活動など
決算特別委員会について

●定例会で知事から提出された令和元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26日から審査を行いました。
（委員長）平岩 正光
（委

員）小川 恒雄

（副委員長）水野 正敏
村下 貴夫

野島 征夫

山本 勝敏

野村 美穂

林

幸広

水野 吉近

国枝慎太郎 長屋 光征

布俣 正也

広瀬

若井 敦子

中川 裕子

恩田 佳幸

修
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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

5件

● 新型コロナウイルス感染症のワクチンの早期開発と安定確保等を求める意見書
● 地域の安心を支える医療機関等の安定的経営に向けた支援を求める意見書
● 種苗法の改正に関する意見書
● 豚熱対策に関する意見書
● 令和２年７月豪雨災害からの復旧と国土強靱化対策の継続、拡充等に関する意見書

◆ 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

3件

● 令和２年度岐阜県一般会計補正予算

◆条

例

可 決

（ほか２件）

8件

● 岐阜県税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

● 令和元年度岐阜県一般会計歳入歳出決算

（ほか13件）

◆ その他

可 決 10件

（ほか9件）

● 川上第２トンネル第２期工事の請負契約について

2件

継続審査

（ほか1件）

● 令和元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

請

願

採 択 4件
● ｢新型コロナウイルス感染症に係る新たな支援制度の創設を求める意見書(案)」の採択を求める請願
● 地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する請願書
● 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
● 地域の安心を支える医療機関等の安定的経営に向けた支援を求める請願

不採択

3件

● ｢コロナ社会」での必要な医療提供を継続するための「地域医療機関等への機能継続交付金」の創

設を求める請願
● コロナ禍のもと、
子どもたちの安全と安心、学びと発達を保障する「少人数学級」の実現を求めます
● ｢学校での芸術鑑賞会の実施」を求める請願書

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

次回定例会の予定 次回定例会は、11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。

お問い合わせ窓口

（ご意見・ご感想もこちらへ）

B
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岐阜県議会事務局 総務課
〒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

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。

