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知っていますか？ 県のコト
◇ 県の鳥～ライチョウ～
昭和４０年５月、県民公募により決定しました。
日本アルプスのうち、乗鞍岳など２,４００ｍ以上の
高山にのみ生息しており、国の特別天然記念物お
よび絶滅危惧種に指定されています。

今回の主な内容
Ｐ２：本会議における一般質問の内容
Ｐ５：常任委員会における審査等の内容
Ｐ７：特別委員会における調査の内容
Ｐ７：その他の活動について
Ｐ８：提出された議案等の議決状況

令和３年第４回岐阜県議会定例会の概要
●主な会期日程
（17日間）

6月22日 開会

7月 2日 一般質問・質疑、委員会付託

23日 提出議案に関する説明会
議会活性化改革検討委員会
30日 一般質問・質疑
7月 １ 日 一般質問・質疑

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

5日 常任委員会
６日 議会情報端末導入調査検討委員会
７日 特別委員会、広報委員会
８日 閉会

※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。
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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について
質問

新型コロナウイルスワクチン接種に関する各種取組みについて教えてください。

答弁

◎一般接種のための取組みと大規模接種会場の今後の活用・接種をする人材の確保
・６月１８日に「今後のワクチン接種の優先順位及び供給方針」を定めました。
・大規模接種会場は、６月１２日より岐阜産
〈岐阜県の大規模接種会場について〉
業会館で運用開始し、今後は７月中旬に 圏域
会場名
大垣市のソフトピアジャパン、可児市の岐
岐阜 岐阜産業会館
阜医療科学大学に追加で開設し、東濃及
西濃 ソフトピアジャパン
び飛騨圏域にも設置を調整しています。
・打ち手確保については、休日及び時間外 中濃 岐阜医療科学大学可児キャンパス
における接種費用について、国の加算分に 東濃 セラミックパークＭＩＮＯ
県独自のかさ上げを行うなど医療従事者 飛騨 飛騨・世界生活文化センター
の待遇改善を図ったほか、潜在看護師の
マッチングなどを講じた結果、現在のところ概ね確保できて
いる状況です。今後、歯科医師による接種についても調整を
進めていきます。

所在地

運用開始日

岐阜市

６月１２日

大垣市

７月１７日

可児市

７月１７日

多治見市

８月 ７日

高山市

７月３１日

(※８月から県大規模会場において歯科医師による接種を開始)

◎ワクチンを接種しやすい就業環境の整備・ワクチン接種
を希望しない方に対する差別防止
・県が取りまとめた対策において、ワクチン休暇の導入など各
企業による就業環境整備の促進を盛り込み、各経済団体等
へ依頼しました。今後も、先行事例等を紹介しつつ働きかけ
大規模接種会場でのリハーサル（岐阜産業会館）
ていきます。
・また、東海３県知事の共同メッセージにおいて、接種の強制や接種を受けない人に対す
る差別につながる行為等を絶対に行わないよう呼びかけています。今後も、ＳＮＳを始
めとする各種媒体による情報発信などに取組みます。
質問
答弁

新型コロナウイルス感染症感染者への各種対応について教えてください。
◎入院調整中の発熱感染者等の専用療養施設の確保と急激な感染拡大に備えた今後の県の取組み
・発熱のある方も宿泊療養施設に入所できるよう、入所要件の緩和を行い、症状悪化リスクがある患者をホ
テルＫＯＹＯ本館に集約し、医師の訪問体制の整備など宿泊療養施設の受入体制を強化しました。
・「自宅療養者ゼロ」の取組みは堅持しつつ、万が一にも自宅
療養を実施する場合には、隔離徹底に必要な物資の支援や
体調悪化時の早期医療行為の体制構築が不可欠です。現在、
専門家と所要の調整を進めており、想定外に備えた体制の整
備を進めていきます。

◎コロナ感染後の後遺症等の相談体制について
・感染後の後遺症については、根本的な治療方法が確立され
ておらず、現在は対症療法しかありません。引き続き、２４時
間３６５日、看護師が対応する県の新型コロナウイルス健康相
談窓口で、後遺症に苦しむ方に寄り添った支援に努めていき
ます。

療養者の健康状態を聞き取る看護師（ホテルＫＯＹＯ）

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

◆この他、ウィズコロナ・アフターコロナに関する施策について以下の質問がありました。
・第４波における取組みの評価と今後の県の取組み
・第５波を繰り返さないための感染対策の強化
・社会的（予防的）検査の更なる対象拡大
・コロナ禍における事業者支援と人手不足への対応
・コロナ禍における学校生活・教育現場の影響

・ＤＸの推進
・ＳＤＧsの取組み
・アフターコロナを見据えた経済・雇用対策
・地球温暖化防止と気候変動対策
・大都市圏からの移住促進に向けた取組み

ねんりんピック岐阜２０２１の開催について
質問

答弁

コロナ禍における開催の意義と開催するにあたっての感染症対策、また現在の準備状況について教
えてください。
◎「ねんりんピック岐阜２０２１」開催の意義
・まさにコロナ禍を乗り越えて、県民が「健康長寿」の素晴らしさを体感し、生涯健康で活躍でき、活力あふ
れる長寿社会の実現につながる大会にしたいと考えています。

◎感染症対策について
・選手等の関係者にワクチン接種を推奨し、大会前１４日間の健康観察などを要請します。
・本県でのオリンピック海外チーム事前合宿での取組みも参考に専
門家の意見を踏まえ、場面ごとに感染防止対策をまとめたマニュア
ルを作成します。

◎現在の準備の状況について
・総合開会式のメインアトラクションで言えば、本県ならではの｢清
流の恵み・歴史・祭り文化｣を彷彿とさせる演出を検討しています。
・その他「清流の国ぎふ」の魅力を存分に満喫していただけるプログ
ラムを準備していきます。

ダンス競技の様子：和歌山大会(令和元年)

※ねんりんピック岐阜２０２１は、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ中止となりました。

土砂災害対策等について
質問

異常気象に備えた土砂災害対策と、林地開発
による災害を発生させないための太陽光発
電施設の適正な設置や維持管理に向けた取
組みについて教えてください。

答弁 ◎異常気象に備えた土砂災害対策

・平成３０年７月豪雨の経験を踏まえ、現場ごと
の地形や土砂の流出状況などに合わせ、既存
施設に流木止めの施設や堰堤の嵩上などを組
み合わせた効果的な対策を進めていきます。

◎太陽光発電施設の適正な設置や維持管理

▼

・今後、条例化も視野に、規制する区域や対象と
する施設の規模などについて、市町村や事業者
の意見を伺いながら、検討していきます。
郡上市奥田洞谷に
設置した流木止め
施設

｢生理｣について
質問

｢生理の貧困｣への対策と｢生理｣に関する教育
について教えてください。

答弁

◎生理用品の配布と相談支援
・ネット受付や自宅への郵送など、周りの目に配
慮した対応を取っていきます。

◎トイレに生理用品を備え置く形を検討
・県立学校等において、生徒が気兼ねなく生理
用品を手にすることができる形を検討します。
・市町村に対して、県での検討状況や先進事例
を紹介しつつ働きかけていきます。

◎｢性に関する講話｣を実施
・今年度より新たに、県産婦人科医会と連携し
て、県立高校生を対象に実施します。
・性に関わる課題について、正しい認識が深めら
れるよう指導していきます。

学校保健室で配布している生理用品 学校トイレに備え置いている生理用品
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本会議における一般質問一覧
平岩 正光（県政自民クラブ） 代表質問

６月
日㈬

３０

野村 美穂（県民クラブ） 代表質問

・
「(仮称)リニア活用戦略アクションプラン」の
方向性について
(他４項目)

山本 勝敏（県政自民クラブ）

・カスタマーハラスメントをしない消費者とな
る視点を取り入れた消費者教育について
（他１２項目)

平野 祐也（県政自民クラブ）
・岐阜県発の宇宙プロジェクトの創出につい
て
（他３項目)

・ふたご・みつご（多胎児）育児支援の岐阜県
モデル構築について

澄川 寿之（岐阜県議会公明党） 代表質問

小川 祐輝（県政自民クラブ）
・太陽光発電施設の適正な設置や維持管理
に向けた取組みについて
（他１項目)

・新型コロナワクチン接種事業について
（他５項目)

国枝 慎太郎（県政自民クラブ）

若井 敦子（県政自民クラブ）
・
「脱炭素社会ぎふ」の実現を見据えた次世
代エネルギービジョンにおける次世代自動
車の普及促進について
（他２項目)

・修学旅行の実施について

７月

（他３項目)

伊藤 正博（県民クラブ）

田中 勝士（県政自民クラブ）

日㈭

・航空宇宙関連製造企業への支援の充実につ
いて
（他１項目)

１

今井 政嘉（県政自民クラブ）

・再開後を見据えた笠松競馬が抱える経営課
題について

山内 房壽（無所属）

・下呂市と連携した南飛騨健康増進センター
の活性化について
（他１項目)

・県内産業へのコロナ禍の影響に対する支援
について

村下 貴夫（県政自民クラブ）
・食肉基幹市場の建設促進について
（他１項目)

高殿

尚（県政自民クラブ）

広瀬

・中部縦貫自動車道の整備促進に向けた長
野県との連携について

中川 裕子（日本共産党） 代表質問

７月
日㈮

２

・戦略的な企業誘致の推進について
（他１項目)

高木 貴行（県民クラブ）

・第４波を経験しての課題と教訓、
それらを踏
まえた今後の対策について
（他４項目)

所

竜也（県政自民クラブ）

修（県政自民クラブ）

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状
況を踏まえた、県立３病院の意義と役割及
び県としての支援について
（他２項目)

松村 多美夫（無所属）

・防災・減災、国土強靭化のための５か年加速
化対策の取組み状況と県土の強靭化に向
けた今後の取組みについて
（他１項目)

・ねんりんピック岐阜２０２１の大会や総合開
会式の準備状況と新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策について
（他３項目)

小川 恒雄（県政自民クラブ）
・異常気象に備えた土砂災害対策の推進につ
いて
（他１項目)

各議員の発言要旨(質問項目)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
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令和３年第４回定例会

発言通告

検索

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３年度一般会計補正予算
【歳入補正】 １６８億９４７万１千円の増額
● 新型コロナウイルス感染症対策関連予算の財源としての国庫支出金

など

◆条例・その他案件
● 押印を求める手続の見直し等に伴う関係条例の整備に関する条例について

など

◆視察（令和３年７月２６日）
● 岐阜市役所

【岐阜市】
【関市】
● 県道松原芋島線｢川島大橋｣ 【各務原市】
● せきてらす

「岐阜市役所」新庁舎の概要及び運用面の工夫、地域内の産業・観光
発展や市民交流などを目的とする施設を集積した「せきてらす」の取組
み、県道松原芋島線の「川島大橋」の緊急対策工事の状況について調
査を行いました。

｢せきてらす｣内の観光案内所を視察

企画経済委員会

〈主な審査事項〉

◆令和３年度一般会計補正予算
【歳出補正】 ４０億８千９２１万６千円の増額
●コロナ終息後の県民向け県内旅行の促進（２４億２千３１９万８千円）
●まん延防止等重点措置等に伴う売上減少事業者への支援金（１０億３千２２万５千円）
● 事業転換等アフターコロナに向けて意欲的に取組む事業者に対する補助金（２億円） など

◆視察（令和３年８月５日）
● 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

【各務原市】
【美濃加茂市】
●可児市多文化共生センター「フレビア｣ 【可児市】
● セラミックパークＭＩＮＯ 【多治見市】
● ヤマザキマザック工作機械博物館

県有施設の運営状況のほか、工作機械の進化と仕組みの紹介を通じ
て、
「ものづくり」への関心を高める取組みや、外国人共生に関する現
状や取組み、陶磁器産業の振興・活性化について調査しました。

ヤマザキマザック工作機械博物館を視察

〈主な審査事項〉

厚 生 環 境 委 員 会

◆令和３年度一般会計補正予算
【歳出補正】 １２６億９８５万６千円の増額
● 病床を確保するための空床補償や宿泊療養施設をさらに確保するための経費

など

◆条例・その他案件
● 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

など

◆視察（令和３年８月２日〜３日）
● 美濃市健康文化交流センター

【美濃市】
● 飛騨食肉衛生検査所 【高山市】
● 飛騨・北アルプス自然文化センター 【高山市】
● 上高地ビジターセンター 【長野県松本市】
● 岐阜県博物館 【関市】
多世代交流拠点、食肉衛生検査体制、自然文化の情報発信拠点、鹿児
島県との姉妹県盟約５０周年記念特別展を調査したほか、高山市医師会
等と新型コロナウイルス感染症対策について意見交換を行いました。

飛騨・北アルプス自然文化センターを視察
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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〉

農

◆令和３年度一般会計補正予算

林

◆条例・その他案件

【歳出補正】 ９千５７５万４千円の増額
● 県内卸売市場の参加事業者に対し、販売額等の減少実績に応じて固定経費を支援するための経費 など

委

● 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

など

◆視察（令和３年７月２８日）

員

●（一財）岐阜県魚苗センター

会

【美濃市】
● 森林総合教育センター（ⅿｏｒｉｎｏｓ） 【美濃市】
● ぎふ木遊館 【岐阜市】
● 岐阜県農業技術センター 【岐阜市】
２０１５年に世界農業遺産に認定された「清流長良川の鮎」の保護
や飼育に係る中核施設、昨年オープンした森林教育や木育の拠点施
設、農業技術に関する研究施設において、それぞれの取組状況を調査
しました。

（一財)岐阜県魚苗センターを視察

〈主な審査事項〉

土

◆令和３年度一般会計補正予算

木

【歳出補正】 １千４６４万５千円の増額
●コロナ禍における職員の事務負担を軽減するための外部委託に要する経費

など

◆条例・その他案件
● 岐阜県都市公園条例の一部を改正する条例について

など

委

◆視察（令和３年７月２０日）
● 県道松原芋島線「川島大橋｣

員
会

【各務原市】
【美濃加茂市】
● 大洞谷（砂防事業） 【関市】
● 鮎登里橋（浸水対策重点地域緊急事業） 【関市】
● 高島屋南地区（市街地再開発事業） 【岐阜市】
● ぎふ清流里山公園

緊急対策工事を実施している川島大橋や、県民の命を守る土砂・浸
水対策事業、岐阜市の再開発事業などの現状と課題について調査しま
した。

建設中の柳ケ瀬グラッスル35を視察

〈主な審査事項〉

教育警察委員会

◆条例・その他案件
● 羽島高等学校南舎建築工事の請負契約について
●パーソナルコンピュータの取得について
● デジタルヘリコプターテレビシステム機上設備の取得について

◆視察（令和３年７月１６日）
● 県立岐阜高等学校

【岐阜市】
● 県警本部通信指令課 【岐阜市】
● 県警本部交通管制センター 【岐阜市】
● 岐阜運転免許試験場 【岐阜市】
タブレット端末を活用した授業や、ＩＣＴ機器を使用したコミュニ
ケーション英語の授業を進める県立学校や、県民の安全・安心を守る
警察所管施設の現状と課題について調査しました。
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県立岐阜高等学校を視察

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

「社会基盤の防災・減災、県土の強靱化に資する対策」、
「県庁舎再整備や県有施設の管理」及び「生活
や産業を支える広域ネットワークインフラ等の整備」について執行部から説明を受け、質疑を行いました。
質問

災害が発生して、住民が避難所、親戚・知人宅やホテル等へ分散して避難した場合、行政として、そ
の状況を把握するためにどのような対策をとっていますか。

答弁

現在、実証実験をしており、この結果を踏まえ、市町村において避難実態の把握に活かしていただ
きたいと考えています。

少子高齢化社会の安心対策
特別委員会

所管事務事業に対する今年度の取組みについて執行部から説明を受け、質疑を行いました。
質問

答弁

看護学校の実習がコロナ禍で進まなかったと聞いていますが、昨年度の状況と課題はどのように
なっていますか。
実習時期の変更、期間の短縮や、実習内容の一部を学内で履修する等の対応により、必要な履修
は行うことができました。課題としては、高齢者施設等の実習について、受入施設での感染対策が難
しいという問題がありましたが、オンラインで現場を結ぶなど工夫したことにより、学生が困る状況
はありませんでした。

産業競争力強化対策
特別委員会

◆視察（令和３年７月１２日）
●大垣精工株式会社 【大垣市】
●航空宇宙生産技術開発センター 【岐阜市】
●岐阜県産業技術総合センター 【関市】
モノづくりに取り組む企業、教育研究拠点、試験研究機関を視察
し、県内産業の生産性向上と高付加価値に関する調査に加え、多様
な人材の活躍に関する調査を行いました。
岐阜県産業技術総合センターを視察

その他の活動について

岐阜県議会活性化改革検討委員会へ諮問
６月２３日、議長の諮問機関である「岐阜県議会活性化改革検討委員会（平成１９年度設置）」を開催し、議長から諮問
を受けて、次の事項を調査・検討していくこととしました。
◎政策提言・立案機能強化を目指した改革

➡ 県政のチェック機能としての
役割向上

◎議会審議の活性化を目指した改革

➡ 予算審議の充実

◎議会活動の透明性向上を目指した改革

➡ 県議会活動への関心・理解の向上
政務活動費領収書のネット公開

◎その他

➡ 会議録冊子等の発行見直し

岐阜県議会情報端末導入調査検討委員会を開催
７月６日、県議会における情報端末の導入や活用方法等に関する調査及び検討を行
うため、第６回の委員会を開催しました。
【調査検討項目】
１ タブレット端末の活用に向けた運用見直し等について
２ 全面試行に向けたスケジュールについて
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本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

３件

※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。

● 台湾の世界保健機関(ＷＨＯ)への参加を求める意見書

◆条

例

可 決

（ほ か２件）

１件

● 岐阜県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例の一部を改正する条例について

◆規

則

可 決

１件

● 岐阜県議会会議規則の一部を改正する規則について

知事
提出案件

◆予

算

可 決

１件

● 令和３年度岐阜県一般会計補正予算

【補正額】約１６８億９００万円 （累計額）約９,１６０億２８２万円
◆条

例

可 決 １１件

● 岐阜県都市公園条例の一部を改正する条例について

◆人

事

同 意

（ほか１０件）

２件

● 教育委員会委員の任命同意について

◆ その他

可 決

（ほか１件）

８件

● 羽島高等学校南舎建築工事の請負契約について

◆ 専決処分

承 認

（ほ か７件）

４件

● 令和３年度岐阜県一般会計補正予算の専決処分の承認について（６月１８日専決）

採 択

請

願

２件

● 公立学校のトイレの個室に生理用品を設置することについての請願

不採択

（ほか３件）

（ほ か１件）

１件

● コロナ禍のもと、児童・生徒の健康と学習権を守るため公立学校・幼稚園・保育所職員へ

のＰＣＲ検査を定期的に実施することを求める請願

岐阜県議会広報委員会
岐阜県議会広報委員会では、県議会の活動状況を、広く県民の皆様にお知
らせするため、
『岐阜県議会だより』の企画、編集及び発行を行っています。
今号から、
下記のメンバーで取り組んでいきます。
（委員長) 加藤 大博 （副委員長) 布俣 正也
（委 員) 野村 美穂

澄川 寿之

中川 裕子

藤本 恵司

岐阜県議会公式ツイッター
＜主な投稿内容＞
・「岐阜県議会だより」発行案内
・定例会期間中の行事案内 など

次回定例会の予定

森

益基

●｢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。
（無料）

マチイロ

次回定例会は、９月中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
お問い合わせ窓口 〒５００-８５７０ 岐阜市薮田南２-１-１
（ご意見・ご感想もこちらへ）
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検索

TEL ０５８-２７２-８７１７
FAX ０５８-２７８-２８０７
E-mail ｃ１２１５９＠ｐｒｅｆ.瓦ｉ
ｆｕ.
ｌ瓦.ｊｐ

会派別
議員数
（Ｒ３.９.１６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）

