
令和４年 第１回岐阜県議会定例会の概要
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岐阜県議会だより岐阜県議会だより Ｎｏ.３４ 令和４年５月発行

令和４年２月定例会号

今回の主な内容知っていますか？ 県のコト

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

Ｐ６：その他の活動について

Ｐ６：令和３年度一般会計補正予算

Ｐ７：令和４年度一般会計当初予算

Ｐ８：提出された議案等の議決状況

　平成元年７月、県民公募により決定

しました。

　清流 長良川で育つ鮎は、岐阜県の

歴史や文化と深く結びついており、平

成２７年１２月には「清流長良川の鮎｣

が世界農業遺産に認定されました。

◆県の魚 ～鮎～

２月２５日 開会、提出議案に関する説明会 ３月１０〜１１日 一般質問・質疑

２８日 提出議案に関する説明会 １４日 常任委員会

３月 ２日 提出議案に関する説明会 １５日 特別委員会

議会活性化改革検討委員会 １６日 一般質問・質疑

４日 本会議 １８日 常任委員会

９日 一般質問・質疑 ２３日 岐阜県議会議員定数等調査懇談会

提出議案に関する説明会 広報委員会

常任委員会（教育警察委員会） ２４日 閉会

●主な会期日程

　 （２8日間）

※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。

議会の紹介、本会議の映像・概要等を掲載
ホームページ

岐阜県議会 検索

発行：岐阜県議会

編集：岐阜県議会広報委員会

｢ロシアによるウクライナへの侵略を非難する決議｣を全会一致で可決
　３月４日の本会議において、ロシアによるウクライナ侵略を非難する

決議案が、県政自民クラブ、県民クラブ、岐阜県議会公明党、日本共産

党の４会派により共同で提出され、全会一致で可決されました。
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ウィズ・コロナ、アフター・コロナの取組みについて

中小企業など県内企業に対する支援等について

質問

質問

質問

質問

答弁

答弁

答弁

答弁

　県では、昨年１２月に国が作成した「診療の手引き別冊 罹患後症状の

マネジメント」と岐阜大学医学部附属病院に開設された後遺症専門外来

について、地域の医療機関に周知しました。

　また、県が設置している新型コロナウイルス健康相談窓口において

も、相談員に診療の手引きを周知し、お悩みの方に寄り添って対応する

とともに、身近な医療機関への受診を案内するなど丁寧な対応に努めて

います。

　ワクチン接種後の副反応への対応については、国の基準に基づき、昨年３月に設置した県のワクチンコールセ

ンターにおいて、常駐の看護師が、必要な助言を行っています。

　また、個別医療機関では対応が難しい場合に備え、県内７つの中核的な病院において、より専門的な検査・治

療等が行える診療窓口が設けられており、副反応の症状に応じた治療が行われています。

　先ずは相談をいただいた方に寄り添い、必要に応じ県内７カ所のより専門的な診療窓口をご紹介するなど、適

切な医療に丁寧に繋げていきます。

　本県では、昨年１２月に原油・原材料価格高騰等に対する融資相談窓口を開設し、

融資制度を創設していますが、３月７日からは、新たにウクライナ情勢に伴う経済変

動等も含めた融資相談窓口を開設し対応にあたっています。

　今後も必要な対策を講じていきます。

  以下のような支援と周知徹底に取組みます。 

■この他、今定例会で質問された主な項目

【ウィズ・コロナの取組み】

・コロナワクチン３回目接種の加速に向けた取組み

・保健所の体制強化とコロナ対策の強化

・保育所等の休業に対する対応と今後の支援

・第６波における取組みの評価と今後の対応方針

・酒類提供停止要請の効果検証

【アフター・コロナの取組み】

・ＤＸ推進計画が目指す姿と取組み

・農村地域のデジタル化に向けた取組み

・脱炭素社会の実現に向けた施策

・温室効果ガスの排出抑制

・アフターコロナを見据えた外国人材確保対策

・エネルギーの地産地消の推進

コロナ後遺症の診療につながる対応について教えてください。

ワクチン副反応のうち体調不良が長引く症状の診療につながる対応について教えてください。

国際情勢の変化をめぐる県内企業への対応について教えてください。

中小・小規模事業者に対する今後の支援や、支援施策の周知徹底

について教えてください。

健康相談窓口の様子

ＤＸ相談窓口の開設

県産品販売コーナーの様子 ▼

【東京駅構内グランスタ東京】
（令和３年９月２７日～
　　　　　１０月３１日開催）

落ち込んだ需要の回復 新たな事業展開に向けた支援

・首都圏での県産品販売コーナーの設置

・海外のＥＣサイトでの販売

・日本酒の電子カタログの作成

・新たな旅行キャンペーン

・事業転換などにチャレンジする事業者への補助金上限額を

　増額（１５０万円→３００万円）

・地場産業の新商品開発などを支援する設備導入補助

ＤＸ基盤の整備促進 支援策の周知徹底

・相談窓口の開設

・専門家の派遣

・税理士会を通じた周知を開始（令和２年度より）

・ラインアカウントを活用した情報発信（令和３年１０月より）

・フェイスブック「岐阜県ミナモだより」の活用

本会議における一般質問の内容　～県政の話題・課題など～



　　　

　　　 　　　

　　　

ミライロＩＤの活用について

３
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答弁 答弁

答弁
　平成２６年１０月に岐阜大学医学部附属病院を

接種後に生じた症状を専門的に診る協力医療機

関に選定していますが、改めて医師会に周知しました。

また、平成２７年１１月には、接種後に生じた症状に関わ

る相談窓口を県健康福祉部と県教育委員会に設置する

など、積極的勧奨にも対応できる環境を整えてきました。

　今後も、相談窓口の周知や予防接種従事者に対する

研修会等を通じて、体制の維持・確保に努めていくとと

もに、副反応時の対応等に関するフローチャートの作成

についても検討していきます。

　本県の子宮頸がん検診の受診率は、全国平均

を下回っており、県の第３次がん対策推進計画の

目標値である５０％には達しておりません。

　そのため、今後は、リーフレット

に、子宮頸がんは２０代３０代の患

者が全体の約４割を占めることを

記載するなど、内容の充実を図る

とともに、２次元コードで市町村

のがん検診サイトへつなげ、検診

の予約方法等の情報を簡単に得

られる仕組みを整えていきます。

　この条例で規定する保険加入は、加害者となっ

た際の相手方への損害補填を確実に行うととも

に、自身の経済的負担を軽減するため、新たに義務とし

て定めるものであり、ヘルメットは、自らの命を守るため

に着用を勧めるものです。

　市町村、県警、交通安全協会などと連携し、チラシ等

による啓発に加え、毎月の街頭啓発、高齢者世帯への個

別訪問など、丁寧に周知し

ていきます。

　加えて、全ての高等学校

で出前講座を開催し、保険

加入やヘルメットの着用を自

転車利用のルールとして徹

底します。

　県としては、障がい者団体にもご意見を伺いな

がら、県有施設の所管課とも連携し、本人確認の

簡素化につながる技術の１つである、ミライロＩＤの活

用に向けた検討を進めていきます。

　また、市町村に対し、県が把握したこうした技術の活

用状況等について、情報提供していきます。

【地域移行の方針】

　有識者や市町村の代表者からなる委員会を設

置し、運営主体ごとの移行手順や移行後の運営手法等

を取りまとめた「地域移行の方針」を令和４年度中に策

定し、市町村にお示しすることで実情に応じた体制作り

を支援していきます。

【人材のリストアップ】

　教員ＯＢや地域のスポーツ協会、競技団体、地域クラ

ブ等の協力を仰ぎながら、指導可能な人材のリストアッ

プに取組むなど、人材の掘り起こしを進めていきます。

【ライセンスの発行】

　県スポーツ協会とともに、指導経験の浅い方を対象と

した研修を行い、技術面のみならず、生徒の個性を尊重

することや、好ましい人間関係を構築する手法を学んで

いただき、受講者にはライセンスを発行する取組みを開

始する予定です。

ＨＰＶワクチンの接種勧奨に関する県の取組

みについて教えてください。

岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に

関する条例の周知等について教えてください。

子宮頸がん検診の受診状況と今後の取組み

について教えてください。

県有施設におけるミライロＩＤの活用につい

て教えてください。

部活動の地域移行への支援について教えて

ください。

交通安全街頭啓発の様子

地域移行の推進地域における実践研究の様子子宮頸がん検診のリーフレット ▼

※岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

●施行日：令和４年４月１日

 （以下の①、②については、令和４年１０月１日に施行）

　①自転車損害賠償責任保険等への加入→義務化

　②乗車用ヘルメットの着用→努力義務化

　③自転車の定期的な点検整備→努力義務化　 など
( ( ※ミライロＩＤ

障害者手帳を所持している方を対象としたスマートフォン向

けアプリ。ユーザーは、障害者手帳の情報、福祉機器の仕

様、求めるサポートの内容などをミライロＩＤに登録でき、

障害者手帳の代わりに提示することで、割引などを受ける

ことができる施設などもある。
( (

岐阜県自転車条例について

子宮頸がん対策について 部活動の地域移行について
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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。

本会議における一般質問一覧

３月９日（水）
森　正弘（県政自民クラブ）　　　　　 代表質問

・津波浸水被害想定の見直しについて

（他４項目)

伊藤 英生（県民クラブ）              代表質問 安井　忠（県政自民クラブ）

・県酒類提供停止要請の効果検証について

（他４項目)

・ヤングケアラーの実態把握と支援について

３月１０日（木）
澄川 寿之（岐阜県議会公明党）       代表質問

・県有施設におけるミライロＩＤの活用について

（他３項目)

田中 勝士（県政自民クラブ） 小川 祐輝（県政自民クラブ）

・教育現場がメディアリテラシーを持つための取組

みについて　　　　　　　　　　　　（他１項目)

・海外での「ぎふブランド」の商標対策について

（他２項目)

玉田 和浩（県政自民クラブ） 布俣 正也（県政自民クラブ）

・名鉄高架化事業の推進に向けた取組みについて

（他１項目)

・信号機への着雪から視認性を確保するための対策

について　　　　　　　　　　　　（他２項目)

平野 祐也（県政自民クラブ） 山内 房壽（無所属）

・がん等長期療養者の治療と就労・就学の両立支援

について　　　　　　　　　　　　 （他１項目)

・コロナ後を見据えた外国人材の確保のための県の

今後の取組みについて　　　　　　 （他２項目)

３月１１日（金）
尾藤 義昭（県政自民クラブ）

・食品ロス削減のための県の今後の取組みについて

（他２項目)

渡辺 嘉山（県民クラブ） 中川 裕子（日本共産党）             代表質問

・笠松競馬の再生に向けた取組みについて

（他１項目)

・保育所等の休業に対する対応と今後の支援につ

いて　　　　　　　　　　　　　　　（他５項目)

野島 征夫（県政自民クラブ） 若井 敦子（県政自民クラブ）

・次代に向けた県政運営と次期総合計画の策定につ

いて　　　　　　　　　　　　　 　（他２項目)

・青少年への性教育における専門知識を有する講師

の活用推進について　　　　　　　　（他１項目)

今井 政嘉（県政自民クラブ） 森　治久（無所属） 

・良好な河川環境の維持のための県の取組みにつ

いて　　　　　　　　　　　　　　　（他２項目)

・市街化調整区域における規制に対する柔軟な運用

について　　　　　　　　　　　　 （他２項目)

３月１６日（水）
水野 正敏（県政自民クラブ）

・エネルギーの地産地消の推進について

平野 恭子（無所属） 森　益基（県政自民クラブ）

・子宮頸がん対策について　

（他２項目)

・新規就農者等担い手育成の取組み状況と今後の

展開について　　　　　　　　　　　（他１項目)

林　幸広（県民クラブ） 所　竜也（県政自民クラブ）

・イノシシ肉の流通再開に向けた取組みと今後の支

援策について　　　　　　 　　　　（他２項目)

・岐阜県における持続可能な茶産地づくりと振興支

援について　　　　　　　　　　　 （他３項目)

恩田 佳幸（県政自民クラブ） 岩井 豊太郎（県政自民クラブ）
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づ

く措置入院制度における措置診察の運用について　　　　　　　　　　　　　  

（他４項目)

・「ぎふ清流ＧＡＰ評価制度」について

（他２項目)

岐阜県議会　令和４年第１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 1
【主な審査事項・質疑内容】

◆令和４年度一般会計当初予算

 【歳入】８,８６９億３千万円（対前年度比１.９％の増額）

 【歳出】２,６６８億８,６１１万４千円（当委員会関係分/対前年度比１.３％の減額）

  ●県庁舎、各総合庁舎の運営経費や新県庁舎建設に係る経費など（１９２億５,６０５万４千円）

  ●新県庁舎の危機管理フロア整備や防災情報通信システム移設に係る経費など（３６億９,９８９万円）

◆令和３年度一般会計補正予算

 【歳入補正】３１１億２,８４７万７千円の増額　【歳出補正】４９９億８３２万１千円の増額　

◆条例・その他案件

  ●岐阜県総務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

住家被害調査員育成事業の活用方法は。

外国人が活躍できる環境づくりに関して、特定技

能制度の周知や外国人材の受け入れは。

老朽化した飛騨・北アルプス自然文化センターの

改修の進捗状況は。

木の香る環境づくりぎふ推進費の事業内容は。

市町村職員を対象に年間２回の研修を実施の上、修了者を

リスト化し、災害発生時に必要となる人員を確保するために

活用していく。

国と連携のうえ一層の周知を図るとともに、相談窓口が連携

した相談対応等により、外国人材を受け入れる企業のサポー

トを進めていく。

令和４年６月を目途に設計を完了させる予定であり、令和４

年度中には、建物内の備品等の撤去や不要部分の解体工事

などを実施し、令和６年度のリニューアルオープンを目指す。

新設の（仮称）非住宅建築相談センターに木造建築に詳し

い建築士が常駐し、民間事業者からの木造化に関する相談

対応や現場指導を行う。

質問

質問

質問

質問

答弁

答弁

答弁

答弁

◆令和４年度一般会計当初予算

 【歳出】５９７億３,５２３万円（当委員会関係分/対前年度比１１.８％の減額）

  ●戦国・武将観光を切り口とした広域周遊観光の促進等に取り組む経費（１０億７２６万８千円） など

◆令和３年度一般会計補正予算

 【歳出補正】５２億１,２９３万７千円の減額

  ●「売上減少事業者等支援金」等の執行見込み額の減少に伴う減額（３４億９,０６０万９千円） など

◆条例・その他案件

  ●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

◆令和４年度一般会計当初予算　

 【歳出】２,１３４億４,６２８万９千円（当委員会関係分/対前年度比１４.１％の増額）    

  ●私立学校の魅力ある学校づくりの促進、保護者の経済的負担の軽減等を図るために学校法人に

　　助成等を行う経費（１４８億７,５２８万５千円） など

◆令和３年度一般会計補正予算　

 【歳出補正】２７億２,７８６万８千円の減額

  ●保育士資格取得に係る修学資金貸付を実施する経費（２億９,０９０万円） など

◆条例・その他案件

  ●岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について など

◆令和４年度一般会計当初予算　

 【歳出】４５６億３,４０５万３千円（当委員会関係分/対前年度比２.８％の減額）

  ●スマート農業の全県展開を図るための経費（２億２,１９１万８千円） など

◆令和３年度一般会計補正予算　

 【歳出補正】６５億８０４万６千円の減額

  ●ＩＣＴを活用したスマート林業技術等の導入に対して助成するための経費（４３６万５千円） など

◆条例・その他案件

  ●岐阜県森林づくり基本計画の策定について など
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◎３月補正予算総額 ３１１億２,８４７万７千円 （累計 １兆７６０億４３万２千円）

６

岐阜県議会活性化改革検討委員会の調査・検討結果について
　令和３年６月に議長からの諮問を受け、議会活性化に向けた調査・検討項目について、令和４年３月２４日、議長

に答申が行われました。県議会として、今回の答申内容を十分に尊重し、具体的な取組みを進めていきます。

【答申の主な内容】

 １．委員会におけるオンライン会議の開催について

 ２．会議への電子機器の持ち込みのルールづくりについて

 ３．予算審議の充実について

 ４．一般傍聴者に分かりやすい言葉の使用について

 ５．議会における正しい言葉の使用について

 ６．会議録冊子等の発行見直しについて

常任委員会における審査等の内容 ２

その他の活動について

令和３年度 一般会計補正予算

◆令和４年度一般会計当初予算

 【歳出】２,２１４億５,５０３万９千円（当委員会関係分/対前年度比０.３％の増額）

  ●児童虐待事案等に対応するための多機関行動連携事業の実施等に係る経費（６億６,１９９万７千円） など

◆令和３年度一般会計補正予算

 【歳出補正】４９億１,３２９万６千円の減額

  ●新型コロナウイルス感染症対策として各学校で必要な衛生物品等を整備する経費

　 （２億２,８５５万２千円） など

◆条例・その他案件

  ●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　など

◆令和４年度一般会計当初予算

 【歳出】７９７億７,３２７万５千円（当委員会関係分/対前年度比２.８％の増額）

  ●県管理の道路や橋りょうなどの新設や改築を行う道路橋りょう改築費（１２９億６,４１６万７千円） など

◆令和３年度一般会計補正予算

 【歳出補正】５億８,２３０万３千円の増額

  ●国が行う道路事業や河川砂防事業に対する県負担金（３４億７,６８４万２千円） など

◆条例・その他案件

  ●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　など

建設事業者へのＩＣＴ導入支援に係る県の対応は。

ストーカー事案に対する来年度予算の状況は。

建設現場へのＩＣＴコーディネーターの派遣や「建設ＩＣＴ人

材育成センター」における研修などを実施している。

重大事案に発展する可能性が高いため、早期避難できるホ

テル等の場所の費用、位置情報システム、防犯カメラを設置

する費用等を予算化している。

質問

質問

答弁

答弁

佐藤議長へ答申書を

手渡す村下委員長 ▼

・障がい者福祉施設整備の推進

・国が行う道路事業等に対する県負担金の増額　など

・アフターコロナチャレンジ事業者応援補助金

・アフターコロナ対応新商品開発支援事業費補助金　など

国補正予算への対応

新型コロナウイルス感染症対策関連

【主な審査事項・質疑内容】



◎一般会計当初予算総額８,８６９億円

７

令和４年度 一般会計当初予算

歳入予算額及び構成比（単位：億円）

県税
２,５６４
２８.９％

教育費
１,９０２
２１.５％

諸支出金
１,２５９
１４.２％民生費

１,１６６
１３.１％

公債費
１,０４４
１１.８％

総務費
６７３
７.６％

土木費
６９１
７.８％

商工費
５０１
５.６％

警察費
４７５
５.４％

農林水産業費
４４６
５.０％

衛生費
６２３
７.０％

その他
８９

１.０％

地方交付税
１,９１１
２１.５％

国庫支出金
１,２７３
１４.４％

繰入金
３０８
３.５％

地方譲与税
３６２
４.1％

その他収入
１,６０３
１８.０％

県債
８４８
９.６％

歳出予算額及び構成比（単位：億円）

（対前年度当初予算比 ＋１.９％）

歳　入 歳　出

■感染拡大防止対策の推進・医療提供体制の確保

　・ワクチン接種体制の確保  [２５億７,５６７万円]

■孤独・孤立対策の推進

　・孤独・孤立を深める女性やコロナ禍の不安を抱える妊産婦等への支援  [２億１,６１１万円]

■中小企業への支援・雇用確保

　・中小・小規模事業者への金融支援  [１２３億８,０１２万円]

■特別支援教育の充実・学校教育の質の向上

　・特別な支援を必要とする県立学校の生徒への巡回指導の実施  [２０２万円]

■産業の担い手育成・確保

　・航空宇宙産業をけん引する人材の育成  [３４０万円]

■障がい・性差・年齢に関わらず活躍できる社会

　・精神障がい者の就労支援ネットワークの構築  [７２９万円]

■デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進

　・中小企業等のデジタル化支援の強化　[１６億８,８１４万円]

■持続可能な社会づくり（ＳＤＧｓ・脱炭素社会）

　・脱炭素社会ぎふの実現に向けたオール岐阜での取組みと環境教育の推進  [８億１,５４８万円]

■新次元の地方分散・新たな産業の創出

　・移住定住の取組みの強化  [１億２,３５７万円]

■医療・介護サービスの充実

　・医療的ケアを要する障がい児者等の長時間訪問看護等への支援  [２,９００万円]

■災害と危機事案に強い岐阜県づくり

　・高齢者施設における風水害時避難確保計画の策定等への支援  [１９４万円]

■犯罪・交通事故防止の推進

　・高齢運転者への運転技能検査の実施  [１,５２８万円]

■「清流の国ぎふ」文化・芸術・ブランドの創造・伝承

　・「清流の国ぎふ　地芝居公演」の開催  [４,４００万円]

■観光振興・国際交流の着実な推進

　・近隣県との連携による戦国・武将広域観光の促進  [９,８９４万円]

■未来につながる農畜水産業づくり

　・持続可能なスマート農業の展開とＩＣＴを活用した施設点検等の省力化  [４,１６０万円]

ウィズ・コロナからアフター・コロナへ

未来を見据えた「清流の国ぎふ」づくり

ウ
ィ
ズ·

コ
ロ
ナ

｢
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流
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人
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８

◆意見書

◆予　算

◆人　事

◆専決処分

◆条　例

◆その他

●ロシアによるウクライナへの侵略を非難する決議について
●北朝鮮に対し、日本人拉致被害者の即時帰国を求め、弾道ミサイル発射に強く抗議することを求める　

意見書について
●最高裁判所裁判官国民審査の理解促進を求める意見書について

※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。

●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
●子どもの医療費無料制度の拡充を求める請願

●令和４年度岐阜県一般会計予算
●令和４年度岐阜県地方独立行政法人資金貸付特別会計予算
●令和３年度岐阜県一般会計補正予算
●令和３年度岐阜県徳山ダム上流域公有地化特別会計補正予算

●岐阜県庁舎行政棟建築工事の請負契約の変更について

●岐阜県デジタル・トランスフォーメーション推進計画の策定について

●控訴の提起について

●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
●岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について
●岐阜県子育て支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例について
●岐阜県都市公園条例の一部を改正する条例について

●収用委員会委員の任命同意について

●岐阜県の運転代行業に対する支援策についての請願

●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

＜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

議員

提出案件

知事

提出案件

請　願

可 決 ３件

可 決 ２６件

同 意 １件

採 択 1件

承 認 １件

可 決 １２件

可 決 ２０件

不採択 ２件

 お問い合わせ窓口
（ご意見・ご感想もこちらへ）

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.瓦ｉｆｕ.ｌ瓦.ｊｐ

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。次回定例会の予定

（ほか２２件）

（ほか９件）

（ほか１６件）

会派別
議員数

（Ｒ４.３.２４現在）

県 政 自 民 クラブ ３２人

県 民 ク ラ ブ ６人

岐阜県議会公明党 ２人

日 本 共 産 党 １人

無 所 属 ５人

合　計
（定 数）

４６人
（４６人）

第１２回全国和牛能力共進会ｉｎ鹿児島２０２２〈１０月６日㈭～5日間〉

　全国和牛能力共進会とは、全国の優秀な和牛を一堂に集め、肉質や改良の成果を

競う全国大会です。５年に１度開催されるため「和牛のオリンピック」とも呼ばれてい

ます。飛騨牛は、第８回・９回大会の２回連続で最優秀枝肉賞を獲得しており、今回、

悲願の日本一奪還に向け、県内畜産関係者が一体となって取り組んでおられます。

　県議会としても全力で応援していきます。

●｢岐阜県議会だより」は、自治体広報紙

配信アプリ「マチイロ」でもご覧いただけ

ます。（無料）

岐阜県議会公式ツイッター

マチイロ 検索

本定例会において提出された議案等の議決状況


