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 皆さまにおかれましては新春を穏やかにお迎えのことと心より お慶び申し上げます。

　さて昨年から新型コロナウイルス感染症の影響に加え、 国際情勢の変化に

よって私たちの生活に大きな影響が及んでいます。 また、 世界の人口が 80 億

人を突破する中、 日本は少子高齢化が進み人口が減り続けています。 　

　このような幾つもの未曾有の危機を乗り越えるためには、 人口 ・ 経済の拡大

路線の価値観から新しい成熟社会へと価値観をアップデート    し、

持続可能な岐阜県 ・ 揖斐郡を作る必要があると私は思っております。

持続可能なまちづくりの実現には、 未来を切り拓く 「子どもたち」 が鍵です。

だからこそ子どもにやさしいまちづくりへの価値観のアップデート    ️が必要です。

　そのうえで例えば

「一に教育、 二に教育、 三に教育」 教育立県岐阜へアップデート  ️　
「プレイフルインフラ」 という新しい概念で森林・河川などを

子ども達の遊び・学び場へアップデート️      

 screen time to green time　( スクリーン時間から緑時間へ）
　全国では毎年約４５０校の学校が廃校となっている、 逆転の発想で廃校を

新たな地域づくりの拠点として積極的に活用し、

   おわりから始まりへ廃校をアップデート️   

などに挑戦していくことで新しい成熟社会を皆さまと共に目指していく所存です。

本年もご指導よろしくお願い申し上げます。
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揖斐郡大野町下磯 521ｰ2 杉原ビル 2F　
TEL.0585-32-1003　FAX.0585-52-9307
URL  http://www.k-shintaro.com/　
E-mail　shintaro.k1229@gmail .com

国枝慎太郎事務所

LINE 公式アカウントにぜひご登録ください！
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妊娠されている方や子育て家庭に対して、妊娠時から子育て
までの一貫した伴走型相談支援や出産や子育てのために
経済的支援を行う市町村を支援。

　

    令和４年度　第５回岐阜県議会定例会報告　
　　　    12 月補正予算　532 億 9,051 万 5千円
　　　　　　　　   主な歳出内容

①  物価高騰対策  　　　　  （17 億 9,031 万 3千円）
光熱費高騰の影響を大きく受けている医療機関・社会福祉法人施設
・私立学校に対する支援。
１）光熱費高騰の影響を受ける医療機関・社会福祉施設等への支援
２）光熱費高騰の影響を受ける私立学校等への支援

② 子どもの安全対策　　　（1億 420 万円）
送迎バスに取り残された子どもが亡くなる事故を防止するため、
幼稚園・小中学校・特別支援学校などに対し、送迎バスへの
安全対策装置の装備を支援。
（私立幼稚園・小中学校・認可外保育施設・障害児通所支援事業所・県立特別支援学校
  ・市町村立幼稚園・小中学校等）

 ③ 自然災害対策　　　　　 （252 億 2,187 万 2千円）
激甚化・頻発化する自然災害から県民の生命と財産を守るため、
道路・河川・農業用施設、治山施設などの整備を進める。

④ 出産・子育て対策　　　 （13 億 5,063 万７千円）

県営経営体育成基盤整備事業費　更地方（大野町）
県営ため池等整備事業　湯谷池（揖斐川町）他

治山事業費　春日河合元地（揖斐川町）　東津汲下山（揖斐川町）
                          西津汲板追（揖斐川町）　坂内広瀬筬掛（揖斐川町）他

砂防事業　    金地谷（池田町）
河川事業　    杭瀬川（池田町）　粕川（揖斐川町・池田町）    白石川（揖斐川町）
急傾斜事業　樫（揖斐川町）　東津汲 2（揖斐川町）   他

砂防関係施設の改築・修繕　長谷川（揖斐川町）
舗装事業　　岐阜関ヶ原線（池田町）　他

（都）大垣神戸大野線（大野町）   他

１）農村地域の防災・減災対策、農地・農業用水路等の整備推進

２）山地災害リスクの高い箇所や豪雨等により災害が発生した地区に
　　おいて、土砂・流木の流出を防止するための治山施設を設置する。

３）激甚化・頻発化する自然災害対策

４）道路・河川・ダム等の重要インフラに係る老朽化対策

５）災害時の交通確保のための緊急輸送道路の整備を推進
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