
7月25日～27日
山梨県議会　自民党誠心会による政務調査
・宮城県庁
　みやぎ復興ツーリズムについて
　みやぎ食と農のクラウドファンディング
支援事業について
・相馬市役所
　震災発生に備えた取り組みについて
　東日本大震災の復興状況について
・新地町役場
　学校・家庭・地域を結ぶクラウドを活用し
た効果的なICT活用教育について
・ふくしま結婚・子育て応援センター
　結婚から妊娠・出産、子育てまで切れ目の
ない支援の取り組みついて

11月6日～7日
山梨市議会議員の皆さんと行政視察
・美祢市役所
　コミュニティ助成事業について
・萩・明倫学舎
　旧明倫小学校の跡地利活用について
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　2019 年は 1 月の山梨県知事選挙に始まり、4 月の県議会議員選挙、夏の参議院議
員選挙など多くの選挙が行われます。この重大な転機をチャンスと捉え、市民の皆様の
声を反映して、山梨県がますます発展していくよう、全力で取り組んで参ります !!
　今、山梨県を取り巻く環境は大きな変化を迎えています。リニア中央新幹線の開通、
中部横断自動車道の延伸、新山梨環状道路の整備など、国家規模のプロジェクトを控
えた現在だからこそ、山梨県としてチャンスを掴むための行動を起こさなければなりません。
そのためにも、新たに誕生した長崎幸太郎知事としっかり連携を図っていきたいと考えて
います。まずは地域の課題をしっかり把握し、県政・国政とのパイプ役として連携を密に
するとともに、様々な施策にも積極的にチャレンジし、山梨市のさらなる発展に向けて邁進
していきます !!

昭和47年12月２日　　山梨市上神内川生まれ
昭和60年３月　　　　山梨市立加納岩小学校卒業
昭和63年３月　　　　山梨市立山梨南中学校卒業
平成３年３月　　　　山梨県立日川高等学校卒業
平成７年３月　　　　中央大学卒業
　　　　４月　　　　㈱ニチベイ入社

平成10年９月　　甲州屋産業㈱入社
平成23年１月　　㈳山梨青年会議所理事長
平成24年１月　　日本青年会議所山梨ブロック協議会会長
平成25年４月　　山梨市議会議員
平成29年４月　　山梨市議会議員（２期目）
　　　　10月　　山梨県議会議員

●この会報に関するお問い合わせ
〒405-0018 山梨県山梨市上神内川1462　TEL/FAX0553-23-2560　e-MAIL yasuki-o@if-n.ne.jp

山梨県議会議員 乙黒泰樹 プロフィール

県議としての活動

乙黒泰樹
おとぐろ
やすき　

山梨県議会議員

長 崎 幸 太 郎 新 知 事 誕 生 ! !

新地町役場

8月12日中学生サッカー大会にて7月28日　第61回笛吹川県下納涼花火大会にて

ふくしま結婚・子育てセンター

9月9日　第45回日川地区球技大会にて

8月16日　安部晋三総理と語る会

美祢市役所にて 萩・明倫学舎にて

9月16日
第34回山梨市巨峰の丘マラソン大会にて

9月15日　水素バスSORA試乗会にて

9月23日　全拉致被害者の即時一括帰国を！
国民大集会にて

10月8日　山梨地区体育祭にて

ダイヤモンド富士
山名湖畔にて
2 月 6 日乙黒撮影



8月29日～31日　県外調査
・長崎県五島市役所　　　　　
　ICTを活用した鳥獣害対策システムについて
・佐賀県窯業技術センター　　
　クリエイティブプラットフォーム形成事業について
・西山田農園　　　　　　　　
　耕作放棄地再生利用の取り組みについて
・北九州産業観光センター　　
　産業観光に関するワンストップサービスについて

乙　黒　災害時には、被災者の皆さんは大
きなストレスを受け、強度の不安や抑うつ
状態を引き起こす恐れがある。これに対す
る取り組みとして、本県では医師や精神保
健福祉士、看護師等で構成する、災害派遣
精神医療チーム、いわゆるＤＰＡＴが編成
されている。このＤＰＡＴの活動内容とこ
れまでの派遣実績について伺う。
また、この経験等を十分に生かして本県で
は昨年度、「災害時心のケアマニュアル」が
策定されたが、その内容と特徴、これから
どのように取り組んで行くのか伺いたい。

後藤知事　ＤＰＡＴは被災地のニーズに合
わせ、精神医療の提供や心の健康の保持向
上を図る活動などを担っており、避難所等

において精神疾患を持つ被災者に対し診療
を行うとともに災害のストレスによって心
身に不調をきたした住民を対象とした個別
の相談やメンタルヘルス講座などを実施し
ている。またＤＰＡＴの派遣実績は、平成
28 年の熊本地震において県内の精神科病院
及び県の職員 17 人で 4 チームを編成し約 20
日間熊本県宇土市の避難所で活動している。

小島福祉保健部長　「災害時心のケアマニュ
アル」は、熊本地震での活動を踏まえ災害
発生から概ね 6ヵ月程度の中長期にわたる
心のケア活動の留意点や組織体制などを定
めており、ＤＰＡＴとして精神に係る医療と
保健活動を継続して一体的に行うための指
針となっている。また災害発生の際、被災

状況等の把握からＤＰＡＴの派遣まで一連
の手続が迅速かつ的確に行えるようわかり
やすい指揮命令系統としており、限られた
人材を最大限に生かすため、異なる医療機
関の混成チームでも編成できるようにする
とともに、医師が帯同せずに活動するチー
ムの編成も可能とするなど、柔軟で機動的
な体制としている。

後藤知事　平成 30 年 3 月には山梨大学や県
内 9 つの精神科病院で構成する県精神科病
院協会及び県立北病院と、ＤＰＡＴの派遣に
関する協定を締結した。本年度はさらに多
くのＤＰＡＴチームの確保と育成のため研
修や訓練に取り組んでいる。

乙　黒　平成 30 年 5 月、日本遺産審査委員
会の審議を経て、山梨市、笛吹市、甲州市を
構成市とする日本遺産「葡萄畑が織りなす
風景」が文化庁において認定された。そこで、
この峡東地域の「葡萄畑が織りなす風景」
の特徴について伺う。次に、同じ峡東地域に
関連して、峡東ワインリゾート構想について、
これまでどのような取り組みを行い、どのよ
うな成果があったのか伺う。また、日本遺産
事業と峡東ワインリゾート構想は広く深く関
連するものであり、情報発信も含め、互いに
整合性を確保しながら事業を推進すること
で、その相乗効果により峡東地域の観光振
興が一層進展していくと期待されている。日
本遺産認定を踏まえた、今後の峡東ワイン
リゾート構想及び日本遺産事業の取り組み
について伺う。

教育長　今回認定された葡萄畑が織りなす
風景は国宝大善寺や清白寺、県指定文化財
上野家住宅などだけでなく、葡萄畑や歴史

的ワイナリーなど日々の暮らしの中で豊かに
息づいている、歴史や文化の薫る魅力ある資
産で構成されている。特徴としては、峡東地
域で葡萄とともに育まれた景観や暮らし、ワ
イン文化が融和し、地域を一体的に形成して
きた歴史だと考える。

観光部長　峡東ワインリゾート構想は、ワイ
ンを核に来訪者がゆっくり地域の魅力を体
感、堪能できる周遊、滞在型の観光地を目指
し、県、峡東 3市、地域の観光事業者などが
一体となって、おもてなしの充実、地域の情
報発信などに取り組んでいる。この2年間で、
峡東地域のワインの魅力や観光案内などを
行うワインコンシェルジュ約 70 名を育成、
峡東 3市すべてのワイナリー、特産品である
ぶどうや桃、宿泊施設や飲食店などを紹介
する HP の開設、周遊マップの制作などを
行っており、来訪者がワインに親しみながら
地域を周遊するための受入体制の整備や、
豊富な観光資源に恵まれた峡東地域の認知

度向上が図られている。

後藤知事　峡東ワインリゾート構想では、ワ
インをキーワードに日本一の産地という地域
特性を生かして周遊観光を促進し、日本遺
産事業では、地域の歴史的資源であるぶどう
畑やワインづくりを生かして地域活性化を図
ることから、それぞれの魅力を相互に融合さ
せ、相乗効果が得られるように取り組んでい
く。日本遺産事業については、構成文化財を
加えた新たな周遊マップの作成に加え、ワイ
ナリーや周遊ルート上の各所に休憩用ベンチ
を設置して快適性の向上を図るとともに、峡
東地域の魅力を伝えるテレビ番組やＰＲ動
画の制作などによる国内外への情報発信の
強化を、他の認定地域とも連携して実施して
いく。峡東ワインリゾート構想については、
ぶどう畑の景観や地域の暮らし、歴史・文化
などを取り込みながら、ワインの魅力を更に
磨き上げることにより、一層地域の活性化に
資するよう取り組んでいく。　

乙　黒　本県の果樹産地の一層の強化に向
けて、生産基盤の整備等に加え、果樹農業
の将来を支える担い手をより多く確保して
いく取り組みが必要である。また、近年は
年代を問わず就農したいと考えている人は
増えており、就農支援は山梨県への移住定
住につながる大きなチャンスでもある。県
ではアグリマスターによる就農定着支援制
度や、農業大学校における職業訓練、国の
農業次世代投資資金の活用など、様々な担
い手の確保・育成対策に取り組んできたが、
本県農業の主力である果樹の将来を担う新
規就農者の状況について伺う。次に、本年
より取り組んでいる五十歳以上のシニア世
代を対象とした就農支援について、これま
での状況と今後の取り組みについて伺う。

農政部長　県では意欲ある担い手の確保に
取り組んできた結果、新規就農者は年々増
加し、昨年度は３１４人に達した。このうち、
果樹の新規就農者は 129 人と全体の約 4 割
を占め、本県の主力である果樹農業を支え
る重要な担い手となっている。129 人を年齢
別に見ると 50 歳未満の就農者が約７割を占
めている。またシニア世代を対象とした果
樹や野菜の技術研修を本年度 5 月から開始
し、果樹では 24 名の研修生が農援隊などの
篤農家のもとで学んでいる。8 月には東京都
内で就農促進セミナーを開催し、参加した
29 名の受講者からは現地視察や農地の取得
方法等の具体的な相談もあり、本県農業へ
の関心への高まりを実感している。今後は
就農希望者による、シニア世代の農業者へ
の訪問ツアーも予定しており、今後もシニ

ア世代の確保育成に積極的に努めていく。

１．被災者の心のケアについて

２．峡東地域の日本遺産認定を生かした観光振興について

３．果樹農業の担い手の確保について

　山梨県議会 9 月定例会で一般質問させて頂きました。本年、日本各地で発生した災害対応やライフワークと
して取り組む介護に関する質問、そして地元である山梨市の観光に係る 6 件の質問をさせて頂きました。また
定例会の合間に開催された決算特別委員会、指定管理施設・出資法人調査特別委員会の委員を担当させて頂き、
県政全般について様々な質問をさせて頂きました。

その他の質問
４．要介護認定の状況と介護予防への取り組みについて
５．山梨市における果樹農業の振興について
６．学力向上対策について

決算特別委員会（H30.10.15 ～ 11.15）質問一覧
１．やまなし起業サポート事業費について
２．山岳観光の推進について
３．「やまなしエネルギービジョン」の策定・推進について
４．地域振興事業会計について
５．学力向上に関する取り組みの推進について
６．認知症への理解の推進と見守り体制づくりの推進について

農政産業観光委員会での活動

乙黒泰樹　県議会レポート　第03号（平成31年 2 月）

平成30年度9月定例会 質問・答弁要旨

五島市にて鳥獣害対策システム視察

11月8日　県内調査

・産業技術短期大学校塩山キャンパス
山梨で働くことの魅力と自らのキャリア
形成について

・米倉山電力貯蔵技術研究サイト
電力貯蔵技術研究推進事業について

ゆめソーラー館やまなしにて産業技術短期大学校にて

北九州産業観光センターにて西山田農園にて窯業技術センターにて

平成31年
２月定例会の日程
２月２６日・・・・・・・・・・・・・議会開会

３月４日～７日・・・・代表・一般質問

３月7日・・・・一般質問にて登壇予定

３月8日～１３日・・・・・常任委員会

３月１５日・・・・・・・・・・・・・議会閉会

　日程は 3 月 7 日（木）午後を予定しています。当日は県議会議
事堂において傍聴することができます。また山梨県議会の HP か
らも議会の様子を視聴することができます。
 ①　県産ワインの振興について
 ②　山梨県笛吹川フルーツ公園の運営について
 ③　ＪＲ中央線の利便性向上の取り組みについて
 ④　ＪＲ中央線東山梨市駅付近の跨線橋整備について
 ⑤　ＩＣＴを活用した教育の推進について
 ⑥　保育士の確保・育成について

多くの皆様のご支援をよろしくお願い致します。

山梨県議会 2 月定例会にて質問


