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　2017 年 10 月 22 日に施行された山梨市選挙区における山梨県議会議員補欠選挙に当選し、県議としての活動を開始して
四ヶ月が経過しました。多くの皆様のご支援により、県議会という新たな舞台で仕事ができることを感謝すると共に、山梨
県政の発展に貢献するための活動ができることを誇りに感じております。まだまだ経験不足の若輩者ではありますが、地域
のために全力で取り組むことをお約束致します。これからも皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。

　山梨県議会では自民党誠心会に所属することとなり、多くの先輩議員にご指導頂きながら県議とし
ての経験を積んでおります。昨年 11 月には会派での行政視察にも参加し、福岡県を中心に様々な先
進事例を学ぶことができました。また県議会で所属している教育厚生委員会の委員として県内視察も
行い、県政のチェックに加え、新たな施策の提案に向け積極的に活動しております。
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県議としての活動

山梨県議会議員

新県議として様々なことに全力でチャレンジ

11 月 15日～ 16日
山梨市議会、新翔会・公明党の視察に同行
・鹿児島県鹿屋市
 やねだんのまちづくりについて
・鹿児島県指宿市
 特産品の海外販売と観光について

11月 28日～ 30日
山梨県議会、自民党誠心会による政務調査
・福岡県北九州市　北九州緊急物資輸送センター
 災害時の救援物資の輸送について
・福岡県北九州市　ミクニワールドスタジアム
 総合球技場の建設について
・福岡県福岡市　九州農産物通商株式会社
 農産物の輸出促進の取り組みについて
・福岡県庁　70歳現役応援センター
 「70歳現役社会」づくり推進事業について10月 24日初登庁

1月 7日山梨市民会館　成人式にて挨拶 1月 26日甲府駅前
おもてなし推進週間街頭キャン
ペーンに参加

1月10日ハイランドリゾートホテル平昌五輪出場選手壮行会
スケート連盟会長を務める橋本聖子参議院議員と

北九州緊急物資輸送センター

ミクニワールドスタジアム

1月 18日舞鶴城公園　山梨県警察年頭視閲式にて

九州農産物通商株式会社

山梨市議会議員の皆さんと

一乃釜（1月 20 日乙黒撮影）
山梨市三富の観光スポット。
近年インスタ映えするとしてネッ
トを中心に話題となっています。

やまなし

すきです。

生まれ育った山梨が

大好きです。

大好きな山梨のため

に全力で働きます。



乙　黒　山梨県内の認知症高齢者の数は
26,475 人であり、高齢者人口の 10.9％を
占め、前年に比べ 686 人増加しており、
このうち 75 歳以上の方が認知症高齢者の
92.3％を占めている。昨年の認知症行方不
明者は 68 人と前年より 33 人多く、約 2
倍となっており、このうち 7 人は死亡し
た状態で発見されている。行方不明となっ
た認知症高齢者を無事保護するためには
早期の捜索と発見が重要であり、自治体
の圏域を超えるケースもあり、地域での
見守り体制の構築に加え広域的な対応を
強化する必要がある。
私は、事前に協力者として登録した方々
に無料アプリをダウンロードしてもらい、
行方不明者の情報が一斉に配信されると

ともに、行方不明となった高齢者が身に
つけているステッカーの番号を入力する
ことで瞬時に家族等に通報されるシステ
ム、現在、山梨市や笛吹市が導入してい
るスマートフォンを利用した見守りシス
テムが有効ではないかと考えるが、県の
取り組みについて伺いたい。

後藤知事　　県では民間団体と連携し、
認知症の方が外出先で困った時に家族へ
の連絡先がわかるよう氏名や電話番号を
記載した「おかえりマーク」の普及に取
り組み、市町村に対して先進事例の情報
提供や体制整備のための研修会などを開
催している。また 10 月には山梨市や甲州
市と連携した広域捜索模擬訓練を実施す

るなど、県内各市町村が隣接する市町村
同士で連携体制を構築できるよう支援を
続けている。現在、県では金融機関を始
め 7 事業者と高齢者の見守り協定を結ん
でいるが、今後も官民が一体となった市
町村の区域を超える広域的な連携体制の
さらなる整備に向け、次期認知症対策推
進計画においても見守り体制の強化・充
実を掲げ、積極的に施策を推進していく。

乙　黒　現在、山梨市内において県が整
備を進めている山梨市駅南線は、市の中
心市街地として商業・観光振興の拠点で
ある山梨市駅周辺の交通環境を改善する
とともに、まちづくりにも寄与する重要
な道路である。多くの商店や加納岩小学
校、山梨高校などの教育施設もあり、生
活道路・通学路の役割を担うにもかかわ
らず、現道は幅員も狭く歩道もないこと
から、地域住民の安全確保も困難となっ
ている。また新たな駅舎を建設している
山梨市駅と南北自由通路による山梨市駅
周辺の活性化にも大きく寄与する本道の
整備は地元からも大きな期待が寄せられ
ている。平成 24 年度に事業着手し、現在

は用地買収に取り組まれていると聞いて
いるが、進捗状況について伺いたい。

県土整備部長　都市計画道路山梨市駅南
線整備事業は、山梨市駅付近を起点に南
へ約 700 メートルの区間について道路の
拡幅と電線類の地中化を行うものである。
この事業は山梨市が進める駅南口周辺整
備事業とともに駅南側において地域の骨
格を形成し、中心市街地の活性化や歩行
者の安全確保に寄与するものである。現
在、用地取得を進めており、本年度末時
点で取得率が五割程度まで進捗する見込
みであり、市と連携を図りながら事業効
果を早期に発現させるため駅側から重点

的に整備を進め、一日も早く工事に着手
できるよう取り組んでいく。

乙　黒　本年度末の全線供用を目指し工
事が進められている西関東連絡道路の完
成は、峡東地域と甲府都市圏との交流が
活発となり、山梨市にとって産業や経済
面で大きな成果が得られると期待されて
いる。同時に、山梨市内と中央自動車道
を結ぶ道路ネットワークが強化されるこ
とで、当地域のさらなる発展に大きく貢
献できると考える。このうち県道山梨市
停車場線は、山梨市中心部と中央自動車
道の一宮御坂インターチェンジを結ぶ道
路であり、すでに整備済みの重川橋から
日川橋までの間は幅員も狭く歩道がない
ことから交通事故の危険性も高く、地域
住民の安全確保や快適性の確保が課題で
ある。また山梨市駅北口と国道 20 号や中

央自動車道勝沼インターチェンジを結ぶ
県道市之蔵山梨線についても、根津橋か
ら上石森交差点までの区間は既に整備も
完了し快適な通行空間が確保されている
ものの、その先の市民体育館東交差点ま
での区間は道路の幅も狭くセンターライ
ンや歩道もない上に見通しがきかない箇
所もあることから歩行者や自転車の通行
が危険な状況である。そこで、山梨市内
と中央自動車道を結ぶこれらの道路の整
備状況について伺いたい。

県土整備部長　県道山梨市停車場線につ
いては、整備が完了した重川橋からその
南の日川橋までの間において幅員が狭く
歩道もないことから、歩行者の安全確保

が課題となっているが、現道は人家が連
なり中には移転が困難な物件が含まれる
ことから拡幅が難しい状況である。今後
はバイパス案も視野に入れ整備方針を検
討していく。
　県道市之蔵山梨線の上石森交差点から
市民体育館東交差点までの約 900 メート
ルについては、平成 26 年度より拡幅事業
に着手しており、本年度は用地取得が完
了した上石森交差点から約 100 メートル
の間について工事を進めている。今後も
円滑で安全な通行の確保に努めていく。

乙　黒　平成 24 年の文部科学省の調査で
は、小中学校の通常の学級には発達障害
の可能性のある児童生徒が約 6.5％在籍し
ていると推計され、平成 27 年度の県教育
委員会の調査では本県の小中学校におい
ても全児童生徒の約 3.3％に当たる 2,073
人に発達障害の疑いがあると考えられる。
また発達障害の症状は多岐にわたってお
り、その障害特性に対する理解が進まな
いことも大きな問題である。本県では小
中学校の特別支援学級を担当する教員の
うち特別支援学校の教員免許を合わせて
保有する者は 20.8％と全国平均を大きく
下回り、今後は小中学校の教員が発達障
害の特性を理解し、適切な対応ができる

ように専門性の向上を図る取り組みが必
要である。そこで発達障害のある児童生
徒にかかわる教員に対して、県ではどの
ような支援を行っているのか伺いたい。

県教育長　通常の学級に在籍している発
達障害の可能性のある児童生徒について
は、学習面、行動面におけるつまずきや
困難な状況に早期に気付き、適切な指導
や支援に繋げる必要があるため、全ての
教員が発達障害に関する一定の知識・技
能を有していることが大切である。県教
育委員会では初任者や採用 5 年目の教員
を対象に発達障害の理解や支援方法に関
する研修を行うとともに、学校として対

応できる体制を確保していくため管理職
を対象に特別支援教育の視点を踏まえた
学校経営に関する研修を行っている。ま
た特別な支援を必要とする子供に関わる
教員に対して授業支援ガイドブックや新
学習指導要領で示されている学習上の困
難さに対する指導例を活用して指導して
いる。今後も市町村教育委員会と連携を
図りながら、特別支援学校や総合教育セ
ンター等が専門的な見地から必要な指導・
助言を行うなど、学校や教員への支援に
努めていく。

乙　黒　山梨県は待機児童ゼロを継続し
ており都市部とは状況が異なるが、隣接
する都県の問題が波及する前に対策を講
じる必要がある。保育士は子供の憧れる
職業の上位にランクされる一方、業務は
多忙であり賃金水準も低く、キャリアアッ
プの仕組みがないなど厳しい実情があり、
保育士の早期離職や保育士資格を持ちな
がら保育士として就職しない潜在的保育
士の増加など、今後の保育士確保と定着
は大きな問題となる可能性があると考え
る。良質な保育を安定的に供給するため
にも保育士のキャリアアップや処遇改善、
学生への保育士就職促進、潜在的保育士
の再就職支援といった対策と、これらの

取り組みの仕組みや効果を広く周知する
ことが必要と考えるが、県の取り組みを
伺いたい。

後藤知事　保育士の確保・定着には技能
や経験に応じてキャリアアップができる
仕組みを構築し、賃金などの処遇改善を
図ることが肝要であり、県では民間保育
所等が副主任保育士や専門リーダー等の
新たな職を設け、キャリアに応じて賃金
を改善する場合には国の加算制度に基づ
き財政支援を行うほか、本県独自の取り
組みとして、民間保育所等に社会保険労
務士を派遣し就業規則や給与規程の整備
が円滑に行われるように支援している。

またキャリアアップのための専門的な技
能や知識の習得のためマネジメントや保
健衛生・安全対策等を内容とする研修を
開催し、多くの保育士の皆さんから積極
的な参加を頂いている。それから学生の
就業促進として保育所の見学会を開催す
るとともに、保育士経験者の復職支援と
して、一定期間保育所に勤務した場合に
返還免除となる貸付制度を本年度から開
始し保育に必要な人材を確保できるよう
取り組んでいる。こうした取り組みを全
ての市町村や保育所を対象とした説明会
のほか、様々な機会を通じて周知に努め
ていく。

乙　黒　山梨県は平成 25 年度に厚生労働
省が公表した健康寿命において、男女と
もに日本一となっている。平成 25 年度に
策定した健康増進計画第二次健やか山梨
21 に基づき、県民の健康の維持・増進に
向けた様々な施策を展開しているが、塩
分摂取量が多いという課題を解決するた
めに取り組んでいるやまなししぼるとメ
ニューなど、素晴らしい取り組みもまだ
まだ県民に周知されていないことが問題
である。また県では口の中の健康と全身
の健康が相互に影響を及ぼすことに着目
し、平成 26 年度から医科と歯科を含む職
種が連携する取り組みを推進しており、
平成 28 年度からは糖尿病重症化予防医科

歯科連携事業として、特に糖尿病と歯周
病に関して医科歯科が相互に連携して早
期発見・早期治療に繋げている。本県は
人工透析患者数が全国平均より高く、糖
尿病患者数も増加する中、今後も人工透
析患者が増加すると予測されているが、
この医科と歯科の連携が具体的にどのよ
うに推進していくのか伺いたい。

後藤知事　県では健康増進計画である山
梨 21 に基づき食事や運動、生活習慣を含
め総合的な対策を進めているが、特に糖
尿病と歯周病が相互に悪影響を与えてい
ることに着目し、医科と歯科が連携する
取り組みに力を入れている。昨年度まで

に県医師会・歯科医師会の代表者などで
構成する専門部会において患者の情報を
共有するための準備を行っている。本年
度は研修に加え、9 月より協力医療機関
を募集したところ 11 月末で 177 件の登録
があるなど連携は順調である。この事業
では歯周病の治療の際に糖尿病が疑われ
た場合、速やかに医科を紹介することで
糖尿病の早期発見・早期治療に繋げると
ともに、糖尿病の重症化を予防すること
で人工透析などの合併症に対する医療費
の抑制にも貢献できると考える。今後も
医科や歯科の連携を深め、登録頂いた医
療機関と連携し、さらなる健康寿命の延
伸に取り組んでいく。

１．認知症高齢者の見守り体制の整備について

２．保育士の確保・定着について

３．健康寿命延伸に係る医科と歯科の連携について

　昨年の山梨県議会 12 月定例会では、新人議員ではありますが一般質問する
機会を頂き、これまで市議会議員として活動してきた経験を活かしつつ、6 件
の質問をさせて頂きました。

４．都市計画道路山梨市駅南線の整備について

５．山梨市内と中央自動車道を結ぶ県道整備について

６．発達障害のある児童生徒に関わる教員への支援について
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平成 30 年 2 月 定例会 質問・答弁要旨
乙黒泰樹　県議会レポート　第 01 号（平成

平成 30 年 2 月 定例会 質問・答弁要旨

平成 30 年 2 月定例会の予定
2月 19 日 議会開会
2 月 26 日～ 3 月 1 日 代表質問・一般質問
3月 1日 一般質問にて登壇
3 月 2 日・5 日 常任委員会
3 月 6 日 本会議
3 月 7 日～ 9 日・12 日 常任委員会
3 月 14 日・19 日～ 20 日 予算特別委員会
3 月 23 日 議会閉会
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