
甲府刑務所

　謹啓　晩秋の候、ご清栄のこととお慶び申しあげます。
　９月21日開会10月７日まで（17日間）全ての案件を議了し、９月定例県議会が閉会しました。
　今定例会におきましては、追加提案を含む、総額348億円余の一般会計補正予算案や、「山梨県職員の定年等に関する条例」の改正案件
などの審議とあわせ、ウイズコロナ時代における観光振興や果樹産地の維持・発展に向けた高付加価値化、スポーツによる地域活性化
に向けた取り組みなど、当面する諸課題について活発な議論が交わされたところであります。
　さて、現在は、ウクライナ情勢に伴う資源価格の上昇や世界経済のコロナ禍からの回復、更に円安の進行の影響を受け、食料品やエネ
ルギー分野をはじめとする値上がりが、県民の暮らしや事業者の経営に深刻な影響を与え続けております。
この状況を踏まえ、政府は、先月、地方自治体への「地方創生臨時交付金」の増額を含む、物価高騰対策を決定するとともに、今月にも、物
価高・円安への対応や、賃上げへの取り組みなどをはじめとする、新たな総合経済対策を取りまとめることを表明しました。
　国や県がこれらの対策を有効的に実施することにより、社会経済活動の再生に向けた道筋が確かなものとなるとともに、その効果が
疲弊する県民生活や県内企業にも速やかに波及することを期待する次第であります。
本県の更なる前進を目指し邁進する事をお誓い申し上げます。
　今後ともご指導、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬白
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関連質問：リニア駅前整備の進捗状況と今後の進め方について（次頁に質問・答弁を掲載）
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県政の課題を質しました　　

昭和市の実現を目指す



山梨・昭和町　もっと元気に！ もっと便利に！ もっと楽しく！

リニア駅前整備の進捗状況と
　　　　　　　　今後の進め方について
シャトルバス構想に変更の必要性が生じていること、また
駅前エリアの整備方針が度々変更され、地元が行政に振り
回されてきたとの報道がされている。
駅前エリアは山梨の玄関口となり、今後の発展に影響する
ことから関係事業者のほか、甲府市と連携しながら早急に
進めていく必要がある。甲府市議会において、市長から脱炭
素関連産業を誘致、育成するエリアとして整備する考えが
示された。
そこで、現時点でのリニア駅前整備の進捗状況と今後の進
め方について伺う。

一般に駅前整備は、地域の発展やまちづくりに直結するこ
とから、地元市町村が主体となった取り組みが行われてい
ます。
こうした中、リニア駅南側について、今般地元甲府市がカー
ボンニュートラルの実現と新産業の育成に資するエリアと
することを目指し、積極的なまちづくりに取り組むことを
表明したところであります。
県では今後、市から示される具体的な整備方針を踏まえ、市
と緊密に連携しながら、必要な対応をとって参りたいと考
えております。
一方リニア駅は、県の新たな玄関口としてより広域的な交
通結節機能を担うことから、その点については県が整備を
担うこととしています。
これまで県は、駅北側について中央自動車道と直結し広域
移動に対する利便性が高いことから、メインの交通広場と
しての在り方について示して参りました。
今後は、これまでの検討結果を踏まえ、本年７月に設置した
リニア駅前エリア整備検討会議において、有識者からの意
見を伺いながら施設の具体化に向けて検討を進めて参りま
す。

甲府市と緊密に連携し対応をとる‼
（長崎知事）

答1

質1

DV対応における関係機関の連携について
本県の女性相談所とぴゅあ総合への相談状況を見るとDV
相談は半数程度を占めている。
DV相談者は、心身ともに疲弊し、暴力への不安から冷静な
判断が難しい状況であるため、安心して次の行動に移るこ
とができるきめ細やかな支援を関係機関で連携して行うこ
とが重要である。
県では女性相談所とぴゅあ総合が、配偶者暴力相談支援セ
ンターとしてDVの相談に対応しているが、深刻化するDV
の相談に対し、どのように関係機関の連携を強化するのか、
県の所見を伺う。

DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、どの
ような理由があっても許されるものでなく、その責任は加
害者にあります。
県では、支援に当たる市町村や法テラスをはじめとした関
係機関と実務者会議を設置し、DV被害者の安全確保を最優
先に、情報保護にも最大限配慮する中で、情報共有や連携を
図ってまいりました。
一方で、議員御指摘のとおり、DV相談は増加・複雑化してお
り、県では様々なDV事案を分析し具体的な支援方法を類型

被害者に寄り添ったきめ細やかな支援を‼
（子育て支援局長）答2

質2

やまなしスポーツエンジンによる
　　　　　　誘客への取り組みについて
本県においても、本年４月にやまなしスポーツエンジンが
設立され、スポーツ成長産業化戦略で掲げる、スポーツによ
る地域活性化の推進を図っている。
東京2020オリンピック・パラリンピックによる成果を最大
限に取り込むには、やまなしスポーツエンジンがまさにエ
ンジン、原動力となって誘客への取り組みを図っていくこ
とが重要である。
まずそこで、県では東京2020オリンピック・パラリンピック
のレガシーをどのように誘客につなげようとしているのか
伺う。
また、スポーツによる誘客を図るため、本県においても県の
特徴を生かした取り組みが必要であると考えるが、やまな
しスポーツエンジンでは、どのような取り組みを進めてい
るのか伺う。

東京2020オリンピック・パラリンピックレガシーの誘客へ
の活用について、県では自転車競技ロードレースの会場や
事前合宿地となったレガシーに、自然や食などを掛け合わ
せ、魅力的な誘客コンテンツとして積極的に活用していく
こととしております。
現在、ロードレースコース周辺の観光案内を行うサイクル
ツアーガイドを養成しており、この取り組みを新たにス
ポーツツーリズムとして全県で展開して参ります。
また、富士河口湖町ではトライアスロン大会が初めて開催
され、今後、市町村や関係団体と連携した誘客にも力を入れ
て参ります。
次に、やまなしスポーツエンジンの取り組みについては、南
アルプス林道を活用したサイクルイベントを実施するとと
もに、湖での足こぎカヤックや森の中でのヨガなど豊かな
自然を生かしたアウトドアアクティビティの開発を進めて
おります。
アクティビティについては、モニターツアーを有料で行い、
集客力や収益性などを検証し、本県の魅力を最大限引き出
し収益性の高いコンテンツとして磨き上げて参ります。
こうした取り組みにより、本県の特徴をふんだんに盛り込
んだ、これまでにないスポーツツーリズムとして確立し、全
県で展開していくことでスポーツによる本県への誘客につ
なげて参ります。

スポーツによる山梨県への誘客につなげる‼
（スポーツ振興局長）

答4

質4

個別避難計画の策定支援について
近年、災害が激甚化・頻発化しており、全国各地で大きな災
害が発生している。
国においては、災害時における要配慮者への対策を強化す
るため、昨年５月に災害対策基本法を改正した。計画の作成
は、市町村の努力義務であるが、災害はいつ発生するか分か
らないことから、最優先に取り組むべき課題であり、それに
は、県も積極的に関与していく必要があると考える。
そこで、市町村における個別避難計画の作成を促進するた
め、県ではどのように取り組んでいるのか伺う。

災害発生時に要支援者が誰一人逃げ遅れることなく、円滑
かつ迅速に非難するためには、個別避難計画の作成を進め
ていくことが重要であります。
このため県では、昨年の法改正を受け、速やかに市町村担当
者を対象とする説明会を開催したほか、市町村を個別に訪
問し、具体的な作成手順について助言を行って参りました。
その結果、本年１月時点で要支援者すべての計画作成が完
了した市町村がある一方、11市町村では計画作成に着手し
ていない状況にあります。
計画作成を円滑に進めるためには、要支援者や地域の状況
を把握している方々の協力を得ながら、市町村の関係部署
が連携して取り組む必要があり、本年度は、市町村の防災部
局と福祉部局の担当者を対象とする研修会を５回にわたっ
て開催して参りました。
研修会では、計画作成に携わった実績のある民生委員の
方々にアドバイザーとして参加していただき、実践的な演
習を行いました。
更に今後は、市町村の状況に応じてアドバイザーを派遣す
るなど、きめ細やかな支援を行うことにより、個別避難計画
の作成を積極的に後押しして参ります。

個別避難計画の作成を積極的に後押し‼
（防災局長）

答5

質5県が民間企業と設立した、
やまなしハイドロジェンカンパニーについて
本県のP2Gシステムを国内外へ展開していく上で、やまなし
ハイドロジェンカンパニーが非常に重要な役割を担ってい
る。
本県のP2G事業は、我が国の水素エネルギー産業を引っ張っ
て行くプロジェクトであり、システム普及とともに、やまな
しハイドロジェンカンパニーが、企業として成長していく
ことを期待している。
そこで、世界的な脱炭素化の流れの中、やまなしハイドロ
ジェンカンパニーが発展していくことにより、本県へどの
ような効果をもたらすのか所見を伺う。

今年２月に設立した、やまなしハイドロジェンカンパニー
は、米倉山でのグリーン水素製造と県内工場などへの供給
に取り組んでいます。
また、グリーンイノベーション基金や国の助成事業により、
P2Gシステムを県内外の工場などへ導入する事業の中核を
担うこととなります。
これらの事業を通じて、世界最先端の技術を持つ企業や研
究者が米倉山を中心に集うこととなり、県内企業との技術
交流、ビジネスマッチングなどが進展すると考え、やまなし
ハイドロジェンカンパニーの発展が本県産業の活性化と高
付加価値化につながり、出資者としての本県財政にも利益
がもたらされることとなります。
加えて、燃料電池の研究を行っている山梨大学などで学ぶ
学生・研究者の就職先として選ばれるよう、魅力ある企業と
して成長し、技術系人材の雇用の場としても、貢献して参り
たいと考えています。

産業の活性化と本県の収入増加‼
（公営企業管理者）

答3

質3

化することにより、各機関が共有すべき情報や実際の対応
方法を整理したマニュアルを策定し、実務者会議での活用
を図って参ります。
更に、実務者会議に居住や就労の支援機関を新たに加える
ほか、相談員の資質向上のため専門研修受講を促進し、被害
者に寄り添ったきめ細やかな支援を行えるよう関係機関の
一層の連携強化に努めて参ります。

ＤＶ相談カード
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やまなしサイクルツアーガイド養成プログラム認定者

県営南アルプス林道を活用したサイクルイベント
「CYCLE ADVENTURE Fest. in Minami-Alps」実施状況
県営南アルプス林道を活用したサイクルイベント
「CYCLE ADVENTURE Fest. in Minami-Alps」実施状況

P2Gシステムが設置されている米倉山サイト全景P2Gシステムが設置されている米倉山サイト全景

県内水素を
自動車レース（スーパー耐久レース）において
水素エンジンカローラへ水素供給

県内水素を
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水素エンジンカローラへ水素供給

市町村向け個別避難計画作成説明会状況市町村向け個別避難計画作成説明会状況
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不登校児童生徒の学びへの支援について
学校にいけない不登校の児童生徒が学ぶ機会を失い、その
結果、学力が低下してしまうことが危惧され、さらに、学校
を休むことで、授業についていくことができず、学校に行く
気力も失せてしまうといった悪循環が生じてしまうことを
懸念している。未来ある子どもの将来のためにも、不登校児
童生徒の学びへの支援は重要であると考えるが、現在の本
県における不登校児童生徒の学びへの支援の状況と、今後、
県としてどのように取り組んでいくのか伺う。

本県における不登校児童生徒の学びへの支援については、
相談支援センターと、市町村が設置している教育支援セン
ターが一体となって取り組みを進めております。
相談支援センターでは、心理・福祉の専門職が教育支援セン
ターに対し、研修会などにより、児童生徒の状況に応じた支
援について指導・助言を行っております。
また、市町村設置の教育支援センターでは、児童生徒が在籍
する学校と連携を密に取りながら、個に応じたきめ細かな
学習支援を行っているところです。
各学校では、様々な支援を行っている中、GIGAスクール端
末を用いて、児童生徒が自宅にいながら学校の授業を受け
られる取り組みも、徐々に広がっております。
加えて、学級担任が端末を用いて学習の状況を確認すると
ともに、定期的に家庭訪問を行い、不登校児童生徒の理解度
に応じた補充学習も行っております。
県としては、こうした取り組みが、不登校児童生徒の学びへ
の支援にとどまらず、主体的な社会への自立や学校への復
帰にもつながっていくものと考えております。
今後も、児童生徒一人ひとりの学びへの支援の充実と、誰一
人取り残されることのない教育の実現に向けて取り組んで
まいります。

相談支援センターと市町村の教育支援センターが一体で支援‼
（教育長）

答6

質6

サイバー犯罪等の現状を踏まえた
　　警察組織における人材育成について
セキュリティ対策が不十分なパソコンなどを狙ったサイ
バー犯罪等が横行しており、県民を取り巻くサイバー空間
の脅威は深刻な状況にある。県警察は被害防止対策の周知
を図っているが、現下のサイバー事案に適切に対処するに
は、警察組織の人材の育成が重要だと考える。そこで、日々、
悪質、巧妙化するサイバー犯罪等に対処し、県民をサイバー
犯罪等から守るため、警察職員の対処能力向上に向けた人
材育成などについて、どのように取り組みを行っているの
か伺う。

議員御指摘のとおり、増大するサイバー空間における脅威
に警察が適切に対処するためには、人材育成が喫緊の課題
であると認識しており、情報処理に関する専門的技能や経
歴を有する人材を広く民間企業などから中途採用する取り
組みを行い、現在２名の職員をサイバー犯罪捜査官として
運用しております。
また、一般の警察職員全員の知識・技能を底上げするため
に、eラーニングシステムを活用したオンライン研修の制度
を導入しており、一定の情報通信技術を有する職員に対し
ては、国家資格の取得、一定期間サイバー犯罪捜査の実務に
従事させるなどの育成制度も構築しております。
今後は、警察庁に新設されたサイバー警察局と連携した捜
査なども念頭に置き、これらの人材育成への取り組みによ
る、更なる組織基盤の強化に努めて参ります。

人材育成への取り組みによる、更なる組織基盤の強化‼
（警察本部長）

答7

質7
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相談支援センター

端末を使った遠隔授業

サイバー捜査特別研修員の研修状況
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S58年 日本大学卒業
S58年 JAバンク山梨勤務
H11年 昭和町議会議員(1期目）
H15年 昭和町議会議員(2期目）
H22年 参議院公設第二秘書
H24年 衆議院政策秘書
H27年 昭和町議会議員(3期目）

S35年12月 昭和町生まれ
S48年 昭和町押原小学校卒業
S51年 昭和町押原中学校卒業
S54年 県立甲府南高等学校卒業

H31年 山梨県議会議員(1期目）
R ３ 年 農政産業観光委員長
R ３ 年 山梨県信用保証協会 理事
R ３ 年 山梨県農業信用基金協会 理事
R ３ 年 昭和町商工会 副会長
Ｒ４ 年 決算特別委員会　副委員長

昭和町議会／副議長
昭和町議会教育厚生常任委員会／委員長
昭和町消防団／運転手長
昭和町押原小学校／PTA会長
県立甲府南高等学校／PTA会長
県立甲府第一高等学校／PTA会長
山梨県高等学校PTA連合会／会長
社団法人 甲府青年会議所／副理事長…他

たかの一雄
プロフィール

歴
任

現在、山梨県議会に於いて会派は自民党誠心会に所属しておりますが、特定の政党には属さず無所属で活動しております。
会派としてのスタンスは、県政に対し是々非々の立場で臨んでおりでます。ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

省エネ・再エネ整備導入加速化事業費補助金について
山梨県ではコロナ禍における原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコストの削減を推進する省エネ再エネ設備の導入
に要する経費の一部を補助します。
申込受付期間：令和4年11月14日㈪～令和4年12月9日㈮

詳細は右下のQRコードでご確認ください！

注）：令和5年２月10日㈮までの事業完了が補助対象となります。
補助対象設備
省エネ設備：照明設備（LED照明含む）、高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、生産設備、
　　　　　 エネルギーマネジメントシステム
再エネ設備：太陽光発電設備、蓄電池


