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NEXT未来
日本一誇れる街

甲府を創る

甲府市議会議員
向山のりとし 議会活動報告

市の予算案や決算案を審議する定例会、委員会などの「議会活動」、
シンポジウムや会合、研修会に参加する「議員活動」、住民の要望を
聞いて実現に向けて行動する「政治活動」、自治会や各種ボランティア
で協働する「地域活動」などなど。自らスケジュールを管理しながら、多
方面で活動しています。
税金を使う側である行政のチェック役が議会・議員です。加えて、地域
の多様な問題点を住民と共有して、解決に向けて行動することも大切

な職務だと考えています。
市議会議員の役割や甲府市の課題をより多くの皆様に知っていた
だき、政治に参画しやすい環境をつくるために活動していきたいと考
えています。皆様の要望や意見が、活動の礎です。機関紙「未来 
NEXT」を通して、感想をお寄せいただければ幸いです。

甲府市議会議員　向山憲稔

【 発行元 】 憲山会 （向山のりとし後援会  会長：㓛刀正憲）　〒400－0053 山梨県甲府市大里町2051番地　電話：055-225-6471　FAX：055-225-6472

向山のりとし後援会事務所
〒400－0053 山梨県甲府市大里町2051番地
電話：055-225-6471
FAX：055-225-6472
携帯：080-7758-8021

E-mail：noritoshi0717@yahoo.co.jp
HP：http://www.mukouyama-nextkofu.com

http://www.fb.com/mukouyama.nextkofu

Facebookで政治活動などの情報発信をしています！ぜひ一度ご覧ください

問い合わせ

討議資料

向山のりとしの活動を支えていただけるメンバー
を募っています。ご入会いただいた方には、活動
報告書や後援会からのお知らせをお送りいたしま
す。支援の輪を広げるため、既に入会している皆
様には、ご友人やお知り合いをご紹介いただけれ
ば幸いです。
向山が目指す「日本一誇れる街 甲府」を創り上げ
るため、何とぞご協力のほどお願い申し上げます。

1. 議会の委員会などで積極的に意見・
提言　2. 「関東若手市議会議員の
会」の役員として、乳幼児ミルクに関す
る請願書を塩崎恭久・厚生労働大臣
（当時）に提出しました　3. 「甲府の未
来を語る会」（保守系市議団主催）に出
席し、自らの想いを熱く訴えました　4. 
毎年恒例の「水源林植樹の集い」でミ
ズナラを植樹　5. バスケットボール女
子「山梨クィーンビーズ」を応援していま
す！　6. 市民体育大会で元気よく選手
宣誓！

Supporters Club
サポーターズクラブ（後援会）
メンバー募集中！

主な議員活動報告(昨年4月以降)

2016年 （平成28年）

2017年 （平成29年）

Profile

2017 Autumn Issue

Activity Report

・信号機を設置してほしい。
・側溝を補修してほしい。
・動物園のリニューアル計画に要望がある。

などなど、身近な問題から市政課題まで意見・要望をお聞か
せください。市民の皆様のご意見ご相談を伺いますので、い
つでも電話・ＦＡＸ・メールでご連絡ください。また、無尽会や会
合、地域のイベントにお誘いいただければ、調整した上でお
伺いします。お気軽にお声掛けください！

Real Voice
皆様の声を市政に届けます！
向山の活動は市民の皆様の
“声”が原点です。

「市議って何しているの？」。 市民の皆様から、よく聞かれる質問です。
議員の仕事とは

昭和５９（１９８４）年７月１７日
甲府市大里町のスーパー「シーサイド向山」の長男として誕生

平成３（１９９１）年
社会福祉法人 大鎌田保育園　卒園

平成９（１９９７）年
甲府市立 大国小学校　卒業
大国ミニバスケットボールクラブに入団し、バスケを始める

平成１２（２０００）年　甲府市立 上条中学校　卒業
祖父・向山正郎の「政治が社会の基礎をつくる」という話がきっかけで
政治に興味を持ち、政治家を目指すようになる

平成１５（２００３）年　山梨県立 甲府西高等学校　卒業
県内屈指の強豪校で、バスケットボール部キャプテンを務める

平成１９（２００７）年　明治大学 政治経済学部政治学科　卒業
大学２年の夏から議員秘書研修を経験
萩生田光一衆議院議員（自民党・東京２４区）事務所で政治の一端を学ぶ

平成１９（２００７）年　山梨日日新聞社　入社
社会部として事件事故取材にあたったほか、地域の行政取材を担当する
警察取材や裁判だけでなく、山梨県内の社会情勢を幅広く取材・報道する

平成２６（２０１４）年　山梨日日新聞社　退社
政治の道を志して活動を始める

平成２７（２０１５）年　甲府市議会議員　初当選
「地盤・看板・鞄」のない選挙戦の中、5012票をいただき初当選

［ プロフィール ］

About Mukoyama
趣　味

バスケットボール
スポーツ観戦

資　格

教員免許

家　族

妻と長女、両親の5人家族

所　属

［ 議会関係 ］
会派「創政こうふ」
経済建設員会

リニア中央新幹線調査研究会
東八代広域行政事務組合

4月21日
5月10日

5月12日～13日
5月25日～26日 

6月5日
6月9日～22日
7月12日～14日

7月28日

8月1日
8月19日

9月5日～29日
9月22日
10月4日
10月17日

10月18日～20日
10月31日～11月1日

11月9日
11月11日

11月14日～15日
11月16日～18日

11月19日
11月21日
11月26日

12月2日～15日
12月22日

市議会 リニア中央新幹線調査研究会
市議会 経済建設委員会
日本自治創造学会 第8回研究大会 （東京・明治大学）
市議会 リニア中央新幹線調査研究会 行政視察 （長野、群馬）
保守系市議団 「 甲府の未来を語る会 」 （南部市民センター）
市議会 6月定例会 ※一般質問 向山憲稔登壇
会派「創政こうふ」行政視察 （青森、北海道）
市議会 リニア中央新幹線調査研究会
東八代広域行政事務組合議会 臨時会
関東若手市議会議員の会 総会・研修会 （埼玉）※事務局次長に就任
市議会議員互助会 研修会 （甲府市役所）
市議会 9月定例会
向山のりとし 市政活動報告会 （甲府市総合市民会館）
東八代広域行政事務組合議会 定例会
市議会 リニア中央新幹線調査研究会
市議会 経済建設委員会 行政視察 （京都、滋賀、岐阜）
姉妹都市・奈良県大和郡山市 新人議員相互交流研修会
拓殖大学・山本尚史教授 「エコノミックガーデン」に関する研修会
市議会 経済建設委員会
関東若手市議会議員の会 研修会 （甲府）
会派「創政こうふ」行政視察 （熊本）
向山のりとし後援会主催 「NEXT甲府グルメコン」
市議会 リニア中央新幹線調査研究会
向山のりとし後援会主催 「グラウンドゴルフ大会」
市議会 12月定例会 ※一般質問 向山憲稔登壇
東八代広域行政事務組合議会 臨時会

1月19日
1月24日
2月13日

2月15日～16日
2月21日

2月27日～3月21日
3月23日
4月14日

4月20日～21日
5月11日

5月18日～19日
6月1日

6月8日～21日
6月23日
7月1日

7月4日～6日
7月7日
7月20日
8月16日

9月4日～28日

山梨大学にて「こうふフューチャーサーチ」に関する会派研修会
市議会議員互助会 研修会 （甲府市役所）
市議会 リニア中央新幹線調査研究会
会派「創政こうふ」行政視察 （静岡）
市議会 リニア中央新幹線調査研究会
市議会 3月定例会 ※予算審査特別委員会委員として予算審議
東八代広域行政事務組合議会 定例会
児童養護施設にて会派研修会
市議会 リニア中央新幹線調査研究会 行政視察 （愛知、岐阜）
市議会 経済建設委員会
日本自治創造学会 第9回研究大会 （東京・明治大学）
子どもの貧困対策やギャンブル依存症について各省庁で研修会
市議会 6月定例会 ※一般質問 向山憲稔登壇
防災専門家による避難所運営訓練 （甲府市役所）
山梨クィーンビーズ後援会甲府市支部 総会・選手激励会
会派「創政こうふ」行政視察 （鹿児島）
市議会 リニア中央新幹線調査研究会
保守系市議団 「 甲府の未来を語る会 」 （南部市民センター）
関東若手市議会議員の会 総会・研修会 （東京）
市議会 9月定例会 ※決算審査特別委員会委員として決算審議
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写真：甲府市大津町
田園風景が広がるリニア中央新幹線
の新駅建設予定地。2027年の開業
に向けて、住民目線に立った課題解
決とリニア効果を引き出すまちづくり
を提言していきます。

会費無料



全国で空き家の増加が深刻化する中、甲府市は、独自に条例を制定し、本格的な対策に乗り出しました。
向山は本会議などで、対策強化を訴えており、空き家の利活用などさらなる対策の促進を目指しています。

総務省の調査によると、山梨の空き家率は22・0％で、全国ワースト1位。甲府では4千軒近く確認され、建物が傾いていた
り、老朽化した瓦や看板が落下する危険があったりする家もあります。
市は、倒壊の危険性がある空き家について、市の判断で応急措置ができる内容を含んだ条例を今年1月に施行。9月から
は空き家の撤去費用を一部負担する新たな助成制度を導入したほか、危険性が特に高い建物13軒を「特定空き家」に
認定するなどして、対策を進めています。
向山は「条例制定も見据えて空き家対策を進めるべきだ」(2015年6月定例会)などと対策強化を提言してきました。条例制
定など甲府市の取り組みは大きな前進であり、向山は「行政や地域住民と連携して、活性化につながる空き家活用策も提
言していきたい」と話しています。

空き家対策が前進！議会での提言が形に

後援会ニュース　※後援会有志と向山が編集・構成。（敬称略）

Supporters Club NEWS 一般質問レポート

平成 28 年度 6 月・12 月 定例会／平成 29 年度 6 月定例会、各定例会にて、本会議の一 般質問に立ちました。

General Inquiry

PICK
UP!

PICK
UP!

向山のりとし後援会は、地域活性化を目的として、昨年11月に
グルメコン（恋活パーティー）とグラウンドゴルフ大会をそれぞれ開きました。

グルメコンは、地域の飲食店を盛り上げると同時に、男女の出会いの場につなげようと企画。上
海食堂（大里町）を会場に男女40人が参加しました。参加者からは「いいお店を知るきっかけに
なった」「料理と会話を楽しめた」と好評でした。
グランドゴルフ大会は最高齢88歳から最年少4歳まで幅広い年齢層の約150人が出場し、世
代を超えて交流を深めました。初心者が笑顔でプレーする姿もみられ、向山は「人気スポーツと
なったグラウンドゴルフを通じて、健康増進や世代を超えた地域のつながりの強化に結び付け
たい」と呼び掛けました。

第1回グルメコンとグラウンドゴルフ大会を開催！

甲府市が示した人口ビジョンによると、リニア開業後の2045年までに、甲府市内に山梨県外から約1万
300人が転入すると予測しています。この数字は、県が首都圏住民を対象にしたアンケート結果を基にし
ていて、リニア新駅の１日の利用者数は約1万2300人（35年）、県外から2591事業所が進出すると見込ん
でいます。
一方で、移住を促進するためには新駅周辺の宅地化や商業施設の設置が必要になりますが、新駅周辺は
開発を抑制する市街化調整区域に指定されています。さらに市や県の現在の計画は、道路や橋の整備な
どハード面の施策は具体性に欠けている印象があります。
移住を促すためには「雇用の創出」も重要課題です。企業のニーズを的確にとらえた基盤整備が求められ
ます。
「リニア効果を過大に評価しすぎだ」という意見もある中で、正確な調査とデータに基づいたビジョンが必
要です。リニア効果を最大限に引き出すため、戦略的なまちづくりを市や県に求めていきます。

山梨県によると、首都圏の大学や短大を2016年３月に卒業した県出身者のうち、県内にＵターン就職した学生は24.7％にとどまりました。
4分の3が県外に流出している状況が続いており、人口減少対策として若者の地元就職率の向上が重要ポイントになっていると言えます。
若者の地元離れを食いとめるためには、必要な要素が3点あると考えます。１つ目は子育て支援など若い世代にとって住みやすい環境の
整備、2つ目は若い世代が甲府のために活躍したいと思うような教育の推進、3つ目は学生と県内企業との接点の強化です。
民間就職情報サイトによると、若者が地元就職しない理由の１位は、「希望する企業がないから」でした。企業誘致などで雇用を増やすこ
とも重要ですが、地元企業と学生のマッチング強化が最善策だと考えます。
教育による意識改革も重要です。12月定例会では、“地域住民タレント化構想”と題して、県内に住む身近な大人が、子どもたちの将来
のモデルケースになるような教育事業を提案しました。Ｕターン経験者が熱い想いで、地域の可能性を訴えれば、将来的に転出者の減少
につながるのではないかと考えます。
充実した住環境、故郷で働きたいという意欲、やりがいを持って働ける職場。これらがそろえば、地元就職率は向上します。地域活性化、
人口減少の克服に向けて提言していきます。

平成28年度6月定例会向山が所属する会派「創政こうふ」は、樋口雄一・甲府市長に
「これからの甲府市が取り組むべき市政課題」を提案しました。

所属議員8人が議論して、市政が抱える問題点を「国・県との連
携課題」「市単独の課題」に集約。甲府市が関係機関と協力して
課題解決に取り組むよう強く要望しました。
今後とも先進的な議論を行い、甲府市の発展につながる提言を
続けていきます。

政策実現に向けて提言！ PICK
UP!

•開府 500 年を契機とした甲府シティーマラソン大会開催の推進
•中核市移行への連携強化・財政支援の充実
•都市計画道路整備での連携強化・財政支援の充実
•リニア中央新幹線の新駅設置に伴う国家戦略特区認定の推進
•特別法の制定などリニア新駅を設置する自治体との連携
•甲府刑務所の移転の推進
•甲府市立遊亀公園附属動物園リニューアル事業での連携
•甲府市地方卸売市場の移転
•新山梨環状道路建設に伴う緑が丘スポーツ公園の整備

国・県との連携課題

•本庁舎の駐車場不足
•甲府大好き祭りの今後

•小江戸甲府の夏祭り
•夜の中心市街地活性化

市単独の課題

これからの甲府市が取り組むべき市政課題

動画は甲府市議会のＨＰ（議会中継 http://mngc.nns.ne.jp/bizlatweb/category-list.do）で見られます。

1.リニア中央新幹線の開業に向けたまちづくり
1 甲府市人口ビジョンに基づく移住人口の増加策　　2 関係機関との連携

平成28年12月定例会

1.リニア中央新幹線

リニア開業で県外から約1万300人が移住？

若者の3／4（四分の三）が Ｎｏ リターン！

1 甲府市中央卸売市場見直し計画の
総括と今後の市場のあり方

2 賑わいのある市場づくり施設事業

2.甲府市地方卸売市場
1 救急医療
2 適正受診
（コンビニ受診対策）

3.地域医療の充実

平成29年6月定例会

1.リニア中央新幹線の
開業に向けたまちづくり

1 総合球技場（スタジアム）建設に対する考え方
2 本市が設定を目指す地区拠点と住民要望への対応

2.少子化に対応した学校教育
1 小中学校の適正規模・適正配置　　2 小中高の連携

PICK
UP!

甲府市では、資料が残る1973年以降、小学生はピーク時（80年）から約6割減少して現在は8369人。中学生はピーク
時（86年）の半分に満たない4008人となり、ともに過去最低を更新しています。かつて在校生が千人を超えた大規模
校が軒並み半減以下となっている一方、山城小や玉諸小のように、地域の開発とともに児童数・生徒数が増えている学
校もあります。
市内の南部・東部地域は、農地の宅地化が進み、定住人口や住宅新築数は、現在でも一部地域で増加しています。リニ
ア効果を踏まえると、移住先の多くはリニア駅に近い南部地域に集中すると想定され、さらなる人口増加が見込まれま
す。一方、南部地域に反比例して、中央部地域や北部地域の人口減少に拍車がかかる可能性も否定できません。
市は、宮島市長時代の2004年に小学校の適正規模・適正配置(統廃合など)の基本方針を発表しました。基本方針の
策定から13年が経過し、リニア駅の新設など、過去に想定していなかった新たな要因も生じています。これまでの総括と
次の世代を見据えた新しい方針の策定が必要です。
人口の増減によって児童数・生徒数も影響を受けるため、進行する小規模校にどう向き合うのか、あわせて大規模校へ
の対策をどう講じるのか、地域による児童数・生徒数の格差が、教育の格差につながらないよう、将来を見据えた対策
が求められています。

児童数の地域間格差が拡大？！

1 甲府市リニア活用基本構想
2 リニア中央新幹線新駅近郊の民間主導によるまちづくり

1 過去の実績や支援措置費の支出内容
2 リニア中央新幹線の工事などに伴う今後の支援の見通し

2.人口の社会減を食い止める取り組み
3.甲府市民有地の埋立ごみに係る支援実施要綱

4.高齢ドライバーの事故抑止策
5.木材利用の促進

3.北朝鮮のミサイル攻撃を想定した危機管理体制
4.中核市移行に向けた保健所設置の取り組み

甲府市内の小学校 児童数 (2017年5月現在)

※1973年以降の資料を参考に算出。　※中道南・中道北は合併後のピーク。

学校名
山城
玉諸
大里
池田
大国
国母
相川

生徒数
1021人
677人
594人
522人
521人
403人
400人

ピーク時
1159人(1983年)
684人(2016年)
859人(1987年)
1265人(1981年)
760人(1992年)
1222人(1982年)
854人(1984年)

上位
7校

学校名
千代田
中道南
中道北
新田
湯田
新紺屋

善誘館

生徒数
16人
81人
151人
151人
154人
156人

156人

ピーク時
83人(1974年)
161人(2009年)
217人(2006年)
737人(1984年)
1097人(1973年)
766人(1984年)

旧・富士川 573人(1974年)
旧・琢　美 785人(1973年)

下位
7校


