山梨県議会議員

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

1月18日 大国地区高齢者学級 ※向山を含む3市議の講演会

（１９９１）年
平成３

2月13日 東八代広域行政事務組合 臨時会
2月27日〜3月25日 甲府市議会3月定例会 ※一般質問 向山憲稔登壇

About Mukouyama
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趣

スポーツ観戦

4月9日 当選証書授与式

資

4月30日 県議会議員 任期スタート

家

5月9〜10日 日本自治創造学会 第11回研究大会（東京・明治大学）

妻と長女（2歳）、
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両親の7人家族
子育て奮闘中！

5月29日 県議会 議員連盟定期総会、議員厚生会定期総会

所

6月6日 甲府市議会OB会 総会

会派「自民党 誠心会」
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自殺対策 県議会議員連盟 研究委員会

8月5日 甲府市選出議員 地域課題意見交換会

県議会私学振興議員懇話会
県議会 歴史文化研究クラブ

8月6日 高校生議会
8月21日 県議会新任議員研修会（東京）
8月27〜29日 県議会「教育厚生委員会」県外調査（北海道）

教育厚生委員会
県議会タブレット端末検証委員会
山梨活性化促進 県議会議員連盟 農林業部会

8月8日、8月26日

column

9月2〜3日 児童虐待や幼保無償化について研修会
やまなしUIターン就職支援センター調査（東京）
9月11日 県政活動報告会（甲府市総合市民会館）
9月18日〜10月4日 県議会９月定例会
10月31日 県議会「教育厚生委員会」県内調査・意見交換会
（東京）
11月12日 議会派遣「都道府県議会議員研究交流大会」
（東京）
11月14日 議会派遣「地方議会活性化シンポジウム2019」
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12月20日 県外調査（東京・千代田区立麹町中学校）

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

多大なご支援により、県議として活動をスタート
県民緑化まつり
（北杜市）で植樹作業に参加
山梨県の新たなブランド魚「富士の介」の初出荷式
県内外で積極的に現場調査・研修を行っています
９月定例会の議場コンサートで議会を代表して花束贈呈
山梨クィーンビーズの選手と赤い羽根共同募金への協力を呼び掛け
郷土力士・竜電関を応援しています！
ワイン県副知事に作家・林真理子さんが就任しました
荒川沿いの橋など街頭で活動報告をしています

（１９９７）年 甲府市立 大国小学校 卒業
平成９
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
（２０００）年 甲府市立 上条中学校 卒業
平成１２
祖父の
「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
（２００３）年 山梨県立 甲府西高等学校 卒業
平成１５
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
（２００７）年 明治大学 政治経済学部政治学科 卒業
平成１９
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
（現・文部科学大臣）
事務所で政治の一端を学ぶ
（２００７）年 山梨日日新聞社 入社
平成１９
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
（２０１４）年 山梨日日新聞社
平成２６
政治の道を志して活動を始める

退社

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

未来

2020 年 1月号

Vol.
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歴史と伝統を引き継ぎ
未来 へ 続く

新たな政治を甲府 から。

平成31（2019）年 山梨県議会議員 初当選
「県民の声を生かす県政の実現」
を訴え、
9071票をいただき初当選

教えて！ 向山さん

Q.県議会って
どんなことをするの？
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10月17〜18日 会派「自民党誠心会」行政視察・災害復旧要請（東京）

12月3〜18日 県議会12月定例会 ※一般質問 向山憲稔登壇

卒園

日本一誇れる山梨を創る
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8月30日 甲府市議会OB会 リニア新駅建設予定地 視察

9月18日 県議会議員研修会・議場コンサート

社会福祉法人 大鎌田保育園

属

［ 議会関係 ］

6月12〜28日 県議会6月定例会 ※一般質問 向山憲稔登壇
7月30〜31日 県議会指定管理施設・出資法人調査特別委員会

族

長男・次女（双子1歳）

5月27〜28日 県議会 新人議員研修会

7月23〜25日 会派「自民党誠心会」行政視察（山形、秋田）

格

教員免許

5月7日 県議会 初登庁、全員協議会

5月22日 県議会 予算説明会など

味

バスケットボール・スケート

山梨県議会議員

5月14日 県議会 臨時会（議長・副議長選挙）

議会活動報告

［ プロフィール ］

甲府市議会議員

山梨県議会議員選挙 3月29日 告示 4月7日 投開票

向山のりとし

Profile

主な議員活動報告（2019年）

県民の代弁者である県議会議員と知事が集まり、県の政策などについ
て話し合って決める場所です。住民や企業が納めた税金の使い道＝予算
案や、条例や制度改正について審議・議決します。
議員が提案者となって政策立案し、条例を提出することもあり、山梨県
議会では毎年、特別委員会をつくって議員提案の条例を策定しています。
議会は、年に4回の定例会があります。2・6・9・12月に、本会議や常任
委員会で様々な意見が取り交わされます。地方議会は二元代表制と言わ
れ、執行機関をチェックする役割があり、県議会と執行機関である知事が
切磋琢磨して県政を運営していきます。

Real Voice
皆様の声を政治にいかします！
向山の活動は皆様の 声 が原点です。
・リニア新駅周辺のまちづくりに意見がある。
・教育環境の改善に取り組んでほしい。
・子育て中のママたちの意見を聴いてほしい。
などなど、身近な問題から県政課題まで意見・要
望をお聞かせください。
また、県政報告は積極的に
行いますので、地域イベントや無尽会のご紹介が
あれば、調整した上でお伺いします。
お気軽にご連
絡ください！

ごあいさつ

県 民目線に立った政 治を目指して
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問い合わせ

向山のりとし事務所
〒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：info@mukouyama-nextkofu.com
HP：http://www.mukouyama-nextkofu.com
http://www.fb.com/mukouyama.nextkofu
https://twitter.com/nori̲muko
noritoshi̲mukouyama
Facebook、twitter、Instagram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。

山梨発展に向けた政治理念と県政改革、郷土への想いを訴えて臨ん
だ昨年4月の山梨県議会議員選挙で多くのご支援をいただき、県議とし
て歩み出すことができました。
こうして活動報告ができるのは県民の皆様
のおかげと感謝しつつ、
日々、職責の重さを感じています。
山梨県議会基本条例では、
「知事等の役割を尊重しつつ、常に緊張
ある関係を保ちながら、是々非々を基本原則に、議会機能をより高め、
もって知事等と議会の共通目標である県民福祉の向上と県政発展に貢
【 発行元 】向山のりとし事務所

献する」
と定めています。二元代表制の一翼を担う県議会の議員とし
て、最年少の身ではありますが、誠実に着実に堂々と議会基本条例の
理念に従い、議会活動に取り組む所存です。
県民目線に立った政治を原点に、直面する諸課題の解決と地域活
性を目指して、本年も精進して参ります。
「日本一誇れる山梨を創る」
た
めに、県民の皆様のご意見ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い
いたします。
山梨県議会議員 向山憲稔

〒4 0 0−0 0 5 3 山梨県甲府市大里町2 0 5 1 番地

電話：0 5 5 - 2 2 5 - 6 4 7 1

F A X：0 5 5 - 2 2 5 - 6 4 7 2

Mukouyama Prefectural Government NEWS
向山のりとし県政ニュース

Question in Prefectural Assembly

「自民党誠心会」
（会派）、
「教育厚生委員会」
（常任委員会）
に所属し県政課題に取組んでいます

PICK
UP!

昨年4月の県議選で初当選した向山は、会派「自民党誠心会」に所
属して議会活動を行っています。
自民党誠心会は、県内の各選挙区か
ら選ばれた70代から30代までの幅広い年齢層の議員計26人が所
属。県議会最年少の向山は、先輩議員や同僚議員と意見を交わしな
がら、県政課題について提言を続けています。
また、常任委員会は、教育や子育て支援、医療、福祉、介護など多様
な分野を所管する
「教育厚生委員会」に所属し、定例会ごとに予算に
関する調査・質疑を行っています。同委員会は「県民に一番身近な課
題を審議する委員会」
（向山）
です。
本会議や委員会で、向山は幅広いテーマを取り上げて問題点
を指摘し、改善策を提案しています。
「日ごろの活動の中で得た意
見を基にしながら、県政課題や各地域が抱える問題点をしっかり
と把握して、議会で政策提言を行っていきたい」
と話しており、
様々な意見をいただけるように呼びかけています。

皆様のご意見をお聞かせください 向山のりとし

県政アンケートを実施！

１.リニア中央新幹線の新駅周辺整備について
❶ 新駅周辺の住民とのこれまでの取り組みについて
❷ 駅位置の選定に関わる住民対応について
❸ 仮称・甲府中央スマートインターチェンジの建設について
❹ 甲府市が進めるリニア駅近接地域のまちづくり整備方針
（リニアＫＳプロジェクト）について

２.政府関係機関の移転について

４.武田信玄公生誕500年に向けた取り組みについて

３.人口減少対策について

❶記念事業に向けた取り組みについて
❷こうふ開府500年記念事業との連携について
❸仮称・風林火山ミュージアムについて

❶予測を上回る人口減少の要因について
❷人口減少対策の課題について
❸人口減少対策のあり方について

教育厚生委員会 主な質問一覧

1.リニア中央新幹線の駅位置について

23%

JR身延線
小井川駅周辺

甲府市大津町

46%

25%

［小井川駅周辺を選んだ方の主な意見］
◎ＪＲに乗り換えられる方が
利用しやすい
◎身延線を活用して峡南地域の
発展につなげたい

［主な賛成意見］
◎２５人学級によってきめ細やかな指導が実現できる
◎少人数学級は賛成だが、教員を確保できるのか心配
◎教員の質が低下しないように資質向上を図るべき
◎県や市町村の負担増となるなら、
きちんと費用の詳細を示してほしい
［主な反対意見］
◎学級が増えれば教員の数も増えるから財政面が不安
◎無理に２５人にこだわらず、教育費の完全無料化を
目指すべき

向山はこのアンケート結果について、9月に開催した県政報告会で紹介したほか、議員活動に生かしています。向山のりと
し事務所は、今後も様々な県政課題についてHPやSNSなどでアンケートを行う予定です。

県政課題を共有

多世代に届く県政報告を！

昨年９月、
県議として初めての
「県政報告会」
を開催しました。
議員
として当選以降の取り組み内容や県行政の課題について、
自らの
提言・意見を踏まえて出席者の皆様に報告しました。
向山は、
甲府市内の各地域や団体、無尽会などで要請があれば県政
報告を行っており、
「行政が抱える課題や問題点を共有し、意見をいた
だき、議員活動に生かしていきたい」
と話しています。

令和元年度6月定例会
◆県立科学館の指定管理者の変更に伴う
課題解決について
◆救急時の転院搬送の効率化について

令和元年度9月定例会
◆地域の実情に応じた地域医療構想の
推進について
◆山梨県初の公立夜間中学の開設に向けた
取り組みについて

令和元年度12月定例会
◆教職員の多忙化解消と並行した充実した部
活動の実現について
◆幼保無償化で負担増となる 逆転現象 への
対応について
その他の質問項目については、
ホームページをご参照ください。 向山のりとし

日ごろの活動内容を多くの人に知ってもらおうと、向山はＳＮＳを利用した情報
発信を行っています。
より多くの方に県議としての活動を知ってもらうとともに、
向山が考える県政課題や政策、主義主張を積極的に発信して県民の皆様との
情報共有を目指しています。

１.リニア中央新幹線について
リニア新駅とＪＲ身延線を結ぶ自動運転シャトルバスの提案

PICK リニア新駅は大津町に建設
UP!
身延線とシャトルバスで連結へ！

５.甲府城周辺地域活性化実施計画について
❶甲府城南側エリアの整備目的について
❷整備効果について

PICK
UP! 山梨をＩＣＴ教育の先進県へ

2.公立小中学校の２５人学級について

［大津町を選んだ方の主な意見］
◎これまでに様々な費用がかかって
おり、今まで通りの大津町がベター
◎県庁所在地に駅があることに意義
がある

令和元年度12月定例会
本会議 一般質問（一括方式）

令和元年度6月定例会
本会議 一般質問（一問一答方式）

向山のりとし事務所は、
昨年8月、
県政アンケートを実施。
リニア中央新幹線の駅位置や、
長崎知事が推し進め
る公立小中学校の25人学級について、
事務所に登録がある甲府市内の世帯に郵送で協力をお願いし、
52人
から回答をいただきました。

未選択
どちらとも
言えない

向山のりとしチャンネルで見られます。

本会議の一般質問の動画は

※事務所有志が編集・構成(敬称略)

最年少議員として奮闘！

6%

県議会活動レポート

詳しい質疑内容は、県議会のホームページでご覧いただけます。
https://www.pref.yamanashi.jp/gikaisom/

「通信環境の遅れが危機的な状況である」。文部科学省は、新年度予算の概
算要求を説明する資料の中で、
日本のＩＣＴ
（情報通信技術）教育環境をそう評し
ました。政府は、全国の小中学校でパソコンを１人１台使える環境を目指していま
すが、地域間の格差があること、職員の専門性やノウハウが不足していることが
課題に挙げられています。文科省は今年度中に目標設定とロードマップの策定
を行う予定で、
山梨県でも様々な制度を活用した環境整備が求められます。
昨年８月に公表されたＩ
ＣＴ教育に関する調査結
果によると、山梨県では
指導力向上を目的とした
研修への受講割合などは
平 均を下 回りました。ま
た、市 町 村によってイン
ターネットの整備状況に
ばらつきがあり、現状は
国が目標とする水準に達
していないと考えます。
12月定例会では、
山梨
県をＩ
ＣＴ教育の先進県に押し上げるために、制度設計や体制づくりに長けた情
報教育のスペシャリストを国から招いて、
Ｉ
ＣＴ教育の基盤づくりを進めるよう提
言しました。
また、
Ｉ
ＣＴ教育の先進事例として、
長崎知事に同行して千代田区立麹
町中学校を視察。
あらためて、環境の充実と情報教育を推し進める人材の必要
性を感じました。
今後とも、時代に即応した教育を山梨で実現するために、様々な知見を取り
入れながら議会で訴えていきます。

2019年12月12日「山梨日日新聞」朝刊

山梨日日新聞提供

転載許諾済み

長崎知事は昨年12月、2027年に開業予定のリニア中央新幹線の新駅について、
「甲府市大
津町」
に建設する方針を表明しました。合わせて、大津町とＪＲ身延線小井川駅をシャトルバスで
連結する方針も示されました。
１２月定例会の一般質問で向山は、新駅と身延線を直結する自動運転シャトルバスの導入、
リ
ニアの軌道下を利用した専用道路建設の建設を提案しました。
この提案は、
「自動運転シャトル
バスで２つの駅を結ぶことができれば、大津町と小井川駅の双方のメリットを享受できる」
という
考えに基づくもので、一般質問を通して県当局と調整の結果、県の方針として公表されたことを
嬉しく思います。
県議選の時から一貫して訴えているのは、
「住民との信頼関係の構築」
です。
どんなに素晴らし
い計画やビジョンがあっても住民の協力なしには、
まちづくりを成功に導くことはできません。横内
県政時代の2011年に駅位置が大津町に決定して以降、知事交代などで県の方針は二転三転
を繰り返し、
まちづくりの方向性は定まりませんでした。加えて、駅位置の議論が再燃したことで、
地元住民の疲弊感は強く、不安の声が上がっていました。
そんな住民の想いに触れていたからこ
そ、
「駅位置は変更するべきではない」
と議会の中で誰よりも強く訴えてきました。
今回の県の決定は、需要予測などの数字を根拠にしており、現状で考えうる最善の策が提示さ
れたと評価します。駅位置が正式に決
山梨県による交通需要推計
定したことで、更に踏み込んだ議論が
始まります。
山梨発展のために必要な
■リニア新駅の乗降客数（１時間に１本が停車と想定）
施策を考え、
より多くの県民にリニア
Ｊ
Ｒ小井川駅 大津町＋シャトルバス
甲府市大津町
効果が行き渡るような「まちづくりビ
県内
9,000人／日
9,000人／日
9,300人／日
ジョン」
でなければなりません。
4,100人／日
4,100人／日
4,200人／日
長野県方面
合計

今後も県民目線、
住民感覚を大事にし、
時に行政やＪＲ東海と
意見をぶつけ合いながら、
意見・提言を続けていきます。

2.ＩＣＴ
（情報通信技術）教育の
推進について
国との人事交流による基盤づくりの提案
3.Ｉ
Ｒ
（統合型リゾート）
について
4.新山梨環状道路「北部区間」
の整備について

5.水害時の避難所不足と
広域避難について
6.県産農産物の東南アジアへの輸出拡大について
7.山梨クィーンビーズへの支援について
8.口腔ケアを踏まえた
「やまなしデータdeヘルス事業」
の展開について

13,100人／日

13,100人／日

13,500人／日

※駅位置を大津町にして、
小井川駅との間にシャトルバスを運行した場合が最適と判断した。

PICK
UP! 水害時に避難所が不足する？！
早急な実態調査を！
昨年10月に発生した台風19号は、各地に甚大な被害を及ぼすと
ともに、防災面での課題を浮き彫りにしました。
その一つが「避難所
不足」
です。
山梨県内の一部地域でも避難所が満員となり、避難者を
受け入れられなかったケースが確認されました。
県によると、
自治体によっては、指定避難所の収容可能人数より、
避難対象人数が多い地域があり、水害時の想定避難者数を
「把握
できていない」
という自治体が、
甲府市や南アルプス市をはじめ複数
あることが分かりました。気候変動でいつ起きてもおかしくない大水
害に備えて、県は市町村と連携して、
日頃から実践的な避難訓練を
実施すべきだと考えます。
そのためには、避難所の収容可能人数や、
想定避難者数などの実態をすぐにでも調査する必要があります。
また、一つの自治体で対応できない場合は、広域的な避難も想定
して準備を進めなければなりません。他地域の事例を参考にしなが
ら、県内各地の課題や問題点を整理して、行政が最善の準備を行え
るよう、議会で求めていきます。

