中巨摩郡大鎌田村二日市場(現・甲府市大里町)で
祖父母がはじめた
「向山商店」。
魚屋「シーサイド向山」
になってからも、
地域の方々に支えていただきました。
その支えがあったからこそ、今の自分があります。

［ 忍耐、協調性、挑戦し続ける
チャレンジ精神を育んだ学生時代 ］
小学３年から始めたバスケットボール。
大国ミニバス、上条中、
甲府西高、社会人チームなど
常に生活の一部でした。
恩師やたくさんの仲間に出会い、同じ目標に向かって
挑戦し続けることの大切さを学びました。

新聞記者

どんな困 難にも忍 耐 強く、
協力をしながら全力で挑み続ける。
これが政治に取り組む 姿勢です。

［ 市民感覚を養った取材活動 ］
地元の新聞記者として７年間、
山梨の
現状を取材してきました。
市民感覚を持って地域の実情を発信するように心掛け、
新聞記者として過ごした時間は私の財産です。

議 員

広い視 野で世 間を見 渡し、
常に市民の目線で行 政に向き合う。
これが政 治に対する信条です。

［ 市民の声を届ける代弁者 ］
最年少議員ですが、正々堂々と議会で
提言・意見しています。
行政をチェックするとともに、一人ひとりの
想いを届けるのが議員の大切な役目。
多様な声を大切に、想いを形にする。
常に市民第一で行動する。

同志の皆 様とともに
「 未 来に責 任を持つ政 治 」を実 現する。
これが政 治に向き合う覚悟です。

卒園

（１９９７）
年
平成９
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
バスケや陸上を通じて、
スポーツの楽しさを知る
（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(自民党幹事長代行)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
様々な立場の人を取材する中で、
山梨が抱える課題・問題点を知る
（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 当選
平成２７
「地盤・看板・鞄」
のない選挙戦の中、5012票をいただき初当選

□趣

味

バスケットボール・スケート・スポーツ観戦

□資

格

教員免許

□家

族

妻と長女（1歳）、長男・次女（双子）、両親の7人家族

□議会関係

発行元

会派「創政こうふ」
・民生文教委員会（副委員長）
リニア中央新幹線調査研究会・東八代広域行政事務組合

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

TEL：055-225-6471
FAX：055-225-6472
携 帯：080-7758-8021
メール：info@mukouyama-nextkofu.com
向山のりとし後援会事務所 ウェブサイト
向山のりとし
http://mukouyama-nextkofu.com

Fo l l o w u s

https://fb.com/mukoyama.nextkofu30/

歴史と伝統を引き継ぎ
30年後に続く政治を。

日本一誇れる山梨を創る︒

バスケットボール

地 域への感謝の気 持ち。
これが政治に挑戦する原点です。

（１９９１）
年
平成３
社会福祉法人 大鎌田保育園

日本一誇れる山梨を創る︒

［ 地域に支えられて60余年 ］

（１９８４）
年７月１７日 34歳
昭和５９
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

向山 のりとし

魚 屋の息 子

向山 のりとし

プロフィール

討議資料

noritoshi_mukouyama @nori_muko
上記SNSでも活動情報などを
発信しています。
ぜひご覧ください。

向山のりとし
http://mukouyama-nextkofu.com

人口減少、少子高齢化、地域経済の低迷など
全国の地方都市は様々な問題を抱えています。
自治体間の競争が激化する中で
山梨が発展するために必要なことは何か。
政治に求められていることは何か。
県民一人ひとりが直面する課題に向き合う。
代弁者として行政に提言し、課題の解決につなげる。
持続的な発展を目指し、県民とともに街を創造する。
そして

「未来に責任を持つ政治」
これが地域発展のために必要な政治です。
子どもたちが希望を持てる社会を
一人ひとりが輝く地域を
未来に向けた官民一体の街づくりを
それぞれ実現できれば
山梨は必ず日本一誇れる街になります。
地域への感謝
行動力と熱い想い
新聞記者時代に養った市民感覚
市議として築いたつながり
３０年後の未来を創るため
これまでの経験とすべての想いを胸に

県政発展に挑みます。

山梨を豊かにするための

７つの

2教育

「街づくり」
は、
「人づくり」。
“地域の宝”である子どもたちが健やかに育つよう、
細やかな目配りが求められています。

1 人口減 少・少子高齢化

高度経済成長期やバブル期と同じ行政システムは通用しな
い時代です。人口減少・少子高齢化の現状を受け止め、変化
する時代に対応した施策が必要です。
［現 状］
国の試算で、山梨県の人口は2045年までに

23万6,000人減少

約

（国立社会保障・人口問題研究所 公表）

提言

子育て世代や高齢者への支援を強化し、
誰もが暮らしやすい街を創ります。

○ 人口減少に対応した行政システムの構築
○ 保育環境の充実による労働参加率の上昇と
“ 女性活躍やまなし ” の実現
○ 高齢者の健康づくりサポートと “ 生涯現役社会 ” の実現

多くの人が安心して暮らせる地域に、
次世代の子どもが希望をもって暮ら せるように

中核市移行や甲府城周辺開発など県と市
が連携して行う事業について、歳出削減を
目指して行財政改革と業務の効率化を目
指します。

［現 状］
自然エネルギーの普及、
市街地の緑地化
観光資源として森林や河川の保全・活用
インフラ整備でも環境に配慮した
施策が求められている

28・1％で 3割に満たない

要因は
「家庭にかかる状況」
が約半数

（文部科学省の問題行動調査結果）

理念

子どもの目線に立った教育

理念

地産地働

理念

日本一の自然環境を守り生かす

提言

小中連携教育の推進や家庭教育の支援、
スポーツを通じた健全な成長を支えます。

提言

中小企業と連携を強化して山梨出身者が
山梨で働く
「地産地働」の取り組みを推進します。

提言

恵まれた森林や水資源を活用した山梨の魅力発信、
河川敷を利用した「遊び・憩いの場」をつくります。

○ 中一ギャップを防ぐための小中連携教育の強化
○ 家庭環境の把握と家庭教育の充実に向けた支援
○ 地区体協や民間団体と連携した部活動の充実、
スポーツ事業の推進、ICT 教育の推進

3 リニア

２０２
７年の開業に向けた課題の解決を図るとともに、
山梨県全体に
開業効果が波及するような街づくりが求められています。

○ 大学と企業のマッチング強化
○ 中小企業支援による働きやすい環境の整備
○「地域住民タレント化構想」
によるキャリア教育の充実

5 医 療・福 祉

増加する社会保障費が市町村の財政を圧迫しています。誰もが安心して、
生き生きと生活できるように医療福祉政策の充実が最重要となっています。

［現 状］

［現 状］

農地の代替地が決まらず、
未だに新駅周辺の
構想図が示されていない
地域住民の不安が払しょくされていない状況
甲府市内にリニア駅設置が決まったが

2018年度の甲府市予算で
福祉など民生費は

310

“リニアインパクト”を山梨発展の起爆剤に

提言

地域住民の不安を解消するとともに、
大規模経済圏とつながる機会を生かして
山梨の拠点となる街づくりを目指します。

○ 駅周辺のインフラ整備を促進
（統合型リゾート施設）
○Ｉ
Ｒ
や国際展示場など集客施設の誘致検討
○ 滞在型観光の拠点整備、
農泊など山梨スタイルの
観光産業の推進

●県民の声を生かす県政の実現
山梨県民の代弁者として、
リニア中央新幹線の新駅周辺開発など山梨県
が行う各種事業について、県民目線に立ってそれぞれの声や想いを生か
す政治を実現します。

7議

会

全国で多発した地方議会の不祥事により、議員に対する県民の信
頼は揺らいでいます。先進的な議会改革と情報発信、県民ファース
トの議会活動が求められています。
行政の追認機関となり、是々非々の
議論が行われていない
議長選をめぐり当初予算案が
廃案になるなど
いまだに権力争い・政争が行われている

4

億円で全体の約 割を占める
約
高齢者を支える現役世代の負担は

県内の平均地価は２６年連続の下落

理念

○ 森林や水資源を活用した産業育成
○「河川清掃の日」
の制定
○ 自然を体感できる甲府市遊亀公園附属動物園の
リニューアルなど公園施設の整備促進

［現 状］

2050年には倍増する見込み
理念

持続可能な医療・福祉制度の構築

提言

総合病院を中核に地域と医療機関が連携を深め、
県民の健康づくりを総合的にサポートして
医療費抑制を図ります。

○ 公立病院を核にした広域的な拠点づくりの促進
○ 早期発見・治療に向けた健診率向上、
後発薬（ジェネリック医薬品）
の使用率向上
○ 介護職の育成・支援を通じた福祉環境の充実

向山のりとしが目指す県政改 革！ 故 郷 山 梨 が日本 で 一 番 誇 れる街になる た めに
●県市一体となった行財政改革

山梨の環境を守り生かす取り組みは道半ばです。
日本一の自
然環境を守り育て全国に発信するとともに、観光資源として
活用する施策が求められています。

首都圏の大学や短大を2017年度に卒業した
県出身者のうち
県内にＵターン就職した学生は

いじめは約3600件
不登校の児童生徒は825人

4

県民一人ひとりが輝く山梨

6環境

［現 状］

2016年度、山梨県内の公立小中高校が確認した

高齢者の一人暮らしは2040年に
全世帯の約 割になる見通し

理念

若者の人口流出に歯止めがかからない最大の要因は、労働環境で
す。地域で育った子どもたちが地域で働く“地産地働”を実現するた
め、若者の就職支援や中小企業の活性化が必要です。

［現 状］

理 念・提 言
市議、元記者の視点から見えた
山梨の課題と解決策

4労働

●甲府を中心とした自治体間連携の強化
中核市となる甲府市が他市町村をリードして地域共通の課題解決
を図り、山梨発展の原動力となるよう、県政の立場から自治体間連
携の強化を推進します。

理念

議会を「権力争い」より「政策論争」の場に

提言

議員定数削減・定年制の導入を検討するとともに、
“是々非々”で個々の議員が施策を打ち出す議会を目指します。

○ 議員定数削減の検討
○ 議員提案による施策の推進
○ 追認機関ではない“是々非々”の議会の実現

政策提言
向山の活動は
ナンバーワン！ 皆様の“声”が原点です。
皆様からのご意見をもとに
「市議会でナンバーワンの提言数」
（後援会
調べ）
の実績を残しています。
身近な問題からまちづくり政策など多様
な意見・要望をお聞かせください。無尽会や地域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。
お気軽にご連絡ください！

