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実績でこたえる！
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◆昭和32年7月18日生まれ
◆兵庫県立神戸高校〜大阪大学経済学部〜大阪ガス社員
平成11年〜19年 神戸市会議員（2期）
平成21年〜24年 衆議院議員（1期）
平成27年〜 兵庫県議会議員
その間、一貫して北区の交通問題、都市基盤整備、
税金の無駄遣い排除に取り組む。
◆現在、北区保護司、北神戸軟式少年野球連盟顧問、神
戸北親交会野球連盟顧問、障害者NPO法人理事、国
民民主党兵庫県連代表、兵庫民社協会会長等を務める。
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私たちの未来、新しい答えを求め続けます。

ごあいさつ
神戸市北区の皆さまはじめ各方面の方々にお支え
頂きながら政治活動を行なってきました。その間、
神戸市議2期、衆議院議員1期務めさせていただき、
そして平成27年に兵庫県議会へ送っていただき、
早いものでその任期が終わろうとしています。
県議へ挑戦するにあたって、私は皆さまにこれま
での経験を活かし「即戦力」で働くことをお約束し、
得意分野である交通問題や都市基盤整備、行財政改
革をはじめ当面する具体的行政課題の前進を公約と
してお示しました。
この任期中、皆さまにお約束したことの実現をめざし精一杯取り組んできまし
たし、地域の皆さまから頂いたご意見は誠実に行政に届けてきました。特に、議
会では政策提言を重視し具体的な問題解決策や改善策を提案し、数々の実績を残
してきたつもりです。
しかし、いまなお交通事情の改善や神戸市・兵庫県の経済の活性化など継続し
て取り組みたい課題が山積しており、その前進を図ることを通じて皆さまのお役
に立ちたいと思っています。
また、私はいま国民民主党の兵庫県での代表を務めています。政治は自民党の
一強支配が固定化されながら、野党は政党の離合集散が続き皆さまの期待を裏切
っていますが、私は権力におもんぱかることなく、一貫して生活者・納税者・会
社に勤める人など政治的に弱い方々の立場にたった中道改革の政治信条を堅持し、
これからもそれを貫いていきます。
どうか、引き続きご指導・ご意見を賜りますようお願い申し上げます。
兵庫県議会議員
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向山好一

4 つの基本政策

■税金の無駄使いを徹底的に排除

国政でも県政でも行政が行う事業やサービスは全て皆さ
まが負担する税金や使用料（いわるる公的負担）によって
賄われています。議会人である私たちは常にその使い方を
監視し不条理を正す責務があると思っています。
私は、一貫して納税者の立場に立って税金の無駄使いを
排除し、公正公平で可能な限り税負担の少ない県政をめざ
します。

■人と未来への確かな投資の実現
少子高齢化・人口減少社会にあっても持続的に成長し続け
る神戸・兵庫を実現させるためには、選択と集中の視点が欠
かせません。
私は、無駄な公共事業は取り止め、全ての世代への「人へ
の直接投資」を充実させるとともに、大都市としての魅力を
再構築するため「三宮と元町の再開発を大胆に実施」するこ
とによって確かな神戸の未来を創造していきます。

■交通体系の改善と生活環境の向上
北区に暮らす私達がいつも感じる交通費の負担の高さ。
私は、電車やバスの運賃、有料道路の料金、道路の利便
性、こういった交通問題には常に問題意識を持ち続け、
「料金の取りやすいところから取る」という現状に挑戦し
運賃や料金の低減化が図れるよう継続して取り組みます。

■対話と共感、そして協働
上からの押し付けでなく、地域の皆さまとの対話を基本に
行動します。日々皆さまが疑問に感じたり、こうしたほうが
いいのではという思いが行政の基本でなければいけません。
私は、排除や差別のない多様な価値観を尊重し、変えるべ
きものは変え、守るべきものは守るという是々非々の中道路
線を堅持します。
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議会
改革

1

政策提言で 答えを出す！

議員任期空白の2か月の解消

（平成27年10月2日、本会議一般質問）

兵庫県では、兵庫県議会はじめ神戸市会、西宮市議会、
芦屋市議会および芦屋市長選挙の5つの選挙で、阪神大
震災時に4月の選挙が6月に変更されたことによって選
挙の期日と議員任期との間にズレが生じています。この
空白の2か月は20年間放置され、4年毎の選挙のたびに
有権者には分かり難い状況が続いており、向山好一はこ
の「空白2か月」の解消を選挙公約の1つにあげていま
した。
平成27年10月議会での一般質疑で向山好一はこの問題を取り上げ、3つの具
体的方法とそのメリット・デメリットを説明しながら、今任期中にいずれかの方
法で解消すべきと強く訴えました。

実 現

次の選挙を経てズレ解消が実現

向山好一の質問以降、兵庫県議会で「検討委員会」が設置され具体的な解消
法の検討と国への働き掛け（法律の制定が必要なため）を行ない、平成29年5
月に法律が成立し、6月に県議会で条例を制定し実現に至りました。
具体的には、平成31年4月に行われる選挙で当選した議員の任期を4年から
3年10ヶ月に短縮することによって兵庫県下で起こっていた「議員任期空白の
2か月」の解消を図ります。

2

期日前投票所の拡大

（平成28年2月25日、本会議一般質問）

年々選挙の投票率は下がり続け、国政選挙で50%、
地方議会選挙では40%程度という民主主義の危機とい
ってもおかしくない状況になっています。
投票率を高めるためには、もちろん政治への関心を高
める必要がありますが、同時に投票しやすい環境を整え
ることも非常に大切です。
向山好一は、平成28年2月議会で区役所等に限定され
ている期日前投票所をショッピングセンターや駅構内など日頃から利用している
施設にも拡大すべきと訴えました。ショッピングセンターに投票所があれば親子
や友人同士で買い物ついでに投票を済ませることも可能になり、特に次代を担う
若者の投票率向上対策としては効果があると訴えました。

前 進

大型商業施設での投票所が順次拡大

向山好一の質問以降、兵庫県下各地 1. 期日前投票所設置数等の推移
で順次ショッピングセンター等で期日
H26 H28 H29 H29
区 分
衆院選 参院選 知事選 衆院選
前投票所が設置されました（下表）。
投票率
（％）
50.86 53.74 40.86 48.62
しかし、神戸市内では未だ設置に至
期日前投票所設置数
155
164
170
172
っておらず、今後さらなる拡大を促し
うち商業施設
8
13
14
14
ていくとともに、投票日当日での投票
当日投票所数
1,925 1,865 1,865 1,863
も可能にすることができないか検討し
ていきたいと思っています。
2. 期日前投票所を設置した商業施設一覧（9市1町
団体名

商業施設の名称

姫路市

イオンモール姫路リバーシティー

尼崎市

塚口さんさんタウン

〜H26

14施設）
H28

H29

※姫路市では、H26年
衆院選の「イーグレ
ひめじ」から現施設
に変更

※

パピオスあかし
明石市

イオン明石ショッピングセンター
イトーヨーカドー明石店

西宮市

ららぽーと甲子園

芦屋市

芦屋ラポルテ

宝塚市

ソリオ宝塚

三田市

えるむプラザ

加西市

イオンモール加西北条

南あわじ市
猪名川町

平成29年5月12日

アクタ西宮

ショッピングセンターシーパ
三原ショッピングプラザパルティ
イオンモール猪名川

8

計

神戸新聞夕刊より
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行政
改革

1

税金の無駄使いの是正

広報紙「県民だより」の経費削減

（平成28年10月11日、決算特別委員会質問）

兵庫県が実施している「業務委託」は数多くあります。
その中には、効率化を図ることで県民の皆さまから預か
った税金を削減できる事業があります。
向山好一は、平成28年10月11日の決算委員会で、そ
の1例として「広報紙・県民だより」を取り上げました。
この広報紙は、毎月県下全域の240万軒に配布されてい
ますが、過去10年間で同じ会社が委託を受け、その落
札率は99%程度になっており、その結果、委託金額が
ほぼ2億2千万円程度で固定化されていました。
向山好一は、この業者選定の根拠となっている「提案型コンペ」の仕組みがおか
しいと指摘し、委託料の削減に向けて改善すべき仕組みを具体的に提案しました。

2

但馬空港の闇に迫る！

（平成29年2月24日、本会議一般質問）

―県税投入約７億円、経済効果1.5億円、何のための空港か―
開港24年を迎える但馬空港、伊丹⇔但馬間一日2往復の運
航で当初の利用客予想の半分の3万人/年程度に留まっていま
す。
そもそも但馬空港はエアラインが全く興味を示さず、日本エ
アコミューター（JAC）に就航と引き換えに航空機の購入代金
の肩代わりなど異例ずくめの税金投入を行って開港しました。
さらに濃霧の発生により冬場の就航率は80%を切っています。
このような欠陥空港に下表に示すとおり毎年県の税金だけでも6億7000万円が使わ
れています
（下表参照）
。つまり、乗客一人当たり2万2千円、往復すると4万4千円の税金負
担をしています。こんな空港は他に見当たりません。
一方、但馬空港による経済効果は、兵庫県の試算では1億5000万円（但馬空港の利活
用方策）
。つまり、7億円近く県税を投入してもその1/4も効果を発揮しない全く税金投入の
意味のない空港なのです。さらに周辺では、北近畿豊岡道、山陰近畿自動車道（通行料無
料）が整備され、都心部から但馬地域への移動は飛躍的に便利になっており、但馬空港の
競争力は低下こそすれ高まることはあり得なくなっています。

継 続

公募方式の問題点
広報誌の制作・配布業務だけでなく、広告収入の委託も含めて一括して委託する
仕組みとなっている方式により、応募できる企業は実質1社に限定され、かつ上
限・下限額で受託できる仕組みになっており、全く競争原理が働いていなかった。

実 現

毎年約1億円の経費削減を実現

向山好一の質問以降、県民 過去5年間の契約額の推移（単位：千円）
年度
応募企業
印刷・配布契約額 落札率 広告収入額 落札率 県税投入額
だよりの委託公募方式を向山 H23 K社含む2社 269,715 100.6 51,100 99.8 218,615
K社含む2社
268,937
100.0
51,100
99.8
217,837
好一が提案した「制作・配布 H24
H25
K社のみ
269,161
100.1
51,100
99.8
218,061
265,804
98.1
52,564
97.0
213,240
業務と広告収入業務を切り分 H26 K社のみ
H27
K社のみ
265,206
99.2
52,564
97.0
212,642
けて公募する」方式に変更し、
直近2年の「県民だより」発行金額（単位：千円）
分離発注としたことによって、 年度 印刷・配布契約額 広告収入額 県税投入額
毎年1億円程度の減額が実現 H29 167,677 62,581 105,096
H30 153,612 63,534
90,078
し税金の無駄遣いの改善が図
向山の指摘で、兵庫県も発注を分離方式に変更したことによって、
れました。
毎年約1億円のコストダウンにつながっている。
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廃港か機能転換を迫る

向山好一は、2月24日の一般質疑でこの問題を
取り上げ、これ以上の税金の無駄使いは許されな
いと訴え、廃港するか（将来、鳥取空港までの移
動時間が30分に短縮になる）、もしくは存続を目
指すのなら但馬空港の機能転換を迫りました
（例
示した具体的な機能転換は下表）
。
それに対し、井戸知事は但馬地域の発展には欠
かせない都市基盤としてこのままの継続の方針を
示しましたが、この無意味な税金の無駄遣いは看
過できず、但馬空港の闇を継続して追及していく
つもりです。

向山好一が
提示した
機能転換案

異例づくめの優遇策
（平成28年予算ベース）

1. エアラインへの赤字補填
…………………1億5000万円
2. 就航する飛行機購入代として
…………………1億4000万円
3. ターミナル㈱への補助金
…………………3億8000万円
4. 利用促進の運賃補助
……… 9000万円（地元市町）
＊別途、建設費180億円かかって
いるが全て無償貸与

1. 北朝鮮の脅威に備えたレーダー基地との併用
2. 外国人旅行客をターゲットとした関空⇔但馬間への転換
3. 首都圏とを結ぶ羽田⇔但馬間への転換
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交通
対策

1

運賃・通行料の低減を 訴え続けます！

阪神高速・第二神明の料金問題に継続して取り組む

（平成27年10月2日本会議一般質問・平成28年10月11日決算特別委員会質問・平成29年3月2日建設常任委員会質問・平成30年2月23日本会議一般質問）

向山好一は、国会議員当時から新神戸トンネルを含む
阪神高速道路の料金問題に取り組んできました。その1つ
は料金の低減化であり、もう1つは料金区分の見直しです。
日本の高速道路の料金は、諸外国に比べ2倍以上も高
額になっています。その理由の1つは「全国プール制」とい
う料金設定方法によって、
ドル箱路線から高額の料金を徴収する仕組みになっているから
です。この「取りやすいところから取る」方法に向山好一は真っ向から反対しています。
さらに、名神高速など他の高速道路は全て料金車種区分が5区分なのに対し、阪神高速
や第二神明道路の料金区分は大型車と普通車の2区分でした。そのことによって、軽自動
車と大型車は割高な料金を払わされていました。
向山好一は、国交省が進める対距離料金制度に伴う実質料金値上げ問題を再三県議会
で取り上げ、料金の低減化と車種区分の見直しなどの利便性向上を訴えてきました。

前 進

値上げの圧縮と5区分化を実現

向山好一の再三の追及により、
向山好一が要望し前進した項目
■料金を2区分から5区分へ変更
料金の5区分化は、新神戸トンネル
（料金比率）
含むを阪神高速では平成29年6月
区 分
現行
変更後
軽自動車
0.80
より実施、第二神明道路では今年
普通車
1.0
1.00
早々に実現予定となっています。
中型車
1.20
大型車
1.65
ただし、料金については対距離
2.0
特大型車
2.75
料金制へ移行することによって実
■料金の下限、上限の圧縮
平成29年3月3日
質値上げとなっています。今後、通
当初案
下限500円〜上限1,400円
神戸新聞朝刊より
行料低減化
新神戸トンネルの新料金 （単位：円）
実施案
下限300円〜上限1,300円
に向けて粘
新料金
現行
区 間
■ETC装着補助の創設
料金 軽自動車 普通車
り強く取り
現 行
補助なし
箕谷⇔新神戸駅
450（▲60） 490（▲20）
組んでまい 箕谷⇔若宮、二宮 510 450（▲60） 520（+10）
ります。
箕谷⇔国道2号
450（▲60） 540（+30）
変更後
1万円の補助（5万台分）
−7−

2

神戸電鉄粟生線の存続に向けての行政支援

（平成27年10月2日、本会議一般質問・平成28年10月17日、決算特別委員会質問）

乗客減に歯止めがかからない神戸電鉄粟生線は、毎年
10億円程度の赤字が発生し、存続が危ぶまれています。
平成24年度から実施していた40億円の無償貸し付けに
神鉄写真
よる兵庫県の支援策は、平成27年度に終了する予定で
したが、その後の支援策について全く議論が進んでいま
せんでした。
向山好一は、平成27年の決算委員会であらためて取り上げ、兵庫県にリーダ
ーシップを発揮し早期に「あるべき姿」を明確にすべきと提案しました。

向山好一が提案している神戸電鉄粟生線の将来像

①現在実施している支援策を3年程度継続させ当面の存続を支える。
②その間に沿線の鉄軌道輸送とバス輸送の役割り分担を明確にしてそれを実
施する。
③その進捗状況を見極め、志染〜粟生間の多様な上下分離方式への移行を準
備する。

前 進

年間3億円の補助制度創設により経営安定化を図る
平成24年度に5年間の期限として創設された兵庫県予算を中心とする
「40億円の無利子貸付支援」に変わり、平成29年度より車両更新への支援
を中心とする「年間3億円補助制度」が実施されています。
これにより、5年間で15車両の更新
が可能になり、粟生線の赤字回避につ
ながっています。

平成28年2月28日

−8−

神戸新聞朝刊より

都市
整備

1

確かな投資で 賑わい創出

三宮駅前再開発事業の具体的提案

（平成27年10月2日本会議一般質問）

観光都市・神戸、その賑わいの中心地・三宮駅周辺は40年間ほとんど変わっ
ていません。大阪や京都は時代とともに様変わりし、その差は歴然としています。
向山好一は神戸市議時代からこの重要性を訴え続けてきましたが、具体的な動き
は見られませんでした。
最近、ようやく神戸市は三宮駅前再開発の基本構想を打ち出しました。これか
ら激しさを増す都市間競争に勝ち残り、持続して賑わいをもち続けるためには、
この基本構想は必ず成し遂げなければいけないと思
っています。
向山好一は、平成27年10月2日本会議一般質問
で、そのインセンティブ策を具体的に提案しました。
これだけの大事業を実現させるためには、民間活力
の導入が必ず必要であり、その促進策として国に対
して三宮周辺を「特定都市再生緊急整備地域」の指
平成27年10月3日 神戸新聞朝刊より
定を受けるよう取り組むべきと強く訴えました。

実 現

「特定都市再生緊急整備地域」の指定が実現

向山好一の質問以降、兵庫県は神戸市・関係団体とともに国に働きかけを
行ない、平成28年11月にその指定を受け税制優遇と規制緩和を前提とした
三宮駅前再開発事業が構想段階から実行段階へと移行しています。
特定都市再生緊急整備地域とは

緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地
域として、国が三宮周辺を含めて62地域を指定
していますが、その中でも都市の国際競争力の強
化を図る上で特に有効な地域を「特定都市再生緊
急整備地域」として指定することになっており、
今回の三宮の指定は11番目の指定となりました。
このことにより、法人税や固定資産税の大幅減
額や空間利用の大幅規制緩和などの優遇策が適用
になります。
−9−

2

県庁周辺の再開発を新手法で事業化すべき

（平成30年2月23日、本会議一般質問）

―公的負担ゼロで元町を新たな賑わいエリアに―
長年親しまれている兵庫県庁1､2号館、隣接する兵
庫県民会館・神戸総合庁舎・生田文化会館などは全て
築50年が経過し老朽化とともに耐震性にも問題があ
り、以前から改修の必要性が指摘されています。
再整備の計画がある兵庫県庁
向山好一は、平成30年2月23日の本会議一般質問
で元町駅から広がる県庁周辺の広大なエリアを公的負担ゼロで再開発すべきだと
具体的手法とともに提案しました。そのキーワードは民間資金とアイデアの活用
です。県庁を複合施設として再整備し、居住空間・高級ホテル・商業施設・文化
情報発信施設・オフィスビル・憩いの空間を効果的に配置して新たな賑わいエリ
アとして再開発すべきだと提言しました。この手法は既に東京都の豊島区や渋谷
区の庁舎建て替え時に導入され、500億円程度の事業費を公的負担ゼロで実現し
ており、その成功例を研究すべきだと訴えました。
現在、神戸市役所の建て替え計画が進んでいます。神戸市が進める三宮駅周辺
再整備と兵庫県が進める元町駅周辺の再整備の連携によって、大阪や京都と違う
神戸の都市としての魅力を取り戻すべきだと思っています。

前 進

向山好一の提案とほぼ同じ方向性で検討会を設置

向山好一の質問以降、県庁舎の耐震構造
の診断結果が示され、東南海地震が発生す
れば倒壊の危険性があることが判明し、議
会内でも県庁全体の建替を前提とした「県
庁舎等再整備協議会」が設置されました。
この際、県庁舎だけでなく県民会館、生
田県民センター、生田文化会館など元町駅
を含めた再整備を行うよう提案してまいり
ます。

提案した再整備のエリア

再整備スケジュール案
●新 県 庁 舎 着工2022年頃、完成2026年頃
●新 県 民 会 館
（南地区の場合）着工2021年頃、完成2023年頃
（東地区の場合）着工2028年頃、完成2030年頃
●民 間 施 設 着工2028年頃、完成2030年頃
− 10 −

元町駅から広がる一大エリアの再整備を提案

福祉
子育

1

人への投資で 満足度をアップ！

私立高校の授業料の実質無償化の取り組み

（平成27年10月2日本会議一般質問・平成28年10月11日、決算特別委員会質問）

最近、「子どもの貧困」が大きな社会問題になってい
ます。それは、特に私立高校への進学を経済的理由で諦
めざるを得ない世帯の増加につながっています。その対
策として、兵庫県でも私学助成制度の充実を図っていま
すが、大阪府や京都府と比べると相当見劣りしています
（下表参照）。
向山好一は、その問題を県議会で2度にわたり取り上
げ、県予算の拡充により年収600万円までの世帯で授業料を無料にすべきと訴え
ました。それに要する財源は約10億円、兵庫県一般会計約2兆円の0.05％です。
税金の効率的運用と政策優先度の見直しですぐにでも可能な政策なのです。
大阪府
京都府
兵庫県

実質年収590万円世帯まで授業料に限らず、施設整備費等まで含んだ無償化
実質年収500万円世帯まで授業料が無料
250〜350万円世帯で6万円、350〜590万円世帯で18万円程度の自己負担

実 現

段階的に助成金を上積みし年収590万円までの無償化を実現
平成30年から年収590万
円以下世帯での授業料軽減補
助を段階的に拡充し、平成
32年に授業料が無償化され
るよう制度の改善が図られま
した。
このことにより、590万円
世帯では2年後に私学高校の
授業料が無料になります。
＊右表は平成30年度の拡充図であり、31
年度、32年度と順次拡大を図り2年後に
授業料無料化を実現する計画

H30年度（拡充後）

H29年度まで
（現行）
国 就学支援金

30年度 2・3年生

30年度 1年生

H25 県内私立高校平均授業料
約379,000円

379,000円
82,000円

H30年度入学生
授業料軽減補助拡充分

授業料軽減補助

H25 県内私立高校平均授業料

397,000円 約397,000円

100,000円

319,600円

2 「がん対策推進条例」の制定で兵庫県をがん対策先進県に！
（平成30年2月23日本会議一般質問）

がんは、国民の2人に1人がかかる時代となっている一方で、
治療法は飛躍的に進歩し、以前のような不治の病とは全く異な
っています。つまり、全ての人が予防と治療に正しい知識を持
ち、がんと向き合う時代になっているのです。
しかし、がん予防の推進役を果たす「がん対策推進条例」は、
現在40道府県で制定されているのにもかかわらず、いまなお兵
庫県には存在していません。向山好一は、平成30年2月23日
の県議会本会議でこの問題を取り上げ、条例制定の必要性を訴えました。
これから特に必要な対策は、若年層と働き盛り世代を中心とした予防と治療環境の整備
です。具体的には、検診率向上とともにDNA診断によるがんにかかりやすい遺伝的身体的
特徴の把握、高度医療が将来にもたらすリス
兵庫県のがん検診受診率
クなど適切な医療情報の提供、さらには働き
疾病名
兵庫県
全国平均
ながら治療を受けられる仕組み作り等です。
胃がん
35.9％
40.9％
また、右表のとおり兵庫県のがん検診受診
肺がん
40.7％
46.2％
率は軒並み全国平均をかなり下回っています。
乳がん
39.9％
44.9％
これを最低でも50%まで引き上げるためにも
大腸がん
39.1％
41.4％
条例によって数値目標を明確にすべきです。

前 進

ようやく条例制定に向けて動き出す

向山好一の質問以降、兵庫県は「健康づくり審議会」で「がん対策推進条例」の制
定を前提とした検討が始まりました。兵庫県には全国に誇れるがん治療の医療機関
が集積しているだけに、条例を制定することによってそのさらなる活用を促し、検診率
の向上を図るなど若年層と働き盛りの世代のがん予防を前進させがん対策先進県に
させていきます。
兵庫県に集積している公的がん先進医療機関の特徴

18,000円増
平成32年度
までに拡充
332,600円
される部分
13,000円増

297,000円

（2.5倍加算）

82,000円

95,000円

237,600円

232,200円

（2倍加算）

199,200円

54,000円

21,000円

178,200円

（1.5倍加算）

118,800円

118,800円

118,800円

生保世帯 0

250
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350

590

910
年収
（万円）

33,000円増

生保世帯 0

250

350

590

910
年収
（万円）

平成30年12月7日

神戸新聞朝刊より

●県立がんセンター
DNA診断によるオーダーメイド治療を研究
●粒子線医療センター
世界初の陽子線と炭素イオン線治療が可能
●神戸陽子線センター
小児がんに重点を置いた陽子線治療
●低侵襲がん治療センター
患者の負担を最大限軽減した治療を実施
●国際がん医療研究センター
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経済
対策

1

効果ある対策で 神戸経済を活性化！

大阪万博を兵庫の発展につなげる

（平成29年2月24日本会議一般質疑）

―総額6兆4千億円の経済効果を取り込め！―
昨年11月、2025年開催の国際博覧会の会場
が大阪・関西に決定しました。それに先立つ平
成29年2月、向山好一は誘致に成功すれば会場
に隣接する神戸市はじめ兵庫県の将来を大きく
変え得る絶好のチャンスとなると指摘し、下記
の2点を強く訴えました。
神戸観光振興のための具体的提言
1. 万博のレガシーを兵庫の産業育成・雇用の
1.
神戸港周辺での
創出につなげる
「神戸ビーフ館」の開設
会場の一部をポーアイに誘致し次世代産業で
2. 外国人向け
ある医療・健康産業の育成につなげるべき。
健康・医療ツーリズムの振興
3. 神戸港と夢洲地区を結ぶ
（下記神戸新聞参照）
航路の整備

2. 統合型リゾート開設を兵庫観光に活かす
4. 神戸空港の国際化、24時間化
大阪府はIR（統合型リゾート施設）を同じ場
所で整備する予定で、これを神戸ビーフの販路拡大、有馬温泉などの神戸の観光
振興に結びつけるべき。

前 進

ポーアイでのサテライトパビリオンなど実現の方向へ

正式な大阪開催決定を受け、ポートアイランドで
の一部パビリオンの設置や神戸港と会場となる夢洲
間の客船運航などの実現に
向けて検討が始まっていま
す。今後、IRの整備と連動
させて神戸経済が活性化す
るよう具体的提案を続けて
いきます。
平成29年2月25日

神戸新聞朝刊より
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2

神戸空港の24時間化、国際化の早期実現

（平成29年2月24日

本会議一般質疑・平成29年5月16日

建設委員会質疑）

向山好一は長年神戸空港の24時間化と国際化の実現
に取り組んでいますが、ようやくその実現に向けて展
望が見えてきました。関西空港でのインバウンド処理
能力は限界を超えているのに加え、2025年の大阪万博
含め今後世界的規模のイベントが目白押しで、アジアを
中心に外国人観光客はさらに増加する見込みです。それを
受け入れる空港が関西圏で関空オンリーでは対応でき
ません。
さらに、昨年の台風時に関空の連絡橋が使用不能になり危機管理の観点からも
神戸空港を国際化することは必要不可欠になっています。
向山好一は、平成29年の一般質疑等で「神戸空港の24時間化と国際化は時代
の要請だ」と強く訴え、スピード感をもって対応するように迫りました。

前 進

神戸空港の規制緩和の具体的検討が始まる

下図に示すとおり、神戸を訪れる外国人観光客は大阪・京都に大きく水を
開けられています。この大きな要因は、神戸にしかない魅力的スポットがな
いこと（これは神戸ビーフ館建設を訴えています）と、空の玄関口が存在し
ないことです。国際観光振興で神戸経済を活性化させるためにも神戸空港の
24時間化と国際化は絶対に実現させなければいけません。
国交省も関西財界もようやく重い腰を
上げて昨年末に「関西3空港懇談会」を
開催し、神戸空港の規制緩和の具体的議
論が始まっています。向山好一は、遅く
とも5年後に「24時間化と国際化」が実
現できるよう強力に取り組んでいきます。
兵庫・大阪・京都の外国人観光客の比較

（単位：万人）

940

482

661

743

717

H29

H27

1110

128 149 158
H27
平成30年12月25日

神戸新聞朝刊より

H28

H29

兵庫県
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H27

H28

京都府

H28

H29

大阪府

地域
課題

地元の声を 誠実に行政に反映！

□県立鈴蘭台西高校の跡地の市民への開放
廃校になって未利用となっていた鈴蘭台西高校の
跡地（グラウンド）を市民へ開放するよう取り組み、
平成29年4月より兵庫県で初めてのケースとして、
兵庫県と神戸市が連携した枠組みでグラウンドの市
民開放が実現しました。

拉致問題

政府が認定した拉致被害者のうち有本恵子さん、田中実さ
んの2名は神戸市出身です。同じ神戸市民として拉致問題の
一刻も早い全面解決を目指して、以前より三宮での街頭署名
活動やアメリカ政府へのロビー活動などの支援活動を行なっ
てきました。
拉致被害者は私とほぼ同年代です。事態はこう着状態を抜
け出していませんが、粘り強く救済活動を続けていきます。

地元での活動を精力的に展開

□大型ショッピングセンターの進出による交通弊害をなくす
日の峰のゴルフ練習場跡地に
建設された大型店舗の進出に伴
う交通渋滞対策と周辺住民の安
全確保のため、最低限の対策が
講じられるよう働きかけ一定の
前進を実現しました。

Before

□国道428号線青葉台周辺の改善

もともと道路幅が狭く、車両の通行や歩行者の安
全確保に問題があったことに加え、大雨のたびに通
行止めとなり周辺の大渋滞を引き起こしている青葉
台口周辺の改善を要望し、トンネルによる抜本的改
善への事業化の検討が始まっています。

After
開かれた県議会を目指し
地元の皆様と傍聴会を開催

福祉施設を積極的に訪問し
ボランティア活動を行っています

少年野球の振興に力を入れ
オール神戸大会時に激励

今や日本柔道のエースとなった
阿部選手が若いころに激励訪問

真夏の兵庫県知事選挙では
井戸候補の応援演説

地域の皆様との意見交換会を
定期的に開いています

地元のお声を実現
ひよどり台

Before

ひよどり台交差点の
舗装とラインを改善

泉 台

Before

泉台周辺の幹線道路
舗装を改善

谷上駅前
Before

□北神急行への行政支援の継続

北区と都心を結ぶ大切な北神急行の運賃低減に向
け、現行の80円運賃補助制度（県予算1.3億円）は
平成30年度までを期限としていますが、平成31年
度以降も継続するよう地元代表と県当局に要請。実
現の方向にあります。さらに料金の大幅減額につな
がる市営化の検討も始まっています。
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After

After

After
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谷上駅前交差点の
歩道に信号機を設置

議員 兵庫・神戸と海外との
外交

経済発展につなげる！

■パラオ
天皇陛下のご訪問で脚光を浴びたパラ
オ。兵庫県とは、パラオがアメリカ統治
下にあった時代、最初に海外と友好協定
を結んだ相手が兵庫県だったという特別
な関係にあります。
平成29年11月、知人を介してパラ
オ・レメンゲザウ大統領を兵庫県に招聘
し、井戸知事とともに面談しました。今
後、観光分野での関係強化をめざしてい
ます。
＊兵庫県公館の屋上噴水に飾ってある
「しゃこ貝」は、友好協定締結を記念し
てパラオから贈られたもので、現在も活
躍しています。（左写真）

この任期中、国際都市神戸・兵庫と海外との友好を深め、人的交流や企業誘致
協定など相互に恩恵が受けられる関係作りに取り組んできました。

■インド
今後、急成長が予想されているインド。ガンジー生誕の地として有名なグジャ
ラート州は人口6,000万人を抱える経済都市で、兵庫県とは2001年に発生した
インド西部地震（犠牲者2万人以上）への支援として1億7千万円の義援金を贈っ
たことから交流が始りました。
平成28年8月、友好関係の深化を進めるために井戸知事の親書を携えルパニ州
首相と面会し、友好協定締結の要請を行うとともに、経済分野や学術・教育分野
での交流を提案し
てきました。それ
は、同年10月の
正式な覚書締結に
結びつきました。
今後、インドでの
新幹線事業での貢
献が期待されてい
ます。
ルパニ州首相と面談

■中

国

以前から交流のある中国海南省。平成27
年12月に現地高校と兵庫県の高校との交換
留学の協定づくりを目的に複数の高校を訪問
しました。
その結果、28年度より工業高校同士の相
互交流が試行的に行われ、29年度より定期
的な交換留学制度が実施されています。
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平成28年10月11日

神戸新聞朝刊より

■ネパール
3年前に大きな震災があり、1万人以上の犠
牲者が出たネパール。兵庫県でも当時「チーム
ネパール」を結成し、義援金の提供や専門家派
遣などの支援を行ないました。向山好一は、平
成28年よりまだ傷跡の残るカトマンズ郊外の
孤児院を訪問し、兵庫県の特産品の提供などの
支援を行なっています。

■ブラジル

■ベトナム

神戸が移民の出発地点であったブラ
ジル。友好州であるクリチバ州はじめ、
各地に兵庫県
人会があり関
係強化を行っ
ています。

今後、労働者の流入が予想されるべ
トナム。受け入れ側の課題把握のため
現地での人材
育成がどうな
っているのか
を調査。
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