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平成 28年 10月 31日（月） 知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。 

朝晩の寒さが大分厳しくなってまいりました。明日から 11月ですが、インフルエンザや

感染性胃腸炎などの感染症が多く発生する時期になってまいります。 

県民の皆様には、早めのインフルエンザ予防接種や手洗いを励行していただき、くれぐ

れも健康にご留意いただきたいと思います。 

まず、三笠宮殿下の薨去（こうきょ）について申し上げます。 

三笠宮崇仁（たかひと）親王殿下の薨去の報に接し、深い悲しみの念を禁じ得ません。 

殿下には昭和 62 年の第 41 回全国レクリエーション大会にご臨席いただくなど、戦後 8

回にわたってご来県いただきました。 

皇室をはじめ、御近親の方々の深いお悲しみを拝察申し上げますとともに、県民の皆さ

んとともに謹んで安らかなる御冥福をお祈り申し上げます。 

それでは、技能五輪・アビリンピックについて申し上げます。 

過去最多 373人の選手数となった第 36回全国障害者技能競技大会、いわゆる全国アビリ

ンピックですが、これは東北 6県からも過去最多の 59人が参加して、昨日、3日間の日程

を終えました。なお、59人のうちの 23人が山形県であります。 

山形県選手団の成績ですが、金賞が 2 人、銀賞が 4 人、銅賞 3 人、あわせて入賞 9 人と

いう、過去最高の素晴らしいものでありました。 

これで技能五輪全国大会とあわせて、「やまがた技能五輪・アビリンピック 2016」は、

すべての日程を終了いたしました。 

東日本大震災からの、東北のものづくりの復興と発展の視点にも立って、東北六県知事

連名で、そしてさまざまな経済界の方々のご協力もいただいて大会を誘致し、「輝け！も

のづくり東北の未来」を大会スローガンに掲げて、約 4 年間にわたり選手の育成・強化を

含め東北全体で準備を進めてきた大会でありました。 

競技は、山形市など 3市 1町の 14の会場で行いましたが、県内外から多くの皆様が見学、

また応援に来てくださいました。 

速報でありますが、この 2つの大会をあわせた来場者数は、目標とした延べ 15万人を上

回る、17 万 7 千人でありました。支えていただきました多くの関係者の皆様の御協力に、

改めて御礼を申し上げます。 

これを機会に、本県のものづくり人材の育成と、ものづくり産業の発展、そして“障が

いのある人もない人も共に活き活きと生活できる社会の実現”に向けた取組みに一層の力

を入れてまいります。 

では恒例となりました、祭りやイベントについてご紹介です。 

小国町では 11月 6日日曜日に「第 14回おぐに鍋まつり」が開催されます。 



2 

 

地域自慢の鍋や創作鍋が同時に味わえる、どなたでも楽しめるイベントとなっておりま

す。 

また、「温海かぶ」原産の地、鶴岡市一霞（ひとかすみ）地域では、6日日曜日に「一霞

かぶ祭り」が開催されます。「温海かぶ」や地元の農産物の販売のほか、餅や納豆汁など

の「美味しいものコーナー」も行われます。 

それから、大蔵村では、11 月 7 日月曜日に「第 52 回肘折温泉郷なめこ・こけし祭り」

が開催されます。なめこ汁の振る舞いや、なめこ箸つまみ競争、肘折こけしの即売会など、

楽しい企画が行われます。 

秋も深まって、蔵王、山寺、最上峡、赤芝峡など県内各地で紅葉が見頃を迎えておりま

す。県民の皆様も、ぜひお出かけいただければと思います。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

幹事社のNHKの池川と申します。よろしくお願いします。 

山形新幹線で携帯電話が通じにくい「不感区間」がある問題で、高市総務相が先週 25日

の参院総務委員会で、2020 年の東京五輪・パラリンピックを見据えて、五輪開会前に不感

を解消する方針を明らかにしました。これについての知事の受止めをお願いいたします。 

 

知事 

はい、携帯電話を利用できる環境の整備は、災害発生時の対応など危機管理の面はもと

より、観光やビジネス等の活性化による交流人口の拡大に必要不可欠であります。地方創

生の実現に向けて重要な課題だと考えているところであります。が、そうなのですけれど

も、山形新幹線におきましては、福島－米沢間の山岳地帯などで携帯電話が繋がらない状

況となっております。 

これまでも不感区間解消の実現に向けて要望を重ねてきたところですが、今月 7 日には、

私をはじめ、県商工会議所連合会、県商工会連合会、そして県観光物産協会の各会長、さ

らには、野川議長からは県議会の意見書により、総務省のあかま総務副大臣に対して、東

京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年までの不感対策の完了について直接

要望してきたところであります。 

こういう中で、今般、高市総務大臣から、これは本県選出の大沼参議院議員の質問に対

してという形での答えでありますけれども、山形新幹線を具体的にあげながら全国各地の

新幹線について、 2020 年までに、それもなるべく早い時期に不感を解消するという方針

が明らかにされましたことは、山形新幹線における不感解消の実現に向けて、大きな弾み

になるものと考えております。そういうふうに受け止めております。大変喜ばしく思って

いるところです。 
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今後とも、政府に対しまして、 2020 年までには山形新幹線における不感区間が解消さ

れるよう、県、県議会、県内経済界のオール山形で、引き続き力強く働きかけてまいりた

いと考えております。 

 

記者 

この問題は、そもそもフル規格でも、まだまだ山形新幹線以外でもですね、不感区間が

ある新幹線区間というのはあると思うのですが、その中でもやはりその山形新幹線、優先

順位をあげるためにですね、引き続き、最後お話もありましたけれども、ご活動されてい

くということなのでしょうか。 

 

知事 

はい、そうですね、もう、ビジネスもそうですし観光でも、本当に時代に合った環境整

備というのは、とても大事だと思っております。 

とくにインバウンドですね、2020 年のオリパラにむけて、政府あげて力を入れていると

ころです。全国ミニ新幹線、もちろんフル規格新幹線もいずれの区間もですね、しっかり

と不感区間を解消するということが大事だと思っていますので、しっかり取り組んでいき

たいと思います。 

朝ちょっと打ち合わせをしながら話したのですけど、不感区間というのが本当に、「不

快区間」になっているというような話もありますのでね、何としても解消していただける

ように、しっかりたくさんの方々にご協力いただいて取り組んでいきたいと思っていま

す。 

 

記者 

もう 1 点これに関連しているといえばしているのですが、先ほど国土交通省から、日本

を訪れた外国人旅行者が昨日時点で 2000万人を超えたという発表がありました。これ 9時

すぎ、9時半くらいですかね。 

これについてまず知事の受止めと、山形県にその外国人観光客、旅行者を誘致するため

に、今後の課題、取り組むべきこと、どんなことがあるのか教えていただけますか。 

 

知事 

はい。2,000 万人突破したというのは本当に喜ばしいことだろうと思っております。国

内で人口減少が進む中でですね、経済というものはなるべくこう、縮小させないというこ

とが、そういう視点を持って取り組むことが大事だと思っていますので、私は最近よく言

うのですが、輸出拡大ということと観光客誘致、これは本当に大きな柱として政府は、地

方とね、政府が一体となって取り組んでいかなければいけないことだろうと思っていま

す。 
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そういう中で 2,000 万人突破したということは大変喜ばしいですし、オリンピック・パ

ラリンピックまでの目標も掲げられておりますし、またその後もですね、その後に向けて

もしっかりと取り組んでいく、観光立国として取り組んでいくのがよろしいのではないか

と思っています。 

本県も観光立県を掲げておりまして、しっかり取り組んでいくのですけれども、インバ

ウンドに、外国人観光客にちょっと焦点を合わせますと、東日本大震災前にはやっと戻っ

ておりますけれども、全国のようにですね、大きい伸び率にはなっていないというふうに、

これ、東北全体ですけれども、東北だけが一人負けという状況だと思っていますので、本

当に東北 6 県連携してですね、インバウンド、外国人の観光客にたくさん訪れていただけ

るように、連携して取り組んでいきたいなと思っているところであります。 

 

記者 

具体的には、どういう取組みというのが考えられますでしょうか。 

 

知事 

そうですね。8月の末には6県知事で連携して、東北観光推進機構と一緒になってトップ

セールスというのでしょうか、本当に初めて 6 県で連携してまいりましたけれども、ああ

いうことがまたできるか、あるいはPRということで6県連携してやっていけるとは思って

います。 

東北観光推進機構も本当に力を入れると言ってくださっておりますので、夏祭りの連携

はもちろんなのですけれども、冬というものもですね、雪というものがありますので、東

北に冬のお客さんをたくさん連れてくると言いますかね、呼び込むということで PR、ト

ップセールスというものを東北観光推進機構と一体となってやっていければいいなと思っ

ています。 

先ほど記者さんの質問の中に課題というのがあったかと思うのですけど、まさしくこの

不感区間解消というようなことは大事なことだと思っています。Wi-Fi 整備ですとかね、

やはり、今、ネットの時代ですから、そこで情報を取って、個人旅行の方もたくさん増え

ていると聞いておりますので、そういったその受入れ態勢を整備していくということが本

当に大きな課題ではないかと思っております。 

 

☆ フリー質問 

記者 

すいません、山形新聞の田中です。 

今の NHK さんの質問にちょっと関連するのかもしれないのですけども、その広域連携

のところもう少し教えていただきたいのですけども、例えば人口減少、全体に関してです

ね、先の北海道・東北知事会議でも人口減少、地方創生、大きな課題だということで、協
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議もありましたけども、知事ご自身として、例えば山形県単独ではなかなか解決が難しい

人口減少という問題、隣県の宮城県であるとか福島県、新潟県であるとか、こういったと

ころとどういった面で連携を深めていって、その人口減少社会を、課題を克服していかれ

たいというふうに思われるのか教えていただければと思います。 

 

知事 

はい。人口減少ということに、今、的を絞ってのご質問であります。 

大変それは難しい課題であるというのは、よく認識をしております。 

ひとつの県だけで、ひとつの町だけでというのは、効果を上げているところも数少ない

ながらあるようでありますけれども、なかなか全国的に大変なのではないかと思っていま

す。 

国内でのそのパイの取り合いになるといいますか、県内での取り合いになったりですね、

そういった現象も見られるところです。 

大きな問題はですね、東京一極集中、東京圏といいましょうか、一極集中というのがあ

るかと思っています。それに対してどう対抗できるかといったら、やはり抜本的な何か政

策をですね、中央政府と地方とで一体となって取り組んでいくということが大事ではない

かとは思っております。 

何しろ人口減少、地方の人口減少の現状を見ますと、進学と就職の時にもう本当に大き

いわけですね。そこがわかっております。 

進学というのは、やはり高等教育機関が地方には少ないということが言えますので、そ

れをどういうふうにしていくかというのがまず大きな問題であろうと思っています。 

ですが、今の記者さんの質問は、その北海道・東北地方が連携して何ができるかという

お話だと思っています。 

ひとつはですね、交通政策といいますか、社会インフラ整備というのは、縦軸、横軸は、

隣県同士がやはり協力連携して進めなければいけないと思っていますので、そこの連携が

ひとつ言えると思います。 

そうですね、そしてあと産業ということになると、子育てという、子育て支援、就職、

結婚、子育てということで、やはりこれはしっかりと力を入れていかなければいけない分

野なのでありますけれども、連携して取り組んでいけることといいましたら、すぐに思い

浮かびますのはやはり医療費の問題とかですね、子育ての時の医療費の問題、また学費の

問題、授業料ですね、そういったことを連携してどういうふうに取り組んでいけるか、政

府に対しての働きかけということになるかもしれませんけど、そういうことはしっかり取

り組んでいければと思っています。 

あと、やはり地方創生の、その働き場所を作っていくということで、私は森林ノミクス

に力を入れておりますけれども、東北、北海道、新潟を含めてのこの 8 道県では、日本の

食糧基地と言ってもいいのではないかと思っています。 
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やはり、そこの部分をですね、しっかりと足腰の強いものにしていくと言いますか、後

継者もしっかり跡を継ぐことができるような、そういったその農林水産業政策というもの

をですね、やっぱり連携して、一緒に考えながら政府に働きかけていくということができ

るのではないかと思っています。 

本当に総合的なことが考えられると思うのですけれども、でも、これをやれば正解だと

いうようなものがなかなかこう、見つからないと言いますか、そこがやはり全国的な一番

悩めるところではないかと思っています。 

 

記者 

ありがとうございます。もう１点追加で。その中ではですね、仙台圏という経済圏はや

っぱり東北唯一の政令指定都市でもありますし、あと全国の中でも県庁所在地が隣接して

いるという場所がですね、全国でも３箇所くらいしか確かなかったはずなのです。山形と

仙台とは距離的にも時間的にもすごく近いですし、こことのやっぱり政令指定都市の経済

圏、経済力をどのように山形に取り込んでいくのか、連携するのかという視点が重要なの

かなと思います。 

その中で、知事の自身の仙台圏、いわゆる経済圏も含めて高等教育機関も東北の中では

仙台が一番集中しておりますし、あと民営化しました仙台空港、国際空港でもありますの

で、ここを使って、たとえばインバウンド誘致であるとか、こういった仙台圏とのつなが

りを山形県はどのように効果を出していきたいというふうに思われるのか。連携を図って

いきたいと思われるのかも教えていただければと思います。 

 

知事 

はい。そうですね。確かに仙台圏は大変大きな東北での力であると思っています。そこ

と連携していくことも大きな方向だろうと思っています。 

数日前に、北海道・東北地方知事会議、ございましたけれども、その際、宮城県知事と

も話したのですけれども、今までハーモニープラン（「みらい創造！ＭＹハーモニープラ

ン」）というのがございました。そろそろ概ね 10年くらい経つということで、その新しい

連携策というようなことをですね、一緒に考えましょうということを申し上げまして、も

ちろん村井知事も同じ方向でオーケーでございまして、具体的にどういうことができるの

か、一緒になって考えていきましょうということになりました。ですから、これからです

ね、どういうことが連携していけるのかということは、しっかりと一緒になって考えてい

ければというふうに思っているところです。 

宮城県と山形県、隣同士でありますし、県庁所在地も隣り合っているという、歴史的に

見ても、伊達政宗公は山形県、出羽国と言いますか、本県から仙台に行かれた方でありま

すし、いろいろな地理的なだけでなく、歴史的なつながりもございますので、本当にいろ

いろ連携していけることがあるのではないかと思っています。 
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空港とかインバウンドも今、記者さんのお話出ましたけれども、本当にさまざまな連携、

しっかりやっていけるのではないかと思っておりますので、これから一緒になって考えて

いきたいと思っています。 

 

記者 

朝日新聞の米澤です。この間 26日にですね、官房長官への要望というのがございました。

急に発表されたものですから、ちょっと唐突な感じもあったのですけれども、どういうふ

うないきさつで、この要望の実現に至ったのかということと、その成果についてお伺いし

たいと思います。 

 

知事 

はい。官房長官には以前からですね、特に高速道路のことなどをお願いしておりました。

と言いますのは、皆様ご案内のように、官房長官は秋田の北の方のご出身でいらっしゃい

まして、秋田県と山形県との県境区間ですね、そこのところをぜひ力を入れていただきた

いということでずーっと前からお願いをしてきた経緯があります。 

今回はですね、確か前日に企業立地のセミナーが東京であったかと思います。せっかく

上京するので、来年度の平成 29年度の予算化に向けて、秋田県境の、秋田山形県境のその

二つの区間まだちょっと事業化していないところがありますので、ちょっともう一度しっ

かりと働きかけておきたいという思いがあって、実は申し込んでいたのですけれども、お

返事がなかなかいただけなかったというのは、やはり鳥取の地震があったり、さまざまな

ことで長官お忙しかったかと思っています。ぎりぎりのところで、それはよくある事なの

ですけれども、申し込んでおいて、ぎりぎりのところで、お返事をいただいたという経緯

がありました。 

そして、唐突に見えたのは大変申し訳なかったのですけれども、その内容的なことはで

すね、今申し上げた、主にそこに焦点を絞って私は短い時間でありましたので、なんとか

この、「及位（のぞき）～上院内（かみいんない）区間」と「金山～金山北間」この二つ

の区間がなんとしても事業着手なるようにお願いします、ということを申し上げてまいり

ました。「一番ひどい所が残っているんだよね」というような、「あそこは土壌調査中だ

ったよね」とか、結構、長官はご存知でいらっしゃいました。おそらくしっかりと受け止

めてもらえたのではないかと思っているところです。 

 

記者 

はい。短い時間だったということですけれども、何か長官のほうから知事に対して激励

の言葉とか、何かそういったものはあったのでしょうか。 

 

知事 
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そうですね。あったような、なかったようなと言いますか、その辺はちょっとあまりに

も、今私が申し上げるといろいろ波紋が出るかなという思いもございますので、選挙のこ

とに関してはちょっと控えさせていただきたいと思います。 

 

記者 

いや、別に選挙じゃなくても一般的に「がんばってください」とか「応援しています」

とかそういうふうなのは、別にあってもいいのじゃないかと思いますけれども、何か選挙

の話だったのでしょうか。 

 

知事 

いやいや、あたりさわりのないところで、そういうお話はあったかと思います。はい。 

 

記者 

河北新報の宮﨑です。先ほどのその激励を受けてですね、知事、心強いと思ったのか、

その辺のところ、選挙に限ってのところをお願いしたいのですが。 

 

知事 

え？ 

 

記者 

感想。感想というか、心強いと、官房長官にですね、選挙の激励を受けてですね、感想

というか、心強いと思ったのか、そうでなかったのか、その辺のところを教えてくださ

い。 

 

知事 

そうですね。それはやはり、ちょっと、でも今あまり、以前から本当に官房長官には、

山形県の高速道路とかさまざまな政策でお世話になってまいりましたので、本当に感謝を

申し上げているところであります。今回も短い時間ではありましたけれども、要望書を受

け取っていただくことができました。 

それ以上のことはですね、先ほども申し上げたようにちょっと、いろいろとこの時期で

すので、なかなかこう、波紋が広がってもうまくないかなという思いもありますので、こ

のくらいにさせていただきたいと思います。 

 


