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平成 28年 11月 7日 知事記者会見 

 

知事 

皆さんおはようございます。今朝も冷え込みました。 

県内では日ごとに寒さが増してきておりますが、今年も 11 月 9 日から 15 日にかけて、

秋季全国火災予防運動の一環として本県でも秋季火災予防運動を行います。 

県内の今年 1月から 10月までの火災の発生件数ですが、272件でございます。昨年の同

時期との比較では 69 件少なく、過去 10 年間で最も少なくなっておりますが、今月に入っ

て3日、4日には、鶴岡市で、人的な被害はありませんでしたが、工場が半焼、物置小屋が

全焼する火災が発生しました。 

これからの季節は、暖房器具の使用など火気を使用する機会が多くなり、例年火災の発

生が増える時期でありますので、ストーブやこんろなどの取り扱いには十分な注意が必要

です。 

県民の皆様には、「消しましょう その火その時 その場所で」の統一標語のもと、火

の取扱いには十分注意をしていただきたいと思います。 

それでは、恒例となりました、祭りやイベントをご紹介いたします。 

天童市の山形県総合運動公園では、11月 13日に「第 22回天童冬の陣平成鍋合戦」が開

催されます。県内外の冬の名物鍋を一度に味わうことができる、どなたでも楽しめるイベ

ントとなっております。 

また、大江町では、13 日に「おおえの物産味覚まつり」が開催されます。りんご、ラ・

フランス、旬の野菜など「秋のうまいもの」が一堂に会する、食欲の秋にふさわしいイベ

ントでございます。 

飯豊町では、11月 18日金曜日に「こくわワインどぶろく新酒を楽しむタベ」が開催され

ます。今年もおいしい飯豊の新酒をお楽しみください。 

県民の皆様も、ぜひお出かけいただければというふうに思っております。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

幹事社の河北新報の宮崎と申します。よろしくお願いします。 

山形、仙台両市が 11月 2日に、包括的な連携協定を締結して、ビジネスや観光交流、交

通網、防災などの面で緊密な協力態勢の構築を目指すことになりました。 

山形、宮城両県も 2007 年に、「みらい創造！ MY ハーモニープラン」という基本構想

を策定していますけども、今回の山形、仙台両市の包括連携協定に対する所感と今後の山

形、宮城、仙台市との連携について知事のお考えや構想についてお聞かせください。 
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知事 

山形県と宮城県との連携につきましては、平成 19年に『山形・宮城の連携に関する基本

構想「みらい創造！MY ハーモニープラン」』を策定し、両県をはじめ、山形市、仙台市、

両県の商工会議所連合会などで構成する「宮城・山形未来創造会議」を推進母体として、

行政、民間など幅広い分野で連携を進めているところです。 

これまでも、火山防災協議会の設置など安心・安全に関する取組みや、食品製造業者を

対象とした商談会の開催など地域産業の活性化に関する取組み、また、国道 347 号線の通

年通行化や国道 48号線の改良など交通基盤の整備に向けた取組みなどを展開してきている

ところです。 

なかでも、私はこれまで、東日本大震災への対応や横軸道路等の社会資本整備など、

様々な課題について、様々な機会を捉えて、村井知事や奥山市長とトップ同士の意見交換

を適宜重ねながら、連携した取組みを進めてきたところでございます。 

地方創生が喫緊の課題となる中、仙台空港の民営化を契機とした広域観光の推進による

インバウンドなどの交流人口の拡大、また災害時におけるリダンダンシーの確保やその基

盤となる交通ネットワークの整備など、連携すべき課題は様々ありますので、仙台市を含

む宮城県との連携は本県、山形県にとって極めて重要なものだと考えております。 

こうした中、両県の県庁所在地であります山形市と仙台市とが、防災や観光・交流、交

通ネットワーク、ビジネスなどの分野で連携に関する協定を締結したことは、山形・宮城

両県の更なる連携につながるものと期待をしているところであります。 

先ほど申し上げました基本構想ですけれども、来年の 3月で構想期間である「概ね 10年」

を迎えますので、まずこの 10 年間にそれぞれの主体が行ってきた取組みにおける成果や

課題等について、両県で総括を行い、その結果を踏まえて、新しい連携策について検討す

るなど、これまで培われた協力関係を更に深めながら、宮城県との連携・協働にしっかり

と取り組んでいきたいと考えております。 

 

記者 

関連で 1 点、「MY ハーモニープラン」というのがですね、10 年前で、知っている方と

いっても記者の中でもですね、限られた方しか知らないような現状になっているのですけ

ども、名称を含めてですね、連携強化に向けて、刷新とかそういったことも選択肢の一つ

にあるのでしょうか、名称自体もその。 

 

知事 

いや、そうですね、まだ名称自体までどうするかということは考えてなくて、村井知事

とは将来に向けて、お互いにウィン・ウィンになるようなプランにしましょうというよう

なことをお話ししているのですけれども、名称を変えましょうとか、そういうことは、ま

だ全然言っておりません。 
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記者 

吉村色が反映されるようなプランになると考えてもよろしいのでしょうか。 

 

知事 

吉村色とか村井色とかということではなくて、やっぱり山形県、宮城県の連携ですね、

お互いが発展・成長していけるようなプランになればいいなと思っております。はい。 

 

☆ フリー質問 

記者 

おはようございます。山形新聞田中です。今の幹事社質問の関連で 1 点教えていただけ

ればと思うのですが、「MYハーモニープラン」を今回概ね 10年なるので見直されるとい

うような、先週も知事の言及がございましたけれども、現行の基本構想の中でですね、例

えば時代にそぐわなくなっている部分があるとかですね、もっとこういうところ強化した

ほうがいいので見直すとか、中身まではさておきですけども、見直すにあたっての動機づ

けというか理由づけというかですね、こういうところをもうちょっと見直したい、こうい

うところがちょっと合わなくなってきている、その辺を知事はどのようにお考えになって、

今回再検討、見直しということになられたのでしょうか。 

 

知事 

はい、そうですね、細かいところは事務方の担当が来ていると思いますので、できる限

りのこと言ってもらおうかと思いますけれども、細かいところまでこうしたい、ああした

いとまだ私から言っているわけではなくて、まず、これまで 10 年というのは、10 年ひと

昔という、今は 3 年ひと昔くらいになってますので、もうだいぶですね、時代に合ったと

いいますか、そういったことを考えなければいけないのではないかというふうに思った次

第です。交流、仙山交流というようなこともやっておりますし、非常にいい交流だなと私

も見ているのですけれども、ただ、インバウンドとかですね、そういった海外観光客の誘

客というような課題も出てきているかと思います。 

やっぱり現代、そして将来を見据えての内容にしていくのが必要ではないかと思ってい

ます。 

私の中で、力も入れてきていますけれども、横軸の連携というのはね、やはり、山形県

と宮城県との交流、また県外、海外からのさまざまな交流人口の拡大ということを考えて

も、道路とかね、そういったものはもうちょっと力を入れてやっていきましょうというよ

うなことは立ち話的に申し上げているのですけれども。時代に合わなくなったようなとこ

ろは、今すぐ言えるところありますか。担当から。 
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企画振興部次長 

企画振興部次長の中山でございます。 

時代の変化ということになろうかと思います。ただいま知事からもお話ありましたよう

に、高速交通網の関係で、道路については縦軸が大体目途がついた中で、横軸を本格的に

どうしていくかというような話もございますし、また、仙台空港の民営化ということで、

インバウンド、広域観光、こういうところもあろうかと思います。 

また、安全・安心の面では、火山の関係もありますし、それからドクターヘリも、今度

宮城県のほうが導入するということで、そんな形で状況の変化もあります。 

また一方で、民間の動きとしてですね、経済界のほうでですね、銀行さんを中心にして

両県の商談会を行ったり、また、銀行そのものの形としてホールディングスなどといった

形でですね、様々な連携が進んでいるということがありますので、こういうものを踏まえ

て、より一層山形県、そして宮城県がウィン・ウィンの関係になるような構想というもの

を今度目指していきたいなと、このように思っております。 

 

記者 

朝日新聞の前川でございます。おはようございます。 

知事、ちょっと TPPについて伺いたいのですが、先週の金曜日、衆院の特別委員会で TPP

の条約批准承認案を含む法案が、野党議員が抗議する中で採決されました。今週にも衆院

を通過するのではないかとの報道もあります。 

知事は去年、政府宛に出した要望書などでも、農林水産業に対する影響のほか、中小企

業の基盤強化などについても政府に要望されておりますが、今回この TPP、いろいろ山形

でも話題になったり、各種選挙で争点になったりしてきたものについて、TPP の衆院特別

委員会で採決に至ったことについて所感と、今後、どのようなことを対策として行ってい

くか教えてください。 

 

知事 

はい。TPP 協定ですけれども、国民の生活や経済活動に大きな影響をもたらすものであ

ります。これまで全国知事会や北海道・東北地方知事会とも連携して、政府に対し、丁寧

な説明と万全の対応を求めてきました。 

世論調査におきましても国民からは慎重審議、これ、66%らしいですけれども、慎重な審

議を求める声も多い中、先週の 11月 4日、衆議院の特別委員会において、野党が退席する

などの混乱の中で TPP承認案及び関連法案が可決されたところであります。 

TPP 協定の発効による本県への影響は、プラスもマイナスもあると考えておりますが、

中でもですね、特に本県の基盤産業であります農林水産業への影響が特に懸念されるとこ

ろであります。 

今後、TPP 協定の内容やそれに伴う影響と政府の対応などについて、より多くの国民の
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理解が得られるように、国会において丁寧にしっかりと議論をしていただきたいというふ

うに考えているところです。 

そうですね、これからということでありますけども、やはり、東北・北海道はもう食糧

基地というような役割を果たしている場所柄だと思っておりますので、連携してその時々

声を上げていきたいというふうに思っているところです。 

やはり、影響がない、ないと言われても、本当にそうなのかということで、皆さんも、

私も含めてですね、やはり大変心配をしているところです。 

 

記者 

1点だけ確認で、知事、プラスもマイナスもとおっしゃいましたけども、具体的にプラス

はこういう面があって、マイナスはこういう面があるというのは、何かありますでしょう

か。 

 

知事 

そうですね、プラスが確固たるものというのは、ちょっとなかなか難しいところだと思

っています。 

やっぱり、本県も含めて地方というのは中小企業が大変多い、ほとんどが中小企業であ

りますので、大企業さんのようにその輸出とかですね、大きなそのメリット、プラスとい

うのが、なかなかその、本当に影響あるのかどうかちょっと見えにくいというか、そうい

うことがあると思っています。 

ただ、マイナスの影響となりますと、基盤産業と私が呼んでいる農林水産業ですね、こ

れはやはり、大変影響が懸念されるところであります。 

それで、本県の場合、地方は大体似たようなことかと思いますけども、農林水産業にマ

イナスの影響があるとすると、その周辺のその商業界、例えば商店街とかですね、そうい

ったいろんなその消費する、農家の皆さんが消費するようなところまで影響を受けてきま

すので、大変幅広く影響を受けると思うのですね。具体的に言うと、そういうところが大

変心配ですね。はい。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

河北新報の阿部と申します。 

福島県からの自主避難者の方のお話の関連でお伺いしたいのですが、知事が 8 月末の記

者会見で、県職員公舎を 50戸程度無償提供する方針を示されたことがあったかと思うので

すが、その件の進展状況と、あと、その際、民間の借上げ住宅の家賃補助は、他県の状況
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も見ながら今後できる限りのことをしたいというふうにおっしゃられていたと思うのです

が、そのことも含めての進展状況と、来年 3月で借上げ住宅（の無償）提供（の打ち切り）

ということで迫ってきている中で、知事が今後どのように対応されるかというのを改めて

教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

はい。そうですね、具体的な進展状況、例えば県職員の公舎をですね、無料でというよ

うなお話ありましたけれども、それについては、具体的にどうなっているかはちょっと担

当から答えてもらいたいと思います。 

それで、来年の 3 月で途切れるというようなことがあるのですけれども、そうですね、

本県として他県の動向も見ながらということを申し上げました。それについてはですね、

まだ具体的に決めたわけではないといいますか、来年度の予算というようなことを考えて

いく中で、事業と予算と完全に関わっておりますので、これから、といいますか、担当の

ほうではもういろいろやっているのかもしれませんが、私とのそのいろんな調整といいま

すか、話し合いはこれからでございます。 

では、担当のほうから、その公舎のことで。 

 

危機管理監 

危機管理監の小林でございます。 

今、知事からありましたとおり、来年の 4 月からの入居を見据えてということでござい

ますので、12月補正予算に措置を提案すべく、現在作業中です。 

具体的には、予算編成作業中ですので、まだ確定的なことを申し上げられる状況ではあ

りませんけれども、先の記者会見で知事から話があったとおり、50 戸程度の県職員アパー

トというものの提供ということでございますので、現在、地域的にどこのアパートを何戸

提供できるか、改修などの必要もありますので、そこにどれだけの経費を要するのかなど

について、作業をして、予算編成の検討状況にあるという状況でございます。 

 

知事 

いいですか。 

 

記者 

すいません、来年度予算をこれからというところになるかと思うのですが、知事の中で

のお考えとしては、その民間の家賃補助について積極的にとか、そういったお考え、今の

ところあるのでしょうか。 

 

知事 
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そうですね、家賃補助というのはこれまでですね、やはり避難元の福島県さんと話し合

いながらやってきたと思っています。 

それで、復興庁がですね、例えば、故郷に避難者の方々が戻られるにしても、戻られな

いでこちらで住むということにしても、いずれにしても生活の安定ということでどちらか

を選ばれたら、その選ばれた方向での援助というようなことを、そういう方向が望ましい

というようなことを示されました。 

5年 7カ月過ぎて、やはりいろいろな事情も変わってきたりもしているかと思いますけど

も、そうですね、そういったことを考えますと、家賃補助ということが望ましいのか、あ

るいはこちらで定住されるというようなことをお考えの方に、どういう支援をしていける

のかといったことをですね、本当に考えていければというふうに思っています。はい。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

はい。朝日新聞の米澤です。 

明日ですけれども、知事、東京出張ということで、東北中央自動車道、日本海沿岸東北

自動車道等でですね、また要望ということで官邸や各省庁のほうを、県外の副知事さんと

かとも連携して要望活動をなさると、菅官房長官にもお会いになるということですけれど

も、先月 26日にも同様に要望活動、知事がなさりましたけれども、今回こういった要望活

動は、また改めて拡大して行うに至った経緯とですね、目的についてお伺いしたいと思い

ます。 

 

知事 

はい。そうですね。今回のは、だいぶ前から、明日上京する分ですね、それはだいぶ前

から決まっていたのではないかと思います。 

秋田県と山形県と、あと、福島県でしたか、新潟県でしたか。福島ですね。東北中央道

ですと福島、山形、秋田の3県合同で行くということで、東北中央道というのは、やはり、

その3県にまたがっておりますので、それについてしっかりと予算をつけて着実に実施して

まいりたいということで行くわけでありますので、先般行ったことのほうはですね、上京

に合わせて、あの時は立地セミナーか何かだったかと思いますけれども、上京に合わせて

行く時に、もっといろんなことが兼ねてできないだろうかというようなことをよく考えて、

省庁への要望だったりあるいは企業訪問だったり、いろんなことをします。そういう位置



8 

 

づけと言いますかね、先週でしたかね、先々週でしたか、行きました時は、ちょうど予算

編成前でもあるし、そのミッシングリンクのところの2箇所、とにかく強くですね、要望し

たいという、菅官房長官は秋田の北のほうのお生まれでちょうど山形県境に近いところの

お生まれでいらっしゃいますので、やはり何とかここのところは事業化してほしいという

ことを申し上げに行きました。 

それから、もう1つ、なかなか表に出ないけれども、ラ・フランスの宣伝みたいなPRなん

かもちょっとやったところであります。そういう時期的なこともあります。 

明日のは本当に3県連携で、おそらく毎年やっていることではないかなと思っています。担

当に聞きますけど、明日確か、その3県とあと地元の方も行ってもらうというようなことで

はないかと思いますので、ちょっと明日どういう内容だったか、はい。 

 

県土整備部次長 

県土整備部次長の後藤であります。今ちょっと手元に詳しいところの資料、なかったの

ですけれども、今知事おっしゃったように、今回は、山形県単独ということではなくて、

他県とも連携して、民間、地元も含めてということで、関係省庁等に要望していくという

ような内容でございます。 

 

知事 

前にちょっと資料1回見ているのですけれども、確か湯沢市長さんとかですね、やっぱり

そういう地元の方も一緒に行く内容だったと思いますが。 

 

記者 

わかりました。そうすると、26日の要望を受けて知事のほうが周りに呼びかけて実現し

たとかそういう形ではないということですね。 

 

知事 

そうですね。 

 

記者 

はい、わかりました。 

 

記者 

河北新報の宮崎です。 

JR山形駅西口のですね、文化施設の件でお伺いしたいのですが。 

不調に不調が続いていて、その後の入札のですね、日程とか工事含めての日程がどうな

ったのかということと、あと、その予定価格をですね、変更するのかとか、または設計の
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内容を見直すのか、そういったところの今の進捗状況を教えてください。 

 

知事 

はい。えーとそうですね。 

今まで、不落というのが2回続いたかと思いますけれども、その2回目のですね、不落の

要因についての調査というのを実施してきているわけでございます。 

その調査結果を踏まえた対応をどうするかということで、今、最終の調整を行っている

ところでございます。というのがお答えです。 

 

記者 

予定価格の変更があると、一部の報道があったのですけれども、その辺についてはどう

なのでしょうか。 

 

知事 

ああ、そうですね。はい。 

何か、報道があったのですね。議会に対しては何か、明日ですか、説明するというよう

な予定だと聞いております。 

報道のほうが早くなってしまったということでありますけれども、いずれにしましても、

あの内容なのかなと思います、予定価格。 

 

記者 

報道に出たもので、その辺のところ説明お願いしたいのですけれども。 

こういったところの、どれ位の価格が上乗せなるとか、そういったところがですね、予

断を与えているところもありますので、議会とかと言うよりもですね、1回出たものはちゃ

んと説明していただかないとですね、ちょっと県民も予断を持ったままですね、議会とか

そういう問題ではなくてですね、この場でご説明をお願いしたいのですが。 

 

知事 

はい。えーとそうですね。 

不落の要因というのは、私がお聞きしているのは、やはり県内でお願いしようと思って

いたところですね、熟練工をはじめとした人手不足というのがあって、県外からもお願い

しなくちゃならない、という状況なのだそうであります。そういうことを考えるとやはり、

その単価と言いますか、そういったものが上がって、労務単価ですね、そういったものが

上がってしまうということを聞いているところです。 

具体的なところは、どういうところまで、言えるだけ担当のほうから言ってもらいたい

と思います。 
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県土整備部次長 

県土整備部次長の後藤であります。 

不落の要因調査でありますけれども、前回も申し上げたと思いますけれども、入札者か

らの資料の提出、それと聞き取り、それと設計者からの聞き取り、あと、専門業者からの

見積書聴取などを進めておりまして、これを踏まえて労務費など本工事の予定価格の積算

の見直しの検討を今進めているところでありまして、この要因調査と予定価格の見直しと

いうことにつきましては、現在最終的な調整を行っているというふうなところでございま

す。 

 

記者 

予定価格は、どれぐらい上乗せするのですか。結局、そのところを聞きたいのですけれ

ども。 

 

知事 

それについてはどうでしょうか。はい。 

 

企画振興部次長 

企画振興部次長の中山です。今、県土整備部の後藤次長のほうから話がありました通り、

今、積算、最終的な調整をしている段階ですので、具体的な金額ということについては差

し控えさせていただきます。 

 

記者 

確か報道では、6億でしたっけ、上乗せするのが。それって正しくないのですか。 

 

企画振興部次長 

繰り返しになりますが、具体的な金額については差し控えさせていただきます。 

 

記者 

一部報道が出ているわけですね。確認できないというのはどういうことなのですかね。 

一部の報道機関には答えられるけれども、ほかには答えられないということなのですか。 

 

知事 

いや、どなたにも答えていないかと思うのですが、どうですか。 

 

企画振興部次長 
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はい。確かに一部報道だと思いますけれども、「答えた」という話を私どももわかってお

りませんし、一部報道された方がどのようなニュースソースを持ち得たかというのは私も

存じ上げないところでございますので、県としての立場と考えとしては、具体的な金額は

差し控えさせていただきたいと、このようなことでございます。 

 

記者 

わかりました。確認とれないとなればわかりました。そういう対応、方針であることは

わかりました。了解しました。 

 

記者 

毎日新聞の山中と言います。 

すいません、まずですね、モンテディオ山形のですね、選手がですね、逮捕された件に

ついてですね、ちょっとご所感をまずいただきたいと思うのですけれども。 

 

知事 

はい、私も報道で知りましたけれども、本当に大変遺憾だと言いますか、子どもたちや

若者、また県民に元気と活力を与えてくれましたし、本当に子どもたちには特に、希望と

か勇気というものを与えてくれるスポーツでありますので、それに従事している選手が、

本当に、ああいった不祥事を行ったというのは、大変私は遺憾だというふうに思っており

ます。 

 

記者 

あと、県としてですね、株式会社モンテディオのほうにですね、出資して株主でもある

のですけれども、そちらのほうにですね、何かですね、人事に介入するだとか、何かしら

の要求をするだとか、そういったお考えは現在ありますでしょうか。 

 

知事 

いえ、ございません。はい。 

 

記者 

わかりました。ありがとうございました。 

 


