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平成28年12月27日（火） 知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。 

まずですね、今年、残すところわずかとなりました。 

県内では、ノロウイルスによる感染性胃腸炎の定点当たりの患者数が全国で最も多くな

っております。また、インフルエンザも流行期に入っているところです。 

年末年始を迎え、人の集まる機会が増えてまいりますので、県民の皆様には、こまめな

手洗いなど感染症予防対策を徹底していただいて、健康にくれぐれもご留意いただきたい

と思っております。 

 

それから先週の 22日にですね、新潟県糸魚川市の大規模火災がございました。140棟を

超える建物が焼損して、11 名の方々が負傷されるなど、甚大な被害が発生いたしました。

家屋の焼失など、被災されました皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早

い復興をお祈り申し上げます。 

なお、県では、昨日 26 日から職員に対して義援金の募集を行っております。それとと

もに、県庁舎及び総合支庁のロビーに募金箱を設置しておりますので、県民の皆様からの

御協力をよろしくお願いいたします。 

一方、本県におきましても、先週は、東根市で 4 棟の全焼を含め 10 棟が焼損しお二人

が負傷された火災など、建物火災が 4件発生しているところです。 

特に冬場は、暖房器具の使用など火気を使用する機会が多くなって、ファンヒーターや

ストーブ、暖房兼用こんろなどが出火原因の火災が多く発生しているところです。県民の

皆様には、大きな災害につながる恐れがありますので、火の取扱いにはくれぐれもご注意

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、年末年始にかけてのイベント・祭りを御紹介いたします。 

山形市山寺では、31日の大晦日に、「大晦日除夜の鐘・光のロード」が行われます。根本

中堂（こんぽんちゅうどう）から奥之院までの参道にろうそくが灯され、幻想的な光のロ

ードを作り出します。また、山門前（さんもんまえ）の鐘楼では、除夜の鐘を打つことが

できます。玉こんにゃくの振る舞いや、先着 108 名に干支の記念品のプレゼントがありま

す。 

鶴岡市の出羽三山神社では、大晦日から元旦にかけて、国指定重要無形民俗文化財であ

ります「松例祭（しょうれいさい）の大松明行事（おおたいまつぎょうじ）」が行われます。

羽黒山の代表的な火祭りであり、大松明の燃え方などによって翌年の豊作や、豊漁を占う

ものです。中でも、手向（とうげ）地区の若者が行う「大松明引き（おおたいまつひき）」

は大変迫力があります。 
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このほかにも、県内各地で様々なイベントが行われますので、ぜひ御家族でお出かけい

ただきたいと思います。 

 

では、私から、二つ発表がございます。 

まず一つ目でございますけれども、世界の 3 大スポーツ大会の一つといわれている「ラ

グビーワールドカップ」が、2019年、日本で開催されます。 

この度、県は、山形市及び天童市と共同で、山形県総合運動公園のラグビー場などを受

入施設として、「公認チームキャンプ」の候補地へ応募いたしました。 

ラグビーワールドカップのキャンプ誘致により、世界のトップ選手の迫力あるトレーニ

ングを間近で見学するができます。また、選手との交流を通して、県民のスポーツへの関

心が高まりますとともに、翌 2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックの事

前キャンプ誘致の大きなはずみとなることが期待されるところです。 

これらを通して、スポーツによる地域の活性化や国内外への「山形」の発信につなげて

まいりたいと考えております。 

今後、ラグビーワールドカップのキャンプ誘致の実現に向け、関係者と連携しながらし

っかりと取り組んでまいります。 

 

本日は、今年最後の記者会見でありますので、平成 28 年を、1 年を振り返っての所感を

申し述べたいと思います。よろしくお願いします。 

今年は、本県の歴史や文化にスポットが当たった年であり、4月に、出羽三山をテーマと

した歴史や文化に関するストーリーが、本県では初めて文化庁の日本遺産に認定されまし

た。 

また、年末には、新庄まつりの山車（やたい）行事が、他の全国の「山・鉾・屋台行事

（やま・ほこ・やたいぎょうじ）」と共にユネスコの無形文化遺産に登録されるという嬉し

いニュースもありました。 

スポーツの分野で輝いたのは、7 月の都市対抗野球の全国大会に、県勢として 66 年振り

に出場し、ベスト 16に進出した、きらやか銀行野球部と、それから 8月のリオデジャネイ

ロ・オリンピックに出場し、県出身競泳選手としては初となる入賞を 3 種目で果たした小

関也朱篤（やすひろ）選手の活躍でした。 

それから、8月の姉妹県州 30周年記念事業でコロラドを訪問した際、ちょうどその間に、

イチロー選手がメジャー通算 3,000 本安打の偉業を達成したんですけれども、その折に、

イチロー選手がつや姫を 5 日間、召し上がっておられた、ということがわかって大変感激

した、といったこともありました。 

様々な場面で、本県が有する歴史や文化の素晴らしさ、本県の持つポテンシャルの高さ

を、改めて認識し、そして県内外に示すことができた年ではなかったかと感じております。 
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さて、今年は全国規模のイベントを 9月と 10月、続けて開催したところでした。 

天皇皇后両陛下をお迎えして 9 月に開催した第 36 回全国豊かな海づくり大会では、「森

と川から海へとつなぐ生命（いのち）のリレー」をテーマに掲げました。本県の緑豊かな

山々が、最上川や赤川などの河川で日本海と繋がって、豊かな庄内の海の恵みを育んでい

ること。それが、130種類にも及ぶ魚介類の水揚げに繋がり、本県の食文化の多彩さを生み

だしていること。そうしたことを県内外に広くお伝えできて、成功裏のうちに、次の開催

県であります福岡県にバトンをお渡しできたと考えています。 

大会期間中は県内外から 3 万人を超える方々にご参加いただきました。大会開催に伴う

経済波及効果を推計しましたところ、お配りしております資料のとおり、約 11億 1,900万

円となりました。 

準備の過程では、私自身、庄内の魚種の豊富さや、漁法の多様さ、食文化の素晴らしさ

を再認識いたしましたし、それは、大会に関わった多くの皆様が感じたところではなかっ

たかと思います。準備から大会を通して盛り上がった機運を継続し、天然のトラフグやマ

ダイなど、新たなブランド化に取り組みますとともに、庄内浜産の水産物の消費拡大にも

取り組み、本県水産業の振興に努めてまいりたいと考えているところです。 

 

10月下旬には、第 54回技能五輪全国大会と第 36回全国障害者技能競技大会・全国アビ

リンピックを開催いたしました。 

出場選手数は、技能五輪が 1,318 人、アビリンピックが 370 人と、いずれの大会も過去

最大の規模となりましたほか、各会場には県内外から延べ約 18万人の皆様から見学や応援

に御来場いただきました。 

本県選手団は、両大会あわせて過去最多の 133人が出場し、金賞 5人を含む入賞 40人と

いう過去最高の成績を収めたところであります。そして技能五輪では団体で第 3 位となる

「優秀技能選手団賞」を史上初めて獲得いたしました。 

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た山形大会の開催は、本県の

みならず、東北全体を全国に力強くアピールできたものと考えております。 

また、このたびの大会の経済波及効果を民間のシンクタンクに委託して推計しましたと

ころ、お配りしております資料のとおり、約 22億 2千万円に上り、本県に大きな経済効果

があったものと考えております。 

 

ここで、駆け足になりますが、今年の県政を振り返ってみたいと思います。 

1月の末に、第 1回目の「やまがた雪フェスティバル」を、寒河江市を会場に開催いたし

ました。例年になく 1 月半ばまで雪の少ない状況が続き、気を揉んだところでありました

が、来場者数は目標を上回り、台湾、韓国のツアー客にも好評で、大きな成果があったと

考えております。2月初めには、第 2回目のフェスティバルを予定しているところでありま

す。引き続き、雪を資源として活用した取組みを全県に普及させて、冬の観光誘客に繋げ
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たいと考えております。 

4月には、「障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例」を施行いたしました。 

私達は、障がいのあるなしにかかわらず、誰もが互いにその人格と個性を尊重し、支え

合って共に生きる社会を実現していかなければならないと思っております。障がいを理由

とする差別の解消に向けて、民間事業所での差別解消を推進する「心のバリアフリー推進

員」の養成に全国で初めて取り組みました。県民の皆様からも、是非、身近なところから

取組みを始めていただきたいと思っております。 

また、同じ 4 月に、県内では初となる併設型中高一貫教育校の東桜学館を開校いたしま

した。ここで学ぶ子どもたちが、桜のように誰からも愛されながら、これからの新しい時

代を切り拓いていってほしい、そんな願いが込められた校名であります。是非、山形県の

将来を担う人材が数多く巣立って欲しいと願っているところです。 

都道府県レベルでは全国初の新電力会社として昨年 9 月に設立した「株式会社やまがた

新電力」が事業を開始したのも今年 4月でありました。 

農業の分野では、新規就農者動向調査の結果、27年 6月から今年 5月までの新規就農者

が調査開始以降最多の 300人となりました。平成 22年度調査から７年連続で 200人を超え、

新農林水産業元気再生戦略の目標も 1 年前倒しでの達成となりました。今後とも関係機関

や団体等と連携し、就農しやすい環境づくりに継続して取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

林業の分野ですけれども、3月に、森林（モリ）ノミクスで地方創生につなげていこうと、

各都道府県知事に呼びかけを行い、日本の森を再生させる有志 18道県として、関係省庁等

に提言活動を行うとともに、7月には、有志 38道県に増えたわけですけれども、有志 38道

県により、オリンピック・パラリンピック担当大臣に対して、大会関連施設での国産材利

用等についても提言活動を行いました。なお、現在、この有志はですね、41 道県に増えて

いるところであります。 

また、次代の林業の担い手を育成するため、4月に、東北初の林業の専修学校として、県

立農林大学校に林業経営学科を開設いたしました。さらに、この 12 月、「山形県の豊かな

森林資源を活用した地域活性化条例」を制定し、これを契機に、県民総参加による森林資

源の活用を推進することにより、「やまがた森林（モリ）ノミクス」の展開をこれまで以上

に加速化し、地域活性化に結び付けてまいりたいと考えております。 

8月には、今年から 8月 11日が「山の日」となるのに合わせ、地域の宝である山に光を

当てることを目的に、県民の皆様から御応募いただき、「やまがた百名山」の第一次分とし

て 50の山を選定いたしました。 

また、10 月には、地域の人々に育まれてきた優れた 10 か所の湧水について、昨年度の

13か所に引き続き、「里の名水・やまがた百選」として選定いたしました。 

11月には、男性の家事・育児参画などについて学ぶ「ファザーリング全国フォーラム in

やまがた」を、東北で初めて開催いたしました。働き方改革や女性の活躍推進などについ
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て幅広く意見交換を行いましたほか、イクボスの拡大を目指して共同宣言を採択し、全国

に発信いたしました。 

それから、今年も海外でのトップセールスには力を入れて取り組ませていただきました。

台湾には、まず 5 月に、昨年本県で開催した「日台観光サミット」が台湾北東部の宜蘭県

で開催されることに合わせ、また、8月には東北観光推進機構主催の東北六県知事等合同ト

ップセールス事業に参加する形で訪問をいたしました。この際、高雄市及び宜蘭県との友

好協力に関する覚書を締結したところでございます。今後一層、台湾との経済交流・文化

交流を進めてまいりたいと考えております。 

また、10月には、ハワイで初めて「つや姫」のトップセールスを実施いたしました。様々

なご御縁もございまして、また、アメリカ本土への販路の確保に向けた足掛かりとして非

常に有望なマーケットであると考え実施いたしましたが、現地での反応も上々で、今後の

販路拡大に期待しているところでございます。 

本県の高速交通ネットワークについて振り返ってみますと、まず空の関係ですが、フジ

ドリームエアラインズによる山形～名古屋便が、3月に午前・午後の 2便運航となりました。

2便運航は実に 12年振りのことでございます。また、同社には、来年 3月から山形～札幌

便を新規就航していただくこととなっております。山形空港の札幌便は実に 6 年半ぶりの

運航再開となるわけです。こちらも、相互交流の拡大はもちろんのこと、やまがた創生に

も大いに寄与するものと期待しております。 

フル規格新幹線の整備実現に向けては、5 月に、県、県関係国会議員、県議会、市町村、

市町村議会、経済界など 65の団体・個人で構成する“オール山形”の組織「山形県奥羽・

羽越新幹線整備実現同盟」を立ち上げました。在来線区間を走行し、雪や大雨などで度々

ストップする今の山形新幹線とフル規格新幹線とでは、輸送の安定性や到達時間に歴然と

した差が生じております。フル規格新幹線は、やまがた創生のためにも無くてはならない

ものですので、実現に向けて、粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。 

また、東日本大震災以来、本県と宮城県を常時結ぶ横軸道路がさらに必要との認識に立

ち、一般国道 347 号鍋越（なべこし）峠の通年通行に向けて準備を進めてまいりましたと

ころ、この 12月から、今月から、冬季の閉鎖をすることなく年間を通した通行を開始いた

しました。防災面でのリダンダンシーの確保はもとより、観光交流や経済交流に資するも

のとして期待をしているところであります。 

 

以上、1年を振り返って、駆け足で所感を述べさせていただきました。 

それから、今年、県内では交通事故により 27名の方がお亡くなりになっております。大

変痛ましいことでありますけれども、交通安全に関わる皆様の不断の努力のおかげで、今

年の死者数は、昭和 23年に統計を取り始めて以来最少となっているところです。 

年末年始は、出かける機会も大変多いと思われますので、県民の皆様には、交通事故に

遭わないように、起こさないように気をつけていただきたいというふうに思っております。 
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是非、皆様、健康にくれぐれもご留意をされまして、元気で新しい年をお迎えいただき

たいと思います。私からは以上であります。 

 

☆ 代表質問 

記者 

共同通信の神戸と申します。よろしくお願いいたします。私からは阿部元県議の刑事告

訴見送りについて質問させていただきます。 

先週ですね、この政務活動費の不明朗な支出の問題で辞任をされました阿部元県議に関

して県議会のほうが正式に刑事告訴はしないということで、決定を示しました。理由とし

ては議員辞職をしてることですとか、すでに 600万円を超える、不明瞭な支出を含むです

ね、600万円のお金をすべて返還しているというようなことが理由に挙げられてますけれど

も、知事もこれに追随するということで、会見もされたところではありますが、一方でそ

の領収書の調査に関しては、まだすべてが調査の対象になっていないということですとか、

あるいは、まだ改ざんされている内容、内容が改ざんされている領収書もその中に含まれ

ているという部分があります。県民視点ということを知事はおっしゃいますけれども、そ

の視点に立てばですね、やはり県として、執行権者として、告訴をして真相の解明に努め

るというようなところはですね、筋なのではないかという印象もあるのですけれども、そ

の点に関しての知事のお考えを改めてお聞かせ願えればと思います。 

 

知事 

はい、分かりました。まず大前提としてですね、二元代表制ということを申し上げたい

と思っております。知事というのは執行部の長でありまして、県民の皆さんから選挙で選

ばれる、県民の代表と言われる存在であります。そして県議会もまたですね、県民の皆さ

まから、選挙で選ばれて県議会の議員となっておられます。県議会もまた、県民の皆さん

の代表の方々であります。それでその執行部と県議会とは県政の両輪と言われるわけであ

りまして、どちらが上とか下とかではなくて、どちらも県民の代表であります。まずそこ

をしっかりとですね、二元代表制の重みというものをやはりしっかりと認識していなけれ

ばいけないというふうに思っているところです。 

それでその今回の政務活動費の案件でありますけれども、これは予算措置こそ執行部の

ほうでやっております、行っておりますけれども、その政務活動費の金額、また使い方、

使途ですね、それから手続きといったことはすべて県議会、議会の条例、これ議員発議の

条例であります。条例や施行規定、また手引きにより定められているものであります。収

支報告書などの書類もすべて議会に提出されているところであります。そして調査権とい

うものも議会の議長にございます。その調査権に基づいていろいろな調査が行われるとい

う仕組みになっているわけです。 

そのように考えますと、二元代表制の議会ですべてを所掌している政務活動費について
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の判断というものがですね、もう調査もして、議員さんたちの議論もあって、そして今回

の「告発しない」という結果になったということを執行部としては重く受け止めなければ

ならないというふうに思っているところです。二元代表制、その大原則があるからこそで

すね、議会が所掌していることに対してしっかりと尊重する、そのことが私のスタンスだ

というふうに考えているところです。その議員さんが何党であるとか、近しいとか近しく

ないとかそういうことはまったく関係なく、議会が政務活動費に関して判断したそのこと

についてのその判断というものを私は重く受け止めて、それ以上のことを執行部としてす

ることはないというふうに私として判断したところでございます。 

全国の例を見ましても、首長が告発したというようなことはないわけでありまして、1例

ちょっと極めて例外の富山市がありますけれども、それはもう議長、富山市議会の議長も

多くの議員さんもちょっと問題があって、機能不全に陥っていたということで、極めて例

外的なものだというふうに受け止めております。ですから通例はですね、その二元代表制

という大変重い仕組みというものがありますので、どちらも県民の代表であって尊重する

というような車の両輪ということでありますので、そういった考え方で私も判断をさせて

いただいたということをぜひ、県民の皆さまにご理解いただきたいというふうに思ってお

ります。 

 

☆ フリー質問 

記者 

朝日新聞の米澤です。政務活動費の関連でお伺いしたいのですが、先ほど全国の事例で

告発した、その事例というのが全国では富山市で非常に特殊な事例であるということで、

そういったことも判断に結びついたというふうにおっしゃいましたけれども、ただですね、

知事が根拠とされているその富山市以外にもですね、例えば東大阪市では 2015年 7月に市

議を告訴していたりとかですね、あるいは富田林市の市長が市議の政務活動費を詐欺容疑

で 2015年の 11月に告訴をしていたり、あるいは堺市長が 2016年の 1月にやはり同じよ

うに市議に対して、これも詐欺容疑ですね、あるいは虚偽有印公文書作成同行使容疑とい

うことで、告訴状を出したりとか、大阪のほうでは頻発しています。そういった事例を考

えると、知事がおっしゃっていた特殊な事例ではなくて、全国的にはよくある事例ではな

いかと思いまして、知事のおっしゃってる根拠が特殊ではないんじゃないかというふうに

思われるんですけども、いかがでしょうか。 

 

知事 

はい、今おっしゃった 2例ですね、それと富山市含めて 3例ってことになるかと思いま

すけれども、特殊でないというようなお考えもあるかと思いますが、私が調べてもらいま

したら 9例ほどあっての富山市が 1例ということでありました。ずっとさかのぼって調べ

ればもっといろいろなことがあるかも知れませんが、私として、やはり今回の判断をさせ
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ていただいたのは、全国の例がすべてではなくって、やはり二元代表制ということをもっ

てですね、議会が判断されたということを重く受け止めてそれ以上のことはしないという

ふうに判断したということを申し上げたいというふうに思います。だから全国の例も参考

にはさせていただいたところであります。はい。 

 

記者 

そうすると、まあ全国の事例とのバランスとかそういうふうなところについては、あく

までもそれほど判断の比重では重きをおいていないということになるんでしょうか。 

 

知事 

はい、参考にさせていただいたということであります。 

 

記者 

NHKの池川と申します。よろしくお願いします。今年を振り返ってというところの話で

お伺いしたいのですが、ちょっとよくある質問かも知れないですが、今年を漢字一文字で

ですね、表すとどういう漢字になるのかというのと、その根拠についてそれぞれ教えてい

ただけますでしょうか。 

 

知事 

はい、分かりました。そうですね、今年は全国的に見ればいろいろな災害とかあったん

ですけれども、山形県は割合、災害は少なかったかなということがございますけれども、

大きな大会が、全国大会が二つあった、そのうちの一つがですね、技能五輪・アビリンピ

ックでございました。この大会の、大変意味が大きかったといいますのは、やはり山形県

はものづくりの県だということだと思っています。総合 3位に、金賞とかね、銀賞、入賞

も過去最高でありましたけれども、やはり総合 3位に輝いた、それは本当に素晴らしかっ

たことだと思っています。 

まあ結果を申し上げますと、「技（わざ）」という技術の「技（ぎ）」にしたいと思い

ます。と言いますのは、1位はいつも愛知県だと聞いております。あそこは大きなやっぱり

トヨタというところがございます。2位は常連としてやはり茨城県、あそこは日立がござい

ます。そういった本当に世界的な企業があるわけですけども、本県には世界的なものはま

だございません。でも将来バイオとかね、出るかもしれないなという期待を持っておりま

すけれども、ものづくりということで総合第 3位に輝いた本当に若者たちがですね、頑張

ってそのものづくりに一生懸命励んでくれた、それを職場とか家族とか周りの周囲の人が

本当にしっかりと支えてくれた、そういったいろいろなこともあっての入賞、第 3位だっ

たと思いますけれども、やはりそのことはもう県民みんなで大変誇りにしてよいことだな

と思っているところです。やはりものづくり、これは工業だけが浮かびますけども、農業
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は本当に基盤でありまして、農業のものづくりもすばらしいからこそ、技術があるからこ

そ、おいしい米や畜産で言えば牛肉、豚肉もございますけれども、果物、野菜、本当に山

形県のものづくりは農業、工業ともに素晴らしいということを実感できた年ではなかった

かなと思っております。そしてまた、未来に希望が持てたといいますか、その若い人たち

ががんばってものづくりに励んでくれているということが、県民の皆さんに周知されたの

ではないかと思いますし、これを契機に益々ですね、技能五輪・アビリンピック両方に出

場できるようにですね、県としてもさらに応援をしていきたいと思いますし、ものづくり

県として、ずっと進化していけるようにですね、県としてサポートしていきたいと思って

おります。マスコットキャラクターが技王（わざおう）でしたけれども、その一字のやは

り「技（わざ）」、技術の「技（ぎ）」を一字として掲げたいと思います。 

 

記者 

ありがとうございます。それに関連してというかですね、来年迎える年ですね、2017年

はどのような年にしたいのか、端的に教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

はい、そうですね、やっぱり来年は酉年ということで、なんかなんとなく明るい年だと

思います。世界的に見れば本当に、フランスとかドイツとか、いろいろなところでまた選

挙があるようでありますけれども、また、アメリカの大統領がですね、代わるわけであり

ますけれども、世界的には、見通しがちょっと立たないようなことがいろいろあります。 

ただ、山形県としては、やはり、山形県の底力というものを信じて、千年を超える精神

文化というものも本県にはあります。先人が残してくれた、その「ものづくり」といった

ものをですね、受け継いで将来に繋いでいくという役割があります。来年は、やまがた創

生に向けてさらに前進できる年にしていきたいというふうに思っております。 

 

記者 

河北新報の宮崎です。よろしくお願いします。 

政策について、3つお聞きしたいのですけれども、1つはですね、知事の2期目の政策の達

成状況とかを確認した、確認作業はされたのかということと、もしされたとすれば、公表

する準備はあるのか、ということをまず1点。 

 

知事 

はい。この間の確か、公約会見の時に数値目標のこと、出ましたけれども、その事に関

連してでよろしいですか。それについての。 

 

記者 
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2期目のですね、達成を、公約2期目に掲げたものの達成状況ですね。達成したかどうか、

確認をされているのかどうかということですね。 

 

知事 

はい。2期目の達成状況はですね、できたものもあれば、まだ2期目終わっておりません

ので、2期目が終わってすぐ出るものと、また半年一年かかって出るような数字もございま

すので、全部が確認できたわけではないというふうに思っております。 

2期目の公約で掲げた数値目標についてどうするか、3期目に掲げている数値目標との比

較と言いますか、それについてのご質問がこの間、公約会見の時にあったわけですけれど

も、それについての資料はですね、まとめまして今日明日中に皆様のところにですね、お

渡しお配りできるのかなと思っております。 

それはそれとして、2期目のことが全部が確認できたわけではないということであります。

確認できるものはですね、やはり、2期目の終わる前にですね、それはしっかりと検証と言

いますか、できるものはしたいというふうに思います。 

 

記者 

わかりました。 

2つ目の質問なのですが、この前、24日の日に政策発表された中でですね、製造業付加価

値額は、2期目の1兆円から、3期目の目標は、1兆2,500億円に上積みされていたのですが、

その算定根拠というのを教えていただけますか。 

 

知事 

算定根拠ですか。 

 

記者 

ええ。どうして2,500万（2,500億円:補足）上積みされたのか。 

 

知事 

根拠はですね、今ここに資料ありませんので、後ほどにさせていただきたいというふう

に思います。 

そして、それ、選挙のことなので、ちょっと後でお願いしたいというふうに思います。

公約に関することであればですね。 

 

記者 

じゃあ、もう1個も公約のことなのですけれども。 
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知事 

ああ、そうなんですか。では、お聞きしておいて、後ほど、はい。 

 

記者 

公約の1番最初の公約にですね、郷土愛を育むために、県民歌とですね、県民スポーツ歌

を活用する、というふうに書いてあるのですけれども、この効果のほど、どのような効果

があるっていうことを期待されているのかということと、あと、どのような場面で活用す

ることを想定されているのか、この2点お願いしたいのですが。 

 

知事 

はい。その件も後でよろしいでしょうか。 

 

記者 

会見で答えられない理由があるのでしょうか。 

 

知事 

答えられない理由はないのですけれども、公約のことを言うと際限なくなるかなと思い

ますが、じゃあ、概略といいますか、そうですね。 

県民歌は、山形県民であれば、日本国民が国歌を歌えるのが当たり前といいますか、そ

のようなことだと思っていますので、ところがなかなか県民歌は知られていないのかなあ

というふうに思っているところです。年配の方、ご存知の方多いのですけれども、案外知

られていないというふうに思います。山形県の県民歌であります。いい歌でもありますし、

それからスポーツ県民歌もですね、スポーツの時に歌ったりしますと、若い方々はちょっ

と歌えない人が多いと言いますか、そういう光景を何度も目にしておりまして、やはり、

山形県の歌というものはですね、いろいろな歌があるかと思いますけれども、歌えるとい

うことが大事かなと思います。 

強制というわけではないですけれども、やはりみんなで心一つにして、山形県を盛り上

げていく、郷土を愛するということにつながると思いますので、そういったものを活用し

て、大いにですね、郷土愛を育んでいければいいなと思っております。 

どういう場面でということの答えになったかと思いますけれども、やはり、スポーツ大

会があった時とか、あと壮行式とかですね、いろいろな場面が考えられると思います。県

民歌についてもやはり県民の皆さんが集まった時と言いますか、本当にいろいろな場面が

考えられると思います。これ位でよろしいでしょうか。 

 

記者 

2つ目のは後からいただけますか。 
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知事 

そうですね。 

 

記者 

おはようございます。荘内日報の上林です。先程の政活費の問題で。 

幹事社の代表質問に、「県民目線」という言葉があって、県民目線での知事の目線で感じ

たことをお聞きした、と私は理解しているのですけれども、その点についてお答えになっ

てなかったように思うのですけれども。それとも、「議会も選挙で選ばれたので、私も議員

の皆様と同じ目線です」ということなのでしょうか。 

知事のその「県民目線」で感じたことをお聞きしたかったのではなかったかと私は感じ

たのですけれども、その点ちょっとお答え願えませんか。 

 

知事 

はい。「県民視点」というのは、私はずっと申し上げてきましたけれども、やっぱり、今

回の政務活動費については、「県民視点」という言葉がそのまま当てはまるかどうか、ちょ

っと難しいかなと思っています。というのは、やはり、大前提として、議会も県民の皆さ

んの代表だということがあります。そこは本当に重いものだと私は思っています。 

もちろん、知事もですね、県民の皆さんから選ばれてなるのでありまして、そういった

仕組みの問題というのも１つあるかと思っていますので、今回のその判断に当たっては、

そういった、その県政の両輪といった大きなその仕組み、そういったことを重んじなけれ

ばならないという、考え方に立っておりますので、一つ一つの政策、県が打ち出す政策に

ついては、もちろん「県民視点」「対話重視」「現場主義」ということを言っておりますけ

れども、今回の政務活動費については、議会が所掌しているというような大前提がありま

すので、私はそういう考え方に立って判断をさせていただいたということを是非ご理解い

ただきたいというふうに思っております。 

 

記者 

はい。私今お聞きした範囲内ですけれども、「私の目線とは違うけれども、議会の判断を

重く受け止めた」ということでよろしいのでしょうか。はっきり申し上げて。 

「自分の判断とは違うけれども」、議会との両輪その他いろいろ理由は述べられましたが、

「議会の判断に従った」ということで、端的にそういうことでよろしいのでしょうか。そ

れとも「自分も議会と同じ目線だった」ということでしょうか。その点をはっきりお聞き

したいのです。 

 

知事 
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その、「目線」という使い方の問題もあると思いますけれども。 

 

記者 

いや、個人個人、県民とお会いしていれば、意見も違うし考え方も違うし、感じ方も違

うわけで、議会と議員もあれだけもめているわけです。その地区地区でも違うでしょうし。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

選挙区でも。それと全部同じだということはあり得ないのです。人間なら感じ方は違う

はずです。知事は「自分の目線、現場で感じたことと違うけれども、議会の意見を重く受

け止めた」という判断をしてよろしいのでしょうかと、私はお聞きしたいのです。 

 

知事 

いいえ、前段のことは私は何も申し上げておりませんので、今記者さんがおっしゃった

ようなですね、そういったことは私は何も申し上げておりません。 

本当にいろいろな考え方はあろうかと思いますけれども、今回のその政務活動費につい

ては、「議会の判断を重く受け止めて私としても、それを尊重した判断をした」ということ

であります。 

 

記者 

いや、幹事さんが聞いたのは、知事の「県民目線」、「議会を重く見た」じゃなくて、私

が訊ねたいのも、知事は「考え方が、ちょっと目線が違うけれども、今回は議会の方を重

く受け止めた」ということでよろしいのでしょうか。「まるっきり議会と同じ受け止め方だ

った」ということでしょうか、ということです。 

 

知事 

その、受け止め方なのですけれども、政策というようなことについては、私は「県民視

点」ということを常々言っております。 

それはこれからも引き続き持っていきますけれども、議会が所掌していること、たとえ

ばですね、議員定数とかいろいろなことがあるわけです。 

そういったことに対して私は、やはり議会の所掌していることに関しては、私はそれを

重んじなければ、尊重しなければならない立場にありますので、そのことをしっかりと重

く受け止めて判断するという、私のスタンスです。議会の所掌していることに対してはで

す。それは県政の両輪としての私のスタンスであります。 
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記者 

はい、わかりました。 

5日から始まる選挙戦でそのことを県民の皆様にご理解いただきたいというふうに訴え

ていくのでしょうか。 

 

知事 

何のことでしょうか。 

 

記者 

知事選挙、立つか無投票になるかわかりませんけれども、1日だけ街宣等もするわけです

けれども、そのことも訴えていくのですか。ご理解いただきたいということを。 

 

知事 

私はやはり、3期目の公約というものを5つ掲げております。 

やまがた創生のための5つのチャレンジということを掲げておりますので、これからの政

策についての訴えをさせていただきたいというふうに思っております。 

 

記者 

山形新聞、田中です。よろしくお願いします。 

2点あります。1点が今の政務活動費の件で、知事、先ほどから、二元代表制ということ

ばを使われておりますけれども、その二元代表制、両輪と、確かにそうなのでしょうけれ

ども、一方ではお互いにその牽制機能を働かせるという側面も、牽制機能ですね。知事が

提案しても議会は否決することもできますし、逆に言えば、その議会のことに関して知事

側がやっぱり牽制をするという、その牽制機能というものがあるかと思います。そういう

機能もある中でのその議会の尊重というところでの判断を尊重したということなのでしょ

うけども、改めてその議会の判断を尊重したというところはやっぱり、それは議会に関す

ることとしてはやっぱり、なかなか執行部としては、言う権限はないというご理解なのか、

そこのところをもう1回改めて教えていただければなと思います。 

 

知事 

そうですね、やはり議会の方々は県内各地の、地元を代表して、選出されて議会にいら

している方々でありますので、私としてはやはり、しっかりと議会の議論、そういったも

のを尊重しなければならない立場にあると思っています。 

予算というものをやはり提案させていただいて、そしてそこで議論がされて、チェック

していただいて、ご可決をいただいてはじめて執行できる、執行部の長というのが私の立
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場だと思っています。 

ですから、チェックするのはやはり議会の側だというのが私の考え方であります。です

から、私のほうから議会に対していろんなことを申し上げるというのは、なかなか、案外

ないというようなところが多いかと思っています。 

むしろ議会のほうから、やはり執行部に対してしっかりとチェック機能を働かせていた

だくというのが、やはりこの仕組みにとっては大事なのかなというふうに思っているとこ

ろです。 

 

記者 

ありがとうございます。もう 1 点、ちょっと公約ともかぶってしまうのかもしれません

けども、やまがた創生を前進させるということで、前進予算ということで本年予算がつい

ております。やまがた創生をさらに加速させるということで、チャレンジなされたいとい

う、知事のお考えも表明なさっております。今回、31項目の数値目標、前回 32でしたけど

も、掲げられておりますけども。 

 

知事 

前回、21だったというふうに・・・。 

 

記者 

すいません、じゃあ私のカウント違いかもしれません。 

それで、聞きたいことはですね、市町村との連携のあり方です。県の積み上げている数

字というのはたくさん、様々あるのでしょうけども、市町村の積み上げなくしてやっぱり

県の数字というものが出てこないというのも事実だと思います。 

今年度、総合支庁に連携支援室ができたりとかですね、そういった形で市町村重視とい

うことで考えておられますけども、一方では、例えば新幹線の整備促進に関しては、米沢、

あと庄内地区には同盟会が設立されましたけども、やっぱり私が思う肝心要の山形市にな

かなか誕生していないとかですね、そういったところでちょっと市町村との歩調の違いが

見えるのかなというところもあるのかと思います。 

そういった意味で市町村との連携のあり方、どういった意見を聞くとか、予算のところ

とか、様々テクニックあるのでしょうけども、知事のスタンスとして市町村に対してどう

いうふうにこれから連携というか、声を聞くというか、アプローチしていくとか、その辺

のお考えをお聞かせいただければなと思います。 

 

知事 

はい。市町村と県との関係はすごく大事なことだと思っています。単に中央政府と市町

村との間にあると、中間にあると、そういうようなことだけではなくてですね、やはり市
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町村により近くになるというふうな、一緒に連携して様々な政策を行っていく、そのこと

がやはりやまがた創生につながっていくのだと思います。 

記者さんがおっしゃいましたように、フル規格新幹線、2つありますけれども、それにつ

いてですね、やはり温度差はあるところがあります。温度差はありますけれども、そこを

ですね、経済界、そういったところで、経済界はどこも皆さんがそれを望んでおりますの

で、そういった様々な分野の方々と一緒にですね、市町村とも対話をして、ご理解いただ

くのがいいのではないかなと私は思っています。 

行政というのは、やはり民間の方々と本当に一致団結して、総活躍していただくという

ことが大事だと思っておりますので、県と市町村、その 2 つのくくりだけではなくて、経

済界、様々な分野の方々、関係機関の方々もいらっしゃいますので、そういった「オール

山形」というような考え方で、やはり高速交通ネットワークをはじめ、様々な政策をです

ね、推進していくことが大事だと思っています。 

市町村との連携はすごく大事なのですけれども、民間の関係団体とも一緒になって連携

していくという視点でやはり取り組んでいきたいというふうに思っています。 

 

記者 

YTSの佐藤です。よろしくお願いします。 

先ほど 1 年間を振り返られての関連なのですけれども、知事ご自身の県政運営を振り返

って、自己採点をされるとしたら 100点満点の何点くらいになるか、一言お願いします。 

 

知事 

採点ですか。採点となると、採点は県民の皆さんにしていただきたいというふうに思っ

ています。自分でというと、なかなかしにくいところがあります。採点というの、ちょっ

と苦手なところでありまして、むしろ、採点はしていただくのがいいのかな、と。逃げる

わけではないのですけれども。 

でも、100 点は、私は常にそれは絶対あり得ないと思っています。「これでいいんだ」と

いうふうに思ったら、もう先がありませんので、絶対満点はなし、というのが私の考え方

です。 

でもそんなに悪くも採点していただきたくないなと思いますけれども、でも一所懸命が

んばりましたし、本当にたくさんの方々の、県民の皆さんのお力添えをいただいて、いろ

いろと明るいこともたくさんあったなという 1 年でありますので、ぜひ合格点をいただき

たいなと思っております。 

 

記者 

何点くらいでしょうか。 
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知事 

いや、いや。合格点というのは何点を言うのでしょうかね。でもとにかく、全力でまた

がんばりますので、ということで、「良い点をどうかお願いします」と私からお願いをした

いです。はい。 

 

記者 

すいません、改めて政活費の関連なのですけれども、先ほどからですね、知事は議会が

地元の代表だということを重ね重ねおっしゃっていますけれども、そもそもの事の発端を

考えると、やはりその地元の代表の一人がですね、政活費に関しての不明朗支出という問

題を起こしたというところに始まっているのであって、そのことを考えるとですね、やは

り先ほど牽制機能という言葉もありましたけれども、やはり性善説に立つのではなくてで

すね、こういった出来事があれば、それはしっかり正すという姿勢を執行権者として示す

ことがですね、今後のその適正な政活費の運用ですとか、再発防止に資するという部分と

いうのは非常に大きいのかなと思うのですけれども、それと同時に、やはり県民としても

自分たちの税金を適正に使ってほしいということもあるでしょうし、その点から考えて、

改めて知事は今回の判断についてですね、県民目線ということに関しての判断というのは、

どう考えていらっしゃいますでしょうか。 

 

知事 

はい。本当に繰り返しになるかと思いますけれども、議員さんというのは本当にそれぞ

れの地元の代表なわけですね。そしてその集まりといいますか、県議会というのがありま

して、そこでご自分たちの所掌しておられることについて議論を交わされて、そしてこの

ことに関しての調査権、また様々な資料もお持ちである議会の代表である議長が最終的に

判断をされたということだと思いますので、そこは本当に重いと私は思っております。 

やはり、執行権者だからその上ということでもありませんので、逆に議会のほうがチェ

ックするという重い機関だというふうに私は受け止めておりますし、政策というものを立

案してその予算を議会でチェックしていただくという仕組みであります。 

それでこの政務活動費に関しては、予算に関しては、措置はしておりますけれども、そ

の額も使い道も手引きも全部議会で行っている、議会で所掌していることであります。 

ですから、私として言えることは、やっぱりそれを適正に使っていただきたいというこ

とでありますし、それをやはり将来に向けてですね、しっかりと、いろいろなことがあっ

たことを踏まえて今回の判断をされたということでありますので、将来に向けてしっかり

と適正にそれを今後使っていただきたいということは思っておりますけれども、それは議

会がやはり、議会として今後のことをしっかりとお考えになっておられると思いますので、

議会が所掌して判断していることに対して、私から判断した以上のことをすることはない

ということがやはり私の考え方でございます。 
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記者 

はい。朝日新聞の米澤です。 

先ほどの知事のご見解で、議会が決定した以上のことの判断を知事がすることはないと

いうふうなことでしたけれども、先ほど、再三記者のほうからも出ています、その二元代

表制の長のチェック機能といいますか、議会に対するチェック機能という点からするとで

すね、そうすると、政務調査費、政務活動費、今後も何か問題が出てこないとも限らない。 

そういった中で、議会のほうで告発ができないというふうなことになると、今後も知事の

判断としてはそれ以上のことをすることはないというふうなことになるとですね、例えば

大阪、先ほど申しましたけれども、大阪ではこの 2年間でですね、2015年、2016年で東大

阪市、それから富田林市、それから堺市ですね、首長が告訴を判断して実際に警察のほう

に告訴をしているわけですね。 

それで、今後同じような事案があった場合に、そういったチェックをする長が、そうい

った権利を行使するというふうなことを封印するということにもなりかねないのではない

かと思うのですけれども、今後もそういうふうな場合には同様な考えなのかということで

すね、それをもう一度確認したいのですが。 

 

知事 

はい。原則はそのようになるかと思います。ただ、やはり、今と違うような事態といい

ますか、考えたくもないことでありますけれども、議長、副議長、また多くの方が、とい

うようなね、やっぱりそういう極めて異常な事態というようになった場合はまた別かと思

っておりますけども、我が県の場合は、議長、副議長もきちんとしておられるわけであり

ますし、こういった体制ではやはり原則としてそういう、今回のようなことになるかと思

っております。 

 


