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平成29年2月14日(火) 知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。 

マンサクの花が咲いたというようなことを聞きますと、春が近いのではないかなという

ふうに思いますけれども、まだまだ2月の中旬であります。県民の皆様にはくれぐれも風邪

など引かれませんようにご自愛いただきたいと思います。 

まずですね、2月10日から13日まで、静岡県で開催されました「第29回技能グランプリ」

に、本県の選手が8人参加しまして、金賞2人を含む6人が入賞という素晴しい成績を収める

ことができましたので、改めて御報告いたします。 

なお、金賞の2人の内の、「染色補正」職種の中谷敬(なかたにけい)さんは、30職種の金賞

の中でも、 4人にしか授与されない「内閣総理大臣賞」を受賞されました。誠におめでと

うございます。選手の皆さんのご健闘を大いに称えますとともに、支えていただいた関係

者の皆様や、応援いただきました県民の皆様と一緒に、喜びを分かち合いたいと思います。

また、昨年10月の技能五輪全国大会に引き続いての素晴しい成績であり、本県のものづく

りの発展に大きな弾みがつくものと期待をしているところです。 

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。 

西川町の月山志津温泉では、2月24日から26日までと3月3日から5日まで、「雪旅籠(ゆき

はたご)の灯（あか）り」が開催されます。出羽三山参拝客の宿場町だった時の町並みが雪

で再現され、ろうそくの柔らかな灯りと趣のある町並みが幻想的な世界を作り出します。 

それから次ですけれども、飯豊町の中津川地区では、 2月25日に「第37回中津川雪祭り」

が開催されます。“雪上宝探し”や“かんじき早履き競争”、滑った距離を競う“巨大すべ

り台大会”など楽しい企画が行われます。また、打ち上げ花火や天高く舞い上がる200個の

スカイランタンが冬の夜空を彩ります。  

また、県内各地で、旧家などに伝わる貴重な雛人形の数々が公開、展示されております

ので、この機会に是非ご覧いただければと思っております。 

それからですね、このたび、山形県住宅供給公社の愛称が決まりましたのでお知らせし

ます。愛称は「山形県すまい・まちづくり公社」であります。すまい、黒ぽつ、まちづく

り公社です。 

住宅供給公社は、今年度の「公社等の総点検」により、従来からの大規模宅地開発につ

いては「蔵王みはらしの丘」の分譲をもって終了といたします。そして地域づくり支援事

業として、人口減少対策や市町村支援という新たな役割を担う組織として再生することに

しました。 

「山形県すまい・まちづくり公社」という愛称を通して、生まれ変わるということを周

知、アピールしながら、県民の皆さんや市町村のニーズに的確に対応してもらいたいと考

えておりますので、皆様方もご周知方よろしくお願いします。 
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私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

日経新聞です。よろしくお願いいたします。 

フル規格新幹線についてお尋ねしたいと思います。奥羽・羽越新幹線の実現を掲げて、

政府やJRへ要望したり、シンポジウムを開催されたりしていらっしゃいますが、具体的な

イメージを語られることがないと受け止めております。例えば停車駅はどこを想定してい

るのかなど、具体的なイメージをお伺いしたいと思います。 

 

知事 

はい、フル規格新幹線、奥羽・羽越新幹線でありますけれども、そもそもですね、奥羽・

羽越新幹線と同じく昭和48年に政府の基本計画に位置付けられた四国や山陰などの他の路

線においては、次の整備を目指した取組みがすでに繰り広げられているところです。この

ような地域との競争に打ち勝って、奥羽・羽越新幹線の整備を実現させるためには、県民

お一人おひとりがフル規格新幹線の意義や必要性を理解し、その思いを高めるとともに、

その必要性や県民の熱意をしっかりと政府等に訴えていくことが重要であります。 

私が、そもそも奥羽・羽越新幹線をしっかりやらなければと復活させたのは、そもそも

はここでありました。ほかの地域がもう動いているということがあってですね、東北もし

っかりと動いていかないと、という思いで取組み始めたのが最初であります。 

それで、そのために、昨年の 5 月には、県や県議会、市町村、経済界などが一体となっ

て、「オール山形」体制で「山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟」を立ち上げ、シンポジ

ウムの開催や、広報・啓発活動、さらには、各界トップの皆様と一緒になった政府への要

望活動などの取組みを加速してきたところでございます。 

こうした取組みとともに、沿線の関係県がしっかりと連携して、沿線地域全体の一層の

盛り上がりを図ることが重要であります。 

このため、先週の 11 日には、私をはじめ、秋田県の佐竹知事、福島県の畠(はた)副知事、

新潟県の寺田副知事の 4 人の知事・副知事が一堂に会したシンポジウムを開催いたしまし

た。奥羽・羽越新幹線の早期実現に向けて、関係県が一致団結して戦略的に取組みを進め

ていくということを打ち出したところでございます。 

フル規格新幹線は、国家プロジェクトとして政府が主体となって進める事業でありまし

て、具体的なルートや停車駅につきましては、政府の調査を踏まえて決定されるものであ

ります。 

こういう中で、地域としても、自らが、地元自身がですね、住民たち自身が熱意を持っ

て、奥羽・羽越両新幹線の実現によって自らの地域の未来を切り開いていくということが

本当に大事だと思っています。 
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そのためには、両新幹線が整備されることで地域の産業や観光、人々の暮らしがどのよ

うに変わるのか、また、それによって地域にどのような効果がもたらされるのか、どうい

うふうにしていきたいのかということも含めてですね、自らの地域の具体的な将来ビジョ

ンを持ってフル規格新幹線の意義や必要性を政府に訴えていく、働きかけていくというこ

とが大切であります。 

今回のシンポジウムで打ち出した取組み方向に沿って関係県が緊密に連携して、若い世

代の取組みも促しながら地域の様々な主体が一緒になって両新幹線の早期実現に向けて戦

略的に取り組んでまいりたいと考えているところです。 

 

記者 

ご説明ありがとうございます。 

ただ、問題を少しそらされている感がありましてですね、先日のシンポジウムで吉村知

事は具体的な取組みを始めるきっかけになればというお話もされていましたし、秋田県の

佐竹知事は乗り越えるべき地元の課題もあると、そこも乗り越えていかなければ実現は容

易なことではないというお話もされていましたので、整備新幹線に格上げされたとしても

ですね、その場合、現在のような、山形新幹線のような数多くの停車駅が確保できるのか

というと、そうではない可能性のほうが高いように思うのですけれども、国がお決めにな

る前に地元としての地元調整も必要になってくるでしょうし、地元としての考えもあると

思うので、その点について知事さんのお考えを改めて伺いたいと思います。 

 

知事 

はい。今、記者さんがおっしゃったような課題は確かにあるかと思っていますが、それ

を解決してからということでは、もう前には進まないのではないかと思っています。 

木を見て森を見ない、山が見えなくなるということではなくですね、やはりフル規格新

幹線というものがもう全国の、太平洋側でありますけれども、北陸にも行きましたけれど

も、そういう実態があるわけで、地方創生のためには、やまがた創生のためには、やはり

フル規格新幹線が大変大きな要と言いますかですね、大きな役割を持っていくだろうとい

うふうに思います。やはり大きなところから入っていって、しっかり進めて、そして課題

を克服していくという方向が良いのではないかと私自身は思っているところです。 

ですから、総論賛成、各論反対というようなこともあるかと思いますし、温度差もある

かと思うのですけれども、やはり、この地方をしっかりと発展させていく、日本全体をし

っかりと活性化させていくということを考えますと、やはり東北、日本海側にもフル規格

新幹線の早期整備を促進することが不可欠だということをですね、しっかりと訴えて、働

きかけて実現させていくということが大事なのだと思っています。 

 

記者 
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はい、ありがとうございます。 

 

知事 

はい。 

 

☆ フリー質問 

記者 

毎日新聞の二村と申します。 

先日のシンポジウム、私も参加しました。それで、今の質問とほぼ重ねて 1 点だけお聞

きしたいのですが、今のご質問を聞いていてですね、やはりその、例えば具体的な駅だと

かですね、この間大阪産業大学の教授さんも段階的に駅はそのまま残してというふうに、

進めていくべきだというふうにおっしゃっていましたけれども、そういった意味でどうい

った感じで工事を進めていくのかとか、具体的に、ではどこに駅を設けるのかという具体

的な話はまだ決まっていない、あくまでやりたいという構想段階という認識でよろしいで

すよね。 

 

知事 

はい、そうです。冒頭申し上げたようにですね、ほかの地域との、もう競争段階に入っ

ています。その競争に打ち勝たなければならないという強い思いを持っています。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

知事 

はい。競争段階と言っても、まずはその前に、日本海側がと言いますか、まだフル規格

が通っていないところの、昭和 48 年組と言いましょうか、まずはその競争なのですけれど

も、整備計画に格上げというようなところでは、その時点ではやはり同じ声を上げていく

ということが必要であって、競争はその次なのかなとは思っておりますけれども。はい。 

 

記者 

すみません、しつこいようですが、さらに新幹線についてお尋ねします。 

四国や山陰では整備費の見通しを独自に試算したりですね、経済波及効果を算出したり、

活動は先行していると思いますけれども、山形県、奥羽・羽越新幹線における整備費の見

通し、経済波及効果の見通し、あるいは財源、地元負担というのは、どんなふうにお考え

になっているのでしょうか。 
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知事 

はい。そのことにつきましては、沿線の県ですね、沿線県と連携してということを申し

上げました。ようやくそういう動きになってきたかなと思っていますので、先日秋田県知

事もおっしゃっておられましたけれども、やはり私としましても、その沿線県でですね、

例えばプロジェクトチームを立ち上げて、そういった勉強会、検討というものを重ねてい

く必要があるというふうに思っております。 

 

記者 

はい。勉強会、プロジェクトチームなるものを立ち上げたいというご意思でいいのです

ね。 

 

知事 

はい。その中で検討ということになろうかと思います。 

 

記者 

はい。フル規格新幹線についてはまだまだいくつも疑問というのがありましてですね、

在来線はどうされるのかという大きな問題があります。それと、実現した場合に、山形空

港に打撃になるのではないかという気もしますが、その辺はいかがでしょうか。 

 

知事 

そうですね。在来線、そして空港との折り合いというか、そういったこともやはり課題

の中に入っていると思っています。 

今、それをどうするか、どうなるかというお答えを申し上げることはできませんけれど

も、課題だという認識は持っております。はい。 

 

記者 

あと、さらに開業時期の目途を伺いたいのですけれども、仮に、現在の整備新幹線にな

っているものは、私が調べたところですね、札幌延伸は 2030 年度末、北陸新幹線の場合、

京都開業は 2046 年、九州の新幹線の長崎ルートはフリーゲージがうまくいっていませんの

で、開業の目途立たずと、けっこう先なのですね、整備新幹線自体が終わるのが。 

その後にフル規格新幹線、整備新幹線に格上げされたとしてもですね、時期がけっこう

遅くてですね、今の人口減少ペースを考えるとですね、とても対策に間に合わないような

時期にでき上がる可能性があるのではないかと思うのですけれども、その辺は知事さんは

どういうタイムスパンで見ていらっしゃるのでしょうか。 

 

知事 
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私はその時期をですね、全体を早めていくべきだという考えであります。 

そのままではなく、やはり予算そのものがですね、27 年も 28 年も 755 億円だったかと

記憶しておりますけれども、それ自体が非常に少ないのではないかという思いを持ってい

ます。 

太平洋側がほとんどつながった、そして半世紀遅れてですね、日本海側が始まるという

ようなこと自体が、非常にその不均衡、格差でありまして、日本全体の平時の、そして平

時だけではなく有事のということも考えた場合ですね、それはもっともっと早めるべきだ

ということを申し上げていきたいというふうに思っているところです。 

 

記者 

さらにお尋ねします。仮にできたとしてもですね、東京～山形間約 2 時間という時間が

かかるわけで、現在でもすでに東京～仙台間は 1 時間 30 分ちょっとで速達型が届きますの

で、そういう意味では仙台との格差というのも解消できないのかなと思っているのですが、

その点についてはいかがでしょうか。 

 

知事 

はい。1 時間半と 2 時間ということになりますが、それまでに、今から 10 年、20 年でど

のくらいそのスピードが増すかということもあるかと思いますけれども、その考えを外に

置きましてもですね、今問題になっている山形新幹線、ミニ新幹線の場合は、非常に脆弱

だということですよね。大雪が降っても止まる、大雨が降っても止まる。やはり、福島～

米沢間のあの山岳区間ですね、あそこがやはりとても大きな問題だというふうに思ってお

ります。 

動物と衝突、また、落ち葉で遅れるというようなことも実際にあるわけでありますので、

非常にその、脆弱でない路線にするというのがとても大きなことだと思っています。 

そして、併せて大量性というのがありますので、定時性、大量性、そういったことをし

っかりと確保していけるのがフル規格だということであります。 

時間的に仙台と山形の時間的な差異は残るかもしれませんけれども、その定時性といい

ますか安定性と、安定性がやっぱり一番ですかね。安定性、それと大量性、そのことで非

常にその人、物、いろいろな意味で山形にもたらされる影響は大きいというふうに見てい

ます。 

 

記者 

はい。もう 1 つお願いします。 

四国や山陰に比べて、奥羽・羽越新幹線を優先すべきだなというような、何かその優位

性みたいなものはありますでしょうか。 
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知事 

そうですね、優位性っていうのはまあ、それはこれから、こないだのシンポジウムでほ

かの地域との差といいますかね、優位性というものをどうやってこう、打ち出していくか

というようなことも考えていかなければならないというふうな内容になったかと思ってい

ますけれども、私自身はやはり東北というところがですね、東日本大震災で大変、落ち込

んでですね、いろんな意味でその経済が落ち込んだ、人々の心も落ち込んだということを

考え、またもう一つは東北が食料、日本の、わが国の食料生産基地だというようなことも

ですね、しっかりと掲げておりますし、またそれが実態だと思っていますので、そういっ

たこと、復興からさらにその創生へと進むわけでありますけれども、それとその食料基地

だというようなことがまずは挙げられるのかなと私は思っております。はい。 

 

記者 

すみません、もう一つだけお願いします。現在の JR の運行ですと、東京・大宮間は 1 時

間 24 本しか新幹線は走らせられないということだそうなんですね。そこに割って入ること

も、どうやって割って入るのだろうっていうふうに思うんですけれども、ほかの新幹線を

減らすのか、技術進歩で 1 時間 24 本のところを 30 本走らせるようなことが、目途がある

のか、その辺どうでしょうか。 

 

知事 

本当にそういう具体的な細部のことになりますとちょっと今、お答えはなかなか難しい

ところであります。 

あと、先ほどの質問でですね、今の前のですけど、JR 東日本がやはり東日本を管轄して

おられますので、JR 東日本がですね、太平洋側はもうつなげたけれども、日本海側のほう

もしっかりつなげていただくというお気持ちをやっぱりもっともっと強く持っていただけ

るのではないかと思っている、それも一つの要素になるかなというふうに思っております。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

共同通信の神戸と申します。ちょっとすみません、1 点、引き続き新幹線の関連なんです

けども、先ほどの停車駅の確保という部分でちょっと、停車駅の確保という部分に関わっ

てくるかと思うんですけれども、おそらく現時点ではその山形新幹線並みの停車駅は確保

できないということは、すなわち地元への恩恵というか、人や物の流れが遮断されてしま

うのではないかというような懸念が各自治体にはあるのかなと思うんですけれども、今後

ですね、どういった形でその各自治体と連携をして、あるいは何らかの形で説得をしてい
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くのかという部分について、現時点で進んで、何かお話をされてる部分があれば教えてい

ただきたいですし、今後何かビジョンがあればそれについてもお話いただければと思いま

す。 

 

知事 

はい、そうですね、全国的にフル規格新幹線が通ったところのいろんな状況というもの

をですね、やはり検証といいますか、参考にできるのではないかなというふうに思ってい

ます。フル規格新幹線が通るってことは、やはり大量性がありますので、非常に人があふ

れるということが考えられます。それで、ある小さな駅を例えば通らなかった、通過する

というようなことになった場合もですね、そこの地域が廃れたかというと、そうなったと

ころもあるし、そうではなく、隣の駅であっても近くの新幹線の駅にドッとたくさんの人

がいらっしゃるようになって、そこからやはり、そこの一つの市や町でとまるのではなく、

そこからその地域全体に波及しているということもちょっと聞いているところです。 

ですから、そういった具体的な例をですね、たくさん集めて、もし通らなくなった場合

であっても、その地域全体に影響を、潤いをもたらすというようなことがあるということ

をですね、しっかり周知していく必要があるのではないかと思っています。通らなくても

いいということであれば、通ってないわけでありますので、ところがみんなやはり、全国

通したいというからには、やはりそれだけのいろんなメリットがその地域地域にあるとい

うことだと思っています。 

また日本全体を考えても、全体をそのネットワーク、フル規格新幹線のネットワークが

できるということで、国内はもちろん、海外からのいろいろなインバウンドでありました

り、観光面でも非常に日本にとっては資するところが大きいのではないかというふうに思

っています。はい。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

すみません、山形新聞田中です。新幹線の関係で 1 点教えてください。あ、二つですね。 

佐竹知事が東北方式であるとか、プロジェクトチームっていう発言をなされて、知事も

やっぱりそういったプロジェクトチームって先ほど、お話なされました。これやっぱり沿

線県全体でその波及効果であるとか、例えば人の流れがどうなるかって地域ビジョンをつ

くらないと、一つのルートの一つの県だけの試算ではなかなか新幹線の効果が見えないっ

てお考えからなのかっていうのが一つと、あと、この間のシンポジウムで波床（はとこ）

先生（波床正敏氏：補足）もご指摘ありましたけども、新潟の副知事からもありましたけ

ども、関西からの人の流れが新しい流れですね。特に羽越は富山に行くから大阪につなが
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るという、東京を通らないっていう意味での、日本の東京と大阪っていう意味での機能分

散、リスク分散というのも非常に有益だっていう指摘もありますけども、そこの考えを、

知事のお考えを教えていただければと思います。 

 

知事 

はい、一つ目でありますけれども、フル規格新幹線を考えた場合にですね、真ん中の県

から早くやるというようなわけにもいかず、本当に順序よく、道路と違って、道路ですと、

本県の場合なども見てもよくお分かりですけれども、この区間をやって、その次にはこち

らの区間をやってというふうにですね、ちょっとまだらにもできるわけなんですけど、フ

ル規格新幹線の場合は、鉄道ということはですね、本当に順序よくレールをつなげなけれ

ばならないということがありますので、沿線の県や市町村、自治体が連携して取り組むこ

とが重要だというふうに思っています。そういうことでもありますので、やっぱり連携と

いうことをキーワードにですね、経済波及効果ということも、そして沿線県の観光連携と

か、ビジネスもそうなんですけれども、やはり連携ということが大きなキーワードになっ

ていくのだろうなというふうに思っています。 

2 点目でありますが、関西圏とのということでありますけれども、羽越新幹線は確かに、

まさに日本海ルートでありますので、しっかりと整備してつなげるということがですね、

太平洋側と日本海側の本当の意味での補完的機能ということになりますし、まさに大阪と

の、関西圏との結びつきが非常に、まあ心理的距離が近くなると、心理的って言葉を使わ

せていただきましたけども、心理的距離が非常に近くなって、今までよりもさらにさらに

ビジネス、観光面でですね、大きな動きが出てくるのではないかと思っています。はい。

で、よろしいですか。 

 

知事 

もう今日は新幹線ばっかりですね。 

 

記者 

NHK の池川です。新幹線以外の話題を聞かせていただきます。細谷副知事なのですが、

3 月で任期を迎えられるというところで、まあ一部報道ではですね、勇退のお考えを固めら

れたという報道もありますけれども、その辺、事実関係も含めてですね、知事の現在のお

考えをお聞かせいただけますでしょうか。 

 

知事 

はい、新聞報道されたということは承知をしておりますけれども、副知事人事をどうす

るかにつきましては現在検討中であります。現時点では何も申し上げられないところであ

ります。再任するか交代となるかというようなことも含めて、現在熟慮中でございます。
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ただ今、記者さんがおっしゃったように任期は確かに 3 月 10 日で満了でありますので、い

ずれにしても 2 月の定例会に人事案件は提出しなければならないということになっており

ます。それまでには結論を出したいというふうに思っております。 

 

記者 

細谷副知事のですね、この 4 年の任期、どのように評価されるのかというところ、改め

て知事のお考えを聞かせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

知事 

評価ですか。うーん、そうですね、しっかりと副知事として私の補佐役をやっていただ

いたなというふうに思っております。特に細谷副知事の得意分野というのは、工業関係だ

というふうに聞いておりましたので、工業の立地とかですね、本当にいろいろな意味で大

変、貢献してくださっているなという思いがあります、はい。 

 

記者 

最後に、細谷さんはですね、就任当初、今もそうなのかもしれないのですが、自民党と

のですね、パイプ役という役目というかですね、期待もあったかと思うんですけれども、

その点について、どの程度役割を果たして、そのあたり知事としてはどのように評価され

てらっしゃいますか。 

 

知事 

そうですね、そういう関係性ということについての評価っていうのはなかなか難しいも

のがあるかと思っています。一生懸命やってくださったというふうに思っております。は

い。 

 

記者 

荘内日報の上林です。また新幹線に話を戻してよろしいでしょうか。この間のシンポジ

ウムでは知事もですね、沿線が一緒になって作戦を考えていかなければいけないと。それ

から、秋田の佐竹知事のほうからもですね、東北方式でという話があって、政府に要望し

ていかなければ、提案していかなければいけないというような内容の話がありました。講

師の先生からは段階的フル規格化、それから時間的にも専門で走るのだから、単線でもい

いのではないかといった意見もありました。 

それから佐竹知事でしょうかね、新幹線に貨物車両をというような話もありました。そ

れで山形県、秋田県、ミニ新幹線を要望した特殊な県なわけですよね、全国で。その東北

方式というような例えば、そういうものにどういった考えを今のところお持ちなのでしょ

うか。この間のシンポジウムを踏まえて、段階的にドイツやフランスみたいにやるのも一
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案でしょうし、単線で、1 本でやるのも案でしょうし、どのようなイメージを持っているの

でしょうか。 

 

知事 

はい。そういったことにつきましてはですね、やはり、沿線県同士で、やはりチームを

作って、勉強会、検討を重ねながら、やはり考えていければというふうに思っています。

今、どちらかとかね、そういう方式とかいうことではなく、やはり話し合いの中でそれは、

こういう方式でやるとこうなるとかですね、ああいう方式であるとこうなる、こういうふ

うにできるとか、やはりいろいろな視点を持って、あらゆる可能性を探っていくというこ

とが大事ではないかなと思っています。 

今の時点で、そのそれをどれかに絞るというようなことは、ちょっと考えておりません。 

 

記者 

はい、そう、お答えになると思っていましたけれども、いつまでも「作ってくれ、作っ

てくれ」の漠然とした要望だけではダメなわけで、そのプロジェクトチームの立ち上げ、

それからプロジェクトの意見集約等々を時期的にいつごろまでと考えていらっしゃいます

でしょうか。 

 

知事 

はい。この間シンポジウムでそういうお話が出たところで、「それは大変私も賛成です」

ということでね、秋田の知事に申し上げたところです。 

なるべく、そうですね、早くというふうな思いもありますけれども、そうですね、秋田

の知事は選挙も近いのかなというふうに思っています。どういう時期になるのか、ちょっ

とわかりませんけれども、この間の「チームを作って」という話は、本当に連携からちょ

っと一歩前進できるのではないかなと思いますので、そういった方向でこれから取り組ん

でいければというふうに思っているところです。 

 

記者 

新年度ということで考えてよろしいのでしょうか。立ち上げは。 

 

知事 

そうですね。 

 

記者 

新年度にも立ち上げたいという考えでよろしいのでしょうか。 
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知事 

はい、新年度というのは平成29年度ということですね。平成29年度には立ち上がればい

いな、というふうに思いますですね、はい。 

 

記者 

で、まとめは、1、2年、3年。 

 

知事 

いやいや、そんな先々のことまでは、はい。 

 

記者 

いや、新幹線を県の予算化してから何年も経つわけです。漠然と「作ってくれ、作って

くれ」だけでは、もうだめな時期が来てて、この間たまたま東北方式とかいろいろな案が

出たわけですので、それに向かってプロジェクトチームを作って意見を集約していくのが

当たり前な考えだと思うのですけれども、それが漠然としてまだ「いつまでしたい」とい

うのが無いのであれば、はっきりその辺を、2、3年を、3年を目処にとか、やっぱり目標を

決めないと何ともならないと思うのです。 

知事がいくら「早く作ってくれ」と言っても、延びれば延びるほど、人口減少はしてい

くし、過疎化はしていくわけですので、その辺を含めたお話を具体的にお聞きしたいので

す。知事の考えとして。当局の事務的な考えじゃなく、手続きじゃなくて、知事としての

考えをお聞きしたいのです。 

 

知事 

「なるべく早く」ということは申し上げましたけれども、まず、その立ち上げをですね、

提案と言いますか、「取組みを始めましょう」ということから申し上げなければなりません

し、その沿線県がいくつもあるわけでありますので、そのいろいろな、そのやり取りとい

うことも必要であります。 

そういうことを考えますと、やはり、立ち上げというのは新年度、平成29年度というこ

とになろうかと思いますし、その先のことは、やはり沿線県のトップが集まってですね、

考えていくことだというふうに思っています。 

 

記者 

すいません。山形新聞、田中です。また話題は変わってしまうのですけれども、今日は2

月14日、バレンタインデーでもありますけれども、知事3期目の任期のスタート初日でもあ

ります。明日予算内示ということもありますけれども、3期目の初めての予算ということに

なりますけれども、この間掲げた、5つのチャレンジも含めてですね、その3期目スタート
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する初日という意味での所感、意欲、抱負ということと、明日、予算内示になるであろう、

29年度に向けて、その5つのチャレンジ、どのように進めていかれるのか、あらためて教え

ていただければと思います。 

 

知事 

はい。本日2月14日から、私の3期目がスタートいたしました。本当に身が引き締まる思

いであります。4年前、そして8年前も実はこの服装で登庁いたしました。ということで、

本当に、初心を忘れずしっかりと県政に全力で取り組んでいきたいというふうに思ってい

るところです。 

3期目に当たりまして、5つのチャレンジ、山形創生のための5つのチャレンジを掲げてご

ざいます。つまり公約でありますけれども、予算編成もそういうことを考えて、決意を持

って取り組んだところでありますし、また、組織についても今検討中でございます。 

活力ある山形県、やまがた創生というのはそういうことだと思っています。山形県の、

県民の皆さんが一番大事でありまして、県民の皆さんお一人お一人が喜びと幸せを実感し

て、ここ山形県でいきいきと輝いて生きていけるようにということが最大の目標でありま

すので、そのことに向かっての、やはり各種施策をですね、しっかりと提案してまたいろ

いろなお話もお伺いしながら、対話を大事にしながら、しっかりと県政を担ってまいりた

いと思っております。 

というところですね。はい。 

 

記者 

時事通信です。よろしくお願いします。話題変わりまして、プレミアムフライデーの話

なのですが、24日から、経産省ですとか、産業界なんかが提案をした形で、安倍晋三首相

なんかも、ご自身たちの働き方について前向きな発言、「プレミアムフライデー導入できれ

ば」みたいなことを述べていたりもするのですけれども、県としての導入の検討状況です

とか、ご予定みたいなものがあれば教えてください。 

 

知事 

はい。プレミアムフライデーですけれども、これは、「日本再興戦略2016」に基づく「官

民戦略プロジェクト10」の一つとして実施されるものであります。月末の金曜日に日常よ

りも少し豊かな時間を過ごすという取組みであります。 

政府からは、各都道府県に対して、本県に対してもですね、プレミアムフライデーの取

組みについての情報提供ということと、それから職員が年次有給休暇を取得しやすい職場

環境づくりを依頼されているところであります。 

本県、県庁では、たとえば一部の民間企業で検討が進められているような、午後3時まで

に全職員が一斉に退庁するような取組みについては、行政サービスの低下を招く恐れがあ
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りますので、現時点での実施は困難と考えておりますが、プレミアムフライデーの取組み

に合わせて、職員の年次有給休暇取得等を促進するということは、ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進に効果的であると考えております。   

現在、ワーク・ライフ・バランス推進本部を設置して、職員の仕事と生活の調和を目指

して取組みを進めているところでございます。行政サービスに影響が生じないように配慮

しながら、職員が年次有給休暇を取得しやすい職場環境の整備に一層努めてまいりたいと

いうふうに思っているところです。 

 

記者 

今回、県に対してもお願いがあったということですが、もう少し具体的に、その年次有

給休暇のところについてなら取り組めるかも、ということでしたが、もう少し具体的に踏

み込んだ形で何か考えていらっしゃることありますか。 

 

知事 

そうですね、担当が来ていると思いますけれども、どのような依頼をされて、というこ

とをちょっと言っていただきます。 

 

総務部次長 

総務部次長の玉木でございます。今知事からありました通り、政府の方からは、そのプ

レミアムフライデーに合わせた年次休暇の取得促進ということで、この取組みに賛同する

職員が、年次休暇の取得や、フレックスタイムの活用等により、早期退庁することができ

るよう、職場環境の整備に努めていただくようということで、依頼が来てございます。 

先ほどございました通り、本県では、ワーク・ライフ・バランス推進本部ということで

取組みを進めてございますので、今回のプレミアムフライデーというものも、1つの取組み

のきっかけといたしまして、実行的なしかも県民サービスは低下させないという中で効率

的な業務執行という中で、こういった年休の取得等の環境整備を進めてまいりたいという

ふうに考えてございます。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者 

わかりました。ちょっと関連して。 

県内企業でもいくつか導入を発表しているところ、公表しているところがあるというふ

うに聞いているのですけれども、先日、花王さんとも、健康企業みたないもの。 
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知事 

健康経営。はい。 

 

記者 

はい、すいません。健康経営の取組みを進めるということも、来年度から取組むという

ようなこともありましたけれども、県内企業のこうした取組みについて、知事ご自身のお

考えをお聞かせいただけますでしょうか。 

 

知事 

そうですね。実は本県における取組み状況というのは、13日現在で、新聞報道もなされ

た1社のみとなっているようであります。 

このプレミアムフライデーについては、企業での働き方、ライフスタイルの見直しとい

った側面と、もう1点、個人消費の需要喚起という、2つの側面があるのではないかと思っ

ております。 

本県における取組み、どうしていくかということでありますけれども、やはり、それぞ

れの、その企業さんのですね、たとえば、県庁は企業ではないのですけれども、行政サー

ビスということがやはり、最も大事なところだろうなと思っておりますので、そことのバ

ランスを考えなきゃいけないということがあります。 

民間の企業さんもですね、その分野と言いますか、職種などによって、どういうふうに

やっていけるのかということがあるかと思っていますので、これが実施されれば、非常に2

つの側面で有効だと思っておりますので、実施できるところから、やはり、取組んでいた

だくようにですね、こういった取組みの周知というのですか、プレミアムフライデーとい

うことがですね、どういう、メリットというのはおかしいかな、働く人に対しても社会全

体にとってもこういうプラスのいい影響があるというようなことをやはり、周知していく

のが県としての役割なのかなというふうに捉えています。 

 

記者 

わかりました。知事としては、基本的には県内企業がこういった取組みに乗っかるとい

うことに対しては好意的というか、肯定的ということで。 

 

知事 

そうですね。やはり、ワーク・ライフ・バランスにも資するし、また、社会経済といっ

た面でも効果があるというふうに捉えております。はい。 

 

記者 

最後に確認だけ。 
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知事 

はい。 

 

記者 

先ほどの新幹線のプロジェクトチームですけれども、知事が立ち上げたいと思っている

のは、羽越は別チーム、奥羽は別チームということで、2チームでしょうか。それとも1チ

ームでしょうか。 

 

知事 

そうですね、1チームにするか、2チームにするか、ということも大変大きなことかなと

思っていますが、奥羽・羽越両新幹線というふうにずっと言ってきていますので、まずは、

1つのチームなのかなと思っています。はい。 

 


