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平成29年2月15日(水) 知事臨時記者会見 

 

知事 

では、皆さま、平成 29 年度当初予算の概要について、ご説明申し上げますので、よろし

くお願いいたします。 

まず、平成 29年度の当初予算総額でありますけれども、6,132億 4,200万円となりました。

これは、対前年度比で 1.7%の減であります。 

予算総額では減少となりましたが、これは、全国豊かな海づくり大会、技能五輪・アビリ

ンピック大会の終了や山形駅西口拠点施設の用地取得の完了、また、山形工業高校、東桜学

館の整備の進捗などに伴う事業費の当然減などに伴うものでありまして、施策を着実に推進

するための予算はしっかりと確保したところでございます。 

歳出の主な増減についてみますと、人件費につきましては、定年退職者の見込みなどによ

り、減少いたします。 

社会保障関係経費につきましては、国民健康保険の保険給付費や介護保険の介護給付費な

どの見込みにより、増加いたします。 

公債費につきましては、県債の利払い費用の低下などにより、減少いたします。 

一般行政費、いわゆるハード事業を除く政策的な施策に関わる経費につきましては、参議

院議員選挙及び県知事選挙の執行経費の皆減、全国技能五輪・アビリンピック大会、全国豊

かな海づくり大会の終了に伴う事業費の皆減などに伴い補助費等は減少するものの、中小企

業への貸付実績などを踏まえ、貸付金が増加したことや、後ほど申し上げる事業にしっかり

と対応することで 0.8%の増加となったところであります。 

投資的経費につきましては、道路整備など土木公共事業の増加などにより公共事業は増加

いたします。一方、単独事業につきましては、冒頭でも申し上げました山形駅西口拠点施設

の用地取得の完了や県立高校の大規模整備が一段落したこと、また、防災行政通信ネットワ

ークの再整備の進捗などにより減少となっております。 

歳入の主な増減についてみますと、県税でありますが、法人事業税の増収などにより、 

1,082 億円を見込んでおります。 

一方、地方交付税につきましては、政府の地方財政対策の状況などを反映し、減少を見込

んでおります。 

県債の減につきましては、防災行政通信ネットワーク再整備の進捗の影響など投資的経費

の減少に伴うものであります。 

平成 29 年度当初予算を反映した県債残高についてみますと、財政健全化の目標として掲

げている「臨時財政対策債と補正予算債を除いた県債残高」につきましては、6,712 億円の

見込みとなり、（平成 28 年度当初予算時に見込んだ）平成 28 年度末より 198 億円減少する

見込みであります。 

また、総額でも 143 億円の減少を見込んでおります。当初予算編成時における県債残高総
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額での減少は 4 年連続となります。 

財政調整のための基金の残高は、今回の予算編成に伴い、122 億円取り崩すこととし、平

成 29 年度末で 116 億円を見込んでいるところであります。 

 

続きまして、資料 2 枚目をご覧になっていただきたいと思います。 

平成 28 年度 2 月補正予算についてご説明申し上げます。 

政府の補正予算への対応としまして、畜産担い手の規模拡大や省力化等に向けた施設整備

に対する支援を行いますほか、大蔵村と園芸試験場においてトマトの次世代型施設園芸の実

証と導入を行ってまいります。その他、国庫支出金の追加内示に伴い、予算を追加いたしま

す。 

個別課題への対応としましては、「つや姫」の首都圏での販売強化のため、JA 等と連携し、

テレビ CM を放映しますほか、温泉施設に対する硫化水素濃度測定機器の購入に対し助成を

行い、安全管理対策を強化してまいります。 

その他、人件費や投資的経費、一般行政費において事業実績等に基づき減額補正しており

ます。 

 

次に、当初予算に計上いたしました主な事業について、その概要をご説明申し上げますの

で、この A3 版のカラー刷りの 1 枚目の資料（資料 3：補足）をご覧いただきたいと思いま

す。 

平成 29 年度は、これまでも掲げてまいりました「対話重視」「現場主義」「県民視点」を

大切にしながら、「自然と文明が調和した新理想郷山形」の実現に向けて、「やまがた創生 さ

らに加速！！」として予算を編咸し、昨年 10 月にお示ししました「平成 29 年度県政運営の

基本的考え方」の 7 本の柱に沿った施策を着実に推進してまいります。 

はじめに、左上、ピンク色、「郷土愛を育み未来を築く子育て支援・多彩に活躍する人づく

り」をご覧ください。 

妊娠、出産、子育てに関する不安感を解消するため、生まれてくる赤ちゃんと子育て家庭

を社会全体で応援する「ようこそ赤ちゃん応援メッセージ・ギフト」の贈呈を行ってまいり

ます。 

若者自らが「地域を担う」気持ちを持ち、行動に移るきっかけづくりとするため、若者た

ちと私が車座で直接対話する「知事と若者の地域創生ミーティング」を新たに行ってまいり

ます。 

2018 年の平昌（ピョンチャン）、そして 2020 年の東京でのオリンピック・パラリンピッ

クに向けて、メダリストを目指す本県の有望選手や競技団体への支援を行ってまいります。 

それから結婚支援としまして、「やまがた出会いサポートセンター」による結婚相談支援を

充実するとともに、新婚世帯への結婚新生活のための費用を支援してまいります。 

多子世帯・低所得世帯に対する放課後児童クラブの利用料を軽減するとともに、今年度か
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ら総合的に取り組んでおります、ひとり親家庭への支援について、県外からの移住や資格取

得支援など応援プロジェクトを推進してまいります。 

郷土への愛着を深め、地域で活躍する人材を育成するため、小学校、中学校、高等学校に

おいて、新聞を活用した教育と郷土愛の醸成に取り組んでまいります。 

地域のコミュニティの核として、特色ある教育活動や地域との交流促進・活性化に取り組

む小規模小学校を支援し、地域に誇れる学校づくりを推進してまいります。 

また、平成 30 年度からの県立高校への「探究科」「探究コース」の設置に向け、中核教員

の育成など、探究型学習を推進するための体制整備を行ってまいります。 

今年 7 月 28 日に本県と宮城県、福島県を会場に開幕する平成 29 年度全国高等学校総合体

育大会、いわゆる南東北インターハイに向けて、開催準備に万全を期してまいります。 

 

第二は、「いのちと暮らしを守る安全安心な社会の構築」であります。右上、オレンジ色の

ところをご覧ください。 

がんになっても安心して暮らせるよう、がん患者や家族の悩みにより添う相談拠点となる

「がん総合相談支援センター」の新設や、子宮がん・乳がんの休日・平日夜間の検診実施に

向けた支援を進めてまいります。このような新たな取組みを通して、県民みんなで取り組む

「がん対策県民運動」を展開してまいります。 

それから、ショッピングモールや商店街における、やまがた健康づくりステーションの創

設支援や、健康経営の普及などにより、県民の自発的な健康づくりの実践を促進することで、

「健康長寿日本一」を目指してまいります。 

山形大学が行う「重粒子線がん治療装置」の開発整備経費に対し支援をしてまいります。

この装置は、東北・北海道では初めてとなるものであり、本県の医療の質の向上に大きく寄

与するものと考えております。 

地域医療構想の実現に向け、急性期病床から回復期病床への転換等に対して支援しますと

ともに、医師、看護職員、介護人材の確保定着にも引き続き取り組んでまいります。 

農業分野での障がい者就労支援システムの構築や障がい者スポーツの普及振興などを通し、

障がいのある人もない人も共にいきいきと生活できる共生社会の実現に取り組んでまいりま

す。 

それから、活断層上にあり、老朽化の著しい新庄警察署の移転改築に向け、実施設計及び

敷地調査を行ってまいります。 

防犯ボランティア団体の活動や資機材購入を支援することで、ボランティアに携わる方が

活き活きと活動できる環境を整備いたします。 

県立新庄病院の移転改築に取り組んでまいります。なお、建設予定地は、新庄市の「富士

通ゼネラル工場跡地」といたします。平成 29 年度は、用地の取得と基本計画の策定を行っ

てまいります。 
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第三は、「新たな価値の創造・拡大・発信による活力ある産業の集積」であります。中段左、

紫色をご覧ください。 

私が 3 期目の県政運営に臨むにあたって大変重要だと考えているのが「若者の正社員化・

非正規雇用労働者の所得向上」であります。 

その実現に向けて、40 歳未満の非正規雇用労働者を正社員に転換する企業を対象とした奨

励金制度を創設することにより、40 歳未満の正社員割合で全国トップを目指してまいります。 

加えまして、「同一労働・同一賃金」を推進するため、非正規雇用労働者の賃金改定等を実

施する企業に対しても新たな奨励金制度により支援をしてまいります。 

このように、若者を中心とした非正規雇用労働者の正社員転換と所得向上についてパッケ

ージとして施策展開することは、全国に先駆けた取組みであると考えております。 

中小企業の“稼ぐ力”を強力にサポートするため、現在の「中小企業トータルサポート補

助金」を大幅に発展・充実させた「中小企業スーパートータルサポ補助金」を創設いたしま

す。中小企業の研究開発、設備投資から販路開拓まで一貫した支援について、さらに大きく

力強いものに進化させることにより、「製造業付加価値額 1 兆 2,500 億円」の達成に向けて

取り組んでまいります。 

昨年 12 月に設立した「オールやまがた若者定着推進会議」の取組みを通して、若者の県

内定着・回帰促進に向けたインターンシップの導入促進など、就職支援などを行ってまいり

ます。 

平成 28 年度末に策定を予定している本県のブランドコンセプトに基づき、国内外に「メ

イドイン山形」ブランドを強力に発信し、首都圏をはじめとする消費者の方々から県産品を

積極的に購入していただけるよう販路拡大を図ってまいります。 

それから、「福祉」と「工業」が連携した、いわゆる「福工連携」による新たな福祉用具の

開発や ICT 活用等を支援し、介護職員の確保と活き活きと働きやすい介護職場を目指してま

いります。 

県内中小企業の経営安定と競争力強化のため、商工業振興資金の融資によりしっかりと下

支えをし、本県商工業の振興と地域経済の活性化を図ってまいります。 

有機エレクトロニクス分野やバイオ分野につきましては、引き続き産業の集積、事業化の

促進、量産化への支援を行ってまいります。 

また、企業立地促進補助金につきましては、県内企業の増設に対する支援額を大幅に拡充

するほか、新たにソフトウェア業等への支援も追加いたします。 

18 歳人口の県外流出の抑制を図り、本県の未来を担う技術者を育成するため準備を進めて

きました産業技術短期大学校土木エンジニアリング科が今年 4 月にいよいよ開設いたします。

平成 29 年度は、2 年次から本格化する実習施設の整備などを行ってまいります。 

それから、東北では初めてとなる「IWC （インターナショナル・ワイン・チャレンジ）」

SAKE 部門の 2018 年審査会の山形県開催に向けて、招致活動を行ってまいります。 
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第四は、「地域の豊かさを支え、高いブランド力で国内外に展開する農林水産業」でありま

す。中段の右、緑色をご覧ください。 

まず、農林水産業を取り巻く情勢につきましては、人口減少による国内市場の縮小や、高

齢化・担い手不足による農業就業者の減少、農山漁村の活力低下など構造的な問題が以前に

も増して進行しております。 

アメリカが TPP 協定からの離脱を表明しましたが、私は、TPP 協定発効の有無に関わら

ず、農林水産業の構造的な問題にしっかりと向き合いながら、本県農林水産業の体質強化、

競争力強化に向けた取組みを進めていくことが極めて重要と考えております。そうした考え

に立ち、平成 29 年度の農林水産業施策を構築したところであります。 

経営力向上と一体となったオーダーメイド型支援により本県農業を牽引する「トップラン

ナーやスーパートップランナー」の育成を図り、生産農業所得 1.3 倍を目指してまいります。 

老朽化した農業水利施設やため池の改修など農業生産の基盤と農村の生活環境整備、農地

や農業施設の保全などに引き続き取り組んでまいります。 

全国トップブランドとなった「つや姫」の評価の浸透に向けた取組みを行いますとともに、

来年本格デビューを迎える水稲新品種「山形 112 号」の栽培技術確立とブランド化戦略を推

進してまいります。 

「園芸大国やまがた」の実現を目指し、販売額 1 億円以上の大規模園芸団地化を推進する

とともに、収益力向上に計画的に取り組む園芸産地の施設整備等を支援してまいります。ま

た、トマトの生産性向上技術実証のため、低コスト・省エネルギーの次世代型大型ハウスを

大蔵村と園芸試験場に整備してまいります。 

さらに、県産農産物の国内市場及び海外市場をターゲットにした販路開拓と物流体制の構

築にも取り組んでまいります。 

畜産産出額 500 億円を目指し、意欲ある畜産担い手の規模拡大等に向けた施設整備への支

援を行ってまいります。 

昨年 12 月に制定した「山形県の豊かな森林資源を活用した地域活性化条例」、いわゆる「や

まがた森林ノミクス推進条例」に基づき、「やまがた森林ノミクス」の取組みをさらに加速さ

せてまいります。特に森林再生のためには再造林が重要でありますので、再造林の経費負担

への支援を大幅に拡充し、国庫補助と合わせ 100%支援してまいります。また、県産木材の

利用拡大のため、公共・民間施設における木造化や木質化を推進してまいります。 

昨年 9 月に開催しました「全国豊かな海づくり大会」を契機に、本県水産業のさらなる振

興を図るため、老朽化が進んでいる漁業試験調査船「最上丸」の平成 31 年度の新船建造に

向けて、基本設計を行ってまいります。 

 

第五は、「世界に誇る山形の魅力を発信し国内外の旺盛な活力を引き込む「観光立県山形」

の確立」であります。左下、黄色をご覧ください。 

首都圏の駅や鉄道車両への広告や旅行情報誌とのタイアップなど様々な宣伝媒体を活用し
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た観光 PR を展開してまいります。 

今年も多くの方々からお越しいただきましたが、県内雪まつりのオープニングイベントと

して「第 3 回やまがた雪フェスティバル」を開催するとともに、県内市町村における雪まつ

り等へも引き続き支援をしてまいります。 

先日の記者会見で発表させていただきましたが、来年、本県において「国連世界観光会議」

の開催を予定しております。雪を観光資源として活用する「スノー・ツーリズム」の舞台と

して雪国山形の魅力を発信し、インバウンドのさらなる拡大につなげてまいります。 

それから、今年の 8 月にイタリアのクルーズ船「コスタ・ネオロマンチカ」が酒田港に寄

港いたします。酒田港への外航クルーズ船の誘致・受入態勢について、酒田市などとも連携

してしっかりと取り組んでまいります。 

平成 27 年 3 月に策定した「おもてなし山形県観光計画」に掲げる五つの重点テーマ、内

容は「精神文化」「食・温泉」「山岳・森林」「産業」「スポーツ」であります。その五つの重

点テーマに沿った事業を展開してまいります。 

昨年は、本県の精神文化の代表であります「出羽三山」が日本遺産として、また山車（や

たい）行事として 260 年の伝統を誇る「新庄まつり」がユネスコ無形文化遺産として登録さ

れました。この貴重な観光資源を活用し、本県の魅力を国内外にしっかりと発信してまいり

ます。 

観光客、特に外国人観光客のニーズに的確に対応するため、地域や民間事業者が行う Wi-Fi

整備など、さらなる受入態勢の整備に対して支援を行ってまいります。 

最近の海外旅行客、いわゆるインバウンドの増大や高齢化進展により拡大しているバリア

フリー観光の需要に対応するため、県内宿泊施設・観光施設のバリアフリー化の状況調査を

実施するとともに、宿泊施設における受入態勢整備を支援してまいります。 

さらに、海外の旅行社との連携プロモーション・チャーター便の誘致や東北六県連携によ

るインバウンドの推進にも取り組んでまいります。 

 

第六は、「再生可能エネルギーによる産業振興と地域活性化、国内外に誇れる優れた環境資

産の保全・創造・活用」であります。中央下、水色のところをご覧ください。 

大型風力発電を対象とした新たな導入適地調査や適地における風況調査を行いますほか、

洋上風力発電について、庄内沖での導入可能性の研究や、地域産業への波及効果の調査を行

ってまいります。 

県エネルギー戦略及び森林ノミクス推進のため、熱利用設備の導入を支援するとともに、

温泉・木質バイオマス発電等の熱利用可能性調査への支援を行ってまいります。 

家庭・事業所における太陽光発電などの再生可能エネルギー設備の導入を引き続き支援す

るほか、県民参加型により行う再エネ事業の推進や再エネ設備導入に伴う CO2 削減効果を

集約し、環境価値の「見える化」をさらに進めてまいります。 

本県の豊かな山岳資源と湧水の魅力を向上させ、地域活性化や観光資源としての活用につ
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なげてまいります。平成 29 年度は新たに、百名山の登山ルートのグレーディングの設定や

ガイドブックの出版などを行ってまいります。 

また、やまがた緑環境税を活用した事業を引き続き展開してまいります。 

 

第七は、「地域活力と多様な交流を生み出し災害に強い県土基盤の形成」であります。右下、

茶色のところをご覧になってください。 

酒田港でありますけれども、先日、公益社団法人日本港湾協会から 2016 年で最も優れた

港湾として「ポート・オブ・ザ・イヤー」に選ばれるなど、飛躍を続けております。今後の

更なるコンテナ取扱量の拡大などに対応するため、コンテナクレーンの大型化やターミナル

設備の強化を図ってまいります。 

奥羽・羽越新幹線の整備実現に向けましては、昨年、県、市町村、経済団体等の“オール

やまがた”による推進組織「山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟」を設立いたしました。

平成 29 年度は、秋田県と共催でシンポジウムを開催するなど、県内外への啓発活動を展開

するほか、整備された場合の効果分析を行ってまいります。 

山形空港・庄内空港における路線の維持・拡大に引き続き取り組みますとともに、3 月に

就航する札幌便の PR に関係機関と連携して取り組んでまいります。 

地域運営組織形成の取組みを支援するなど、市町村と連携した住民主体の地域づくりを推

進してまいります。 

それから、首都圏在住者を主なターゲットに、本県への移住促進に向け、情報発信を強化

していまいります。 

耐震診断が義務化された民間の大規模な特定建築物における耐震改修工事等に対し支援を

行ってまいります。また、市町村における市街地再開発事業に対する支援も行ってまいりま

す。 

人口減少対策の一環として、移住世帯や三世代同居世帯、親世帯への近居について支援策

を講じてきておりますが、平成 29 年度は近居要件を緩和するとともに、新たに中古住宅取

得への利子補給制度を創設するなど「やまがた安心住まいづくり総合支援」として、これま

で以上に推進してまいります。 

さらに、防災・減災・長寿命化の観点から道路・河川などの社会資本整備を行い、災害に

強い県土基盤の形成を図ってまいります。 

 

次に、A3 版のカラー刷り 2 枚目の資料（資料 4：補足）をご覧になっていただきたいと思

いますが、「平成 29 年度当初予算 チャレンジやまがた創生！！ 五つのチャレンジへの対

応」についてであります。 

3 期目の県政運営にあたり、「やまがた創生」をさらに加速させるため、「五つのチャレン

ジ」に積極果敢に取り組んでまいります。 

一つ目が、性別や年齢、障がいの有無に関わらず誰もが能力を発揮できる「県民総活躍」、
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二つ目が、商工業や農林水産業をはじめ様々な分野での「産業イノベーション」、 三つ目が、

子育て支援や正社員化などを通した「若者の希望実現」、四つ目が、がん対策や防災対策の強

化などにより安心していきいきと暮らせる「健康安心社会」、そして五つ目が、高速交通網の

整備促進などを通した「県土強靭化」であります。 

それぞれの分野ごとに、平成 29 年度当初予算における対応状況をまとめたものでありま

すので、参考にご覧になっていただきたいと思っています。 

以上が 29 年度当初予算及び 2 月補正予算の概要でございます。 

 

では、次にですね、「財政の中期展望」について、ご説明を申し上げます。 

「山形県財政の中期展望」というこの冊子（資料 5：補足）をご覧ください。 

2 ページをお開きいただきたいと思います。 

試算に当たりましては、平成 33 年度までの 5 年間を期間とし、政府の経済成長率の見通

しなどを参考に、一定の条件の下で歳入、歳出を見込みました。 

3 ページをご覧になってください。 

その結果、何も対策を講じない場合には、下から 2 段目でありますけれども、「財源不足

額（C）」ですが、その欄にありますとおり、平成 30 年度以降、毎年度 200 億円程度の財源

不足額が生じる見込みであります。 

となりの 4 ページをご覧ください。 

財源不足額へ対応するため、「県有財産の売却、有効活用」、「基金、特別会計資金の有効活

用」、「財源対策のための県債の発行」など、歳入の確保に取り組みますとともに、「事務事業

の見直し・改善」や「行政経費の節減・効率化」など、徹底した歳出の見直しに取り組むこ

とで、財源不足額を解消してまいります。 

5 ページをお願いします。 

中長期的な財政健全化の目標としまして、今後の社会資本整備や産業振興の必要性に留意

をしながら、新たな「山形県行財政改革推進プラン」の期間中、29 年度から 32 年度におい

て、臨時財政対策債と補正予算債を除いた県債残高の減少を推進することとしております。

引き続き、目標の達成に向けて努めてまいりますとともに、県債残高総額の縮減についても

努めてまいります。 

 

最後に、平成 29 年度の本庁組織の部局改編についてご説明を申し上げます。 

お手元に配布の「平成 29 年度 本庁組織の部局改編について」、A4 版、横長（資料 6：補

足）でありますけど、それをご覧になってください。 

次年度の組織機構につきましては、例年、当初予算について県議会 2 月定例会でご審議い

ただいた後、3 月中下旬に具体的にお示しいたしておりますが、部局レベルの大きな組織改

編につきましては、施策や予算等にも大きく関わりますとともに、関連する条例の県議会 2

月定例会への提出も予定しておりますので、本日、その概要についてご説明をさせていただ
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くものであります。 

なお、新設する組織名はすべて現段階のものでありまして、仮称でございます。 

このたびの部局改編のポイントは、「観光文化スポーツ部の新設」であります。 

昨年の春に出羽三山が日本遺産に認定されたことに加え、冬には新庄まつりの山車（やた

い）行事がユネスコ無形文化遺産に登録されるなど、平成 28 年度は山形県の文化が国内外

から改めて高く評価された一年であったと考えております。 

また、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催等を控え、本県においても事前キ

ャンプの誘致による国際交流や各種スポーツイベント等を通した交流人口の拡大が期待され

るところであります。 

観光交流による地域経済の活性化は「やまがた創生」を実現するための重要な柱であると

考えておりまして、県内外・国内外から高い関心を集めている文化やスポーツ等を観光資源

としてより一層活用しながら、全産業参加の観光振興施策を強力に推進して国内外との交流

を拡大し、「観光立県山形」を実現するため『観光文化スポーツ部』を新設するものでありま

す。 

なお、このたびの改編に伴い、現在企画振興部が所管している“文化振興、県民活動、ス

ポーツによる地域活性化”の業務につきましては、新設する観光文化スポーツ部に移管をい

たします。 

あわせまして、観光経済交流局の廃止に伴い、商工労働観光部を『商工労働部』に改組い

たします。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

☆ フリー質問 

記者 

知事、朝日新聞の前川でございます。よろしくお願いします。2 問ございます。 

1 問は、知事が先の知事選で示された「五つのチャレンジ」に基づいたこのペーパーに関

してです。 

知事選の後も県民との約束を果たすということで、なるべく予算に盛り込みたいとおっし

ゃっていました。それで、今回この予算を組んでみて、その点についてどれくらい実現して

いると評価されているのか。つまり、昨年は確か当初予算のことを「やまがた創生前進予算」

とお呼びになったのですが、今年はそれをどうお呼びになるのかなと思いまして、1 問目が

それでございます。この公約を受けての話です。 

2 問目はですね、ちょっと財源の話で、財政調整基金が 100 億円台に、しかも 116 億円で

したか、まで減っているのですけど、去年の会見では、知事は財源が厳しいのはわかってい

るので、200 億円台をキープするのがポイントではなかろうかというような趣旨の発言をさ

れていたと思うのです。それが大きく今回割り込んでいく、と。それで、中期展望を見ても、

そんなに楽観できる状況ではなかろうということです。 
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こうした財政状況、今回、調整基金をかなり、わりと例年よりも取り崩したことについて

はどのようにお考えでしょうか。2 点教えてください。 

 

知事 

はい、わかりました。 

1 点目でありますけれども、先ほどご説明しました「参考にしてください」という、これ、

対応状況ですね、これが公約に掲げた五つのチャレンジ、「チャレンジやまがた創生！！の五

つのチャレンジへの対応」であります。 

県民の皆さまとのお約束ということで、できるだけ多くですね、施策を盛り込みたいと思

っておりました。それで、これをご覧になっていただきますとですね、五つのチャレンジへ

の対応状況がわかるかと思いますが、できる限り盛り込んだということでありまして、でも

完璧ではないということも言えると思っております。 

「健康安心社会」などはですね、もっともっときめ細かにやれる余地もあるのかなと思い

ますけれども、新年度に色々なその調査といいますか、検討を行って、また新たな追加とい

いますか、進化させていくということが大事なのかなと思っているところであります。県民

の皆さまとの対話を通してですね、さらに進化させていきたいと思っております。 

私の、この予算のところに、「新理想郷山形」と、今まで「理想郷山形」と言ってきました

けれども、「新（あたらしい）」をつけたのですけれども、これ、常に山形県は進化していか

なければならないという強い思いを持ったものであります。 

イノベーションという言葉を使わせていただきましたが、あらゆるその分野にですね、技

術革新というようなものを、やはり大いに意識をしながら、進化する山形ということで取り

組んでいきたいと思っているところです。 

その評価で、また何点とかいうようなことではないですよね。はい。完璧ではないので、

これからもさらに進化させていきたいということでお願いしたいと思います。 

ええと、2 点目が。 

 

記者 

2 点目は、借金というか、積立。 

 

知事 

財政調整基金であります。はい。「貯金」というふうに内部ではちょっと呼んでおりますけ

れども、貯金は何かあった時のために大事なものだということで、できるだけ多くしたいと

いうふうに思っているところでありますけれども、そうですね、平成 29 年度当初予算にお

ける調整基金の取崩額が 122 億円となって、今年度当初予算における取崩額 89 億円と比較

して 33 億円増加をいたしました。その増加した主な理由としては社会保障関係経費、一般

財源ベースで 26 億円プラスというか、多くなったなど、義務的経費が引き続き増加してお
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ります。増加することに加え、地方交付税と臨時財政対策債を合わせたいわゆる実質的な地

方交付税が減少、これ 24 億円減少いたします。そしてまた地方消費税清算金を含めた実質

税収の落ち込み。これが 7 億円落ち込みということで、そういった部分が大きいと考えてお

ります。 

歳入歳出の両面から財源不足額の解消に向けたさまざまな対応策を講じたところでありま

すけれども、調整基金の取崩額を増加せざるを得ない厳しい予算編成になったと考えており

ます。大変厳しいなと思いながら、ただ、しっかりとこのやまがた創生をさらに加速という

ふうにしておりますけど、昨年が前進予算だったと思います。本当はチャレンジ予算にした

かったのですけれども、昨年も前進予算としておりますので、しっかりと確実にそれをさら

に加速していくという意味でですね、その思いでやはり後退するようなことではなく、さま

ざまな施策をしっかりと今後に向けて打った、ということも原因かなと思っておりまして、

この予算についてはそうですね、「やまがた創生加速予算」というふうになろうかと思いま

す。はい。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

今のお話にもかぶるのですけれども、取り崩さなければならなかった厳しい財政事情は分

かるのですけれども、中期展望を見ても絵空事のような、言い方悪いですけれども、文言で

職員の減とか、退職者の減とか、そういった部分しか書いてないわけですけれども、去年 89

億円、さらに上回って 122 億円、来年度にはなくなるわけです貯金が。で、貯金がなくなれ

ば借金になるわけです。今度は県債に手を付けるつもりなのでしょうか。 

その辺をもっと、使わざるを得ないものは、得ないでしょうがないのですけれども、財政

の健全化に向けて、知事の考え方を、前の県知事さんが残した貯金を全部知事が使い切って

しまうようなイメージを持たれるわけです、はっきり言って。そうじゃなくて、その中期展

望でもしっかりとした部分、財政基金を使ったら使った、そしたら今度、今までちょこっと

ずつ、まあ減少してきた、県債をまた増やすのか、その辺の考え方をちょっとお聞きしたい

のですけれど。 

 

知事 

はい。財政調整基金、貯金でありまして、前の方よりも私になってから増やしてきたとい

う思いがありますけれども、今回ですね、またちょっと減となるところが大変、残念ではご

ざいますが、産業振興とかですね、あと若い人、若者をはじめとして、その非正規雇用を正

社員化していくというようなことで、県民の皆さんのその所得の安定に向けて取り組むこと

で、社会の安定といいますか、産業振興で企業さんが元気になり、また個人の方々が正社員
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化、少しでも増やすことで、中間層を増やせるわけでありますので、少しでもその購買力の

ある中間層を増やすというようなことを考えてですね、取り組んで、社会がその、格差是正

といいますか、完璧にというのはなかなか大変かとは思いますけれども、少しでもそういう

中間層を増やすことで、富裕層と貧困層とにかなり二極化してきているという、大変危機感

がありますので、そこを少しでもストップして購買力のある中間層を増やしていく、そうい

うことで社会の安定性、これ心身共にだと思っています。そのことを取り組んでですね、で

きるかぎり調整基金、目の前はちょっと大変になるけれども、それをこう、回復またしてい

けるように頑張っていきたいなというふうに思っているところです。 

 

記者 

使わざるを得ないものに使う、それに対して文句を言っているわけじゃなく、聞いてるわ

けでもありません。基金がなくなったらどうするのですかということをお聞きしているので

す。県債で借金を作ってやっていく。地方交付税このまんま国からいつも増額でくるという

ふうには限らないわけですので、なくなったらどうするのかということをお聞きしているの

です。 

 

知事 

なくならないようにしていきたいと思っています。 

 

記者 

いや、中期展望みてもなくなりますよね。 

 

知事 

何もしない場合には。 

 

記者 

いや、何もしなくても去年 89 億から 122 億に増えているわけですので、使ってる部分は。

地方交付税は少ないわ、来年も少なくなる、2 年後も少なくなる可能性もあるわけです。だ

からその辺の見通しというのをどういうふうに考えているかをお聞きしたいのです。使う、

これに使っちゃいけないとか、あれに使っちゃいけないではなくて、貯金を崩したら借金で

生活するのですかという、一般家庭では当たり前のことをお聞きしているのです。 

 

知事 

はい、ですからその、全体的な借金もですね、減らすというようなことで、努力をしてき

ましたし、これからもそれは努力していきますし、のちに政府のほうから補てんされる臨時

財政対策債と補正予算債ですね、そこのところ、特に臨時財政対策債というものはどうにも
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逃れられないところでありますけれども、そこを政府に対して知事会連携して、臨時財政対

策債などはちょっとなくすような方向でしっかり働きかけていきたいと思っておりますし、

同じ答えになると思うのですけれども、やはり県財政健全化は大事だと思っていますので、

なくならないようにしていきたいと、こういうふうに思っています。今のところ予想として

は平成 29 年度末に 116 億でしたかね、そういう予想があるわけでありますけれども、だか

らなくなったらというお話なのですけれども、なくならないように努力するということであ

ります。 

 

記者 

それは誰でもそういうふうに思いたいです、なくならないようにと。民間会社であれば給

料を下げるとか、ボーナスを支給しないとか、いろいろな手はあるのですけれども、一番大

きいの人件費だと思うのですけれども、そうもいかないのが県の財政なわけですので、はっ

きりしたそういう目標等々がなくならないように頑張るというのは、どの家だって借金は作

りたくないわけですので、そういうふうには思っているわけです。それに対しての抜本的な

考えが絵空事の文言を並べただけで実現できるのですかということをお聞きしたのですけれ

ども。 

 

知事 

これがもうまた、本当に同じような答えになるかと思いますが、やはり私としてはなくな

らないようにいたしますと言うしかないのですね。そのように、ただとにかく、例えば全部

の分野でカットしていくというような方法はあるかとは思うのですけれども、そういうこと

ではやはり、活力が低下するということにつながっていくと思っています。 

やはりメリハリついた予算という、施策ということを考えていってですね、産業振興、産

業については工業、商業、そして農業も加わるのですけれども、観光も加わります。将来的

には、そこがですね、収入が多くなるようにしていくという、プラスの発想で取り組んでい

きますので、ずうっとその、それを拡大していくということではなくですね、やはりしっか

りとその財政調整基金をしっかりとにらみながら、その施策は打っていくということでご理

解いただければというふうに思います。 

 

記者 

はい、山形新聞田中です。今の、財調基金の関係で一つお聞きしたかったのでしたけれど

も、毎年度、財調は決算があると積み増しがあるので、なにがしかの部分はボリュームはま

た膨らむだろうということにはなっているかと思います。そういう考えで知事は積み増して

いくというような今のお答えかと思うのですが、人口減少で個人住民税がなかなか減ってく

中で、今のお話だと法人住民税のほうで、消費喚起と消費税の部分と、ここで喚起していく

ということかと思います。 
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その辺をもうちょっと教えていただきたいということと、あとそうですね、行革プラン来

年度から新しいのができるわけですけれども、そこで事務事業見直しで縮減も図っていくと。

財政中期展望にも入っていますけれども、その辺の人件費の抑制というところの考えですね、

民間活力という言葉も確かにありますし、協働という言葉もあるので、どのような形でその

事務事業の経費縮減を図っていかれるというお考えなのか、大きな枠組みでの知事のお考え

をお聞きしたいなというふうに思います。 

 

知事 

はい。まず前段のほうでありますけれども、やはり県内の人口は縮小していくというのが

やはり見込みとして言えるかと思っています。少しでもそれを抑制したいという思いでさま

ざまな施策を打っているわけでありますけれども、平成 27 年の数字を見ましても 7,000 人

を超える方が自然減で減少となっています。それは出生数を死亡数が上回っているという、

そういうことであります。構造的なものですね。これは止められない。少しでも健康長寿を

やって、少しでも抑制はしていくわけなのですけれど、あと出生児を増やすというようなこ

ともやっていくわけなのですけれども、10 年、15 年はちょっと、それはどうにもならない

かなという思いがあります。 

社会減のところをですね、できるかぎり県内定着とか、UJI ターンというようなことに力

を入れつつですね、人口減少はできるかぎりのことをやりますけれども、それでもやはり縮

小ということが見通されているわけでありますので、経済が縮小していくということをこの

まま何もしなければやっぱり経済が縮小していくという危機感を持っているわけであります。 

それで何をするかといいますと、やはり一つは輸出拡大だと思いますし、もう一つは県内

外、県外、海外からの観光客、交流人口を増やすということで、やはり経済をですね、活性

化していくことが重要だろうと思っています。それで観光にかなり力を入れるということで、

新しい部も新設するわけであります。この二つの方向をですね、しっかりと力を入れていく

ということが、やはり人口減少に伴って経済縮小していくことにストップかけていくという

ようなことになるかと思いますので、1 年を通してやはり冬場が今、落ち込んでいるような

ところで冬場の観光に力を入れたりですね、インバウンドという言葉を使っていますけれど

も、そういったことに力を入れるということをしているわけであります。そこの点は、そう

いったことにも力を入れるということでよろしいですかね。 

あと、工業製品、工業についてはスーパートータルサポというようなことで、数年前まで

は融資しかなかったのですけれども、数年、2 年ぐらい前から補助金を設けているところで

あります。 

設備投資、技術開発、そういったところからしっかりと補助金をお出しして、これからの

中小、本県の大宗を占めている中小企業、そこのですね、稼ぐ力をしっかりと大きくしてい

く、そして実際にその補助金を、トータルサポート補助金をですね、お使いになった企業さ

んを私、回らせてもらいましたけれども、これまでとれなかった仕事が受注できるようにな
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ったとかですね、売り上げが伸びたというようなことを聞いているところであります。 

これからの将来のことを考えて、今できることをスーパートータルサポ補助金というふう

に拡大したものを創設してですね、商業、小規模事業者にも拡大してしっかりと後押しをし

て、売り上げを伸ばしてもらうといいますかね、雇用も広げてもらうというようなことで取

り組んでいきたいと思っています。 

農業は IT を駆使したりですね、また加工、そういったとこにも力を入れて、やっぱり輸

出、県外に販売する、輸出するというようなところにも力を入れていきたいというふうに思

ってもやはり、内向きにならないようにですね、外向きにしっかりと取り組んでいくのが重

要な時代ではなかろうかなと思っているところであります。あと後段がもう一つ何かありま

したかな。 

 

記者 

行革プラン、新しいのができるということですが。 

 

知事 

ああ、はいはい。そうですね。行革プランにおきましては、これまでずっとですね、人員

削減というようなことに取り組んでまいりましたが、これ本当に本県のみならず全国でです

ね、もう結構減らして減らして、ずっと減らしてきましたが、やはり仕事量というのは、全

体的には減らないわけなのですね。人口が 5 万人減っても 10 万人減っても県民サービスと

いうようなことで、仕事量はなかなか減らないというところがあって、どんどんとその負担

が大きくなっているといいますかですね、それは県だけでなくて、民間というところもみな

同じような状況かもしれません。 

そういう中で、何をしていくかということになるかと思いますけれども、やはり、外部に

委託できるものは委託というようなこともありましょうし、また IT 化して省力化するとい

うようなこともあるかと思いますし、それから見直しが、案外事務事業の見直しというのが

ですね、私はどうなのかなと、今までどこまで行われてきたのかなという、一定程度には行

われてきたとは思うのですけれども、どんどんと新しい仕事が増えていく中で、卒業しなく

てはならないようなこともあるのではないかと思っていますが、そこをですね、さらにしっ

かりと取り組むといいますか、なかなか自分の仕事をなくすと、なくすというのはおかしい

のですけれども、まあ一つの、ある人数でやれる仕事のそのキャパは大体決まってるかと思

いますけれども、能力を最大限に発揮するというのはもちろんプラスの方向ですけれども、

それでもですね、どんどんどんどんこう、新しいのが入ってくるのに古いのを脱いでいくと

いうのはなかなか新陳代謝がですね、しっかりとできているのかなという思いがありますの

で、そういったところをもっと力を入れて見直していくというようなことをですね、もっと

きっちりと取り組んでいただくというような方向をしっかりやっていきたいなと思っており

ます。 
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記者 

河北新報の阿部と申します、よろしくお願いします。すみません、いちばん最初の質問と

ちょっとかぶる部分あるのですが、公約への対応という部分で、今回の新年度予算は知事の

3 期目の土台ともなるものだと思うのですが、今回の予算案を踏まえまして、数値目標も知

事が公約の中でいろいろ掲げられていたと思いますが、その公約達成に向けた意気込みとい

うのを改めて教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

意気込みですか。 

 

記者 

予算案にいろいろ盛り込んでこれからまさに実現を目指していかれると思うのですが、そ

こでちょっと意気込みをお願いします。 

 

知事 

はい、公約をですね、チャレンジやまがた創生ということで、五つのチャレンジを掲げた

ところであります。「県民総活躍」、「産業イノベーション」、イノベーションは技術革新とい

うことで、あと、「若者の希望実現」と、「健康安心社会」、「県土強靭化」、これを掲げており

ますけれども、今後4年間、3期目を考えた場合の最初の土台になる年でありますので、本当

に先ほど申し上げた、何て言うのでしょうかね、チャレンジ精神をなくしてしまうとですね、

案外、貯金も調整基金も残せる、残せるというのはおかしいのですけれども、そっちの方に

注力できないこともないのですけれども、まず、土台となる大事な1年でありますので、し

っかりと前向きにですね、考えてこの公約に対応した、いろいろ職員がアイディアを出して

くれたり、また、いろいろな業界からのご提案をいただいたり、私自身が考えたりですね、

そういったことをできる限り盛り込んだ予算になっているところであります。 

 

記者 

毎日新聞の野間口です。よろしくお願いします。 

すいません、繰り返しになってしまって恐縮なのですけれども、今回のその公約、五つの

チャレンジの中で、来年度予算に関してはまずこの五つの柱の中で力を入れたところという

のは、先ほどおっしゃっていた、正社員化への取組みだとか、あと、中小企業の支援という

ところに力を入れて取組まれているようだったので、まずは、じゃあ、「産業イノベーション」

と「若者の希望実現」というところに、3期目の1年目は力を入れるということなのでしょう

か。 
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知事 

そうですね。そのように思っております。やっぱり前向きにしっかりやっていくというこ

とで、中小企業振興、小規模事業者も含めてですね、しっかりと産業振興をして売上を伸ば

していただき、また、雇用創出ということにつなげていきたいといふうに思っているところ

です。 

正社員化はですね、これは将来を見通してと言いますか、非常にこのまんま行きますとで

すね、先ほどの繰り返しになりますけれども、富裕層と貧困層との二極化がどんどん進んで

いきますと、これは、社会として望ましくないと思っています。アメリカ以上に日本がそれ

が進んでいるというような、有識者の認識もありますので、山形県として、その二極化をど

んどん進ませるというのは良くないと思っておりまして、一人親家庭の、その支援充実もそ

うでありますし、若者が正社員化することで、そこの収入の差というのが正社員かそうでな

いかというところにあるということをお聞きしておりまして、できる限り、これは経営者の

皆さん企業の皆さんと一緒になってでないと、なかなか大変なのでありますけれども、新し

い奨励金を創設するなどしまして、しっかりとですね、正社員化して収入を上げる、また、

契約とか、時間契約というような社員の方もですね、同一労働・同一賃金、同じような仕事

でありましたらば、同じような賃金にするというようなことに、できる限り取り組んでいた

だいて、その所得向上につなげていきたいと思っています。 

そのことが個人的にもやはり、安定すると思いますし、何て言うのでしょうか、社会的に

もですね、中間層が増えるということになっていくので、購買力のある層が増えていくこと

になっていくと思っています。 

ここのところ、今やっておかないと、ということで地方からも中央に対して提言、もっと

強く大きな形でやっていかないとということを申し上げていきたと思っていますし、今大事

かなと、これを放っておくと、将来が大変に、社会がですね、個人もそうですし、社会も大

変になってくるという、私はそういうふうに考えているところであります。 

そうですね、この事を考えると本当に一生懸命取り組まないといけないぞという思いでい

っぱいであります。はい。 

 

記者 

時事通信の梅崎です。よろしくお願いします。 

先ほどの山新さんの質問に少しだけ戻らせてください。卒業しなければならないこともある

のでは、というふうにおっしゃっていたのは。 

 

知事 

事務事業ですね。 

 

記者 
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そうですね。はい。その卒業しなければならないことというのは、具体的に言うとどうい

ったものが、知事の頭の中にあるのでしょうか。 

 

知事 

具体的なことがあるわけではないのですね。ただ、常々言っているのですけれども、どん

どんと、新しい事業、施策というものが中央からも来ますし、また、県独自でも行っていき

ますので、昔からと言いますか、ずっと前からやっているような事業でですね、ずっと恒久

的にやらなきゃいけないものももちろんあるとは思いますが、ただ、そろそろこれは区切り

をつけてもいいのではないかとかですね、市町村と一緒になってやっていけるものはやって

いくというようないろいろな、その方策を考えて事務事業を見直してもらいたいなと思って

いるのですね。 

具体例を浮かべて言っているわけではなくて、やはり毎年毎年新しいものが出てきますの

で、私簡単に言ってタンスの話をするのですけれども、自分がどんどん、どんどんと言いま

すか、新しい服を買って、一つのタンスの中に入るのは決まっている、数がですね、キャパ

が決まっている中で、着られなくなったものはもう出さなくてはいけないのではないかとい

う話をします。具体例でなくて大変申し訳ないのですけれども、ただずっとこれは必要だと

いうものもあるかとは思いますけれども、そこのところ何か担当者でないような目もやはり、

入れながらですね、多くの人の目を、視点を入れながらでも、そういう見直しというものを

しっかりやっていく時期ではないかなと思っております。ちょっと抽象的ですいませんけれ

ど。 

 

記者 

読売新聞の井上と申します。公約の実現についていくつか重複する部分もあるのですが、

今ひとつの確認としまして、ここの五つの柱に示された内容で、優先的に取り組んでいかれ

る分野というのが、「若者の希望実現」のこの柱、あとは「産業イノベーション」ということ

でよろしいのでしょうか。 

 

知事 

はい、そうですね。「若者の希望実現」のところ、申し上げたし、「産業イノベーション」

も申し上げました。はい。ただ、そうですね、でも、はい。どうしてもということになれば、

そうなるかと思いますけれども、「県土強靭化」はこれまでも取り組んできたし、基盤となる

ものなので取り組んでいきたいと思います。「健康安心社会」のがん対策というようなことも

ですね、やはり本当に大事なことでありますので、しっかり取り組んでいきたいと思ってい

ますので、どれか、と言われると、本当に今おっしゃったようなことに、絞れと言われると

なるのかもしれませんね、はい。 
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記者 

あと、もう1点なのですけれども、その公約実現に向けて、ご自身で一番思い入れを持っ

ていらっしゃる施策があれば教えてください。 

 

知事 

思いですか。 

 

記者 

思い入れですね。 

 

知事 

はい。そうですね、とにかくこれは、何としても、難しいけれどもやらなきゃいけないと

思っているのは、やはり「正社員化」であります。やはり、県民の皆さんができる限り安定

した生活をして、山形県でいきいきと生活していただきたいという思いがありますので、特

に若い人方が正社員化なることで、ご自分の結婚でありましたり、子育て出産でありました

り、一歩をですね、踏み出せるというような環境も整うのではないかというふうに思ってい

ますので、ここは力を入れていきたいと思っています。 

ただ、本当にご本人の意識というものもあって、正社員じゃなくていいのだ、というよう

な方もいらっしゃるとも聞いておりますので、それはどうしてなのか、そしてそれでいいの

かというようなこともですね、若者との対話を通してちょっと語り合っていければな、とい

うふうに思っております。 

 

記者 

すいません、YBCの熊坂です。すいません。今日、予算が内示されまして、これを進めて

いく上では、その人事というのも非常に重要になってくると思うのですけれども、はい。副

知事の候補に若松正俊さんの名前が。 

 

司会 

今日は予算の関係でお願いしたいと思います。 

 

記者 

はい、わかりました。すいません。 

 

記者 

朝日新聞の米澤です。チャレンジ1の県民総活躍の冒頭のところに、「郷土に誇りと愛着を

持ち地域を愛する心の醸成として、郷土愛の醸成などをはかるために新聞を活用した教育活
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動への支援」というのがございまして、これは、概算要求の時点ではなかったので、これが

出てきたというのは知事のイニシアティブもあったのかなと思うのですけれども、この2,800

万円ですね、どういうふうな経緯、いきさつでですね盛り込まれる、知事のどういうふうな

お考えもあって盛り込まれたのかと、ちょっといきさつを教えていただければ。 

 

知事 

はい、わかりました。人口減少対策として、やはり若者のですね、意識というもの、大変

大きいと思っております。たとえば雇用というようなことと合わせ、精神的な面もですね、

郷土愛醸成ということがとても大事なことだなと、ずっとそれを申し上げてきました。それ

で公約の時点では確か、県民歌とかですね、あと花笠踊りといったような、そういったこと

を大いに活用して郷土愛を醸成するというようなことを私は申し上げていたかなと思ってお

ります。 

それで、この「郷土愛の醸成」ということをですね、いろいろな方法があろうかとは思い

ますけれども、先般、町村会の会長さんと市長会の会長さんとが、1月24日という期日にな

っておりますけれども、児童生徒の郷土愛醸成等への支援についてということで、要望書を

お持ちになりました。その中で出ているのでありますけれども、新聞を活用して郷土愛を醸

成したり、また学力向上したり、それから格差、教育格差をですね、格差が社会問題化して

いるので、その新聞を取れないご家庭もあるというようなことで教室に新聞があれば、読み

たい子は読めるというようなことで、やはり、そういった意味でも格差をなくすということ

にもつながるというようなことをおっしゃっておられました。まさしく、そういうことにも

なるかなと思っているところです。 

NIE（Newspaper In Educationの略：補足）というのは、前から私も知っております。読

解力を高めるというようなことがやはり最もやはり頭に浮かぶわけでありますけれども、今

回は、その郷土愛というところにですね、視点を置いて市町村長さんたちのご意見も踏まえ

てですね、取り上げたところであります。 

前から、ある程度やってはいるのですけれども、郷土愛ということでちょっと一歩踏み出

したというようなことであります。申し上げたように、その郷土愛だけではなくて、読解力

とか学力向上にも結びつく、考え方というようなことを養うということにもつながっていく

と思っています。 

やはり、本を読んだり新聞を読んだりするという、そういった、素養というのでしょうか、

そういったことを育むことでやっぱり、将来的にもやはりしっかりと考え方や行動に影響す

ると言いますかですね、人間形成に大きく影響していくと思いますので、大変良いことでは

ないかなと思っているところです。 

 

記者 

知事のお考えはわかるのですけれども、市町村から要望があったということと、それを踏
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まえて県がどういうふうに判断、どういう施策で公金を使うかということは、また別の問題

だとは思うのですけれども、郷土愛の醸成を図るという目的のために新聞を活用して、県の

ほうが市町村のほうに助成金を出す、出して2分の1ですか、新聞購読をするということにし

ますとですね、郷土愛に資する新聞をとりましょうという、そういうことになって、特定の

新聞の購読購入を、県のほうが誘導するということにならないかという懸念があります。ま

た、じゃあ、小学生新聞とかですね、郷土の情報が入っていない新聞をとった学校について

は、これは指導が入るのかとか、そういった懸念も想定されますけれども、そういったこと

についてはいかが思われますでしょうか。 

 

知事 

そうですね。特定ということにはならないように、教育委員会とも話をしたいというふう

に思います。やはり、郷土愛というのが、やっぱり今回、その視点で言っておりますけれど

も、学力向上にも資するわけでありますし、高校生くらいになるともう、また、社会的関心

というようなことにもなっていくかと思っています。年代によって思考もだんだんと上がっ

ていくわけでありますし、また、今記者さんがおっしゃるような、そういったことも案外な

りがちかもしれないのですけれども、将来的に考えれば、大人になってからですね、よく、

活字、本や新聞を読む人間を育成するということになると思いますので、将来的には私は本

当に全部の新聞社さんにとって良いことになるのではないかなというふうに思っております。 

ただ今回の場合は、郷土愛というようなところにちょっと焦点を当てたというのは、人口

減少対策というようなこともあるので、そこに位置づけられているのかなというふうに思っ

ているところです。できる限り今ご心配のあったようなですね、そこをどうしていくのかと

いうことについては、教育委員会と話を聞いてみたいなと思います。 

 

記者 

学校が新聞を選択する際に、郷土愛ということの、そのプレッシャーというのがですね、

どの程度、県教委とか市教委のほうから出てくるのかといったところについても、ちょっと

懸念されるところがあるというとこを指摘しておきたいと思います。 

 

知事 

はい、わかりました。ご意見としてちょうだいしたいと思います。 

 

記者 

荘内日報、上林です。さっき名前言うのを忘れましたので。 

知事の予算に対する思い入れをお聞きしました。6,132億円ですけれども、厳しい財政事情

の中で将来を見据えてやまがた創生実現のために「“ムイミニ（6132）”ならない」予算をつ

けたという、語呂合わせでよろしいでしょうか。 
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知事 

えっ。無意味にという言葉はちょっと、はい、前向きに。 

 

記者 

だから、前向きに「“ムイミニ”にならない」前向きの予算をつけたと。もっといい語呂合

わせがあったら知事のほうから教えてください。 

 

知事 

語呂合わせですか。語呂合わせ、ちょっと今急に言われましても、はい。ただ本当に。 

いきなり言われたので、ちょっと困っておりますけれども。総務部長何かありますか。いい

アイディアありますか。私も考えておりますけれども。はい。 

語呂合わせですか。申し訳ないですね。とにかく前向きにやっていきたいと。 


