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平成29年4月11日(火) 知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。 

昨日、酒田市で桜の開花宣言がされたようでありますけれども、今日などはちょっと寒

い日であります。寒かったり暑かったりと、気温も変化が大きいですので、県民の皆さん

にはくれぐれも体調管理に気をつけていただきたいと思います。 

さて、平成 29年度から新たに創設した「山形県正社員化促進事業奨励金」並びに「山形

県所得向上促進事業奨励金」の募集を開始しましたので、お知らせをいたします。 

この 2 つの奨励金は、若者の正社員化や非正規雇用労働者の所得向上ということを一体

的に推進して、購買力のある中間層を増やしていくため、全国に先駆けて創設したもので

あり、厚生労働省のキャリアアップ助成金に上乗せして支給するものであります。 

県内企業の皆様から積極的に御活用いただきまして、御活用いただきたいと思っており

ますので、報道機関の皆様には、制度の周知について御協力くだきますよう、お願い申し

上げます。 

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。 

山形は春本番を迎えようとしております。 

酒田市の「日和山(ひよりやま)公園」では、4 月 23 日まで「桜まつり」が開催されてお

ります。酒田港や最上川河口を一望できる公園では、ソメイヨシノなど約 400 本の桜が咲

き誇り、ライトアップや消防音楽隊コンサートなど、多彩なイベントで賑わいます。また、

同日まで、屋形船からお花見が楽しめる「湊町酒田のお花見屋形船と山居倉庫」が特別運

行されており、この期間に限って、予約なしでも乗船いただくことができます。 

それから山形市の「霞城公園」ですが、4 月 12 日から「第 27回霞城観桜会」が開催され

ます。約 200 本の桜のライトアップや、週末には大茶会や箏曲(そうきょく)の演奏など、

風流なイベントが盛りだくさんであります。また、馬見ケ崎川沿いに続く桜並木でも、12

日から「第 17 回馬見ケ崎さくらラインライトアップ」が始まります。午後 6 時 30 分から 9

時まで、愛宕橋の上流約 800ｍに渡り、幻想的な桜のトンネルをお楽しみいただけます。 

県内各地でイベント満載の「桜まつり」が開催されますので、ぜひ皆様、お出かけにな

ってはいかがでしょうか。 

 

では、私から 2つ発表がございます。 

1 点目であります。 

平成 28年の本県における外国人旅行者県内受入実績調査結果の速報値がまとまりました

ので発表いたします。 

県内の宿泊者、立寄者を合わせた受入延べ人数は、127,891 人となりました。前年に比べ

31,044 人の増、率にしますと 132.1％となります。過去最高となりました。 
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増加の主な要因としましては、これまでのトップセールスをはじめとする誘客プロモー

ションの効果やチャーター便の運航増加などが考えられます。 

市場別の動向としましては、特に、台湾ですけれども、平成 26 年から平成 28 年にかけ

てのトップセールスの効果やチャーター便の運航増等により、前年比 122.6％の 65,930 人

と伸び、県全体の約 52％と半数以上を占めたところであります。半分以上のお客さんが台

湾の方ということであります。 

その他、スキープロモーションを強化した中国、日本政府観光局等と連携して情報発信

を強化した香港、また、羽田空港から山形・庄内空港への乗り継ぎ利便性の PRを継続した

ASEAN についても大きく伸びております。 

また、10年ぶりにチャーター便が運航された韓国につきましては、前年に比べて 161.7％

と大きく伸びたところであります。 

政府は平成 28年を「東北観光復興元年」と位置付け、東北観光復興対策交付金が創設さ

れるなど、今まさに外国人観光客の誘客拡大に向けた好機を迎えていると考えております。 

県としましては、海外への観光 PR の強化や受入態勢整備を進め、平成 32 年度までに 30

万人という目標を立てておりますので、早期に達成すべく、しっかりと部局間連携を図り

ながら、官民挙げた取組みを進め、一層の誘客促進を図ってまいります。 

では、2 点目でありますけれども、台湾から山形空港へのチャーター便が、4 月 16 日、

17 日、19日の期間、合計で 6 便、これは 1便あたりの搭乗人員が 157 名というものであり

ますが、合計で 6 便が運航されることになりましたのでお知らせいたします。 

このたびのチャーター便は、中華航空が台湾桃園(とうえん)国際空港と山形空港間で運

航し、4 泊 5 日の日程で東北各地の桜や温泉地を巡るツアーになります。 

このチャーター便で本県を訪れるお客様は置賜さくら回廊や天童公園などの桜の名所の

ほか、蔵王温泉や天童温泉等の観光名所を巡る予定であります。 

チャーター便到着時には、山形県国際観光推進協議会会員であります県内観光関係者が

参加し、歓迎行事として横断幕を掲示し、「やまがた愛の武将隊」や県内の「ゆるキャラ」

などによる賑やかなお出迎えを行い、さくらんぼブローチなどの記念品を贈呈いたします。 

今回を第 1弾とし、今後さらにチャーター便の誘致に積極的に取り組んでまいります。 

私からは以上であります。 

 

☆ 代表質問 

記者 

おはようございます。山形新聞の田中です。 

幹事社からの質問は 1 点になります。昨日、投開票が行われました秋田県知事選になり

ます。 

投開票の結果、秋田県知事選には佐竹知事が 3 選を果たされたと。知事と選挙の時期も

近く、当選回数も同じということで、今後 4 年間歩まれていかれるのかなと思いますけど
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も、秋田県との関係ではですね、昨年もありました奥羽・羽越新幹線での連携であります

とか、あと日本海東北自動車道の県境部分の整備促進でありますとか、あと、東北・北海

道知事会でもありました東北の周遊観光の連携でありますとか、様々今後協力して取り組

まなければならないという課題がたくさんあるかと思います。 

今回の知事選、秋田県知事選の選挙結果を踏まえてですね、佐竹知事とこれからどのよ

うに連携を深めていかれるのかお考えを聞かせていただければと思います。 

 

知事 

はい。先日の秋田県知事選では、現職の佐竹知事が 3 選目を果たされました。当選され

た佐竹知事には、まずもって、お祝いを申し上げます。昨日、お電話でお祝いを申し上げ

たところであります。 

秋田県とは、記者さん大体おっしゃってくださいましたけれども、これまでも、奥羽・

羽越新幹線の早期実現に向けた取組みをはじめ、東北中央自動車道や日本海沿岸東北自動

車道の建設促進に向け、政府への要望活動等を連携して展開してまいりました。 

また、東北一体となったインバウンド拡大に向けた合同トップセールスや、鳥海山・飛

島ジオパークなど両県の特色ある資源を活用した地域活性化の取組み、さらには、ドクタ

ーヘリの広域連携など、様々な分野で連携した取組みを進めてきているところであります。 

このたび、佐竹知事が再選されたということで、これまでの実績の上に立って、これか

らも意見交換を十分に行いまして、山形、秋田両県の今後の発展に向けて、連携の取組み

をさらに強く推し進めていきたいと考えております。 

 

記者 

ありがとうございます。その中で 1 点だけ、昨年の 4 県知事・副知事会議のシンポジウ

ム、4 県知事、副知事のですね、シンポジウム、パネルディスカッションの中でもそのプロ

ジェクトチームを作ろうということで、今年度いよいよ立ち上がっていくかと思いますけ

ども、その設立の時期の目途でありますとか、どのようなことを検討していかれたいとか

ですね、現段階で結構ですので、知事の念頭に置かれているところを教えていただければ

と思います。 

 

知事 

そうですね、秋田知事の選挙があったので、ちょっとお待ちしていたということもあり

ますね。 

選挙で再選をされたことですし、しばらくの間は秋田の知事もお忙しいかとは思うので

ありますけれども、まず今年度中を目指してですね、山形、秋田はもちろんでありますけ

れども、青森から富山までありますので、各県知事さんたちとですね、やっぱり意思疎通

といいますか、共通認識といいますか、温度差も結構ありますので、そういったことも考
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えながらではありますけれども、連携して取り組んでいくというのが一番大事だと思って

おりますので、まずそこに向けて取組みを進めていきたいと思っております。 

 

☆ フリー質問 

記者 

朝日新聞の前川でございます。 

知事、2点というか、合わせて 1点かもしれません。発表いただいた 2つの、企業奨励金

のほうとインバウンドと、2 つ教えてください。 

いずれも知事が 1 月の知事選で大きく訴えた公約の中の柱のものだったと思います。そ

れで、企業奨励金についても全国順位を 12位から 5 位に上げると。それで、インバウンド

も 9.7 万人を 30 万人にすると。 

今回のこの政策及びこの結果を見て、その目標実現に向けてどれくらい進んだといいま

すか、どのように評価されていますでしょうか。 

 

知事 

はい。そうですね、平成 29年度がスタートして半月もまだ経ってはおりませんけれども、

まずその 1 点目の正社員化・所得向上促進ということにつきましては、募集を開始したと

いうところで、今日は皆様から周知していただきたいということをお願いしたわけなので

すけれども、ようやく緒に就いたというか、まだまだこれはですね、しっかりと進めてい

かないと、まず企業の皆さんに知っていただかないとしょうがないと思います。 

それで、この目の前の正社員化、所得向上、ここだけですと、経営者の方にとってはな

かなか難しいこともあろうかと思いますが、その次を見据えてもらいたい。というのは、

購買力のある中間層を増やしていくということが、社会経済の活性化につながるのだ、と。

そして、それがまた企業さんに還っていき、好循環になるというようなことをもっともっ

と説明していかないといけないのかなと私自身は思っておりまして、これはまず緒に就い

たばかりだということで、これからちょっと力を入れていきたいというふうに思っていま

す。 

それで、外国人旅行者、いわゆるインバウンドでありますけれども、これは、観光立県

ということを掲げてずっと取り組んできました。そのことが徐々に実を結びつつあるとい

いますか、どこまで行ったら終わりというようなことはないわけなのでありますけれども、

ただ隣県連携でありますとか、東北六県連携でありますとか、その広域連携ということに

も進んできたわけであります。 

東北が一体となって、東北全体が活性化するということは、それはイコール復興だと思

っておりますし、このことはもっと強く進めていくべきだなと思っております。それが 1

つ 1 つの県にとって、もちろん本県にとってもプラスになるということだと思っておりま

すので、しっかり連携して取り組んでいきたいと思いますし、本県独自でもできる限りの
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PR をやっていきたいというふうに思っています。 

どの辺までと言われましても、そうですね、これは順調に進みつつあるという認識であ

ります。先ほどのは、まず緒に就いたというところであります。そういうふうに思ってお

ります。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

NHK の池川です。 

関連しまして、今の外国人観光客のことでお伺いしたいのですが、知事が申されたよう

に、アジアは増えておりますけれども、アメリカを見ますと、これ、逆に 8 割に下がって

いますね。これ、ちょっとどうしてなのかというところ、ちょっとひとつ気になりますの

で、教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

アメリカですか。 

 

記者 

はい。 

 

知事 

アメリカということは、具体的なところですので、担当から聞きたいと思います。 

 

観光文化スポーツ部次長 

観光文化スポーツ部の松田でございます。 

アメリカにつきましては、平成 27 年にバスケットボール青少年交流事業というものが実

施されておりまして、それが平成 27 年 8 月に酒田市に 123 名の青少年の方々が宿泊をされ

ておられました。そういったことがありまして、その反動減というようなことと捉えてお

ります。 

 

知事 

そういう特殊事情のようであります。はい。 



6 

 

 

記者 

ありがとうございます。それで、今後ですね、他県との連携という点で、先ほどもおっ

しゃっていらっしゃいましたけれども、具体的に連携、連携といってもこれまでも連携し

てきているわけで、さらに上積みするためにですね、何かその具体策というかですね、各

知事間等々で話し合われていること等、新年度になりましたので、ありましたら何か教え

ていただけますでしょうか。 

 

知事 

そうですね。これは言ってもいいのか、どうか。昨年、確か東北六県知事で、台湾にま

いりましたけれども、これは、あれですか、今年のことはもう申し上げてもいいですかね。

いいかどうかだけちょっと聞きたいのですけど。 

 

観光文化スポーツ部次長 

はい。お願いいたします。 

 

知事 

いいようであります。いろいろありますので。 

今年は香港というようなことを聞いております。６県知事会で、香港で「東北に来てく

ださい」ということを申し上げてくるのかなということであります。そうやって具体的に

行動するということが大きな成果につながるといいなというふうに思っております。 

あとは、特に具体的な、というのは今のところちょっと。はい、まだわかりません。 

 

記者 

今の「香港」というところなのですが、いつですね、どのような形、つまり、前回通り

にですね、6県知事会で合同で行くのか、なぜ「香港」なのか、ちょっともう1つ踏み込ん

で教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

東北観光推進機構という組織がございまして、そこでですね、東北6県に呼びかけて、実

現したのが昨年の台湾だったという認識でありますので、今年もそういうスタイルなのか

なと思っています。夏だったような気がするのですけれども、何月でしたかね。今のとこ

ろ。 

 

観光文化スポーツ部次長 

7月と予定なっております。 
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知事 

という予定だそうでありまして、去年は揃ったのですけれども、今年も揃うかどうか、

揃ってほしいなと私は思っております。はい。 

なぜかと言われますと、そのなぜかのところまでは、ちょっと私も聞いていないところ

でありますけれども、本日いらしている皆さんにもお渡ししておりますけれども、そこで

香港というところを見ていただきますと、案外、台湾、韓国、香港というふうに来ており

ます。やはり、香港はＰＲすればそれだけ効果があるということなのかなと思っておりま

す。 

他に香港についての、なぜ香港なのかということについての、何かあるでしょうか。 

 

観光文化スポーツ部次長 

はい。今お話にもありましたが、東北観光推進機構とか、日本政府観光局と連携いたし

まして、これまでも誘客促進を強化してまいったところでございまして、現地メディアに

よる情報発信とか、旅行会社とのタイアップなど、これまでも観光ＰＲ事業に取り組んだ

結果ですね、入り込みというのが増加してきていたところでもございます。現地のコーデ

ィネーターさんなども活用いたしまして、これからも情報発信していけば、今話がありま

したように、誘客が望めるということでの選定と言いますか、香港という形になったとい

うふうに聞いております。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者 

山形県としても、この伸び率を見ても、香港は2倍以上伸びているというわけで、特に香

港というのは力を入れている地域であると理解してよろしいのでしょうか。 

 

知事 

そうですね。はい。香港は力を入れたいというふうに思っています。 

コーディネーターも確か置いてありますし、大震災でちょっと、大震災の後、ぐっと下

がったという経緯がありますけれども、ここは、可能性のあるところだと思っています。 

香港は面積的にはそんなに広くないというか、山形県と対極にある、シンガポールとか

香港とかはですね、大都会といいますか、香港やシンガポールにないものが山形県にはす

べて揃っていると私は思っておりまして、広々とした景色の良さですとか、食べ物の美味

しさ、生産してしかも食材が豊富というようなこともですね、大変喜ばれるのではないか

なと、私は思っているところです。 
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記者 

河北新報の宮崎と申します。 

インバウンドの関連でお願いしたいのですが、12万7千人ということで、去年より増えた

ということなのですけれども、仙台空港が民営化してですね、国際便、定期便も運航して

いるのですけれども、約13万人の中でどの位貢献度があるのかということと、海外定期便

がある仙台空港とのこれからの取組みというか、連携、その具体策があれば教えてくださ

い。 

 

知事 

はい。そうですね、仙台空港というのは、私が思いますには、国際空港として東北に呼

び込む時の玄関口なのかなというふうに思っているところでありまして、しっかりと仙台

空港と山形空港、庄内空港も連携していくというのが、地方空港が生き残りをかけて発展

していくというような時に必要ではないかなと思っているところであります。 

12万人のうちどの位が仙台空港経由なのかということは、分析と言いますか、調べてみ

ないとわからないところがありますので、ちょっと調べてみたいかなと思います。 

これからの取組みですけれども、今申し上げたように、東北への玄関口ということだと

思っておりますので、そこからの二次交通ですとか、それから、山形県にも２つ空港あり

ますので、その連携をどういうふうにしていくかというようなことが、大事なところかな

と思っております。 

二次交通でいいますと、庄内交通がもう仙台空港乗り入れをしているのです。昨日、私、

庄内で公務がありましたので、ちょっと関係者の方にお会いして「どうですか」とお聞き

しましたところ、「仙台空港からのお客さんは、まだパラパラだ」というようなことをおっ

しゃっておりました。 

やはり、東北が広域で連携してもっともっと仙台空港にチャーター便とかさまざまなお

客さんを呼び込むというようなことが、東北全体に恩恵がいくことになるかと思いますの

で、そこのところを頑張りたいなと思っています。 

 

記者 

時事通信の梅崎です。よろしくお願いします。 

知事、去年の記者会見の時に、台湾と香港が震災前と比べて少なくなっていたというこ

とで、その時に「要因を」と訊ねられて、「原発事故の風評被害なんか」ということも触れ

られていたかと思うのですけれども、この1年間でということだけではないかもしれないで

すけれども、風評被害の状況ですとか、原発事故の影響というのは、どのように分析され

ていますでしょうか。 
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知事 

そうですね。細かい分析ではなくて、所感というようなことになってしまうかもしれな

いのですけれども、日本全体に対して、香港とかですね、台湾とか、海外のお客さんは毎

年過去最高を更新しているほどたくさんの方がいらっしゃっているのですけれども、東北

にだけは、大震災の前にようやく戻った位の状況だということなので、そういう風評被害

がやはり大きいのではないかというふうに、私は思っているところであります。 

ですから、やはり来ていただいて、大丈夫なのだということを実感していただく、そし

て、旅行社の方にもどんどんと継続して送り込んでいただくというようなことが大事かと

思っているところです。 

概略だけで申し訳ないのですけれども、細かい分析はまだちょっとしておりません。は

い。 

 

記者 

河北新報の阿部と申します。よろしくお願いいたします。 

自主避難者の関連で教えていただきたかったのですが、先週の会見でもちょっと自主避

難の話が出たかと思うのですが、担当課のほうにお伺いしたところ、3月で福島からの自主

避難者の方に対する借上げ住宅の提供が終了したことに伴って、その後、どれ位県内に自

主避難者の方がいるかという数が、なかなか把握できていないというふうなことをこの間

お伺いしまして、先日、知事は年度初めの訓示でも避難者のことに触れられていらっしゃ

いましたし、先週も「現場で避難者の方に耳を傾けて、寄り添って」とおっしゃっていた

ところからすると、その数を県のほうで把握していないというところに、ちょっと温度差

のようなものを感じたのですが、その点について知事としては、どう受け止めるのかとい

うのと、今後何か、より具体的な対策というか、対応みたいなこと、お考えがあれば教え

てください。 

 

知事 

はい。今ですね、直近で確か、2,000、すいません、避難者の方、全員の数字ですけれど

も、昨日で確か2,400を超えていたかなと思います。 

危機管理課が来ておりますけれども、具体的な数字がわかったら危機管理のほうから聞

いてみたいと思います。 

 

危機管理監 

危機管理監の佐藤と申します。避難者全体の数と言いますか、借上げ住宅を利用してい

る避難者の数でございますが、先日お知らせした通り、約2,400名～2,500名弱になってお

ります。その中で、今ご質問ありました、借上げ住宅の中で、避難指示区域外から何名の
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方が住んでおられるかということについてのご質問かと思いますけれども、その点につい

ては、現在、精査して積み上げている最中でございますので、もうしばらくちょっとお待

ちいただければというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

 

記者 

先日お伺いした時に、なかなか4月以降、自主避難者の数の把握が難しくて、どうやって

カウントするかまだ分からないといようなことだったんですけど、そうではなくて、今、

計算中というか、集計中という理解でよろしいのでしょうか。 

 

危機管理監 

はい、ええ、その辺積み上げている最中でございます、はい。 

 

記者 

今後発表になるという…。 

 

危機管理課 

もうしばらくお待ちいただければと思っております。 

 

記者 

日本経済新聞の菊次と申します。ふるさと納税についてお尋ねしたいと思います。何回

か前の記者会見でも質問ありましたけれども、総務省が 4月 1 日だったかと思いますけれ

ども、返礼率を 3 割以下に引き下げることとか、家電や高額製品の取り扱いを止めること

とか、そういう通知をしております。 

山形県は確か、県全体だと全国 2 位ぐらいのふるさと納税の寄付額を集めております。

当時の記者会見で知事は「市町村の思いを尊重することも大事だ」という指摘をされてお

りますけれども、通知が出てしまうとそれでは済まないような影響、混乱っていうのでし

ょうか、困惑が広がっているような印象を受けているのですけれども、その辺どういうふ

うに現状を把握し、どういうふうに受け止めていらっしゃるのか教えてください。 

 

知事 

そうですね、ふるさと納税ということでありますけれども、これはそもそも「ふるさと

を応援したい」という納税者の思いを形にする、そういう制度であります。これを実施す

ることで、寄付というより県産品の販路拡大、これは寄付の受入れを通してなんですけど

も、県産品の販路拡大や交流人口の拡大といった多面的な効果が期待できる、地域の活性

化にも経済活性化にも寄与することができる制度だと思っておりますので、本県としまし

ては積極的にこの制度を活用してきたところでありますし、積極的に活用していきたいと
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考えております。 

繰り返しになりますけど、通知につきましては、一つの目安になるというふうに考えて

いるところです。ただ自治体が、その制度の趣旨を踏まえながら適切に運用していくとい

うことになると、今記者さんがおっしゃったように、一つの大きな目安以上に影響力を持

つのではないかというご懸念かと思っておりますが、その懸念も確かにあるかと思います。

ただ私としましては、それぞれの市町村の思いもありますので、また、地域活性化という

ことにもつながるということがありますので、地方のほうからできる限り思いを政府のほ

うにお伝えをしていきたいなと私は思っております、はい。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

TUY の高木と申します。よろしくお願いいたします。先週の会見と同じような話で恐縮で

すが、はしかについてお伺いしたいと思います。まだポロポロと連日、感染者が出ており

まして、終息点を見通せない状況だと思うのですが、改めて知事のご所感をお願いできま

すでしょうか。 

 

知事 

そうですね、はしかは潜伏期もありますので、ちょっとまだまだ安心できないなという

ふうに思っているところです。なんとなく最近は少なくなってきたような気もするのです

けれども、今申し上げたように潜伏期がありますので、その間にも感染するという、そう

いう病気でありますので、ちょっと心配をしております。 

ただワクチンをしっかりと確保いたしまして、できるかぎりこれまで感染された方々の

周囲といいますか、関係者といいますか、そのエリアといいますか、交流されている方々

にしっかりと知っていただく、県民みんなにそれをしっかり知っていただく。そして免疫

のある人はまだいいのですけども、免疫のない方がワクチンを接種するというようなこと

を、しっかりとその対策をしていただく方法がありますので、そういった周知をすること

でなるべく早く終息に向かうように努めていきたいというふうに思っています。はい。 

 

記者 

毎日新聞の野間口です。よろしくお願いします。すみません、先ほどのふるさと納税の

ところだったのですけれども、地方のほうからできるかぎり思いを政府に伝えていきたい

と思っているということですが、この伝える思いっていうのは、地域活性化につながると

いうことがあると思うので、そんな一律に 3割っていうような上限は設けないほうがいい

のではっていうところまで踏み込んで政府のほうに思いを伝えるのでしょうか、どういう
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思いを具体的に伝えるのでしょうか。 

 

知事 

そうですね、それぞれの地域で、予算に組み入れるというような、そういう目的ばかり

でなく、ＰＲということで大変盛り上がって、まさにそこがもう活性化の一助になってる

のではないかと思っているところです。やっぱりそこのところを大事にしてもらいたいと

思っておりますし、こういうことが駄目だとか、工業製品が駄目だとか、そういった声も

あるようでありますけれども、その地域に住んでいる人たちが「これをＰＲしたいんだ」

という気持ちがあって、またそれを応援したいという人たちもたくさんおられますので、

私はある程度過熱気味でもいいのではないかというふうに、ちょっとそのように、そんな

に大変な過熱ではちょっと大変だとは思うのですけれども、「盛り上がっている」という

ことをお伝えして、今記者さんがおっしゃったように、あんまりそこをそういうところに

こだわらないで、大きな目で地方が盛り上がって一生懸命取り組んでるっていうところを、

ちょっとなんて表現したらいいですかね、懐深く見ていただきたいというようなことを私

は申し上げたいかなと思っています。 

 

記者 

上限にはこだわらず、というようなことをということですね。 

 

知事 

そうですね、でもいくらなんでも 9割とか、そういうところはやっぱり、それでも 3割

がその線なのかという、そういうところは、あんまり 3割というところまでこう、限定し

なくてもよろしいのではないでしょうかぐらいは申し上げたいかなと思います。 

 

記者 

あと、すみません、もう 1 点なのですけれども、今回その政府に思いを伝えるっていう

ところで、例えば他県の知事さんと連携するだとか、県内の市町村の首長さんと連携する

とかそういう考えはありますか。 

 

知事 

そうですね、はい、いろんな皆さんのお声をちょっとお聞きして、お聞きして一緒に申

し上げることができれば、そういうほうが 1本の矢よりは 3本の矢のほうが強いと思いま

すので、そういうことができればいいと思います。 

 

記者 

山形新聞田中です。今のふるさと納税の関係、観点で、ある程度過熱してもいいという
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ようなお話ありましたけども、それはあれですか、例えばふるさと納税ってやっぱり皆さ

ん知恵と工夫絞ってやっておられて、地方創生も石破大臣が就任なされたときに、地方創

生はやっぱり地方、地域のアイデア勝負だというようなお話もなさいました。そういう意

味でもやっぱりアイデア、知恵を、工夫を絞ってやっぱり地方創生進めるのだっていう趣

旨からもある程度過熱、その結果の過熱状態だっていう認識なのでしょうか。 

 

知事 

そうですね。イコール地方創生ではないとは思いますけれども、地方は今、官民一体と

なって盛り上がっているところがあるかと思っています。それは官だけでなくって、その

返礼品自体は民のものでありますので、地方に住んでいる人たちにとっても恩恵がもたら

されている状況だというふうに思っています。 

そういうふうに考えますと、もっともっとふるさと納税は増えてよいのではないかと。

やはり地方として人材を育てて、その人材が大都会のほうに結構流れてしまうというよう

なことも考えますと、地方還元というような、「ふるさとに貢献したい」という人はたく

さんおられると思いますので、そういった方々の思いも大切にしてもらいたいと思うし、

その地方自体の、今盛り上がってるということを、私は先ほど申し上げたけれども、懐深

く見守ってほしいというような、もっともっとふるさと納税が使い勝手のよい税になれば

いいなというふうに思っております。 

なぜ、地方創生そのものではないと申し上げたのは、やはり全国の社会インフラという

ものがまったく公平でないわけです。そこはやっぱりしっかりと、全国の交通ネットワー

クというものを私は、列島改造論も途中で終わってるわけでありますし、今、地方創生回

廊という言葉で進むかと思うんですけれども、やっぱり全国が同じスタートラインに立て

るようなですね、そういったことを政府にはしっかり進めてもらいたいなと、交通網が遅

れている本県の知事として思うわけなのであります。いやいや、ちょっと変なところにい

ってしまいましたけれども、はい、地方はまだまだ盛り上がっていくべきだというふうに

思っていますので、これは一つのいい活力剤ではないかなというふうに思っています。 

 

 

 

 


