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平成 29 年 5 月 23 日知事記者会見 

  

知事 

皆さん、おはようございます。 

北朝鮮が 14 日に引き続き、 21 日にも弾道ミサイルを発射しました。 

度重なるミサイル発射は、国連安保理決議に違反し、自制を求める国際社会の声を無視

したものであり、断じて許されることではありません。本県としましても、県民生活の安

全・安心に甚大な影響を及ぼしかねないことから、政府には、断固とした対応をとられる

よう、改めて求めるものであります。 

ミサイルが発射された両日とも、県においては職員が出勤し、関係情報の収集などにあ

たり、本県関係漁船等の安全を確認いたしました。 

今後とも、緊張感を持って情勢を注視するとともに、県民の皆さんの安全・安心を確保

するため、住民避難訓練の実施や情報の収集・伝達等に万全を期してまいります。 

次に、5 月 18 日、今年初めての患者が発生したのですけれども、これから 6 月にかけて

は、つつが虫病が多く発生する時期でもあります。 

県民の皆様には、山林や草むらなどに立ち入ったり、田畑で作業する際には、素肌をで

きるだけ露出しない、草むらに直接座ったりしないといったことを心がけ、十分に注意し

ていただきたいと思います。 

また、先週末から急激に暑くなってきました。こまめな水分補給を心がけるなど、熱中

症には十分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、祭りやイベントのご紹介いたします。 

上山市小倉（おぐら）の蔵王ペンション村では、 7 月 2 日まで、「蔵王ペンション村オー

プンガーデン」を開催しております。ペンションが公開している庭を散策しながら、ラン

チやスイーツなどが楽しめます。ご家族やご友人と一緒に高原での爽やかな一日をお過ご

しください。 

また、これからは、バラなどの花も見頃を迎えます。 

5 月 26 日から、南陽市の諏訪神社では「しゃくやく祭り」が開催され、豪華絢烱（ごう

かけんらん）な約 100 種類、 5,000 株の花が咲き誇ります。 

6 月 1 日からは、村山市の東沢公園や南陽市の双松（そうしょう）公園で「バラまつり」

が開催され、園内はバラの香りに包まれます。 

ちなみにバラの生産量は本県が全国第 3 位であります。 

鶴岡市の大山地区では、 6 月 5 日に「大山犬まつり」が開催されます。庄内三大祭りの

一つであるこの祭りは、その昔、椙尾（すぎお）神社の裏山に棲むムジナを退治したメッ

ケ犬（いぬ）に由来する祭りでありまして、犬みこしや華やかな「からぐり山車（だし）」

が繰り出します。 

県民の皆様も、ぜひお出かけいただき、山形のすばらしさをお楽しみいただければと思
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います。 

 

では、私から 3 点発表があります。 

まず 1 点目です。 

来月の 6 月 1 日から 10 日までの 10 日間、飲酒運転撲滅強化旬間（じゅんかん）」を実

施いたします。 

昨年 1 年間の県内における飲酒運転の検挙数は 219 件でありました。前年より 80 件減少

したのですが、飲酒運転による交通事故は 36 件、これは前年より 7件増加しておりまして、

いまだ後を絶たない状況です。 

飲酒運転は、正常な判断を狂わせ、重大な事故を起こしかねない極めて危険で悪質な犯

罪であります。 

県民の皆様には、飲酒運転は絶対に「しない、させない、許さない」という意識を持っ

て、飲酒運転の撲滅に努めていただきますよう願いします。 

県では、この期間中、交通安全団体や県警と連携して、飲食店を訪問しての注意喚起や、

街頭での啓発活動等に取り組んでいくこととしておりますので、報道機関の皆様には、広

報啓発活動への御協力をよろしくお願いいたします。 

2 点目です。 

「夏の省エネ県民運動」と県機関の「夏のエコオフィス運動」の実施についてお知らせ

いたします。 

これから本番を迎える夏におきましては、冷房等でエネルギー消費が大きくなりますの

で、今年度も、6 月から 9 月までの 4 か月間「夏の省エネ県民運動」を実施いたします。 

実施にあたりましては、これまで同様、無理のない範囲での省エネの取組みを呼びかけ

ることとし、電力使用量については平成 25 年度対比で 1%の削減を目安に、省エネ・節電

の取組みの更なる定着を促進してまいります。 

なお、健康に留意する必要のある方々や、病院・福祉施設等の県民生活の安全に直結す

る部門に関する事業者は対象外といたします。 

また、生産活動を行う事業者におかれましては、事業活動に支障のない範囲での取組み

をお願いしたいと考えております。 

 こうした県民運動にあわせ、県も一事業主として、「夏のエコオフィス運動」を実施し、

率先して省エネに取り組んでまいります。 

 県民生活の安全に直結する病院、福祉施設を除いて、平成 25 年度対比で 4％の電力使用

量削減を目標として取り組んでまいります。 

 県民の皆様にも、熱中症などにかからないよう健康には十分ご留意をいただき、この夏

の運動にご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。 

 では 3 点目ですが、「やまがた森の感謝祭 2017」についてお知らせいたします。 

 例年、6 月の第 1 土曜日「やまがた森の日」に、緑豊かな自然環境に感謝し、県民みんな
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で支える森づくりを推進するため、「やまがた森の感謝祭」を開催しております。 

 今年は、6 月 3 日、尾花沢市の「徳良湖畔子ども広場」を会場に開催いたします。 

 当日、式典会場では、どんぐりの苗を育てて森に還す「森のホームステイ」や、山菜な

どの山の恵みや尾花沢牛の串焼きの販売、子どもさん向けにお菓子やおもちゃが当たる抽

選会などがあります。 

 また、近接する尾花沢市運動公園では、遊歩道へのウッドチップ敷きや森林の下草刈り

など、県民の皆様に参加していただける森づくり活動を実施いたします。 

 ぜひ、多くの皆様に、ご来場いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

 山形放送の高山です。よろしくお願いします。 

 知事にお伺いします。組織犯罪処罰法案、いわゆる「共謀罪」法案について、今国会で

与党が成立を目指しています。この法案はテロなどの組織犯罪を未然に防ぐ効果があると

される一方で、一般市民が監視の対象になったり、冤罪が増加したりするのではないかと

いう懸念の声も上がっています。いわゆる「共謀罪」法案に対する知事の所感を教えてく

ださい。 

 

知事 

 はい。「テロ等準備罪処罰法案」につきまして、先週末に衆議院法務委員会で可決された

ところであります。 

この法案は、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、国際的な枠組

みでテロ犯罪に取り組む「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」にわが国も加

入するため、重大犯罪を準備行為段階から処罰することができるようにするものとされて

おります。 

 具体的には、犯罪の主体を「組織的犯罪集団」に限定し、対象犯罪も限定的に列挙し、

計画行為に加え「実行準備行為」が行われた場合に初めて処罰するものであると、政府は

説明をしております。 

 一方、テロと無関係な犯罪も対象となっておりまして、組織的犯罪集団かどうかは捜査

してみなければ分からず、一般市民も捜査対象となるのではないか、恣意的な捜査につな

がる恐れがあるのではないか、といった声が上がっていることも承知をしております。 

 報道機関の世論調査によりますと、多くの国民が「政府の説明が十分だとは思わない」

という結果が出ているようであります。政府には、国民の理解がさらに深まるよう、わか

りやすい説明に努め、充分な議論がなされるようにしていただきたいというふうに考えて
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おります。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

☆ フリー質問 

記者 

 河北新報の宮崎です。よろしくお願いします。 

「共謀罪」の関連で質問したいのですけれども、一般的、評論的なことではなく、知事

ご自身はどう思うかということを聞いているんですね。その賛否とか明確にしていただき

たいのですけれども。 

 

知事 

 はい。最近の国際情勢なども踏まえますと、東京オリンピック開催などを控えて、国と

して、しっかりテロを防止し、市民が安全に暮らすことができるようにしていくことは非

常に重要なことだと思っております。 

 一方で、この法案には、捜査機関の監視が強まり、プライバシーが侵害されるのではな

いか、一般の方も対象となるのではないかといった不安の声があるのも事実であります。 

 国民の安全・安心な生活が確保されるよう、政府にはこれまで以上に詳しい説明をして

いただいて、今後とも国会等において、充分に議論を尽くしていただきたいと考えており

ます。テロ対策として何らかのことは必要なのではないか、というふうに思っております

けれども、その内容についてですね、これでよろしいのかどうかという具体的な内容につ

いては、やはりもっともっと今後の審議のなかで、充分に議論を尽くしていただきたい、

国民がまだまだ政府が充分だと、説明が十分だと思わないという声があるわけであります

から、私もそのように思っておりますので、もっと説明をしっかりしていただきたいとい

うふうに思っております。 

 

記者 

 では、今はまだ結論に至るには早いというふうにお考えなのですか。 

 

知事 

 そうですね。何らかのテロ対策は必要だけれども、もっともっと議論を尽くすべきでは

ないかということが今の私の所感です。 

 

記者 

 共謀罪自体についてはどういうふうにお考えですか。 
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知事 

 そうですね、テロ対策、共謀罪ということになりますけれども、組織犯罪処罰法案その

このこと自体は、なんらかのことは必要ではないかというふうに思っております。 

 

記者 

 毎日新聞の野間口です。よろしくお願いします。 

 山形大学が進める重粒子線のがん治療施設についてお伺いしたいのですけれども、私ど

もの取材で、この施設が稼働した場合、2027年度までに単独で累積赤字が 48億 8200万円、

病院全体で見ると 41 億 9100 万円の累積赤字が発生するという試算があることがわかりま

した。このことについて、県も今年度から 15 億円くらい支援をするということを表明され

ていたわけですけれども、山形大学側から県に、この試算についての報告はあったのでし

ょうか。 

 

知事 

 はい。山形大学医学部の重粒子線がん治療施設につきましては、東北・北海道地域では

初めての重粒子線がん治療施設として、平成 31 年度の治療開始を目指して整備が進められ

ているところであります。県では、今年度から平成 31 年度までに 15 億円を支援する予定

であります。 

 今回報道のありました、重粒子線がん治療事業に係る今後の収支の試算につきましては、

大学内部で現在も議論中のものであり、山大医学部が公式に発表したものではないとお聞

きをしておりまして、私からコメントするものではないというふうに思っております。そ

ういった報告はないのではないかと思います。 

 

記者 

 ただですね、県も 15 億円という額は決して小さい額ではないと思います。この施設は患

者さんの為になることは間違いないので、赤字が出てもやるべきだというふうに考えられ

る方もおられるでしょうし、一方で、これが稼働することで大学全体の経営にも悪影響が

出るのではないかという懸念の声もあります。その点について知事自身はこの施設の稼働

についてどう思われますか。 

 

知事 

そうですね。まず、重粒子線がん治療施設というのは、東北・北海道は空白地帯だった

ということで、本県にその拠点が構築されるということは、県民はもちろんのこと、東北・

北海道に住む人たちにとって、がんの治療についてかなり期待できることではないかとい

うふうに思っておりまして、それで私も県として支援をしてきたわけであります。 

これからも支援を考えているわけでありますけれども、「東北がんネットワーク」、それ
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から「山形大学医学部先端医療国際交流推進協議会」というものを大学として設立して、

国内外からの利用者を確保するべく、事業を進めているというふうに聞いております。 

県としましても、関係機関や山大医学部と連携してできる限りの協力、PR といったこと

を進めていきたいというふうに思っております。「年間どのくらいの患者さんを」とか、い

ろいろな採算ベースというのがあるかとも思いますので、県としてもできる限りの協力を

しまして、将来、地方創生ということにも貢献するような施設になってほしいなと思って

いるところであります。 

 

記者 

その上で、今後の県としての対応なのですけれども、山形大学側にその収支の試算につ

いての説明を求める考えがあるのかということと、今の段階では知事のご説明だと、15 億

円の支援を今の時点で止めるとか、縮小するとか、そういうお考えはないということです

かね。 

 

知事 

ええ、はい。今の時点では、平成 31 年に治療開始というスケジュールがあるわけであり

ますので、それを多くの人が望んでいると思います。今、支援を止めるというようなこと

はまったくもって考えていないところであります。 

 

記者 

説明を大学側に県として求める考えはあるのでしょうか。 

 

知事 

そうですね、県として、整備ということに支援をするわけでありますので、お聞きする

ということもあるかと思いますが、どういう形になるのかは、ちょっと検討していくこと

ではないかなと思っています。 

やはり、予算というものを、議会を通してきちんと了解を得て、そして支援をしていく

わけでありますので、公のお金であります。そのことについての将来性といいますか、見

通しというようなことはお聞きをすべきではないかと思っております。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

山形新聞、田中です。最初のほうのテロ等準備罪、いわゆる「共謀罪」のことでちょっ

とお聞きしたかったのですが、先ほど知事ご自身はまだ国民が十分にそれを理解していな
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いとか、議論が深まってほしいというようなご見解がありました。 

今日、衆議院でまさに通過、採決されるという大きな山場を迎えているわけですけども、

これまでの議論の過程で、なかなか国民が十分に理解していない、知事自身もやっぱりも

っと議論してほしいと言われるその理由というか、衆議院でどういうところの議論が、与

野党の議論が足りなかったとか、国民に浸透させるにはこういうところがもっと必要だっ

たのではないかというようなお考えがあれば教えていただければと思います。 

 

知事 

そうですね、はい。対象となる法案の概要のうち、適用対象なのですけれども、277 の犯

罪を実行するための準備行為ということで、その 277 の内容とか、そういったところがや

っぱりまだまだ私自身もでありますし、国民の皆さんも詳しい説明というものがされてい

ないのではないかなというふうに思っております。 

具体的にその対象というものを列挙していただくと、要するに、その内容が分かると安

心、逆に不安感が少なくなるのではないかというふうに思っているところでありますので、

その 277 の内訳が、テロの実行もあれば薬物、人身に関する搾取とか、司法妨害とかいろ

いろあるようでありますので、もっと絞り込めるのかどうかとか、いろいろな考えがある

かと思いますので、具体的にもっと分かるようにしていただければというふうに思ってお

ります。 

 

記者 

そうしますと、衆議院はおそらく通過するだろうという見通しで、参議院の審議に今後

移るわけですけども、そこでは与野党の議論がもう少し実質的な、内容をもっと精査した

ところで議論を深めてほしいというようなお考えだということでよろしいですか。 

 

知事 

はい、そうですね。 

 

記者 

何度もすみません、毎日新聞の野間口です。続いてふるさと納税についてなんですけれ

ども、総務省が返礼品の是正の通知を出して間もなく 2 か月ぐらい経つわけですけれども、

以前の記者会見で知事ご自身は、「この一律に 3 割という条件を通知の中に設けたことに関

して、PR という点で大変盛り上がって、まさにそこが活性化の一助になっている。私はあ

る程度過熱気味でもいいのではないかと思う」、「地方が盛り上がって一生懸命取り組んで

いるところを懐深く見ていただきたい」、というようなご発言があったかと思うのですけれ

ども、そのお考えに今もお変わりはないですか。 
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知事 

そうですね、大体変わりはないのですけれども、意外と、皆さんすんなりと受け入れた

っていうのはおかしいのですけれども、そうですね、そういった大筋は変わってはおりま

せん、はい。 

 

記者 

今の「意外と皆さんすんなりと受け入れられたようだ」というのは、つまり、知事ご自

身はもっと総務省に抵抗してもいいのではないかという、お考えでしょうか。 

 

知事 

いやいやいや、まあそういうふうに言われると、ちょっとなあとは思うんですけれども、

やっぱり市町村の首長さん方と、内々にっていうのはおかしいのですけども、ちょっと話

をしてる限りでは、皆さんやっぱり大変盛り上がっておりまして、逆に、もっともっと拡

大していただきたいというような、そういう感じを私は受けていたのですね。ですから、

案外素直に 3 割とかいろんなことを、案外きちんとこう検討していくような雰囲気であり

ますので、おやっと思ったんですけれどもね、うん。 

でも、それはそれとして、健全なふるさと納税の在り方ということで、返礼品などを考え

ると、普通「半返し」なんて言葉もあるくらいでありますので、3 割がいいのか 5 割がいい

のか、7 割ぐらいでもいいのかとか、まあ 8 割以上っていうとやっぱりいろいろ問題が生じ

るというようなことはありますけれども、まずは本当にふるさとに納税したいという、そ

の方々の思いを大切にしながら、健全なふるさと納税の拡大ということに、私も協力とい

いますか、考えていければいいなというふうに思っているところです。 

まだ数年ですからね、発展途上の制度だと思っています。地方にとって非常によい制度と

なるように、いろいろな自治体間で連携して話し合って、提言なり、提案なりしていけれ

ばいいなと思っています。 

 

記者 

今のご発言だと、やっぱり返礼品の上限は設けるべきではないというお考えなのでしょ

うか。それとも 3 割というのが妥当なのか、今の時点では分からないというお考えなので

しょうか。 

 

知事 

そうですね、設けるべきではない、とまでは私は思いません。ただ、内容的にまったく

その自治体に関係のないもので返礼したりとか、そういう内容的なものでちょっと問題が

あるところもあったと聞いているところであります。そういう質的なものと、それから量

的な面と、やっぱり両面からできる限り健全な形で発展していくようになるといいなと思
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っています。 

 

記者 

はい。分かりました。山形県だと 5 割ぐらいが適当だとお思いなのでしょうか、そこど

うなのでしょうか。 

 

知事 

県はこれまで 3 割ぐらいでやってきているので、ただ半分くらいまでの返しをしている

自治体もありますので、私は、それはそれでよいのではないかと正直思っておりましたの

で、大変喜ばれますし、またその PR 代というような考えもあるのではないかと思っており

ます。 

そして生産者とか、そういった方々に収入となって入ってきており、地域の経済にとっ

てよくなっているということもお聞きをしておりますので、これはもっともっと拡大して

いってほしいなと思う制度であります。 

 

記者 

ありがとうございます。あと、もう一点だけ、すみません。先週、ふるさと納税に関す

る自治体連合が福井県知事の呼びかけで発足されたかと思うのですけれども、これに山形

県も入っているかと思うのですけれども、どういう目的で入られたのかという点と、あと、

どういうことをこの自治体連合の活動に期待しているのかという点をお伺いできますでし

ょうか。 

 

知事 

はい、平成 28 年 8 月 3 日に福井県で「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワ

ーク」の会合がございました。これは私も当初から入っている会合でありますけど、この

ときに私ちょっと事情があって行けなかったのですけれど、その会合で、福井県知事が「ふ

るさと納税自治体連合」の設立を提言されました。そのあと本県にも参加についてお声が

けをいただいて、私としましてもそれは入らせていただきますというお返事をしたわけで

あります。自治体連合の設立目的は、「ふるさとを応援したい」という、納税者の思いを形

にするという、制度本来の趣旨に立ち返って、ふるさと納税の健全な発展と利用拡大を図

ることであり、都市・地方問わず、広く全国の自治体・国民に伝えていくというものであ

ります。 

本県としましても、ふるさとを応援したいという納税者の皆さんの思いを大切にしなが

ら、この制度を効果的に活用し、本県の魅力を全国に向けて発信してまいりたいと考えて

おりますので、自治体連合に参加することとしたものでございます。 
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記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

時事通信の梅崎です。よろしくお願いします。ふるさと納税に関連して 1 点だけ。 

ふるさと納税、「3 割未満にしてください」というところの総務省通知の話に注目がかな

りいっているかと思うのですけれども、その他の通知の内容として、金銭類似性の高いも

のですとか資産性の高いものに対する「控えてください」という通知と、「当該自治体に住

んでいる住民に対しての返礼はやめてください」という通知もあったかと思うのですけれ

ども、その点については、知事はどうお考えでしょうか。 

 

知事 

はい。そうですね、自治体に住んでいる人はやめてください、ちょっと後ろのほうで申

し訳ないですけど、「住んでいる人についてはやめてください」ということについては、私

は当初から県外の方を対象に考えていると思っておりましたので、自治体に住んでいる人

も入っていたのですかと、逆にちょっと調べてみたいと思います。その件はね。 

あと、工業製品みたいなものでしたかね、前段のものは。 

 

記者 

ですとか、金券ですとか、宿泊券ですとか。 

 

知事 

金券とか、あと、工業製品といったことですよね。ただ、金券は、例えばその地域に密

着した金券であれば、例えばある町のその商店街で使えるとか、まさにそこに密着したも

のであれば、私は良いのではないかと思います。そこにいらしていただいてお使いくださ

いというような、まさにその地域を活性化することにつながりますから。 

ただ、そうではなく、そこの町にないデパート、全国で使えますというような、例えば

商品券というようなものや、金券は金券でも、その地域と関係ないようなものというのは、

やはり問題なのかなと思います。 

時計とか、いろんな工業製品ということでありますけど、その地域で作られているもの

であれば、私はむしろね、よろしいのではないかなというふうに思っております。 

それを変にこう、利用されてしまうというようなことをやっぱり心配されているのでし

ょうかね。逆に、どうなのでしょうか。私が質問するのはおかしいですか。 

 

記者 

換金の心配をされているのだとは思うのですけれども。 
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知事 

そこを、ええ。でも、農産物でも換金しようと思えば、できるわけであります。そこは、

はい。 

 

記者 

わかりました。 

当該自治体に住んでいる人への返礼を控えてくださいという通知については、弊社の調

査のほうでは、県内自治体のほうでも、市町村のほうでも一部しているところがあるよう

ですが、これについては、県としましては。 

 

知事 

そうですね、はい。その自治体の外に住んでいる方が対象だと思っておりました。これ

は私の不勉強だったと思います。もうちょっと調べてからお答えをさせていただきたいと

思います。 

県に対する納税は県外の人からという、そういう単純な発想でありましたので、その自

治体の外からというふうなものだろうと思っておりましたので、もうちょっと詳しく調べ

させていただいてからお返事をさせていただきたいと思います。はい。 

 

記者 

すみません、ちょっともう 1 点。共謀罪に関してなのですけれども、法律を作るときに

は、その法律が必要とされるような社会的状況、いわゆる立法事実というものが必要とい

うふうにされていますけれども、知事は共謀罪が必要とされるような社会的状況があると

お考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、テロ行為というようなことがヨーロッパであったり、アメリカであったり

ということで、日本の中でそれは目指すようなことがない、今のところはないかもしれな

いけれども、ただ、交流人口が増えている中でどういうふうになっていくのか、また、オ

リンピック・パラリンピックという大きな世界的な祭典がもう 3 年後に迫っておりますの

で、やはりたくさんの方々が集まるというような状況があるわけですから、日本にそうい

う事実があるとかないとかいうことはちょっと確信をもって言えるわけではありませんけ

れども、やはりその、懸念といいますか、予見可能性とまでいえるかどうかわかりません

けれども、やっぱりあらゆる事態を想定してそういったことを決めておくというのは、私

はやっぱり国家としては大事なことではないかと思います。 
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記者 

わかりました。あと、先ほど知事は「もっと議論を」というふうにおっしゃいましたけ

れども、今国会というのは、最大で 7 月末頃まで伸ばせるというふうに聞いていますけれ

ども、今国会での成立については、どのように見ていらっしゃいますか。するべきかどう

かというのは。 

 

知事 

そうですね、はい。先ほど申し上げたように、世論調査で「説明が十分だと思わない」

という方が 77 パーセントを超えているこの状況では、やはりまだ時期尚早だろうと思いま

すし、国会で議論が尽くされていく中で、また随時、世論調査をしていただいてですね、

それがやはり少なくなっていくということであれば、やはりそれは国民の状況次第といい

ますか、そういうことだろうというふうに思っています。 

 

記者 

わかりました。世論調査で大多数が反対している状況では、法案成立させるべきではな

いということなのですね。 

 

知事 

そうですね。やはり、国民がもっともっと「説明がわかった」というようなことになら

ないと、ちょっとそれは説明をしていただくべきだろうなというふうに思います。 

 

記者 

すみません、河北新報の阿部と申します。 

先ほどあったふるさと納税の関連で 1 点だけお伺いしたいのですが、先ほど知事のご発

言の中で、「3 割、5 割、7 割でも」というような発言があったかと思うのですが、ただその

一方で、やっぱりその返礼率が上がるほど、ちょっと言葉は悪いのかもしれないのですが、

ふるさとを応援したいという純粋な気持ちではなく、いわゆるその、モノ目当てみたいな

人が増える可能性もあるのではないかなというふうに思うのですが、そうすると、なかな

か趣旨と外れてしまう部分もあるように思うのですが、知事としては、そこら辺の危惧み

たいなものは特にお持ちではないという感じでしょうか。 

 

知事 

そうですね。ある地域のあるものを愛していただけるというのは、大変にありがたいこ

とであって、また、その地域のものの良さというものをわかっていただける、非常にこう、

チャンスと言いますかね、良い機会だというふうに思っておりますので、ふるさとでない

方でも全国を見て、そして、私の東京の友人なんかもですね、そのように「ふるさとでは
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ないのだけれども、山形にするね」というようなことで、してくれている人もおります。 

それはそれで私はよろしいのではないかなというふうに思っております。 

 

記者 

モノが入口でも、そこから好きになっていただければ、という。 

 

知事 

そうですね。新たな出会いというようなこともあるかと思います。地方ではね、宣伝費

をかけてどんどん PR していくというような広告宣伝費がないような自治体がたくさんあ

りますので、そういった地元にあるものを大いに知っていただいて、ふるさと納税の返礼

品としてお使いいただくというようなことでね、そこのところの良さを知っていただくと

いう契機にもなりますので、そういった入口もあってもいいのではないかと思っておりま

す。 

 

記者 

ふるさと納税についてお尋ねします。 

知事のご見解の中には、地域の活性化につながるのであれば、健全な発展の部類に入る

というご認識があると思うのですけれども、正確には記憶していませんが、今年 4 月 1 日

の総務省の通知は「地域活性化の如何に関わらずやめてほしい」という一文が入っていま

す。 

そこを理由にしてしまうと、止められないものがたくさん出てきてしまうので、そこは

もうひとまず置いて、こういうもの、例えば工業製品みたいなもの、金券に類似するもの

等はおやめくださいというような内容の通知になっているのですけれども、そこをふまえ

た上でも、そういう地域活性化が、効果が見込める場合は続けてもいいというお考えなの

でしょうか。 

 

知事 

そうですね。地域活性化は地方にとっては非常に大事なことであります。ただ、全くそ

の地域に関係のないようなもので返礼するというようなところは、やはり常識外というよ

うな、私はやはりよろしくないとは思うのですけれども、ただ、全体的に見て、ふるさと

納税制度というのがまだ発展途上の制度だと思われますので、少しずついろいろなことを

是正しながら、改善しながら、やはり健全に拡大発展していけるように、自治体連合とい

うようなことも作るわけでありますので、そういったところでいろいろ提言をしたり、自

分たちで考えたり、やはり自主的に考えて「こういうことは良くないのではないか」とか

「こういうことはやりすぎではないか」とか、いろんなことを自分たち自身で考えていけ

るようになるといいなというふうに思っております。 
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ですから、おそらく総務省のその本当のその考え方といいますか、底にあるものは、行

き過ぎた内容にならないようにというところではないかと思っておりますので、私どもも

やはり、そこはきちんとですね、気をつけながら取り組んでいくべきではないかと思って

おります。 

どうでもいい、なんでもいいという、そういう考えではないのです。はい。 

 

記者 

ただ、問題は、その辺の微調整をしていくために、健全な発展というのは多分多くの方々

が反対しないゴールであって、途中経過として、制御する手段として、金券類似性、資産

性のあるものとか、家電製品とか、こう、個別に列挙していかなければいけない事態にな

っていって、そこで自治体の言い訳にならないようにということで「地域活性化の如何に

関わらず」というのが入っているわけですね。 

でも、知事さんとしてみると、地域活性化につながるのであれば、総務省の通知は通知

として、別としてあってもいいのではないかというお考えなのですね。地域経済活性化に

つながるのであれば、例えば米沢のパソコンみたいな地元生産品であれば工業製品であっ

てもいいし、商品券でも町外、県外の方が商品券買って、買いに来てくれると、そういう

ものであればいいというご主旨でおっしゃっているのですね。 

 

知事 

はい、そうです。それで、自治体連合というもの、もう私ども、参加することにしてお

りますので、そういった中で他の自治体の皆さんのお考えとか、私自身は県内の市町村の

考えといったこともしっかりとお聞きをしながら、みんなで検討をしながら、やはり自粛

するものはする、といったことで、地域経済の活性化にできるかぎり資するような内容に

ね、していければというふうに思っております。 

今「これはだめ、あれはだめ」というふうに、すぐすぐ申し上げられることではないの

ですけれども、地域経済を活性化させるというのは、やっぱり地方にとっては、そこは本

当に一番大事なところであります。そこに住んでいる人たちの生活に直結していきますの

で、ここは本当に真剣に自治体間でも議論をしあって、意見、考えというものを出し合い

ながら、検討しながら進めていければいいなというふうに思っております。 

 

記者 

はい。ありがとうございます。 

 

知事 

はい。 

 


