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平成 29 年 6 月 14 日知事記者会見 

 

知事 

 皆さんおはようございます。最近、低温注意報などというものが出されたりしまして、

ちょっと天候が不順であります。県民の皆さんにはくれぐれも体調管理をしてくださいま

すようお願いいたします。 

 さて、先週の 6 月 9 日に、これから本格的な出荷時期を迎える山形のさくらんぼの流通

促進と消費拡大に向けて、東京都中央卸売市場「大田市場」におきまして JA 全農山形運営

委員会の長澤会長をはじめ、産地の首長さん及び JA 組合長などとともに、オール山形でト

ップセールスを行ってまいりました。県内各産地の佐藤錦を市場関係の方々にご試食いた

だきました。そして、品質・生産量ともに日本一の本県のさくらんぼを力強くアピールし

てまいりました。 

 今年のさくらんぼの作柄ですが、「やや多い」と見込まれております。首都圏の皆さまに

おいしい山形県のさくらんぼをたくさんお届けして、これを皮切りに山形県産農産物の流

通促進と販売拡大に結びつけてまいりたいと考えております。 

 それから、このたび、山形県と独立行政法人「住宅金融支援機構」の協定を締結いたし

まして、6 月 1 日から、「フラット 35 子育て支援型」の受付が開始されましたのでお知ら

せいたします。 

 山形県では、三世代同居または近居の子育て世帯が金融機関から借り入れた住宅ローン

について、山形の家づくり利子補給制度により、10 年間、0.5％の利子補給を行っておりま

す。 

 これに加えまして、住宅金融支援機構では、「フラット 35 子育て支援型」として、固定

金利型住宅ローンの金利を 5 年間、0.25％さらに引き下げるというものであります。 

 子育て世帯の住環境整備に効果的でありますので、皆さまにはご周知方よろしくお願い

いたします。 

 では、恒例となりました祭りやイベントのご紹介であります。 

 6 月の山形はなんといっても「さくらんぼ」のシーズンであります。すでに報道機関の皆

さまにはご案内でありますけれども、いよいよ今週末の 6 月 17 日（土）、18（日）に、山

形県郷土館「文翔館」と山形市七日町大通りを会場に「日本一（にっぽんいち）さくらん

ぼ祭り」を開催いたします。 

 東日本大震災からの復興を願い、若者を主体に山形から元気を発信するイベントとして、

平成 24 年度から開催をしております。今年で第 6 回目を迎えます。 

 毎年好評をいただいております「日本一巨大な流しさくらんぼ」や「さくらんぼ種飛ば

しニコニコ相性コンテスト」、この種飛ばしは、距離を競うのではないんですね。相性コン

テストというおもしろいものであります。それから「山形のさくらんぼのすこだま振る舞

い」など、より多くの皆さまが参加できるよう、今年はさくらんぼを増量して、開催時間
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を延長して、皆さまのご来場をお待ちしております。 

 また、17 日（土）には「ふるさと芸能のつどい」も開催いたします。県内各地の特色あ

る伝統芸能のうち、大人や子どもの団体、あわせて 12 団体の伝統芸能が披露されます。こ

れだけ多くの伝統芸能が一堂に会するのは、大変貴重な機会でありますので、ぜひ、多く

の皆さまに山形県の伝統芸能が持つ豊かな魅力の一端に触れていただきたいと思います。 

 また、これから梅雨に向けて、あじさいの花が見ごろの季節になります。山形市の村木

沢（むらきざわ）地区にあります、出塩文殊堂（でしおもんじゅどう）では、6 月 25 日（日）

から 7 月 16 日（日）まで「村木沢（むらきざわ）あじさい祭り」が開催されます。境内に

咲き誇る 40 種、約 2,500 株のあじさいを楽しむことが出来ます。 

 県民の皆さまも県内各地の祭りやイベントにぜひお出かけいただいて、お楽しみいただ

ければと思っております。 

 

 では私から、発表 5 点ございます。 

 1 点目であります。お手元の資料にありますように、先週の 9 日に「平成 30 年度政府の

施策等に対する提案」に係る提案活動として、私と県議会の志田議長、県選出国会議員 3

名と一緒に、内閣府の地方創生・一億総活躍のところ、そして文部科学省、農林水産省、

経済産業省、厚生労働省、国土交通省の 7 か所を訪問して、山形県民の総意として、主要

な項目について提案活動を行ってまいりました。 

 国会会期中にもかかわらず、5 名の大臣にお会いいただきまして、提案を直接受け止めて

いただいたことは、大変有意義であったと考えております。 

 主な状況を申し上げますと、内閣府の山本地方創生担当大臣からは、「慶應義塾大学先端

生命科学研究所及びスパイバーの世界最先端のバイオ技術は素晴らしい。その取組みにつ

いては、政府も注目している」とのコメントをいただきました。 

 また、農林水産省では、山本大臣にお会いして、主要項目とあわせて、かねて県漁協な

どから要望を受けておりました「北朝鮮による弾道ミサイル発射への対応について」も県

として緊急要望をいたしました。 

 大臣からは、「米政策が見直された後も、引き続き国が情報をまとめ、考えを示すことは

必要だと考えている」とか「林工連携は、経産省と林野庁が連携して副大臣たちを中心に

勉強会を行っており、是非、山形県とも一緒に推進していきたい」という前向きなコメン

トをいただいたところです。 

 それから経済産業省の世耕（せこう）大臣からは、「バイオ関係は可能性があり、政府と

しても支援することを検討している」といったコメントをいただきました。 

 厚生労働省の塩崎大臣からは「非正規雇用労働者の関係では、働き方改革の一環として、

不合理な給与格差を縮める法改正を検討している」ということと「がん関係では、時間単

位での年休取得促進など、山形県から提案いただいた内容も含めて検討していく」といっ

たコメントをいただきました。 
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 また、国土交通省の石井大臣からは「新幹線については、奥羽・羽越新幹線をはじめと

する全国的な幹線鉄道ネットワーク等のあり方を調査して、今後の効果的な整備手法につ

いて検討していきたい」とか、「5 月に山形県内に入って現場も見ており、日沿道、東北中

央自動車道ともしっかりやらせていただく。ミッシングリンクも順次解消していきたい」

との力強いコメントをいただいてまいりました。 

 いずれの大臣や副大臣、政務官からも、提案の趣旨、必要性などを十分にご理解いただ

いたものと考えております。県としましては、提案の実現に向けて、今後とも様々な機会

を捉えて、継続的に提案を行い、政府の施策にしっかりと反映されるよう努めてまいりま

す。 

 なお、山本地方創生担当大臣には、提案活動を行った翌日には、早速、本県にお越しい

ただきました。そして、翌 11 日（日）に大臣との面談が文翔館でありましたけれども、そ

のときには「山形県は地域資源の宝庫だ」と、「財政面など様々な面で全力を挙げて支援し

ていきたい」という大変力強い言葉をいただいたところでありました。今後“やまがた創

生”の更なる加速に向けて、しっかりと取り組んでいきたいと改めて思ったところでござ

います。 

 2 点目です。5 月 29 日から 6 月 4 日までの 7 日間、本県の医療・観光・農業などの産業

振興、ものづくり分野におけるイノベーション創出の先進地であります米国を訪問し、医

療・産業に関する調査を実施してまいりました。 

 あわせまして、在サンフランシスコ日本国総領事公邸において、県産品と観光のトップ

セールスを実施してまいりました。 

 まず、医療関係調査につきましては、ミネソタ州ロチェスター市にある、メイヨークリ

ニックや関連団体を訪問いたしました。その際、町全体で訪れた患者さんやその家族が安

心して過ごすことができる、患者ニーズ第一の環境整備が行われているなど、ホスピタリ

ティの高さを感じてきたところであります。 

 また、年間約 130 万人の患者が訪れることにより、病院自体が雇用の場になっているこ

とや、医療資源を活用したビジネス活動など、産業界、行政を含め、地域全体で取り組ん

でいることを学んでまいりました。 

 現在、山形大学では、東北・北海道で初めてとなる、重粒子線がん治療施設の整備が進

められております。今回の調査を踏まえ、県民の健康・福祉の向上はもちろんのこと、こ

のような先進医療の提供により、国内外の方々をお迎えするため、これまでも進めてきた

ホスピタリティを向上させていきますとともに、関連産業の振興を進めるなど、地域づく

りを図ってまいります。 

 その後、私はカリフォルニア州に移動いたしまして、産業関係調査も行ってまいりまし

た。メイヨーのほうはですね、健康福祉部長に頼んだわけであります。 

 最初の訪問先のナパバレーですが、世界有数のワイン産地として認められ、世界各国か

ら多くの人々が訪れる一大観光地を形成するに至った経緯を調査してまいりました。今回
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の調査結果を踏まえ、本県ワイナリーの魅力を育て、強みを伸ばしていくことはもちろん、

山形らしいワインツーリズムのあり方などを検討して、観光交流の拡大に結びつけてまい

りたいと考えております。 

 それから、シリコンバレーにおいて研究機関やスタンフォード大学を訪問し、ベンチャ

ービジネスの育成方法などの調査を行いました。本県ではイノベーションの創出やベンチ

ャービジネスの育成に取り組んでいることから、今回の調査を踏まえ、さらなる県内発の

ベンチャー創出に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、米国西海岸の代表的な都市でありますサンフランシスコでは、在サンフランシス

コ日本国総領事公邸におきまして、輸入業・外食産業・観光・メディア関係者、行政関係

者など約 70 名をお招きしたレセプションを開催し、私が、県産品と本県観光について英語

で PR を行いました。 

 本県が誇る日本酒、つや姫などを味わっていただくとともに、「山形鋳物」や「鶴岡シル

ク」など優れた県産品や四季を通して楽しんでいただける観光資源を積極的に PR してまい

りました。 

 会場では本県にゆかりのある方など 3 名を新たに「やまがた特命観光・つや姫大使」に

委嘱し、様々な場面で幅広く山形県の PR を行っていただけることとなりました。 

 現地の関係者の方々から、県産品について高い評価をいただき、商談に向けた動きもみ

られるなど、確かな手応えを感じたところであります。 

 さらにサンフランシスコ市庁舎を訪問し、国際貿易通商担当部長に対し、県産品や観光

資源の PR を行いました。そして、サンフランシスコへの日本酒などの輸出拡大に向けた意

見交換を行ってまいりました。 

 今回構築した人脈を大切にし、本県との経済、観光などの交流拡大に結びつけられるよ

うに努めてまいります。 

3 点目であります。 

このたび県では、本県が滝の数日本一の滝王国であることを広く周知し、県内外の方々

に広くその魅力に触れていただくということを目的に、「日本一の滝王国山形」フォトコン

テスト、写真ですね、フォトコンテストを実施いたします。 

県内の滝の写真を、本日 6 月 14 日から 11 月 30 日まで募集いたします。 

優秀作品には副賞を贈るほか、入賞作品の展示会も計画しております。この夏は美しい

滝めぐりでひんやりと涼を取っていただいて、コンテストに応募していただければと思っ

ております。 

では、4 点目です。オリンピックメダリストの育成支援についてです。 

オリンピックメダリスト育成支援事業につきまして、対象選手と競技団体が決定したの

でお知らせをいたします。 

本県では、今年度“やまがた創生”を加速させる新たな取組みとしまして、2018 年平昌

（ピョンチャン）冬季オリンピックと 2020 年東京オリンピックにおいて、本県にゆかりの
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ある選手がメダルを獲得できるように、山形県体育協会と連携して選手や競技団体への支

援制度の創設を進めておりましたが、このたび、その選手 18 人と 3 団体、そして、その他

に次世代アスリートの育成に取組む 5 団体を、配布資料のとおり決定いたしました。 

オリンピックという大舞台での活躍が、県民の皆様に新たな元気と希望を与えてくれる

ものと確信をしております。多くの皆様に選手を応援していただきたいと思っております

ので、報道につきましても、よろしくお願いいたします。 

では、5 点目であります。 

「未来に伝える山形の宝」登録制度の「ロゴマーク」の募集についてお知らせします。 

この制度は、山形県内の各地に点在している複数の文化財を共通のテーマで結びつけ、

「面」として光を当てることで、「かけがえのない宝」を地域で守り、活用し、未来へ継承

していくという取組みを登録し、郷土愛の醸成や地域活性化を目指すものとして、平成 25

年度に創設いたしました。現在まで 21 の市町村で 22 団体が登録されております。 

制度創設 5 年目を迎え、この制度をさらに県内・県外に PR するため、制度の趣旨にふさ

わしい「ロゴマーク」を広く全国から募集いたします。 

募集期間は、本日から 9 月 30 日までであります。 

なお、優秀賞に選ばれた作品は、県内外に PR するため広く活用させていただきたいと思

っておりますので、たくさんのご応募をお待ちしております。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

おはようございます。毎日新聞の深尾です。幹事社として質問させてもらいます。 

先日、酒田でですね、弾道ミサイルを想定した住民の避難訓練が行われました。それを

終えての所感と、あと、今後どういうふうな取組みをしていくか、そのあたりをお聞かせ

いただければと思います。 

 

知事 

はい。訓練こそ最大の防備という言葉がありますけど、まさにその通りだと思っており

ます。万が一の事態に備え、適切な避難行動の訓練を実施することが重要との考えから、

弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を 6 月 9 日に実施いたしました。 

北朝鮮によるミサイル発射が繰り返し行われている状況の中で、初めての訓練でありま

したので、地域住民が不安を抱くことがないよう配慮しながら実施し、当日は 554 名の方

からご参加いただきました。参加者からは、「初めての訓練なので戸惑ったが、訓練は必要

だと思った」とか、「避難の時間が考えていたよりも短かった」などの声がありました。事

前説明会や訓練を通して、参加者の理解を深めることができたと考えております。また、

報道を通して、万が一の際の避難行動について、広く県民に周知することができました。 
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一方で、「屋内では防災行政無線の音声が届きにくい」という声もありましたので、防災

行政無線のほか携帯電話によるメールや防災ラジオなど、情報伝達の多様化について、今

後に向けた検討課題であると考えております。 

このようなことから、弾道ミサイルを想定した住民避難訓練について、初めて実施した

意義は大いにあったと考えておりますが、今後につきましては、訓練の実施が県民の不安

をあおることにならないか、十分留意する必要もありますので、他の市町村から要請があ

った場合には、今回の訓練で得た経験のみならず、この点も含めお伝えをするなどして、

市町村の取組みに協力してまいりたいと考えております。 

 

記者 

ありがとうございます。1 つだけ確認です。今のところ、別の市町村からですね、「うち

も訓練をやりたいんだ」とか、そういう話とか来ていたりするのでしょうか。 

 

知事 

はい。複数の市町村から問合せがあると聞いておりますが、具体的に実施が決まってい

るところはないということです。 

今回の訓練を踏まえたノウハウなどを伝えまして、これらを参考に検討していただきた

いと考えているところです。 

 

記者 

では、幹事社からは以上です。 

 

知事 

はい。 

 

☆ フリー質問 

記者 

河北新報の阿部と申します。ふるさと納税の関連でお伺いします。 

前回の知事会見の後、だいぶ状況が動いた部分がありまして、総務省のほうから県内の

自治体に返礼品の競争過熱の抑制を求める再通知があり、弊社が聴取りをしたところ、県

内の 16 市町が総務省から回答を求められて、そのうち 13 自治体が見直す方針を先週の段

階で総務省に伝えているというようなこともありました。 

前回、会見で知事が「5 割くらいのお返しをしている自治体もあるが、それはそれでよい

のではないか。返礼品を考えると、半返しという言葉もある」ということをおっしゃって

いましたが、県内の自治体の担当者の方からも同じような声が実際に多くありまして、た

だその一方で、「国から強制力のない通知であっても、再三言われた以上は見直さざるを得
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なくて残念だ」という声もかなりありました。 

それで、知事としては、現状についてどう受け止めていらっしゃるのかということと、

前回の会見からちょっと時間がありましたが、その間、何か国に対して働きかけ等された

のか、もしくは今後される予定があるのか、今後の対応について教えてください。 

 

知事 

はい。本年 5 月の総務省からの個別見直しの要請につきましては、その趣旨として、ふ

るさと納税制度を健全に発展させていくため、各自治体に対して、率先して責任と良識の

ある対応を行っていくことを、改めて求めたものと考えております。 

これまでも申し上げてきたのですけれども、ふるさと納税につきましては、私としては、

その活用によって市町村が創意工夫を発揮して、地域活性化に役立てていくことができる

制度であると思っております。 

これらの取組みにあたりましては、「本当にふるさとに納税したい」という多くの方々の

思いを大切にするということを基本として、返礼品が行き過ぎた内容にならないように、

主体的に自粛するものは自粛しながらふるさと納税制度が健全な形で発展していくことを

目指すべきであると考えております。 

今般、該当の 16 市町が取られた対応につきましては、総じて言えば制度を健全に発展さ

せていくという趣旨から要請があり、16 の市、町がそれぞれ自らの判断で決めたものと受

け止めております。 

県としましては、市町村が見直しを進めるにあたり、引き続き市町村からの相談には丁

寧に応じ、また、その考え方などについても十分お聞きするなど、寄り添いながら市町村

がふるさと納税制度の趣旨に沿って納税者の思いを活かせるように対応していきたいと考

えております。 

今後の、というお話ありましたね。はい。そうですね、その後、出張したりなどしまし

たけれども、特に働きかけはしておりません。そして、今後ということになりますが、ふ

るさと納税に関する自治体連合というのができましたので、そういった集まりでそのメン

バーの皆さんといろいろなお話合いをしながらですね、健全な発展に向けて意見というか

地方の考えというものを中央に伝えていくことになると思います。 

 

記者 

すみません、関連で、今の話ですと、総務省の通知に従って各自治体で判断されていく

というような受止めかと思うのですけれども、ただ、やはり県内自治体からは、せっかく

創意工夫を凝らして地元産品の PR でがんばってきたのに、いきなり、しかも年度途中の通

知で非常に困惑しているし、やはり国から言われた以上、市町村から押し返すというのは

なかなか難しいというような、非常に残念、困惑というようなところはあるのですが、そ

のへんを、県の代表として、国に対して橋渡しというか、意見を述べたりというようなお
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考えはないということなのでしょうか。 

知事 

そうですね、もちろん市町村のお考えといいますかね、状況というものもね、しっかり

把握をして、そして県の代表としてふるさと納税のその自治体連合の中でですね、話し合

いをしてまとめて、全国の地方のまとめとしてしっかり中央に申し上げていくことがいい

のではないかと思います。 

 

記者 

すみません、もう 1 点だけ。前回の会見のときに、知事は「半返しとかいうこともある

し、3 割、5 割、7 割、いろいろ考えられるのではないか」というようなお話されていたと

思うのですけど、今の話ですと、やはり 3 割以下に抑えたほうがいいのではないかと現状

ではお考えということなのでしょうか。 

 

知事 

はい。県はもともと 3 割でやってきております。それはどこを基準にしたとか全くそう

いうことではないのですけれども、そういうことでやってまいりました。 

ただ、市町村がですね、非常に盛り上がっていたのですね。返礼品が大変喜ばれている

というような状況で、しかも盛り上がって、元気が出ているという印象を受けていたので、

私としてはね、そういったところは大事だなというふうに思っていたので、いろいろ申し

上げましたけれども、だからと言ってそのことをどんどん押していくということではなく、

市町村の皆さんがもう判断をされたということなので、それはそれとしてしっかりと尊重

していきたいと思っております。 

いろいろなことをお考えになって、自粛するものは自粛するというふうになったのだろ

うなというふうに思っております。 

 

記者 

共同通信の神戸と申します。よろしくお願いします。 

引き続き、ふるさと納税の関連なのですけれども、いろいろとですね、通知があった以

降、各市町村の担当者の方にお話をお伺いもしたのですけれども、やはりですね、地域を

知ってもらうというきっかけはもちろんのこと、地域経済に対しての波及効果はかなり大

きいという部分もあると伺いました。 

これは地域にとっても無視できないところだと思うのですが、一方で、その通知を受け

て、自治体連合などにも知事は参加されたわけですけれども、自治体にも趣旨としてはそ

の制度の意義を訴えていくというところだと思うのですが、その中でやはりそういった地

域の実情を反映して、その通知に対して、ある程度そうした地域の実情を反映していない

部分もあるというところで、それに対してある程度自制を求めていくというようなお考え
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というのがあるのかどうか。つまり、山形県単体ではなくて各自治体、ほかの自治体と一

緒になって、総務省に対して少しその見直しを改めて求めていきたいというようなお考え

があるのかどうかについてお伺いできればと思います。 

 

知事 

はい。そうですね、地域の活性化に結び付いているなという目では見てきております。

そういったことはお伝えしていきたいとは思っておりますけれども、ふるさと納税そのも

のの意義というのは、やはり、ふるさとを応援したいという方々の気持ちが反映される、

そういう制度であると思っています。返礼品が第一義的ではないということだとも思って

おりますので、返礼品ということで喜んでいただいて、山形県はサービス精神も旺盛とい

いますか、喜んでいただくことが喜びなので、私自身もそうでありますけれども、本当に

盛り上がっていたかと思っています。ですから、やはり大きな目で見ますと、要するに困

ったことという事態も起きているようなのですね、お聞きすると。それは返礼品を換金し

ているようなこともあるというようなことも、ちょっと漏れ聞きましたので、そういった

悪用というようなことも出てきているというようなことは、かなり問題ではないかという

ふうにも捉えざるをえません。 

ですから、いろいろな視点というものを持ってですね、中央政府と地方自治体とが、お

互いに意見交換をして、そのうえで健全な形で、このふるさと納税制度が発展していくよ

うにしていかなければならないというふうに私は思っているところです。ですから、もち

ろん状況もお伝えしますし、その本質というものもしっかりと考えながら健全な形で発展

していってほしいなと思っています。 

 

記者 

 となると、通知自体に対して、改めて反対を表明するというところは、実際、その換金

なんかの問題も起きていることを踏まえると、必ずしもそういうことは考えていらっしゃ

らないということでしょうか。 

 

知事 

 そうですね、通知自体に対しては、今のところ申し上げることは考えてはおりません。 

 

記者 

 河北新報の宮崎です。ふるさと納税で関連の質問なのですが、この前の、知事が半返し

でもいいと言った会見のときには、すでに総務省から通知は来ていたと思うのですけども、

普通に考えると、こういった通知が来たということは、3 割ぐらいに戻せというふうにです

ね、総務省から再通知が来るとか、返礼の割合を下げるということを求められるというの

は想定もできたと思うのですが、知事は、その時は総務省がこのように徹底するというこ
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とは想定されていなかったのでしょうか。再通知とかあってですね、自治体に返礼品の割

合を下げるようにというようなことを徹底するような事態になるということは想定されな

かったのでしょうか。 

 

知事 

 そうですね、そこまでは特に考えていなかったですけれども、ただ本当になぜそういう

通知が出されたのかというようなことは、間接的にいろいろ聞いてみますと、先ほど申し

上げたような、悪用というようなことも出てきているということをもお聞きしたので、や

はりいろいろと考えなければいけないこともあるのだなというふうに、私も考えたところ

であります。 

 

記者 

 ということは、この前の会見で半返しでもいいと言ったことは、そういうことは想定せ

ずに知事がお考えを述べたというふうに考えてよろしいでしょうか。今回の事態を想定し

ないままに、盛り上がっているから半返しでもいいというふうにお考えになったというこ

となのでしょうか。 

 

知事 

 盛り上がるってことは活気が出ているということで、地域の首長さんたちイコール地域

の代表でありますので、それぞれがやはり活気づいているというような印象を受けたので、

それは大変いいことだなという思いもあったので、できればそういうふうにと思いました

けれども、ただ半面、いろいろな状況があるんだなということも考えますと、そのあと知

り得た情報ですが、いろいろと軌道修正もせざるを得ないなというふうに思っているとこ

ろです。 

 

記者 

 確認ですけども、半返しでもいい、7 割でもいい、8 割だとちょっとあれだというような

お考えをですね、修正というか撤回するということで理解してよろしいのでしょうか。 

 

知事 

 「半返しがいい」と言ったのではなく、「半返し」というような言葉もあるというふうに

申し上げたけれども、「半返しがいい」とまでは言ったわけではないですね。 

 

記者 

7 割りでも、8 割は問題があるけれども、7 割ぐらいまではというような発言されたので

すけども、それは今ではその発言というのは修正というようなことになるのでしょうか。 
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知事 

 そうですね。 

 

記者 

 自治体の中でですね、知事はふるさと納税で盛り上がっている山形の現状をわかってい

るという声も、我々の取材の中では多かったのですけれども、そういった声に対して、再

通知が来て軌道修正したということについて、知事の発言を期待した自治体に対して、知

事はどういうようにご説明というか、今までの発言の撤回、発言の修正をご説明しようと

お考えですかね。 

 

知事 

 そうですね、ありのままに、私は地域が元気になっていくことが地域創生だと思ってい

ますので、そのことは私はこれからもずっと応援していくし、一緒になって取り組んでい

くんですけれども、ただやはり、いろいろな悪用されているような面もあるようだという

ようなこともしっかりとお伝えをしてですね、もっとマクロな視点でいろいろなことを考

えていかなければいけないのではないかというふうに思い至ったところだということを、

お伝えしていきたいというふうに思います。 

 ふるさと納税の自治体連合で、いつ開かれるのかわからないし、どうなるのかわかりま

せんけれども、それぞれの自治体で契約がすでになされているとか、そういった状況もあ

るというようなことはね、やはり地方の状況として中央のほうにも、そういうところはや

っぱり、経過措置と言いますかね、そういったことは大目にみていただきたいということ

もお伝えできればなというふうに思っております。 

 

記者 

 NHK の足立と申します。よろしくお願いいたします。 

 避難訓練のことに戻るのですけれども、先ほど知事がお話の中で、情報伝達の多様化に

ついて、今後の検討課題だとおっしゃっていましたけれども、携帯電話のメールとかとい

うお話もあったと思うのですが、そもそもそういう事態になった時はエリアメールは携帯

電話会社から届くと思うんですけれども、具体的に情報伝達の多様化というのは、今後ど

ういうふうに、どういうことを具体的に検討されたいのかということを教えていただけれ

ばと思います。 

 

知事 

 はい、住民の皆さんに対して緊急情報を伝えるには防災行政無線、また個別受信機、防

災ラジオとかですね、また緊急速報メールや登録制メールなどのさまざまな方法がありま
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して、市町村ではそれぞれの地域にあった取組みを進めているところでございます。県と

しましては、防災行政無線の設置に対する補助制度を設けて市町村を支援をしております。

今後とも引き続き、市町村に対して住民への情報伝達の多様化について働きかけていきた

いと考えております。 

 

記者 

 先ほど、防災ラジオのお話もありましたけれども、そこの配備への支援とか、そういう

ことも考えていらっしゃるのですか。 

 

知事 

 非常に具体的なことでありますので、担当のほうから答えてもらいます。 

 

危機管理監 

 はい、防災ラジオにつきましては、一部、防災ラジオの設置場所、それから設置の方法

によって、貸与の形、市町村からの貸与の形ですと現在の防災無線の整備の助成の中で市

町村のほうに支援しているところでございます。 

 

記者 

 山形新聞の田中です。また、ふるさと納税に戻ってしまうのですけれども、先般、知事

はこの制度はまだ発展途上の制度だというようなお話をなさっていて、先ほども意見交換

をしてとか、自治体連合であるとか、国とか。今回のふるさと納税っていうのは、ある意

味での寄付ということ、ある意味での中央から地方への税源移譲のようなもので、これま

でなかったような制度、地方にとってはメリットが大きい制度なので、その発展途上の制

度をこれから作り上げる中で、地方として、例えば市町村の意向を踏まえてですね、山形

県としてどのようなことを議論の中に加わらせていきたいというか、具体的なものはまだ

これからなのでしょうけれども、イメージというか大きい枠組みとして、どういったとこ

ろを、そういった議論の中に反映させていかれたいというふうに思われていますかね。 

 

知事 

 そうですね、今ご質問のことはやはり、これからということがほとんどだと思っていま

す。まずは、私としては、県内の市町村の皆さんのお考えというものをしっかりとお聞き

していきたいと思っております。それを把握してといいますかね、お声をしっかりと収集

しまして、そして自治体連合というようなところで、情報交換・共有をいたしまして、さ

らに専門的な見地をお持ちの方とか、そういったお考えもお聞きしながらですね、せっか

くの地方にとっての非常に有意義な制度だと思っておりますので、これからもしっかりと

健全に発展していけるようにしていきたいというふうに思っています。 
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記者 

 ありがとうございます。もう 1 点、全然ちょっと違う話になるんですけれども、昨年で

すね、 MY ハーモニープラン（補足：「みらい創造！MY ハーモニープラン」）のことです。

昨年ですね、知事から宮城、山形との MY ハーモニープランが制度誕生から 10 年ぐらい、

プラン誕生から 10 年ぐらい経って、そろそろ見直しの時期にきているというお話がありま

したけども、その後の議論でありますとか、どういったところで、いつごろまでに新しい

ものを作ろうとかですね、その後のその議論の進展はどのようになっておられるんでしょ

うか。 

 

知事 

 はい、宮城県と山形県とのね、マイ、MY（エムワイ）ですから、MY ハーモニープラン

でありますけれども、経済界の方々とか、いろいろなご意見をお聞きしながら、しかもこ

れまでの検証をしながら、どういうことで宮城県さんと一緒になって、これからのことを

考えるということでありましたけれども、具体的にどういうふうになっているかというこ

とは、担当来ておりますでしょうか。 

 

企画振興部次長 

 企画振興部の佐々木と申します。MY ハーモニープランにつきましては、先ほど知事のほ

うからもお話ありましたように、今年度の前半を目途にいたしまして、現行のプランの検

証作業を宮城県と一緒に進めているところであります。検証作業におきましては、これま

での取り組みに加えまして、策定時に想定していなかったような新たな課題とか、そうい

ったようなものも抽出をいたしまして、今年度の後半に向けて、新たなプランの柱建て等

を宮城県のほうと検討調整をいたしまして、新たなプランの策定作業に繋げていきたいと

いうふうに考えております。以上です。 

 

知事 

 よろしいでしょうか。 

 

記者 

 おそらく、後半のほうですね、宮城県のほうは選挙も抱えておるかと思うんですけれど

も、そういった時期なんかも影響はするんですかね。知事選が終わったあとということに

なるんでしょうかね、新しいものは。 

 

 

知事 

 そうですね、一般的に考えればそのようになるかと思います。はい。 


