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平成 29 年 9 月 12 日知事記者会見 

 

☆ 報告事項 

知事 

 皆さん、おはようございます。 

 今日も朝から小雨が降りましたので、農作物の生育が心配になりましたけれども、いよ

いよ実りの秋が近づいてまいりました。 

皆様、ご案内のとおり、「つや姫」の弟君「雪若丸」が平成 30 年秋に本格デビューいた

します。 

本格デビューに向けまして、「つぶ、いきいき。」「新食感」の雪若丸のおいしさを多くの

皆様に味わっていただき、評価を高めていくために、今月 30 日の土曜日から、県内外での

先行販売を開始することにいたしました。 

 先行販売オープニングイベントとして、23 日には、山形駅西口の霞城セントラルで、30

日には、おいしい山形プラザで、セレモニーや即売会を開催いたします。こうしたイベン

トに併せまして、10 月 12 日には、銀座三越に私が出向きまして、つや姫とともに雪若丸の

トップセールスを実施いたします。 

 山形から元気なお米を全国の皆様にお届けしますので、ぜひ、ご賞味いただき、雪若丸

の応援団になっていただきますようお願いいたします。 

 次は白寿の方への賀詞贈呈です。 

 県では、敬老の日に合わせ長寿の方に敬意を表し、数え年で 99 歳の「白寿」を迎える方

に、賀詞を贈呈しております。 

 今年度対象となる方は、9 月 1 日現在で男性が 127 名、女性が 562 名、合計 689 名の皆

様であります。誠におめでとうございます。 

 毎年、その中のお一人には、私から直接お祝いを申し上げてきております。 

 今回は天童市にお住まいの結城 テエ（ゆうき てえ）さんのご自宅に、明日 9 月 13 日

にお伺いしまして、賀詞をお伝えする予定でございます。 

次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。 

 山形市の馬見ヶ崎河川敷で、9 月 17 日に「第 29 回日本一の芋煮会フェスティバル」が

開催されます。今年は、平成 4 年から約 77 万食の芋煮を作ってきた大鍋「二代目鍋太郎」

の最後の芋煮であります。地元の里芋や牛肉、こんにゃく、ねぎなど地産地消にこだわっ

た食材を使って、1 回に約 3 万食もの芋煮が直径 6 メートルの大鍋で作られる光景は、すっ

かり山形の秋の風物詩になっております。 

 次は村山市の東沢バラ公園です。9 月の 15 日から 24 日まで、「秋のバラまつり」が開催

されます。秋のバラは小ぶりながらも色鮮やかに咲くのが特徴で、初夏の時とはひと味違

った雰囲気のバラ園をお楽しみいただけます。 

 また期間中の 9 月 16 日から 18 日には、村山市の甑葉（しょうよう）プラザで「バラフ
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ェスティバル 2017」が開催されます。アル・ケッチャーノ 奥田政行シェフ監修による Rose 

Pizza(ローズピッツア)の販売や、フラワーアーティストによる展示のデモンストレーショ

ン、また、全国各地から出品される切り花コンテスト、ブルガリア産ローズワインの販売

など、バラに関するイベントが行われます。 

 県民の皆様も、ぜひお出かけいただき、お楽しみいただければと思います。 

  

では、私から 2 点発表がございます。 

まずは、秋の交通安全県民運動について申しあげます。 

今月 21 日から 30 日までの 10 日間、「秋の交通安全県民運動」を実施いたします。 

今年の交通事故による死者数は、昨日現在で 26 人でありまして、これは昨年同期に比べ

7 人増加しております。 

毎年、日没が早まる秋以降は、交通事故による死者数が増える傾向にあり、昨年は、9 月

から 11 月までの 3 ケ月間で、年間死者数の 3 割を超える 9 人の方が亡くなっております。 

このような状況を踏まえ、この運動では「子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運

転者の交通事故防止」を初め、「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止」

など 5 項目を重点に掲げて、運動を展開してまいります。 

市町村、関係機関・団体等との連携・協働のもと、運動を展開してまいりますので、皆

様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

「みんなの滝広場」のご紹介であります。 

本県は日本一の滝王国ということでありまして、そのことについて申し上げます。 

9 月 15 日からホームページ「日本一の滝王国山形」におきまして、県内の滝の写真とコ

メントの投稿を募集する特設サイト「みんなの滝広場」を開設します。それとともに、世

界百名瀑に東北で唯一数えられている「梅花皮（かいらぎ）の滝」を含む滝のドローン空

撮動画を公開いたします。 

「みんなの滝広場」につきましては、投稿していただいた方先着 100 名様にオリジナル

「滝カード」をプレゼントしますので、ぜひ多くの方に滝を訪れて、投稿していただけれ

ばと思います。皆さんのお手元にもあるかと思いますけど、この「滝カード」ですね。 

滝のドローン空撮動画につきましては、世界百名瀑の梅花皮（かいらぎ）滝、小国町に

あるのですけれども、梅花皮（かいらぎ）滝をはじめとする 3 本の動画を公開いたします。

特に梅花皮（かいらぎ）滝につきましては、貴重映像となっておりますので、あわせてホ

ームページをご覧いただきたいと思います。実際に行くのはなかなか困難な所と聞いてお

りますので、ドローンで撮影したということであります。山形、滝王国山形ならではの動

画をお楽しみいただければというふうに思います。私からは以上であります。 
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☆ 代表質問 

記者 

 幹事者の河北新報の宮崎と申します。お願いします。 

原子力発電所の再稼働についての質問なんですけれども、東京電力柏崎刈羽原発 6 号 7

号機の再稼働の審査をめぐり、原子力規制委員会の検査が佳境を迎えています。また東北

電力の女川原発 2 号機も、2018 来年の再稼働目指して適合性検査を受けているところです。 

2 つの原発は隣県に立地しているだけに、再稼働については山形県民の関心も高いと考え

ています。特に女川原発に発電された電気は、山形県内に送電される可能性も高く、県民

の生活に密着した事案であります。吉村知事は、この 2 つの原発の再稼働に賛成か反対か

理由を含めて教えて下さい。 

また、原発事故が起きた場合に、県境を越えた広域避難が想定されます。そうした状況

になった際、避難者の受入れなど山形県として具体策があれば教えて下さい。また、併せ

て隣県とは事前に対応策を協議しているのかも教えて下さい。 

 

知事 

はい。私は、将来の世代が安心して暮らせるように、再生可能エネルギーの導入等を行

って、原子力発電への依存度を徐々に少なくしながら、ゆくゆくは原子力に頼らない社会

を目指すべきとの考えから「卒原発」を提唱してきております。 

 そのきっかけとなったのが福島第一原発事故であります。あの事故で、未だ 2,000 名を

超える方々が本県へ避難されているほか、事故処理もなかなか先が見通せない状況にある

と伺っているところです。 

 そうした中、これまでの複数の世論調査によりますと、国民の半数以上が原発の再稼働

に反対しております。そして、使用済核燃料の処分方法が決まっていないということ、我

が国が世界有数の地震国でもあるということ、そしてまたテロの対象となりうる、そうい

ったことなどを考慮すれば、再稼働については、安全を第一に、慎重にも慎重を期して、

国民に十分な説明を尽くすことが必要だと考えております。 

 柏崎刈羽原発につきましては、13 日の審査基準、審査書案のとりまとめを見送る方針と

なったとの報道がございました。今後の審査で合格するということになれば、再稼働に一

歩近づくということになりますけれども、新潟県の米山知事は、安全性については県独自

に検証を行い、地元としての判断を行っていくと発言しておられましたので、今後の動向

を注視してまいりたいと考えております。 

また福島第一原発の事故が、隣県、東北のみならず広範囲にわたって大きな影響を及ぼ

したということを思い起こしてみますと、女川原発に関しましても、先日の河北新報社の

世論調査で宮城県民の約 7 割が再稼働に反対していること等も踏まえ、東北電力及び政府

におかれては、宮城県はもとより、隣県も含めた地域の皆さんが理解、納得できるような

安全性の説明をしっかりと行っていただきたいと考えております。 
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 本県では東日本大震災を教訓として、政府に先駆けて平成 24 年 3 月に山形県エネルギー

戦略を策定いたしました。新たなエネルギー開発 100 万キロワット、これは原発 1 基分な

のですけれども、これを目標に再生可能エネルギーの導入拡大とそれらを通した県内の産

業振興、地域経済活性化に取り組んできております。平成 28 年度末までの開発量は約 47

万キロワット、目標に対する進捗率は、46.7％と、全体としては概ね順調に推移をしており

ます。 

県内企業による再エネ事業への参入や事業拡大、木質バイオマスの発電や熱利用による

関連産業の活性化、それらを通した雇用増にもつながっていると考えております。 

一方、政府は、電力の需給に占める再生可能エネルギー電力の比率を平成42年度に、22

～24％とする目標を掲げておりますが、平成28年度末の進捗は推計値で15％、本県では26

年度末で23％となり、順調であるものの、再生可能エネルギーの導入拡大を一層進めてい

く必要があると考えているところです。 

政府におきましては、原発よりも、再エネの導入拡大にもっと力を注いで、国内産業や

地域の活性化を図るという視点を重視し、ヨーロッパの再エネ技術を超えるような国産技

術の開発、イノベーションというものを促進して、産業競争力の強化、ひいては製品や技

術の輸出を目指すような施策を展開していくのが望ましいと私は考えているところであり

ます。 

それから、再稼働となった場合の対応策といったご質問であります。本県としましては、

宮城県や新潟県などから県境を越えた広域避難の要請があった場合には、山形県地域防災

計画に基づき、県内の市町村と連携して避難者を受け入れることとしております。 

宮城県及び新潟県では、万が一、原子力発電所において事故が起きた場合には、原則と

して、宮城県で避難対象となる約21万人は宮城県内の市町村へ、そして新潟県で避難対象

となる約47万人は新潟県内の市町村へ避難することとしております。 

しかしながら、地震等の複合的な災害により、宮城県や新潟県内の市町村での避難者の

受け入れが困難となった場合には、被災した県から、本県を含む隣接県に対して、避難者

の受入れについて協力要請がなされることとなっております。 

県としましては、宮城県や新潟県から広域避難の要請があった場合には、県内に1670箇

所避難所がありまして、その避難所で受け入れることになりますので、市町村としっかり

と連携しながら対応してまいりたいと考えております。 

 

記者（河北新報：宮崎） 

関連で教えてほしいのですけれども、国の説明等を踏まえて、現状では柏崎、女川含め

て再稼働に向けての条件は整っていると知事は判断されていますか。 

 

知事 

具体的な内容というものはですね、専門家の方々がしっかりと調査分析して結論を出さ
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れるのだというふうに思っております。ただですね、以前、新潟県の前知事、泉田知事の

時におっしゃっておられましたけれども、東日本大震災の時に起きた原発事故の検証とい

うものがですね、しっかり行われるべきだと、おっしゃっておられたことを、非常に重い

言葉として私も受け止めております。 

それが津波によるものだったのか、地震によるものだったのかとか、検証がまだなされ

ていないということもありますので、その準備が整ったかどうかということのご返事には

ならないかもしれないのですけれども、そういった検証もしっかりとしていただきたいと

いうのが大方の考えではないかというふうに私は思っております。 

 

記者 

まだ検証不十分という認識ということなのですかね。 

 

知事 

そうですね。実際にああいうことが起きてしまったことで、原発が立地している県のみ

ならず、隣県、そして、もっともっと離れた地域、広範囲なところにもさまざまな影響が

あったわけであります。風評被害も何年も続いている、未だに続いているというようなこ

とを考えますと、慎重に慎重を期していただきたいというのが率直な所感であります。 

 

記者 

あと、もう1点関連でお願いしたいのですが、吉村知事が2011年の全国知事会の時に、当

時の滋賀県の嘉田知事とともに、卒原発の提言をされましたが、2017年の知事戦のマニフ

ェストの時にはですね、今までずっと「卒原発」というのを声高に叫んでいたのですが、

少なくとも見出しにはですね「卒原発」というような文言はなかったりですね、公の場で

も「卒原発」というような言葉を発する回数が少なくなってきて、卒原発の機運というの

がトーンダウンしているのではないかという見方もあるのですが、その件についてはどう

お考えでしょうか。 

 

知事 

私の中ではそれは全く変わっておりませんし、ただそのことを声高に言うだけじゃなく

て、実際にエネルギー戦略を策定して、それを踏まえてと言いますか、再生可能エネルギ

ーの開発ということにも取り組んでおりまして、それが進んできている、たとえば林業振

興でありましたり、また、地域経済活性化、雇用ということにまでつながってきておりま

すので、しっかりと、その言葉だけ大きく出しているというのではなく、実際に「卒原発」

の方向に向けて取組みを展開して進んでいるというふうに自分では思っておりますので、

ことさら、その言葉だけを申し上げるということではなく、実現に向けて取り組んでいる

というふうにご理解いただきたいと思います。 
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☆フリー質問 

記者 

TUYの鈴木です。震災関連になりますが、昨日で東日本大震災から6年6ヶ月になりまし

た。県が行なった避難者アンケートで、生活資金の不安というのが7割という結果が出まし

た。不安を抱えているという人が7割いるということで、借上げ住宅の終了というのが大き

いのではないかとも言われておりますが、現時点で、県としてこの避難者は2000人余りお

られますが、具体的な避難者支援対策を何か新たに考えていることはございますでしょう

か。 

 

知事 

はい。まず、アンケートから申し上げますと、県では平成23年度から毎年、避難者アン

ケート調査を実施してきております。今回の調査結果をみますと、今、お話がありました

ように、山形での生活で困っていることは「生活資金」が最多でありまして、約7割の方が

心身の不調を抱えているということもあり、避難者の方々は、今なお、経済的にも精神的

にも不安定な状況に置かれているということが伺えます。 

一方で、山形県内で知り合いが増えたという方の割合や、持ち家率が昨年に比べて大き

く増加しているなど、生活再建に向けて少しずつ落ち着いてきている面も感じられたとこ

ろであります。 

また、「もうしばらく山形県で生活したい」、「山形県に定住したい」という方が合わせて

約8割いらっしゃいましたので、それぞれの方が地域で安心して生活できるように情報提供

や相談支援などに取り組んでまいりたいと考えております。 

さらに、震災の発生から6年半が経過して、避難生活の長期化により避難者の抱える課題

が多様化してきております。個別の避難者の悩み事や相談に的確に対応するために、それ

ぞれの方と支援者がコミュニケーシヨンをとることは これまで以上に大事だというふう

に思います。 

そのため、避難世帯の全戸訪問を行いまして、支援の情報提供を行い、相談に応じてい

きたいと考えているところであります。市町村や支援団体と連携して、避難者の皆さんに

寄り添った支援をしていきたいと思っております。住宅支援ということでありますけれど

も、福島県の避難指示区域以外からの避難者に対する本県独自の支援としましては、借上

げ住宅の提供が今年の3月末で終了したことに伴い、県内で民間賃貸住宅等へ転居して避難

を続ける方に対して引越し費用の助成を行いました。また、経済的な事情で住宅の確保が

困難である方に対しては、県職員公舎を無償提供するとともに、生活サポート相談等の自

立支援施策の活用や、福祉制度の利用につなぐなど、自立に向けた支援を行ってきており

ます。 

今後も、訪問活動などを通して実情の把握に努めてまいりますが、住宅の確保が困難と

なった方が出たという場合には、緊急避難措置として県職員公舎へ入居いただくことを検
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討しているところであります。 

新しい取組みというようなご質問でありましたけれども、今後どういうことができるか

ということについては、この間、3県知事会もございました。新潟県さんともですね、いろ

いろと相談と言いますか、足並みを揃えながら検討してまいりたいと考えております。 

 

記者 

3月に借上げ（補足：借上げ住宅への支援）を終了して、およそ半年近く経って、7割が

生活資金の不安を抱えている、ということに関してはどう受け止めておられますか。 

 

知事 

そうですね。このアンケートを行なって、原発事故、東日本大震災から6年半が経過した

今でもですね、心身、物心両面で不安を抱えていらっしゃる避難者の方が大変多いという

ことをまた再認識しているところであります。 

それで全戸訪問ということをこれから行いまして、さらにいろいろなお話をお伺いして、

できるところから取り組んでいかなければというふうに思っております。 

大震災からもう6年半経ったかという思いと、まだ6年半か、ご本人たちから見たらまだ

まだ、一生抱えていく傷痕でありましたり、本当にいろいろな思いを持たれていると思い

ます。なかなかあの時の経験ですね、ある日突然起きた経験がですね、払拭されるという

のは、まだまだ時間がかかるのかなというふうに思いますけれども、一日も早く平和な日

常を取り戻していただきたいなと思いますし、そのためにも県としてできる限りのことを

していかなければというふうに思っております。 

 

記者 

朝日新聞の前川でございます。 

知事、今の質問で1点だけ。 

全戸訪問を検討したいというようなご発言がございました。すいません、不勉強で申し

訳ないのですが、この全戸訪問というのは、いわゆる、県としては初めての試みなのでし

ょうか。もし、そうだとしてもですね、たとえば県職員が伺うのでしょうか。それとも支

援団体の方と連携するのでしょうか。どういう仕組みでどういう狙いでどのくらいのスパ

ンでやるのかを、もしわかれば教えてください。 

 

知事 

はい。前にも行なったことがあるかと思っておりますけれども。 

詳しいことについては担当のほうから答えてもらいます。 
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危機管理監 

はい、危機管理監の佐藤でございます。 

全戸訪問につきましては、一昨年に実施いたしております。今年度ですけれども、10月

から今年いっぱいかけてできるだけ早い機会に全戸訪問を行なっていきたいと今現在、考

えているところであります。 

 

記者 

県職員の方が回るのですか。 

 

危機管理監 

訪問する場合ですが、市町村の職員及び生活支援相談員を予定しておりまして、そこに

場合によっては県職員も加わる場合もあるということで考えているところです。生活支援

相談員、それから市町村の職員、並びに県の職員、そういった態勢で臨んでいきたいとい

うふうに考えております。 

 

記者 

すみません、狙いとしては、ニーズが多様化する中で、個別の事情をすべて網羅的にデ

ータベースのように把握するという趣旨ですか。 

 

危機管理監 

趣旨といたしましては、1 つには、県や、それから市町村で現在行っております様々な支

援策を避難者の方々にご紹介をする、情報提供をするというのが 1 点ございます。 

2 点目といたしましては、先ほど知事からもありましたが、避難者それぞれが様々な悩み、

事情を抱えております。そういったことをお聞きしながら支援者とのコミュニケーション

を図って、専門的な相談につなげていく、そういった態勢を取っていきたいというふうに

考えているところでございます。 

 

記者 

毎日新聞の野間口です。よろしくお願いします。 

先ほども 3 県知事でのご発言内容のご紹介がありましたけれども、避難者支援に関して

ですね、先日、今までの支援はそれぞれの県がやっていたけれども、今後は隣県、新潟県

とかとも連携して、足並みを揃えたいというような発言がありましたが、これまでもです

ね、6 年半の間に、避難の受入れの県によって支援の内容に差があるというのは今までもず

っと言われてきたことでした。 

なので、吉村知事としては、こういう発言をされているのはなかなか今まで私は聞いた

ことがなかったと記憶していますので、何かきっかけがあってこういう足並みを揃えたい
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というようなご発言に、お考えになったのか、そのきっかけをお聞かせ願えればと思いま

す。 

 

知事 

そうですね、やはり福島県の隣県として、新潟県、山形県に避難されてきた方は、地勢

的な事情もあって大変多かったと思っています。 

これまでそれぞれの県で独自に考えてそれぞれの施策を打ち出してきたと思います。で

すが、その施策ということを考えた場合に、これは競争すべきというようなことではあり

ませんので、例えば住宅支援に関しても、あちらが、どちらかが引越し費用を助成するこ

とになった、どちらかが県職員の住宅を無償提供するとかというそれぞれの事情でやって

いたのでありますけれども、もちろんそれぞれの事情というのはなくならないかもしれな

いのですけども、ただ、お互いにその情報共有を図る中で、逆に、お互いにアイディアを

出し合うといいますか、そういうことはできるのではないかなと私は思ったのです。住宅

支援にしても、交通費とかにしても、引越し費用にしてもですね。ですから、バラバラに

やるよりは、お互いに知恵を出し合って様々な支援というものを、足並み揃えてやってい

くことが一つあります。 

もう一つは、できる限り公平性、というとちょっとおかしいかもしれないのですけれど

も、競争というようなジャンルのものではないということですね。そういうことでお互い

に話し合い、情報を共有しながら、寄り添った支援というものを考えていったほうがいい

のではないかなという思いに至ったところです。 

 

記者 

ただですね、例えば新潟県などに関しては、自主避難者の方への借上げが今年 3 月に終

了した 4 月からですね、県独自として小中学生を抱える母子自主避難に対して家賃の上乗

せ補助などをやっているかと思うのですけれども、これはなぜ山形県ではできないのです

かと私が担当課にお聞きした時には、やはり財源の問題が大きかったというようなお話も

ありました。 

足並みを揃えるとは言ってもですね、さすがにやっぱりその受入れ県の財源の問題とい

うのはくっついてくる話だと思うのですけれども、そのあたりはどのように考えていらっ

しゃるのでしょうか。 

 

知事 

そうですね。事情と言いましたのは、例えば職員住宅ひとつ取りましても、あちらの県

でどうなっているのかというようなことは分かりかねますし、今言った財源ということも

もちろんありますけれども、ただ「それはいい支援の仕方だな」というのがお互いにある

かと思うのです。 
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それを共有してと言いますか、できる限りのことをしていく。まったく完全に同じにし

ましょうと言っているわけではないのですけれども、できる限り足並みを揃えてという気

持ちでありますので、確かに、財源はどちらがどうということはもちろんあるかと思いま

すけれども、その中でもできる限り足並みを揃えて、避難者の皆さんの気持ちに、実情に

沿った支援ということをやっていければというふうに思います。 

 

記者 

山形新聞の田中です。 

今の避難者支援の関係で 2 点教えていただければと思います。 

1 点目が、先般の 3 県知事会議で、知事から自主避難者の 2 年間の暫定措置、この延長を

求める声が上がっているのだというようなご紹介がありました。内堀知事は、今後検討し

ますということにとどめられましたけども、昨年も 3 県知事会議でそういった提案が知事

からもなされてですね、今後そういった自主避難者の方々のいわゆる住宅支援をどのよう

に、これは 3 県知事会議以降ですね、発信なされていこうかというふうにお考えなのかと

いうのが 1 点お聞きしたいというのが 1 つ。 

もう 1 つが、先ほどの毎日新聞の記者の方から足並みを揃えて、避難者支援に差が出な

いようにというようなお考えだということで、この間もありました。 

この秋には北海道・東北知事会議という、もう少し広い枠組みでの知事会議もあり、宮

城・岩手も入ってきますけども、そういったところとの避難者支援のあり方の協議である

とかですね、この 3 県知事会議の結論というか意見交換の結果を踏まえて、どのように発

信なさったり、提案なさったりしていこうかなと考えているのかを教えていただければと

思います。 

 

知事 

はい。そうですね、先週行われました新潟・福島・山形の 3 県知事会の場で、支援する

会のですね、私、その日の朝に知ったのですけれども、そういったご紹介をいたしました。 

それで、その件について、会議終了後の取材の時にですね、記者さんからのご質問があ

って、内堀知事からは「ご意見を伺いながら丁寧な対応を進めてまいります」というご返

事があったと記憶をしております。 

そういうことでありますので、できる限り避難指示区域外からですね、避難していらっ

しゃっている方々の住宅支援をですね、私は紹介にとどめましたけれども、その実情とい

うものを、私は前から指示区域内とか指示区域外とかいうその区別といいますか、それは

後でなされたものであって、実際に避難したその時にそのような範囲分けというのですか

ね、区分けというのはできていなかったと思いますし、後からできたものだというふうに

思っております。その辺は区別なしで、あと「自主避難」という言葉もなるべく使わない

でくださいということをずっと申し上げてきたわけであります。 



11 
 

ですから、行政上のいろいろなこともあるのですけれども、できる限り皆さんの言葉を

お伝えするということでこれからも取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、

また、避難先の自治体として連携協働して、できる限りのことをしていきたいというふう

に思っております。 

2 点目につきましては、東北・北海道、新潟も含めて北海道・東北ブロックということに

なるかと思いますけれども、そういった知事会のような機会もございますので、先般の 3

県知事会議で話題になったこと、新潟県と山形県がですね、情報を共有してできる限り足

並みを揃えたいというようなこともですね、ご紹介しながら広域連携というようなところ

を模索してはいかがかというようなことも申し上げていければいいかなというふうに思っ

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。 

話題変わりまして、ふるさと納税についてなのですけれども、よろしいでしょうか。 

先週の話になるのですけれども、新しく総務大臣になられた野田聖子さんがですね、ふ

るさと納税について、「選挙で選ばれた方々なので見識を持っている」ということで首長さ

んについて触れられまして、「地域の皆さんと知恵を出し合って、いい形で競ってもらえれ

ば」というふうに、前の高市大臣とはちょっと違ったスタンスを打ち出しました。 

こういった野田さんのスタンスというのが、どちらかというと吉村知事がおっしゃって

いた、「過熱気味でもいいのかな」というふうなご発言があったようなスタンスに近いとこ

ろがあるのかなと思ったのですけれども、野田さんのスタンスについて、受止めをまずい

ただけますでしょうか。 

 

知事 

はい。先般、野田大臣に男女共同参画のことでご提言に参りました。その折はですね、

全国知事会のプロジェクトチームのリーダーとして行ったものですから、ふるさと納税と

いうようなことには言及はならなかったのですけれども、今記者さんがおっしゃったよう

なことを野田大臣がおっしゃったということは、私も伝え聞いているところでございます。 

これからなのかなと思いますけれども、野田大臣がふるさと納税に対してですね、知事

たちの、地方の思いというようなことをね、今の言葉からするとちょっと耳を傾けてくだ

さるような方なのかなという印象を持っております。 

ただ、それがどういうふうに発展していくかということまではちょっと私にもわからな

いところでありますけれども、やっぱり中央と地方、これが一体となってですね、動脈、

動脈は中央から押し出されてきて静脈、地方からまたその静脈でもって還流して全体の循

環がよくなるというようなことが一番望ましいと思っていますので、野田大臣にはしっか

りと地方の声に耳を傾けて、様々な施策を考えていただきたいなというふうに思っており
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ます。 

 

記者 

わかりました。一方で、高市前大臣が出された通知の撤回などはしないというような方

針を示されていました。来年度、改めて通知を出すか出さないかも含めて、何か知事のほ

うからこの場を借りて要望といいますか、こうしてほしいというようなことがあれば、伺

えますでしょうか。 

 

知事 

いろいろな課題も浮き彫りになってきたのかなというふうに思っております。 

ふるさと納税ということでありますけれども、その本意とするところは、やはりふるさ

とからですね、進学とか就職で都市圏に、例えば首都圏に出て行かれてそちらで生活して

おられる方々がですね、ふるさとを大事に思って、ふるさとに対するその思いをですね、

ふるさと納税という形で恩返しといいますか、そういうふうな、ふるさとにも発展しても

らいたいという思いでなされるのがふるさと納税だと思っておりますので、やっぱりその

本意がですね、しっかりと実現されるような形を目指して、いろいろと修正なり改善なり、

そういったことをこれから考えていかなければいけないのではないかなと思っております。 

ふるさと納税について考える会を、福井県の西川知事が先頭になってですね、会を立ち

上げてくださって、私ももちろんそのメンバーになっております。やはり多くの思い、知

恵を結集してですね、よい形でのふるさと納税になるようにしていければというふうに思

っています。課題はたくさんあるようです。ですから、そちらのほうの会で、いろいろな

声を中央にお届けすることになるかと思います。 

 

記者 

すいません、今、かなりたくさんあるとおっしゃったのはどういう意味でしょうか。 

 

知事 

かなりたくさんということもあれですけれども、地方にとってですね、非常に朗報だけ

なのかなという思いがあったのですけれども、でも、返礼品目的というようなことにあま

りに比重をおきますと、やはり本意とはまた違ったことになると思いますし、また、ふる

さとに住んでいる人たち自身がですね、ふるさとでないところに納税してしまうというよ

うなことも散見されるということを聞き及ぶに至ってですね、やはり、いろいろな課題が

あるんだなというふうに思い至っているところです。 

 

記者 

吉村知事のご認識としては、制度自体の改定みたいなものは必要だというようにお考え
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でしょうか。 

 

知事 

そうですね。そもそもの望ましいふるさと納税ということにね、しっかりと少しずつ修

正しながら、変えていったほうがいいのではないかなといった思いです。 

 

記者 

制度そのものの存続については、知事はどのようにお考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、今のところ原点がたいへんに良いものだというふうに思っておりますので、

それに沿ったものでありましたらば、存続したほうがいいというふうに思っています。た

だちょっと違った形になってしまって、ふるさとに住んでいるのに他のところへ返礼品目

的みたいな形で納税してしまうと、それはもう原点と全然違ってきているなということに

なりますので、そういったところはしっかりと軌道修正していくべきではないかなと思っ

ております。で、最初過熱気味でもいいのではないかなというようなことを私は申し上げ

たこともあるのですけれども、それはね、それぞれの自治体や担当が一生懸命知恵を出そ

うとしてがんばるわけなのですね。それで非常に活性化したといいますか、盛り上がった

というのがね、非常に好影響だったと思っています。一生懸命自分の地域の様々な産品を

大いに PR したり評価し直したりとかですね、いろんなことがあったかと思いますので、そ

ういった点は地方の活性化につながったのではないかなと思っておりますけれども、あと

は課題をしっかりと修正していくべきではないかなというふうに思っております。 

 

記者 

わかりました。今回の野田大臣の発言を受けて、県のほうから市町村に対して何か通知、

通達のようなものはされたりしていないのでしょうか。 

 

知事 

いや、特に通達まではちょっと聞いていないところですけれども、どうでしょうか。 

 

企画振興部次長 

企画振興部の佐々木です。今般の総務大臣の記者会見による発言をめぐってですね、総

務省のほうから情報提供なり、通知といったものは一切来ておりませんので、私共として

は今後そうした総務省の動きを見ていきたいなというふうに考えているところです。以上

です。 

 


