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平成 29 年 9 月 14 日知事記者会見 

 

☆ 報告事項 

知事 

それでは平成 29 年度 9 月補正予算の概要についてご説明申し上げます。お手元の資料、

「平成 29 年度 9 月補正予算の概要」をご覧になってください。 

一般会計の 9 月補正予算額は 34 億 3,600 万円であります。その内容は「やまがた創生」

をさらに加速させるために緊急かつタイムリーに対応するもの、および県政における喫緊

の課題に対して迅速に対応するためのものとなっております。この結果、9 月補正後の累

計の予算額は 6,170 億 700 万円となります。 

次に 9 月補正予算に計上した主な事業について、ご説明申し上げます。 

まず、「1 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」であります。

「教育・保育給付費」につきましては、平成 30 年度以降、保育士等の処遇改善にキャリア

アップ研修の受講が必要となります。そういうことで、当該研修を早期に行うことで保育

士等の処遇改善を後押ししてまいります。 

それから「放課後児童クラブ関係」についてですが、勤続年数や研修実績に応じた放課

後児童支援員の処遇改善に対する支援を新たに実施いたします。そのほか、国庫補助基準

額の改定に合わせて放課後児童クラブの運営費に対する補助を増額いたします。 

次に、「2 いのちと暮らしを守る安全安心な社会の構築」についてです。「介護職員確

保定着促進事業費」につきましては、介護事業所に社会保険労務士や経営コンサルタント

などの専門家を派遣して、必要な賃金規定の整備に係る助言を行うなど、介護職員の処遇

改善が広く行われるよう支援をしてまいります。 

それから「がん対策県民運動推進事業費」でありますが、健康に関する意識が低い 20 代

から 30代の若者に対して、がんに関する正しい知識やがん予防の普及啓発を行いますとと

もに、各種検査の受診経費に対して支援を行うことにより、健康意識の向上を図ってまい

ります。 

次に「3 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」につい

て申し上げます。 

「中山間地域所得向上支援対策事業費」につきましては、中山間地域の農業所得向上を

目指す事業主体に対して、高鮮度貯蔵施設などの施設整備に対する支援を行ってまいりま

す。 

それから「県産農産物・食品輸出拡大強化事業費」につきましては、「つや姫」の海外

販路拡大に向けたハワイでの販売プロモーションの強化を図ってまいります。日系人が多

く、日本人観光客が多いこともありまして、米飯の需要が定着しているハワイで県産米の

さらなる販売拡大に向けて取り組んでまいります。 

それから「やまがた森林ノミクス推進事業費」でありますが、県産木材の利用拡大に向
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け、公共施設および民間施設の木造化・木質化を推進しているところでありますが、JR 東

日本が実施する山形駅連絡通路における山形駅ビルの入口付近壁面の木質化工事に対して

支援を行ってまいります。 

次に「4 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」についてです。 

「東北中央自動車道福島～米沢間開通を契機とした交流拡大関係」につきましては、福

島～米沢間が 11 月 4 日に開通することを踏まえ、栗子トンネルを「日本一長い無料トンネ

ル」として全国に PR していくとともに、冬期間の、冬の観光誘客の底上げを図ってまいり

ます。 

それから最上、置賜、庄内の各三十三観音を「出羽百観音」として発信し、観光資源と

しての磨き上げを図ってまいります。一つの県内で完結する全国唯一の百観音であります

「出羽百観音」が、平成 30 年度から 3 年連続で御開帳が実施されますので、これを契機に

県内外へ広く情報発信してまいります。 

それから「山形空港国際化機能強化事業費」でありますが、国際チャーター便の受け入

れ拡大に向けた山形空港の機能強化を図るため、山形空港ビル株式会社が実施する内部改

修工事等に対して支援をしてまいります。 

また、「東北観光復興対策交付金関係」につきましては、政府における交付金の 2 次募

集を活用して、さらなるインバウンド誘客を促進してまいります。 

具体的に申し上げますと、今後の外航クルーズ船寄港時のおもてなし企画の検討。それ

から訪日旅行者の急増が期待できるタイ、そのタイをターゲットとした南東北連携による

観光情報の発信。それから宿泊施設や飲食店における決済システムの導入支援などに取り

組むこととしております。 

次に「5」であります。「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」

につきましては、酒田港を取り巻く環境の変化を踏まえ、新たな「酒田港中長期構想」策

定に向けた検討を始めるほか、国庫の内示を受けて、土木・農林関係の公共事業を追加い

たします。 

そのほか、喫緊の課題への対応としまして、情報公開・提供の検証、見直しに向けた外

部有識者会議の運営を行うほか、先ほどご報告しましたが、平成 28 年 12 月に鶴岡乳児院

で発生した事故に係る損害賠償の和解金等について計上をしております。 

以上が平成 29 年度 9 月補正予算の概要でございます。 

 

記者 

毎日新聞の深尾です。すみません、山形空港国際化機能強化で内部改修というのはです

ね、もう少し具体的にいうと、どういうところを強化するような内容なのか、教えていた

だければと思います。 
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知事 

はい、山形空港の機能強化ですね、はい。訪日外国人旅行者数が大変、旺盛な伸びを示

しておりますが、そのうち東北地方への旅行者はわずか 1％にとどまっておりまして、ま

だまだ東北全体、そして本県としても積極的なインバウンドの取組みが必要だと考えてお

ります。そういった必要性があります。 

こうした中で、山形空港は現在のところ羽田便、名古屋便、大阪便、札幌便が計 8 往復

就航しておりまして、国内定期便がほぼ 1 時間間隔で離着陸しておりますので、国内線利

用客と同じ動線を利用している国際チャーター便につきましては、離着陸できる時間帯が

極めて限定されているという状況があります。このため海外の航空会社が希望するチャー

ター便の運航スケジュールの確保や、海外旅行会社による本県向けの、山形県向けの旅行

商品の造成が困難になるといった問題が顕在化しております。山形空港の機能強化につい

て早急な対策を講じる必要があったというのが背景であります。 

このような状況を踏まえ、山形空港ビル株式会社が実施する国内線と国際線が重なった

場合の動線を分離するためのビル内の改修事業や、航空機の地上受け入れ業務の人員体制

整備に対して県として支援するものであります。ビル内の改修事業の内容ですけれども、

待合室の拡張、それから荷物受け取り所や保安検査装置の増設といったことが挙げられま

す。こういった支援を県が行うことで国内定期便の定時運航を確保しながら国際チャータ

ー便の受け入れ時間帯を大幅に拡大して、山形空港への国際チャーター便の誘致拡大を図

ってまいりたいと考えております。 

 

記者 

もし分かればで結構なのですが、その工事が完了したときに、国際チャーター便の受入

機能が今よりどれぐらい上がりそうだとかですね、工事がいつぐらいまでに終わりそうか

とか、もし分かれば教えてください。 

 

知事 

はい。ご質問は 2 つありましたけど、工事は今年度中のなるべく早い時期に改修を完了

させたいと考えているところでございます。チャーター便のですね、どのぐらいの量まで

可能かというようなことでありますけども、それについてはどうだったでしょうか。 

 

財政課長 

今のところ山形空港の機能強化によって、今年度中の早い時期に改修を完了するという

目標で今進めておりますけれども、年間 50 便程度の国際チャーター便の誘致を目指したい

というふうに部局のほうでは考えているところございます。 
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記者 

すみません、NHK の堀川です。一番最初の保育士や放課後児童クラブの関係でちょっ

とお伺いさせていただきたかったのですけれども、この事業は一応、新規ということにな

ってるんですけども、これをやられる背景っていうのは、保育士が不足しているというこ

となのか、もしくは待遇があまりよくなくて、そこを改善するっていう意味合いでなのか、

その背景というか、そういったところをちょっと保育士と他の児童クラブ併せてお伺いで

きればなということと、今回の補正予算でのこの事業によって、どのぐらいの恩恵という

言い方がいいのか分からないのですけれども、保育士さんにとってはありがたみになるの

かというところをちょっとお伺いできればなと思います。 

 

知事 

はい、分かりました。そうですね、不足しているってことももちろんありますけれども、

処遇改善というところをやはり大きく見ているところです。若者の希望実現ということを

力入れて取り組んできておりますけれども、若い人が安心して暮らしていけるように各種

の処遇改善事業というものを実施していきたいと考えております。 

まず、保育士等につきましては、平成 30 年度から処遇改善加算の要件となるキャリアア

ップ研修を今年度内に実施するという内容であります。 

放課後児童クラブ支援員につきましては、勤続年数や研修実績に応じた賃金改善が図ら

れたことから、その費用を新たに補助するものでございます。 

それから介護職員につきましては、処遇改善加算が拡充されたことから、その要件とな

る賃金規定の整備が適切に図られるよう、社会保険労務士等の派遣事業を実施するもので

あります。 

処遇改善というところに重きを置いてはいるのですけれども、やっぱり不足している実

態もあります。その不足というものを解消していくためにもですね、働き方改革、またや

りがいといったことも含め、賃金を上げると、処遇改善ですね、そういうことも併せてや

はり意欲を持って取り組んでもらえるようにしたいというのがやはり背景でございます。 

 

記者 

すみません、あと、もう 1 つだけ。 

若者のがんの検診の事業もあったかと思うのですけども、これ、20 代から 30 代というと

ころで、若い人達のがん支援を行う、この理由というか背景と、あと、どういうふうにな

ってほしいかというところがあればお伺いできればなと思います。 

 

知事 

はい。そうですね、どうしても年齢が上がっていくにしたがって、やっぱり健康という

ものをですね、重視するようになるというのが一般的でありまして、20 代、30 代ではどう
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しても健康第一というようなことではないと思います。健康に対する意識がですね、割と

低いということが考えられると思っております。 

特にがん検診というようなことになりますとですね、まだ行かなくても大丈夫かなとい

うようなことに考える方が多いのではないかと思っておりますが、実際にはですね、若い

人でも、やはり国民の 2 人に 1 人が（補足：がんに罹る）というような状況でありますの

で、若い人も本当に健康に留意していただきながら社会で活躍していただく必要があると

いうふうに思っております。 

健康安心社会ということで、県もですね、「山形県誰もががんを知り、県民みんなでがん

の克服を目指す条例」を昨年の 12 月に制定されたということがあります。 

そのことを踏まえて、10 月を新たにですね、がん検診推進強化月間と定めて、今年度か

らみんなで取り組む「がん対策県民運動」を全県的に進めているところであります。 

こういう中、今年の 6 月に、最上町内の建設会社の社長さんから寄附の申し出がござい

ました。その寄付して下さった方の意向はですね、ご自分のお嬢さんがですね、お子さん

が若くしてがんで亡くなられた。その亡くなられた方がですね、もっと若い時からみんな

がそういう検診をして、自分も検診をしておけばよかった、と。また、若い人も検診をし

たほうがいいと思うというようなことをおっしゃっていたということを私もお聞きしたと

ころであります。 

そういったことで、そういう寄附してくださった方の意向を踏まえて早急に取り組みた

いということで、若者に対するがん予防支援について、今回の 9 月補正予算として計上さ

せていただくものであります。 

そういった具体的なご寄附ということがあってですね、若い人の意識向上とともに具体

的な受診費用に対する補助、助成ということも合わせてですね、しっかり取り組んでいき

たいというふうに思っております。 

 

記者 

すみません、山形新聞の田中です。2 点お聞きします。 

1 点目が 4 番の、世界に誇る云々の、昨日発表になりました東北中央道、栗子の開通日

11 月 4 日ということになりまして、プロモーション強化というふうにありますけども、例

えば知事としては、そのエリアとかですね、年代であるとか、もしくは山形県の観光資源

であるとかですね、どういったところを中心にそういったプロモーション、どういったと

ころにどういったものを売り込んで、どういった波及効果を呼び込みたいのかというとこ

ろを教えていただければというふうに思います。 

2 点目が、酒田港の港湾の関係の中長期構想の関係で、例えばコメの輸出を日本として強

化していくとかですね、あと、今、洋上風力の可能性も山形県で調査が始まっているかと

思いますけども、そういったところも、いわゆるコメの輸出としての酒田港の位置付けで

あるとかですね、洋上風力も含めたそのエネルギー開発というところまでも含めて、今回
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の中長期計画というのを作られていこうとするのか、その辺の 2 点を教えていただければ

と思います。 

知事 

はい、わかりました。まず 1 点目の東北中央自動車道開通に伴う交流拡大事業について

申し上げます。 

福島、山形両県境にまたがる総延長 8972 メートル、8×9＝72 で覚えやすいのですけれ

ども、この栗子トンネルは日本で一番長い無料トンネルとなります。開通は 11 月 4 日に昨

日決定したところであります。 

これを契機として、その認知度のさらなる底上げを図るために、日本一長い無料トンネ

ルを強力なアピールポイントとして打ち出していきたいと考えたところであります。 

開通当初の追い風もやっぱり非常に注目度が高いかと思いますけれども、その追い風も

最大限に活用しながら、県内外への周知啓発をより一層強化してまいります。 

具体的には、首都圏を主なターゲットにいたしまして、インターネットやチラシなどを

活用した「日本一長い無料トンネル」を周知するプロモーションを展開いたします。民間

会社のですね、情報サイトに特集ページを設けて、温泉宿泊施設の割引クーポンを付与す

るなどして、県外からの観光誘客を図ってまいります。この温泉宿泊施設は、県内全域と

考えております。 

また、ラーメン・そばの取扱い店舗や温泉施設などで特典サービスが受けられる、仮称

ですが「やまがた冬のあった回廊キャンペーン手形」を発行するなどしまして、来春の、

来年春の「道の駅米沢」オープンまでのその期間、冬の間ですね、冬期間について、米沢

をはじめ、置賜一円の周遊を促進してまいります。このラーメン・そばも、県内全域でし

たかね。ちょっとそれは後から申し上げますけども、そういった内容であります。 

日本一長い無料トンネル、非常にインパクトがあるかと思いますので、県内外にですね、

周知をして、そこを通りながら、無料でありますので、気軽にいらしていただきながら、

できるかぎり外部の方からもですね、県民ももちろんですが、外部の方から、なるべくた

くさんの方に県内へいらしていただいて、おいしい食べ物、飲み物、そして温泉などを楽

しんでいただいて、県内の経済活性化に結び付けていきたいと考えているところでありま

す。 

特にですね、「道の駅米沢」が完成していましたならば、そこでちょっと立ち寄っていた

だけるということがあるかと思うのですけども、来年の春に完成するものですから、置賜

を通過されてしまうということになりますと、置賜の皆さんにとってですね、大変、通過

されたということは経済活性化にあまりつながらないといいますかですね、そういう懸念

もございます。そういうことで、その中でも特に置賜圏域にはですね、力を入れて一緒に

なって取り組んでいきたいと考えているところであります。 

今回、そのように地域経済ということを申し上げておりますけれども、このトンネルを

大いに周知していきたいというのは、そればかりではなくて、いわゆる企業誘致ですね。
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山形は首都圏から見てそんなにも近くなったのかと、福島～米沢が 1 時間だったところが

40 分ということになりますので、そんなにも首都圏から近くなったのだという心理的な距

離感が非常に近くなってほしいな、と。それで企業立地なども大いに考えていただければ

なということも合わせて、ちょっと念頭にはおいているところであります。 

質問はもう 1 つ、酒田港がありましたね。失礼しました。 

酒田港ですけれども、コンテナ貨物量が急増しております。それから、外航クルーズ船

が今年は 1 回だけでしたけれども、来年は数回ということが見通されております。それか

ら再生可能エネルギー発電施設が立地しております。これからも立地が進むと思っており

ます。そういった酒田港を取り巻く情勢の変化を踏まえて、新たな酒田港中長期構想を策

定するというものであります。 

内容的には、そういったいろいろなことを念頭におきながらですね、さらに発展する酒

田港になるように取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 

記者 

すみません、最初に聞くべきでした。今回の補正予算の全般を総括してのですね、知事

のご所感をいただければと思います。 

 

知事 

総括ですか。はい。そうですね、金額的にはですね、そんなに補正予算として大きなも

のではないかなとは思うのですけれども、内容がですね、「やまがた創生」をこれまで取り

組んできたわけでありますけれども、それをさらに加速させるという事業でありまして、

いずれも重要な取組みだと考えております。 

先ほど「若者の希望実現」で処遇改善というようなことを申し上げましたけれども、イ

ンフラ、福島～米沢間のトンネル開通ということとタイアップしての県内の観光の呼び込

みでありましたり、また、酒田港の中長期、そういった構想計画を立てるというようなこ

とでありましたり、それから出羽百観音ということもあります。国際チャーター便を増や

すための機能強化、空港の機能強化ということもありますけど、全般的にやはり「やまが

た創生」をしっかりと加速させるという意味での内容が多いというふうに考えております。 

 

 


