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平成 29 年 10 月 31 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。 

 めっきり寒くなってまいりました。お風邪など召されませんように、また、タイヤ交換

などはお早めに対応して下さいますようお願いいたします。 

 さて、台風についてでありますけれども、昨日 30 日、台風 22 号から変わった低気圧が

急速に発達し、冬型の気圧配置となりまして、庄内地域を中心に県内各地で強い風が吹き

ました。 

 南陽市の菊まつり会場では、強風により展示物を覆う骨組みが倒れ、2 名の方が軽傷を負

われたほか、鶴岡市では住宅の屋根のトタンが剥離する被害が発生いたしました。 

 また、鉄道や飛島への定期船に運休が発生するなど交通機関に影響がありました。 

 本日は飛島への定期船は波が高いため欠航となっておりますが、鉄道は通常通りの運行

に戻っております。 

県民の皆様には、今後とも、気象情報などにご注意をいただきまして、安全に十分ご留

意いただきたいというふうに思います。 

では、次はアンテナショップについて申しあげます。 

 期間限定のアンテナショップ「おいしい山形プラザ阪急梅田店」の出店につきまして申

しあげます。本県では、首都圏におきましては東京銀座のアンテナショップを通して、山

形の魅力を発信しております。また、首都圏同様、大きなマーケットである関西圏のほう

も考えているわけであります。そういうこともありまして、関西圏における展開、魅力発

信の取組みも大変重要であります。 

 そのため、来月の 9 日から、つまり 11 月 9 日から 20 日まで、12 日間になりますが、大

阪市阪急梅田駅におきまして、期間限定のアンテナショップ「おいしい山形プラザ 阪急

梅田店」を出店いたします。 

 このアンテナショップは、現地における嗜好、山形県の特産品の売れ筋等を調査します

とともに、本県の特産品を PR して、今後の関西圏における販路拡大につなげることを目的

としております。 

 今回の出店では、新米の「つや姫」や「雪若丸」のほか、旬の時期でありますラ・フラ

ンス、また、県産の日本酒やワイン、玉こんにゃくなど、山形ならではの特産品を販売い

たします。 

 期間中は芋煮の振舞いやラ・フランス、新米の試食提供も行いますので、関西にお住ま

いの本県の出身の方はじめ、ぜひ多くの方にですね、足を運んでいただきたいと思ってい

るところでございます。 

 それでは、恒例となりました、祭りやイベントのご紹介であります。 
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 新そばの季節を迎えました。県内各地で新そばまつりが開催されております。本県は良

質なそばが取れる有数のそば処でありまして、それぞれの地域で地元産そば粉を使った個

性豊かな手打ちそばを味わうことができます。 

 11 月 1 日から 11 月 30 日まで、村山市の「最上川三難所そば街道」各店で「板そばまつ

り」が、そして 11 月 1 日から 12 月 31 日まで、白鷹町の「隠れ蕎麦屋の里しらたか」の 6

店舗で「新そばキャンペーン 2017」が開催されます。各地の個性的で香り豊かな新そばを

お楽しみください。 

 また、11 月 5 日に、小国町で「第 15 回 おぐに鍋まつり」が開催されます。地域自慢の

鍋や創作鍋を同時に味わいながら、人気投票で「鍋将軍」を決めるイベントとなっており

ます。 

 さらに、11 月 6 日に、大蔵村で「第 53 回肘折温泉郷 なめこ・こけし祭り」が開催され

ます。なめこ汁の振る舞いや生なめこつかみ取り大会、肘折こけしの即売会など、楽しい

企画が行われます。 

 秋も深まって、山寺、最上峡、赤芝峡など県内各地で紅葉が見頃を迎えております。 

 県民の皆様も、ぜひお出かけいただければと思います。私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者（TUY：鈴木） 

 幹事社 TUY 鈴木です。よろしくお願いいたします。 

 11 月 4 日土曜日に東北中央自動車道の福島大笹生インターから米沢北インター間が開通

します。経済面・観光面に対してどのような効果・影響があるか、期待も含めて知事の所

感をお願いいたします。 

 

知事 

 はい、わかりました。 

 私は平時の際も有事の際も、県土強靱化ということが大変大事だと思っておりまして、

その基盤整備が必要と考え、格子状の、つまり横軸・縦軸ですね、格子状の高速道路ネッ

トワークの整備には、これまでも力を入れて進めてまいりました。 

 今回の開通区間は、県民あげて待ち望んでいた本県南側のゲートウェイの開通でありま

す。 

 現在、のぼり旗や看板、ポスターなどを作成、掲示しまして、宣伝に努めておりますが、

新たに完成した栗子トンネルは、8,972ｍ、これ 8×9＝72（ハックシチジュウニ）でありま

して、8,972ｍで日本一長い無料トンネルであります。 

 これまでの所要時間が大幅に短縮して、安定化が図られることで、物流の効率化や観光

交流が促進されるなど、本県が掲げる「やまがた創生」の実現に向けた歩みを大きく進め

るものと期待しております。 
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 経済面では、こうした効果を追い風としまして、本県への企業立地を更に促進するため、

企業誘致活動にしっかりと取り組んでまいります。 

 観光面では、県内市町村をはじめ、国土交通省、東日本高速道路株式会社、道の駅、宿

泊・観光施設などとも連携し、官民一体となって、首都圏・北関東地域及び隣県からの自

動車利用による誘客を促進してまいります。 

 具体的には、9 月の補正予算におきまして、たび情報に関する Web サイトに県内宿泊施

設で利用出来る割引クーポンや、置賜全体で特典やサービスが受けられる「やまがた冬の

あった回廊キャンペーン手形」の発行などの事業を措置することといたしました。それら

に加えまして、インターネットや SNS、テレビ番組など各種メディアを活用した情報発信

を行うほか、首都圏・北関東地域における PR キャラバンや首都圏ショッピングモールでの

周知・利用促進 PR イベントの実施などの宣伝・広報を行うこととしております。 

 11 月 4 日の開通に合わせましては、置賜地域の道の駅、それから観光立寄り施設 10 の施

設におきまして、東北中央自動車を利用して県外から当地域を訪問された方へ、玉こんに

ゃくや米沢牛入りコロッケのプレゼントなどのおもてなしが予定されているところです。 

 また、平成 30 年春には、「道の駅米沢」が開設される予定であります。外国人観光客に

も対応した観光コンシェルジュの配置や山形県全域をカバーする観光総合窓口の設置、置

賜地域を中心とした農産物・特産品の販売などゲートウェイとしての機能を有する広域観

光の拠点施設として整備されます。これらも活用しながら、福島県とも連携し、一層の観

光交流の促進と地域の活性化を図ってまいりたいと考えております。 

 

記者（TUY：鈴木） 

 今回の開通で、県内の高速道路の進捗率がこれまでの60％から66％に上がるそうですが、

今後の県の高速道路をさらに進めるための何か取組みがありましたら、合わせてお願いし

ます。県として高速道路を整備していない、穴あき区間、繋がっていない区間があります

けれども、その辺りを。 

 

知事 

 そうですね、来年、高畠～上山のトンネルが供用になるということでありますし、着々

と東北中央道、また日沿道もですね、日東道と呼んでおりますけれども、これが縦軸にな

りますけれども、しっかりと整備をしてまいります。 

 また、そのようにですね、しっかりと政府にも働きかけていきたいというふうに思って

おります。60％台からですね、70％、80％というふうに着々と進むように努めてまいりた

いと思います。 

それから横軸のほうはまだまだの感があるんですけれども、大震災の際に横軸もとって

も重要な道路だということが判りましたので、47 号とか、113 号ですね、まだまだしっか

りと整備しなきゃいけないところがありますので、官民挙げて取り組んで、取組みを促進
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していただくように活動していきたいというふうに思います。 

 

☆ フリー質問 

記者（朝日新聞：前川） 

知事、朝日新聞の前川でございます。ちょっと話題を変えて恐縮なのですが、TPP に関

してです。来月の 10 日にもいわゆる TPP11、アメリカを除いた 11 か国の交渉、首席交渉

官の交渉が行われる予定が発表されていますけど、漏れ伝え聞くところによると、ニュー

ジーランドで政権交代があったので、どうなるか分からないという不確定要素はあります

けど、他の国々も、日本政府も含めてですね、かつてもう交渉が終わってることを前提と

した内容で、なんとか合意を目指そうという方向になっているそうです。まあもちろん、

この 11 か国の話なのでなかなかパッパッとはいかない面もあろうかと思います。 

輸出企業にとっては恩恵があるとされる反面ですね、農林水産業には影響があると日本

政府も認めております。知事、すぐに動くとは思いませんけども、一応ちょっとずつ TPP11 

の枠組みの交渉が進んでいるのですが、どのようにご注目なさっているかなと、見てらっ

しゃるかなと思いましてお聞きします。 

 

知事 

はい、そうですね。米国が入っていた、いたっていいますか、そういった状況のときに

はいろいろ話題になったわけでありますけれども、米国を除いての 11 か国で進めるという

ことになってきまして、それがどういうふうに進んでいくのか、私もしっかりと注目して

いかなきゃいけないなと思っているところです。 

今、おっしゃったように様々な分野での影響が考えられます。プラスの分野もあればマ

イナスの分野もあるということであります。プラスの分野はやっぱり輸出というような工

業製品のほうなのかなとも思いますけれども、マイナスの分野、安いものがどんどん入っ

てくると日本の市場がどうなるか。良質なものを作って、それなりの価格で販売していき

たいと思っているような農家にとっては打撃になるようなことも考えられますので、やは

りそこはしっかりと注視していかなきゃいけないなというふうに思っているところであり

ます。 

ただ、それがいつになるかはちょっと分からないということでもありますので、今の時

点でできること、交流拡大というようなことで、観光でありましたり、また山形県の良質

な農産品を輸出できるところにはしっかりと輸出するというような、そういった方向は、

しっかり取り組んでいくのがよろしいのではないかと思っております。やはり国内の人口、

県内の人口が縮小していく見通しがある中で、経済をなるべく縮小させないで、維持、持

続をしていかなきゃいけないと、こういうふうに思っておりますので、交流の拡大とその

輸出の可能性をしっかりと探って行動していくということが大事なのではないかと思って

おります。 
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記者（NHK：堀川） 

NHK の堀川と申します。代表質問の東北中央道の関連だったんですけども、2 点お伺い

できればと思います。 

最初に県の強靱化という話があったかと思うんですけども、これからのこの冬の時期と

いうところで、昨日も県内でも怪我された方がいらっしゃったみたいですけども、この冬

型の気圧配置といいますか、冬型の気象に、備えという意味合いといいますか、開通のメ

リットがあればお伺いしたかったのと、もう 1 つ、福島に逆に人材が流出してしまうって

いう懸念もあるかと思うのですが、そこに何か受け止めがあれば、お伺いできればと思い

ます。 

 

知事 

はい、東北中央道のお話でありますけれども、米沢・福島間と山岳地帯というようなこ

とで、大雨が降ったり、大雪が降ったり、また動物と衝突したりとかですね、そんないろ

いろなことで結構その、ストップするということがございました。それは鉄道も、鉄道の

ことをちょっと今、言ってしまいましたけど、今、自動車道の話でしたね、失礼しました。

自動車道のことを考えましても、8,972ｍってことはもう、ほぼ約 9km がトンネルで共用

されますので、今までの道路は、大雪が降ったりというような特に冬場は渋滞といいます

か、なかなか道路整備が大変だったかとは思いますけれども、除雪やらですね、トンネル

の中は雪が積もりませんので、そこはかなりスムーズに通れるんだろうと期待しておりま

す。今まで 40 分かかっていたのが 20 分ぐらいで福島・米沢間繋がるということでありま

すので、交通の便がよくなって、さまざまな交流が活性化するんだろうと期待をしている

ところです。 

人口の流出というお話かと思います、2 点目がですね。交流ということで見ておりまして、

こちらから行くこともあれば、あちらから来ることもあるというふうに思っております。

できればお互いにウインウインになるというのがいちばん望ましいのであります。 

そして、さらに福島だけでなく、首都圏から非常に近くなると。本県にとってのさまざ

まな販売をする場合の市場でありますとか、また企業立地の対象でありますとか、やっぱ

り首都圏が結構大きいものがありますので、首都圏から近くなるということをしっかりと

PR してですね、むしろ移住していただいたり、あるいは通勤圏になるような、そういう条

件にもなってきたということで、置賜はですね、私はいい条件に立てるのではないかなと

思っております。 

そういったことをしっかりと PR しながら、本県の活性化につなげていければというふう

に思っています。流出という点ももちろん考えられなくはないわけであります。そこのと

ころもしっかりと検討していかなければいけないなと思っておりますが、ただ山形県は本

当によいところだということをしっかりと PR してそういった状況も克服していかなけれ

ばならないなというふうに思っております。ちょっと大ざっぱな、漠とした言い方ですみ
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ません。 

 

記者（YBC：熊坂） 

すみません、YBC の熊坂と申します、どうもすみません。直接関係があることではない

かもしれないので、恐縮なんですけども、ここ最近、山形大学のほうで、学生が自殺した

と思われるような事案が相次いで報道されていますけれども、県内で最も大きな大学で、

そういった学生の自殺が相次いでることについて、知事はどのように感じていらっしゃっ

て、まあ大学側にどのような対応を求めていきたいとお考えでしょうか。 

 

知事 

はい、そうですね。山形大学というのは山形を冠した大学でありまして、地元との結び

つきも強い、また人材育成、また産業界とのいろいろな可能性ということを考えてもです

ね、本当に重要な大学だなというふうに思っております。 

そこで学ぶ方がですね、そういった状況だということは私も報道で存じておりますけれ

ども、大学内でいろいろと対処なさっているかと思いますので、詳しい事実関係というと

ころまで私も存じ上げないので、ちょっとコメントは差し控えさせていただきたいという

ふうに思っております。 

ただ、若い人がね、そういうふうになるというのは、本当に大変痛ましいことでありま

すし、どういったことをすれば解決になるのかとかですね、やはりしっかりと取り組んで

くださるのではないかなというふうに思っております。 

 

記者（YBC：熊坂） 

ありがとうございました。 

 

記者（山形新聞：田中） 

山形新聞の田中です。 

11 月 1 日に臨時国会が召集されて、第 4 次安倍政権がまたスタートしますけども、現在、

全閣僚が留任のままで第 4 次安倍内閣は進むのではないかというふうに言われております。 

これまでの国会答弁がなくてですね、仕事人内閣と言われながらも国会答弁もなく、活

躍の場がなかなかなかった内閣ですけども、次の第 4 次安倍内閣に知事はどのようにご期

待なさいますか。 

 

知事 

そうですね、国民の信頼を得たというようなことで、しっかりと今後の日本の経済であ

りましたり、また人口減少対策でありましたり、それから米の 30 年対策でありましたり、

様々な課題が山積しておりますので、そういったことにも地に足を着けてですね、取り組
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んでいただきたいというふうに思っております。 

また、本県は地方自治体の 1 つとしてやまがた創生にしっかり取り組んでまいりますの

で、その地方を重視した政策というようなこともですね、しっかり取り組んでいただきた

いというふうに思っているところです。 

 

記者（山形新聞：田中） 

すみません、地方を重視したというところで、例えばその消費税の増税と使途の変更で

あるとか、そういったことが今回の選挙の自民党が掲げた政策であったわけですけども、

そうしたところは、国民の信を得たという、選挙の結果はそうだと思います。 

そのこととですね、憲法改正、これから恐らく議論が深まっていくのであろうと思われ

ますけども、どのような国会内での議論の深まりであるとか、国民への理解の深まりであ

るとか、知事にとっては望まれること、思われることというのは、どういうふうにお考え

になっていますか。 

 

知事 

今のご質問はあれでしょうか、憲法改正ですね。 

 

記者（山形新聞：田中） 

憲法改正と、あともう 1 つ、地方を重視した政策というところで、消費税の使途という

ところもあるかと思います。そういったところをもう少し具体的に、どういったところを

山形にとって重要な政策になるとお考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、後段のほうからいきますと、やっぱり地方を重視した政策というのは、私

はソフトもハードも非常に大切だと思っておりますので、地方にとって使い勝手のいい地

方交付金というのをしっかりと拡充していただきたいというふうに思っておりますし、ハ

ードでいいますと、インフラが整備なっているところと整備なっていないところでは、ま

だ天と地の差があります。それが 1 日 1 日差が開いていくという現状があります。 

高速道路であれ、フル規格であれ、国内全体がしっかりと整備促進なるように、そこは

もう信念を持ってやり遂げていただきたいというふうに思っているところです。 

憲法改正ということでありますけれども、それは、そうですね、まだまだいろいろなお

考えを持っている国民がいるわけでありまして、賛成とか反対とかいうことではないので

すけれども、国民の議論がまだ深まったという状況ではないのではないかと思っておりま

す。 

これから国会というところでですね、さらに議論を深めていただいて、すべてのほうの

根本となるところでありますので、やはり国民の理解がもっともっと深まるようにしてい
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ただいて、その先にそういったことが考えられるのではないかと思っております。 

 

記者（山形新聞：田中） 

知事、もう 1 点だけ。 

地方重視という政策で、例えば山形、福島、新潟三県知事会議でありますとか、様々な

場面で地方創生回廊の実現ということを叫ばれておられます。 

インフラであるとか、使い勝手のいい交付金であるとか、そうすると、地方創成回廊と

いうものをより実効性のある、現実味のあるものに進めてほしいということになるのでし

ょうか。 

 

知事 

そうですね。もちろん中央と地方では事情が違います。それぞれの地方によって状況が

違っておりますので、そこでの住民でありますとか、自治体、行政でありますとか、そう

いったいわゆる地方がですね、しっかりと考えて政（まつりごと）が行えるように、地域

が活性化するように政策を考え、それを実行できるように、しっかりと側面支援していた

だけるように取り組んでもらいたいというふうに思っております。 

 

記者（河北新報：宮崎） 

河北新報の宮崎と申します。 

宮城・山形の連携ですね、「宮城山形ハーモニープラン」（補足：正式には「みらい創造！

ＭＹハーモニープラン（宮城・山形の連携に関する基本構想）」）についてお伺いしたいの

ですが、先月の 22 日に村井知事が続投ということで決まりまして、環境的には整ったと思

うのですけれども、その策定の進捗状況を教えてください。 

 

知事 

そうですか。はい。 

まずは村井知事に「ご当選おめでとう」と申し上げたいと思います。そして、山形県と

宮城県は隣県で、歴史的にも深い関りのある県でありますし、現在もさまざま連携して、

お互いにウィンウィンの関係で発展していければというふうに思っているところです。 

ハーモニープランの進捗状況はどのようになっているかちょっと説明してください。 

 

企画振興部次長 

企画振興部の佐々木です。 

ハーモニープランにつきましては、8 月に現行プランの総括を取りまとめいたしまして、

現在、新しいプランの基本的な考え方及びその元で連携する政策の方向性について宮城県

のほうと今一緒に検討して内容を詰めていくと、そういう段階にあります。以上です。 
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知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者（河北新報：宮崎） 

いつぐらいに最終的な協定というか文書で詰めるのは、いつ頃の時期を目途としている

んですかね。また、最終決定で知事と協定というか構想を交わすのっていうのはいつぐら

いを目途としているんでしょう。 

 

知事 

それは、年度内くらいでしたか。 

 

企画振興部次長 

それですと年度末あたりに策定というような運びになるかと思うんですけども、当然、

宮城県側の意向なり事情もありますので、最終的には宮城県のほうとすり合わせをして、

調整をして合意に至った段階でその辺を明らかにしたいと考えておりますので、よろしく

お願いしたいと存じます。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者（河北新報：宮崎） 

現時点では 3 月くらいになるってことですか。だいたい、年明けとかではなくて 3 月く

らいに持ち越しそうな感じですよね。 

 

知事 

明日から 11 月ですからね。はい、どうぞ。 

 

企画振興部次長 

なるべく早めにお示しできるように我々も努力していきたいと考えておりますけれども、

先ほど申し上げましたように、相手方がある話でありますので、作業の状況も勘案してで

すね、最終的に宮城県と調整をして合意した上で、明らかにしたいというふうに考えてお

りますので、ご理解いただければと思います。 

 

知事 

おおむね 10年というようなことでやっていましたし、これからもそうかと思いますので、

しっかりとやはり土台のところですのでお話し合いをしながら決めていきたいと思います。 


