
1 

 

平成 29 年 11 月 7 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。 

去る 11 月 4 日、先週の土曜日ですけれども、東北中央自動車道福島大笹生（おおざそう）

から米沢北間が開通いたしました。山形県・福島県両県民にとって長年の悲願でありまし

た。大変喜ばしく思っているところでございます。 

 開通式には、石井国土交通大臣はじめ、多くの皆様からご出席をいただきました。 

 そして翌日の 5 日の交通量は、24 時間で 19,000 台程度までに達したと聞いているところ

であります。 

また、無料トンネルでは日本一長い 8,972ｍの、8×9＝72（はっくしちじゅうに）と覚え

やすいのですけれども、8,972ｍの栗子トンネルを有しておりまして、冬場の交通も安全に

なります。安全に通行できるようになりましたし、観光交流や企業立地など様々な面での

地域活性化にも大いに期待しているところであります。 

今後も引き続き県内の高速交通、高速道路ネットワークが一日も早く完成するように、

県民の皆様とともに全力で取り組んでまいります。 

それからこの度、山形市がユネスコから「創造都市ネットワーク」への加盟を認められ

ました。同ネットワークへの加盟認定は、食文化分野での鶴岡市に次いで県内 2 件目であ

りまして、映画分野での加盟は日本初でございます。 

約 30 年間にわたる「山形国際ドキュメンタリー映画祭」の開催など、これまで映像文化

を育む活動に関わった多くの方々のご努力が高く評価されたものと考えておりまして、大

変喜ばしく思っているところです。 

ちなみに、同映画祭は、今年の 10 月 5 日から 12 日まで開催され、映像文化を通した県

内外及び海外の方々との交流促進に対して、県としても支援を行ったところでございます。 

今後、ネットワークに加盟している他の都市との交流等を通して、より一層の地域活性

化に取り組んでいただくことを期待しております。 

それでは、恒例となりました、祭りやイベントをご紹介いたします。 

長井市では、11 月 11 日に、「ながい産業博 2017」が開催されます。商業・サービス業、

食の関連産業などの PR のほか、農産物・加工品の販売やお菓子の家制作体験、ロボット操

作体験など、大人から子供まで楽しめる企画が盛りだくさんとなっております。 

また、天童市の山形県総合運動公園では、11 月 12 日、日曜日に「第 23 回天童冬の陣 平

成鍋合戦」が開催されます。地元の特産品を使った伝統的な鍋をはじめ、県外・海外の鍋

が一堂に会する、日本最大級の鍋イベントが行われます。 

同じく、12 日、日曜日に、大江町で「おおえの物産味覚まつり」が開催されます。りん

ごやラ・フランス、ご当地グルメなど「秋のうまいもの」を味わえる、食欲の秋にふさわ
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しいイベントとなっております。 

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（読売新聞：井上） 

 読売新聞の井上と申します。2 つありますので併せて質問させていただきます。 

1 つ目は、第 4 次安倍内閣の発足に関してなのですけれども、発足の会見で公約通り安倍

首相は消費税の使途を見直して、幼児教育の無償化や介護など少子化対策のための政策パ

ッケージをとりまとめるとしました。財源として、今後の増税が今後焦点ともなるわけで

すけども、その点について、以前、知事は地方景気などを理由に慎重な姿勢を示されてい

たと思うのですが、今回の政権の方針をどう評価されますでしょうか。 

 

知事 

 はい、消費増税分の使途見直しにつきましては、自由民主党の選挙公約で示され、今月 1

日の安倍首相の記者会見において、12 月上旬に具体策をまとめると発表されたところであ

ります。 

 このたびの使途見直しにつきましては、具体的な内容は現時点で不明なのですけども、

少子高齢化が急速に進む中で、我が国の将来を担う若い世代の育成への重点的な支援や、

介護人材の確保等といった部分を充実することで、全世代を支える社会保障を構築し、生

涯を通して安心して暮らし、活躍できる社会を築いていくことは、大変重要なことだと思

っております。 

 一方、この見直しでは、従来、社会保障関係費の充実・安定化に充てることとされてい

た消費税増収分の使途が変わることになりますが、地方負担も含めて必要な社会保障財源

が政府の責任においてしっかりと確保されることが引き続き重要だと思っております。 

 なお、これまでも申し上げておりますとおり、タイミングということになりますけれど

も、消費税率 10％引上げにつきましては、地方経済への影響なども踏まえ、時期も含めて

政府において適切に判断されるべきものと考えております。 

 いずれにしましても、詳細がまだ明らかではありませんので、今度も政府の動向を注視

してまいりたいと思います。 

 

記者（読売新聞：井上） 

 2 つ目なのですけれども、財務省が消費税のうちの地方消費税の配分基準の見直しを提言

して、今後検討に入るということなのですが、これにより、都市部と地方の税収格差を是

正するというのは目的ではあるのですけども、一方で、都市部からの反論というのも予想

される中で議論が難航するということも考えられますが、知事はこの議論に対してどのよ

うなご所感を持ってらっしゃいますでしょうか。 
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知事 

はい。財務省が財政制度等審議会で、地方消費税の清算基準について、人口基準の比率

を大幅に高める提案を行ったことは承知をしております。 

地方消費税の清算は、最終消費地と税収の最終的な帰属地を一致させるために、都道府

県間で「消費に相当する額」に応じて行われるものであります。 

具体的には、都道府県ごとの小売りとサービスに関する統計データを基本とし、これに

より把握しきれない部分を人口と従業者数を用いて補完する仕組みとなっております。 

地方消費税の清算基準につきましては、これまでも、清算の精度を高めるために、小売

りとサービスに関する統計データから、通信・カタログ販売やインターネット販売の額を

除外するなどの見直しが行われてきたところであります。 

しかしながら、小売りとサービスに関する統計データでは正確に都道府県別の最終消費

を把握できない場合は、全国知事会の提案にもありますように、今後、補完指標でありま

す人口の比率を高める方向で検討すべきと考えております。 

現在、総務省では、昨年 12 月の与党の平成 29 年度税制改正大綱を踏まえ、今年 4 月に、

地方財政審議会に「地方消費税に関する検討会」を設置して、税収の帰属の適正化の観点

から検討を進めており、今月中に方針をまとめる予定と報じられております。 

地方消費税の趣旨、目的に沿って、税収が適切に帰属されることが望ましいと考えてい

るところです。 

 

記者（読売新聞：井上） 

ありがとうございました。 

 

☆ フリー質問 

記者（毎日新聞：深尾） 

 毎日新聞の深尾です。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。 

田川地区の高校再編についてお伺いしたいなと思うのですけれども、先月の 5 日でした

か、県教委のほうからですね、田川地区の高校再編についての話が出てですね、鶴岡南（補

足：県立鶴岡南高等学校）と鶴岡北（補足：県立鶴岡北高等学校）を統合して、中学校を

新設して中高一貫校をつくるというような具体的な中身が出たりとか、あるいは来年 1 月

に計画の策定を目指していますという話が出ておりました。今月の 1 日、2 日に現地で説明

会があったみたいなのですけれども、地元住民の方からは、中高一貫校の位置づけとかが

よく分からないというお話であったりとか、来年 1 月では住民合意に向けてちょっと時期

が早いんじゃないですかという意見があったようなのです。そういう住民の方からの慎重

論に対して、県としてどう対応していくのかであったり、知事のご所感についてお伺いし

たいと思います。どうぞよろしくお願いします。 
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知事 

 はい。田川地区の高校再編ということでありますけども、まずやっぱり第一義的には、

様々な事情を考えてですね、教育委員会でしっかりと取組みを進めているというふうに認

識しております。県外でいろいろな懇談会もしておりますけれども、鶴南（補足：県立鶴

岡南高等学校）出身の方からは「母校がなくなるではないか」などと心配しているという

ような声を聞いたりもしておりますけども、ただ人口減少というのはかなりの速度で進ん

でいる地域だとも聞いておりますので、どういった方向で取り組んでいくのか、住民の皆

さんとしっかりと話し合いながらですね、進めていくのが望ましいのではないかと思って

いるところです。 

これは教育委員会の分野でもございますので、どういうふうにやっているのかは、ちょ

っと担当のほうから聞いてみたいと思います。 

 

教育次長 

はい。教育次長の松田でございます。 

今、知事からもお話ありましたけども、1 日、2 日と現地で説明会を行っております。様々

なご意見があったということは、私もお聞きしておりますので、そこをどういうふうに反

映したり、またご説明を繰り返し行ってご理解をいただくとかいうことなどいろいろあり

ますので、これから様々なご意見をお伺いしながら、皆さんが納得できるようにやってい

きたいと思います。 

 

記者（毎日新聞：深尾） 

ありがとうございます。少子化の中でですね、学校を再編するという中で、また一方で

中高一貫校を作るというのが目玉の 1 つかと思うのですけれども、知事さんとしては、新

たな中高一貫校をどういう学校にしたいとか、どういうイメージをお持ちなのか、改めて

頂戴できればと思うのですけど。 

 

知事 

そうですね、内陸のほうでは「東桜学館」（補足：山形県立東桜学館中学校・高等学校）

という中高一貫校ができたわけであります。 

人材育成という点では、いろいろな方法があろうかと思いますけれども、やはり様々な

試みを通してですね、地域活性化といったこと、様々な課題があるかと思うのですけれど

も、やはり庄内地方でもそういったことが求められておりますので、そちらのほうでもそ

ういった試みが行われることも私はありだというふうに思っております。 

 

記者（毎日新聞：深尾） 

ありがとうございました。 
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記者（河北新報：阿部） 

河北新報の阿部と申します。よろしくお願いいたします。 

先ほどの代表質問に関連してなのですけれども、財務省が地方消費税の配分方法に見直

しの案を示したということに関連してなのですが、これについて、東京都の小池都知事が

先日、「東京をはじめとする大都市から税収を取ることを意図したわけで、明らかに不合理

だ」とおっしゃられて、反対の立場を示しておられました。 

またちょっと別件なのですが、先日ですね、小池都知事は、国が東京 23 区の私立大の定

員の増加を認めない政府方針に対しても、また反対の立場を示しておられました。 

東京の一極集中の是正という文脈に対して、都知事が反対を唱えるのは当然のことでは

あると思うのですが、その反面ですね、小池都知事が希望の党という国政政党の代表でも

いらっしゃるわけで、先日、知事は、小池都知事について「頼もしい女性政治家だ」とい

うふうにおっしゃられている点もありましたが、その都知事と国政政党の代表という両方

の立場を持つ方がですね、ある種、地方に思いを馳せないような姿勢というかですね、そ

ういうところがある点についてはどのように見ていられるのかというところをお伺いした

いと思います。 

 

知事 

そうですね。直接のコメントというのは控えたほうがよいというふうに思っております

けれども、まず、知事としての立場で言いますと、やはりそれぞれの知事の立場はあろう

かと思います。 

どうしてもですね、都市・首都圏と地方というのはいろいろと状況も違いますので、考

え方も異なってくるものと思いますけれども、私は地方の知事でありますので、やっぱり

日本全体を考えてですね、地方という根っこがしっかりしてこそ日本という国が、大きな

木がしっかりと育っていけるのだと、発展していけるのだというふうに思っておりますの

で、やっぱり地方を大事にするべきだと思っております。それで地方の集まりがイコール

国なのだという考えを持っているところであります。 

ですから、そういった意見の違いとかですね、考え方の違いもあろうかと思いますけれ

ども、そのことについてどうこうと言うことは、特に私はないのかなというふうに思って

おります。 

国政という立場に私は身を置いておりませんけれども、ただ、やっぱり常にですね、国

全体を考えるというのは、どの立場にあっても、とても大事なことではないかなと思って

おります。 

東京は日本の都道府県をけん引するような立場にもあるわけでありますので、できる限

り全体を見ていただいて、首都圏も地方も共に発展するような方向で考えていただければ

なというふうに思っております。 
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記者（山形新聞：田中） 

山形新聞の田中です。よろしくお願いいたします。 

先日、北海道・東北知事会議が開かれてですね、震災復興のあり方であるとか、人づく

りであるとか、北朝鮮の情勢に対する対応であるとか、この大きい 3 つのテーマで各県知

事が意見を交わされましたけども、知事として今回の北海道・東北知事会議の中で 1 つ大

きな収穫があったとかですね、今回の知事会議の成果をどのように捉えられておられるで

しょうか。 

 

知事 

はい、先週 11 月 1 日に、北海道・東北知事会議が青森で開催されまして、私も出席して

まいりました。 

今回は、今、記者さんおっしゃいましたけれども、「東日本大震災からの復興」と、それ

から「人づくり」、そして 3 つ目には「北朝鮮のミサイル発射について」ということで、大

きく 3 つのテーマについて意見を交わしたわけであります。そして提言や決議を採択しま

して、今後政府に提言していくこととなりました。 

意見交換の中で、私からは、まず「復興」については、避難生活の長期化に伴って多様

化するニーズ等を踏まえ、各道県がしっかりと情報を共有して、できる限り足並みをそろ

えて支援を行っていくことが重要だということを申し上げました。それから「風評被害対

策」としてインバウンドの推進について、引き続き、各道県が連携して取り組むことが必

要だということも申し上げたわけであります。 

次に、2 つ目のテーマとしまして「地域経済の好循環を支える「人」づくり」であります

けれども、地方大学の安定的な運営基盤の確保、運営交付金ということになるのですけど

も、その確保に向けた財政支援の充実ということと、女性活躍に向けた、「女性活躍応援基

金」の創設、それから建設業における処遇改善についてですね、設計労務単価の格差がか

なりありますので、是正すべきということを申し上げました。それから、森林（もり）ノ

ミクスですね、その推進が全国で必要なので、森林経営を担う人材育成するための国家資

格制度の創設を提案したところでありました。 

その他、高速道路、フル規格新幹線、空港・港湾などの整備促進とか、「総合的な少子化

対策」、「女性の活躍推進」ということを、地方と政府が一体となって強力に推進していく

ことについて申し上げたところであります。 

これはどれも本当に大事なテーマでありまして、どれが一番となると、大変難しいこと

でありますけれども、毎年毎年、状況が変わっていくということもございますので、北海

道・東北地方の知事たちがですね、一堂に会してその時々の課題というものを共有して、

しっかりと政府に提言していく、そのことがやっぱり一番大事なことなのだろうというふ

うに思っております。 

記者さんの質問だと、どれが一番とか。 
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記者（山形新聞：田中） 

そうです、それでは続けてでいいですか。 

その中で、「人づくり」の中でですね、第 4 次産業を含めという言い方をされておりまし

たが、ICT であるとか IoT、AI、こういったものの活用ということもひとつ取り上げられ

まして、各知事がですね、様々な GPS を利用した農機具の、農作業車輌ですかね、の自動

運転であるとか様々取組みを紹介されていました。 

知事も例えばロボットであるとか、AI であるとか、折に触れて述べられておられますけ

ども、こうした人口減少、生産年齢が特に減少していく中でですね、これから山形県とし

て、この間の知事会議でも提言が議題になったように、山形県として例えばそのロボット

であるとか、IoT であるとか、どのような方向で活用を進めていかれようと思われているの

かとかですね、そういったお考えをちょっとお聞かせいただけますでしょうか。 

 

知事 

はい。県内でもですね、各界の方々と対話、意見交換をしておりますと、とにかく人材

の確保が難しくなった、採用が大変厳しくなったというようなことをお聞きいたします。 

人口減少というようなことで労働力確保が大変になってきているということがあるので

すね。それで、少子化対策でありましたり、移住に力を入れたりというようなことは、も

ちろんしっかりと取り組んでいかなければいけないことなのでありますけれども、一方で、

時代的な対策、時季に応じた対策といいますか、たとえばロボットを活用することであり

ましたり、また外国人ですね、昨日の意見交換では留学生というお話が出ましたけれども、

様々な対策を講じていかなければならないというふうに思っているところです。 

人口が減少していく中で、経済をできる限り縮小させないという方向も大事なので、中

ばかり向いていないで外を向いてですね、さまざまな農産物や工業製品も輸出というよう

なことも力を入れて、これは県だけでなく国としてだと思いますけれども、輸出とかイン

バウンドとか、そういったことにも力を入れていく必要があるのですけれども、今、記者

さんのおっしゃったのは、ＩＴ化でありましたりね、ロボットということでありましたり、

もっとできることを確実に取り組んでいくことは、やはり目の前の取組みとして重要なの

だと思っております。 

ものづくりはもちろんでありますけれども、本県の基盤産業であります農業分野におき

ましても、いかに生産効率を上げるか、人の力は大事なのですけれども、それがどうして

も足りなくなってしまいますので、ロボット化でありましたりですね、機械化、そういっ

たところにもしっかりと取組んでいくべきだと思っております。 

産業イノベーションということをですね、ひとつ大きな柱に据えているところでありま

すけれども、あらゆる分野で、その視点をしっかり念頭に置いてですね、官民が一体とな

って時代の最先端の分野にも果敢に取り組んでいくべきだというふうに思っております。 

あまり具体的でなくて申し訳ないですけれども、事業としてはやはり福工連携でありま
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して、福祉の分野でも、ロボットというものを取り入れたりですね、あと、農業の分野で

も農工連携というようなことで、しっかりとその視点を持って取り組んでいきたいという

ふうに思っております。 

 

記者（YTS：佐藤） 

YTS佐藤です。よろしくお願いします。 

代表質問に絡んで確認をさせていただきたいのですが、まず１点目。 

安倍政権が全世代を支える社会保障を打ち出したことについて、財政健全化の視点は大

切だけれども、知事としては一定の評価をされているということでよろしいでしょうか。 

 

知事 

そうですね。はい。やはり、将来を担う若い世代の育成への支援、そして介護人材の確

保といった部分を充実する、こういうことはやはり大変重要なことだろうというふうに思

っております。全世代を支える社会保障を構築するということですね、やはり、この国に

暮らす国民が安心して生涯暮らして活躍できるといった社会を構築するというのは、やは

り望ましいことだというふうに思っております。 

 

記者（YTS：佐藤） 

もう1点なのですが、消費増税は決まったわけではなくて、少し先の話ではあるのですか、

ああいった形で改めて公約を掲げて、された以上、より10％引き上げが現実的になったか

と思うのですが、それを今の県内経済を踏まえて、そのことについて知事は、可能性が高

まったことについてどんなふうに受止めでいらっしゃいますでしょうか。 

 

知事 

そうですね、私は先ほどの記者さんのご質問に対する答えとちょっと重なってしまいま

すけれども、やっぱり従前からですね、やはり地方経済の状況というものをしっかりと考

えて対処していただきたいということを申し上げております。 

本県の場合、本当に中小企業が大宗を占めております。全国的にもそうだと思っており

ますけれども、そういう中でですね、2年後、2年もないという、こういうタイミングでね、

本当に適切なのかどうか、それは、この後2年近くあるわけでありますけれども、その中で

またどういう状況になるかもわからないわけでありますが、やはりより良い方向になるよ

うに、本当にみんなが努力をしていかなければいけないと思っておりますし、その時の状

況、一生懸命努力をしていって、それでどういうふうな状況になるのか、やっぱりそこを

しっかりと見極めていただいて、適切にその時期はですね、考えていただきたいというふ

うに思っております。 

この時期に必ずということではなくですね、やはり、地方経済というものをしっかりと
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見極めていただくということが大事だと思っております。 

 

記者（朝日新聞：望月） 

すいません、朝日新聞の望月と申します。 

今の増税の部分で、追加でお伺いしたいのですが、知事がお考えになっている「適切な

タイミング」というのは具体的にはどういったタイミングのことを考えていらっしゃるの

かなというのを。 

 

知事 

具体的にですか。それは、政府が考えているようなですね、景気の浮上といいますか、

しっかりと景気が良くなるということが大事だというふうに思っております。 

また、地方から見ると、その実感が伴わないということも言われているわけであります

ので、しっかり実感が伴うような時期にというふうに思っております。 

 

記者（NHK：堀川） 

1件だけ、簡潔にお聞きしたいと思ったのですけれども、先週の知事会見で、まだ（補足：

安倍内閣の）発足前だったのですけれども、地方を重視した政策を期待したいというよう

なお話をされていたかと思うのですけれども、改めて発足後、具体的にはこれから注視さ

れたいということだったのですが、現政権への期待があれば教えていただきたい。どうい

ったことを期待される、求めていかれるか、ということをすいません、1点だけ教えてくだ

さい。お願いします。 

 

知事 

そうですね。まずこれからということでありますけれども、地方をしっかりと重視をし

ていただきたいと申し上げております。それは、経済はもちろんなのでありますけれども、

私は就任当初から、本県の場合、交通インフラ、社会インフラがですね、非常に脆弱だと

いうことを認識して、その整備をしっかり図らなければならないということに力を入れて

まいりましたので、東日本大震災の際にもですね、その脆弱さがゆえに、救援物資を運搬

するにも、なかなか難航したりとかいうようなことも実感したわけであります。高速道路

の縦軸・横軸、格子状ネットワークですね、そういったことをしっかりと整備しなければ

いけないと思っております。 

そして、また日本全体を見ますと、日本海側と太平洋側では、大変な格差がございます。

私は日本全体がですね、しっかりと格差がなくなるというようなことが、地方創生の第一

歩ではないかと思っております。どうしてもソフトにだけ目がいきがちなのですけれども、

ハードも非常に大きな基盤だと思っております。 

ですから、私が1つだけということはないのでありますけれども、特にということを申し
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上げれば、そういった、まだ交通基盤が脆弱な地方に対してですね、しっかりと事業を促

進していただく、日本全体を高速道路なり、フル規格新幹線なりでしっかりと全体がつな

がるように、そのことが日本全体の底上げになるのではないかと思っております。 

オリンピック後でありましても、物流の効率化、そして観光、インバウンドですね。そ

ういったことに大きく貢献するというふうに思っておりますので、そういった社会インフ

ラの整備はしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っております。 

 


