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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年９月11日(火) 10:00～10:27 

場 所：記者会見室 

出 席 者：知事、総務部長、秘書課長、広報広聴推進課長  

出席記者：14名、テレビカメラ5台 

 

1 記者会見の概要 

広報広聴推進課長開会の後、知事から3件の発表があった。 

その後、代表・フリー質問があり、知事等が答えて閉会した。 

 

2 質疑応答の項目 

発表事項 

(1) 白寿の方への賀詞の贈呈について 

(2) 秋の交通安全県民運動について 

(3) 「ハワイ山形県人会設立50周年記念祝賀会」への参加及び 

  「『つや姫』トップセールスinハワイ」の実施について 

代表質問 

(1) ふるさと納税に係る制度の見直しについて 

フリー質問 

(1) 避難者支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：読売・日経・YTS＞ 
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☆報告事項 

知事 

皆さん、おはようございます。 

9 月 6日に発生した北海道胆振（いぶり）東部地震では、多数の方がお亡くなりになられ

ました。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆

様に心からお見舞いを申し上げます。 

山形県では、発災直後から、消防防災へり「もがみ」の派遣や、県警察の広域緊急援助

隊、警察ヘリ「がっさん」の派遣、災害派遣医療チーム、いわゆる DMAT の派遣などの支援

をしてまいりました。 

県としましては、引き続き、情報収集に努め、でき得る限りの支援に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 それでは、恒例となりました、県内のイベント・祭りのご紹介であります。 

9 月 16 日日曜日に、山形市の馬見ヶ崎川河川敷を会場に「第 30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、多くの方々の支援と伝統の山形鋳物の技術を結集し

て完成した「三代目鍋太郎」がデビューします。鍋太郎の「ふた」には、金山杉が使われ

ております。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い、

約 3 万食もの芋煮が直径 6.5 メートルの大鍋で作られるこの光景は、山形の秋の風物詩と

なっております。今回は、「8 時間で最も多く提供されたスープ」のギネス世界記録への挑

戦も行われるなど、イベント盛りだくさんであります。 

また、9月 14 日金曜日から、16 日日曜日まで、東根市で「た～んとほおバルフェスタ in 

ひがしね 2018」が開催されます。「肉の祭典」として、県内外の「お肉」を使ったメニュー

が大集合するほか、有名アーティストによるライブなど、家族で楽しめるイベントとなっ

ております。 

さらに、9 月 22 日土曜日と、23 日日曜日には、米沢市で「第 7 回なせばなる秋まつり」

が開催されます。上杉鷹山公の「なせばなる」のチャレンジ精神を後世に伝えていくため

のまつりであり、米沢牛丼の販売や米沢織、笹野一刀彫をはじめ、米沢の伝統工芸の展示・

体験・販売など様々なイベントが催されます。 

県民の皆様も、ぜひ、お出かけいただければと思います。 

 

では、私から 3点発表がございます。 

まず 1点目です。 

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々は、9月 1日現在で男性が 153 名、女性が 701 名、合計 854 名の皆

様です。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いるところです。 
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今回は、鶴岡市にお住まいの安在初江さんのご自宅に、9 月 23 日にお伺いしまして、賀

詞を贈呈する予定でございます。 

2 点目でありますが、今月 21日金曜日から 30 日日曜日までの 10 日間、「秋の交通安全県

民運動」を実施いたします。 

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ます。昨年は、

9 月～11 月までの 3か月間で 13 人の方が亡くなっております。 

今年の交通事故による死者数ですが、昨日 10 日現在で 35 人、これは、昨年同期に比べ

ると 9 人増加しております。また、高齢者は 35 人の死者数のうち 23 人でありまして、約

66％を占めております。 

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

をはじめ、「タ暮れ時と夜間の交通事故防止」など 5 項目を重点に掲げ、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。 

では、3 点目です。 

「ハワイ山形県人会設立 50 周年記念祝賀会」への参加及び「『つや姫』トップセールス in 

ハワイ」の実施についてお知らせいたします。 

9 月 15 日土曜日から 19日水曜日までの 5 日間、米国ハワイ州を訪問してまいります。 

今回の用務は、ハワイの山形県人会が今年で設立 50 周年の節目を迎えることから、同県

人会が主催する記念祝賀会に参加するため、現地を訪問するものであります。 

併せまして、ホノルル市ワイキキの集客力の高い商業施設におきまして、「つや姫」や県

産加工食品の試食販売、県産日本酒の販売、工芸品等の展示、本県への観光誘客に向けた

ＰＲなど、トップセールスを実施いたします。 

ハワイ山形県人会やパートナーとなる輸入バイヤーとのつながりを一層大切にしながら

本県の魅力を発信し、平成 28年度以降輸出量が拡大している「つや姫」をはじめ、県産品

のさらなる輸出拡大に結び付けてまいります。 

私からは以上であります。 

 

記者 

日本経済新聞の浅山と申します。よろしくお願いします。 

最初に代表質問のほうを先にさせていただきます。 

ふるさと納税の関係なのですけれども、総務省が今、過度の返礼品を抑えるために制度

の大きな見直しを検討しています。これについて知事のご見解を伺えればと思っておりま

す。 

ちょっと補足しますと、今回の改正は、今までのような自粛を要請するとかということ

よりは、制度そのものを見直して、いわゆる法律改正も含めて検討されているそうなので、
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かなり大掛かりなものになるのではないかと思われます。 

知事は、去年の会見で、返礼割合についてもう少し自由に考えたらいいのじゃないかと

いうこともおっしゃっています。同時に、山形県の場合、天童市とか米沢市とか、非常に

たくさんふるさと納税を集めた自治体が、他の、さらにある意味過激な返礼品を持ってい

る自治体に押されたりして、全国的に見ると順位も下がっている状況なんですけども、こ

のあたりを含めてご見解伺えればと思います。 

 

知事 

はい、わかりました。 

このたび、総務省が返礼品の調達価格を寄付額の3割以下にするなどの通知を守らない自

治体については、ふるさと納税の対象から外し、寄付しても税金が控除されないよう、制

度を見直す方針であるとの報道がございました。 

これについて、現在のところ総務省による正式な発表や、詳しい説明などがまだない状

況でありますので、まずは今後の動きを注視してまいりたいと考えております。 

こうした総務省の動きにつきましては、自治体に対してふるさと納税制度の趣旨に沿っ

た責任と、良識ある対応を求めておりました昨年度および本年度の総務省通知の内容の徹

底を図るとともに、自治体間の不公平感を是正する狙いがあるものと考えられます。 

ふるさと納税につきましては、それぞれの自治体が創意工夫を発揮しながら、制度の趣

旨を踏まえ適切に運用していくことが大切だと思っております。 

本県としましては、ふるさと納税の寄付の受入れを通した県産品の販路拡大や、地域活

性化を図りながら、引き続き制度の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 

記者 

追加でよろしいですか。それは、総論としてはそうではないかと思うのですが、山形県

の場合、概ねどこの自治体も 3割をきっちり守っていらっしゃるようです。そうしますと、

そうでないところと不公平感等が出てくるかと思いますが、そこは他の守ってない自治体

にしっかり守るような方向の、国の見直しの方針もある程度はやむを得ないんじゃないか

というお考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、今、記者さんがおっしゃったとおり、県内では 3 割を超えるというような

ことはないという現状にあるものと認識をしております。そういうふうに不公平感という

のはもちろんあるとは思うんですけれども、やっぱり制度の趣旨というものに沿ったもの

ということも非常に大事だなと思っております。 

やはり本来の趣旨というのはですね、例えば地方から都会に進学したり、就職したりし



5 

 

て、それまでその人を育ててくれたといいますか、そういった地域や自治体というところ

に恩返しをしたいというような気持ちを「ふるさと納税」という形で表すというのが制度

の本来であったかと思いますけれども、山形県はわりあいそれを逸脱していないのですけ

ど、全国的な例をお伺いしますと、まったく地元のものでない外国製品などまでを返礼品

にしたりしている例もあるとかですね、いろいろな事例をお聞きしておりますので、今、

軌道修正の段階にあるのかなというふうに思っております。やはり適切に、しかも健全な

発展ということで、ふるさと納税を軌道修正というようなことになっているのかなという

ふうに思っているところです。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

☆フリー質問 

記者 

NHK の新藤です。今日で 9 月 11 日ということで、東日本大震災から 7 年半という時間が

経過したわけですけれども、山形県内には原発事故などで福島県の方を中心に、今も 2,000

人近くの方が暮らしていらっしゃる。そうした避難が長期化している中で、知事としては

今、どういう課題があるのかという認識と、去年のアンケートについて、中には定住した

いという方が3割以上、また福島県に戻りたいっていう方が10％ぐらいいるということで、

どちらも減少しているというところで、さまざまな新たな展開というか支援というものを

求められていたりする、課題もちょっと見えてきていると思うのですが、知事として今年

でもいいのですが、来年に向けてでもいいのですが、今後どのような後方支援が必要にな

ってくるか、また、していきたいというふうにお考えになっていますか。 

 

知事 

はい。東日本大震災から今日でちょうど 7 年半がたちました。これだけ時間が経過した

わけでありますけれども、県内では今なお約 2,000 名の方々が避難生活を続けておられま

す。私は当初からさまざまな困難を抱えながらも、懸命に生活をされている避難者の皆さ

んの心に寄り添って、できる限りの支援をしていきたいということで取り組んでまいりま

した。 

長い避難生活の中で、それぞれのご家庭の状況がかなり変わってきたと思いますし、避

難元の復興状況やご家族、ご家庭の状況によって、課題やニーズが個別化、多様化してお

ります。 

山形県に定住したいという方もいらっしゃいますので、定住を希望される方へ向けての

支援としまして、「避難者定住サポート窓口」を設けてご相談に応じております。また、昨

年度「やまがた暮らし応援ガイド」という定住に関する情報誌をつくり、各世帯にお配り
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したところであります。それから、住宅を取得しようとする方へは、移住者向けの施策を

適用して、住宅リフォームの補助や新築する場合のローンの利子補給という支援も行って

おります。 

先ほど申し上げましたとおり、ご家庭ごとに事情が異なっております。中には、困った

ことがあっても、その内容によるのですけども、どこに相談したらいいかわからないとい

うような方もおられるかと思いますので、今年度も市町村と協力して、全戸訪問を行う予

定でございます。 

年々事情が変わってきて「こういうことで困っている」というようなことも変わってき

ているというふうに思うので、毎年アンケートを行っております。 

それで、昨年のアンケートなのですけども、「教育や子育てに関する情報がほしい」とい

う声が多くありましたので、子育て家庭が必要とする情報をまとめた情報誌を作って、全

戸訪問時に配付する予定でございます。 

このように、それぞれの方々のご事情、お気持ちに寄り添った、きめ細かな支援に取り

組んでいるところであります。 

間もなく、今年度の避難者アンケートの結果もまとまりますので、その結果も見ながら、

必要な支援を検討していきたいと思っております。 

今後とも、本県に避難されている方々が少しでも安心して生活できるように、お一人お

ひとりの気持ちを大切にしながら、引き続き、避難元の県や、本県の市町村、また関係機

関・団体と連携し、新潟県とも話し合いながら、できる限りの支援に取り組んでまいりた

いと考えております。 

 

記者 

これまでも行ってきた定住支援とかも継続的にこれからもやるということだと思うので

すが、ここで知事としては定住という考えを希望している方がそれなりに増えてきている

という状況については、どんな思いでいらっしゃるでしょうか。 

 

知事 

そうですね、それぞれのご事情があるというふうにも思っておりますけど、お子さんを

お持ちの方々はお子さんが成長される、また高齢者の方はますます高齢になっていくとい

うことでありますので、1年 1 年状況が変わってきていると思いますので、それぞれに合っ

た支援ということに対応していくことが大事かなと思っています。 

定住ということに関しましては、やはり「戻りたい」と思われる方には、避難元とのい

ろんな連絡調整でありましたり、そして、こちらで生活を続けたいと思われる方にとって

は、新潟県と山形県は避難者の方が多いものですから、新潟県さんとも話合いをしながら

ではありますけれども、どういうニーズがあるのかを、いろいろなアンケートやら全戸訪

問やらでお聞きをしながら、また検討していきたいと思っております。 
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記者 

もう 1 点。長期化という中で、今後、高齢化というのもひとつの課題になりそうかなと

いうように私も認識しているのですが、例えば避難先で介護が必要になったりとか、震災

当初は必要なかったのだけども介護が必要になったり、また、高齢者世帯ですね、二人暮

らしだったのですが避難先で高齢になって亡くなったりとか、一人暮らしになってしまう

という、そうした状況もあるというふうに聞いているのですが、そういったことにどうい

う対応が必要かなというふうにお考えなのでしょうか。 

 

知事 

そうですね。これはやはり県民も同じなのでありますけれども、必ず人間は歳を取りま

すので、間違いなく高齢化していきます。 

その方々が戻りたいと思われているのか、ここで定住してもいいと思われているのか、

やはりそういったお気持ちをしっかりとお聞きしながらではありますけれども、できる限

りそのお気持ちに添った対応ということを考えていきたいと、そこがやっぱり基本なのか

なと思っております。 

病気になられたりもなさいますし、足腰も弱くなられたりとかいろいろ出てくるかと思

いますけれども、どういうふうにしていけるかは、やはり避難元の県ともお話をしながら

対応していかなければならないと思っております。 

一人ひとりの方が、県民であれ、それから避難されている方であっても、同じ人間であ

りますので、少しでも安心して生活していけるように対応していくというのが私たちの役

割ではないかなと思っております。具体的な話でなくて恐縮なのですけれども。 

 

記者 

ありがとうございます。 


