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知事記者会見の概要 

 

日 時：令和元年11月1日(金) 10:00～10:25 

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) 台風第19号に伴う被災者の県営住宅等への受入れについて 

(2) 秋季火災予防運動について 

(3) 令和元年度新規就農者動向調査の結果について 

代表質問 

(1) 昨今の台風、大雨を受けた県の治水方針について 

(2) 隣県の水害被災地からのゴミ処理受入れについて 

フリー質問 

(1) 大学入学共通テストへの英語民間資格・検定試験の導入延期について 

(2) 発表事項1に関連して 

(3) 県内文化財等の防火管理について 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：毎日・産経・YBC＞ 
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☆報告事項 

知事 

皆さん、おはようございます。 

今日から 11 月に入りました。肌寒さが身に染みる季節となってまいりました。 

これから、インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症が多く発生する時期になってま

いります。県民の皆様には、こまめな手洗いや咳エチケットの励行など、感染予防に努め

ていただきたいと思います。 

では、恒例となりました、イベントや祭りのご紹介であります。 

11 月 2 日に、山辺町町民総合体育館で「第 11 回やまのべ・まるごと・フェスティバル」

が開催されます。全国的に有名な山辺のニット製品の即売会や地元農産物の販売、また県

産の銘柄豚「舞米豚（まいまいとん）」を活用した「しゃぶだれコンテスト」などが開催さ

れ、山辺町の魅力をまるごと味わえる一日となっております。 

11 月 4 日には、小国町の白い森ショッピングセンターアスモで、「第 17 回おぐに鍋まつ

り」が開催されます。地元農産物を使った鍋料理が出品されます。 

参加者と特別審査員の審査で「鍋将軍」を決定する「鍋コンテスト」が行われるほか、

地場産品が販売されます。 

さらに、11 月 11 日には、大蔵村の肘折いでゆ館で、「第 55 回肘折温泉郷なめこ・こけし

祭り」が開催されます。原木なめこがたっぷり入ったなめこ汁とおにぎりのセットが販売

されるほか、肘折こけしの即売会が行われます。このほか、「生なめこつかみ取り大会」、「な

めこ箸つまみ競争」など、ユニークな催しが行われます。 

秋も深まり、蔵王温泉や最上峡、赤芝峡、梵字川渓谷など県内各地で紅葉が見頃を迎え

ております。私も先日、公務で大江町の古寺（こでら）に行ってまいりましたけれども、

紅葉が大変きれいでありました。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、私から発表が 3 点ございます。まず 1 点目であります。 

台風 19 号に伴う被災者の県営住宅等への受入れについて申し上げます。 

台風第 19 号でお亡くなりになられた皆様に深く哀悼の意を表しますとともに、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、台風第 19 号で被災された方々へ、一時的な住居としまして、県営住宅及び

県職員公舎を無償で提供することにしましたのでお知らせいたします。 

入居の対象となる方は、台風第 19 号による自宅の浸水や損壊などにより居住を継続する

ことが困難となった方々です。県内外を問わず被災された方々を受け入れることといたし

ました。また、提供期間は令和 2 年 3 月 31 日までとしております。 

なお、現在、2 つの世帯からご相談をいただいておりまして、速やかに対応してまいります。 

被災された皆様の一日も早い生活再建に向けて、引き続き、できる限りの支援を行って

まいりたいと考えております。 
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2 点目は、秋季火災予防運動についてであります。 

県内では、朝晩の冷え込みが日増しに強まってきており、これからの季節は、暖房機器

の使用など火を取り扱う機会が多くなりますので、火災が発生しやすい時期となります。 

今年も 11 月 9 日から 15 日にかけて、秋季全国火災予防運動の一環として、本県におき

ましても『秋季火災予防運動』を行います。 

県内の火災発生件数は、今年の 10 月末で 281 件となり、昨年同期比で 8 件多くなってお

ります。 

県民の皆様には「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」の統一標語のもと、火の取

り扱いにあたっては、十分注意していただきますよう、お願いいたします。 

 

では、3 点目であります。 

本県における令和元年度の新規就農者動向調査の結果をとりまとめましたので、お知ら

せいたします。お手元に資料を配布しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

この調査は、前年の 6 月から翌年の 5 月までの 1 年間の新規就農者数を把握するために

毎年実施しているものであります。平成 30 年 6 月から令和元年 5 月までの新規就農者は、

348 人となりました。昨年度の 344 人を 4 人上回っておりまして、調査を開始した昭和 60

年度以降で最多となっています。 

また、平成 28 年度調査以降、新規就農者数は 4 年連続で 300 人を超えており、平成 29

年 3 月に策定した「第 3 次農林水産業元気再生戦略に掲げている、平成 30 年度の新規就農

者数 360 人という目標がございますけれども、概ね達成することができたというふうに思

います。 

なお、東北各県で発表している資料によりますと、本県の新規就農者数は 4 年連続で東

北第一位となっております。 

図 1 の資料をご覧になっていただきますと、図 1 の「新規就農者の動向調査結果」であ

りますけれども、今回の特徴としましては、新規参入者、グラフのピンクの棒ですけれど

も、新規参入者が引き続き多い傾向にあることがあげられます。また、図 3 の「雇用就農

者の推移」に見られるように、雇用就農者数、棒グラフの計は 182 人で、雇用先の法人数、

緑の折れ線グラフは 97 法人となっており、昨年度と同様に雇用する法人が多くなっており

ます。これは、これまでの農業法人に対する支援などにより法人の経営発展が進み、雇用

を拡大する環境が整ってきたためと考えられます。 

新規就農者の育成・確保につきましては、引き続き「第 3 次農林水産業元気再生戦略」

に基づき、関係機関・団体・市町村と連携しながら、就農の動機付けから定着までの各段

階に応じたきめ細かな支援を行い、さらなる拡大を目指してまいります。 

私からは以上です。 
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☆代表質問 

記者 

幹事社の毎日新聞です。よろしくお願いします。 

先ほど、台風の被害の、県営住宅の提供のお話がありましたけれど、台風についての知

事のご見解を教えていただきたいのですが、先だっての台風 19 号でですね、県内でも高畠

町とかで浸水とかがあって、かなりの被害がありましたけれど、幸い亡くなった方はいま

せんでしたが、もう少し雨が強ければ、もっと被害が広がった恐れもあるのですけれど。

一方で、想定を超えるようなですね、雨量があった時に、河川改修が追い付かないという

現実もあるとは思うのですが、その中で県民の安全をどうやって守っていくかとか、ある

いは県内に住まれる方がどうやって身を守るかということについて、知事のご見解を教え

ていただけませんか。 

 

知事 

はい。台風第 19 号や相次いで発生している豪雨災害により、お亡くなりになられた方々

のご冥福をお祈りしますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

近年、自然災害が激甚化・頻発化しており、全国各地で集中的な豪雨により大規模な災

害が発生をしております。本県におきましても、昨年 8 月に 2 回ですね、最上・庄内地域

を中心とした豪雨災害がありました。また、今年はですね、6 月に山形県沖の地震もござい

ましたし、10 月の置賜地域を中心とした台風 19 号による水害も発生しまして、以前にも増

してこの傾向が強くなってきているというふうに思います。 

この度の台風では、本県でも、重軽傷者 3 名の人的被害のほか、暴風や河川の越水、内

水被害により、200 棟を超える住宅被害が発生しております。このほか、110 か所を超える

河川の護岸損壊や土砂災害、道路の全面通行止めが発生しており、今後、被災箇所の災害

復旧を速やかに進めてまいります。 

私は、10 月 16 日に、浸水被害が大きかった川西町と高畠町の現場を視察させていただき

ました。住民の方々から、家屋の浸水や氾濫危険水位に達した当時の川の様子などを伺っ

たところであります。現場で被害の実態を直に拝見しますと、政府が進めている「防災・

減災、国土強靭化のための 3 か年緊急対策」、これは平成 30 年度から令和 2 年度までとい

うふうになっていますけれども、その前倒しや延長による治水対策の推進が必要だと改め

て感じたところであります。 

今後の対応につきましては、大規模な豪雨を想定したハード・ソフト両面の対策が重要

になっております。このため、まずは、治水対策を高める河川改修を着実に進めるととも

に、現在、緊急かつ集中的に進めている、堆積土砂除去や支障木伐採など、いわゆる河川

流下能力向上の取組みを進めてまいります。 

一方で、自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、県民の皆様の安全・安心の確保のために

は、県民一人ひとりが日ごろから防災意識を高めることが大切だと考えております。この
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ため、想定を超える水害は必ず発生するという考え方に立って、県民の避難判断の参考と

なる浸水想定区域図の作成や、ホームページでの水位情報の提供のほか、新たに今年度、

水位情報では伝わらない「切迫感」のある情報を画像で県民と共有するため「簡易型河川

監視カメラ」の設置を進めております。 

また、この度の台風 19 号で多発した内水被害への対策につきましても、今後、実態を検

証したうえで減災につながる対策を検討してまいりたいと考えております。 

いずれにしましても、これらの災害対応につきましては、国土強靭化にも関わることで

ありますので、河川の機能強化に係る予算の確保やソフト対策の充実について、政府とも

しっかり連携を図りながら進めてまいりたいと考えているところです。 

 

記者 

ありがとうございました。 

次の質問ですけれど、県内もそうですけれど、隣県の福島・宮城などはやはり水害の被

害が大きくてですね、いわゆる水損した家屋の家財道具などのですね、ごみ処理に困って

いるという、被災地にごみの山ができているという状況がありますけれど、県が直接とい

うとなかなか難しい部分があるとは思うのですが、県内の自治体などにですね、働きかけ

るなりですね、なんらかの受入れなりですね、あるいは除去の支援とか、そういう対応は

何かお考えでしょうか。 

 

知事 

はい。この度の台風 19 号により、宮城県や福島県などの被災地では、「災害廃棄物」が

大量に発生して、その処理に苦慮されているということは、報道や先日の北海道東北地方

知事会でもお聞きをしております。また、昨日ですね、東北 DC にいらした隣県の副知事

からもですね、ぜひご協力をというようなお話がありました。山形県としましては、隣県

としてできる限り支援してまいりたいと考えております。 

これまでの県の対応としましては、処理が滞っている福島県郡山市の「家庭ごみ」につ

いては 10 月 16 日に、そして「し尿」については 10 月 18 日に、環境省東北地方環境事務

所から、受入れの調整依頼がありました。 

これを受け、焼却施設などが立地する市町村の意向などを確認し、その結果を環境省東

北地方環境事務所に回答しております。現在、郡山市と環境省で搬出時期や量を調整して

いるとお聞きをしております。また 10 月 30 日に環境省東北地方環境事務所から、宮城県、

福島県及び栃木県の災害廃棄物の受入れについて新たに意向の打診があり、最終処分場な

どが立地する市町村の意向や受入れ可能な量について確認をしているところであります。 

 

記者 

 すいません、ちょっと補足ですけれど、10 月の中旬の郡山市のごみとかし尿については、
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市町村に打診をして、いくつかのところで受入れというのはもう決まったということなん

ですか。 

 

知事 

はい。意向を確認して、受け入れるというような意向もございましたので、いくつかご

ざいました。その結果をですね、何トン可能かとかですね、そういったこともお聞きをし

て、それらを環境省の東北地方環境事務所に回答しております。 

 

記者 

まあ細かいかもしれませんけれど、わかればでいいのですが、それが県内で何自治体で

分量はどれくらいというのは、お手元に数字か何かありますでしょうか。 

 

知事 

はい。今手元にはないのですけれども、確か、4 つか 5 つの自治体だったと思います。1

日 44 トンということをちょっと記憶しておりますけれども、担当からちょっとお聞きした

いと思います。 

 

環境エネルギー部次長 

 環境エネルギー部の佐藤でございます。ただ今のご質問について、施設自体がですね、

自治体そのものの施設ではないということもありまして、どこの、ということについては

ちょっとここでは申し上げかねるのですけれども、量については先ほど知事からありまし

たように 44 トンということでご報告をしていますが、ただ先ほど知事からありましたよう

に、今、郡山市と環境省のほうで量の調整を行っておりますので、「いくら山形県で受けて

ください」というようなことはまだ来ていない状況にあります。 

 

知事 

 よろしいでしょうか。 

 

記者 

わかりました。では、幹事社からは以上です。 

 

☆フリー質問 

記者 

 NHK の後藤と申します。よろしくお願いします。大学入学共通テストの英語試験がです

ね、来年度から実施というのが、今日、来年度からの実施を延期するということが先ほど

萩生田文科大臣のほうから発表がありまして、結構地方のほうでは試験会場がまだ、山形
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では確か山形市と米沢市ではやるけれど具体的な場所なんかも決まらずに、けっこう教育

現場なんかで混乱を招いている現状がちょっとあったようなのですけれど、その辺の民間

の英語試験の導入ということについて知事はどのように受け止められていますか。 

 

知事 

 はい。高等学校教育において英語の 4 技能について強化する必要性は理解をしておりま

す。ただし民間試験の導入につきましては、制度の導入が間近になっているにもかかわら

ず、その実施日や実施場所などの情報が明確になっておらず、生徒や保護者、学校関係者

に不安が生じている状況というふうに聞いております。不安というのは解消しなければな

らないというふうに考えます。また受験料が高額なものもあるということ、それからそう

いうことであれば経済的に厳しい家庭には不利であります。そして試験会場が都市部に集

中しがちであるというようなことで、地方に配慮してもらう必要があるというようなこと

も聞いているところであります。やはり、そういった生徒や保護者、学校関係者のこのよ

うな不安が解消されるように、国で適切に対応していただきたいというふうに思っており

ます。地方で不利になるようなことが、ならないようにですね、適切に対処していただき

たいというふうに思います。 

 

記者 

 YBC の渡辺と申します。先ほどの被災者の受入れ、県営住宅への受入れについてなので

すけれども、2 件の相談がすでに来ているということでしたけれども、そういったのは県内

の方でしょうか、県外の方でしょうか。 

 

知事 

 はい。それはですね、県内の方と県外の方だったと思いますが、確認したいと思います。 

 

防災くらし安心部次長 

 はい。防災くらし安全部次長の橋本でございます。ただ今知事からありましたとおり、

県内の方、県外の方、各 1 世帯ずつ、まずはご相談いただいているというような状況でご

ざいます。 

 

記者 

 県外の方というのは、差支えなければどの県というのは。 

 

防災くらし安心部次長 

 ちょっとその辺は控えさせていただきたいと思います。 
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記者 

 わかりました。別件でもう 1 点。火災予防運動についてなのですが、先日沖縄の首里城

で火災がありましたけれども、それを受けて県内の文化施設への防火対策の確認の通達と

かですね、そういう県としてされるものというのは考えているものというのはございます

でしょうか。 

 

知事 

 はい。まず首里城の火災ですけれども、戦災で失われたものを復元して、沖縄県の方々

のシンボルとして大事にしてきた、大変貴重な建造物が焼失したということで、本当に残

念に思っております。 

文化財の防火管理に関しましては、今回の前にですね、4 月のフランスのノートルダム大

聖堂の火災を受けて、文化庁が、国宝・重要文化財の防火設備等の緊急状況調査を実施し

ております。この調査の県内の状況を見ますと、国宝・重要文化財に指定されている、30

件あるのですけれど、その全てにおいて消防法令上設置義務が課されている消火器および

自動火災報知設備が設置されているという調査結果になっております。文化財や地域で大

切にされている復元施設を維持して後世に引き継いでいくためには、必要な設備の設置に

加えて大切な防火管理を続けていくことが重要だと思います。 

県としましては、消防庁および文化庁の通知を受けて、各市町村に対して文化財や復元

施設の防火管理を徹底するよう通知したところであります。引き続き所有者等に対して、

防火管理を徹底するよう指導を継続してまいります。 

今回の首里城の火災の件はですね、これからやはり原因究明があるかと思われますので、

そういったことを、検証が行われるその内容をしっかりと踏まえて、参考にして、できる

ことを取組んでまいりたいと思います。 

 

記者 

 ありがとうございました。 


