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平成28年10月11日(火) 知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。 

朝夕めっきり冷えてまいりましたので、県民の皆さまにはくれぐれも風邪などひかれま

せんようにご自愛いただきたいと思います。 

まずですね、10月 7日から 9日までの 3日間、1泊 3日という駆け足でございましたけ

れども、アメリカ・ハワイ州を訪問しまして、全農山形の長澤会長と一緒に、「つや姫」の

トップセールスを実施してまいりました。 

今回のトップセールスは、お配りしている資料のとおりでございますが、ハワイ山形県

人会の方々のご協力をいただき、在ホノルル日本国総領事館において、ハワイ州政府やホ

ノルル市の関係者をはじめ、企業や団体の代表、報道関係者等をお招きして、県主催によ

る交流会を開催し、「つや姫」の食味の良さをアピールしてまいりました。また、県産酒な

どの県産品の取扱いや取引拡大についてもお願いをしてまいりました。観光の紹介もした

ところでございます。 

総領事館での交流会の翌日には、全農山形がハワイ最大のショッピングモールで「つや

姫」イベントを開催しましたので、そのイベントにも参加いたしました。 

また、今回のトップセールスに合わせて、ハワイ州政府を表敬訪問して、デービッド・

ユタカ・イゲ知事に県産品の PRについて、ご協力を依頼したところでございます。 

今回のトップセールスを通して、ハワイ州は県産農産物、加工食品の新たな市場として

有望な輸出先になると実感をしたところでございます。さらには、アメリカ本士への販路

確保・拡大に向けて、その足掛かりをつくることができたものと考えております。 

今回のトップセールスが成功裏に終わりましたのも、やまがた特命観光・つや姫大使を

委嘱しております俳優の船越英一郎氏、また、現地の食品関連会社社長の夘木栄人(ひでひ

と)氏の大変なご尽力がございました。また、山形県酒造組合のご協力もございました。そ

してさらにですね、若手の県議会議員 5 名のご協力・ご尽力もございました。若手県議会

議員 5 名も協力してくださったということは、本当に一服の清涼剤のような感じを持って

おります。 

こういった多くの方々と一緒になって、山形県の発展のために活動したということが今

回の特色かなと思っております。 

今後とも、関係機関・団体等としっかりと連携しながら、「つや姫」をはじめとする山形

県の農産物、工芸品も含めてですね、輸出拡大、そして観光交流の促進につなげてまいり

たいと考えております。 

それからですね、昨日のことなのですが、10 月 10 日、1400 年の歴史を誇る羽黒山山頂

の出羽三山神社におきまして、「日本遺産認定記念 山形交響楽団コンサート 出羽三山シ

ンフォニー」が開催されました。 
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約 800人の多くの方々がご来場されて、大変な盛況でありました。「やまがた観光キャン

ペーン推進協議会」、「出羽三山『生まれかわりの旅』推進協議会」、そして「東北観光推進

機構」をはじめ、運営に当たられました関係者の皆様方に深く感謝を申し上げたいと思い

ます。 

コンサートは、雅楽の演奏で幕をあけ、山形県民謡「最上川舟唄」や、ベートーヴェン

の「運命」など、日本遺産の認定を受けた出羽三山の精神文化であります「生まれかわり

の旅」をテーマとしたプログラムとなっており、三神合祭殿や鏡池を背景に、東北の音楽

文化をリードする山形交響楽団のシンフォニーが奏でられました。 

本県が誇る精神文化と音楽文化が融合した、荘重で神秘的な雰囲気を体感することがで

き、歴史に残る一日になったと思っております。 

海外からは、韓国からのツアー客や、台湾、香港、中国、シンガポール、オーストラリ

ア、フランスのメディアやコーディネーターの方々からもご来場いただき、出羽三山の魅

力と山形交響楽団の演奏を楽しんでいただきました。海外における山形の魅力向上に結び

つくものと期待をしているところであります。 

来場者の方々からは、「神社での屋外コンサートは、初めての体験で、心が洗われるよう

だった」とか、「周りの雰囲気と曲目がマッチしていて、出羽三山や山響の魅力が良く伝わ

った」など喜びの感想もいただいたということであります。 

国内外の大勢の方々に、山形県の精神文化、そして音楽文化の素晴らしさを体感いただ

くことができたものと思っております。 

また、コンサートの様子は、収録した映像を活用して、インターネット等を通して世界

中に発信し、出羽三山の魅力を、山形県の魅力をですね、強力に PRしていきたいと考えて

いるところです。 

本県には、出羽三山をはじめ、長い間大切に受け継がれてきた文化財や精神文化、伝統

芸能、お祭りなど、優れた地域資源がたくさんありますので、これらの本県の宝を観光誘

客につなげて、地域活性化を図っていきたいと考えているところでございます。 

それでは、恒例となりました、祭りやイベントをご紹介させていただきます。 

はじめに、秋を代表する花の一つ「菊」にちなんだ祭りをご紹介します。南陽市では、

10月 14日から 11月 6日まで「第 104回南陽の菊まつり」が開催されます。NHK大河ド

ラマ「真田丸」をテーマにした菊人形展や山形県菊花(きっか)大会、南陽市菊花(きっか)大

会を兼ねた日本最大級の菊花(きっか)展が見所となっております。 

また、10月 21日から 11月 7日まで、天童市で「第 39回天童菊花展」が、そして 10月

22日から 11月 6日まで西川町で「第 81回西川菊まつり」が開催されます。 

酒田市内の中心商店街では、10月 15日と 16日の 2日間、商売繁盛するようにとの願い

をこめて「酒田どんしゃんまつり」が開催されます。お祭りでは出店(でみせ)のほか、フリ

ーマーケットやステージイベント、ゆるキャラフェスタなど、大人から子どもまで楽しめ

るということです。 
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さらに、いよいよ新そばの季節であります。県内にはそば街道が 17ありまして、各地で

新そばにちなんだ祭りが開催されます。 

10 月 16 日に、尾花沢市で「第 18 回尾花沢新そばまつり」、同じく村山市の農村文化保

存伝承館では、全長 60メートルの長板に盛り付けられた手打ちそばを 300人以上が並んで

いっせいに食べる「伝承館まつり」が開催されます。10月 29日から 30日には、大石田町

で「第 20回大石田町新そばまつり」が、同じく鶴岡市の道の駅「月山」では「庄内あさひ

新そばまつり 2016」が開催されます。 

まさに本県は「そば王国」といってもいいのではないかというふうに自負をしていると

ころでございます。 

県民の皆様にも、ぜひ足をお運びいただき、山形の秋をお楽しみいただきたいというふ

うに思っております。 

 

では、私から発表が 1つございます。 

この度、台湾からのチャーター便が、今月の 17日、18日、19日に、また、来月の 6日、

7日、8日に、合計 12便運航されることになりましたのでお知らせをいたします。 

今回のチャーター便は、中華航空が台湾桃園(とうえん)国際空港と山形空港間で運航する

もので、東北各地の紅葉や温泉地を巡るツアーが行われます。 

県内では蔵王、山寺、最上川舟下りなどで紅葉を楽しむほか、天童温泉やあつみ温泉等

に宿泊する予定でございます。 

チャーター便到着時には、山形県国際観光推進協議会会員であります県内観光関係者が

参加して、歓迎行事として横断幕を掲示し、「やまがた愛の武将隊」やゆるキャラなどによ

り賑やかなお出迎えを行い、さくらんぼのブローチや県産ジュースなどの記念品を贈呈い

たします。 

チャーター便は、インバウンド推進の有効な手段の一つでありますので、今後とも積極

的に誘致に取り組みますとともに、仙台空港からの定期便等を活用した海外からの観光誘

客につなげてまいりたいと考えております。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

NHKの足立です。幹事社としてひとつ質問させていただきます。 

先日の議会運営委員会で、阿部賢一元県議会議員が政務活動費をですね、吉村知事の後

援会の集会の会場費に充てたという可能性が指摘されていることについて、知事に詳細な

事実関係の説明を求めていくという意見が出されました。その関係で、それについての知

事のお考えと今後の対応についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 
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知事 

はい、そのことにつきましては、法律の専門家であります弁護士さんに相談しながら、

後援会において確認するように指示をしているところでありまして、現在、精査を行って

いるところでございます。議会からもお話をいただいておりますので、重く受け止め、適

切に対処していきたいというふうに考えているところです。 

 

記者 

精査されているということですけれども、これ、いつごろまでとか期日とかっていうの

は何かお考えありますでしょうか。 

 

知事 

そうですね、現在その精査中ということでありますので、まとまり次第お知らせしたい

と考えておりますけれども、いつまでということではなくですね、精査が終わり次第とい

うことになるかと思います。 

 

記者 

すみません、もう一つだけ。公表の形というのは何か考えていらっしゃることはござい

ますか。 

 

知事 

いえ、まだ特に考えてはいないところですけれども、まずは議会からですね、「新しい

ことが分かったら議会に知らせて欲しい」というようなことをいただいておりますので、

そのように、そのことを私、重く受け止めているところでございます。はい。 

 

記者 

代表は以上です。 

 

☆ フリー質問 

記者 

山形新聞田中です。今の代表質問の関連で一点だけ確認させていただきたいんですが、

阿部賢一さんの領収書がどうなっているかはさておきなんですけども、知事ご自身の後援

会がもし開かれたとした場合にですね、その後援会が開かれたことにかかる経費に関して

は知事の後援会が支出すべきだっていう、まず根本的なご認識なのかどうか、その一点を

教えてください。 

 

知事 
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はい。私の後援会はですね、県内各地にできておりますけれども、基本的にはですね、

後援会で主催したものということについては、支出するということになるかと思うのです

けれども、ただ県内各地でいろいろな方々が活動してくださっていて、そのやり方、それ

ぞれのやり方ということを後援会としては尊重しているということであります。会場費と

かチラシ代とかあるかと思うのですけれども、例えば一例を申し上げれば会費制にして、

支払っていたりですね、あと手作りのチラシを作ったりとか、本当にさまざまなやり方を

していただいているということがございますので、もう基本的にはその後援会に請求され

たものをお支払いしているというのが現状だというふうに聞いているところでございます。

はい。 

 

記者 

はい、ありがとうございます。 

 

記者 

時事通信の梅崎と申します。よろしくお願いします。政務活動費の一連の不正と疑いが

ある問題についてなんですけれども、富山市議会のほうでも問題が発生していまして、市

長のほうが刑事告訴なども検討されているというふうに聞いてるところなのですが、山形

県としてはいかがでしょうか。 

 

知事 

はい。そうですね、お一人の県会議員の方が辞職されたわけであります。そして専門家

である弁護士さんとか会計士さんとかにご相談しながらその説明、公表というようなこと

をお考えになっているというふうに聞いておりますので、山形県として、私としてはです

ね、しっかりとその説明責任を果たしていただきたいというふうに思っていると申し上げ

たところであります。まずその説明がまだされていないと思いますので、その説明責任を

果たしていただければというふうに思っております。その先のことまでというご質問でし

ょうか。それはやっぱり説明をお聞きしないとということになるかと思いますが、政務活

動費はやはり、予算から出ていることでありますし、またいろいろな権限がその議会のほ

うにございますので、議会の対処の仕方ということもあるかと思いますので、そういった

ことはやっぱり総合的に考えていかなければなと思っているところです。 

 

記者 

わかりました、もう 1点なんですけれども、政務活動費の収支報告書なのですけれども、

議会のほうでも今、議長のほうから、一部のネット公開についての提言がなされたりして

いるところなのですが、知事としてのご見解、あるいはご意見あれば教えていただけます

でしょうか。 
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知事 

そうですね、政務活動費というのは議員さんたちの活動費でございますので、私として

はやはり議会のほうの問題であるというのが 1点でありますし、適切にお使いになってい

ただきたいというのが一番の願いであります。私の考えはですね、そこがやっぱり一番大

きいですね。 

 

記者 

では知事ご自身としては、特に議会の問題であるので、ネットでの公開などについては、

必要性というのはいかがでしょうか。 

 

知事 

はい、そうしてもらいたいとか、もらいたくないとかいうことはちょっと控えたいと思

いますけれども、やはり、県民の皆さんにわかりやすくするというのは、大変良い方向で

はないかという、まあ一つのそれは手段なんだろうなというふうに思っております。 

 

記者 

ではあの、議長のほうからの一部、ネット公開などの提言についても評価しているとい

うか、いい方向だなというご認識でいらっしゃるのでしょうか。 

 

知事 

そうですね、やはり多くの方々にしっかりわかっていただけるということでは、私はい

い方向ではないかと思います。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

すみません、朝日新聞の鹿野といいます。どうもこんにちは。来年 3月にですね、入居

期限を迎える、福島県からの原発事故避難者のですね、ことでちょっとお尋ねをします。

大きく分けて二つあるのですが、一つはですね、来年 3月に仮設の入居期限を迎えるとい

うことで、各議会とか、自治体からの延長の要望が出されてますが、特に政府のほうでで

すね、こうした災害救助法の期限を迎える方に対して、まあ新しい立法措置でありますと

か、あるいは福島県のほうからはですね、さらにその来年 3月以降も延長してほしいとい

うことは出されてないですよね。このことについて 2,000人以上の避難者を抱える隣県の

知事として、知事はどのように考えているのか、まずこれをお尋ねしたいのですがよろし
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いでしょうか。 

 

知事 

はい。福島県からのですね、避難者の方々の住宅、住居費ということになるかと思いま

すけれども、私は当初から本当に今回の避難、今回のってまあ、5年前のですけれども、単

なる自然災害にとどまらず、やはり原発事故というものが絡んでいるわけでありますし、

これまでにない災害であったろうというふうに思っております。ですので、これまでどお

りの災害救助というような観念ではなくて、やはり今回の状況に合うような救助法という

ものがですね、作られればな、作られるのが望ましいということを考えておりまして、何

度もですね、政府のほうには要望を申し上げたと思いますし、申し上げてもきたと思って

います。本当にある日突然、そういったことが起きて、見ず知らずの土地へ避難せざるを

得なかった方々がいらっしゃいますので、それはもう、自主避難とか、そうでないとか、

それは後付けしたことであろうと思います。警戒区域とかですね、それはその時にはわか

らなかった訳ですよね。その時にどの位の、どの地域にどの位の放射性物質がというよう

なことは、誰にもわからなくて、とにかく身の危険、また子どもの安全ということを考え

て皆さん避難されたというのが実態であろうと思っております。 

そういうことですので、本県としてはどのような方でも受け入れたということが最初に

ございます。そして、その後、救助法に照らしてとか、あるいは何年までとかですね、そ

ういった期限を設けての対策が講じられてきて、延長に延長があって、また、もう自主避

難の方は29年3月までというようなことになっているわけなのですけれども、本当にそうい

った状況で避難された方々でありますので、今までの災害救助というような観念ではなく

て、やはりもうちょっと、長い目でやはり支援をしていただければなあと、私は思ってい

るところです。 

そういう気持ちで政府にも、あと福島県にもですね、避難者の皆さんの声をお伝えして

いるところです。 

 

記者 

つまり、その政府に対して、来年3月で自主避難者の方への支援が打ち切られるというこ

とに関しては、反対であるという認識ということですか。 

 

知事 

できればやはり延長していただきたいというのが避難していらっしゃる方々のお声であ

りますので、私はそれの避難先という、避難先の責任者ということだと思っておりますの

で、そのお声をしっかりと伝えていくのが私どもの役割ではないかというふうに思ってお

ります。 
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記者 

もう１点あります。自主避難者の方に対して、県職員の公舎を50戸提供することを検討

されているとお伺いしました。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

このことは、支援のあり方としてですね、山形県内にも別の事情で生活困窮の方いっぱ

いいらっしゃると思うのですが、この方々に対して山形県による公的な支援をすることの

意義というのをちょっと教えていただけますか。 

 

知事 

はい。そうですね。いろいろな県民の方の声があるのも承知はしております。けれども

本当に特殊な事情で避難されてきている方々であります。その逆を考えるとですね、本当

に山形県で災害があって、県民が他県に避難した場合、というようなことも将来そういう

ことが起きないとも限らないわけでありますので、そういったことも考えますと、やはり

避難先の県としてできる限りのことをしていければというふうに思っているところです。 

 

記者 

河北新報の宮崎です。おはようございます。政務活動費の件でなのですけれども、2012

年の10月21日のですね、知事の後援会の活動に阿部さんの政務活動費から支出されている

件について、知事はどういうふうにお考えなのでしょうか。適正だとお考えなのでしょう

か。それともあまり適正ではない支出とお考えなのか、その辺をお聞かせいただけますか。 

 

知事 

はい、まずはですね、政務活動費ということ、適切に使っていただきたいということを

申し上げましたけれども、4年前ということになりますか、その10月21日のですね、その会

合というのがですね、どういうものであったのか、ということが大事なのかなと思います。 

最初、いろんな県内各地で後援会とか女性の会とか設立をしていただいておりますけれ

ども、結成式、その時は結成式だというふうに聞いているところでありますので、その地

元の方がですね、結成するというようなことを言ってくださって私はやはり、そのことに

対して大変感謝申し上げて、その場に行ってやはりお礼を申し上げたということになるか

と思います。 

 

記者 



9 

 

じゃあ、適正と考えているということですね。 

 

知事 

いや、適正、適正じゃないじゃなくて、その会がですね、どういうものであったかとい

うのが大事だと思っております。 

 

記者 

じゃあ、どういうものだと今の時点でお感じになっているのでしょうか。結成式ならオ

ーケーということなのでしょうか。 

 

知事 

いや、政務活動費に充てたとか充てないとかということは、全く私としてはわからなか

ったことでありまして、地元の方々にやはりある程度お任せをして、さまざなやり方があ

りますので、そのことをお任せしてですね、そして請求がきたものについては支払ってい

るということでありますので。 

 

記者 

わかりました。仮にですね、阿部県議がですね、その結成式の会場費を支払ったとすれ

ばですね、それは適正と思われますか、それとも適正ではないというふうに思われますか。 

 

知事 

仮にということでは、私、今はちょっとお答えできないかなと思います。 

 

記者 

その日のですね、会費というのは、阿部さんが払われたのでしょうか、それとも知事の

後援会が払われたのでしょうか。 

 

知事 

後援会のほうからは、会場費は出ていないと聞いております。 

 

記者 

その件に関して知事はどういうふうに思われているのでしょうか。 

 

知事 

その件に関しては、県内各地でやはりさまざまなやり方でやっていただくのを後援会と

して尊重しておりますので。 
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記者 

尊重というのはどういうことなのでしょうか。それは適正というふうに考えているのか、

それとも政務活動費から出るのは適正と考えているのか、そうじゃないのか、その点を二

者択一で、その辺、簡潔にお答えいただきたいのですけれども。 

 

知事 

いや、県内各地で作ってくださっている方は、議員さんであったりそうでなかったりも

しますので、政務活動費ということとはちょっと切り離して考えていただければと思いま

す。議員さんが何をどういうふうに使っていらっしゃるかというのは私の後援会では一切

わからないことなのでね。 

 

記者 

ということは、先日のですね、本会議の後にですね、知事は「勝手に使われた」という

ような表現をされていたのですけれども、それとまたトーンが変わったということなので

しょうか。 

 

知事 

いや、トーンが変わったというか、まだそういうふうにはっきりご本人が、元県議がで

すね、まだ精査して説明するということがまだなされておりませんので、それもなされて

いないうちにですね、ああだ、どうこうということはちょっとまだ申し上げられないかな

と思います。 

 

記者 

最後に、阿部さんは明日、会見を開いて、政務活動費の一応の精査を報告する、政務活

動費の使途の結果を報告するというふうになっているのですけれども、知事はそれを受け

てからすると、この前本会議の時におっしゃっていたのです。今、知事の分は報告する時

期の目処も立っていないということなのですが、阿部さんは明日なのですけれども、知事

はいつになるのでしょうか。 

 

知事 

はい。先ほどもそのお答えをしたかと思いますけれども、議会が終わったのが5日だと思

いますが、私、6日からもう庄内に行って、7日から東京に行って、8、9ハワイで、そして

昨日が庄内ということで、今日また今から東京に参りますので、本当に時間的なものもご

ざいましてですね、いつということはちょっと申し上げられないところです。元県議の説

明がされるということ、今記者さんからお伺いしましたけれども、もちろん、そのことも
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やはり大事だと思っておりますし、そして後援会の精査も今してもらっておりますので、

そういうことがまとまり次第ですね、私もやはり考えていければと思います。 

 

広報室長 

以上でよろしいでしょうか。 

 

記者 

いや、たくさんあるのですけれども、時間ないって、すごく時間が足りなすぎるのです

けど、まだいいのですか。 

 

広報室長 

類似の質問が続いているようですけれども、これで終了させていただいてよろしいでし

ょうか。 

 

記者 

まあ、仕方ないですね。 


