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平成29年2月7日(火) 知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。立春を過ぎまして、暦の上では春になったわけでありま

すけれども、本県では三寒四温を繰り返しながら春に近づいていくわけです。県民の皆さ

んにはくれぐれも風邪などひかれませんように、体調管理をなさっていただきたいと思い

ます。 

さて、先週の3日から5日までの3日間、寒河江市の「最上川ふるさと総合公園」を会場に、

第2回目となる「やまがた雪フェスティバル」が開催されました。 

期間中、天候にも恵まれ、大勢のお客様にお越しいただきました。準備にあたられた関

係者の皆様、お越しいただきました来場者の皆様、そして取材・広報にあたられた皆様に

心から御礼を申しあげます。 

3日間の来場者数ですが、 19万1千人となりました。昨年の第1回目よりも3万人増えたと

ころであります。率にして約19％の増ということになります。 

会場内では、各地域のラーメンや地元の名物料理などを味わえる「雪見横丁」、ワークシ

ョップや物産販売、県内外の雪祭りのPR、「雪上宝探し」などの雪遊び体験、メインステー

ジでは、地域伝統芸能やアーティストライブが繰り広げられました。若者や子供連れの家

族など、大変大勢の人で賑わったところであります。 

海外からは、台湾、中国、香港、韓国、ASEAN等から、 270名以上のお客様が会場を訪

れ、「スノーチューブ滑り」や「雪踏み俵」「かんじき」など、雪国ならではの体験を楽し

んでいただきました。また、会場のそばを流れる最上川や周囲の山々の雪景色の美しさに

も感動されて、大変満足された様子だったとお聞きをしております。 

第2回目となる今回は、周辺の民間事業者の方々から昨年にも増して御協力をいただきま

した。雪遊びコーナーや食のエリアを拡大しながら、内容を充実して開催することができ

ましたので、御来場の皆様には、十分楽しんでいただけたのではないかと思っております。 

県内各地では、今後も様々な個性豊かな雪祭りが次々と開催されますので、国内外の大

勢の方々に“山形の冬の魅力”“雪遊びの楽しさ”ということを積極的にPRして、冬季の観

光誘客の底上げ・拡大に結びつくように、取組みを強化して参りたいと考えております。 

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。 

高畠町では、 2月9日から12日まで「第16回まほろば冬咲きぼたんまつり」が開催されま

す。わらで編んだ“こも”の中で、見事なぼたんの花が咲き競います。夜はライトアップ

され、幻想的な空間が広がります。 

それから、真室川町では、2月18日と19日に「ホワイトアスロン第1回わーるどかっぷ」

が開催されます。“踏み俵りレー”や“雪そり曳き”など暮らしで使われてきた道具に着目

したオリジナル競技をチームで競います。また会場には「雪の遊び体験コーナー」や「屋

台村」など様々なイベントが行われ、競技に参加しなくても楽めるということであります。 
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山形市の蔵王横倉ゲレンデでは、 2月22日から26日まで、ゲレンデを使ったプロジェクシ

ョンマッピングが行われます。雪上プロジェクションマッピングとスノーボードやフリース

タイルスキーとの共演など、楽しく、迫力のある映像と音楽で皆様を魅了します。 

ぜひ、御家族で足をお運びいただきたいと思います。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

YTS佐藤と申します。よろしくお願いします。 

3名の県議の方が自民党会派を離脱されたことについてお聞きしたいと思います。 

自民党会派の3名の県議が、吉村知事ご自身が出馬された先の知事選で、吉村知事を支援

したことで、先週木曜日、同会派を離脱することとなりました。このことについての知事

のご所感を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

知事 

はい。3名の県議会議員の方がですね、自民党会派を離脱されたというお話を、先週、私

が愛知県に出張している途中で、突然お聞きをしまして、大変驚いたところであります。3

名の方とも、私の県政運営に対する良き理解者と言いますかですね、支えてきてくださっ

た本当に大切な方々だと思っております。 

それで、そうですね、私を支えてくださった方々というのはもちろん、皆さんもご案内

でありますけれども、中央政府のほうでですね、例えば具体的に言いますと、1月5日の出

陣式だったと思いますけれども、その折にも菅官房長官からですね、激励メッセージもい

ただいているわけであります。中央のほうからは、「がんばれ」というふうにも言っていた

だいている。そういうことがありまして、状況がありまして、また、対立と言いますか、

私以外の候補者と言いますかね、そういう自民党推薦公認と言いますか、そういう候補者

もいらっしゃらなかったというような中で、なぜそこまでというような思いを持ちました。

本当になぜなんでしょうかね、というふうに思っております。 

本当に、執行部とね、県議会は、「県政の両輪」と言われているわけであります。県民の

幸せのためという、県勢の発展のためという、そういう思いと言いますか、目的も同じな

はずであります。本当に、是々非々というのはもちろん当たり前のことでございまして、

議会ではきっちりとそれをチェックということをですね、していただくわけですけれども、

あとは、県勢発展のために、ご協力をお願いしたいというふうに思っております。 

本当に、私としましては、3人の方にちょっと、申し訳ないような思いを持っております

し、政府のほうで、繰り返しになりますけれども、「がんばれ」と言ってくださっている状

況でね、なぜそこまでされるのかな、という思いですね。はい。 
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記者 

すいません、関連で、この、離脱されることになってから、知事のほうから何か、お三

方にご連絡をとられたり、お三方から知事に連絡がきたりとかあったのでしょうか。 

 

知事 

はい。そうですね。大変、私も驚きましたので、どういう状況でそうなったのか、とい

うようなことをお聞きをしたところであります。 

詳しいことはね、ちょっと申し上げませんけれども、でも、一方的なような気がいたし

ます。そこまでなぜなのかなというふうな思いでいっぱいでありますし、3人の方は本当に

支えてくださった大事な方々でありますので、これからも是非、県勢の発展のためにです

ね、ご活躍をいただきたいなというふうに思っているところです。 

 

記者 

申し訳ございません。ちょっと確認させていただきたいのですが。 

その、お三方とご連絡をとられて、どういったふうに、どういう状況で、そういうふう

になったのかと状況をお聞きしたり、一方的だというお気持ちを伝えられた、というふう

なことでよろしいのでしょうか。 

 

知事 

はい。一方的というのは、はい、状況をお聞きして、そのように思いましたですね。私

が申し上げると間接的になりますので、記者の皆さん方もお聞きになられたらお分かりに

なるかなと思います。ですから、そういう状況を聞いて、私、またびっくりしているとい

う状況です。なぜそこまでというような、はい。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

☆ フリー質問 

記者 

すみません、読売新聞の藤井です。お願いします。ちょっと今の関連なのですけども、

知事は県民党ということをうたわれてきて、それはとりあえず自民党会派の中にも支持を

してくださる人がいるというところも、ひとつこう、要素としてあったのかなと思うんで

すけれども、これからその県民党ということをうたわれるにあたって、どのような働きか

けをされるとかですね、その自民党会派に対してもそうですし、その中の人たちでもいい

のですけれども、自民党会派がいない中でも県民党と言えるのかというところも議論にな

ってくるかと思うのですが、どのようにそのあたり、整理されていくのでしょうか。 
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知事 

そうですね、はい。働きかけというようなことはまだ、そういうことはまだ、まだって

いうのおかしいですけども、ちょっと考えておりませんけれども、それを抜きにしますと、

県民党という立場は、それは前からそういうふうなことを私は申し上げてきましたので、

それはこれからも変わらないと思います。県内であれ、県外であれですね、やはり私は県

民のための県政を行いたいという気持ちでありましたし、ずっと続いておりますので、そ

れは変わらないです。 

だからこそ、どのような党の方でありましてもですね、県政に賛同していただける方と

いうのは本当に心強いご協力をいただけるというふうに思っておりますし、政党というよ

うな区別ではなくですね、やはり山形、今申し上げれば「やまがた創生」ということに全

力をあげておりますので、そのことで本当に県民みんなで協力しあって実現していきたい

という思いを持っていますので、その対立とかではなくてですね、やはりみんなで協力し

あって力を、相乗効果が出るような方向で努力していきたいというふうに思っています。 

今、中央政府に対してもですね、とにかく山形県の発展のためにということで私は申し

上げておりますし、それにご協力をしていただけるということであります。ぜひ、山形の

自民党県連の皆さんもですね、一緒になって山形県発展のために、一緒になって私と、ご

協力をお願いしたいなというふうに思っています。 

 

記者 

すみません、今のお話ですと、その自民党会派の中から、ある種その、知事支援派のよ

うな方々が表向きいなくなったような状況でも、県民党をうたわれることに、影響はない

ということですか。 

 

知事 

はい、私の姿勢でありますので、県民党は変わらないです、はい。 

 

記者 

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

っしゃった雪フェスの件なのですけども、16 万 1,000 人が 19 万と 1,000 人に 3 万人増え

たと、この理由といいますか、どういうふうにこれ、見てらっしゃるか、いろいろ渋滞を

緩和する対策などもしたと聞いてるのですけど、この増えた要因は何だとお感じになって

ますでしょうか。 

 

知事 

そうですね、昨年初めて行ったっていうことで、PR 不足といいますかね、やっぱりそ
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れもあったのかなと思いますし、2 回目ということでありますので、少し周知されてきた

かなと、記者の皆さん方のご協力もいただいて、少し PR が、周知なったのかなというふ

うに私は思っております。 

そして昨年の 1 回目は、私 3 日間行きましてね、今回は初日だけだったですけども、昨

年行ったところ、3日目には「毎日来てるんだ」とおっしゃる地元の方もいらっしゃいまし

た。ですから、楽しんでいる、とても楽しまれた方がですね、いろいろとこう、まあ口コ

ミというような方法でも、伝えてくださったのかなというようなことも感じております。

あとやはり冬花火の時には今回もですね、かなりの人数が出たというようなことを聞いて

おりますので、やはりそういったいろいろな内容がですね、楽しめるんだということで来

場者の増加につながったのかなというふうに思っております。海外向けにはなるべくです

ね、広報みたいなことを観光のほうでも一生懸命やっているところでありますので、それ

も少しずつ増えているということがあると思います。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

すみません、その関連なんですけれども、19万 1,000 人ということで昨年より 3 万人プ

ラスになったということなんですが、県外と県内はそれぞれどのくらいいて、このプラス

3 万人というものは県外からが多いのか、県内からが多いのか、そのあたり教えてくださ

い。 

 

知事 

ああ、そうですか、はい。そこら辺の分析どこまでできてるかということでありますけ

れども、担当で分かりますか。 

 

観光推進監 

観光推進監の小野です。やまがた雪フェスティバルにご来場いただいた方々の県内・県

外、あるいは日帰り・宿泊など、その状況につきましてはアンケート調査を行っておりま

して、このアンケート調査結果については 2 月中旬に集計がまとまる予定となっておりま

す。以上です。 

 

知事 

よろしいですか。 

 

記者 
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はい。 

 

記者 

山形新聞田中です。すみません、話ちょっと代表質問のほうに戻してしまうのですけれ

ども、前回、2 期目スタートのとき自民会派 22 人から応援をいただいた、支援をいただい

たっていう形で県政与党という形での議会の多数をしめた形でのスタートだったと思いま

す。 

今回は自民会派、3 人を通告ということで処分をしてまでも対峙するのだということで、

まあ 28人が対決して、まあ過半数以上が県議会の中でですね、という形でこれから 3期目

がスタートしようとしています。県政与党が少数という 3 期目のスタートになりますけれ

ども、知事としては議会と、まあ先ほどもちょっと触れられましたけれども、どのように

向き合っていかれる、特に自民会派ですね、向き合っていかれてこれから県政運営にあた

っていかれようとお考えなのか、教えていただければと思います。 

 

知事 

はい、そうですね、大変 2 期目のときよりも厳しい状況になっているのかなというふう

には思っておりますけれども、ただ私が取り組む方向っていうのは、まず本当に変わらな

い、県民のための県政でありますし、県勢発展のためのさまざまな政策ということで予算

もお出しするわけであります、提案するわけであります。 

目的のところは県議会も私と同じところにあるというふうに思っておりますので、ぜひ

ですね、攻撃のための攻撃というようなことではなく、しっかりと県民のための政策とい

うことについて、しっかりと議論をしていただきたいというふうに思っております。 

 

記者 

ありがとうございます。 

ちょっと、もう 1点。話題を変えて、今週 11日にですね、奥羽・羽越のフル規格の整備

新幹線のですね、シンポジウムが開かれるということで、パネリストに知事も含めて 4県、

沿線 4 県の知事と副知事という、極めて多分、単独の目的のためのパネリストが知事と副

知事 4 人というのは珍しいのではないかなと思いますけども、ここで、例えば知事ご自身

も含めて、沿線県とですね、どういうふうにこう、フル規格に向けての結束をアピールす

るであるとか、連携強化を確認するであるとか、知事ご自身はどのようなお気持ちでこの

シンポジウムに臨もうとお考えになっていますか。 

 

知事 

そうですね、もちろんフル規格新幹線を実現する上では、沿線の方々との連携が欠かせ

ないわけであります。1つの県だけで実現することはできないと思っています。 
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道路ともまた違って、部分的にやっていくとかいう代物ではございませんので、やはり

沿線県としっかりと連携をして、政府に働きかけ、また JRにも働きかけ、そのレールはや

はり部分的にはできませんので、ということで、その関係する県のトップの方々としっか

りと連携していきたいと思っています。 

それで、今回は本当に初めての催しだと思います。秋田県知事と私と、あと、福島、新

潟の副知事さんがいらっしゃいまして、シンポジウムを行うわけであります。これが皮切

りでありますけれども、しっかりとそれぞれの県のですね、思いというものを述べ合って、

結束してしっかりとフル規格新幹線の実現に向けてがんばろうという気持ちをお見せする

というか、訴える、メッセージを出すということになるかと思います。そして多くの、そ

れぞれの県民の皆さんと一緒になって、パワーをですね、何倍にもして、しっかり取り組

んでいきましょうということになるのだと思います。その皮切りなのかなと思っています。 

 

記者 

すみません、もう 1点だけ。 

関連で、現在の 3路線のその後ですね、平成 42年度以降になるのであろうというふうに

思われていますけども、例えば四国であるとか、山陰であるとか、奥羽・羽越とのライバ

ルという、昭和 48年組というのがたくさんあるかと思います。その中で、知事ご自身は他

の路線の運動の状況ですね、例えば四国であり、今お話した山陰であるとか、そういった

ところの取組みというのは、知事ご自身はどのようにこう、ライバルになるであろう他の

沿線の運動というのは、知事ご自身はどのようにご覧になっているというか、どのように

見ておられますか。 

 

知事 

そうですね、これ以上後手後手ではいけないという思いで始めたところがあります。中

国、四国地方はですね、もう運動を始めているというようなことをお聞きして、後手後手

にはなってはいけない、後手後手に少しなったわけでありますけれども、それを追いつき

追い越せという形でですね、連携してしっかりと追い抜きたいと思っておりますし、東北

の復興のためにもですね、本当にここは力がもっと必要なのですと、東北復興、創生のた

めにどこの地方よりも早くやっていただきたいというようなことを申し上げていこうかな

というふうに思っているところです。 

 

記者 

NHKの池川です。 

ちょっと話題が変わるのですけれども、昨日、県教育委員会のですね、東京電力福島第

一原子力発電所のですね、調査で、小学校のいじめの調査結果が発表になって、県内でも 2

人の児童がいじめを受けていたということが明らかになりました。 
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これについて知事の所感と、今後対策として考えられていらっしゃることを教えていた

だけますか。 

 

知事 

はい。山形県に、本県に避難されている方々は、住み慣れたふるさとを離れられて、様々

な不安や悩みというものを抱えてですね、生活していらっしゃるというふうに思っていま

す。そうしたお子さんたちに対するいじめと認知される事案が起きてしまったことは、非

常に遺憾だというふうに思っております。 

教育委員会の報告によりますと、被害を訴えたお子さんは、現在は元気に通常の生活が

できているということであります。また、傷つけるようなことを言ってしまった子もです

ね、そちらのほうの子も深く反省をして、仲良く過ごすことができている状況だというふ

うに聞いております。 

大震災から、まもなく 6 年を迎えようとしているのですけれども、避難を続けておられ

る皆さんのご苦労というものを思いやる気持ちを忘れてはいけないということと、こうし

た残念な事態がまた発生することがないように、しっかりと対応してほしいということを

申し上げました。 

教育委員会でも丁寧に対応して、見守っていきますということでありますので、やはり

そのことについては本当に、大変遺憾なことなのですけれども、こういうことはもう起き

ないようにですね、しっかりと、また、2件起きてしまったということで、その後の対処を

しっかりしてくれたと思いますので、いじめが解消したということをお聞きして、それは

少し安堵の気持ちがありますけれども、やはりいろいろなことが、あってはならないとい

うふうに思っておりますけども、少しでもそういったことがあったらすぐに対処できると

いうようなことはですね、本当にこれからもしっかりと取り組んでいただきたいなという

ふうに思っております。 

 

記者 

河北新報の宮崎と申します。 

代表質問の関連の話にちょっと戻るのですけども、先ほど知事は、政権与党からの支持

を受けているというような文脈の中でですね、1月 5日の出陣式の時に、菅官房長官からメ

ッセージをいただいたと聞きましたけども、出陣式にですね、電報とかメッセージを受け

るというのは社交辞令の域を出ないという見方もできるわけで、ほかにですね、政権与党

から支持を受けているという知事の確証みたいなものというか、何か事象とかですね、そ

ういったところはあるのでしょうか。 

 

知事 

そうですね、あまり、そんなに公表しているわけではないですけれども、「がんばれよ」
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というようなことは、二階幹事長にもおっしゃっていただいております。 

今回の当選のこともですね、菅房長官や幹事長にもご挨拶にまいりまして、「しっかりが

んばってください」というふうにおっしゃっていただきました。 

もちろん「自民党とも仲良くしてください」というようなことも言われたわけでありま

すけれども、そういうことで政府の方々からもご協力いただけるというふうに思っており

ますので、ぜひ県連の皆さんもですね、そこをご理解の上、ご協力いただきたいなという

ふうに私は思っているところです。 

 

記者 

ラ・フランスを持って安倍首相のところに行った時ですね、なにかそういった時に選挙

の話があったと話を聞いたのですけれども、その時に「がんばれよ」とかという話はあっ

たのでしょうか。 

 

知事 

いや、その時のやり取りというようなことはですね、これまでも、あまり申し上げなか

ったし、その時の会話のことまではね、ちょっと控えさせていただきたいと思います。は

い。 

 


