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平成29年4月18日(火) 知事記者会見 

 

知事 

 皆さん、おはようございます。 

 始めに、このたび、愛知県で開催された第 93 回日本選手権水泳競技大会におきまして、

本県出身の小関也朱篤（こせき やすひろ）選手が、男子平泳ぎ 50ｍ、100ｍ、200ｍの 3

種目で、見事優勝されまして、3 冠を達成されました。 

 50ｍ平泳ぎでは日本新記録、そして 100ｍは 4 連覇、200ｍは 3 連覇となりました。 

まさに快挙でありまして、今年の 7 月にハンガリーのブダペストで開催される世界選手

権の平泳ぎの日本代表として、出場が決定いたしました。誠に喜ばしいことでございます。

県民を代表して、お祝いを申し上げます。世界選手権での活躍を大いに期待しております。 

 さて、県内各地で桜の開花宣言が出されて、今まさに春本番を迎えております。 

 桜の花は私達日本人にとって特別なものでありますが、本日はもう一つ、山形県民にと

って特別な春の花、そして、私が全国の皆さんに是非知っていただきたい花を御紹介いた

します。 

こちらが、その花です。（※花の写真のパネルを掲げる。） 

 これは何の花か、皆様おわかりになるでしょうか。「さくらんぼの花」です。これからあ

ちらこちらで一斉に開花期を迎えますが、園地一面に白い花が満開になりますと、それは

それはたいへんダイナミックでありまして、枝に密集して咲く様子はボリューム感がたっ

ぷりとありまして、私達の目を楽しませてくれます。 

 「さくらんぼ」そのものは、全国的な知名度を得ているところですが、花は意外に知ら

れておりませんので、是非、花も楽しんでいただきたいと思いまして、御紹介するもので

あります。 

 早いところでは、4 月の 21 日頃から咲き始めるということであります。今のところ、平

年並みの 29 日頃に満開を迎えると見込まれているということであります。 

 是非、皆さんも実際に御覧になっていただければというふうに思います。 

 それから、さくらんぼに関して、もう一つ、御紹介がございます。 

 それはですね、お手元の資料にあると思いますが、今年も、今日から「さくらんぼ情報

提供サイト」の運用を開始いたします。 

 山形のさくらんぼに関する情報を、県のホームページ上でまるごと、まとめて発信する

もので、先ほどお話しした「さくらんぼの開花情報」につきましても、今年から新たに提

供してまいります。 

 皆さんからも御覧いただきまして、県内外の多くの方々へお知らせいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、恒例となりました、祭りやイベントの御紹介であります。 

天童市では、4 月 22 日、23 日に「第 62 回天童桜まつり人間将棋」が開催されます。天
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童の春を彩る「人間将棋」は、昭和 31 年から行われている伝統行事でございます。約 2,000

本の桜が咲き誇る舞鶴山を舞台に、甲冑(かっちゅう)や着物姿に身を包んだ武者や腰元たち

が将棋の駒となって、女流棋士などの対局が行われます。また 23 日には、棋士の成長を描

いた映画「3 月のライオン」で主演を務めている神木隆之介(かみきりゅうのすけ)さんと監

督の大友啓史(おおともけいし)さんの特別トークショーが行われます。 

 米沢市では、4 月 29 日から 5 月 3 日まで、上杉神社や松川河川敷などを舞台に「米沢上

杉まつり」が開催されます。上杉謙信公が合戦前に必ず行ったという、軍の守護神を招く

ための儀式「武てい式」や、威風堂々たる「上杉軍団行列」、そして、上杉軍と武田軍が戦

う「川中島合戦」が再現されます。両軍合わせて約 700 人の武者が迫力のある戦国絵巻を

繰り広げます。 

ぜひ皆様にお出かけいただきまして、山形の魅力を感じていただきたいと思います。 

 

それでは、私から、発表が1点ございます。 

4月21日から22日の2日間、FDA札幌便利用促進のため、トップセールスを札幌市で実施

しますのでお知らせいたします。 

本県の航空ネットワークにつきましては、ここのところ、着実に充実が図られていると

ころですが、この3月26日からは、ご案内のとおり、6年半ぶりとなる山形=札幌便が就航い

たしました。 

この度の就航により、本県と北海道との交流がさらに活発になるものと大変喜ばしく思

っておりますが、今後の路線の定着のためには本県と北海道の双方で利用拡大を図り、安

定的な需要を確保していく必要がございます。 

そこで、札幌市内のメディア訪問のほか、イオンモール発寒（はっさむ）におきまして、

高橋北海道知事とともにFDA山形=札幌便の利用促進についてのPRセレモニーと山形観光

のPRを実施してまいります。 

北海道は明治以来、山形県からも多くの開拓者が入植して、現在も札幌や旭川など道内

各地に17の山形県人会が組織されるなど、歴史的にも本県との繋がりが大変強い地域でご

ざいます。 

今回は、県人会総会にも出席して、しっかりとPRを行ってまいります。 

北海道の新鮮な海の幸や雄大な自然、また、本県の出羽三山の精神文化などの歴史・文

化を目的とした観光需要をはじめ、観光やビジネスなどの様々な場面で「山形=札幌便」を

ご利用いただき、これまで以上に、本県と北海道との間に活発な交流が生まれる契機にな

ることを期待しております。 

 

☆ 代表質問 

記者 

時事通信の梅崎と申します。よろしくお願いします。 
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幹事社から1点なのですけれども、4月10日に国立社会保障・人口問題研究所が、2065年

までの日本の将来人口の推計を公表しました。 

都道府県と市町村別というのはまだ公表されていないとのことだったのですけれども、

日本全体としては、人口が65年に8,808万人、高齢化率も38.4%になるなど、前回の推計か

らは多少改善される見通しとなっています。県としてはこの結果をどのように受け止めて

いらっしゃいますでしょうか、ということが1点。あと、同研究所の推計に基づく人口ビジ

ョンの改定などを、県内の市町村を含め、されていますけれども、何かそういったところ

の変更など考えていらっしゃいますでしょうか。2点お願いします。 

 

知事 

はい、わかりました。 

先日、国立社人研から、全国の新たな将来推計人口が公表され、その内容を見ますと、

平成27年に1億2,709万人だった総人口が、平成65年に1億人を割り込み、50年後の平成77

年には8,808万人まで減少すると推計されております。 

今回は、近年の出生率の改善や平均寿命の伸長の傾向が反映され、前回推計に比して人

口減少の速度は緩和され、1億人を割り込む時期が5年程度遅くなるなどの結果となってお

ります。 

このように人口減少のペースは少し緩やかになるものの、人口減少自体に歯止めがかか

ってはおりません。そして、今後とも危機感をもって、人口減少対策に全力を挙げて取り

組んでいく必要があるものと考えております。 

県としましては、人口減少の克服に向けて、若い世代の出会い・結婚から出産・子育て

までの希望実現や、社会全体での子育て支援に向けた環境整備を引き続き進めてまいりま

す。 

また、若者の結婚につながるよう、正社員化をはじめ新たなイノベーション創出などを

通じた雇用の拡大や、進学時の受け皿の拡大、移住対策などを総合的に推し進め、若者の

人材の県内定着・回帰を図るとともに、女性や高齢者、障がい者など県民の皆さん一人ひ

とりの力の発揮を促す県民総活躍に取り組んでまいります。 

これらの取組みとともに、国内外に誇る本県の魅力を広く発信して、インバウンドをは

じめ交流人口を拡大するなど、本県の特性や強みを活かし、市町村とも密接に連携して、「や

まがた創生」をさらに加速してまいります。 

なお、「山形県人口ビジョン」につきましては、平成27年10月に出したものでありますけ

れども、政府や他の都道府県と同じく国立社人研による都道府県別の人口推計に基づき策

定したものであります。新たな都道府県別推計は、今後、公表されますので、今回の全国

推計とともに、その内容をしっかりと分析しまして、対応を検討してまいりたいと考えて

おります。 
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☆ フリー質問 

記者 

山形新聞、田中です。おはようございます。 

北朝鮮、米朝関係のことで1点お聞きしたいのですけれども、北朝鮮の核実験であるとか

ですね、アメリカの空母の派遣であるとか、今ちょっと緊迫しておりますけれども、その

状況というのを、県の対応というものを、お考えをお聞きしたい。 

というのは、たとえば秋田で、ミサイル落下を想定した訓練が既に行われたり、あと、

長崎でも検討がされたり、そういったリスク管理というところが、今、都道府県でもとら

れ始めております。 

山形県として、その米朝の衝突を想定したリスク管理について、どのように検討を進め

られているのかを教えていただければと思います。 

 

知事 

はい。県では、今般の北朝鮮情勢にかんがみ、政府からの情報伝達に係る関連機器の点

検や、県と市町村及び消防本部との間における休日・夜間を含む緊急時の相互の情報収集

伝達体制などの再確認を行っております。 

また、県におきましては、通常、休日・夜間について常時 2 名の宿日直体制をとってお

りますが、今般の北朝鮮の情勢を踏まえ、当面、休日につきましては、そのほかに、さら

に指名した職員を自宅待機としまして、事案を覚知した場合、直ちに県関係漁船の安全確

認や放射線モニタリングの強化などの初動がとれるよう体制を強化しております。  

16 日の日曜日にも、失敗したようでありますけれども、ミサイル発射はあったわけであ

りますが、危機管理課におきまして職員が直ちに出勤し、県関係漁船の安全確認や関係情

報の収集にあたったところであります。 

万が一ということでありますけれども、政府において、東北・関東地方にミサイルが飛

翔すると予測した場合には、国の警報システムによりまして、県と市町村の防災行政無線

や携帯電話の緊急エリアメールで注意喚起情報が配信されますので、県民の皆さまには速

やかに屋内に退避し、安全を確保していただくようお願いいたします。 

ミサイルを想定した住民の避難訓練につきましては、昨年の 8 月、そして今年の 3 月と、

弾道ミサイルが秋田県沖の我が国の排他的経済水域内に落下をしており、国と連携して秋

田県男鹿市で実施されましたが、本県としましても、万が一の事態を想定した住民避難訓

練の実施について、市町村と協議をしてまいります。 

今後とも、県民の皆さんの安全・安心の確保のため、緊張感を持って情勢を注視してま

いりますとともに、情報収集に万全を期してまいりたいと考えております。 

 

記者 

ありがとうございました。最後のところでちょっと一点だけ確認なのですが、市町村と
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連携をして、訓練の実施について検討していくというのは、行う方向での検討ということ

になるのでしょうか。 

 

知事 

そうですね、やはり日本海側でありますので、そういった万が一ということになります

けれども、しっかりと万が一のことについても対応できるようにしていきたいというふう

に思っているところです。 

 

記者 

すみません、ちょっと一点目の質問に関連してもう一点だけ伺わせてください。日本の

将来人口推計が出たということですけれども、日本全体としての適正人口というのは知事

としてどのようにお考えでしょうか。 

 

知事 

適正人口ですか。 

 

記者 

まあどれくらいになったほうがいいですとか、まあ、そういった感じのお考えは。 

 

知事 

適正人口というと、そうですね、まあピーク時というものがあったわけでありますし、

その前をずっとさかのぼれば、ずっとずっと少なかったといいますか、歴史的に見れば徐々

に増えてきて、ピークを越えて今の減少の時期にあるという、そういう図式になるかと思

いますけれども、日本というこの国土の中でどのくらいの人口が適正かというと、なかな

かお答えするのは難しいかなと思います。 

ただ、人口というのは多いほど活力ある社会というふうになりますので、少ないよりは

多いほうがいいですし、全くのピーク時を目指すというようなことは大変難しいかと思い

ますけれども、できる限り、その減少を抑制していくことで、できるだけ早期に下げ止ま

ってほしいなというのが正直な思いです。 

 

記者 

共同通信の神戸と申します。先ほどの北朝鮮関連の訓練のお話なのですけれども、ちょ

っと追加で、この検討していくというのは、これはまだ検討はこれからされていくという

理解でよろしいでしょうか。 
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知事 

そうです。 

 

記者 

かなり緊迫した状況、差し迫った状況という捉え方もあるようですけれども、具体的に、

実際にいつごろまでにその訓練の内容の策定ですとか、あるいはその実施時期なんかを決

めていきたいと考えてらっしゃいますでしょうか。 

 

知事 

はい、今、どの時期までにということは言えておりませんけれども、なるべく早く、早

期にということを考えております。担当が来ておりますので、どのくらいの時期になるか

分かっていたら、今の時点で答えられるだけ答えてほしいと思います。 

 

危機管理監 

危機管理監の佐藤でございます。訓練の実施の時期について、今、知事からございまし

たように、なるべく早い時期に実施してまいりたいと考えておりまして、市町村・住民参

加の形を想定しておりますので、そちらのほうとの協議を進めていきたいと考えておりま

す。 

 

記者 

おはようございます。TUY の高木です。よろしくお願いします。ちょっと毎週のように

聞いて恐縮なのですが、またはしかについてお伺いしたいと思います。一部報道で、長井

市さんのほうで終息を宣言するやに出ておりますが、それについての知事のご所感と、そ

れを受けて県としては今後どんな対応をされていくかというところを二点、聞かせていた

だけますでしょうか。 

 

知事 

はい、麻しんですけれども、3 月 9 日の患者発生からこれまでに 59 名の麻しん患者が発

生しております。ですが、この 1 週間では 4 例の患者を確認したのみで、患者の発生が落

ち着いてきております。できるだけ早く終息に向かってほしいというふうに考えておりま

す。 

こうした中、昨日から国立感染症研究所の 2 名の専門家の派遣を得て、終息に向けて協

議等を行っているところでございます。 

国立感染症研究所の麻しん発生時対応ガイドラインによりますと、「麻しん患者の最終の

発生から 4 週間経過しても、新たな麻しん患者が発生をしないこと」で終息宣言が行える

ものとされております。今後も国立感染症研究所や医療機関等との関係機関と密接な連携
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を取りまして、引き続き、感染拡大の防止と早期の終息に向けてしっかり取り組んでまい

ります。 

なお、長井市では昨日でちょうど最終の患者の発生から 4 週間が経過して、先ほど申し

上げた基準に達しました。ということで、県としましても長井市に対してその基準をお知

らせするなど助言を行ったところでございます。 

なるべく早く終息してもらいたいというふうに思っております。はい。 

 

記者 

すみません、山形新聞の田中です。 

一番最初の人口問題のところでちょっとお聞きしたかったのでしたけれども、都道府県

別の、もしくは市町村別の推計というのはまだこれからになるのだと思いますけども、全

体としてカーブが緩やかになってきていると。 

知事、先ほど合計特殊出生率であるとか、平均寿命の延伸であるとか、そういったもの

が要因ではないかというような分析でしたけども、この間に、山形県もしくは市町村が取

り組んできた人口減少、人口流出を抑制するための対策であるとか、少子化、高齢化に対

応する健康寿命の延伸も含めた対策であるとか、山形県、市町村がこれまで取り組んでき

たその対策の中で、どういったものが一定の効果をあげているのかという、知事ご自身の

ご認識で結構ですので、県とか市町村がこれまで取り組んできた政策の効果のご印象、感

想というものを教えていただければなというふうに思います。 

 

知事 

はい、そうですね。総務省から人口推計ということで、先週公表されたわけですけれど

も、全国の人口が減少する中で、増加したのは東京、埼玉、千葉、神奈川の首都圏中心の 7

都県であります。東京一極集中に歯止めがかかっていないという状況は、相変わらずだと

思っています。 

改めて人口減少対策というところにこれまで以上に力を入れて取り組んでいかなければ

ならないという思いを強くいたしました。 

山形県の人口ですけれども、111 万 3 千人でありまして、前年に比べて 1 万 1 千人が減少

しております。 

一方、今回の推計では、社会減少率について改善が見られたところであります。 

このことは、これまで各分野の人材確保・定着対策、また高等教育機関の充実や雇用創

出など、県の施策を講じてきたことで、近年、高卒者の県内志向が少し高まっているとい

うことや、雇用情勢の改善などの変化が見られて若者の県外流出の抑制につながってきて

いるのではないかと考えております。 

自然減はむしろ多くなっているのですけれども、社会減が少し改善をしているという傾

向が見られます。 
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このように、社会減少率に改善が見られたということは言えますけれども、まだまだで

すね、歯止めがかかっていないということでありますので、先ほど申し上げた繰り返しに

なりますけれども、若い世代の出会い・結婚から出産・子育てまでの支援ですとか、雇用

の創出・拡大、また、進学の受け皿を充実していくとか、県内定着・回帰、移住対策、そ

ういったことにさらに力を入れていく必要があるというふうに思っております。 

長い目で見ますと、郷土愛を醸成するというようなこともですね、将来的に人口流出の

防止といいますか、抑止につながっていくものと考えているところです。 

市町村とさらに連携をしまして、こうした対策に力を入れていきたいというふうに思っ

ています。 

 

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、今日から日米の経済対話が始まります。 

アメリカ国内では、日本に対して農業分野で市場開放を求める声がまた高まっているよ

うなのですけれども、この対話に関して知事のご所感をお願いします。 

 

知事 

そうですね。TPP は（米国では）やらないというようなことが明確に出されまして、今

度は、二国間交渉と、さらに、もっと厳しい内容にならないように、本当に私は心配をし

ておりますので、しっかりと国益を守っていただくように政府として強い交渉態度を持っ

ていただいて、取り組んでいただきたいというふうに思っております。 

 

記者 

知事としては、どういう分野に対して、特に農業の中でもどういう品目等と、特に関心

を持っていらっしゃる分野がありましたら教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

そうですね、農業分野全般でありますけれども、やはり心配されているのは米ですとか、

また、畜産といったところは大いに心配されているという声を聞いておりますので、そう

いった分野で、日本の農林水産業が衰退しないように、しっかりと交渉していただきたい

というふうに思っております。 

 

 


