
平成29年5月10日(水) 知事記者会見 

 

知事 

 皆さん、おはようございます。 

 東北地方各地で林野火災が多発しておりますが、山形県でも、河北町で大規模な林野火

災が発生するなど、相次いで火災が発生し、林野火災野火等多発警報を 5 月 9 日から 15 日

までの発令期間で再延長いたしました。5 月 1 日から 8 日までの林野火災等の発生件数は

29 件を数え、例年と比べて大幅に増加をしているところです。県民の皆さんには、野外で

の「たき火」など、火の取り扱いには決して気を抜かず、最大限の注意を払っていただき

ますようお願いいたします。 

 それから、県内でも、熱中症による救急搬送事例が発生しております。これからも気温

が高くなる日があることが予想されます。 

 今の時期は体が暑さにまだ慣れていない、そういう時期でありますので、熱中症になら

ないように、くれぐれも注意をしていただきたいと思います。 

 そのために、こまめな水分補給を心がけ、屋内では風通しを良くする、直射日光を遮る

ような工夫による適切な温度管理、また、屋外では帽子などで日光をさえぎるなどして、

熱中症予防に努めていただきますようお願い申し上げます。 

それから、平成 27 年 12 月に山形県と山形労働局において締結した「山形県雇用対策協

定」に基づき、平成 29 年度の事業計画を策定したので、お知らせいたします。 

 この事業計画は、県と労働局が、雇用対策協定の目的達成のための具体的な取組み内容

と数値目標を、毎年共同で定めているものであります。 

 今年度の特徴としましては、「非正規雇用労働者の正社員化促進、待遇改善」を計画の主

要な柱の一つに位置付けている点であります。県と労働局とが一体となって、非正規雇用

労働者の正社員転換や同一労働同一賃金の実現に向けた待遇改善などを推進することとし

ております。 

 県としましては、本年度、全国に先駆けて新たに創設した「正社員化促進事業奨励金」

の活用による若者の正社員転換の推進や、「所得向上促進事業奨励金」の活用による非正規

雇用労働者の所得向上の促進などに積極的に取組んでまいります。 

 計画の概要につきましては、配付資料のとおりでありますが、計画の詳細につきまして

は、本日午後、改めて県と労働局の連名でプレスリリースする予定でございますので、報

道機関の皆様には、事業計画の周知について御協力くださいますよう、お願いいたします。 

それから、ゴールデンウィーク中（4 月 26 日～5 月 7 日までの 12 日間）の観光地の入込

み状況について申し上げます。詳細は集計中でありますが、現時点では、概ね前年を上回

る状況となってございます。 

 ゴールデンウィーク後半に 5 連休があったことや、全体的に好天に恵まれたことなどに

加え、映画の公開、「3 月のライオン」ですね、に合わせたスタンプラリーの開催など各地



域で取組んだ観光誘客の効果が表れたことが、増加した要因と考えております。 

 なお、全体の観光客入込状況につきましては、まとまり次第、あらためて情報提供いた

しますので宜しくお願いいたします。 

 それでは、恒例となりました、祭りやイベントをご紹介します。 

 長井市の白つつじ公園では、本日から 31 日まで、「白つつじまつり」が開催されます。

園内には樹齢約 750 年の古木をはじめ、3,000 株の琉球白つつじが咲き誇り、まるで雪が降

り積もったかのような、純白の世界が広がります。また、期間中の 5 月 20 日には、「なが

い黒獅子まつり」が開催されます。長井市内にある神社の黒獅子が一堂に会して、勇壮な

舞を披露します。 

 それから酒田市では、5 月 19 日から 21 日まで「酒田まつり」が開催されます。日枝神

社（ひえじんじゃ）の例大祭として、1609 年から 400 年以上も休むことなく続いている大

変歴史のあるお祭りであります。大獅子（おおじし）や仔獅子（こじし）、傘鉾（かさほこ）

など約 50 台の山車行列（だしぎょうれつ）が行われるほか、高さ 20ｍの「立て山鉾（たて

やまぼこ）」も見どころであります。 

県民の皆様もぜひイベントやお祭りにお出かけいただき、お楽しみいただきたいというふ

うに思います。 

 

 それでは、私から発表が 1 点だけございます。 

 5 月 29 日から 6 月 4 日までの 7 日間、本県の医療・観光・農業などの産業振興や、もの

づくり分野におけるイノベーションの創出の先進地であります米国を訪問し、医療・産業

に関する調査を実施してまいります。 

 併せまして、在サンフランシスコ日本国総領事館において、山形県産品のトップセール

スと、観光 PR を実施してまいります。 

 まず、医療関係調査につきましては、県では、だれもが安心して長生きできる共生社会

の実現を目指し、山形大学への重粒子線がん治療施設の整備支援をはじめ、がん検診率向

上などの取組み等により「健康長寿日本一」の実現を目指しておりますので、その先進的

取組みとして世界的に有名なミネソタ州ロチェスター市を訪問し、調査を行うこととして

おります。 

 3 日目からは、医療関係と産業関係の 2 班に分かれて調査を行う予定としております。私

は、産業関係調査としてカリフォルニア州ナパバレーにおいて、今後の本県ワイン関連産

業の振興、更には、ワインツーリズムの参考とするため、調査を行うこととしております。 

 更に、本県ではイノベーションの創出やベンチャー企業の育成に取り組んでおりますの

で、今後の本県における事業展開の参考とするため、シリコンバレーを訪問し、イノベー

ション創出手法の調査を行うこととしております。 

 また、トップセールスとしまして、在サンフランシスコ日本国総領事館公邸におけるレ

セプションの中で、山形県産品と本県観光のプロモーションを行ってまいります。 



 レセプションには、政府関係者や輸入業、外食産業・観光・メディア関係者等を招待す

ることとしておりまして、県が誇る日本酒やつや姫などを味わっていただきながら、すぐ

れた県産品や観光について積極的に売り込んで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 

知事おはようございます。毎日新聞の深尾と申します。どうぞよろしくお願いします。

今日、代表質問二つあるのですが、まず 1 点が先日の 18 日の定例記者会見であったかと思

いますが、知事は今般、北朝鮮情勢にからんで、万が一の時点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たいというふうに表明されました。以降、およそ 3 週間経

過しまして、現在の進捗状況であったり、固まりました具体的な内容を教えていただけれ

ばと思います。 

 

知事 

はい。私は万が一の事態に備え、適切な避難行動などの訓練を実施することが重要であ

るとの思いから、4 月 18 日の会見の場で弾道ミサイル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いく旨を表明いたしました。その後、主な市町村への個別説明

のほか、市町村や消防本部が出席する危機管理主幹課長会議等で、全国瞬時警報システム

「J アラート」による、情報伝達や避難行動を説明し、訓練実施について検討を依頼しまし

た。 

訓練内容としましては、ミサイル発射情報の防災行政無線などによる住民への伝達や携

帯電話の緊急情報、エリアメールを見た地域住民などが頑丈な建物に避難することなどを

想定しておりますが、現在、比較的早期の実施が見込める市町村と県、そして国、内閣官

房および消防庁でありますが、その国において、具体的な内容を調整しているところであ

ります。 

北朝鮮によるミサイル発射という訓練想定が初めてでありますことや、参加する住民、

地域に混乱が生じないようにする必要がありますので、実施地域や時期、訓練の参加者な

どについて慎重に協議・調整を進めております。今後、地域住民のご理解をいただいた上

で、できるだけ早い時期に皆さまにお知らせをしたいというふうに考えております。 

 

記者 

ありがとうございます。確認ですけれども、その実施時期であったり、具体的な地域で

すね、今の段階でこのあたりでこのぐらいの規模感でというところはいただくことは可能

でしょうか。 

 



知事 

はい、ちょっと今、慎重にやっているということでありますので、もうちょっとだけお

待ちいただきたいと思います。はい。 

 

記者 

分かりました。質問の二つ目に移らせてもらいます。はしかの感染の件なんですけれど

も、最初のはしかの感染が確認されてからおよそ 2 か月が経過いたしました。先月 18 日に

は長井市さんのほうで終息を発表されたこともありました。県内の全体の現状であったり、

あるいは終息の見通しというのをお伺いしたいなと思っております。 

併せて長井市さんのときには、そのホテルの宿泊客のキャンセルが相次ぎ、経済的な打

撃があったという話もありました。県全域でそういった試算などがあれば伺えればなと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

 

知事 

はい。3 月 9 日に最初のはしかの患者を確認してから、これまでに 60 名の患者が発生を

しております。この間、国立感染症研究所の助言も受けつつ、県医師会や市町村などと情

報を共有して対応してきました。とともに、県民に対してホームページなどを活用して、

はしかの特性や感染時における留意事項などの正しい知識の周知に努めてきております。

また、県医薬品卸業協会等との連携によるワクチンの確保・接種により、拡大防止に取り

組んだ結果、4 月 18 日の発生以降は新たな患者は出ていないところであります。 

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、「はしか患者の最終

の発生から 4 週間経過しても、新たな患者が発生しないこと」をもって、終息宣言が行え

るものとされております。現時点においてその基準となる日は 5 月 16 日であります。早期

に終息できるようにしっかりと取り組んでまいります。 

はしかに関する経済的な影響でありますけれども、最初の患者が宿泊した施設で一定の

影響があったということは承知をしております。確かそのときの宿泊、飲食関係のキャン

セルで約 500 万円の損失というようなことがあったことは聞いておりますけれども、そう

いうことは承知をしております。 

また、先月の段階で主だった温泉旅館に確認をしましたところ、キャンセルが出ている

という情報は得ておりません。そういう状況でありますので、具体的な試算というところ

はちょっとないのかなと思います。 

 

記者 

ありがとうございました。幹事社から以上です。 

 

 



☆フリー質問 

記者 

河北新報の宮崎です。はしかの関連でちょっと教えていただきたいのですが、最初に発

症した方が泊まったホテルで 500 万円の損害が出ていると。このような感染症は、もらい

事故のようなもので、どこでも発生する可能性があると思われます。そういった場合、特

に今、県とか国全体が進めているインバウンドの施策が進めば進むほど、こういった発症

の可能性が高くなっていくと思うのですが、そういったときに損害を補てんするとか、そ

うのような制度というのは県として検討するのか、またそういったところ見込み、考えが

あれば教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

インバウンドのことですね。はい、厚生労働省にそういったことについて確認をしたの

ですけれども、現在のところ風評被害等にかかる施設への救済を行う制度はないものとい

うことであります。今後、東京オリンピック・パラリンピックを控え、グローバルな交流

が活発になる中におきまして、同様の事案が発生する可能性は否定できませんので、政府

や旅館、ホテルの関係団体等への働きかけを含め、どのような対応が可能であるかを考え

ていきたいというふうに思っております。 

 

記者 

あと別の話なのですけれど、先日、安倍総理大臣が憲法改正、9 条に自衛隊の存在を明記

することを含めた憲法改正の意欲を示しましたが、その改正について知事のご所感あれば

教えてください。 

 

知事 

はい。憲法というのは、わが国の法制度の根幹となるものであります。憲法にうたわれ

ている国民主権、基本的人権の尊重、平和主義といった、基本理念を大切にしながら、時

代の推移や社会情勢の変化なども踏まえつつ、さまざまな観点から憲法のあり方について、

国民的な議論を深めていくことが重要だというふうに考えております。もっともっと議論

が必要ではないかなというふうに思っております。 

 

記者 

憲法 9 条の改正について、知事ご自身の考えというのがあれば、改正すればいいのか、

それともそのままでしたほうがいいのか、その辺の知事ご自身のお考えお聞かせいただけ

ますか。 

 

 



知事 

そうですね、国家の防衛、安全保障というのは国を維持していく上で最も重要な国家機

能の一つだというふうに思っております。これらは県民の命や財産が守られ、県民が安心

して暮らしていく上で、本県にとっても大きな関わりがあるというふうに考えております。

憲法 9 条というのは本当に大事なところであります。 

ですが、これは、国民、県民にとって非常に重要なところだと思いますが、やはり私自

身の考えというよりも、国民がやはりどういうふうに考えているのかということをもっと

もっと議論を深めるということが大事ではないかと思っております。平和を希求するとい

いますか、平和を守るというのは、誰も反対しない、大事なところであると思っておりま

す。 

あと、国をどういうふうに守っていくかとか、誰が安全を守るのかというようなところ

が、やはり根幹になっていくのかなと思いますので、そのことに関してはしっかりと国民

全体で議論を深めて、憲法をどうするかということにしっかりとみんなが自分の思いとい

うのでしょうか、平和はもう全員が望むものでありますが、どうやってその平和を守って

いくのかというところでありますので、賛成とか反対とかいうことはちょっと差し控えた

いと思いますけれども、私自身も県を守るという、県民の安全を守るということは非常に

大事なことだと思っておりますので、9 条をどうしていくかということについて、より深い

議論というものを、広く深く議論をして国民が納得する形で進めていくべきではないかと

思っております。 

 

記者 

すみません、昨日、東北の知事でいえば、例えば岩手の達増知事はですね、安倍首相の

考えに反対、村井知事は賛成というような、一貫した意見を表明されたのですけれども、

知事ご自身は答え留保というか、反対も賛成もできないということなのでしょうか。考え

を言いたくないということなのですか。 

 

知事 

うーん。そうですね、言いたくないということではないけれども、そんなにはっきりと

賛成とか反対とか言わないで、県民の皆さんの議論を広めて深めてほしいなというふうに

思っております。一部賛成だったりもしますし、全部賛成とか全部反対というようなこと

ではないということだけは申し上げたいと思います。 

 

記者 

NHK の池川です。ちょっと話題が変わりまして、昨日の韓国の大統領選挙で文在寅（ム

ン・ジェイン）氏が先ほど第 19 代大統領に就任されたということなんですけれども、これ

に対する知事の所感と、山形県と韓国のつながり今後どうしていきたいのか、何かござい



ましたらお願いします。 

 

知事 

はい、そうですね、海を挟んで一番近い国というところでありますので、私もちょっと

注視をしていたところであります。韓国は本県に在住する外国人のうち、中国に次いで 2

番目に多い、本県にとりましても関係の深い隣国だというふうに考えています。 

これまでも経済分野を中心に交流を進めており、昨年の 9 月には大韓航空が庄内空港に

10 年ぶりとなるチャーター便を運航しました。そのほか韓国からの旅行者も台湾、中国本

土に次いで 3 番目に多く、かつ、前年と比べても大幅に増加をしております。さらには酒

田港と釜山港とのあいだに週 4 便の定期コンテナ航路が就航するなど、大変結びつきを深

めているところであります。 

県としましては、新政権となってもこうした関わりということを大事にして、現地に配

置している戦略的情報発信員、韓国の女性の方であります。それから観光コーディネータ

ーと経済貿易コーディネーターもお願いをしておりますので、そういう方たちと連携しな

がら、引き続き、なお一層韓国との交流に努めていきたいというふうに思っております。 

政府においては、「韓国は戦略的利益を有する最も重要な隣国である」との認識を示され

ておりますので、良好な日韓関係を構築していただきたいというふうに思っています。 

この新しい文在寅さんが、今日からですかね、代表になられるわけでありますけれども、

どういうふうに日本との関係を築かれていくのか、注視をしていきたいと思っています。

将来に向けて友好を深める方向になってほしいなと、日本と韓国双方にですね、それを望

みたいなと思っています。 

それとは別に、民間交流とか経済交流はしっかりやっていきたいというふうに思ってい

ます。 

 

記者 

前の大統領、朴槿恵（パク・クネ）氏がこのような形で罷免されるという、いわゆる政

治の混乱がですね、日韓関係に今のところいい影響はなかったのではないかという話もあ

りますけれども、知事、これまでのその日韓関係に至るまでの経緯も踏まえてですね、ど

ういうふうに受け止めていらっしゃいましたでしょうか。 

 

知事 

そうですね。シンボルとなるのがあの少女像ですかね。そういったこともありましたし、

過去も大事でありますけれども、過去と現在つながっていますけれども、でも若者の声な

どもテレビでちょっと、ニュースで聞いたのですけれども、やっぱり日本との関係を良く

してもらいたいという声も出ておりました。 

将来に向けて、どうしてもっと友好的に関係を築けないものなのかなと、ちょっとわた



くし的には残念に思っておりました。ぜひそういう方向で進んでもらいたいなというふう

に思っています。 

 

記者 

時事通信の梅崎です。よろしくお願いします。 

今の関連で、文在寅氏は北朝鮮に対する対応としてですね、朴槿恵氏よりも少し融和す

るような方向に寄っていくのではないかということを聞いているのですけれども、北朝鮮

情勢の絡みですと、山形県としてはミサイルの飛来の危機など、先ほどの質問にもありま

したけれども、そういったところではどういうふうに捉えていらっしゃいますでしょうか。 

 

知事 

そうですね、そういう報道も承知しておりますが、実際にどういうふうな政策を、姿勢

を出していかれるのかということを注目していきたいと思いますし、北朝鮮という国がで

すね、国際的な声を無視してですね、こういうミサイルなども発射するわけでありますの

で、常識が案外通じないと言いますか、なかなか大変な国ではないかなと思っております。 

私としては、日本海側の県として、ミサイルが発射されたというようなことになります

と、いつも「漁船、大丈夫かな。」とかいうことが 1 番早く思い浮かべるわけでありますの

で、アメリカは中国に対してもっと影響力をというようなこともおっしゃっておられます

けれども、やはり国際的な協力のもとで、少しでも北朝鮮のその動きというものを抑えら

れればいいなというふうにも思っているところです。 

この文在寅氏がどういうふうに働きかけをされるのかということはまださっぱりわかり

ませんので、そのことを注視していく。そして国同士で連携して、平和な方向に持って行

っていただきたいというふうに私は切に願うところなのでありますけれども、それ以上の

ことはちょっと今申し上げられないかなと思いますが、今の質問、何を聞かれたのかなと

思うのですが、文在寅さんの北朝鮮への対応についてどう思うかということでしたか。 

 

記者 

すみません、どちらかと言うと融和的なのではないかというふうな見方が多い中で、県

としては、北朝鮮との絡みでは、ミサイルの飛来ということが 1 番の懸案事項かと思うの

ですけれども、その危機というのは、文氏が大統領に就任したことによって高まるという

か、どういうふうに見ていらっしゃるのでしょうか。高まる、あるいは解消に向かうので

はないか、とか。 

 

知事 

ちょっとわからないと思います。そういう影響がプラスの影響が出てくればいいなとは

思うのですけれども、先ほど申し上げたように、北朝鮮という国がよくわからないところ



でありますので、国際的にもどこの国も大変困っている状況にあるというふうに思います

ので、文在寅さんが大統領に就任して、どういうふうになっていくのかということについ

ては、今のところはちょっとまだわからないなという返事しかできないと思います。 

良い方向に向かってほしいなというその思いはあるのですけれども、そういうことが通

じる国なのかどうかという疑問もありますので、よくわからないというお答えしか、ちょ

っとできないところです。 

 

記者 

山形新聞の田中です。 

先ほどの憲法改正に関連して 1 点お聞きしたいのですが、知事、先ほど、大いに県民、

国民の議論が深まり、広がればいいと思うというお話をされました。 

ということは、憲法改正についての国民議論がもっと喚起されるべきだというご認識な

のかということが 1 点と、安倍首相がこの間、読売新聞のインタビューに答えるというよ

うな形で 2020 年までにということがあったり、このタイミングで安倍首相の発言されてい

る件について、知事自身が議論がもっと喚起されるべきだと思われるその根拠というか、

背景というかですね、例えばその憲法制定から 70 年が経過しているとか、実際生活、社会

にそぐわなくなってきているとか、様々その憲法改正議論が喚起されるべきだと思う理由

があるかと思うのですけれども、知事ご自身が喚起されるべきだと思われるその要因とか

背景は、どんなものがあるのだというふうにお考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、2020 年という明確な時期を示されたというふうにお聞きをしておりますけ

れども、あれは自民党の総裁としてのお考えだというようなことを中枢の方もおっしゃっ

ておられますけれども、それは安倍首相の改正に対する意気込みなのだろうなというふう

に私は受け止めているところです。 

それで、最初に戻りますけれども、憲法というのは、法制度のひとつの、国の法制度の

根幹となるものでありますので、やっぱり慎重に、しっかりと議論した上で考えるべきだ

ろうと思っております。 

改正してはいけないというようなことではなく、しっかりと社会情勢の変化、時代の推

移といったこともあります。具体的に言ってしまえば、北朝鮮のことでありますとかです

ね、国際情勢というようなこともあろうかと思います。しっかり国を守りたいというお考

えなのだろうというふうにも私は思っているところです。 

ですが、やはりもっともっと広く深く、法制度の根幹でありますので、もっともっと議

論はした上で、というのがよろしいのではないかなというところであります。 

 

 



記者 

すみません、その読売新聞ですけれども、藤井といいます。よろしくお願いします。 

その憲法の部分でですね、先ほどもありましたが、県民の人にももっと議論をしてほし

いというところでおっしゃっていました。 

知事が、本県にも関わるような部分で、ここをもっとこうしたほうがいいとかという部

分ですとか、もしくは、県民がその議論をしていくに当たって、ここがポイントだという

ようなところがあればですね、参議院選挙の定数、一票の格差のこととかもあろうかと思

いますけれども、知事を参議院議員にするとかですね、そういういろんな意見はあります

けど、参議院選挙を地域代表制にするとかというのを盛り込むとかですね、ありますけれ

ども、そういう本県の県民が特に考えるべき、議論すべき点はどういうところだというふ

うにお考えなのかということを、ぜひ、県民が議論していく上での論点を示してもらえれ

ばと思います。 

 

知事 

論点はやはり、憲法 9 条が第 1 番目に来るのではないかなと思っております。そして、

二つ目には、今、記者さんがおっしゃいましたけれども、地方自治、地方創生という言葉

は新しいのですけれども、私は、過疎化していくから人口を第一に考えての選挙というこ

とではなくですね、国というのは国土と国民の二つから成っていると思っていますので、

むしろ地方を発展させるためにもですね、逆に地域の代表というものをしっかり出して、

衆議院は国民の数という、人口割りでもいいのですけれども、参議院は地域の代表という

ことで、地方の声をしっかり出せるような仕組みにしていくべきではないかと思っていま

すので、そういった制度について議論をしてもらいたいと思いますし、最近では、高等教

育の無償化というようなことも出ているようでありますので、それは私は前から賛成とい

うことであります。貧困の連鎖をストップする上でも、教育というのは非常に大事だと思

っております。 

どのような環境に生まれ育っても教育を受けることができると、望む者にはですね、そ

ういった社会になってほしいなと思っておりますので、今浮かぶのは、この 3 点ぐらいは

議論してもらえればと思います。 

 

記者 

産経新聞の柏崎と申します。 

今、いろんな記者の方が、憲法改正について触れたのですが、知事のお考えとしては、

議論を深めてほしいというお話をされていたと思うのですが、例えば山形県には 110 何万

人の人口がいて、この県民の人たちの意見を吸い上げる場を作るお考えはないのでしょう

か。その、つまり、知事は議論を深めたいとおっしゃっていますから、現実に具体的な場

としてですね、例えばこういう考えを県民から吸い上げたり、場を設けたり、そういうお



考えはないでしょうか。 

 

知事 

そうですね、今、正直言いまして、具体的には、県としてというのは、考えておりませ

ん。と言いますのは、やっぱりそれは国の役割だろうと私は思っておりますので。 

協力というのはもちろんするわけなのでありますけれども、県は県として、条例とかい

ろんなものがたくさんあって、それを県民の皆さんに周知したいというのもたくさんあり

ますので。 

 

記者 

それは国が中心となって、山形県だけではなく、北海道から沖縄まで、全国に対しても

っと議論を深めてほしいということですか。 

 

知事 

そうですね。 

 

記者 

そういうお話でよろしいしょうか。 

 

知事 

はい、そうです。 

 

記者 

はい。ありがとうございます。 

 

知事 

はい。 

 

 

 

 


