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平成29年5月16日（火）知事記者会見 

 

知事 

 皆様、おはようございます。 

 桜の季節が終わったと思ったら、あっという間に山々は新緑の色に染まってしまいまし

た。県内各地では、田植えや田植えの作業が始まっているところであります。 

 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。 

 米沢市の「伝国の杜 米沢市上杉博物館」では、6 月 18 日まで「戦国時代展」を開催して

おります。 

 この企画展は、これまで、東京、京都を会場に開催してきましたが、今回の米沢会場が

最終の展示となります。戦国時代の貴重な歴史資料や各地の美術工芸品を見ることができ

る、またとない機会でありますので、皆様、ぜひ足をお運びください。 

 それから、鶴岡市では、5 月 24 日から 26 日に「鶴岡天神祭」が開催されます。学問の

神様といわれる菅原道真公を祀る鶴岡天満宮のお祭りで、通称「化けものまつり」と呼ば

れております。25 日は「天神祭パレード」が行われ、当日は派手な花模様の長襦袢（なが

じゅばん）に帯を締めて、手ぬぐいと編み笠で顔を隠した「化けもの」が、徳利と盃を手

に、祭りを見物している人たちに無言で酒を振舞います。私も行ったことがありますけれ

ども、お酒だけではなくて飴とかお菓子も振舞っておりました。様々な化けものが市内中

心部を練り歩き街中が祭り一色に染まります。祭り一色に賑わいます。 

県民の皆様も、ぜひお出かけいただき、お楽しみいただければと思っております。 

 

では私から発表が 1 点だけございます。 

14 日の日曜日に、北朝鮮がミサイルを発射しました。県におきましては、職員が直ちに

出勤しまして、関係情報の収集などにあたり、本県関係漁業漁船等の安全を確認したとこ

ろであります。 

弾道ミサイルの度重なる発射を踏まえ、万が一の事態を想定した住民避難訓練について、

内閣官房と消防庁、県、市町村、酒田市でありますけども、及び地元関係者の協議を進め

てまいりましたが、このたび、6 月 9 日金曜日に、酒田市西荒瀬（にしあらせ）地区におい

て行うことに決定をしましたので、お知らせするものであります。 

なお、訓練の想定や開始時間、参加者など細部につきましては、引き続き調整中であり

ますので、後日、あらためてお知らせをいたします。よろしくお願いしたいと思います。

私からは以上です。 
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☆ 代表質問 

記者 

 代表質問させていただきます幹事社の産経新聞と申します。 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックまでもうすぐ 3 年ということですが、世界

の人たちに、この山形県を知ってもらうための施策として何かあれば教えていただきたい。 

 

知事 

 はい。2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けましては、今後、一層、

我が国への外国人観光客が増加していくということが見込まれております。海外での山形

県の認知度向上を図り、外国人観光客を本県へ呼び込むために、現在、海外に向けた情報

発信やプロモーションの取組みを強化しているところであります。 

 具体的には、本県の強みであります雪の魅力や精神文化などの観光資源を磨き上げ、海

外の旅行会社と連携した現地での宣伝活動や、海外への情報発信効果が期待できる首都圏

の留学生等を対象としたモニターツアーを実施するほか、仙台空港とのタイアップによる

就航地でのプロモーション、東北 6 県合同による航空会社・旅行会社の招請など関係機関

と連携した取組みも実施しております。 

 また、主たる開催地であります東京都とも連携し、東京から東北へのモデルルート体験

のメディア招請を行いますとともに、パンフレット作成やホームページの開設など共同で

の PR も実施しているところです。 

 さらに本県では、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、

山形県の魅力発信や交流人口の拡大による地域活性化を図るため、県内市町村のホストタ

ウン登録を推進しております。 

 現在、政府では第 3 次登録まで終了し、全国での登録数は、186 団体、63 か国となって

おります。 

 このうち山形県では、7 つの市と山形県が 10 か国を相手国として登録をしており、登録

団体数は全国第 3 位、相手国数では全国第 1 位となっているところであります。 

 特に、ホストタウンに登録している村山市では、本年 3 月にブルガリア新体操チームと

事前キャンプ協定を締結し、県内では初めてとなる事前キャンプが決定いたしました。 

 本年 6 月には、村山市で東京オリンピックに向けた事前キャンプを予定しておりまして、

地元住民との交流などをきっかけに、村山市や山形県の魅力をブルガリアへ発信する絶好

の機会と捉えております。 

 なお、現在、第 4 次登録申請を受け付けております。5 月 10 日の市町村長会議でも積極

的なホストタウン登録を検討いただくように呼びかけたところであります。 

 県としましても、相手国のオリンピック委員会や競技団体に私の親書、知事の親書とい

うものを発出するなど、県内で 1 つでも多くの事前キャンプが実施されるように、市町村

と協力連携して誘致活動を行っております。 
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記者 

 県と市町村が行うものは事前キャンプという形になるということでよろしいでしょうか。 

 

知事 

 そうですね。はい。ホストタウン、事前キャンプ誘致ということです。 

記者 

 わかりました。もう 1 点よろしいでしょうか。 

確か、明日で、はしかが発生して 2 か月が経過したことになるのですけれども、その後

の経過としていかがかというのを教えてほしいのですが。 

 

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、60 名の患者が発生をしておりま

す。県民の皆様には大変ご心配をおかけしておりますけれども、4 月 18 日の発生以降は新

たな患者は出ていない状況でございます。 

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、「麻疹患者の最終

の発生から 4 週間経過しても、新たな麻疹患者が発生をしないこと」で終息の判断ができ

るとされております。 

本日でちょうど 4 週間でございます。このまま推移すれば、17 日午前 0 時をもって終息

を宣言できるということになりますので、明朝にはお伝えできるものと考えております。 

今、宣言したいところでありますけれども、あと、10 何時間ちょっと時間がございますの

で、まだ宣言できないことが残念でございますけれども、報道各社の皆様には、正しい情

報の周知、普及等にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

また、県民の皆様には、ご理解とご協力のもと、終息に向けた取組みを進めることがで

きましたことに感謝を申し上げたいと思っております。 

早く 0 時になってですね、終息宣言できるといいなと思っております。 

 

記者 

ありがとうございました。幹事社の代表質問はこれで終わりますが、よろしいですか。 

 

☆ フリー質問 

記者 

共同通信の神戸と申します。よろしくお願いいたします。 

冒頭ですね、北朝鮮の弾道ミサイルの関連で、訓練を実施するという発表がございまし

たけれども、もともとですね、県内各市町村に対して呼びかけを行っていたところかなと

思うのですが、今回、酒田市に選定をされた理由と、あと、詳細はこれから詰めるという

ことなのですけれども、内容とか、規模感とか、どれくらいのものを想定されているかと
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いうのを伺えますでしょうか。 

 

知事 

はい。複数の市町村に対して検討をお願いした中で、比較的早期の実施が見込めるとの

回答をいただいたのが酒田市でございます。そういうことがありまして、先行して協議を

進めてまいりました。 

また、酒田市などの訓練を参考に、他の市町村におきましても訓練が実施され、県民の

皆様のミサイル発射時の適切な避難行動への理解が深まることを期待しております。 

内容とか規模感というお話でありますけれども、そうですね、秋田県男鹿市の訓練では、

ミサイル発射情報が市の防災行政無線等によって住民に伝達され、それを受けた住民が公

民館等への避難行動を行いました。 

秋田県での訓練をベースに、酒田市西荒瀬地区の皆様に有意義な訓練となるように、現

在、国と県、酒田市、及び地元関係者で調整を進めているところでございます。 

参加者数ということになりますと、今後参加していただける方を募集していくというこ

とになりますけれども、200 名程度を想定しております。秋田は 120 名前後だったという

ふうに聞いているところでございますが、今回は 200 名程度を想定しているところです。 

 

記者 

知事、おはようございます。朝日新聞の前川でございます。 

今のミサイルについてもう 1 点、意味と狙いを教えていただきたいのですが、もちろん

北朝鮮の度重なる弾道ミサイル発射及び核実験への意欲はですね、北東アジアの安全保障

環境を無用に緊張させる許すまじき行為で、今朝がたも国連安保理が非難決議を採択（補

足：正しくは「報道声明を発表」）しました。 

とは言え、これは外交の一環とも言え、韓国政府は政権交代し、北朝鮮への対話姿勢を

重視しております。それで、彼らはミサイルと呼んでおらず、あくまで人工衛星だとか飛

翔体だとかいう発言をしております。 

それを、まるでミサイルで攻撃を受けたかということを想定して地元で訓練することは、

逆に北朝鮮を刺激すると言いますか、安全保障環境をまた一段と乱すというふうにも感じ

るのですけども、今回、山形で避難訓練ではなくて住民避難訓練を、ミサイルが来るとい

うことを想定してやる理由と狙いをもう一度お願いできますでしょうか。 

 

知事 

はい。韓国で、新しい大統領が、対話姿勢というようなことを申し上げたその後も、ま

た、新型なるものを打ち上げたようでありまして、今後どうなるかわからないというのが

実際のところだと思っております。 

それで、実際、日本海に落下しておりますし、今回は排他的経済水域の外だったかもし
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れませんが、秋田の沖のほうに着弾というか、落下したこともあるわけでありますので、

秋田と山形、隣でありますので、その区別などというものはあまりつかないと言いますか

ですね、日本海側の県として、やはりうちの漁船に当たったらどうしようとかですね、常

に心配なわけであります。「今から打ち上げるぞ」と言って打ち上げるわけでもありません

し、いつどうなるかわからないというものでありますので、漁船や実習船、調査船という

ものもございますので、そういったことの訓練というのは、私は非常に大事なことだと思

ってまいりました。 

併せまして、それが対岸である日本の領地にも落下する可能性がないとは言えないとい

うふうに、最悪のことを想定して避難訓練をするというのは、自然災害に対しても同じで

ありますし、私は訓練してプラスになることはあってもマイナスになることはない、訓練

こそ最大の防備だというふうに思っておりますので、県民の皆さんの安全・安心を考えた

場合に、できる限りのそういった備えをしておくことが大事ではないかと思っているとこ

ろでございます。 

 

記者 

すみません、今のもう 1 回確認で、冒頭、内閣官房等とも協議したとおっしゃっていま

すけど、国はどういうふうに捉えて今回山形県でというふうな調整になったのでしょうか。 

 

知事 

はい。隣県の秋田県は、秋田県の沖に 1 回落下しておりますので、それは内閣とか消防

庁のほうから避難訓練ということになったというふうに聞いておりますが、今回の場合は

本県のほうから申し上げて、訓練ということになりました。あちらからということではな

く自発的に、山形県として避難訓練をしたいということを申し上げてですね、こういうこ

とになったというふうに、それで間違いないですね。はい。 

 

記者 

ということは、この開催費用とか、そういうのは全部、山形県が負担するということに

なるのでしょうか。 

 

知事 

費用についてはどうでしょうか。はい。 

 

危機管理監 

はい。危機管理監の佐藤でございます。 

費用につきましては、国の経費でということで打ち合わせをしているところでございま

す。 
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知事 

よろしいですか。 

 

 

記者 

はい。ありがとうございます。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

日経新聞です。訓練についてもう 1 つお願いします。 

これは、秋田県男鹿市に続いて全国 2 例目の実施になるということでしょうか。山形県

での訓練は。 

 

知事 

そのように承知をしておりますが、ちょっと確認したいと思います。はい。 

 

危機管理監 

はい、他の自治体での実施ということでは、特段、お聞きしていない状況でございます

ので、本県が 2 例目等になるのかどうかについても、そこは、国のほうに確認してみない

とわからない状況でございます。ただ、他の都道府県で実施するという話もまだ正式には

お聞きしていない、そういった状況でございます。 

 

知事 

後で確認してお知らせするということでいいですかね。2 例目なのかどうか。はい。 

 

記者 

NHK の池川です。今のお話のまた関連なのですけれども、国のほうで費用を負担する一

方で、これは、主催は、国が主催ということですか、それとも山形県が主催するというこ

とですか。 

 

知事 

これは、どうですか。共催ではないのですか、主催なのですか。ちょっと担当から。私

は共催かなと思っておりましたけれども。 

 



7 

 

危機管理監 

国と県、市町村の共催で実施いたします。 

 

記者 

となると、国が関わるということは、国の担当の方も参加しての訓練ということになる

ということですか。 

 

知事 

はい、もちろんそういうことになると思います。 

 

記者 

知事もあれですか。今回の訓練に関しては何か、参加される予定はあるのでしょうか。 

 

知事 

そこまでちょっと調整中と聞いているので、私自身が参加するのかどうかまではちょっ

と確認をしていないところです。 

 

記者 

YTS の佐藤です。お願いします。 

今の訓練の関連なのですが、酒田市を参考に他の市町村でもとおっしゃったと思うので

すが、実際あとどれくらいの市町で想定されていらっしゃるのでしょうか。日本海側とい

う理解でよろしいのでしょうか。 

 

知事 

他の市町村についてですか。 

今のところ、予定はちょっと私には届いていないところでありますけれども、聞いてみ

たいと思います。 

 

危機管理監 

県内の市町村等にご説明をさせていただいております。その中で、2、3 の市町村からは、

再度の問い合わせがきている状況でございますが、具体的にここでというお話まで進んで

いるところは、今知事から発表していただきました酒田市でございまして、その他につい

ては、具体的なところは今後検討していく、検討していただいている最中だということで

ございます。 
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知事 

よろしいですか。はい。 

 

記者 

時事通信の梅崎です。ミサイルの関連で 2 点なのですけれども、国のほうも参加すると

いうことだったのですが、具体的に国のどこか、教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

はい。内閣官房と、消防庁と聞いていますけれども、また、担当から確認したいと思い

ます。 

 

危機管理監 

内閣官房の事態対処・国民保護担当でございます。それから、消防庁につきましては、

消防庁第一情報連絡室というところが所管しております。 

 

記者 

わかりました。あと、秋田県と同じような想定でということだったのですけれども、排

他的経済水域内に着弾したという想定で、ミサイルは結構早朝に発射されることが多いで

すけれども、他の訓練も午前中でしたけれども、そのあたりも、排他的経済水域内で午前

中にやるというような想定でいらっしゃるのでしょうか。 

 

知事 

開始時期といったことや、また、今おっしゃったような細部につきましては、引き続き

調整中ということでございますので、決まり次第ですね、皆様にお知らせすることになる

と思います。 

 

記者 

わかりました。領海内かどうかというところも。 

 

知事 

そこは、そこも調整中ですか。それも調整中だそうであります。はい。 

 

記者 

すいません。今の訓練の観点で、1 点確認と、1 点教えていただきたいこと。 

確認というのは、先ほど YTS さんがお聞きしたところで、第 2 弾、第 3 弾の訓練をやる

のかどうかというところだったのですが、知事、最初に酒田の例を参考に他の市町村にそ
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ういったノウハウが広がればいいなというお話をなされて、危機管理監が 2、3 他にも照会

を受けているということなのですけれども、酒田市だけではなく、第 2 回目の訓練、第 3

回目の訓練をやるという考えで今進めておられるのかどうか、まずは教えていただきたい

なと思います。 

 

知事 

そうですね、酒田市の訓練を参考にして、訓練が実施されるということが望ましいと思

っておりますけれども、何と言いましても、避難行動への理解が深まる、注意喚起といっ

たことが、県民の皆さんに広く広まっていけばいいなというふうに思っております。ただ、

いたずらにね、混乱に陥るようなことは、こういうことをやるから今まさに戦争が始まろ

うとしているのだというような、そういう不安をあおるような事態にまでは発展しないほ

うがいいなというふうに思っております。はい。 

 

記者 

ありがとうございます。もう 1 点教えていただきたいのが訓練。詳細はこれから詰めて

おられるということですけれども、この訓練によって確認したいこと、例えば、J アラート

が防災行政無線から発信されてどのくらいで避難行動が終わるのかとかですね、それから

住民の方々が普段から違う場所に、例えば、酒田であれば津波を想定した避難場所と違う

場所に避難するという、もっと頑丈な建物に避難するのだ、違い場所に行くんだよという

ことをきちんと認識してもらうとか、訓練をやるからには検証をしたいこと、確認したい

ことってあるかと思うのですけれども、今回のその訓練によって、どういった点を確認し

て今後に活かされようとお考えなのか教えていただきたいと思います。 

 

知事 

はい。やはり何と言いましても、安全・安心が大事でありますので、しっかりと住民に

伝達されるということが 1 つ、もう 1 つは伝達を受けた住民の皆さんが、頑丈な建物、地

区であれば公民館などへ避難するというような、この 2 点がしっかりと確認すべきポイン

トだろうというふうに思っています。 

 

記者 

すいません、読売の藤井です。ちょっとその関連でと言いますか、そもそもの部分にな

ってしまうかもしれないのですけれども、今回、その想定自体も、どういう想定でやるか

というのもこれからということなのですか。 

 

知事 

そうですね。 
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記者 

それ次第にはなってしまうと思うのですが、実際にそういった避難を住民の方々にして

いただくというのは、どのくらいで、例えば、領海内に着弾することが想定されたら避難

させるとか、地上に落ちそうだということで避難させるとか、どういった状況だと避難さ

せるというふうにお考えなのかなというをお伺いしたいのですが。避難を要請するという。 

 

知事 

そういった想定内容はですね、まさに今調整中だと。 

 

記者 

避難訓練の内容でなくて、実際に、いざミサイルが発射されて、どのあたりに落ちると

いうことになったら、避難訓練通りに避難してくださいということにされるということな

のかなと。 

 

知事 

それについてはちょっと危機管理監から答えてもらいたいと思います。 

 

危機管理監 

はい、具体的に避難の開始ということでは、国の全国緊急警報システム、通称「J アラー

ト」といわれているものが作動した段階で、避難を開始をしていただくということになろ

うかと思います。 

 

知事 

よろしいですか。はい。 

 

記者 

すみません、ちょっと全然別の話題で一点よろしいでしょうか。 

 

知事 

別の、はい。分かりました。 

 

記者 

先週、政府の経済財政諮問会議と財政制度等審議会で、地方自治体の基金の残高が 21 兆

円くらいまで積み上がっているというとことが問視されていまして、こういった問題に関

して高市総務相なんかは、全国の自治体に実態調査を求めているというふうに聞いていま

す。山形県の基金の運用の実態と、あと今回の政府の動きに対する知事の受け止めをお聞
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かせ願えますでしょうか。 

 

知事 

はい、今おっしゃいましたけれども、5 月 11 日の経済財政諮問会議において、民間の議

員から地方自治体の基金残高が過大に積み上がっているのではないかとの提言がなされた

と聞いております。 

これを受けて高市総務大臣は、「地方自治体は財政支出の、支出の節減等に努めながら

地域の実情に応じて基金を積み立てており、基金の増加傾向を理由に地方財源を削減する

ことは適当ではない」との考え方を示されたということでありまして、本県としても同様

の見解でございます。 

なお、本県について申し上げますと、基金残高が過大に積み上がっている状況にはない

ものと認識をしております。 

一方で、地方における各種基金の実態の把握・分析を行うようにと、安倍首相から高市

総務大臣に対して指示があったというふうに伺っておりますが、現時点で総務相から本県

に対しての実態把握等の指示はございませんので、まずは今後の動向を注視してまいりた

いと考えております。実態、基金残高の具体の数字もということでしょうか。 

 

記者 

お願いしてもいいですか。 

 

知事 

はい。本県の基金残高の状況を申し上げますと、2005 年、平成 17 年度の末の基金残高

は 329 億円でありました。これに対して 2015 年度、平成 27 年度の末の基金残高は 434 億

円となっております。 

このうち特定目的基金を除いた使途の限定されない、いわゆる調整基金の残高について

申し上げますと、2005 年度、平成 17 年度末の残高は 243 億円。2015 年度、平成 27 年度

の末の残高は 311 億円となってございます。 

なお、調整基金の足下の、足元の状況を申し上げますと、平成 28 年度末残高見込みが 238

億円。ここから平成 29 年度、今年度の当初予算で 122 億円を取り崩すこととしております

ので、平成 29 年度末残高は 116 億円となる見込みでございまして、基金残高が過大に積み

上がっている状況にはないものと考えております。 

記者（時事通信：梅崎） 

分かりました。こうした問題に関連して財務省は赤字国債の発行を抑さえたいとして、

基金残高に応じて地方交付税の額を調整することを検討していると聞いてるんですけれど

も、こうした政府の動き、地方自治体全体に対する政府の動きに関しての知事のお考えを

お聞かせ願えますでしょうか。 
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知事 

そうですね、全都道府県の内情を知っているわけではございませんけれども、だいたい

地方はわが県と同様の傾向にあるというようなことは担当のほうから聞いたことがござい

ますので、平成 27 年度末の残高よりも、28 年度、29 年度というところになると、減少し

ているところが多いのではないかと思われますので、決して過大に積み上がっている状況

ではないのではないかというふうに私は思っておりますので、そこに何かこう、過大に積

み上がった何かがあるというようなお考えで取り組まれると、ちょっと現状と違うのでは

ないかなというふうに思っております。はい。 

 

記者 

すみません、一点だけ。自民党さんの新しい県連会長決まりましたけれども、これから

のおつきあいですとか、もしくは向こう側に期待されることなど、感想なり、ご所感なり

いただければ幸いです。よろしくお願いします。 

 

知事 

はい。そうですね、自由民主党山形県連大会に私も出席しましたけれども、あの後、新

体制が発足したということをお聞きをしております。 

昨日、新しい県連会長さんと幹事長のお二人がごあいさつにみえられまして、そのとき

に私は「ご就任おめでとうございます」ということと、それから「若い力を大いに発揮し

て、山形県のためにがんばっていただきたい」というところを申し上げたところでござい

ますので、それは私の気持ちでございます。 

 

記者 

すみません、話題はまた違って TPP のことで一点教えていただきたいと思います。今、

米国抜きで TPP またリスタートしようというふうな動きになっております。知事ご自身

TPP に関しては慎重なコンセンサスをというような、慎重なお考えでこれまではこられた

かとは思いますが、その米国抜きの TPP の動きをどのようなお気持ちで見つめておられる

のか、そういった動きに関してはどのようにお感じになっておられますかね。 

 

知事 

そうですね。どういうふうになっていくのかなという思いで、動向を注視していきたい

というふうに思っております。米国との二国間交渉がどうなっていくのかという大きな懸

念もありますし、また、そのほかの道として TPP が日本にとってどういう国益があるのか、

ないのか、そこを米国抜きで TPP をやって、どういう国益がもたされるのか、山形県にと

ってどういうふうになっていくのかということをしっかりと考えていかなければいけない

なという思いで注視をしてまいりたいと思っております。 
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正直ちょっと、進むのかなという心配もありますけれども、それ以上に、最近は中国の

一帯一路構想ですか、あちらのほうもまたクローズアップされてきたなと思います。世界

は本当にいろいろな動きがありますので、その中で日本として国益を守るというようなこ

とでしっかり取り組んでいただきたいという思い、また、山形県にとってどういう影響が

あるのかということについては、しっかりと見極めたり見通したりしていかなければいけ

ないという思いで見ているところであります。 

 

 


