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平成 29 年 7 月 19 日知事記者会見 

 

知事 

 皆さん、おはようございます。 

 大変夏らしくなってまいりました。全国的にも熱中症で救急搬送される方が多くなって

きているのですけれども、本県におきましても熱中症になる方が急増しております。先日

は、お一人の方が熱中症によってお亡くなりになりました。心からお悔やみを申し上げた

いと思います。 

 これからますます気温が高くなっていくと思われますので、熱中症には十分注意をして

いただきたいと思います。特に、暑さを感じにくいご高齢の方、また体温調整機能が発達

していない小さいお子さんには注意が必要です。 

 こまめな水分補給、またエアコンの使用による適切な温度管理、屋外では帽子などで日

光をさえぎるなど、くれぐれも熱中症予防に努めてくださいますようお願いいたします。 

 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。 

 山形市山寺では、7 月 22 日から 8 月 19 日まで「宝珠山（ほうじゅさん）ライトアップ・

光のロード」が行われます。五大堂（ごだいどう）や開山堂（かいざんどう）、納経堂（の

うきょうどう）、釈迦堂（しゃかどう）がライトアップされ、山肌に浮かびあがる幻想的な

雰囲気を楽しむことができます。 

 また、このイベントは秋の紅葉の時期にも行われます。 

 それから大蔵村の肘折温泉では、7 月 22 日から 9 月 18 日まで「ひじおりの灯（ひ）」が

行われます。温泉街の旅館や商店を会場に、若手アーティスト、芸術家が描いた美しい灯

籠（とうろう）を点灯します。くらしや湯治文化がさまざまに描かれた「肘折物語」が、

温泉街をロマンチックに彩ります。 

 それから、日本三熊野に数えられている、南陽市の熊野大社では、7 月 24 日から 25 日

まで「熊野大社例大祭」が行われます。祭りの期間中には「獅子（しし）ばよい」「梵天（ぼ

んてん）ばよい」といった神事が行われます。 

 ご家族やご友人と是非お出かけいただき、楽しい夏のひと時をお過ごしになってはいか

がでしょうか。 

 

 私から 2 つ発表がございます。 

 1 つは「香港トップセールス事業」への私の参加について申し上げます。 

 7 月の 20 日から 22 日までの 3 日間、東北観光推進機構が主催する「香港トップセール

ス事業」に、東北 6 県、新潟県、仙台市、関係団体とともに参加してまいります。 

 この事業につきましては、東北の官民トップが一体となって香港を訪問し、東日本大震

災の東北支援への感謝の意を表するとともに、香港政府や航空会社、観光・旅行団体等と

の懇談・交流を通した双方向交流の更なる拡大を図ることを目的に実施するものでありま



2 

 

す。 

 また、今回の香港訪問に合わせまして、山形日本香港協会や香港山形県人会の皆様と、

今後の交流拡大について意見交換を行うとともに、現地で山形県の情報発信や観光誘客に

ご尽力をいただいている 4 人の方に「やまがた特命観光・つや姫大使」を委嘱しまして、

より一層の取組みへのご協力をお願いしてまいります。 

 香港は、観光誘客や県産品輸出等で、山形県国際戦略の重点地域に位置付けている市場

であります。山形県と香港とのつながりを一層深め、相互交流の拡大に努めてまいりたい

と考えております。 

 それからもう 1 点は、「〝明るいやまがた〟夏の安全県民運動」について申し上げます。 

 今月 21 日から 8 月 20 日までの 1 か月間、「〝明るいやまがた〟夏の安全県民運動」を実

施いたします。 

 夏は、暑さによる疲れなどから、重大な交通事故や、海・山・川での事故が多発する時

期であります。さらに、夏休みの開放感から青少年の非行や犯罪被害などの発生が懸念さ

れます。 

 このような事故を防止するとともに、青少年の健全な育成を図り、安全で明るいやまが

たを創ることを目的に、1 つ目が「青少年の健全育成といじめ・非行及び犯罪被害防止」、2

つ目が「子どもと高齢者の交通事故防止・飲酒運転の撲滅」、3 つ目が「海・山・川での事

故防止」、4 つ目が「身近な犯罪等の防止」この 4 つを重点として、展開してまいります。 

 8 月 1 日には、午前 10 時から、文翔館議場ホールで広報出発式と、各団体等の広報車に

よるパレードを行うこととしております。 

 この運動を通して、安全安心な山形県づくりを展開してまいりますので、県民の皆様は

じめ各方面の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 この運動のひとつであります、交通安全県民運動の年間のスローガンとして、県民の皆

様からお寄せいただいた 464 の応募作品の中から、最優秀作品に選ばれたのが、「ゆずり合

い 笑顔とゆとりの 山形路」であります。これは山形市にお住まいの安達健司（あだち

けんじ）さんの作品です。また優秀作品が 2 点ありまして、1 点目が、「ありますか ゆず

るやさしさ まつゆとり」これは鶴岡市の渡部真優（わたなべまゆ）さんの作品です。も

う 1 点が、「気をつけよう 心で確認 目で確認」これは同じく鶴岡市の小野寺新奈（おの

でらにいな）さん。たしか 6 歳ぐらいの方だったと思います。この 2 点が優秀作品であり

ます。 

 なお、最優秀作品につきましては、8 月 1 日に実施される〝明るいやまがた〟夏の安全県

民運動広報出発式で表彰をいたします。 

 この度決定したスローガンの下、交通安全県民運動を展開してまいりますので、よろし

くお願いいたします。私からは以上です。 
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☆ 代表質問 

記者（荘内日報：松田） 

荘内日報の松田です。よろしくお願いいたします。 

代表質問は、先日の危機管理調整会議でも報告されていたヒアリについてです。 

現在、関西や中部地方の港などを中心に、コンテナから特定外来生物のヒアリが次々と

見つかっておりまして、愛知県や茨城県では内陸部からも見つかっております。 

本県では酒田市が、酒田港が船の輸入を通して世界各地とつながっておりますが、ここ

がヒアリが入ってくる可能性が一番高いとも言えます。今月 5 日にその酒田港で点検など

を実施しましたけども、現在、ヒアリは見つかっていないという報告を聞きました。 

こうしたことを踏まえまして、このヒアリの侵入を防ぐため、今後県としてはどんな安

全対策を講じていくのか。続いて、ヒアリについて県はホームページなどで情報提供や注

意喚起を行っておりますけども、インターネットに触れる機会が少ないお年寄りや子ども

たち、例えば農作業をしたり、土いじりをする子どもたちもいるのですが、ヒアリはどう

もアリ塚などを作るみたいなので、土に手を突っ込むと毒針に刺されることもあり得ると

思います。 

こうしたお年寄りや子どもたちに対して、どうやって注意を呼び掛けていくか、以上 2

点について、お聞かせください。 

 

知事 

はい、わかりました。 

ヒアリのような有害な外来生物の侵入を防ぐためには、「早期発見・早期防除」が重要だ

と考えております。 

これまで国内で確認された場所の多くが港湾エリアでありますので、中国との定期コン

テナ航路を有する酒田港におきましては、水際対策として、捕獲用トラップや殺虫エサを

設置するとともに、目視による点検を行うなど、定期的、継続的にヒアリがいないかの調

査を実施しております。 

調査の結果、現在まで、酒田港からヒアリと疑われるアリは発見されていないところで

す。 

さらに、港湾から内陸部に陸送されたコンテナを荷主が開けた際にヒアリを発見する例

も見受けられます。そのため、酒田港から陸送される輸入コンテナの荷主に注意喚起を行

っているところであります。 

このような港湾以外の場所での早期発見のために、環境省からの情報を市町村に随時提

供するとともに、県と市町村が連携して、広く県民の皆様からのヒアリの情報収集に努め

てまいります。 

県民の皆様が、ヒアリの特徴とされる、土でアリ塚をつくっていたり、大きさの異なる

赤茶色で小型のアリが列をつくっている様子を見つけた場合は、県の担当課、これはみど
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り自然課、総合支庁では環境課でありますけども、そういう県の担当課や市町村にお知ら

せいただくようお願いいたします。 

ヒアリと確認された場合ですけれども、その場合は、報道発表を行い注意喚起を図りま

す。そのほか、市町村や関係機関と連携して、「ヒアリを刺激しない、生息の可能性のある

緑地帯や芝生の土には触らない」などを記載した注意喚起チラシを、発見された地域の学

校や幼稚園・保育所、福祉施設などに配布しますほか、回覧板を活用するなど、県民の皆

様へ注意喚起を図ってまいります。 

県としましては、「早期発見・早期防除」のため、県民の皆様への正確な情報の提供が重

要だと考えておりますので、まずは、県ホームページを通して、ヒアリの生態的特徴や注

意点、刺された時の対処方法などについて情報提供を行っているところであります。 

今後さらに、市町村に広報誌への掲載依頼をするなど、情報提供に努めてまいります。 

また、ヒアリと疑われる個体が見つかった場合には、報道の皆様にお知らせしますので、

皆様からも県民の方への情報提供にご協力よろしくお願いいたします。 

 

記者（荘内日報：松田） 

ありがとうございます。ちなみに、酒田港での継続的・定期的な調査というのは、大体

どれくらいのスパンで行う予定ですか。 

 

知事 

スパンですか。どれくらいのスパンなのか、ちょっと教えてください。 

 

県土整備部次長 

県土整備部次長の後藤でございます。 

7 月 5 日から目視等の点検を始めておりますけれども、その後、いわゆる捕獲用のトラッ

プも設置しているわけであります。 

トラップは毎日毎日確認しているわけではありませんけども、1 週間程度の期間をおいて

定期的に点検を行っているというような状況でありまして、そういったスパンであります

けれども、この後も当分の間、「もう大丈夫だ」というところまで点検を継続していきたい

というふうに思っているところであります。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者（荘内日報：松田） 

はい。ありがとうございました。代表質問は以上です。 
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☆ フリー質問 

記者（朝日新聞：前川） 

朝日新聞の前川でございます。 

知事、今のヒアリの点で 1 点だけ。 

まだ全国的に言っても、例えば女王アリが巣をつくったとかですね、そういう報告がな

いので、まだ警戒段階だと思うのですけど、この注意喚起などは見つかったらの話ですよ

ね。あまり騒ぎすぎてもよくないかなという点もあろうかと思うので、その心構えとして

どのような態勢でヒアリを警戒すればよいとお考えですか。 

 

知事 

態勢ですか。 

 

記者（朝日新聞：前川） 

はい。例えば、あまり騒がず、しかし、調べるところは調べるとかですね。 

 

知事 

そうですね、ヒアリに刺された場合とかですね、ヒアリの生態をできるだけ周知すると

いうことと、万が一刺された場合にどうするかという情報も提供してまいります。 

具体的に言いますと、ヒアリに刺されると、個人差はあるのですけども、火傷のような

激しい痛みやかゆみ、発熱などがある場合があるので、刺された場合は患部には触れない

で安静にして、急激な容体の変化があれば速やかに病院を受診することをお勧めしますと

いうことや、病院を受診してほしいということです。また、受診の際には「アリに刺され

た」ということ、それから「重度のアレルギー反応、アナフィラキシーの可能性がある」

というようなことを伝えてほしいということを、県と市町村連携して周知してまいります

けども、報道の皆さまにも周知をしていただいて、できるだけ多くの県民の皆さんに正確

な情報を得ていただく。万が一の場合には、落ち着いて対処していただくということが大

事だというふうに思っています。 

 

記者（山形新聞：田中） 

山形新聞田中です。 

まず 1 点目、トップセールスのことでお伺いしたいと思います。昨年の台湾に続いて今

年は第 2 回目かというふうに思います。昨年の台湾については、トップセールスというこ

とで、宜蘭（ぎらん）県との連携強化であるとか、具体的なミッション、目的を持って活

動なされましたけども、今回、香港の中でも特に山形県は、こういうところを香港と連携

を強化していきたいとかですね、こういったところを重視していきたいとか、山形県とし

てのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 
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知事 

はい。海外誘客、インバウンドと言っておりますけれども、そこを見てみますと「山形

県の外国人旅行者受入実績」というのがあるんですけれども、香港だけが震災前の水準に

回復していないのです。例えば、台湾は平成 22 年が 6 万人だったのが、28 年には 65,900

何人となってます。中国は 6,900 人だったのが、13,000 人。タイは 475 人だったのが 6,000

人を超えてます。韓国は 7,700 人だったのが 12,000 を超えています。香港だけが 9,412 人

だったのが平成 28 年の実績が 5,034 人であります。そういうことで香港がちょっと観光誘

客では苦戦を強いられているということがありますので、力を入れて、東北一体となって、

新潟も合わせてですけれども、一体となって東北に来ていただく、中でも山形県に来てい

ただくということを今回はしっかりとメインテーマにしていきたいというふうに思ってい

ます。 

 

記者（山形新聞：田中） 

その絡みで、先の 6 月定例会の中でですね、山形空港の機能強化ということで、知事は

国際線の専用ラインを早期に開設したいというお考え申されました。現在の空港ビルの中

に分離してということになる検討だというふうに思いますけども、例えば具体的な時期で

あるとか、いつごろまでに専用ラインを、今年度中であるとか年内であるとか、もしくは

どういった形で、あそこの中での専用ラインを分けていくのか、どういったスペースを活

用していかれるのか、今のところ検討段階ではあるとは思いますけども、お考えを教えて

いただければなと。 

 

知事 

今のままですと、とにかく定期的にはないんですけど、チャーターが来た場合に、国内

線のほうにも影響が出たりということで、大変な状況だと聞いておりまして、臨時的にか

もしれませんが、しっかりと国際線に対応することが大事だと思っています。 

6 月定例会でもその質問にお答えする形で申し上げました。今、どの辺の検討を行ってい

るかスケジュール感までわかっていたら、ここで話してもらいたいと思います。 

 

観光文化スポーツ部次長 

観光文化スポーツ部の松田でございます。 

ただいまの山形空港の整備・検討につきましては、知事のお話のとおり、どのようにし

たらなるべく早期に国際線に対応することができるようになるのかということにつきまし

て、空港ビルの所有者である山形空港ビル株式会社や、山形空港に就航している航空会社

との間で、機能強化について、まずは事務的に検討をし始めているという段階でございま

す。 

ですので、機能強化の内容とその時期につきましては、できるだけ早期に方向性をお出
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しできるようにしていきたいというふうに考えている段階でございます。 

 

知事 

できるだけ早期ということであります。 

 

記者（山形新聞：田中） 

もう 1 点だけいいですか。一番最初に知事、熱中症のことでちょっと教えていただけれ

ばと思いますが、先週、県内で今年初めての犠牲者が出たということで、これから夏も盛

りになっていって、南東北インターハイが始まるとか、山形県でもたくさんのスポーツ大

会やイベントが予定されております。 

そうした中で、今季初の犠牲者が出たということを踏まえてですね、何か広報体制を強

化なさっておられるとか、先ほどのヒアリの件でも県民への正確な情報提供というお話が

ありましたけども、何かそういったことを踏まえての対応の強化とか、取組みの強化とか、

もしお考えがあれば教えていただければなと。 

 

知事 

はい。南東北インターハイが 7 月の 28 日から始まりますが、本県は主催県でもあります。

多くの競技が県内各地で開催され、炎天の中で競技が繰り広げられると思います。そのこ

とに対してしっかりと熱中症対策は力を入れて取り組まなければならないというふうに思

っております。具体的なところについては、担当でお答えをしてもらいます。 

 

健康福祉部次長 

健康福祉部の齋藤でございます。 

先ほど、知事のほうからも、会見等も通しまして、さまざまな形で報道の皆さまにもア

ナウンスにつきましてお願いをさせていただいておりますし、また県のホームページでご

ざいますとか、また市町村に対しての要請もさせていただいております。 

また先週、危機管理の会議がございまして、この中におきましても、私どものほうから

各部局に対しまして、特に今お話がございましたように、今後夏のイベントが多々ござい

ますので、そういうときに主催者の皆さま方から、ぜひその来場されました方々に対しま

して、さまざまな形で注意喚起につきまして、水分の補給でございますとか、していただ

くように改めて要請をさせていただいているところでございます。以上でございます。 

 


