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平成 29 年 7 月 25 日知事記者会見 

 

知事 

 皆さん、おはようございます。 

 先週土曜日の 22 日から本日にかけて、梅雨前線の影響により、東北地方や新潟県、北陸

地方を中心に大雨となりました。秋田県では、記録的な大雨により雄物川（おものがわ）

が氾濫し、大規模な浸水被害や道路、鉄道にも大きな被害が出ております。また、新潟県

でも、佐渡を中心に大雨となり、河川の堤防決壊などが発生しております。多くの方々の

日常生活に影響が生じており、被害にあわれた皆様に心からお見舞い申し上げます。 

 本県でも、22 日夜から 23 日にかけて庄内地方や最上地方を中心に大雨となり、24 日早

朝からは東南村山地方及び置賜地方を中心に大雨となりました。雨量超過による道路の通

行止めや水田の冠水、土砂崩れが一部で発生しましたが、人的被害はありませんでした。 

 本日も梅雨前線が日本海から東北南部にかけて延びており、県民の皆様には、引き続き、

気象情報に留意するとともに、土砂災害への警戒などをお願いいたします。 

 なお、詳しい内容につきましては、後ほど危機管理からお話いたします。 

さて、「はばたけ世界へ 南東北総体 2017」がいよいよ今週末の 28 日金曜日、皇太子殿

下の御臨席を仰ぎ開催いたします。 

お手元に、大会リーフレットをお配りしておりますのでご覧になっていただきたいと思

います。 

総合開会式は、最上川をモチーフに、県内 54 校、総勢約 580 人の高校生による演技や音

楽で、山形らしさを表現することとしております。 

各競技種目別大会は、翌 29 日から 8 月 12 日まで、県内 14 の市町を会場に、陸上競技、

バレーボールなど 9 競技 10 種目を開催します。 

是非、多くの県民の皆様から競技会場に足を運んでいただき、本県選手をはじめ、全国

から集まる選手を応援していただきたいと思っておりますので、報道につきましても、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、恒例となりました、祭りやイベントのご紹介であります。 

鶴岡市の櫛引総合運動公園屋外ステージでは、7 月 29 日に“第 34 回水焔（すいえん）

の能”が上演されます。500 年以上にわたって農民の手で受け継がれてきた国指定重要無形

民俗文化財「黒川能」が、特設水上野外ステージの「かがり火」の中で上演され、見る者

を幽玄の世界へと誘います。 

 それから、西川町の月山湖周辺では、7 月 29 日に「月山サマーフェスタ」が行われます。

普段はなかなか見ることができない寒河江ダム管理棟やダム堤体（ていたい）内部の見学、

ボートに乗って湖面巡視体験などができます。さらに、魚のつかみ取り体験やカヌー体験

など多彩なイベントを楽しむことができます。 

 県民の皆様にも、ぜひ足をお運びいただきたいと思います。 
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 それでは私から発表が 3 件ございます。 

まず、「香港トップセールス事業」の報告でございます。 

7 月 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した。 

今回の香港トップセールス事業は、東北のインバウンドが、ようやく東日本大震災前の

水準まで回復してきた中で、香港からの観光客数は依然として震災前の水準まで回復して

おりません。そのため、東北の官民トップが一体となって、東北の現状をお伝えし、安全

性と魅力ある観光資源を PR することで、風評払拭のきっかけをつくることが大きな目的で

ありました。 

 香港訪問初日には、山形日本香港協会や香港山形県人会の皆様と意見交換を行うととも

に、山形県への誘客促進に強い影響力を持つ現地旅行会社や現地出版社の幹部の方など 4

名を「やまがた特命観光・つや姫大使」に委嘱し、今後、様々な場面で幅広く本県の PR を

行っていただくことといたしました。 

 2 日目の香港トップセールス事業では、香港政府の観光関係者や航空会社、旅行会社のト

ップの方々に対し、東日本大震災の支援に対する感謝の意を表すとともに、つや姫や世界

的に評価の高い山形のおいしいお酒、豊かな食や温泉、雪まつりなど、本県の魅力を PR し

たほか、来年 2 月に東北で初めて本県で開催する「国連世界観光会議」を通して、山形・

東北のスノーブランドを強力に発信していくことをお伝えしてまいりました。 

 併せまして、東北への新規航空便の誘致や、チャーター便の運航を実現させるための働

きかけを行ってまいりました。 

 今回のように東北一体となった誘客プロモーションは東北と香港の双方向の交流拡大に

向けて大変意義のある取組みになったものと考えております。 

 香港は、本県にとって、国際戦略上、重点市場に位置付けている重要なパートナーであ

りますので、今回の訪問を契機に、観光、経済、文化などの交流をますます促進してまい

りたいと考えているところです。 

 2 点目です。本県初となる外航クルーズ船「コスタ ネオロマンチカ」が、いよいよ、8

月 2 日水曜日、午前 10 時に酒田港に入港いたします。 

 入港時は、古湊（こみなと）ふ頭において、出羽三山神社のほら貝や、やまがた舞子に

よるお出迎えをはじめ、酒田大獅子（おおじし）、地元の園児による踊りなど、山形らしさ

を印象付ける賑わいを演出しながら、地域を挙げた歓迎行事で、入港される皆様をお迎え

いたします。 

 また、ふ頭では、すいかやメロンなど、本県自慢の味の振舞いや、世界から高い評価を

得ている、おいしいお酒やワイン、工芸品、土産品を展示・販売するブースを設けます。

乗客や乗組員の皆様に県産品を PR いたします。 

 このほか、酒田市中町周辺では、物産市や、観光ガイド協会による、まちあるきツアー

やスタンプラリーなどが催され、市内観光を楽しまれる乗客の皆様をお迎えいたします。 
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 午後 3 時からは抽選で選ばれた 80 名の一般参加の皆さんによる船内見学会も行われるこ

ととなっております。この 80 名は、約 9 倍の中から抽選で選ばれた方々だそうであります。 

 出港は午後 7 時 30 分になりますが、その 30 分前の午後 7 時から、ふ頭において、航海

の無事を祈り、やまがた愛の武将隊による演舞や、庄内町の飛龍保存会の皆さんによる龍

の駆け抜けなどの出港イベントを行います。 

 そして、出港時には花火を打ち上げ、華やかに乗客の皆様をお見送りいたします。 

 このたび本県を訪れる皆様に、良い思い出を作っていただくことが、次のご来県につな

がるものと考えております。 

 当日は、平日ですけれども、学校が夏休みでもありますので、ぜひ、ご家族や友人の皆

さんと、この機会にお出迎えやお見送りに酒田港へ足をお運びいただければと思いますの

で、ぜひ、報道機関の皆様からも、周知についてご協力をお願いいたします。 

 3 つ目であります。 

8 月 5 日から 7 日までの 3 日間、いよいよ花笠祭りが開催されますが、それにあわせて、

今年は、およそ 30 年前まで山形交通、今は山交バスといっておりますが、山形交通の路線

バスで使用されたボンネットバス「ぎんれい号」の、山形市内での展示や街中運行が行わ

れます。 

現在は、茨城県つくば市の NPO バス保存会で保存されておりますが、現在放送中の NHK

連続テレビ小説「ひよっこ」に登場して、大変なつかしく思われた方もいらっしゃるので

はないでしょうか。 

ボンネットバスは、8 月 4 日の「2017 花笠サマーフェスティバル・第 36 回山形県観光

物産市」において展示され、8 月 5 日から 7 日の日中に街中運行が行われます。 

また、8 月 5 日、6 日の「山形花笠まつり」パレード直前に、七日町大通りを走行する予

定です。 

この展示や街中運行に合わせて、県では、ボンネットバスの「ペーパークラフト」を作

成し、配布することといたしました。 

そのペーパークラフトを組み立てると、このようになります。懐かしいバスの形になり

ますので、ぜひお試しいただきたいと思います。 

山形花笠まつり期間中にぜひご来場のうえ、県民の皆様はじめ、多くの方に愛されてい

る「ボンネットバス」をお楽しみいただければと思います。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者（NHK：池川） 

幹事社の NHK です。よろしくお願いします。 

2 点お伺いします。まず 1 点目なのですが、昨日 24 日で、東京オリンピック・パラリン

ピックまで残すところ 3 年ということになりました。山形県として、県出身メダリストを
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輩出するために、現在どういうふうな取組みを進められているのか、まずお願いします。 

 

知事 

はい。まずはオリンピックでありますけれども、来年 2 月に平昌(ピョンチャン)で開催さ

れる冬季オリンピックを含めて、山形県にゆかりのある選手がメダルを獲得できるよう、

今年度、アスリートや競技団体に対する支援制度を創設し、選手の育成・強化を図ってお

ります。 

具体的には、JOC(日本オリンピック委員会)の強化指定選手であることなどの基準のもと

に、「山形県競技スポーツ強化戦略会議」におきまして、対象選手 18 人と 3 つの団体を決

定しております。 

来年の平昌(ピョンチャン)に向けましては、スピードスケートの加藤条治(かとう じょ

うじ)選手など7人を、それから2020年の東京オリンピックに向けては水泳の小関也朱篤(こ

せき やすひろ)選手など 11 人を指定して強化活動費などの助成を開始しております。 

また、県内の競技団体に対しましても、山形県スケート連盟、山形県水泳連盟、山形県

ウエイトリフティング協会の 3 団体を、3 つの団体を強化支援対象団体に決定し選手強化へ

の取組みについて助成を行っております。 

オリンピックメダリストの輩出に向けて、山形県体育協会及び関係競技団体と連携を図

り、しっかりと支援をしてまいります。 

次にパラリンピックでありますけれども、本県では、障がい者スポーツの発展が、障が

いのある方々の活躍の場を広げ、県民の皆様の障がいへの理解促進につながるという認識

のもと、平成 26 年度に「山形県障がい者スポーツ競技力向上等検討委員会」を設置し、障

がい者スポーツの競技力向上などに取り組んでまいりました。 

いよいよ東京パラリンピックが近付いてきたことから、今年度、新たに「パラリンピッ

ク等メダリスト育成事業」を立ち上げ、有望選手の育成強化を行っているところです。 

具体的には、水泳の東海林 大(とうかいりん だい)選手など世界大会などでの活躍が見

込まれる障がい者アスリート 7 人を強化選手として指定し、保健医療大学・米沢栄養大学・

山形大学などの協力を得ながら、栄養・心理・コンディショニングなどのスポーツ医・科

学の面からのサポートを行うとともに、用具や大会遠征・合宿などの競技活動に係る経費

の支援を行っております。 

こうした日ごろの競技活動に対して選手に寄り添った支援を行うため、今年度から山形

県障がい者スポーツ協会に新たにアスリート支援専任職員を配置したところです。 

オリンピック・パラリンピックという大舞台での活躍が、県民の皆様に新たな元気と希

望を与えてくれると確信しております。多くの皆様に選手を応援していただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 
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記者（NHK：池川） 

もう 1 点お伺いします。 

一昨日、仙台市の市長選挙投票が行われて、新たな仙台市長に郡和子(こおり かずこ)

さんが決まりました。この選挙結果と新しい仙台市長に対する知事の受止めをお願いしま

す。 

 

知事 

はい。先日の仙台市長選挙では新人 4 人の方が立候補されておりましたが、郡和子さん

が当選されました。まずもって当選された郡氏にお祝いを申し上げます。 

選挙結果についての受止めということですが、仙台市民の皆さんの御判断として、郡さ

んに市政の舵取り役をお願いしたいということで選ばれたというふうに思っております。 

特に、本県と仙台市との関係について申し上げますと、本県と仙台市とを結ぶ国道 48 号

は重要な横軸道路でありますが、大雪や大雨等による事前通行規制があるなど、大変脆弱

であります。そういう大きな課題がありますので、整備促進を図るということが大事なこ

とだと思っています。それから仙台空港を活用したインバウンドなど交流人口の拡大に向

けた広域観光の推進などについて、連携を強化していく必要があるというふうに考えてい

るところであります。 

奥山恵美子市長さんも大変笑顔の素敵な方ですけれども、郡和子さんも大変笑顔の素敵

な方だなと思っております。大活躍されることをご祈念いたします。 

 

記者（NHK：池川） 

すみません、１点追加で、知事と郡さんは個人的なつながりというか、これまでお互い

の選挙とか、知事の選挙の応援に郡さんがいらっしゃっていただいたこととか、これまで

個人的なつながりというかパイプのようなものは何かあったりするのでしょうか。 

 

知事 

特に個人的なというのはちょっと思い当たらないのでありますけれども、ただ、私が 8

年半前に当選した時に、郡さんの何かに「私たちが応援した人が当選した」というような

ことが載っていたということを伝え聞きましたので、大変ありがたく思っているところで

す。 

また、個人的にお話したというようなことはなかなかあまりないのですけれども、ただ、

仙山交流か何かの会合の中で、お見かけしたり、ちょっと言葉を交わしたことがあるかも

しれません。 

 

記者（NHK：池川） 

以上です。 
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☆ フリー質問 

記者（読売新聞：藤井） 

読売新聞の藤井と申します。 

知事も笑顔がすごく素敵だと思うのですけれども。 

 

知事 

いやいや、ありがとうございます。 

 

記者（読売新聞：藤井） 

その話ではないのですが、秋田の佐竹知事が、豪雨災害の時に、私用で仙台のほうに出

られておりましたけれども、それで会議に間に合わなかったことについての知事のご所感

というか、お考えをちょっとお伺いできればと思うのですが。危機管理の部分で。 

 

知事 

危機管理ですね。本県の危機管理というようなところをちょっとご紹介してもよろしい

ですかね。 

 

記者（読売新聞：藤井） 

いえ、というよりは、そういったことについての、感想と言いますか、知事がどう思わ

れたかというお話を。最初に。 

 

知事 

そうですね。私も報道で知っただけなのですけれども、取材に対してお話されているよ

うであります。 

私の所感といいますか、やはり私自身もしっかりと、いろいろと気をつけなければいけ

ないなというふうに思ったところであります。 

 

記者（読売新聞：藤井） 

知事ご自身が、マニュアルなどももちろんあろうかと思いますが、こういったことがあ

るかもしれないということで、いつ何が起きるかわからないことで、普段からお休みの日

などで気をつけられていることですとか、何か対策を取られていることとかございますか。 

 

知事 

そうですね、危機管理の担当と常に情報を共有することをしっかりしておかなければい

けないなということ、また、気象情報など、地震はともかく、台風が近づいているとか、

大雨が近づいているとか、そういうことは少し前にわかるわけでありますので、できる限
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りそういったところをですね、私も留意することにしています。 

前回の台風の時は、刻々と近づいているということで、しかも何日も大雨が続くという

ような予報がありましたので、もうその時には前もって、事前に対策会議というものを指

示いたしまして、副知事をトップに対策会議を立ち上げて対応してもらうようにいたしま

した。 

また、今回の大雨警報ということもございましたけれども、常時ですね、2 名が宿日直体

制を執っておりまして、それに加えて危機管理部局や県士整備部等において、警戒配備体

制をとって、情報収集、伝達、危険箇所の確認等の対応を行ったところであります。 

常に危機管理ということについては、しっかりと頭の中に入れておかなければいけない

というふうに思っているところです。 

 

記者（河北新報：阿部） 

河北新報の阿部と申します。よろしくお願いいたします。 

先ほどの仙台市長選の絡みでもう 1 点教えていただきたいのですが、今回の仙台市長選

の構図としては与野党対決の形になって、野党共闘で挑んだ郡和子さんが当選するという

結果になりました。 

安倍政権に逆風が吹く中、東京都議選での自民党の敗北などに続く、今回も野党側の勝

利となったわけなのですけれども、この点について知事のご所感を教えていただけますで

しょうか。 

 

知事 

そうですね。郡さんは野党系ということでありますけれども、私の考えるところでは、

仙台市と山形県はまた事情が違うかとも思いますけれども、地方自治体のその首長を選ぶ

ときというのは、あまり政党対政党という構図はあまりそぐわないと、私自身はそのよう

な認識を持っているところです。 

どの方がその地域の行政を担うのが、市民・県民にとって望ましいかというようなこと

が大切ではないかなというふうに思っております。ただ、今回の仙台市長選挙については、

私が感想を述べるのはなかなか難しいところでありますけれども、1 万 6,000 票の差だった

ということでありますので、伯仲していたのではないかというふうにも思います。仙台市

民の方々のいろいろな思いが表れた結果なのではないかなと思います。都会でありますの

で、国政上のいろいろなことも多少は反映したのかなというような感じは持っております

けれども、私にはそれ以上の思いありません。 

ただ、とにかく選ばれたわけですから、仙台市の発展、しかも「東北全体の発展のため

にも」というふうにおっしゃっていただいているのは、報道で拝見して非常に喜ばしく思

っております。やっぱり仙台だけということではなくて、東北全体の発展のためにも、仙

台が先頭に立ってというようなお気持ちだということを知ってですね、大変、期待を大き
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くしているところです。 

 

記者（山形新聞：田中） 

今の仙台市長選の絡みで私もちょっと一点お聞きしたいのですが、10 月には宮城県知事

選がありまして、村井知事が 4 選を目指して出馬するという流れになっています。昨日お

会いになって、さまざま自身への影響も問われてるかのように今日報道されていますけれ

ども、知事ご自身は秋の宮城県知事選について、今回、村井知事が対立候補を前面に立っ

て応援してるわけですけれども、その余波、影響はどのように出てくると思われますか。 

 

知事 

そうですね、村井知事は、はっきりと選挙行動を示されたので、それに対するさまざま

な影響が出てくるのではないかなと思っているところですけれども、具体的にどういうふ

うになっていくかということについてはまったく存じ上げないところです。 

ただ、いずれにしても、宮城県知事とは連携して、ウィンウィンの関係になるようにし

ていかなきゃいけないと思っているところであります。 

 

記者（NHK：池川） 

NHK の池川です。雨の話題に戻りたいのですけれども、今月初め、九州北部、あと最近

の秋田など、いつどこで大きい災害につながるような大雨が降るか、最近、予測がつきに

くい状況になっているかと思うんですけれども、これに対してまず知事のご所感と、県と

して、どう対応していこうと思っているのか、その 2 点をお願いします。 

 

知事 

そうですね、気象状況といいますか、温暖化という説もありますけれども、従来に比べ

てここ数年はゲリラ豪雨というような言葉に象徴されるように、いまだかつてなかったよ

うな激しい雨の降り方というのが、出てきているように思います。本当に気をつけなけれ

ばいけないなという思いです。 

それに対して、どういうことができるかということでありますけれども、まずは天気情

報をしっかりと注視しておくということが大事だと思っています。そして県民の皆さんお

一人お一人がそういう危機管理といいますか、意識を高く持っていただくということと、

行政としては、できる限り早めに対応策を講じておくといいますか、状況が来てから何か

始めるとかいうことではなく、「こうなったらこうする」というような手順を、できる限

り日ごろから整えておくといいますか、マニュアルを作っておりますので、それがすぐに

実行できるようにというようなことを常日ごろから心がけていくことが大事ではないかな

というふうに思っています。 
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記者（NHK：池川） 

そのあたり、最近の大雨を受けて、マニュアルの確認などを県庁内部でもされているの

かどうなのか。そのあたりいかがでしょうか。 

 

知事 

そうですね、大震災のあと 1 回見直しておりますし、噴火警報のときも見直していると

思います。大雨警報が出て、2 年続いて吉野川が氾濫したりとかいうことありましたので、

おそらくそういうことも考えているかと思いますけれども、また、もう 1 回確かめてみた

いと思います。 

 

記者（NHK：池川） 

最後に、今回の秋田の大雨に対して、山形県として何か支援というか、何か考えられて

いらっしゃること、手を打ったこと何かございましたらお願いします。 

 

知事 

今回の秋田に対してということでありますけれども、秋田に隣接している山形県として

ですね、秋田県県境に近い遊佐町とか真室川町にも大雨警報が出ておりましたので、まず

もって本県の中の危機管理体制ということについて注力してきたところであります。秋田

のほうについてはまだちょっと何かしたかというと、していないと思うのですけれども、

危機管理のほうから聞いてみたいと思います。 

 

危機管理監 

危機管理監の佐藤と申します。秋田県のほうからは現在まだそういった要請等届いてい

ない、そういった状況でございます。 

 

知事 

もちろん、もし何かあればいつでも隣県同士でありますので、お互いにしっかりと支え

合う、助け合うということは常にしたいというふうに思います。 

 

記者（時事通信：梅崎） 

時事通信の梅崎と申します。すみません、ちょっと話題戻りまして仙台市長選のお話な

のですけれども、先ほど「国政上のいろいろなことを反映したのかなと思います」ってい

うふうに知事がご発言されていまして、それでちょっとその「いろいろなこと」っていう

のがどういうものを指しているのかの確認が一点とですね、そういった国政上のいろいろ

なことといっても幅が結構あるんですけれども、今、国会で話題になっている一連の問題

について、改めて知事ご自身の受止めというか、どのような印象を持たれているかという
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ところを伺えますでしょうか。 

 

知事 

そうですね、今年になってから連日のように、森友のことですとか、加計学園でありま

すとか、共謀罪のことでありますとか、連日のように報道されておりましたし、仙台市長

選の前の東京都議選のときにとても感じたんですけれども、都議選の直前にですね、やは

り議員さん、政権与党である自民党の議員さんの発言でありますとか、また日ごろの秘書

さんに対する言動でありますとか、そのようなことが非常にインパクトある形で周知され

てたことで、さまざまなイメージといいますか、ムードというようなことも、感覚的にも

いろいろと都民の皆さんが感じたのかなというふうに私、都議選のときに感じたんですね。

そういうことも影響したのかなというように思った次第であります。その延長上に仙台市

長選があったのかなという、そういう受止めであります。ただそれは、確信ではないので

すけれども、そういったこともあるのかなという思いでちょっと拝見したところです。 

 

記者（時事通信：梅崎） 

今のご説明ですと、一般の方々、有権者の方々は一連の問題というのをマイナスに受け

止めたのかなということかと思うんですけれども、知事ご自身は、政権与党の問題ってい

うところについてはどういうふうに受け止めてますか。 

 

知事 

そうですね、やはりこれは国政で、政党と政党間で、国会の場できちんと議論してもら

うべきものはもらわなきゃいけないと思っていますし、あと政治家の倫理というようなと

ころでは、それは個人個人がしっかりと倫理観を持って活動しなければいけないというふ

うに思っております。 

 

 

  


