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平成29年9月20日知事記者会見 

 

☆ 報告事項 

知事 

 皆さん、おはようございます。はじめに、台風について申し上げます。 

9 月 17 日から 18 日にかけて日本列島を縦断した台風 18 号の影響で、九州地方や四国地

方を中心に全国各地で大きな被害が発生し、2 名の方がお亡くなりになりました。お亡くな

りになられた方々とそのご遺族に対し、深く哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われ

た方々に心からお見舞いを申し上げます。 

本県におきましては、雨による大きな被害は見られなかったものの、県内全域で強風が

吹き、転倒で 1 名の方が負傷されました。それから、屋根や壁が強風により破損するなど

の被害がありました。また、倒木等による国道・県道の通行止めや県内 JR 各線において運

休や遅延が発生し、山形・庄内両空港の発着便で欠航が生じるなど、県民生活に大きな影

響がありました。 

さらに、果樹の落果やパイプハウスの破損などの農業被害も生じておりますので、市町

村や JA 等と協力しながら、被害状況を早期に把握するとともに、農作物の被害を最小限に

とどめるための技術指導に努めてまいります。 

次は、一昨日、18 日ですけども、1,400 年の歴史を誇る羽黒山山頂の出羽三山神社にお

きまして、「山形交響楽団コンサート 出羽三山シンフォニー」が開催されました。約 900

人という多くの方々がご来場されて、盛況でありました。 

出羽三山の精神文化を伝える「生まれかわりの旅」をテーマに、東北の音楽文化を代表

する山形交響楽団の演奏により、荘厳で神秘的な雰囲気を体感することができ、本当に感

動的でありました。 

また、韓国からのツアー客や、アジアや欧米からのメディア・コーディネーターの方々

など、海外からもご来場いただき、出羽三山の魅力に触れ、山形交響楽団の演奏を堪能し

ていただきました。海外への山形の魅力発信に結びつくものと期待しているところであり

ます。 

来場者の方々からは、「出羽三山神社のロケーションに感動した。風の音も演出と思える

くらい素晴らしかった。」といった喜びの感想をいただいたということであります。 

なお、コンサートの様子は、収録した映像をインターネット等を通して世界中に発信し、

出羽三山の魅力をさらに PR することで、さらなる観光誘客を図ってまいります。 

では、恒例となりました、祭りやイベントのご紹介です。 

米沢市の松が岬公園では、9 月 23 日から 24 日まで、「第 6 回なせばなる秋まつり」が開

催されます。人々の「信じあう心」が感じられるイベント「棒杭市（ぼっくいいち）」、そ

れから、米沢牛を使った丼ぶりや特産品の販売など地元のおいしいものが集まる「米沢ど

ん丼（どん）まつり」、米沢市と姉妹都市の宮崎県高鍋町（たかなべちょう）をはじめとす
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る交流自治体の物産展など、多彩なイベントが行われます。 

それから、山形市では、9 月 30 日に「まるごと山形祭りだ！ワッショイ！」が開催され

ます。「山形花笠まつり」をはじめ、ユネスコ無形文化遺産の「新庄まつり」や「ながい黒

獅子まつり」、「むらやま徳内まつり」など県内のお祭りを一堂に楽しむことができます。 

それから、上山市では、9 月 30 日から 10 月 9 日まで、「第 47 回 かみのやま温泉全国

かかし祭」が開催されます。昔ながらの「かかし」から世相を表した「かかし」まで、手

作りで味のある「かかし」が会場いっぱいに展示されます。 

県民の皆様も、ぜひ足をお運びいただき、お楽しみいただきたいと思います。 

 

では、私から 3 点発表があります。 

1 点目は、山形県版図柄入り自動車ナンバープレートのデザイン公募開始についてです。 

国土交通省では、自動車ナンバープレートを地域振興や観光振興にも活用するため、「地

方版」の図柄入りナンバープレートを新たに導入することとし、現在、希望する自治体か

らその申し込みの受付を行っております。 

本県では、この度、県内全ての市町村から地方版ナンバープレートの導入に関してご賛

同いただきましたので、「山形」ナンバーと「庄内」ナンバーの 2 つの地域で、導入するこ

とといたしました。 

具体的なナンバープレートのデザインにつきましては、自治体から国土交通省へ提案す

ることになりますので、本県におきましては、本日から来月 10 月 17 日までの約 1 ヶ月間、

県内外から広く公募することといたします。 

応募いただいた作品につきましては、今後設置するデザインの検討委員会において候補

作品を選考し、市町村や県民の皆様のご意見を伺いながら、本県としての案を決定し、国

土交通省に提案したいと考えております。 

地方版図柄入りナンバープレートは、“走る広告塔”として、観光資源や特産物、風景な

どの本県の魅力を全国に発信できるものと期待しております。山形らしさが十分に表現さ

れ、県民の皆様から愛着を持っていただくとともに、全国から本県への注目や関心がより

高まるようなデザインを期待しておりますので、奮ってご応募くださいますようお願いい

たします。 

2 点目です。 

「秋のエコ通勤・エコドライブ推進県民運動」の実施について申し上げます。 

「秋のエコ通勤・エコドライブ推進県民運動」につきましては、年間を通して地球温暖

化防止に向けた取組みとして展開する「笑顔で省エネ県民運動」の一環として、10 月から

11 月までの 2 か月間、実施いたします。 

自動車からの温室効果ガス排出量の削減に向け、公共交通機関や関係団体等と連携し、

広く取組みの実践を呼びかけてまいります。 

また、この運動に合わせ、県の機関におきましても、「秋のエコ通勤・エコドライブ推進
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強化運動」を実施し、率先して取り組んでまいります。 

県民の皆様にも、この秋の運動にご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。 

では 3 つ目です。 

3 つ目は、「みんなで取り組む『がん対策県民運動』」記念イベントの開催についてお知ら

せです。 

県では、がん対策をさらに推進するため、今年度「がん対策県民運動」に取り組んでお

ります。 

初年度となる今年度は、多くの県民の皆様に運動を知っていただき参加していただくた

め、9 月 30 日土曜日に山形ビッグウイングにおきまして、私も参加して「みんなで取り組

む『がん対策県民運動』記念イベント」を開催いたします。 

また、今年度から 10 月を「がん検診推進強化月間」に設定し、県民の皆様のがん検診受

診率の向上につなげていきたいと考えております。 

なお、平成 28 年の本県のがん検診受診率につきましては、さきに厚生労働省と国立がん

センターから配付資料 2 のとおり発表されております。 

9 月 30 日と 10 月 1 日には、同じ山形ビッグウイングにおきまして「やまがた健康フェ

ア 2017」を開催しておりますので、多くの方にご来場いただき、健康を考えるきっかけに

していただきたいというふうに思っております。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者（TUY：高木） 

おはようございます。幹事社 TUY の高木と申します。よろしくお願いいたします。 

防災行政無線についてお伺いしたいと思います。北朝鮮情勢が緊迫化する中ですね、J ア

ラートなど緊急情報を住民の方に伝える防災行政無線について、県内の市町村の設置状況

はどのようになっているのかということと、まだ設置されていない自治体が複数あろうか

と思うのですけれども、そういった所に対する知事の受け止め方、あとは県の支援等あれ

ば教えていただければと思います。 

 

知事 

 8 月 29 日、そして、9 月 15 日早朝に発射された弾道ミサイルが我が国の上空を通過し、

本県を含む 12 道県で、全国瞬時警報システム、いわゆる「J アラート」による警報が発信

される事態となり、県民に極めて大きな緊張と不安を与えました。 

こうした北朝鮮のミサイルの発射情報や災害時の緊急情報等を、迅速かつ確実に住民へ

伝達するため、市町村では防災行政無線を設置し、現在 30 の市町村で整備されております。

残りの 5 つの市・町でありますけれども、これらの市・町では、現在、防災行政無線の設

置や防災ラジオの設置など、住民への情報提供の手法について検討していると伺っており
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ます。 

昨今、全国的に激甚化している風水害の発生や北朝鮮の度重なるミサイルの発射など、

緊急を要する事態が頻発していることを踏まえますと、緊急情報を迅速に伝達することは、

住民の皆さんの命や財産を守るうえで、非常に重要であります。防災行政無線をまだ設置

していない市・町には、早期整備を図っていただきたいというふうに考えております。 

 支援ということでありますが、県としましては、市町村の防災行政無線の整備を促進す

るため、東日本大震災後の平成 24 年度から補助制度を設けて、市町村を支援しているとこ

ろでございます。 

支援制度ございますので、早期に整備していただきたいというふうに思っております。 

 

記者（TUY：高木） 

 ありがとうございます。1 点関連してなんですけども、J アラートの情報がですね、例え

ば、児童生徒の登下校中に発せられた時に、なかなか携帯電話等持ってない子どもたちな

んかもいるかと思うんですけれども、そういった子どもたちにどういうふうな形で情報を

伝えるのかとか、どういった対応をとっていただきたいというところでご所感等あれば教

えていただければと思います。 

 

知事 

 そうですね、あらゆる事態を想定しなければいけないと思っております。夜中にという

ことも考えられますし、今、記者さんがおっしゃったように、子どもたちが登下校中とい

うようなことも考えられるわけであります。そういった、具体的な事例といいますかケー

スということについてもですね、しっかりと検討していかなければならないなというふう

に思っておりますけれども、実際、どういうふうに検討されているか、ちょっと聞いてみ

たいと思います。 

 

教育次長 

 教育次長の松田でございます。児童がですね、登下校中ということも考えられますので、

各学校で、登下校中の時は近くのお家とかですね、そういうところに避難するとか、また、

ご父兄の皆様にも、保護者の皆様にも、登下校中であれば、近くの大人の人に声をかけて

もらうとか、そういうことをするように、今、学校のほうでいろいろと考えてもらってお

ります。防災マニュアルについてもですね、そこらへんのところを、きちっと書き込むよ

うにということで、県教育委員会から通知を流しているというようなところでございます。 

 

記者（TUY：高木） 

 ありがとうございます。 
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☆ フリー質問 

記者（山形新聞：田中） 

 山形新聞の田中です。おはようございます。解散・総選挙のことでちょっとお聞きした

いと思います。 

安倍首相が衆議院の解散・総選挙の意向を固めてですね、25 日にも解散表明なり、28 日

の臨時国会召集、冒頭での解散という流れが固まってきております。 

まず、今回の解散・総選挙について、まだ決まってはいないんですけども、知事はどの

ように受け止めておられるのか、教えていただければと思います。 

 

知事 

 はい。衆議院の解散・総選挙につきましては、さまざまな報道がなされておりますけれ

ども、正式には国連総会のため渡米中の安倍総理が帰国してから判断されるというふうに

伺っております。 

仮に解散・総選挙が行われるとするならば、国民の皆さんには各党の、いろいろ党があ

るわけでございますので、各党の政策をしっかりと見極めて判断していただきたいという

ふうに考えております。 

なお、国民生活や安全保障にも影響などが出ないように、慎重にそういったことにも配

慮していただきたい、選挙中にですね。そういったことも思っているところであります。 

 

記者（山形新聞：田中） 

 続きまして、仮の話で大変申し訳ないんですけれども、今回総選挙が行われると決定し

た場合ですね、知事としては、例えば、今回の選挙の意義であるとかですね、問われるべ

き国政課題であるとか、政策であるとか、どのようなものになるとお思いになっておられ

るでしょうか。 

 

知事 

 そうですね、正直な話、急な展開だなというふうに思っておりまして、どういった政策

を各党が出されるのかなというふうに思っているところです。 

 やっぱり、課題が山積しているわけでありますので、伝え聞くところでは教育について

でありましたり、また、目の前の危機管理でありましたりですね、また、EPA、FTA とか

いろいろなことをふまえた農業分野の政策でありましたり、山積しておりますので、どれ

を正面に持ってこられるのかなという思いがいたします。正直、しっかりとそういったと

ころにですね、注視をしていきたいというふうに思っております。 

やっぱり国民生活ということ、また経済ということ、そして危機管理ですかね。やっぱ

りそういった様々なことにしっかりと政策を打ち出して、国民の皆さんの判断を仰いでい

ただきたいというふうに思います。 
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記者（山形新聞：田中） 

ありがとうございます。私から最後に、国政選挙になるとですね、知事の選挙に対する

対応というのが毎回注目されますけども、昨年末の参院選に関しては、最終的に知事は静

観という形で、特定候補への支援ということは行わなかったというふうに認識しておりま

す。 

今回、衆議院選挙、3 小選挙区ありますけども、今現在で結構ですけども、知事ご自身は

仮に総選挙になった場合の対応というのはどのようにお考えになっておられますか。 

 

知事 

そうですね、選挙となるといつもいつも悩んでしまうわけでありますけれども、今回の

総選挙もですね、はたして本当にあるのかということがありますし、ありそうだというふ

うには聞いているところでありますけれども、本当に急なお話でありますので、私自身の

ことはですね、今のところ全く白紙の状態ということであります。 

 

記者（NHK：宮崎） 

NHK の宮崎と申します。 

衆議院の解散のことでの付け加えというか、さらに質問なのですけども、もうちょっと

具体的に伺いたいのが 2 点ほどで、安全保障、危機管理ということをおっしゃっていまし

たけども、まさに北朝鮮のミサイルですとか、今、台風も去ったばかりですけども、そう

いったところでやはり、先ほど大義を望むというお話もありましたけれども、具体的にも

う少し切れ目のない対応というのですかね、こういうふうなことをやっぱり注意してほし

い、配慮してほしいということ、県としてもどういうふうに望まれるかということと、も

う 1 点は、今報道で、仮にあるとしたらということですけども、大義がないとかですね、

この時期はまさに急なお話ということもありましたけども、そこらへんのことを、かぶる

ところもありますが、意義としてはどういうようなものがやっぱり打ち出されるのか、大

義としては知事自身も感じていらっしゃる、仮に選挙があった場合ですけどもね、という

ことはどういうふうに感じられるか。 

あと、すいません、もう 1 点。 

課題として、山形にとってはどういったところが、今回の選挙が仮にあった場合には、

問題になってくるかなというふうに感じられるかということを、3 つお伺いできればと思い

ます。 

 

知事 

そうですか。そうですね、本当に急なお話ということでありますので、全部ごっちゃに

してお答えすることになるかもしれませんけれども、本当に選挙というのは常在戦場とい

うふうに言われるようにですね、常に私は、政治家の皆さんは国民のことを考えて、自分
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も政治家でありますけれども、やはりそういった視点で物事を考え、行動するべきだとい

うふうに思っているところです。 

ですから、いつの時期がいいか悪いかというようなことは全くわからないわけなのであ

りますけれども、しっかりと考えるところをですね、政策として打ち出して、国民の判断

を仰ぐということになる、そのことに尽きると思っておりますけれども、目の前のことを

配慮していただきたいと申し上げたのは、やはり北朝鮮のことで、今、国連のほうで話合

いがあって、トランプ大統領が刺激的な言葉を述べられて、それに対してまたどういう行

動を起こすかとかですね、私を含め県民も、これからどうなるのかという心配があるかと

思います。 

それで、選挙中であっても何かが起きた時には J アラートなり対策がですね、しっかり

となされるように、また、台風のシーズンでもあるわけなのですよね。 

今、18 号の次の 19 号が発生したとはちょっと聞いてはおりませんけれども、ちょうど台

風のシーズンでもあります。そういった時でありますので、やっぱり自然災害、またその

国際社会の人為的なことにつきましても、しっかりと対応できるような体制で、そういう

ところはしっかりと危機管理をお願いしたいということであります。 

それで、本県についてというようなことでありますと、今申し上げたような、やはり実

りの秋で台風シーズンということでありますので、そういった対応と、県自身もしっかり

やらなければいけないわけでありますけれども、それと、やっぱり北朝鮮の件で、日本海

側で漁船、漁師の皆さんも大変心配されていると思います。しっかりと迅速に情報が伝達

されて、対応できるようなことをですね、取り組んでいかなきゃいけないし、それは県も

もちろんそうなのですけど、国、県、そして市町村と、連携をしっかりとしていかなきゃ

いけないというふうに思っております。 

そういった普段の取組みというものをですね、疎かにならないようにしていただきなが

ら選挙を行なっていただきたいという意味であります。 

 

記者（毎日新聞：野間口） 

毎日新聞の野間口です。 

今の北朝鮮のミサイルのことと総選挙の関連なのですけれども、そもそも山形県を含め、

東北・北海道地方で今まで 2 回 J アラートが鳴りましてですね、そのたびに緊迫した状況

になっています。そういう状況で解散総選挙の話が出てくるということに関して、東北の

県知事としてですね、どのようにお考えになっているのかお聞かせ願えますか。 

 

知事 

そうですね。急な展開と申し上げたのは、やっぱりそういった時期、北朝鮮が度重なる

ミサイル発射でありますとか、また核実験とかですね、行なっておりますし、そして台風

シーズンだというようなこともあります。 
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「え、この時期に」というような、私にとってはちょっと思いがけない時期だったかな

というふうに思っているところでありますけれども、ただ、本先ほど最初に申し上げまし

たけども、常在戦場というようなことがありますので、どういったところをですね、政策

として掲げて、国民の皆さんの審判を仰ぐということになると思いますので、そこはしっ

かりと国民の皆さんが判断できるようにですね、そういった判断材料というものをしっか

り提示していただくことが大事かなというふうに思っております。 

 

記者（毎日新聞：野間口） 

もう 1 点なのですけれども、前回の 2014 年の衆議院選挙で、知事は近藤洋介衆院議員の

ところに伺ったようで、恩返しだというようなことをおっしゃっていたようですけれども、

先日の知事選の時もですね、近藤議員はかなり支援はされていたかと思うのですけども、

そのあたりは恩返しという部分は、何か今考えていることはありますでしょうか。 

 

知事 

はい、選挙の時はいつもいつも悩みながら、四苦八苦しながらですね、考えているわけ

なのでありますけれども、先ほどのお答えと重なりますけれども、選挙があるように言わ

れておりますが、まだはっきりしておりませんし、そういうことなので、私自身はまった

く今は何も考えていない、白紙状態ということでご理解いただきたいと思います。 

 

記者（共同通信：神戸） 

共同通信の神戸と申します。 

今の質問に続くところではあるのですけども、今現在は衆議院選挙は行われるかわから

ないという状態ではありますけれども、仮に決まった場合に、何らかの形で特定の候補を

支援する可能性もあるというふうに捉えてもよろしいのでしょうか。白紙状態ということ

だったので。まず 1 点目、お願いします。 

 

知事 

白紙でありますので、応援することもあればしないこともあるということで、本当にま

だ何も考えていないということであります。はい。 

 

記者（共同通信：神戸） 

状況次第ではあるけれども、応援するとかしないとか、両方とも可能性は否定しないと

いうことでよろしいですか。 
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知事 

そうですね、どちらになるかもわからない、ちょっと今まったく考えていませんので。

申し訳ありませんが。 

 

記者（共同通信：神戸） 

わかりました。もう 1 点は、解散のタイミングに関する質問なのですけれども、安倍首

相もですね、先日、内閣改造をされまして、「仕事人内閣」というような呼び方もされてい

ましたけれども、これから本格的に内閣が始動するという段階で、こういった解散の話が

出てきたということで、かつその北朝鮮に異次元の圧力をかけていかなければならないと

いうこともおっしゃっていますし、具体的な対応策をこれから打っていこうという段階で

この解散という話が出てきたことに関してですね、どういうふうに考えていらっしゃるか

について一言お話を伺えますか。 

 

知事 

そのことにつきましては、やっぱり何回か申し上げたかと思いますが、急な展開だなと

いうのが正直な感想でありまして、ただ、そうお考えになるからにはなんらかの、やはり

お考えがあるのかと思いますので、主張されて、国民の皆さんに対してそのご説明もされ

るのではないかなというふうに思っています。 

ですから、それについては国民の声を反映して、マスコミの皆さんもご質問されるかと

思いますので、そのご説明をですね、お聞きしたいというふうに思っております。 

 

記者（河北新報：宮崎） 

河北新報の宮崎です。 

総選挙についてお伺いしたいのですけれども、先週末からですね、いろいろ報道があっ

て、知事だけではなくて県民の我々も、いろいろ総選挙について考えた次第なのですが、

各党は政策を出して国民の審判を仰ぐべきとか、そういう一般論を聞きたいのではなくて、

知事個人がですね、今どういうふうに総選挙の意義を考えていらっしゃるのか。個人的に

というか、知事の見解をお聞かせください。 

 

知事 

それについては、もう個人的なことも入っております。先ほどからずっとご質問が続い

ておりますけれども、個人的な考えもその中に入っていて、同じです。 

ですから、特に違った考えということはありません。 

 

記者（河北新報：宮崎） 

意義付けというのはどうやって意義付けていらっしゃいますか。 
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知事 

だからそれは、この時期に総選挙をされるということを総理がご説明されるだろうと思

いますので、それをお聞きしたいなというふうに思っております。 

 

記者（河北新報：宮崎） 

いろんな報道を受けて、知事ご自身でいろいろ考えられたということで、そのお考えを

伺いたいのですけれども。現時点で。 

 

知事 

でも、私が総選挙やるわけではありませんので、私が意義付けというのも、ちょっと当

たらないのではないかなと思いますね。私としては、急な展開だなと思ったのが、正直な

ところであります。 

 

記者（河北新報：宮崎） 

わかりました。あともう 1 点お聞きしたいのが、知事は常々ですね、恩返しをする時に

は、恩を恩で返すというのは、常に訴えられてきて、それは知事の亡くなったお義父さん

ですか、から、そういうようなことをしなさいというようなことを繰り返し言われてきた

ということを聞きまして、それは知事のですね、個人の考えではなくて、人としての根幹

だと思うのですけども、そういうような考えは今も生きていると考えてよろしいのでしょ

うか。 

 

知事 

それは、はい。人間としてですね、お世話になった方に恩を返すというのは、これは実

家の母の教えだったと思いますけれども、人間として生きるのにそれは大事なところだと

いうふうに私は考えております。 

ただ、本当にいろんな方にお世話になっているという思いもありますので、ますますこ

う、選挙というのは私にとっては大変になるのだろうなと思います。 

 

記者（朝日新聞：望月） 

朝日新聞の望月と申します。 

話は変わるのですけれども、先日、佐藤昇県議が自民党を離党されたことについてちょ

っとお伺いしたいのですが、15 日に知事と佐藤県議とお会いになっていると思うのですけ

れども、その時にどういったお話をしたのかということと、今回の県議の自民党離党につ

いてどう思うかということをお伺いしたいのですが。 
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知事 

はい。何日に会ったかはちょっと覚えておりませんけれども、佐藤県議からこういうふ

うに考えているというようなお話を伺ったところであります。 

それで、前々からそういう感じのことは伝え聞いてはおりましたけれども、本人からお

聞きしまして、そのお考えが大変固い決意なのだなということを感じました。 

私としてはですね、佐藤県議のお考えというものを尊重しなければならないというふう

に思いましたし、また、政治家としてですね、県会議員として、やはり支援者の皆様、上

山の市民の皆様のためにしっかりと取り組むということでありますので、それが原点だと

思います。その原点のために活動していくということで、私もできる限りご協力できれば、

というふうにお話をしました。 

 

記者（朝日新聞：望月） 

あと、関連してなのですが、そういう話を伝え聞いていたというのは、離党の決意を、

という理解でよろしいですか。 

 

知事 

離党の決意までいかなかったのですけども、そうなりそうだという報道も早めにされま

した。だから、「ええ、そこまで」という思いでありましたけれども、ご本人がやはり固い

決意でありましたので、そういうことであるならば、どういうふうなことになっても、と

にかく上山市民の幸せのために県議として取り組むというのが一番大事であろうと思いま

すので、ご本人もそれをおっしゃっておりましたので、そのことを一番大事にしていただ

きたいというふうに申し上げたところです。 

 

記者（YTS：佐藤） 

YTS の佐藤と申します。 

また衆議院選挙についてお聞きしたいのですが、野党共闘がどうなるかというところが、

ひとつこれから焦点の 1 つになってくるのかと思うのですが、知事ご自身、非自民結集の

中で支援を受けていらっしゃる中で、どうあるべきなのかというのを、知事ご自身のご意

見をお聞かせください。 

 

知事 

どうあるべきかと言われると、大変難しいなというふうに思います。どうあるべきかと

いうのは、私の口から申し上げるのは大変難しいです。はい。 

 

記者（YTS：佐藤） 

知事ご自身、政治家であるという立場で難しいのかなというご発言かと思うのですが、
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日本の政治が、政党政治が成熟していくためには、どうあるべきかという視点もあるかと

思うのですが、そういった点ではいかがでしょうか。 

 

知事 

そうですね。答えになるかどうかわかりませんけれども、私は、二十歳の時からですね、

できる限り選挙には行くようにしておりました。候補者のことがわからなかったり、いろ

んなことがわからない中でも、投票権をですね、ちゃんと行使するというのは大事なこと

だなと、ずっとそれがもろに自分たちの生活に響いてくるのだ、というふうに思いますの

で、とっても大事なことだなと思っておりました。1つはですね。 

あと、もう1つは、理想的な形は二大政党制ですね。でも、日本ではなかなかそうならな

い、そうなっていないと思いますけれども、そういったことで一番大事なのは国民ですか

ら、国民の考えを反映しながら、二大政党でもって、いろいろ政権を運営していくという

ようなことが、何となく望ましいなと若い頃考えておりました。でも、日本ではなかなか

難しいのだなということを思っております。 

なぜ、難しいのかというと、小選挙区と中選挙区とかですね、そういったところまでい

ろいろ検討しなければいけないのではないかななどと思ったり、今のままですと、国民の

多くの声が反映されなかったりもするのかななんて思ったり、本当に感じるところはさま

ざまなのですけれども。答えになっているでしょうか。 

 

記者（YTS：佐藤） 

 なってません。 

 

知事 

協力したほうがいいとか、悪いとか、そういうことはちょっと私からは申し上げられな

いところですが、二大政党というような理想形のためには何をしたらいいのかな、という

ふうに私としては、政治家として考えるところですね。 

やっぱり、選挙制度、小選挙区制、中選挙区制というか、そういうところをしっかり検

討すべきではないのかななどとも思ったりしますけれども。はい。 

 

記者（YTS：佐藤） 

ですと、とりあえず、今の与党一強のところに対してはやはり、野党が共闘しないとと

いうふうな受け止めですか。 

 

知事 

でも、共闘がいいかどうか、もちろん私にはちょっとわからないのですけれども、やっ

ぱり、もっと国民の声が反映できるような選挙区制というか、そういったところが抜本的
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に検討されるべきではないかと思います。1つの地域で、たとえば、51％の人がAさんとい

う人を選び、49％の人がBさんを選んだとして、Aさん1人が当選して、あとの49％の人の

思いは反映されなくなるというようなことではやっぱりどうなのかな、なんて思ったりし

ますので、そういったところからちょっと検討し直したほうがいいのじゃないかな、など

と考えたりもします。はい。すいません。 

 

記者（YBC：渡辺） 

YBCの渡辺と申します。 

北朝鮮のミサイル関係だったのですが、先ほど登下校中のという話がありましたけれど

も、今回のケースでそうだったのですが、防災行政無線がない市とか町ですと、登下校中

の子どもたちはですね、携帯電話を持っていないような場合ですと、Jアラートの発信とい

うところをわからない状況になるというところが、特に今回、先日の場合、まさに登校中

の時間ということで、そういう状況があったわけですけれども、そういったようなところ

に対しての対策というか対応というかですね、県として何か考えていらっしゃるようなと

ころがあるのかどうかというところを伺いたいのですけれども。 

 

知事 

はい。防災行政無線がまだ未設置の自治体に対してですね。 

はい、5つの市と町が未設置であるわけなのですけれども、先ほど申し上げたのは、そこ

でもやはりいろいろな手段を設置するかどうかも含めですね、いろいろな手段を模索して

いるようだということであります。 

一例を申し上げれば、たとえばサイレンが鳴り渡るようにすると、登下校中であっても

響き渡るわけでありますけれどもね。ただ、どういうふうに、5つの市・町でなっているの

か、県はどういうふうにしてほしいのか、というご質問だと思いますので、ちょっと担当

のほうから答えてもらいたいと思います。 

 

危機管理監 

危機管理監の佐藤でございます。 

防災無線未整備の市町、市や町につきましては、一部、登録制メールということで、登

録者に対しての通知・通報ですね、これを行っているところがございます。それから、一

般的な対応ということで、Jアラート、通常の携帯のエリアメールで警報が鳴りますので、

そういったもので市民の方々がお知りになると。そういった実態にございます。 

通学途中の児童それから通勤者への対応ということですが、特に児童については携帯電

話をお持ちじゃないという事情もありますので、そういったところは、先ほど教育庁のほ

うからもご説明があったように、それぞれの学校の中でマニュアル等を定めて、近所の人

が通学途中のお子さんに教えてあげる、そういった対応をとっていく、そういったことで
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順次、そういった内容を周知広報している。そういった状況でございます。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者（時事通信：梅崎） 

時事通信の梅崎と申します。よろしくお願いします。 

先ほど選挙制度への言及があったので、ちょっとお尋ねしたいのですけれども、二大政

党制が理想だというようなお話もありました。 

どうして二大政党制がいいと知事は思われるのか、というのが1点と、もう1点は、国民

の声がもっと反映されるような制度というような発言もありましたけれども、その実現の

ために現行の制度をどういうふうに変えたらいいとかいうようなお考えありましたら、教

えていただけますでしょうか。 

 

知事 

いやいや、あまり、そうですね。なぜと言われますと、やはり二大政党ですとですね、

Ａという政策があって、それに対して賛同したり違う案を出したりとかですね、常に選択

肢はあるわけでありますし、また、両方とも拮抗していないと、政権交代ってなかなかで

きないのではないかというふうに思います。少数の政党がたくさんいるのは、いろいろな

考えが反映されるで、案外いいとも思うのですけれども、政権交代というようなことはな

かなか難しいのではないか、というふうに思います。 

それで、やはり、二大政党ですと、他は全然要らないとかいうことではないのですけれ

ども、政権交代ができる環境にあるというようなことで、そういったことが望ましいので

はないかというふうに、若い頃は思っておりました。 

常々、深く、どこまでやったらいいとかいうところまで、深く考えているわけではない

のでありますけれども、ただ、確か小選挙区制だと思いますけれども、そうすると1人しか

その地域で選ばれないということで、たとえば4割位の人が選んだ人であっても、2位であ

れば当選できないので、反映されないということになる。だからもっと区割りを大きくし

て、中選挙区というのでしょうか、ちょっと私もはっきりそういうところがわからないの

ですが、もうちょっと区割りを大きくして2人くらい選べるということになると、Ａさんと

Ｂさんという人が当選するということで、ちょっと違った考えの方も当選してですね、住

民の皆さんの意見が反映されやすくなるのではないかというふうにちょっと思っていると

ころです。 

 

記者（時事通信：梅崎） 

ありがとうございます。1点目の質問に関連してなのですけれども、ちょっと関連してな
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いかもしれませんが、政権交代ができる環境にあるということが望ましいというふうにご

説明いただきました。そういう意味で、野党共闘というのは、まずは政権を、与党を交代

というか、政権を交代しようというような意図で始まったかと思うのですが、その共闘の

意義というのは。 

 

知事 

そうかもしれませんけれども、ちょっと、やはりほら、いろいろね。人数もかなり違う

し、お考えも違ったりとか、いろいろあると思いますので、本当に難しいと言いますか、

したほうがいい、しないほうがいいというふうに答えるのは私としては大変難しいものが

あります、ということです。はい。 

 

記者（読売新聞：三沢） 

読売新聞です。選挙制度の話ではないのですけれども、ここのところの選挙で、サード

パーティーとか、政権の受け皿とか、そういうような話がずっと出ているような感じだと

思うのですけれども、今回も新党とかそういうような話が出ていて、そういったような政

権党の受け皿とか、新党とか、今回の選挙で期待している点ありますか。ご意見を聞かせ

てください。 

 

知事 

そうですね、ちょっと急な展開なので、どういうふうになっていくのかな、という思い

で注視していきたいと思っています。 

世界的な流れでみると、フランスなどでは、新しい方が出てこられたということで、そ

して、新しい何と言うのですか、今フランスの大統領になられた方がですね、それまでは

そんなに勢力なかったのが、大変勢力を広げるに至っているということもありますし、激

動の時代なのかなと思いますが、日本は果たしてそういうふうになるのかどうか、ちょっ

とわからないなというふうに思っています。 

何か地方のほうまでそういう雰囲気が流れてくるのかどうか、ちょっとわからないなと

いうふうに思っています。 

私などはですね、期待と言われましても、とにかく今回の台風の被害がどうだったのだ

ろうとかですね、そっちのほうに頭がいってしまいます。私の立場としては、山形県内の

県民の皆さん、そして、県土のこと、そのことを第一に考えなければいけないという立場

でありますので、ことさら、すごい何か期待するというようなことではないですね。これ

からいろいろな政策をお出しになるかと思いますので、それをお出しになった時点で、ど

ういうことに期待ということになるのかな、というふうに思います。 
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記者（山形新聞：田中） 

すいません。細かい点なのですが、まず1点目。 

臨時国会の冒頭で解散が予想されているのですけれども、臨時国会では、たとえば「高

度プロフェッショナル制度」であるとかですね、「同一労働同一賃金」と一体化した法案が

審議される予定だったとか、さまざま懸案事項が、法案の審議が予定されていましたけれ

ども、そういったものは今のところ先送りの見通しになっています。そういったものが先

送りになる可能性があるということについてですね、まず知事は、今回の臨時国会の審議

がなされないことに関しては、どのようなところが残念とかですね、そういったところ、

重要法案に関してのご認識というのはどういうふうにお感じになられましたでしょうか。 

 

知事 

そうですね。私はやはり待遇改善、処遇改善というようなことに力を入れてきています。 

知事に就任した当初から雇用ということに力を入れてきましたし、今、若者の正社員化

でありましたり、その所得を増やすというようなことに力を入れたいというふうに申し上

げているところでありますので、できるだけ早くそういったことはご審議いただきたいな

というふうに思っています。 

ですから、正直申し上げて、それが選挙ということになって、先延ばしになるようだと

いうことであります。選挙はあるかどうかまだわかりませんので、もしかしたら、選挙な

しで審議されるということになるかもしれないわけでありますから、何とも言えないわけ

でありますけれども、もし、先延ばしということになるのであれば、ちょっと残念だなと

いう思いであります。選挙はあってもなくても、しっかりと、なるべく早期にですね、そ

の処遇改善といったところは、力を入れて確実に取り組んでいただきたいという思いです。 

 

記者（山形新聞：田中） 

ありがとうございます。 

明日から9月定例会始まりましてですね、知事の定例会見も閉会までないということで、

10月11日以降になるかと思います。この間、選挙が公示されてしまうので、なかなか聞く

機会も限定されてしまうのですけれども、知事ご自身は先ほど来、現在白紙であるとか、

さまざまな方から恩を受けてきたと、お世話になってきたというお話がありました。 

ここ1年、知事ご自身が、さまざまな要望活動であるとか、提言活動などというものを盛

んになさっておられますし、そうしたことも、お世話になっていることに含まれていると

かっていうのが1点。 

もう1つが、9月定例会で定例会見はなくなってしまいますけれども、知事ご自身は現在

は白紙だとしてもですね、今回の解散総選挙になった場合ですね、どのように対応するか

ということについて、きちんと選挙期間中であれ、公示前であれ、説明なさる機会という

のは設けられるというふうにお考えなりますか。 
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知事 

そうですね。1点目でありますけれども、日ごろですね、さまざまな要望活動、提案提言

活動も行なってきております。 

知事というのは長く続ける、長くと言うか、3期目でありますけれども、続けている中で

お世話になる方もまたどんどん増えているわけでありまして、もちろんそういったことも

ですね、私はお世話になっているということの中に含まれるというふうに思っております。 

2点目でありますけれども、そうそう、1点目に戻って、だからこそ、なおさら大変にな

るなという、正直な思いであります。 

2点目はですね、そうですね、本当に全くまだ何も考えていないということなので、選挙

があるかないかもちょっとわからない、はっきりしない時にですね、こういうことをしま

す、しません、ということもちょっと申し上げられませんので、それも含めて、まだ何も

選挙についてはですね、全く未定だということでご理解いただきたいと思います。 

 

 

 


