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平成 29 年 10 月 23 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。 

台風 21 号が近づいております。 

超大型の台風 21 号ですけれども、本日の午前 3 時ごろ静岡県御前崎市付近に上陸して、 

午前 8 時の時点では茨城県内を北東に毎時 65km の速さで進んでおります。 

現在、県内の全域に暴風警報、また、東南置賜地域などに大雨・洪水警報が発表されて

おります。 

昨日から引き続いた大雨により、雨量が規制値を超えたことから、山形新幹線の運転見

合わせや国道 13 号の福島県境の通行止めなど交通機関に大きな影響が出ております。 

本県には、お昼近くに最も近づきますので、県民の皆様には、台風の雨、風に備えてい

ただくとともに、今後の台風情報にご留意いただき、安全にくれぐれも十分に注意してい

ただきたいというふうに思っております。 

それでは、恒例となりました、祭りやイベントをご紹介いたします。 

10 月 25 日に、山形市の文翔館を会場に、東京 2020 オリンピック・パラリンピックフラ

ッグツアーのフラッグ歓迎イベントが開催されます。アンバサダーとして南陽市出身のオ

リンピアン"池田めぐみ"さんをお迎えし、私がフラッグの引継ぎを受けることとなっており

ます。 

それから 10 月 29 日に、長井市の長井ダムの"百秋湖(ひゃくしゅうこ)"周辺を会場として、

「第 6 回ながい百秋湖まつり」が開催されます。絶景の三淵渓谷(みふちけいこく)をゴムボ

ートで巡るボートツーリングや長井ダム周遊ウォーキングなどが開催されます。 

また、県内は「実りの秋」をむかえ、各地で収穫祭や産業祭りが開催されます。上山市

では、28 日と 29 日に「第 32 回上山市産業まつり」が開催され、新鮮な野菜やくだもの、

加工品など特産品の販売や"かみのやまワイン祭(さい)"など、多彩なイベントが行われます。 

さらに、鶴岡市の鼠ケ関港市場(ねずがせきこういちば)では、28 日に「鼠ケ関とれたて！

お魚市"カニまつり"」が開催されます。カニ汁や力二丼、焼きガニを中心とした新鮮な魚介

グルメを堪能できるほか、辨天(べんてん)太鼓子ども会による太鼓の演奏などもお楽しみい

ただけます。 

県民の皆様も、ぜひお出かけいただき、本県の豊かな自然や食の魅力に触れていただけ

ればと思います。 

 

それでは私から発表が 1 つだけございます。 

平成 29 年度「里の名水・やまがた百選」の選定についてお知らせいたします。 

今年度、15 か所の湧水の応募がありましたので、現地調査、水質調査、選定委員会の意



 2

見を踏まえ、10 か所の湧水を「里の名水」に選定いたしました。 

この「里の名水・やまがた百選」は、地域の人々に育まれてきた優れた湧水等を県が選

定し、県内外に広く紹介することにより、水(みず)環境を大切にする心と郷士愛を育むとと

もに、観光資源としての活用にもつなげ、地域活性化を図ることを目的に、平成 27 年度か

ら実施しているものです。 

今回の選定により、昨年度までに選定した 23 の湧水と合わせますと、選定された「名水」

は 33 の湧水となります。 

県では、今後、名水として選定された湧水の応募者に選定書を交付するとともに、県の

ホームページでの紹介やパンフレットの配布などにより広く情報提供していくこととして

おります。 

報道機関の皆様には、これまでも広くご紹介していただいておりますが、これからも一

層のご協力を賜りますようよろしくお願いいたします 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

幹事社の河北新報です。よろしくお願いいたします。 

昨日、投開票のあった衆院選に関連してお伺いします。 

全国的には自民・公明が 3 分の 2 を超える議席を獲得し、立憲民主党が野党第一党にな

ることが確実というような情勢で、また、希望（補足：「希望の党」）は失速という形にな

りました。 

また、県内では自民の前議員 3 人が議席を守るという結果になりましたが、この件につ

いて知事の受止めを教えてください。 

 

知事 

はい。昨日、第 48 回衆議院議員総選挙の投開票が行われました。 

投票率(小選挙区県計)は 64.07%でありました。前回を 4.92 ポイント上回りました。国の

安全保障のあり方や、消費税率の引上げとその使い道の見直しなど国民にとって関心の高

いテーマが選挙の争点になったことから、このような高い投票率になったものと考えてお

ります。 

総選挙の結果につきましては、第 1 区では遠藤利明氏が、第 2 区では鈴木憲和氏が、そ

して第 3 区では加藤鮎子氏が当選されました。 

当選されました 3 名の方に心からお祝いを申し上げますとともに、山形県選出の国会議

員として、山形県民の声、地方の声をしっかりと国政の場に届ける太いパイプ役を担って

いただくことを期待しております。ご活躍をお祈りしているところです。 
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記者 

すみません、関連してお伺いします。 

今、県選出の国会議員というお話もありましたが、今回、県内でも希望の党の公認候補 3

人が落選されるということになりまして、また、2 区では、当時は民主党でしたが、前回、

前々回と比例復活されていた前議員の方が今回落選ということになり、県選出の議員が 1

人減ということにもなりました。 

また、この 2 区の前議員に関しては、知事の支援者のお 1 人でもあるかと思いますが、

こうした希望（補足：「希望の党」）の動きについて、県内の結果については、知事はどう

ご覧になりますか。 

 

知事 

はい。選挙の結果というのは、主権者である県民の判断であります。選挙を通じて県民

に問うたということでありますので、それが全てであろうと私は思っております。 

山形県選出の国会議員は多いに越したことはないと思っておりますけれども、これは県

民の判断でありますので、当選された 3 人にしっかりとご活躍をお願いしたいというふう

に思います。 

 

☆ フリー質問 

記者 

 河北新報の宮崎です。よろしくお願いします。総選挙の関連で教えて欲しいのですけど

も、2 区の近藤洋介さんが議席を維持できなかったということがありまして、去年の知事選

から含めて知事の有力な後援者、支援者だったと思うのですけれども、その支援者の方が

議席を落としたことについて、知事はどういうふうにお考えでしょうか。 

 

知事 

先ほども申し上げましたように、これは主権者であります県民の皆さんの判断でありま

すので、それが全てだというふうに私は思っております。それぞれの候補者の皆さんがし

っかりと政策を掲げて県民の皆さんに訴えられたということで、そのことに対しての審

判・投票があったわけでありますので、そのこと自体について私から言うことは無いと思

っております。 

 

記者 

 それは一般的なことだと思うのですけども、知事ご自身が支援されていた方、支援して

くださった方が議席を落されたことに対して、「県民の審判だから」というくらいの感情し

かないということなのでしょうか。 
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知事 

 私が支援したというようなことではないと思っています。私は 1 つの政党というような

ことではありませんし、多くの皆さんから支援をいただいて、知事のお仕事をさせていた

だいております。これからも多くの皆さんのご協力、そして連携といったことを大切にし

ながら、山形県の発展に全力を尽くしていかなければならないというふうに思っておりま

す。選挙というのはそういう意味ではいつも大変なことだなと思っておりますけれども、

私を支援してくれていたというお話でありますけれども、確かにいろいろな席に来ていた

だいたりもしたと思います。ですけれども、選挙の結果というのはやはり、県民の皆さん

の判断だということを重くしっかりと受け止めて、いろいろな行動・活動、そういったこ

とにつなげるということだと思いますので、記者さんが何を期待しているのかちょっと私

には分からないのですけども、これは県民の皆さんの判断ということで、当選された方に

は、しっかりと山形県の発展のために一緒になって働いていただきたいという思いであり

ます。 

 

記者 

 朝日新聞の宮谷です。以前、知事が特定の候補の応援については「熟慮中」だというこ

とをおっしゃっていたかと思うのですけども、結局どのようにされたのかということをお

伺いしたいです。 

 

知事 

 はい。そうですね、確かに、私は「熟慮中」ということを申し上げてまいりました。選

挙が終わってしまったわけでありまして、最終的に、具体的な行動として、特定の政党や

候補者の応援に立つというような、そういう考えには至らなかったということであります。 

 

記者 

 ある県議の方が、候補者の応援演説の中で、知事からメールで応援をいただいていると

いうようなことを言っていたそうなのですけれども、そこについてはいかがでしょうか。 

 

知事 

 そうですか。はい。そういう具体的なことについては、ちょっとなんとも申し上げられ

ませんけれども、選挙というのはさまざまなことがありますし、私の名前が出ることもあ

ろうと思いますし、ただ私は、自分自身が具体的に動くことはなかった、そして選挙とは

ルールに則った戦いでありますので、全員に頑張って欲しいというようなことも申し上げ

たこともあります。しっかりと県民の判断が下ったこの時点で、そのようなことは申し上

げるべきではないというふうに思っています。 
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記者 

 応援演説の中で、そのメールがあったという話なのですが、送られてはないというにな

るのでしょうか。知事の方から。 

 

知事 

 どなたなのかもさっぱり分からない中で、そういうことにお答えはできません。 

 

記者 

NHKの池川です。よろしくお願いします。 

衆院選の関係なのですが、今回の選挙では、各候補者がいろいろな公約を掲げて戦った

わけですけれども、特に新幹線の話だったり、来年の農業の30年問題に向けた対応等々含

めて、今回当選された皆さんには、政策の実現についてどういうところを期待されるのか、

また、知事として協力してやっていきたいこと等ありましたらお願いします。 

 

知事 

そうですね、今、お話にも出てきたわけでありますけれども、これまで大きな県政の課

題として捉えて取り組んでいる米の生産調整を巡る農業問題や、少子化時代でありますの

で、子育て支援の充実でありますとか、将来に向けての羽越・奥羽新幹線の整備促進、そ

ういったことは山形県の発展ということに大きく関わることでありますので、是非、力を

入れていただきたいと思っておりますし、私はもちろん、それに力を入れていきますので、

ご協力をいただきたいなというふうに思っております。 

 

記者 

TUY鈴木です。今の質問に関連なのですが、県１区で当選した遠藤利明さんが山形新幹

線の福島米沢間のフル規格化を目指すと、昨日の喜びの声でも言っていたのですが、知事

として今後、遠藤さんと連携して、山形新幹線のフル規格化を進めていくお考えとか、そ

の辺りいかがですか。 

 

知事 

はい、私はずっと前から、そのことを申し上げて、いろいろな組織も立ち上げてきてお

りますので、さらにご協力をいただけるということだと思っていますので、心強く思って

おります。 

 

記者 

では、今後、遠藤さんと二人三脚で一層強力に進めていくという形になる。 
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知事 

ええ、もちろん、私は山形県の知事でありますし、遠藤利明氏は、県選出の国会議員で、

今回それを大きく掲げられたわけでありますので、大いに、フル規格化ということでしっ

かりとですね、山形県発展のためにしっかりと連携していければというふうに思っており

ます。 

 

記者 

山形新聞の田中です。衆院選のことで2点教えていただければと思います。 

結果的に知事ご自身の対応のことを1つ。 

今回、結果的には、静観という形になりましたけれども、先ほどもありましたけれども、

これはやはりさまざまな支援を受けているためというのが、昨年の参院選でのお答えでし

たけれども、今回はそういったことを含めてどのように揺れながら、思いながらも最後ま

で静観なさったということなのでしょうか。 

 

知事 

はい。そうですね。 

私自身が1つの政党に属する人間でもなくて、しかも、多くのさまざまな方々からご支援

をいただいているという事情があります。そういう中で、ずっと長いこと支援して下さっ

ている方々もおられるわけでありますので、選挙というのは戦いでありますので、そうい

った支援してくださっている方々同士の戦いというようなこともありますし、後に支援し

てくださるようになった方と、当初から支援してくださっている人との戦いとかですね、

さまざまなことがあるわけです。それで、本当にその度ごとに、悩みながら熟慮したりし

ながらですね、静観に至ったりしたことがあります。 

今回もそういうことがございました。言葉にはできないのでありますけれども、本当に

いろいろな思いが交錯する中で、最後までですね、具体的な行動に出るというようなこと

には至らなかったということであります。 

 

記者 

ありがとうございます。 

もう1点は、代表質問のところにも重なるのですけれども、今回、終わってみればですね、

前回2014年と同じように、自公が圧勝したと。なおかつ、今回、特徴的なのは、野党の合

流と分裂ですね。立憲民主党が野党第一党になるということになるかと思います。希望（補

足：「希望の党」）ではなくてですね。こういった立憲民主党、いわゆる中道左派的な合憲

であるとか、安保法制反対であるとか、こういったところが改選前に比べれば3倍以上に議

席を伸ばして躍進をしたということに関しては、全体としては、知事はどのように今回の

選挙はご覧になられたでしょうか。 
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知事 

そうですね。 

全体的に見て、政権の自由民主党がしっかりと力を維持したと言いますか、二階幹事長

のお言葉を借りれば、「国民の信任を得た」ということになろうかと思います。やはり、国

民の判断でありますので、結果としてそういうことになったのかなと思っております。 

それから、なぜそうなったかというとですが、私は評論家ではないのでありますけれど

も、一般的に言われていることは、やっぱり野党が分裂したということが言われておりま

す。そういう中で枝野氏が率いる立憲民主党が躍進したということであります。 

日本という国はですね、民主主義の国でありますので、いろいろな考えの党があってい

いと思っておりますし、そういう意味では与党と違う考えの党もいるということで民主主

義的な国なのかなというふうに思っております。 

ちょっと政治から離れるのですけれども、枝野氏については、東日本大震災の時に、大

変がんばっておられた方だなという印象があります。東日本大震災が発災して、その直後

ですかね、枝野氏から私に電話がかかってきたことを思い出しました。「山形空港を 24 時

間開放して、使わせてくれませんか」という電話でありました。それに対して私は「分か

りました、存分にお使いください」というふうにお返事をしたのでした。東日本大震災の

ときのことをまざまざと思い出してしまったのでありますけれども、そういった方だから、

まあ、方だからっていうのはおかしいのですけれども、私はあまりなるべく感想みたいな

ことは言わないことにしたいと思いますけども、ちょっとそのことを思い出しました。 

 

記者 

時事通信の梅崎です、よろしくお願いします。2 点、国政に関連して伺いたいんですけれ

ども、今回の総選挙っていうのは小池百合子氏が 1 つのかけに出たという選挙でもあった

かと思います。当初はとてもダイナミックな動きがあったかと思いますけれども、結果と

しては昨日、小池氏自身もおっしゃっていたように「敗北した」ということになりました。 

同じ女性の政治家としてというとあれですけれども、一連の動きをどういうふうにご覧

になっていたか教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

大変難しいご質問だなというふうに思います。東京都知事でいらっしゃいますので、知

事としては同僚ということで、あまり申し上げないほうがいいかなというふうには思って

おります。ただ、女性としてということでありますけれども、都知事におなりになったと

きに、本当に頼もしい女性政治家が現れたというふうに感じました。 

今回のことは、途中で失速というようなことになったというふうに言われておりますし、

そういうことなのかなというふうに受け止めているところです。それ以上は申し上げるこ

とはないところです。 
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記者 

分かりました。もう 1 点なのですけれども、今回の選挙の結果として与党が信任を受け

て、憲法改正に向けたさらなる議論が進んでいくかと思います。また、安倍総理が再び総

理の座に着くということにもなるかと思いまして、さらに自民党総裁の任期も伸びて、来

年秋以降も続投するという可能性も高まっています。 

そこで改めて憲法改正に向けた議論の中で、何かこうしてほしいとか、知事ご自身のほ

うからお考えの気持ち、ご意見があれば伺えますでしょうか。 

 

知事 

これからの日本の在り方ということについて、憲法改正の要否をめぐる国会での議論を

とおして国民の関心が高まって、そして理解が深まるというのは、基本的には良いことだ

なと思っております。 

仮に国会で憲法改正の発議がなされても、最終的な判断は主権者であります国民の直接

投票で決せられるものであります。今後の国会において、国民の理解が深まり、しっかり

とした判断ができるように、そういった議論をしていただきたいというふうに思っており

ます。 

 

記者 

今回の選挙戦の中で、憲法改正の議論っていうのは充分に議論されたなと知事ご自身は

お感じになりますか。 

 

知事 

選挙戦の中で議論が充分だったかどうかはちょっと分からないと思います。これから国

会でもっと議論をしていただくべきではないかなと思います。 

 

記者 

産経新聞の柏崎といいます。衆院選と全然異なるお話をちょっと質問させていただきま

す。先ごろ、東京の総合ブランド研究所（補足：正しくは「ブランド総合研究所」）って

いうのがありまして、都道府県のランキングを発表されてるんですね。今年で 12 回目にな

るのですけれども、まあ 1 位が北海道だったかな。 

 

知事 

ああ、そうですか。 

 

記者 

2 位が京都府で、東京都が 3 位、それで最下位が茨城県なのですが、ちょっと関心あるの
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が山形県で、東北 6 県では最下位なんです。38 位なんですね。 

 

知事 

ああ、そうですか。 

 

記者 

東北では、13 位が宮城県で、17 位が青森県、24 位が秋田県、岩手県と福島県が同率で

（補足：34 位）、山形県は 38 位なんです。これは、知事はご存じかどうか分からないんで

すが、こういった状況なので、改善をしたいとかのご感想と、あるいはどういうふうにブ

ランド力を上げていきたいかって、ご努力、まあいろいろなさってると思うんですが、そ

の辺もうちょっとお伺いしたいと思います。 

 

知事 

その情報は今初めてお聞きをいたしました。そういうことであるとすると、大変残念だ

なというふうに正直思います。やっぱり山形県は底力のある県でありますので、しっかり

とですね、ブランドを発信して、順位を上げていきたいなというふうに思います。 

 

記者 

順位を上げていきたいということですね。 

 

知事 

そうですね、もちろん、はい。 

 

記者 

分かりました。 

 

知事 

はい、ありがとうございます。 

 

 

 

 

 


