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平成 29 年 11 月 29 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。 

 本日午前 3時 18 分ごろ、北朝鮮西岸より弾道ミサイルが発射され、4時 11 分ごろ、青森

県沖西方約 250 キロメートルの日本海の我が国の排他的経済水域内に落下したとの発表が

政府からありました。 

 県としては、ただちに、関係情報を市町村や関係機関に伝達するとともに、本県関係の

漁船及び県実習船、県漁業調査船について安全を確認いたしました。 

 北朝鮮が、再びミサイル発射を強行したことは、国連安全保障理事会決議に違反し、自

制を求める国際社会を無視したものであり、地域社会の平和と安全を著しく脅かすもので、

断じて許されないことであります。 

 排他的経済水域内への落下は、今年に入ってからだけでも 5 回目となり、本県としては

政府に対して断固とした対応をとられるよう求めるとともに、引き続き関係情報の収集、

市町村や関係機関との連携に努め、緊張感を持って、県民の皆さまの安全確保に万全を期

してまいります。 

さて、11 月も下旬となりました。雪も降るなど、朝晩の寒さが大変、だいぶ厳しくなっ

てまいりました。インフルエンザの流行も発生して始まっておりますので、県民の皆さま

には、くれぐれもインフルエンザ、風邪などひかれませんように、ご注意いただきたいと

思います。 

 それからですね、11 月 18 日から 23 日までの 4 泊 6 日の日程で、本県観光・経済関係者

とともにスペイン王国マドリード市を訪問してまいりました。 

 まず、国連世界観光機関（UNWTO）の本部では、タレブ・リファイ事務局長と会談をしま

して、「雪と文化」をテーマに東北で初めて開催する国連世界観光会議への世界各国からの

幅広い参加について、働きかけを行ってまいりました。また、この日には、本部を訪問し

ていたパラグアイの観光大臣がおられまして、偶然だったのですけどもお会いをしたもの

ですから、私から直接、会議への参加を要請してまいりました。 

 在スペイン日本国大使公邸では、大使館と連携し、現地の旅行会社や航空関係者などを

招いて、本県の豊かな自然や精神文化、「つや姫」やフルーツ、日本酒などの食、ものづく

り技術など、本県の優れた魅力を紹介いたしました。その後、本県食材を用いた昼食会を

開催し、実際に味わっていただきました。出席者からは、「山形県の観光素材は、スペイン

人の日本の原風景を好むという嗜好に合致する。ぜひ、多くのスペインの方に伝えたい。」

との高い評価をいただきました。 

 また、本県出身者をはじめ、貿易関係者や日本酒に造詣が深く県産酒を扱う日本レスト

ラン店主、観光関係者など、現地で発信力のある方 6 名を新たに「やまがた特命観光・つ
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や姫大使」に委嘱し、様々な場面で幅広く山形県の PRを行っていただけることとなりまし

た。 

 このほか、マドリード市庁や、市役所ですね、日本政府観光局（JNTO）、日本貿易振興機

構（JETRO）のマドリード事務所を訪問し、現地における最新の情報を聞き取りするととも

に県産品や観光資源の PRを行い、本県の知名度向上と交流拡大に向けて意見交換を行って

まいりました。 

 今回の訪問により、訪日旅行商品を造成している旅行会社の責任者とのネットワークが

形成されましたので、継続して観光情報を提供するなどにより、本県への関心と知名度向

上を図り、観光誘客の拡大に取り組んでまいりたいと考えております。 

 県産品の取引拡大につきましても、スペインでは日本食レストランがこの 4 年で 3 割増

加しており、特に日本酒は輸入が過去 3 年で倍増し、大手、地酒も含め約 300 種類が流通

している状況であります。今回、現地で日本酒を輸入し、普及に取り組んでおられる商社

の方と面談し、県産酒への高い関心を示していただきましたので、こうした関係を大事に

しながら、取引拡大に結び付けてまいりたいと考えております。 

 このたびの訪問全般を通して、スペインにおける日本への関心の高さと国連世界観光会

議の成功に向けて本部から強力なサポートをいただけることを再確認いたしましたので、

構築した人脈を大切にし、欧州地域における本県との経済、観光などの交流拡大につなが

るよう努めてまいります。 

 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。 

 12 月 1日から 3月 31 日まで、「『山形日和。』冬の観光キャンペーン」を展開いたします。

「やまがた雪フェスティバル」、「蔵王樹氷まつり」、「上杉雪灯籠まつり」をはじめとする

県内各地の祭りやイベント、「米沢牛」、「寒鱈汁」をはじめとする冬の味覚など、山形なら

ではの冬の魅力を PR してまいります。 

 いよいよスキーシーズンが近づいてまいりました。 

 12 月 1日に、米沢市の「天元台高原スキー場」が、12 月 9 日には、山形市の「蔵王温泉

スキー場」や鶴岡市の「湯殿山スキー場」などがオープンし、その後も順次各地のスキー

場がオープンします。 

 また、蔵王連峰の特別な気象条件と植生が織りなす自然の芸術であります「樹氷」に関

連したイベントとして、12 月 23 日から「樹氷ライトアップ」と「ナイトクルーザー号で行

く“樹氷幻想回廊ツアー”」が行われます。暗闇の中に色彩豊かな照明で浮き上がる樹氷の

姿は、日中の白銀に輝くそれとはまた趣がまったく異なり、まるで幻想的な世界に迷い込

んだような雰囲気を味わうことができます。 

 県民の皆さまも雪の事故などに十分注意をしていただきながら、「冬の山形」の楽しみを

満喫していただければというふうに思っております。 

 

それでは私から発表が 4つございます。 
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 まず 1 点目であります。ナンバープレートのデザインについてです。 

 「山形」、「庄内」の 2 つの地域で導入することとしておりました地方版図柄入り自動車

ナンバープレートにつきまして、この度、国土交通省に提案するデザインを決定しました

のでお知らせいたします。 

 これでございます。（補足：ナンバープレートが描かれているパネルを掲げる。） 

このデザインは、公募により寄せられた全 138 作品の中から、東北芸術工科大学の中山

ダイスケ教授を委員長とする「デザイン検討委員会」におきまして、市町村や県民の皆さ

まからいただいたご意見も踏まえて、1つとして、各地域の特色が表現されているか、2つ

目は本県の魅力を発信できるか、そして 3 つ目は県民から長く愛されるものかといった観

点から評価して、決定していただいたものであります。 

まず、山形ナンバーです。この上ですね。山形ナンバーは、「さくらんぼの里 山形」と

題した作品で、山形市在住の会社員、鏡春菜（かがみ はるな）さんによるものです。み

ずみずしい真っ赤なサクランボと緑豊かな土地が表現されたとても印象的な作品です。 

次に、庄内ナンバーでありますけれども、庄内ナンバーは、「稲穂の波と鳥海山」と題し

た作品であります。鶴岡市のご出身で京都府在住の会社員、松浦隆浩（まつうら たかひ

ろ）さんによるものであります。庄内の田園風景の中に躍動感のある稲穂がデザインされ

ており、ふるさとに思いを馳せながら制作していただいたものであります。 

いずれの作品も、本県の特徴がうまく表現された素晴らしい作品だと思います。 

この 2 つのナンバープレートは、来年、平成 30 年 10 月頃から交付されると聞いており

ます。 

 「走る広告塔」となって、県内外に山形県の魅力を広く発信していただきたいと思いま

すので、多くの県民、県内事業者の皆さまにご利用いただきますようお願いをいたします。 

 では 2 点目にまいります。 

 昨年度から始めてまいりました「メイドイン山形」ブランドの確立に向け、このたび、

ブランドコンセプト、キャッチコピー、ブランドマークを作成しましたのでお知らせいた

します。今後、これらを活用し、山形県産品のブランド力向上を図るためのプロモーショ

ンを実施してまいります。 

 まず、ブランドマークはこちらです。（補足：ブランドマークが描かれているパネルを掲

げる。） 

 私が持っている「白」が基本形となりまして、そちらに立てかけてある 4 つがですね、

応用パターンとなります。こちらが基本形で、あちらが応用パターンであります。 

 それでは改めてブランドコンセプトから順にご説明をいたします。ブランドコンセプト

は、「上質な いいもの 山形」を主題に、お手元の資料のとおり、山形県のものづくりの背

景やものづくりの姿勢を盛り込んだところです。 

 山形ブランド特命大使の御意見や首都圏における調査、若手生産者によるワークショッ

プの成果を踏まえ、山形県総合ブランド戦略推進会議で議論を重ねて作成いたしました。 
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 まず、キャッチコピーは「創造の山 理想の形」とし、ブランドマークは山形県の形を

県内市町村の数 35 ありますけれども、その 35 色、35 個のキューブで表すことによって県

産品の多様性を示しております。 

 今後のプロモーションの取り組みとしまして、1 つ目が県産品の上質な魅力を描いた PR

映像を作成し、動画サイトでの公開を通して話題性を高め、SNS での拡散をねらうこと、2

つ目としまして、県内主要駅や空港などへブランドマークや県産品の魅力を周知する広告

を掲示すること、そして 3 つ目として、日常的に山形県産品と接点を持つ場としてポータ

ルサイトを開設し、山形県産品への理解を深めたり、販売促進の場として機能させること

などを実施していく予定でございます。 

 このプロモーションにより、山形県産品の質の高さの認知度を高め、ものづくり県とし

ての山形県のイメージを向上させることで、県内外の方々から山形県産品に対して興味や

関心を持っていただき、山形県産品を購入していただけることを目指してまいります。 

 県産品の生産者の皆さま、県民の皆さまと一緒になって取り組んでいくことが重要であ

りますので、御理解と御協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。 

 では、3点目にまいります。 

「山形県民 CO2 削減価値創出事業」における CO2 削減価値の購入者の募集についてお

知らせいたします。 

県では、昨年度からこの事業に取り組んでおりますが、ご家庭等に設置された太陽光発

電設備等によって削減された温室効果ガスを県が集約し、政府のJ‐クレジット制度を活用

して、都市圏の企業をターゲットに販売するものであります。 

去る10月31日に開催された政府の認証委員会で、昨年11月から今年5月までの7か月間の

太陽光発電設備による CO2 削減量として、503t-CO2（トンシーオーツー）が認証されまし

た。 

そこで、12月1日から12月15日までの15日間、購入者を募集いたします。 

購入は、最低 50t-CO2（トンシーオーツー）からですが、できるだけ多くの企業からの

お申込みをお待ちしているところであります。 

では、4点目にまいります。 

平成29年7月九州北部豪雨に係る職員の派遣について、全国知事会を通した福岡県からの

要請に基づき、このたび新たに職員を派遣することとしましたので、お知らせをいたしま

す。 

派遣する期間は、平成29年12月1日から平成30年3月31日までで、農業土木職1名を1か月

交代で、合計4名を派遣するものであります。 

勤務先は福岡県朝倉農林事務所農村整備第一課、業務内容は、農地・農業用施設に係る

災害復旧業務となります。 

被災地では、現在も職員が不足している状況にあり、できる限り被災地の復旧・復興に

協力したいと考えているところでありまして、今回の職員派遣が、少しでも被災地の手助
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けになればと思っているところであります。 

私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

読売新聞の井上と申します。 

モンテディオ山形についての質問です。 

19日に、モンテディオ山形の最終戦が終わりまして、結果は、22チーム中11位という結

果に終わりました。 

森谷新体制になった去年は14位と、順位は上昇したものの、2年連続で、昇格はもちろん

プレーオフ進出からも遠い結果となりました。 

2年前に、細谷副知事が、株主として前社長に辞任勧告をしたことに絡んで、知事は、「プ

ロは常に結果」という趣旨のご発言をされていらっしゃいます。 

こうした発言を踏まえた上で、今年の結果について、ご所感をお伺いしたいと思います。 

 

知事 

はい。モンテディオ山形は、雪が降り積もる中、今シーズンの最終戦を4対1の勝利で飾

ることができ、本当に良かったなと思っております。 

今シーズンは、新たに木山監督をお迎えし、得点力のアップやバランスのとれたチーム

の編成に向け、選手の補強など積極的に戦力の強化を図ったと伺っておりましたが、J1へ

の昇格を果たすことができなかったことは、残念に思っております。 

引き分けがリーグ最多で、なかなか勝ち切れなかったシーズンではありましたが、昨シ

ーズンと比べて、勝ち点・勝ち星は上回りました。 

モンテディオ山形の活躍は、県民の皆さんに勇気や明るい希望、活力を与えてくれるも

のでありますので、来季こそは、勝利を積み重ね、是非ともJ1復帰を果たしてほしいとい

うふうに願っております。 

今後、株式会社モンテディオ山形として、今シーズンについて総括をし、来季に向けて

の対応も検討されることと思います。 

そういうことであります。本日、実はですね、モンテディオ山形の社長・監督とお会い

することになっている予定でございます。まずは、その報告をお聞きしたいというふうに

思っているところです。 

 

記者 

YTSの佐藤です。よろしくお願いします。 

今のモンテディオの関連でお聞きしたいのですが、前回、前社長に辞任勧告をされた際

は、任期途中ということもあったかと思うのですが、今回、監督継続になった中で、社長



6 

 

人事については、また何か株主として行動されるご予定はございますでしょうか。 

 

知事 

そうですね。2年前の社長交代につきましては、J1で最下位となってJ2に降格したという

ことを重く受け止めたものでありました。残念ながら今シーズン、J1昇格は果たせなかっ

たわけでありますけれども、先ほども申し上げました通り、昨シーズンと比べても勝ち点、

勝ち星は上回っておりまして、株主として今後の対応について考えていることは特にござ

いません。現体制のもとでしっかりと今シーズンについて総括をして、来季に向けての対

応を検討していただければと考えております。 

 

記者 

まだ2年という中でですね、前社長は、J1昇格という功績がありながら、J2降格というと

ころを重く見られたということだと思うのですけれども、その論理でいくとですね、J1に

昇格せずにいるほうがJ2降格ということが起きないので、むしろ、何と言うのですか、解

任される危険性がなくなるというふうな見方もできると思うのですけれども、そういった

ことの整合性、公平性についてはどんなふうにお考えですか。 

 

知事 

はい、いろいろな考え方もあるかと思っておりますけれども、ただやはり、プロという

世界でございますので、降格というのは大変大きなことであります。その時の総括という

のは、やはり何らかの形は必要というのが、その業界の常識だというふうに思っておりま

すので、昇格できなかったことに対してのいろいろなどういうことがあるのか、そこをで

すね。昇格と降格とがイコールではないというふうに思います。いろいろな状況があるか

と思いますけれども、降格というのはやはり、そこで何らかの責任ということが出てくる

ところでありますし、あと昇格についてはですね、一定のルールみたいなものは、ちょっ

とまだ存じ上げないところでありますけれども、やはり、総合的に判断をされているのか

なというふうにも思います。 

ですから、降格と昇格を同じレベルで考えていいのかどうかまでは、ちょっと私もわか

りかねるところがございます。正直に申し上げて。 

 

記者 

すいません、もう1点なのですが、今回、木山監督は2年契約ということもあると思うの

ですけれども、監督継続をチームのほうで決定されました。前回、前社長に辞任勧告する

際は、監督の継続を独断で決めたことも一つの理由だったかと思うのですけれども、その

点について今回、チームが監督を継続させる際、株主に諮られたかどうか教えていただけ

ますでしょうか。 
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知事 

はい。木山監督についてはですね、そうですね、おっしゃるように来季が2年契約の2年

目ということで、引き続き、監督としてチームの指揮を執られるというふうにお聞きをし

ているところであります。確か、そういう、担当がおりますので。 

 

観光文化スポーツ部次長 

引き続き監督を続けるということにつきましては、株式会社モンテディオ山形の取締役

会で決定しております。 

 

知事 

よろしいですか。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

☆フリー質問 

記者 

NHKの堀川と申します。 

最初に、ミサイルの関係で、ちょっとお伺いしたかったのですけれども、先ほど冒頭で

もコメントいただいたのですけれども、改めまして、今回、かなり高度や飛行時間もこれ

までより規模が大きかったというような報道もありまして、県内では実習船も出ていたと

いうふうに聞いてはいるのですけれども、改めてですね、日本海に再三打ってくるという

ことへの受止めを伺ってもよろしいでしょうか。 

 

知事 

そうですね。今朝の官房長官の談話にもございましたけれども、そういった船舶が往航

しているところへ落下したということで、極めて危険なものだというふうに思っておりま

す。本県としても、漁船と実習船の安全を確認はしたのですけれども、これまでずっと安

全を確認してきたというのが不思議なくらいと言いますか、本当にいつも、そのたびにで

すね、大変に心配をしておりまして、できる限りそういった事態が起きた時に、いち早く

連絡が取れるようにということに、注力をしているところであります。 

我が国の排他的経済水域内だということでありますので、これはもう、断じて許されな

いということだと思っておりますので、政府には断固とした対応をとっていただきたいと

いうふうに思っております。 
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記者 

あとは、県として、先日、ミサイルを想定した訓練を県庁でやっていらっしゃったかと

思うのですが、そういったところで、どのように備えていくかというところも伺ってよろ

しいですか。 

 

知事 

そうですね。緊張感を薄れさせないということが大事なのだと思います。いきなり、今

日もですね、3時18分頃というようなことでありましたけれども、夜中でありましたり、い

つ何時そういうことが起きるかわかりませんので、何が起こっても県民の皆さんの安全と

いうものが守られるようにしなければいけないな、という思いであります。 

そのためにはやはり、一番できることと言いますか、訓練こそが最大の防備だというふ

うに思っておりますので、政府のほうにしっかりと、そういった対策をとられるというこ

とを求めるとともに、県としては、市町村と一緒に訓練をするというようなことを、しっ

かりと取り組んでいきたいというふうに思います。 

 

記者 

ありがとうございました。あと、長くなって申し訳ないのですけれども、ナンバープレ

ートの関係で、ちょっとお伺いできればなと思いまして、山形と庄内、今日、結果が出ま

して、知事がご覧になってみて、印象というか、こういったところがすごくいいのではな

いかとか、気に入った部分があれば、伺ってもよろしいですか。 

 

知事 

そうですね、繰返しにはなるのですけれども、「さくらんぼの里 山形」という題であり

ますけれども、この赤いさくらんぼがですね、非常に目立つのではないかと思いますね。

さくらんぼと言えば山形でありますので、全国のどこの方がご覧になっても、「ああ、これ、

山形ナンバーだな」とわかると思いますし、文字と数字とですね、さくらんぼをお互いに

目立たせて相乗効果を出しているなというふうに思いました。 

庄内にまいりますと、私も庄内に行ってきたばかりですけれども、本当に広々とした庄

内の雰囲気がよく出ているなと思います。稲穂がちょっと色が強いほうがいいのではない

かなと思ったこともありますけれど、あまり色が強いと今度は数字のほうがわかりにくく

なりますので、やっぱりこの塩梅、このぐらいがいいのかなということで、これも庄内の

風景とそして鳥海山でしょうか、山と田んぼと稲穂ということで、豊かな庄内のイメージ

がしっかり浮かぶということでありますので、この両方ともですね、本当に山形らしさを

表してくれているなというふうに思っております。 
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記者 

すみません、最後なんですけれども、国はこれを観光の PRとして役立ててほしいという

ような思惑というか、そういった意図があると思うんですけれども、そこへの期待という

のを最後に伺ってもよろしいですか。 

 

知事 

はい、そうですね。今までね、自動車のナンバープレートも確か、模様はなかったかと

思いますので、やっぱりそれぞれの地域の、山形県は山形県のこのさくらんぼ、山形とで

すね、あと庄内のこの豊かな風景ですね、これを毎日のようにナンバープレートは見ると

思いますので、たくさんの方にご覧になっていただいて、山形を印象づけることができた

らいいなというふうに思います。少しでも認知度、PR効果が出てくれればいいなと思って

おります。それが観光でありましたり、また県産品の販売、流通にね、しっかりと結びつ

いてほしいなというふうに思っております。 

 

記者 

YBC の高山です。また北朝鮮のミサイル関連なんですけれども、今日、Jアラートが鳴ら

なかったんですけれど、政府のほうが Jアラート発表を出さなかったんですけれども、で

すので今回、ミサイルの発射は大抵の人が寝ている間に起きてしまったという状況で、県

として危機管理課のほうでどのような情報収集と、あと事態の覚知ですよね、それを行っ

たかということを教えていただきたかったのと、あともう 1点なんですけれど、昨日、鼠

ヶ関沖で国籍不明の木造船が見つかりましたが、県として、沿岸警備について今後どのよ

うな対応を取っていきたいと考えているのかということを 2点お聞かせください。 

 

知事 

はい、分かりました。まず 1 点目でありますけれども、Jアラートが鳴らなかったという

ことでありますけれども、確か J アラートというのは、わが国の上空を飛んだ場合に、そ

の地域の住民に対して、J アラートが鳴るんだというふうに思います。 

今回は我が国に届く前の時点で、手前で落下したわけでありますので鳴らなかったとい

うことだと思っておりますが、どのように危機管理課のほうで対応したかということは市

町村、そして関係機関に伝達をした、そして本県関係の漁船や実習船、漁業調査船の安全

を確認したと。そして今ですね、ただいま私が皆さまを通して県民の皆さんに、そのこと

についてお知らせをしているところであります。補足を危機管理監からお願いします。 

 

危機管理監 

危機管理監の佐藤でございます。まず、このたびの北朝鮮の弾道ミサイル覚知というこ

とでございますけれども、正式にはですね、4 時 10 分に消防庁のほうからの正式の通知が
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来ておりますが、それ以前の段階として、海上保安庁からの登録制メールによる発信がご

ざいまして、それで覚知をしてきたところでございます。それから、その覚知を受けまし

て、危機管理課の緊急連絡網で職員が参集をした、そういった流れでございます。 

もう一点、昨日、鼠ヶ関沖で発見されました国籍不明の木造船の関係でございますが、

この件については酒田海上保安部のほうで捜索をしているというふうにお聞きしていると

ころでございます。状況については海上保安部のほうに、今後は情報収集をしていきたい

と考えております。以上でございます。 

 

知事 

よろしいですか。 

 

記者 

はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

記者 

時事通信の梅崎です。数点お尋ねしたいんですけれども、ちょっと話題変わりまして、

スペイン訪問についてなんですけれども、UNWTO を訪れられて、タレブ・リファイさんとお

話されて、幅広い働きかけをされたというふうに知事、先ほどおっしゃってましたけれど

も、具体的にはどういったことをお願いしたりして、どういったご回答があったのか教え

てください。 

 

知事 

はい、そうですね。タレブ・リファイ事務局長と会談したわけでありますけれども、ま

ずはですね、できるだけ多くの国からの参加、幅広い参加について、お願いをしたところ

であります。 

そしてですね、意見交換も行いまして、その中で、私の中に印象に残っていることとし

て、本県の観光についてアドバイスがあったかと思います。それは、観光では本当にいろ

いろな強みを持っている県だということですが、焦点を絞るというようなことが大事では

ないかといったアドバイスをいただいて、さらに議論をしたわけでありますけれども、い

ろいろな例が挙がったわけですけれども、例えば山形県は温泉も素晴らしい。だけど 1 つ

だけでは弱いということで、では雪国だというようなことで、温かい温泉と、冷たい雪、

これをセットにしてですね、ホット＆コールドといいますか、そういう打ち出し方も効果

的ではないかとかですね、山形県の観光談議について、ちょっと話が弾んだといった場面

がございました。それからあと、パラグアイの女性の大臣が偶然にも本部に見えられて、

「ご一緒に意見交換しましょう」というようなことにもなりましてですね、「私、何年か

前にパラグアイにも山形県人会がありますので、そこへ 30周年のときに参りました」とか
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ですね、「ぜひ、山形県にもおいでください」というようなこと、まあそういったいろい

ろな展開というものもございました。大臣にも「ぜひ、いらしてください」と申し上げた

ところ、「参ります」という、お返事もいただいたりですね、偶然だったのではあります

けれども、本当に短い時間の間に、そういったいろいろな場面があったなというふうに思

います。あと一緒に行った人であのときの補足をできる方、お願いします。 

 

国際交流室長 

国際交流室の西澤です。今回の山形での会議について、本部としてもしっかり参加者等

も送りまして、サポートをするというお話もいただきましたし、それから UNWTO の持つ、

広報機能をもって世界各国にも広報いただけるというお話もいただいてきたところでござ

います。 

 

知事 

よろしいですか。 

 

記者 

ちょっとまた別の話題なんですけれども、今、温泉という話もありましたけれども、新

庄のほう（補足：奥羽金沢温泉）で温泉が閉鎖するというお話ありました。でも住民の方

は反対しているということで、「山形は 35市町村すべてに温泉がある、温泉県」というよ

うな PRの仕方というのがもしかしたらできなくなるのではないかというような懸念が県全

体としてはあるかと思うのですが、その辺りについて知事のお考えをお聞かせ願えますで

しょうか。 

 

知事 

はい、分かりました。私はいつもですね、「本県は 35市町村のすべてに温泉が湧いてい

る温泉王国だ」というふうに言っております。で、「そんなに温泉があるのか」と、いつ

も県外の方から言われるのですけれども、まあ温泉が湧いているという点では新庄も湧い

ていることには変わらないんですけれども、温泉施設が存続なるのかという、やっぱり今、

危機的状況だなというふうに私も思っておりまして、住民の皆さんのそういった、存続要

望といったものをですね、報道を通して知っているのでありますけれども、私もなんとか

存続とか、そういった方向で、まずいろいろな可能性、検討の可能性あるかとは思うんで

すけれども、何かしらの形で住民の皆さんが、また温泉を楽しめるように存続してもらえ

るといいなというふうに思っているところであります、うん。 

 

記者 

すみません、私もしかしたらちょっと誤解していたかもしれないんですけれども、「35
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市町村に温泉がある」というのは、それは「施設がある」ということではなくて、「湧い

ている」という意味だったんですか。それとも現状だと施設はすべてあるんですか。 

 

知事 

いえ、現状ですと「施設が全部ある」というふうになりますけども、私はいつも表現し

てるのは「温泉が湧いている、温泉王国だ」と、その言葉の問題なんですけどもね、やっ

ぱり施設あったほうがいいですよ、もちろん。「温泉が湧いている、温泉王国だ」ってい

うふうに言ってはいるのです。 

 

記者 

では、謳い文句としては、変わらず使い続けることは、可能ではあるということなんで

すか。 

 

知事 

私はずっと使い続けるつもりでおりますけれども、でもやっぱり実際ね、来てみて入れ

なかったらやっぱり、それちょっと寂しいわけでありますし、今回は新庄市ですよね。そ

の住民の皆さんが「うちのところだけない」というのでは、やっぱりちょっと寂しいとい

いますかね、ご利用したいだろうなと思いますのでね、やっぱり続けていただければなと

いうふうに思っているところです。 

 

記者 

分かりました。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

新しいブランドコンセプトのことについてお伺いしたいのですが、これは伝統工芸品も

含めて工業製品のアピールということでよろしいのでしょうか。 

 

知事 

はい、伝統工芸品はもちろんですね、工業製品ももちろん、県産品全部と考えていただ

いて結構です。ただ、農産物は意外と知られているところもありますが、昨年、本県で実

施した首都圏での調査があるんですけれども、その調査におきまして山形県産品の購入経

験を聞いておりますが、農産品では 45％の方が購入経験があると。ですが、工芸品や工業

製品は 10％を下回るという結果だったんです。こういったことでね、県産品の魅力がまだ
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まだ消費者の皆さんに伝わっていないなという思いで、やっぱりブランドをしっかり発信

していこうということになりまして、だから県産品全体についてであります。 

 

記者 

山形セレクションとかでもですね、個人的には山形セレクション、結構いいデザインだ

なと思っていたんですけれども、それとのすみ分けというのはどういうふうになるんです

かね。 

 

知事 

そうですね、この使い分けという話でありますけれども、県産品の PR というのはまず、

どれかを選ぶということではなくて、やっぱり山形県産品全体ということではないかと思

いますけれども、私はこれであたっているのかなという思いですけれども、セレクション

は、選んだものに対して使われているという認識ですけれども、ちょっと担当から答えて

もらえますか。 

 

商工労働部次長 

はい、恐れ入ります、商工労働部の三浦と申します。ブランド力向上につきまして、今、

知事ご回答になったとおりですが、個々の県産品の評価を高めていくための取組みという

ことで、山形セレクション進めております。今回のプロモーションにつきましては、もの

づくり全体のイメージを高めていく取組みということでございます。 

 

記者 

あと、ちょっと別の話題なんですけれども、モンテディオの件なんですけれども、話を

蒸し返すわけではないのですが、前の社長が解任された時の理由って、前の細谷副知事がです

ね、その前の高橋さんが任期を過ぎたのに辞めようとしなかったので、何というのか、強行的な

措置を使って辞任を勧告したのだというような説明されて、私もそういうような認識でいたのだ

けど、そうではないのですか。 

 

知事 

もちろんその戦績といいますか、最下位になって降格したということの責任をですね、

あの時どなたも取らなかったというのは、プロの常識としてはおかしいのではないかとい

う考え方だったと思っております。 

 

記者 

では確認なのですけども、例えば J1から J2 とか、J2 から J3に降りた時には、任期途中

であっても社長にはそういうような責任が伴うというか、辞任とか含めたですね、責任が
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伴うというふうに県としては考えているというふうに考えてよろしいのでしょうかね。 

 

知事 

はい、県というか、まあ、株主。 

 

記者 

株主として。 

 

知事 

株主三者ということでありましたけれども、そうですね、社長であっても監督であって

もよいかと思っておりますけれども、どなたも総括をまったくしない、総括して責任を取

らないという、総括もしないというのはやっぱりおかしいのではないかというふうには思

うところであります。はい。 

 

記者 

すみません、毎日新聞の深尾です。 

先ほどの YBC さんの質問に絡んでなんですけれど、北朝鮮の話でですね、木造船の話が

ありました。 

今、日本海の沿岸でですね、木造船が山形県にも漂着しており、やはり沿岸の住民の方

とかはですね、不安だったりするかなと思うのですけれども、知事の所感をいただけたら

なと思います。 

 

知事 

そうですね。報道によりまして、秋田ではですね、8 人の方を乗せた船が漂着したとか、

それから白骨化したものが 8 体あったとか、知っておりますけれども、本県の場合はです

ね、船だけが見つかったというようなことで、事件性はないというようなことであります

けれども、でもやはり、対岸のほうから漂着するということはあり得るわけでありますし、

そのことについて県民の方も、これもちょっと報道で知ったわけでありますけども、「ちょ

っとうちの県も拉致されるのではないかとちょっと不安に思った」というようなことが、

私、何かの記事で読みましたけれども、やっぱり不安がることがあるかと思います。 

県民の皆さんが不安を増幅しないようにですね、やっぱり沿岸警備をしっかりしていか

なければいけないなという思いであります。 

海上保安庁もありますけれども、危機管理課、そして県警、警察とですね、どういうふ

うに取り組んでいけるのか、やはりそこはもっと緊張感を持ってしっかりと取り組んでい

くといいますかね、そこはやらなければいけないなというふうに再認識をしたところであ

ります。はい。 
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記者 

共同通信の神戸と申します。 

ちょっと全く別の話題なんですけれども、原発事故の自主避難者の関連で伺いたいので

すが、先日、米沢市の雇用促進住宅にお住まいの自主避難者の方々を相手取って、雇用促

進住宅の管理をしている独立行政法人が、家賃がしばらく支払われていないと、現状も支

払われていないということで、立ち退きなどをですね、求める訴訟を起こしたということ

がありました。 

知事はですね、これまで自主避難者の方々に関して、かなり様々な形で支援をされてき

たと、それでそういう方針も示されてたと思うのですが、現状、こういった立ち退き訴訟

というのが県内で起こされたことに関しての所感というか、受止めを伺えればなと思いま

す。 

 

知事 

はい。そうですね、まず、福島からの避難者の方々について、「自主避難者」という言葉

は使わないでいただきたいということを私は福島県知事に申し上げたことがございます。 

やっぱり避難する時にですね、区域がどうのというのはわからないわけでありますので、

それは行政上の言葉といいますか、後から使った言葉というような気がいたしますので、

なるべくその言葉は使わないほうがいいかなというふうに私は思っているところでありま

して、避難者の方々でそういう、何と言いますかね、区分けみたいにされてしまっている

わけなのでありますけれども、その訴訟が起こされたということについて、もっと詳細に

ですね、今、担当来ておりますかね。できる限り安心してその避難先で暮らしていただき

たいなというのが私の願いでありますので、そういった形にならないほうが望ましいとい

うふうには思っております。 

ちょっとそのことについてですね、どういう状況なのか説明してもらいたいと思います。 

 

危機管理監 

はい。危機管理監の佐藤でございます。 

今、ご質問ありました件については、米沢の雇用促進住宅に住んでおられる方の件かと

思いますけれども、この雇用促進住宅については、本県を通さずに福島県庁からまっすぐ

機構のほうにそういった入居等の手続きが取られていたものでございます。 

その関係で、その入居、それから退居等について、福島県のほうで手続きを取っていた

わけですけれども、裁判に関わる詳細につきまして、なお福島県のほうにも確認をしつつ、

今後の動きについて注視していきたいというふうに思っております。以上でございます。 

 

記者 

河北新報の阿部と申します。 
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ナンバープレートについて 1 点お伺いしたいのですが、この選考過程において、県のほ

うで県民から人気投票というか、意見を聞く機会も設けられていたかと思います。 

でもあくまで参考ということはおっしゃっていたかと思うのですが、今回選ばれたデザ

インというのは、それぞれその県民から意見を聞く際も最も支持された案だったのでしょ

うか。 

 

知事 

そうですね。そのデータはどうだったのかな。はい。では。 

 

企画振興部 

企画振興部の佐々木です。 

県民からの意見募集した際に、人気投票もあわせて参考まで行ったところでありますけ

れども、結果につきまして申し上げますと、ただいま記者さんのほうからお話ありました

ように、山形ナンバーの選定作品の得票数につきましては、全体が 208 票で、順位が 1 番

がですね、65票だったのですけれども、これは選定作品でございます。 

あと、庄内ナンバーの選定作品につきましても同様でございまして、順位 1 位が 42票と

いうことで、今般の庄内ナンバーの選定作品ですね、それが 1 位であったということで、

山形ナンバー、あと庄内ナンバー共に人気投票では 1 位であったということでございます。 

 

知事 

県民の人気とちょうど選ばれたのが一致しておりましたので、よかったなと思っており

ます。はい。 

 

記者 

すみません、NHK の堀川と申します。 

ちょっと質問といいますか、要望に近いのですけども、昨日、インフルエンザのですね、

集団発生が発表されまして、その時に学校名が公表されなくてですね、伏せられていたと

いうのがあって、ちょっといろいろ他県とかもやっぱり調べるとですね、その時もだいぶ

交渉したんですけれども、やっぱり他県では発表をきちんとしていてですね、その発表す

ることでやっぱりきちんと検証されるべきだと思いますし、学校を糾弾するわけではなく

て、あくまで予防措置として取っていることなので、ぜひそこは実名で発表すべきなのか

なというふうに考えてはいるんですけれども、もしお考え等あれば伺えればなと。 

 

知事 

そうですね、はい。私も他県どうなっているのかなというようなことを今朝お聞きした

わけでありますけれども、本県と似たようなところが結構あるというようなことで、最初
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の発生の時だけはちょっと公表もしたりもするけれども、その後すべて公表というような

ことはなかなか、ということであります。 

ちょっと読ませていただきますと、「そのシーズンにおけるインフルエンザの集団発生が

初めて報告された場合は、その後の流行に備えて、県民の皆さまに注意を喚起するという

視点から、罹患者数、学校種別、地域などについてお知らせをしておりますが、施設から

の報告は、その名称の公表を前提として受けたものではありません」と、公表前提で受け

ていないということであります。 

今、要望も含めてとおっしゃいましたので、来年度以降の施設名の公表につきましては、

さらにですね、色々な県の事例、また、公表したらどうであったかといった効果、影響、

そういったことも踏まえて、教育委員会など関係機関とも相談してまいりたいというふう

に思っております。 

 

記者 

すみません、ちょっと 1点だけ。 

先ほど共同さんの質問にあった「自主避難者」というところで、自主避難者という言葉

を使わないでいただきたいという言葉がありまして、ちょっとそのご説明だけもう少しい

ただきたいのですけれども、どういった理由で、少しおっしゃられましたけれども、もう

少し詳しく教えていただきたいのと、あと、ではどういう言葉で、というところが。 

避難指示区域外から山形県内のほうに避難されていて、「自分は自力避難者だ」というふ

うに言っている方もいらっしゃいますが、どういう言葉が適切だとお考えですか。 

 

知事 

そうですね。「自主」という言葉でというのは、そうですね、危険だというふうに考えて

避難したわけだと思いますが、あの時点でですね、どこが警戒区域なのかどうかというこ

とがわかったかどうかですよね。大変だと思って、まず避難された方々だと思っています

ので、警戒区域も最初からパッと引かれたのかどうかわかりません。 

そういう時に避難された方々に対して分けるというのは、後から分けたのであって、と

いうふうに私は思っているのですね。 

ですから「自主」という言葉に、警戒区域内だといいけれども、域外の人は別だという

ことで分けられているかと思うのですけれども、それは何らかの目安は必要かもしれない

ですね、行政の立場にあると。 

ですが、「自主」という言葉をあまりにも使うとですね、何と言うのでしょうかね、その、

「じゃあ自主的に避難したのが良くなかったのか」というようなふうにですね、非常に悩

まれる方もおられるのではないかという思いがしたものですから、私は当初から「自主」

ということはあまり良くないのではないかというようなことは申し上げておりましたし、

隣県の知事にもそのことを申し上げたわけであります。 
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それで、どういう言葉が適切かと言われますと、皆さんやはり同じ名称でよろしいので

はないかなと思っています。 

 

記者 

「避難者」とか。 

 

知事 

はい。 


