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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年５月９日(水) 10:00～10:26 

場 所：記者会見室 

出 席 者：知事、総務部長、秘書課長、広報広聴推進課長  

出席記者：14名、テレビカメラ5台 

 

1 記者会見の概要 

広報広聴推進課長開会の後、知事から1件の発表があった。 

その後、代表・フリー質問があり、知事等が答えて閉会した。 

 

2 質疑応答の項目 

発表事項 

(1) 「やまがた百名山」写真コンテストの実施について 

代表質問 

(1) 前財務事務次官のセクハラ問題について 

(2) 大川小津波訴訟の控訴審判決について 

フリー質問 

(1) 国民民主党の結成及び県議の立憲民主党への入党について  

(2) IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）について  

(3) 県内野党の連携を目指した新組織設立の動きについて  

(4) 第３回日中知事省長フォーラムへの出席について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：朝日・荘内・ＮＨＫ＞ 
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☆報告事項 

知事 

皆さん、おはようございます。 

昨日、今日と、この時期にしては寒い日が続いております。また、週末には高温になる

予想もあります。寒暖の差が激しいので、県民の皆様にはくれぐれもご自愛いただきたい

と思います。 

さて、第3回日中知事省長フォーラムへの出席についてお知らせいたします。 

5月11日金曜日に、北海道札幌市におきまして全国知事会が主催する「第3回日中知事省

長フォーラム」に、埼玉県、北海道、岩手県、富山県、静岡県、鳥取県の各知事とともに

参加してまいります。 

このフォーラムは、全国知事会が実施している中国との交流事業の一環として開催され

るものであります。第1回は平成24年に東京都で、第2回は平成26年に中国北京市でそれぞ

れ開催されておりまして、今回が3回目であります。 

中国からは、四川省（しせんしょう）、河北省（かほくしょう）、遼寧省（りょうねいしょ

う）、黒龍江省、江西省（こうせいしょう）から省長又は副省長が参加されるほか、来賓と

して李克強（りこっきょう）首相が出席されると伺っております。 

今回の全体テーマは、「日中地域間交流の深化と発展」であり、参加する知事及び省長は、

環境や、観光、防災などのうちの一つのテーマについて発表することとされております。

私は、「観光プロモーションと地方経済振興」のテーマで、本県の魅力などについて発表す

る予定です。 

また、本県の友好都市であります黒龍江省の王文濤（おうぶんとう）代理省長が出席の

ため来日されますので、この機会をとらえて、個別に会談する予定です。今年は黒龍江省

と山形県が友好県省締結25周年の節目の年に当たりますので、今回の会談を契機になお一

層交流を深めることができるように働きかけてまいります。 

それでは、ゴールデンウィーク中に山形の観光がどうだったかということについてお話

をいたします。 

ゴールデンウィーク中、4月25日から5月6日までの12日間の入込み状況について申し上げ

ますと、詳細は集計中でありますが、現時点では、前年を下回る見込みとなっております。 

ゴールデンウィークの前半は天候に恵まれて、例年並み、または、例年を上回ったとこ

ろが多かったのですけれども、後半は寒気の影響で気温が低く、天気が崩れたことなどか

ら、屋外のイベントや観光地での入込数が伸び悩みました。 

一方で、昨年11月の東北中央自動車道福島─米沢間開通後、初のゴールデンウィークと

なったこともありまして、先月開業した「道の駅米沢」は期間中11万人を超える利用者が

ありまして、5月6日には開業からの累計で15万人を突破したということでありますし、ゴー

ルデンウィーク中は、11万人を超える利用者があって、終日混雑した状況が見られたとい

うことであります。 
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なお、全体の観光客入込状況につきましては、まとまり次第、改めてお知らせいたしま

すので、よろしくお願いします。 

それでは、恒例となりました、イベントや祭りのご紹介です。 

まずですね、昨日、今日、明日と3日間、山形市内で「薬師祭植木市」が開催されており

ます。 

また、明日、5月10日から31日まで、長井市の白つつじ公園で「白つつじまつり」が開催

されます。「七兵衛つつじ」と呼ばれる樹齢約750年の古木群を含む3,000株の琉球白つつじ

が咲き誇り、雪が降り積もったかのような一面純白の世界が広がります。また、期間中の5

月19日には、「ながい黒獅子まつり」が開催されます。長井市内にある神社の黒獅子が一堂

に会して、勇壮な舞を披露します。 

また、 5月19日から 21日まで、酒田市で「酒田まつり」が開催されます。これは、日枝

（ひえ）神社の例大祭として、1609年から400年以上一度も休むことなく続いている歴史あ

るお祭りであります。大獅子や仔獅子、傘鉾など約50台の山車行列が行われるほか、高さ

20メートルの「立て山鉾」も見どころであります。県民の皆様も、ぜひお出かけいただけ

ればと思います。 

 

では、私から、発表が1点ございます。 

本県の山岳資源の魅力を県内外に広く発信し、山岳観光の振興につなげていくため、昨

年度から「やまがた百名山写真コンテスト」を実施しておりますけれども、今年度は“山

野草で彩られた「やまがた百名山」”をテーマとして、その魅力溢れる写真を広く募集する

こととしましたのでお知らせいたします。 

募集期間は本日5月9日から11月30日までとなります。受賞作品等は、県の山岳情報ポー

タルサイト「やまがた山」や巡回写真展などで広くご紹介することとしておりますので、

県民の皆さんにも楽しんでいただき、多くの方が「やまがた百名山」を訪れるきっかけに

なればと考えております。 

皆さんからの魅力溢れる作品のご応募をお待ちしております。 

私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

お世話になっております。代表質問をします、朝日新聞です。 

本日は2点預かっておりますので、こちらでさせていただきます。 

1点目、前財務事務次官のセクハラ問題に対してのご所見をお尋ね申し上げます。 

また、山形県庁においてですね、セクハラの事案が起きた場合、これは県職員の方が一

般の方に対して行う事案、または、県職員の方がされる場合があると、両方念頭に置いて

おります。どのように対処するのかについて知事の所見をお尋ね申し上げます。 
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2点目、大川小学校の津波での訴訟についての控訴審判決についての受止めをお尋ね申し

上げます。県としての受止めの所見をお伺いします。また、判決で求められているような

想定以上の防災マニュアルの策定までを学校現場に任せるのは非現実的という指摘があり

ますけれども、県として今後これに対してどのように対応し、支援していくか、お伺いさ

せていただきます。 

 

知事 

はい、では 1 点目からまいりますけれども、前財務事務次官のセクハラ問題につきまし

ては、本人は否定している一方で、財務省におきまして、セクハラ行為があったとの判断

に至ったと承知をしておりますが、本事案に関しましては具体的な事実関係を承知してお

りませんので、私からのコメントは差し控えさせていただきます。 

さて、セクシャルハラスメント、セクハラにつきましては、働く人の個人としての尊厳

を不当に傷つける行為であります。それと、働く人が能力を発揮することの妨げにもなり

ますので、社会的にもこれは許されない行為であり、決してあってはならないというふう

に考えております。このため、県庁におきましても職員によるセクハラが発生しないよう

に、対策を講じてきております。県全体としても各企業などにおいて、セクハラのない職

場環境づくりが進められていくべきものと考えております。 

本県では平成 11年 4月に「職場におけるセクシャルハラスメントの防止等に関する指針」

というものを策定しております。当該指針に基づいて、職員間に限らず行政サービスの相

手方など、職員以外との間も含めて、セクハラ防止に取り組んできております。 

それから職員によるセクハラにつきましては、平成 12年 5月に専用の電話相談窓口を設

けました。職員からの相談に応じ、適切に対応するための体制を整備しておりまして、セ

クハラ事案が発生した場合は、事実関係を速やかに確認の上、当該行為を行った職員に対

して懲戒処分を行うなど厳正に対応することとしております。 

また、職員が一般の人からセクハラ行為を受けた場合は、セクハラ行為を止めるよう行

為者に対して求めるほか、事案の内容や状況に応じて複数の職員による対応に切り替える

など、適正な措置を実施してまいります。 

では、2 点目、大川小についてであります。 

まずもって、改めまして、石巻市立大川小学校で犠牲になった児童・教職員の方が多数

おられました。改めて哀悼の意を表したいと思います。 

そしてこのたびの判決の内容につきましては、訴訟係属中の事柄でもありますので、コ

メントは差し控えさせてさせていただきます。 

また、教育委員会からは児童・生徒の安全を確保するために、学校の実情に応じた防災

マニュアルを整備し、安全管理や防災教育にしっかり取り組んでいるというふうに聞いて

おります。各学校では、今後も引き続き、児童・生徒の安全を常に意識しながら、平時か

らの備えをしっかりと行っていただきたいと思っております。 
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今後ということでありますけれども、津波災害への対応ということでは、「山形県津波

浸水想定・被害想定」を作成して、公表しております。各学校ではこの想定を踏まえて、

危機管理マニュアルを作成し、日常的な備えを行っているところです。合わせまして「訓

練こそ最大の防備」と言われておりますので、災害時には命を守ることを最優先に、とに

かく一刻も早く避難することを最重点に防災教育に一層力を入れるとともに、津波を想定

した学校も含めた地域住民との合同避難訓練も継続して行ってまいりたいと考えておりま

す。今後も児童・生徒の大切な命を預かっておりますので、その命を守るために各学校で

組織的な防災体制の整備に取り組んでいただきたいと思っております。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

☆フリー質問 

記者 

YBC の高山です。今月の 7 日に、国会で、新たに「国民民主党」という党が設立されまし

た。県議会でも石黒覚県議が国民民主党入りということを決めておりますけれども、ごめ

んなさい、失礼しました。立憲民主党でしたね、失礼しました。今回の、国民民主党とい

う党に対して、石黒覚県議が立憲民主党に入ったことに対して、知事はどのようにお受止

めになってるかということをお伺いしたいと思います。 

 

知事 

はい。そういった動きがあったということは報道で承知をしております。希望の党と民

進党の合流による新党「国民民主党」が結成されたということでありますけれども、一つ

の党の結成というような新しい動きでありますけれども、それについて私からのコメント

は差し控えさせていただきたいというふうに思っております。石黒県議のお話も出ました

けれども、やはり彼なりの考えといいますか、信念があっての行動だと思われますので、

それについてのコメントも差し控えさせていただきたいと思っております。ただ、しっか

りと県政の発展のためにですね、今後とも活躍をしていただければというふうに思ってお

ります。 

 

記者 

分かりました、ありがとうございます。 

 

記者 

NHK の池川です。今週末からですね、プレイベントも含めて IWC が始まるかと思うんです

けれども、これまでの準備状況と、今週末に迫ったというところで、知事として改めて一
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言いただけますでしょうか。 

 

知事 

はい、そうですね、IWC の酒部門の審査会が東北で初めて山形県で開催されます。いよい

よということでありますけれども、着々と準備を進めているというふうに聞いているとこ

ろです。もう目の前にきてですね、ちょっと私もワクワクしてもいるし、ちょっとドキド

キもしておりましてですね、本当に過去最高の酒蔵数でありましたり、出品数でありまし

たり、本当に大変な状況ではありますけれども、審査員の皆さんが心置きなくしっかりと

審査していただけるように環境づくりをするのが、お手伝いをするのが私どもの役割なの

かななどというふうにも思っております。 

また、県民の皆様、そして国民の皆様の期待感もあるかと思いますので、本当に温かい

目で見守っていただきたいと思っておりますし、試飲会というようなことも後に行われる

ということでありますので、多くの方々にお楽しみいただきたいというふうに思っており

ます。 

本当に県民の皆さんと一緒に私も楽しみしているところです。 

 

記者 

これも改めてになるかもしれませんが、海外からたくさんの審査員の方がいらっしゃる

と思うのですけれども、その審査員の方に、山形県としてどういうことをアピールしてい

きたいと思っていらっしゃいますか。 

 

知事 

審査員の皆さんにですか。そうですね、県として「日本一美酒県 山形」という打出し

方ももう始めております。 

まずこの山形県の風土、そしてそこで匠の技をもっておいしいお酒を作っている方々が

いらっしゃいますけれども、そういった山形の人であったり、この自然であったり、文化

といったものを実感していただきたいなというのがひとつあります。 

そしてこの IWC の開催を契機に、やはり観光地としてもしっかり PRしたいという思いが

ございますので、山形県の様々な資源、観光地といったものも巡っていただいてですね、

山形の魅力を堪能していただきたい。世界中にそしてそれを発信していただいて、交流人

口が拡大することにつながっていけばいいなと思っております。 

それが山形県の地域活性化、経済活性化にもつながると思いますので、そういったこと

も大いに期待をしているところであります。 
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記者 

河北新報の吉川といいます。 

今の質問に関連するところなのですが、チャリティー試飲会に関して、多くの方、参加

を呼び掛けていると思うのですが、現時点で人出の見込み数、あと、そこにかける抱負を

改めてお聞かせください。 

 

知事 

はい。チャリティー試飲会についての参加人数等はどうなっているのか、担当に聞いて

みたいと思います。 

 

商工労働部次長 

商工労働部の木村でございます。 

チャリティー試飲会につきましては、先ほど知事からございましたが、19 日、それから

20 日にかけまして県内 5市で開催されます。 

山形、米沢につきましてはそれぞれ 2,000 名規模のチャリティー試飲会になります。そ

れから酒田、鶴岡、新庄につきましてはそれぞれ 1,000 名規模ということになっておりま

して、山形につきましてはもう約 7割強ほどのチケットが販売済でございます。 

それから各地域、若干ばらつきがございますけれども、約半数ぐらいの状況でございま

すので、引き続き、チャリティー試飲会の PR、販売促進につなげてまいりたいと考えてお

ります。 

 

知事 

 大いに各地で盛り上がってほしいなというふうに思っております。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

今週末に、舟山さんが、「ゆるやかな野党連携」ということでフォーラムを立ち上げる運

びになっておられます。舟山康江参院議員ですね。この動きへの所感がございましたらお

尋ね願えますでしょうか。 

 

知事 

はい、舟山参議院議員の動きですか。 
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記者 

ゆるやかな地域の野党の連携を目指してフォーラムを立ち上げるというふうな会合が今

週末にあるというふうに伺っております。それについてのご所見を。 

 

知事 

はい。詳細がちょっとわかっておりませんので、コメントはなかなか難しいところです。 

舟山参議院議員のお考えがあってのことでありましょうから、それに関して私からコメ

ントというのは、どういう動きなのかもちょっと承知をしておりませんので、今コメント

はちょっと控えさせていただきたいと思います。 

 

記者 

時事通信の早田と申します。 

11 日に開催される日中知事省長フォーラムに関連してなのですけど、日中関係が改善に

向かう流れの中で、インバウンドをはじめ、中国経済を取り込んでいきたいという自治体

が多く存在すると思うのですけど、山形県としては今後中国との交流においてどのような

ことを期待されているのかご意見をお聞かせください。 

 

知事 

はい。そうですね、まず、山形県と中国の黒竜江省というところが姉妹県省を締結して

おりまして、今年が 25周年に当たっております。そういったご縁もあるものですから、交

流もしているところですけれども、なかなか経済交流といったところまでは、大きく進展

しているという状況にはありません。 

国と国というような、以前は尖閣諸島というようなことがあったりしてですね、その問

題があったりしますと、途端にローカルアンドローカルでもなかなか大変な状況になった

りもいたしまして、ただ、だからこそですね、ローカルとローカルでいろんな交流をして

いくということも大事なのではないかなというふうにも思っているところです。 

本当に長いようで短い、短いようで長い年月でありますけれども、粘り強く交流を続け

ていくということはですね、良好な関係につながっていくうえで大事なのではないかなと

いうふうにも思っているところです。 

もちろん、私としましては県内人口とか国内人口が減少している中で、アジアですとか

中国、そういったいろんなところの世界中の活力というものを取り込んでいくということ

も非常に大事なことだと思っております。 

県産品を輸出したり、あと、観光に来ていただくということで、本県経済を活性化して

いくという非常に大事なところでありますので、めげないで山形の PR をしっかりして、そ

ういった交流を拡大する方向につなげていきたいというふうに思っております。 

 


