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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年８月７日(火) 10:01～10:38 

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：10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、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 

代表質問 

(1) 若手大工の育成支援について 

フリー質問 

(1) ８月５日からの豪雨に係る県の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：河北・共同・TUY＞ 
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☆報告事項 

知事 

皆さん、おはようございます。8月5日から6日にかけて、庄内地域と最上地域を中心に豪

雨が続きました。各地で観測史上、最も多い降水量となり、記録的な豪雨となりました。 

幸いにも人的被害はありませんでしたけれども、建物の浸水など、被害に遭われた皆様

に、心からお見舞いを申し上げます。 

昨日は自衛隊に対しまして戸沢村への災害派遣を要請したところでございます。県内に

出されていた避難指示及び避難勧告は、昨夜、全て解除されております。また、7つの地区

が孤立集落となっておりましたが、現在は戸沢村角川地区の一部のみとなりました。早急

に解消できるように連携して取り組んでいきたいと思います。道路につきましては、今朝

の段階で全面通行止めが71か所から36か所に、そして片側交互通行が14か所あったのが12

か所にと、徐々に解消してきております。また停電や断水が続いている所もありますので、

県民の皆様が、いっときも早く元の生活に戻れるように市町村や関係機関と連携して、全

力で取り組んでまいります。 

それから交通機関にも運休などが生じておりまして、昨夜、JRに対して早期の復旧を要

請したところでございます。県としましては昨日、「緊急対策会議」を開催したところであ

りますが、これを「災害復旧対策会議」に移行しまして、8月10日に開催することとしてお

ります。迅速な復旧に向けて市町村や関係機関と連携しながら万全を期してまいります。 

さて、 8月5日から、山形の「花笠まつり」が開催されております。今日が3日目という

ことであります。実は私も初日のパレードに参加する予定だったのですけれども、大雨に

よる災害への緊急な対応のために参加を見合わせたところでありました。本日はお祭りの

最終日でありますので、山形の熱い夜をお楽しみいただければというふうに思っておりま

す。 

では、恒例となりました、イベントや祭りのご紹介です。 

夏の風物詩といえば、やっぱり「花火大会」なのかなと思いますけれども、県内各地で

予定されております。 8月14日には、山形市で「第39回山形大花火大会」が開催されます。

打ち上げ数最大2万発の花火が満天の夜空を彩ります。今回は、ドローンが撮影した山形の

夜景と花火を特別桟敷会場に設置した大型ビジョントラックに映し出し、今まで見たこと

のない角度から花火を見られる県内初の企画が実施されます。ほかにも、15日には大江町

で「水郷大江夏まつり灯ろう流し花火大会」、16日には大石田町で「最上川花火大会」、 そ

して18日には鶴岡市で「第28回赤川花火大会」が開催されます。 

また、 8月15日と16日に、高畠町で『第53回たかはた夏まつり「青竹ちょうちんまつり」』

が開催されます。提灯つきの青竹を飾って「八幡神社のみこし」を送迎したのが始まりで、

青竹に赤い提灯をつけて沿道を飾ります。勇壮な神輿パレードや千数百人の踊り手が踊る

民踊パレードを中心に多彩なイベントが行われます。 

県民の皆様も、ぜひ、お出かけいただければというふうに思っております。 
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私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

幹事社として代表質問いたします河北新報の菊地と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 県は本年度、高齢化が進む建設業界で担い手を育成するため、「若手大工育成支援プログ

ラム」という制度を始められました。担い手減少にも歯止めを掛け、育成をしていくには、

息の長い取組みが必要かと思いますが、その取組みの進捗状況と将来的な指針、それから

課題についてお答えください。よろしくお願いいたします。 

 

知事 

はい、わかりました。県内の大工さんは、ここ 20年間で 1万1,000人から約5,700人へと

半減しております。また60歳以上が半数を占めているなど、大工技能の継承と将来の担い

手不足が喫緊の課題になっております。 

そこで県では、新規に県内工務店等に就職した若手大工を支援するため、今年度から「若

手大工育成支援プログラム」を開始いたしました。このプログラムですが、新規大工入職

からの5年間に、資格取得や技能習得を条件としたサポート資金を交付し、併せて研修会や

交流会の開催などの支援を行うことで、若手大工の育成と離職防止、定着を図るとともに、

継続的な大工の入職にもつなげていくものであります。 

初年度となる今年度ですけれども、入職してから3年目までの若手大工を対象に、1年目

の若手大工34名、2年目14名、3年目14名の合計62名の若手大工を認定し、7月23日に認定証

交付式を行ったところです。 

このように、県が若手大工本人を直接支援する制度は全国初となります。大工技能者を

継続的に確保していくためには、記者さんおっしゃったようにですね、息の長い取組みが

必要となるわけでありますが、県ではこのプログラムにより大工技能者の世代別の偏りを

抑制し、大工技能の継承と担い手の安定的な確保につなげていければと考えております。 

また、若手大工を育成し定着させるために、子どもの頃の仕事体験などを通して、大工

は魅力ある職業であるとの意識を深めてもらうことや、新規入職後の待遇面や職場環境の

改善などに意を用いながら、このプログラムを実施していきたいと考えているところです。 

 

☆フリー質問 

記者 

 おはようございます。NHKの記者の堀と申します。よろしくお願いします。 

 2点質問があります。1点は、この大雨についてなのですけれども、山形も例外ではない

なという印象を強く持ったのですが、一時孤立した地区も出ましたけれども、8月10日に「災
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害復旧対策会議」を行うということなのですけれども、県としてこの雨をどう検証して、

今後来るであろう台風に備えていくかという、今回のその事案の検証と今後の対応につい

て、まず知事のお考えをお伺いしたいというのが1点であります。 

 もう1点は、災害時に発生する「災害ごみ」と言われているものについて、お尋ねできれ

ばと思うのですけれども、すでにご案内の通り、県は一時保管場所などの計画をお持ちで

すけれども、一方で市町村は、山形県内では計画を策定しているところはないと聞いてお

ります。それに対して県として各市町村にどのような啓発や指導などを行っていきたいと

いう考えがあるかというところの以上2点をお伺いできればと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

知事 

 はい。今回の豪雨でありますけれども、まさに渇水対策を講じていた矢先のいきなりの

豪雨でありまして、しかも観測史上まれに見る大変な降雨状況でありましたので、ほんと

に県内が大変な状況になっておりますけれども、こういったことは山形県でも例外ではな

いということを肝に銘じて、今回のことはしっかり検証して市町村と一緒になって今後の

対策ということに活かしていきたいと思っているところです。 

 やっぱり教訓を活かさなければ意味がないというふうに思っておりますので、一昨日、

50年に1度の豪雨が来そうだというようなことが、危機管理監から私のところに連絡あって、

それで花笠パレードも私は参加を控えたところでありました。そういった数十年に1度とい

うような豪雨が今回起こったわけでありますので、しっかりと検証して、市町村そして関

係機関と一緒になって、これからもしっかりと対応していくということ、見直すべきとこ

ろは見直して、しっかり取り組んでいきたいと思っております。台風もやっぱりその一環

なのかなと思います。台風はだいたいどの辺まで来ているということは、刻々と報道され

ますので、準備はできる限りのことをしていく必要があるかなと思っています。行政もも

ちろんですし、県民の皆さんにも、一人ひとりの備えというものが大事だと思っておりま

すので、河川の洪水の時のマップ、ハザードマップですかね、そういったこともやはり県

民の皆さんと一緒になって共有しながら、市町村と連携しながら取り組まないといけない

ところでありますので、しっかりと対応していきたいというふうに思ったところでありま

す。 

 先ほどの災害ごみということについてでありますけれども、市町村では計画をしていな

いことについては、これから計画しないといけないことなんだろうなと思っています。こ

れについて、担当は来ておりますか。 

 

環境エネルギー部次長 

 環境エネルギー部の佐藤でございます。災害廃棄物処理計画ですけれども、市町村のほ

うでは今のところは策定済みのところはありませんが、西日本の災害を受けまして、先日、
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7月31日に、もう一度、注意喚起と申しますか、市町村のほうに、こういった趣旨でこういっ

たことで作るというようなことの説明会を改めて開催したところでございます。 

ただ、やはりすぐにできるというものではありませんので、引き続き、県のほうでも研

修会を行うとか、アドバイスを行うとかという予定を元々しておりましたけれども、また

改めて確認をしながら加速できるように取り組んでまいりたいと思っております。 

 

知事 

 今回の災害で、どういう災害廃棄物が出るのかということもしっかりと把握しながらで

すね、やっぱり市町村と一緒になって、県ができることはしっかりとしてまいりたいと思

います。やはりその市町村の計画というところも、とても大事なところかなと思った次第

です。 

 

記者 

 関連しまして、昨日、一昨日の豪雨のことをお尋ねします。10日に緊急対策会議の「災

害復旧会議」（補足：「災害復旧対策会議」）ですか、行われるということで、その中ではど

んなことをお話あるのかちょっとこれから分からないのですけれど、要はこういう西日本

の豪雨のときも、こういう災害がありますと、どうしても県だとか国だとか、地方自治体

ですとか、そういった公のところが、自衛隊の派遣もいろんな人を助けに行くのですけれ

ども、どうしても道路の復旧だとか大きな公の建物ですとかね、そういうところに限られ

てしまうところがありまして、それはどうしてかというと、皆さん公務員だからなんです

ね。それを補うものとして災害ボランティア制度というものがあって、災害救助法だった

のかちょっと忘れましたけど、それでもって登録している人が現地に行って泥だしとか

やっていらっしゃるわけなのですが、そういった意味で例えば山形県さんの場合に、それ

をクリアしてね、公の部分はちょっと緩和させて、民も一緒になってやるというお考えみ

たいなものがあるかどうかお尋ねしたいんですが。 

つまり公務員の方ですとね、公務員であるがゆえにできる分野が限られてしまうわけで

すよ。つまり土日なんかのお休みの時には、民間人としてボランティアとして助けること

ができるのですけれども、平日のときは勤務がありますからできないわけですよね。当然、

県庁に勤めている人は県庁に行って仕事をしなければいけないとか、地方の出張所もそう

なんですけれども、市町村も皆そうなんですが、時に、こういう急がなきゃいけないとき

もありますよね。昨日、私も戸沢村とかに行ったのですけれど、家に帰りたいおじいさん

おばあさんがいても、畳が濡れちゃったりとか泥だらけになっちゃったりしてて、助けら

れないわけですよ。だからその地域の消防団とか、そういった人達ががんばるんでしょう

けれども、皆さんがんばっていらっしゃったのですけれど、だけどそれに加えてね、公の

部分ができることと民ができるところ分かれているんですよ。それを、公を越えて民の部

分にも入って手伝えることがないだろうかなと。自衛隊さんでいうとお風呂に入れたりと
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か食糧支援とか、そういうことになってしまうのですよ。そういう意味で、もうちょっと

この制度を変えるというか、もっと山形県はこういう姿勢でやりますというのがもしあれ

ば教えていただきたいと思っているのですが。 

 

知事 

はい、そうですね、大変難しいご質問かなというふうに思ってお聞きをしました。やは

り現時点ではまだ災害というものが終わったわけではありませんし、農作物もですね、田

んぼの稲が出水期なのに冠水したりしていますので、これから現場の皆さんと一緒に農業

普及員とかが、いろんな提案をしたり、アドバイスをしたり、指導させてもらったりとい

うようなことで、現場でしっかりとやらければいけない仕事もたくさんあるわけです。そ

れから今、記者さんがおっしゃったように、道路がしっかりつながらないと、平穏な生活

に戻るということが叶わないわけなのですね。ですから、やはり間違いなく公の任務とし

ては、県民の皆さんが通常の生活に戻れるようにするというのが第一義的なことではある

と私は思っております。 

ライフラインの復旧、そして道路の通行をできるだけ早く可能にするということ、また

農業であったり、そういったところの今後の対策、指導ということに力を傾けるというこ

とは、これは第一義的にやらなきゃいけないことだなと思っているところです。 

一方で、記者さんがおっしゃったような高齢の二人暮らし、あるいは一人暮らしのとこ

ろもあるわけで、そこでその民の力を活用して、ボランティア活動もしっかりとお願いを

しながら、これは市町村と県と一緒になって、ボランティアの運営というようなことのス

キームとかですね、手続きとかいろんなお手伝いはできるかと思います。記者さんがおっ

しゃるのは公務員自身が公の仕事もやり、そういったボランティアも両方やったほうがい

いのではないかというようなご指摘なのかなと思ってお聞きをしておりましたけれども、

今すぐそのことになかなかお答えするのは難しいのかなと。やはり目の前のことでできる

ことをしっかりやるということが大事でありまして、公務員がですね、県職員が地域の活

動に出ていくというようなことは、私は、奨励はしているのですけれども、今まで、でき

る限り職員数を削減してきたりして、たいへん残業も多くなったりもしているんですけれ

ども、そこの働き方改革もしていかなきゃいけないという足元のこともありですね、災害

復旧のときには、ある部署の人たちがかなり力を入れて残業しているというようなことに

なっておりますので、今すぐそのお答えをするのはちょっと難しいなところがあるなと

思っています。 

ただ、やはりボランティアの方と、被災された方との間をつなぐというようなことは、

できる限り、従来以上にしっかり市町村と連携してやっていきたいと思っております。公

務員の活動の仕方というようなところが、記者さんのご質問なのかなと思っておりますの

で。 
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記者 

ありがとうございます。難しいと思いますけれども、もう 1点よろしいでしょうか。 

今回の大雨と災害は日本中どこでも起こりうることで、先月に西日本で起こった際も山

形県さんは広島県だったかに、ペットボトル送られたと支援されましたですね。保健師を

派遣されたりもしていらっしゃるんですけれども、その中で先日 7 月の中旬くらいに村山

総合支庁で、支庁ごとの会議（補足：「地域議員協議会」）があったんですね。県議会議員

の人が出席して、地域の課題を聞くなんてことがございました。その中で河川の改修云々

という話があって、河川の改修を例えば 5 年計画とか 10 年計画でするのですけれども、そ

のデッドがわからない、つまり、いつ終わるのかわからないという苦情が地元に寄せられ

ているのだということをその県会議員の人がいろいろおっしゃっていて、それで担当の課

長さんだったかな、お名前忘れましたけど、その方が、事業費がつかないのです、あまり

増えていかないのです、ということをおっしゃっていたのですよ。ということがあって、

山形県の場合は最上川とかね、河川が多い県ですけれども、そういった意味で河川の改修

など、村山総合支庁だけに限らす置賜だとかいろんなところで課題があろうかと思うので

すが、それを全体的に見て、その方はおっしゃっていたと思うのですけども、今回のこう

いう豪雨だとか、あるいは治水ですとかね、そういう面で知事さんのお考えとして、将来

に備えるという意味でね、もうちょっと方向転換するというか、そういったお考えござい

ませんでしょうか。 

 

知事 

そうですね、河川の改修というのはですね、大雨が降ったりした時に、掘削しておくと

洪水、氾濫の予防になるというようなことは私も認識をしておりまして、確かその河川改

修について、掘削というようなことではですね、1期目だか 2期目だったかと思いますけど

も、力を入れてやったことがあります。 

ですが、河川の数が大変多くて、一巡した頃にはまた溜まってしまってということで、

ずっとキリがなくそれは続くわけなのですね。 

ですからこそ、普段からしっかりやっていかなければいけないということも大事だとは

思いますけれども、やはり限られた予算の中でやっていくという状況ではございまして、

ただ本当にこういった河川の災害というようなことが起こりますので、担当は県土整備部

でしたかね、またしっかりと考えていきたいというふうに思っております。 

何ができるか、やっぱり今回の検証もしっかりやりながらですね、今回の教訓を活かし

ていかなければいけないなというふうに思っております。 

 

記者 

朝日新聞の星乃です。 

今の検証の部分に絡むお話なのですけれども、2点お尋ねします。 



8 

 

戸沢村で、水没してしまった地区に今年配備されていた排水ポンプが電気で動くもので、

それが停電のために動かなかったと、今朝の各紙で報じられております。 

整備されているインフラ等が実際役に立たなかった例なのかなというふうに思われるの

ですけども、このことに対する所感と、そうしたインフラの再点検といったものに対して

どのようにお考えになっておられるのか、2点お尋ねできますか。 

 

知事 

わかりました。停電でポンプが動かなかった。このポンプは県が設置しているものでしょ

うかね。国交省のですね。たぶん最上川に関することだと思いますので。 

それが動かなかったというのはちょっと、今お聞きして大変残念に思いました。 

せっかく配備してもですね、それが機能できなかったということでありますので、そう

いうこともやっぱりあるのだなということで、大変残念な思いであります。残念な思いと

いうのが所感ですよね。 

それで、今後ということでありますけれども、どういうふうにしていったらいいのかな

というのが正直なところで、やはり担当と相談しながらですね、停電しても動かせるとい

うようなことにやはりしていければいいのかなと単純には考えますけれども、そのために

は何が必要なのか。自家発電ですよね。だからそういったことがね、やっぱり今後に向け

て、今回の教訓を活かすという方向がやっぱり大事なのかなというふうに思います。 

 

記者 

ありがとうございます。 

もう 1 点。先ほどボランティアのことに言及されました。今回、ボランティアの受入れ

に対して、何か準備されていることがありましたらお聞かせ願えますか。 

 

知事 

はい。それは担当から答えてもらいます。 

 

観光文化スポーツ部次長 

観光文化スポーツ部の齋藤でございます。 

ボランティアにつきましては、基本的に市町村、特に社会福祉協議会等が中心になりま

して、ボランティアセンターというような形で受け入れる場合、また、規模的にそれほど

大きくない場合には直接的な支援をいただく場合等がございます。 

いずれにいたしましても、県といたしましては、そういう各市町村さんが設置されます

ボランティアセンター、なかなかその運営のノウハウ等もございますので、そういうもの

のご支援でございますとか、あと、ボランティアを広域的に募集する場合の発信のお手伝

いでございますとか、そういうものをいたします。 
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また、常時の世界でございますけども、赤十字さんでございますとか、県の社会福祉協

議会、そういった方々にお入りいただきまして連絡協議会（補足：「山形県災害ボランティ

ア支援ネットワーク連絡会」）いうような形で、ちょっと正式な名称、すみません、手元に

ないものですから恐縮でございますけども、やってございまして、そういうようなことで

の連携というようなことをさせていただいてございます。 

 

記者 

はい、ありがとうございます。 

 

記者 

TUY の高木です。よろしくお願いします。 

検証の部分に関わってくるかと思うのですけれども、今回の大雨で多くの市町村、地区

で避難指示が発令されることになりました。 

ただ、県のまとめを見ますと、出された地区でも全員が避難されているわけではないと

いうような現状があるかと思います。その点についての知事のご所感と、あとは、今後こ

ういった形になったことをどのように検証されていくかというところを教えていただけま

すでしょうか。 

 

知事 

はい。そうですね、避難指示と避難勧告があったかと思いますけれども、「指示」という

ことになりますと、「早く避難しなさい」という指示であります。「勧告」は、言葉どおり

に、「避難したほうがいいですよ」ということでありますけども、私としては県民の皆さん

の人命第一でありますので、できる限り「大丈夫だろう」というふうに思わないで、しっ

かりとですね、できる限り避難するような方向で、意識としてしっかりしていただけると

いいなというふうに思っております。 

今回、そういうことがあってもなかなか全員ではなかったというお話でありますけれど

も、結果論でありますけれども、人命が失われるようなことはなかったというようなこと

で、市町村でもしっかりと避難勧告や避難指示を出してくださったのかなというふうに

思っているところです。 

ただ、これに甘んじることなくね、これからもやはり県民の皆さんの意識というものを

もっと高めて、とにかく命があっての物種でありますので、避難勧告・避難指示が出たら、

できる限り避難していただきたいということを申し上げていきたいと思います。 

 

記者 

ありがとうございます。 
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記者 

共同通信の太田です。 

大雨の関連で 2 点お伺いしたいのですけれども、今回戸沢村などで床下・床上浸水、被

災された方がいると思うのですけど、そういった方に対する補償などはどのようにお考え

なのかというところが 1 点と、今回の雨で渇水のほうはどれぐらい回復したのかという話

をお伺いしたいのですけれども。 

 

知事 

はい。1 点目のほうですけれども、今まさにその後の情報を取っている状況でありまして、

これからどういうことができるのかということはこれから考えていきたいというふうに

思っております。 

それからもう 1 点が渇水、豪雨の前には渇水ということで県内が大変だったわけなので

すけども、一応最上地方とか庄内地方のほうは、それはとんでもない豪雨で渇水どころで

はなくて、水浸しになってかえって害を被っているという状況だというふうに聞いており

ます。 

ところが置賜地方はですね、案外雨は降らなかったというようなことを聞いておりまし

て、横川ダム、白川ダム、これは国の直轄ですけれども、県でいえば綱木川ダムあたりは、

まだ渇水状況という現実でありまして、ですから、渇水の状況、置賜のほうはまだ全然解

決していなくて、白川ダムなど大変な水の減り具合ということを聞いております。 

ですから米沢市さんでは確か、今朝私は聞いたのですけども、渇水対策本部というよう

なことも立ち上げたというふうに聞いております。やっぱり置賜の方々はこれから渇水と

いうことでいろんな、ダムの利用協議会でありましたり、またその農業の対策でありまし

たり、あと市民の皆さんの節水ですね、市や町の皆さんの、住民の皆さんの節水というよ

うなところまでね、やっぱりお願いをしなければいけない状況なのかなというふうに思っ

ております 

 

記者 

毎日新聞の二村です。よろしくお願いします。 

簡潔に質問したいのですが、今回の豪雨の関連なのですけれども、やはり時期も 8 月で

すごい暑くなっていて、浸水した地域がある中で、衛生対策というところ、まだ暑い時期

が続きますので、感染症とかですね、先ほど質問も出ていましたが災害ごみの処理とかで

すね、そういったところでの予防というのですかね、感染症とかなんらかの対策が必要だ

と思うのですけども、その辺の何か見通しとかですね、こういうことをしたいというよう

な知事のお考えはありますか。 
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知事 

そうですね、やっぱり床下浸水、床上浸水、あと農作物というようなところで、泥水を

かぶった後というのは衛生ということが非常に重要になってくるかと思います。感染対策

ということになるかと思いますけども、それぞれの部署がございますので、県の農作物に

関しては農林水産部ということになりますし、あと住家ということになりますと、市町村

と連携しての対応になるかと思いますけれども、今、記者さんのおっしゃったような、暑

い中で、明後日くらいからまた暑くなるようでありますので、その対策をしっかりしてい

きたいと思いますが、具体的なことについては担当のほうから今言える限りのことを言っ

てもらいたいと思います。 

 

健康福祉部次長 

健康福祉部の荒木でございます。 

感染症対策ということですと、今現在想定しているものはないわけでございますが、た

だ、市町村なり保健所等と連携しながらですね、今後の状況を見ながらですね、私どもと

して万全を期していきたいと思っております。 

 

記者 

それに関連してなのですけれども、今後の会議で検証作業をするというところでおっ

しゃられたと思うのですけども、その検証の具体的な中味としては、一義的には、例えば

被害額だとかですね、被害実態の把握というのがまず一義的にあると思うのですけれども、

それ以前に、今聞いた衛生対策とかですね、具体的には、例えば避難所の運営だったりと

か、どういった部分を具体的に検証するのかということについてはどんなお考えがありま

すかね。 

 

知事 

検証ということが第一義ではないと思っております。まず情報をしっかり集めて、現状

把握ということが大事だと思っております。それも含めての検証ということになるかと思

うのですけども、先日、緊急会議をやりましたけども、その後の状況をフォローした情報

収集と現状把握ですね、そしてそこに対してどういうふうに対策をしていくか、災害対策

ですね、まさに、そこのところが一番大事なところだと思っています。 

その上での検証になってくるのかなと思いますので、目の前の現状把握と災害対策に力

を入れていきたいと思っております。 

その後の検証に一気に思考が行っているわけではありませんので、現状把握と対策から

出発して検証のほうにも持っていきたいというふうに思います。 


