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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成31年４月１日(月) 11:40～12:05 

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：12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、フリー質問があり、知事が答えて閉会した。 
 

2 質疑応答の項目 

発表事項 

(1) 平成31年度当初にあたって 

フリー質問 

(1) 新元号について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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。 

新元号の発表がまだでございまして、それから先に申し上げようと思っておりましたが、

それでは年度当初のご挨拶から申し上げたいと思います。 

今日の朝、雪が降ったわけでありまして、本当にまた春が遠のいたような気になりまし

たけれども、冬の次には必ず春が訪れます。北国の雪国に住む私たちにとりまして、待ち

に待った春、桜咲く春が目の前でございます。ここ数日、冬のような寒さ、雪が降ってお

りますけれども、間違いなく春は私たちの目の前に来ております。 

そして、今年は御代替わりの年でございます。我が国にとって記念すべき、歴史的な瞬

間が目の前に来ております。本当に目の前です。11 時 30 分ということで見ておりましたけ

れども、少し遅れているようであります。 

新しい元号が発表されますし、そしてその 1 か月後には新しい時代が始まるわけであり

ます。私自身も身の引き締まるような思いで今日を迎えたところであります。 

こうした厳かな雰囲気の中で、平成 31 年度がスタートいたしました。新たな気持ちで、

県民の幸せのため、県勢発展のため、そして未来の世代のために、新しい時代を自分が率

先して開くという気概を持って業務にあたってまいりたいと考えております。 

さて、最近、本県には明るい話題がさまざま見られるところです。 

まず、高速道路や地域高規格道路につきましては、やまがた創生の基盤となる高速道路

ネットワークの完成に向けて着実に整備が進んでおります。東北中央自動車道の南陽高畠

～山形上山間が、今月の 13 日に開通する予定でございます。 

そうしますと、東北中央自動車道と山形自動車道が途切れることなくつながることとな

り、山形県、宮城県、福島県、これは南東北 3 県といわれていますけれど、それぞれの県

都であります山形市と仙台市と福島市が高速道路環状ネットワークで結ばれることとなり

ますので、観光やビジネスなど交流人口の拡大が期待されるところであります。 

また、このたび小国道路が新規事業化されたのも大変喜ばしいことだと思っております。

国道 47 号の戸沢－立川間が計画段階評価となりました。国道 112 号山形－中山間が新規事

業化に向けて大きく前進することとなりました。 

それから、空港です。チャーター便ですね。山形空港や庄内空港を発着する国際定期チ

ャーター便につきましては、昨年度は台湾から約 1 万人ものお客様をお迎えして、山形県

の雪や紅葉といった豊かな自然、そして温泉やおいしい食などを満喫していただきました。 

さらに、3 月末から春夏期の 84 便の運航も始まったところであります。 

加えまして、出羽三山や山寺などの日本遺産登録、新庄まつりや遊佐の小正月行事アマ

ハゲのユネスコ無形文化遺産登録、北楯大堰の世界かんがい遺産登録に続き、「歴史と伝統

がつなぐ山形の最上紅花」が、本県では初めて日本農業遺産に認定されました。 

これらは本県の先人から大切に受け継がれてきた自然や文化を、現代を生きる私たちが
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官民一体となって、本県の強みや魅力として更に磨き上げ、価値を高める努力をしてきた

成果ともいえるものであります。 

このように、本県にとって明るい話題が続く中、新年度を迎えることができますことを

大変喜ばしく思っているところです。 

さて、県内、国内で人口減少が続き、労働力不足が指摘される中、国際情勢に目を向け

ますと、TPP や日 EU の経済連携協定いわゆる EPA の発効や英国の EU 離脱、北朝鮮問題、

米中間の貿易摩擦など懸念材料が多くあり、予断を許さない状況にございます。 

特に国内にありましては、今年の秋に消費税率引上げが予定されており、県民生活や中

小企業への打撃が懸念されるところであります。 

このように時代が大きな転換期にあり、困難な局面ともいえる今、県づくりを進める上

で重要なことは、将来に対する明確なビジョンを持つことだと思います。 

国内外におけるさまざまな変化を常に意識して、目の前の課題に柔軟かつ積極的に対応

しながら、本県の新たな価値を常に創り続け、高め続けていかなければなりません。 

私は、本県の将来ビジョンとして「自然と文明が調和した新理想郷山形」を県民の皆様

にお示ししております。その実現に向けて、「県民総活躍」、「産業イノベーション」、「若者

の希望実現」、「健康安心社会」、「県土強靭化」に全力で取り組んでまいりました。 

平成 31 年度も、これら 5 つを県政運営の基盤として各種施策を力強く推進し、「やまが

た創生」を拡大・加速してまいります。 

まず、1 つ目の「県民総活躍」につきましては、若者や女性、高齢者、障がい者など、年

齢や性別、障がいの有無に関わらず、県民一人ひとりが家庭や職場、地域で、多様な能力

を発揮し活躍できる環境整備を加速してまいります。 

さらに今後、県内でも外国人労働者の増加が見込まれる中、関係団体とも連携し、就労

や受入れに係る環境を整備してまいります。 

2 つ目の「産業イノベーション」ですが、ものづくりや農林水産業、観光など、全ての産

業分野でイノベーションを拡大し、生産性向上や人手不足の解消、競争力強化を図ってま

いります。 

具体的には、有機エレクトロニクス、バイオテクノロジーなど世界最先端の技術分野に

おける産業集積、企業や農業現場等への IoT、ロボットなどの先端技術の導入を促進いたし

ます。また、地域資源を活かした 6 次産業化や、農業や製造業と連携した着地型観光の取

組み、デザインや情報発信の工夫による県産品の販路拡大など、新たな切り口や分野間の

連携により、高付加価値化や新たな価値の創出を進めてまいります。 

3 つ目の「若者の希望実現」ですが、本県の発展に大きな役割を担う若者が、ここ山形県

で、希望を持って学び、働き、暮らし、活躍できるように応援し、若者の県内定着・回帰

を促してまいります。 

進学や就職時の県外転出が大きな課題となっておりますので、教育機関や企業等と連携

し、郷土への誇りや愛着の醸成、地域の企業や県内高等教育をきちんと知ってもらう機会
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を充実してまいります。 

また、首都圏の大学と連携した県内就職の促進や市町村・企業等と連携した移住支援の

充実、貧困や社会参加に困難を有する若者等への支援の充実にも取り組んでまいります。 

4 つ目の「健康安心社会」ですが、「人生百年時代」、「共生社会」が時代のキーワードと

なる中、県民誰もが安心して、健康で、生き生きと暮らせる社会の実現を目指し、地域の

医療や福祉を支える人材の確保、「健康長寿日本一」の実現に向けた地域や家庭、職場にお

ける健康づくり、障がい者の就労支援などをより一層推進してまいります。 

5 つ目の「県土強靭化」ですが、近年、全国的に大規模な災害が頻発し、昨年は山形県で

も豪雨による甚大な被害が発生したことなどを受け、ハード・ソフト両面で、防災・減災

から復旧・復興までの災害対応力の強化を図ってまいります。 

また、県民の暮らしや産業活動、国内外との交流を支える道路、鉄道、空港、港湾など

の交通インフラについて、市町村や経済団体、近隣県等と連携しながら、整備促進に向け

た取組みを加速してまいります。 

加えまして、新たな社会資本としての ICT の利活用拡大に向けた環境整備、それから再

生可能エネルギーの導入促進や環境資産の保全・活用、森林ノミクスなど、持続可能な地

域づくりを推進してまいります。 

なお、組織面におきましても、近年頻発・激甚化している自然災害や、高齢化による消

費者問題、交通事故などに、より一層的確に対応し、県民がそれぞれの地域で安全・安心

に生活できる、そういうことのための支援を強力に推進するため、新たに今日から「防災

くらし安心部」を設置したところであります。 

こうした取組みを展開していくにあたりましては、変化が激しい時代であるからこそ、

既成概念に捉われない柔軟な発想や創意工夫、果敢な挑戦が必要であります。 

そのために不可欠なことは、さまざまな個性や能力を持った「多様な人材の育成・確保」

と、地域の力を結集するための「多様な主体との連携・協働」であります。 

先人たちの技術や知恵、熱い想いと努力の上にある現在を、明るい末来につなげていく

ために、今私たちは何をしなければならないか、常に考え続けていかなければならないと

思います。 

新年度におきましては、県づくりの指針となる「第 4 次総合発展計画」（仮称）の策定に

取り組んでまいります。 

市町村や県民の皆様から幅広くご意見をいただきながら、新たな時代の県づくりの方向

性をしっかりと検討してまいります。 

昨年は、東北で初めて世界最大のワインコンテスト IWC（インターナショナル・ワイン・

チャレンジ）の「酒部門」の審査会が東北で初めて山形県で開催され、「日本一美酒県」の

評価を確立することができたと思っております。 

秋には、皇太子殿下をお迎えして、「全国農業担い手サミット in やまがた」を開催し、本

県農業の活性化につながったものと考えております。 
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本県の誇るブランド米「つや姫」は、ますます全国的なブランド米として定着をしてき

ております。最近ヤフーニュースを見たという方から聞いたのですけれども、あのイチロ

ー選手が本県の「つや姫」を食べ続けてくださっていたということがわかりました。イチ

ロー選手が有名和食店で「つや姫」のおにぎりを食べて以来、奥様の弓子夫人がつや姫を

山形県から取り寄せ、毎日の湿度などに合わせ、「つや姫」が毎日同じ硬さになるように水

加減を調節しながら炊いていたという内助の功が紹介されたそうでございます。 

何はともあれ、山形県の一員として心から嬉しく思いましたのでご披露させていただき

ました。 

「つや姫」の弟分の「雪若丸」も大変評判が良いです。 

今後ともおいしい米や野菜、日本酒、高品質な果樹や畜産物、技術力の高い工業製品や

伝統工芸品の生産から販売までを支援し、地域活性化につなげてまいります。 

 また、UNWTO（国連世界観光機関）によりますと、世界の 2017 年の観光産業による輸

出額は、約 176 兆円であります。観光が燃料や化学に次いで第 3 位となりました。自動車

関連を上回ったそうであります。本県は観光資源が多く、ボテンシャルも高いので、まだ

まだ伸びしろが大きいと思います。かなりの経済効果が見込まれる分野でありますので、

今後とも「観光立県山形」を実現すべく、力を注いでまいります。 

 一方で、国際経済や情勢には不透明感が漂っており、国内では人口減少による労働力不 

足や、この秋の消費税率引き上げが控えており、県民生活や本県産業にどのような影響を

与えるかが懸念されるところであります。 

 課題が山積しており、困難な局面ともいえる状況でありますが、私たちは新しい時代が

スタートする今だからこそ、自分たちが山形県の明るい未来を切り開いていくんだという

気概を持って行動する必要があると思います。 

 将来を見据え、将来の世代の為にも、奥羽新幹線米沢－福島間の、本県の未来を拓く夢

のトンネルや、国際線定期便の誘致に欠かせない、不可欠な、本県空港滑走路の延長の実

現に向けて、敢然と取り組んでまいります。 

 大変な時だからこそ、物事を柔軟かつ的確に捉え、果敢に挑戦する「開拓者魂」とも言

えるようなものを持つことが肝要だと思います。市町村や関係機関と力を合わせて、県民

の皆さんの安全安心なくらしを実現してまいります。 

 内向きにならず、観光交流やスポーツ・文化交流、産業交流などをダイナミックに拡大 

して、地域経済を活性化してまいります。そうやって、山形県の新しい時代、元気な山形

県を共に作ってまいりたいと考えております。 

 私は、知事就任以来一貫して、「心の通う温かい県政」を基本姿勢に、ここ山形県で暮ら

し続けたいという県民の皆様の願いや想いを何よりも大切にし、県民の生命（いのち）と

生活を守ることを最優先に、活力あふれる山形県の実現に取り組んでまいりました。これ

からもしっかりとその姿勢を堅持して、山形県のビジョンを実現すべく取り組んでまいり

たいと考えております。 
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 県民の皆さんに持てる力を存分に発揮していただくためには、心身の健康が何よりも大

切であります。県民の皆さんお一人おひとりの「仕事と生活の調和」をしっかりと意識し

て、そして、皆さんが家族との時間も大切にしながら、風通しの良い、明るく働きやすい

職場づくりをお一人おひとりに務めていただければと思っております。 

 県民の皆さんと共に手を携えて、性別や年齢にかかわらず、障がいのある人もない人も、

誰もが生き生きと輝いて生きていける山形県づくりに全力で取り組んでまいる所存でござ

いますので、今年度もよろしくお願いいたします。 

 新元号が発表されたようであります。 

 「令和」という元号となりました。はい（補足：「令和」と書かれた紙を掲げる）。これ

はですね、出典は万葉集ということであります。菅官房長官の発言から分かったのですけ

れども、「令和」の出典は万葉集でございます。考案者は明らかにしないということでござ

います。 

 新しい元号「令和」は、皇太子殿下の御即位に伴いまして、 5 月 1 日から施行されます。

新しい「令和」の時代が、世界の平和と繁栄のもと、我が国並びにわが県の経済が活性化

するとともに、災害が無く、国民・県民の一人ひとりが安全・安心に暮らすことができる

平和な時代となりますことを心から願っております。 

 私からは以上でございます。 

 

☆フリー質問 

記者 

 ＹＢＣです。もう一回知事、「令和」という言葉をお聞きになって個人的な率直な感想、

語感ですとか、どういう意味合いが含まれるとご想像されるでしょうか。お伺いしてよろ

しいでしょうか。 

 

知事 

 そうですね、「令」という意味をですね、もっとしっかり自分でも調べてみたいかなと思

いました。「和」はね、やはり「和やか」という言葉でありますし、「和を以て貴しとなす」

という日本の昔からの大切な歴史であり、文化であると思っております。 

 非常に和やかな雰囲気の中にもちょっと身が引き締まるような意味も、この「令」から

感じているところであります。ほんとに身が引き締まるような思いでこの「令和」という

新しい元号を受け止めたところでございます。 

 

記者 

 ありがとうございます。 

 

知事 



7 

 

 すみません、追加して申し上げますと、本当に今しがた知ったばかりのことなのであり

まして、選定の経緯などはこれから報道などを通して知ることになるかと思います。「令和」

の字のとおり、明るい・平和な・活気ある時代になればと思っております。 

 このあとですね、正午過ぎに安倍総理が記者会見されるということで、新しい元号につ

いてのご説明をされるということであります。それを拝見しておりませんので、私からで

すね、詳しいことはなかなか申し上げられないという状況でございます。 

 

記者 

 山形テレビの林です。ただ今のことなのですけれども、昭和の「和」が入っているので

すけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

 

知事 

 ああ、そうですね。私、先ほども申し上げたのですけれども、「和」というのはやはり「大

和の国」の「和」というのが、「大きな和の国」と入っていたと思いますし、「和を以て貴

しとなす」ということもありますし、やはり日本にとって、「和牛」とか言うのもあります

し、「和食」もそうですね。だから「日本」という意味もありますし、平和の「和」、和や

かの「和」でありますので、本当に日本的な、そして平和を感じさせる、和やかさを感じ

させるような、そういう印象を受けたところでございます。はい。 

 

記者 

 昭和の歴史を引きずるというか、そういったマイナスのイメージはございませんか。 

 

知事 

 いや、そういうイメージはちょっと全然浮かびませんでした。「和」というのは、私はや

はり伝統的な非常にいい言葉だなと思っております。 

 皇太子殿下が何回も山形県にお越しくださいましたときにですね、おじいさまでいらっ

しゃいます昭和天皇のお話もお聞きしたことが、時折ございまして、天童の将棋のところ

をご覧になっていた時に、確か将棋を教えていただいたというか、そんなことがあったよ

うな気がしますので、やっぱりすぐ息子にとかというのではなくて、一般的に言うと孫に

引き継がれるというようなこともあるかと思いますので、まったくマイナスのイメージは

持たないところです。 

 

記者 

 NHK です。新しい年号が発表されたことで、システムの変更とかですね、文書の変更と

かいろいろ対応が予想されると思うのですけれども、この先県としてはどのようにご対応

していく、あるいはもうすでに対応されている、どういう状況でしょうか。 
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知事 

 はい。まずですね、文書事務について申し上げますと、県民の皆様から県に提出してい

ただく文書や県から通知する文書に関しましては、改元による影響はないものと考えてお

ります。申請書や届出などの様式で、改元前の元号を使用されたとしても、文書の法律上

の効果に影響はないということであります。 

 窓口業務におきましては、改元に伴い、県民の皆様に混乱が生じないよう、職員への周

知を徹底するなど十分に配慮してまいります。 

 それから情報システムについて申し上げます。県が使用している情報システムにつきま

しては、平成 29 年度からその把握を行い、具体的な改元への対応の準備を進めてまいりま

した。2 月には、「改元対応に係る連絡会議」を開催し、今後の対応についての協議・情報

共有を行ったところです。県において、新元号への対応を要する情報システムのうち、約 9

割が 4 月中に対応完了の予定となっております。残りの約 1 割につきましては、訂正印等

による替わりの対応を行い、業務などへの支障がないようにしていきますとともに、速や

かな完了に向けて、対応を適切に進めてまいります、という状況です。 


