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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成31年4月9日(火) 15:00～15:33 

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：15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、知事が答えて閉会した。 

 

2 質疑応答の項目 

発表事項 

(1) 春季の火災予防について 

代表質問 

(1) ふるさと納税について 

フリー質問 

(1) 県議会議員選挙の結果について 

(2) 新しい日本銀行券について 

(3) 女性の政治参加について 

(4) 参議院議員選挙への対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：朝日・荘内・NHK＞ 
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☆報告事項 

知事 

 「春は名のみの風の寒さや」と歌にもありますように、最近肌寒い日が続いております

が、県内各地の桜の開花が間もなくということで、大変待ち遠しいところであります。 

恒例となりました、イベントや祭りをご紹介いたします。 

 4 月 12 日から 21 日まで、酒田市で「酒田日和山公園桜まつり」が開催されます。酒田

港や最上川河口を一望できる公園では、ソメイヨシノなど約 400 本の桜と、日本海に沈む

夕日を一度に楽しむことができ、北前太鼓の演奏など多彩な催しも行われます。 

 また、置賜さくら回廊でも多様なイベントが行われます。4 月 13 日から 28 日まで、白

鷹町で「しらたか古典桜の里さくらまつり」が開催されます。樹齢 500 年を超える県天然

記念物の古典桜が咲き誇ります。期間中は、地元に古くから伝わる高玉（たかだま）芝居

などが上演されますほか、駕籠（かご）に揺られて桜を眺める体験イベントなども開催さ

れます。 

 他にも、山形市の「霞城公園」や「馬見ケ崎さくらライン」などでは、桜のライトアッ

プが始まります。 

 県民の皆様も、ぜひ、県内各地の桜めぐりにお出かけいただければと思います。 

 

 では、私から発表が 1 つだけございます。 

 春季の火災予防について申し上げます。 

 山形地方気象台の週間天気予報によりますと、向こう一週間、県内は曇る日が多いとの

ことですが、春先は空気が乾燥します。また、屋外で火を使用する機会が増えますので、

例年、火災が多く発生しております。昨日も 3 件の野火が発生しました。 

 本日から 22 日までの 2 週間、「春季火災予防運動」を実施いたします。この期間中、県

内の消防機関では、消防署・消防団による火災予防の街頭広報やパレード、一般住宅への

防火訪問など、さまざまな取組みが行われます。 

 県民の皆様には、“火気使用中は、その場を離れず、使用後は完全に消火する”“強風時

や乾燥時には、「たき火」や「野焼き」をしない”など、火の取扱いにあたって、決して気

を抜かないで、最大限の注意を払っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

 幹事社代表、朝日新聞の星乃です。よろしくお願いします。 

 本日クラブ代表質問としては、1 件預かっております。お尋ねします。 

 ふるさと納税についてのことでございます。 

 総務省の規制強化で鮭川村の企業が倒産したと報じられております。県としてその、総
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務省の規制強化の一連の影響をどのように把握しておられるか、教えていただければと思

っております。 

 もう 1 点ございます。また今後、ふるさと納税制度をどのように活用していくか、ご所

見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

知事 

 はい。ふるさと納税の返礼品等の見直しによる影響につきまして、まず、県内市町村で

は、平成 29 年 4 月に総務省通知が出されてから、返礼品の返礼割合を 3 割以下とするなど

の点検・見直しを、順次行い、全ての市町村で完了したと伺っております。また、その際、

一部市町村では、返礼品の調達業者との契約期間に留意するなど、事業者への対応も含め

諸事情を勘案しながら対応したと聞いております。 

 このような中で、県内市町村におけるふるさと納税受入額の合計の状況を見ますと、近

年、増加の傾向で推移してきましたが、見直しが行われた平成 29 年度は、224 億 3 千万円

となりました。平成 28 年度の 223 億 7 千万円と概ね同水準の横這いとなったわけでありま

して、返礼品等の見直しによる影響も一部あったのではないかと思っております。 

但し、個別の市町村の状況をみてみますと、見直し前と比べて受入額が減少していると

ころがある一方で、見直し後においても、地域活性化イベントなどふるさと納税を活用す

る事業のアピールや、寄附者に地元地域でさまざまな体験を通してその魅力に触れていた

だくなど、特色ある取組みにより受入額が増加又は横這いのところもみられております。 

 次に、県のほうなのですけど、県のふるさと納税につきましては、これまでも制度の趣

旨を踏まえ、適切な運用となるよう取り組んできております。受入額は、平成 28 年度が 1

億 3,900 万円、平成 29 年度が 1 億 8,500 万円、平成 30 年度が 3 億円を上回る見込みであ

ります。年々増加しておりまして、返礼品等の見直しによるマイナスの影響は、県の場合

はないものと考えております。 

 ふるさと納税というのは「ふるさとを応援したい」という納税者の想いを形にする制度

であります。県としましては、引き続き、制度の趣旨を踏まえ適切に運用しながら、ふる

さと納税の受入れに伴う返礼品を通して、県産品の販路拡大や交流人口の拡大を図ること

はもちろん、寄せられた寄附金を、子育てや教育、産業振興、災害に強い県土基盤の形成

など、本県の地域活性化策に積極的に活用してまいりたいと考えております。 

 

記者 

 はい、ありがとうございました。幹事社からは以上です。 

 

☆フリー質問 

記者 

 NHK の新藤です。よろしくお願いします。 
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一昨日ですね、県議会議員選挙の開票が行われて、結果が出たわけなのですけれども、

知事として、今回の県議選の結果というのは、どういうふうに見て分析、また、その受止

めがあるのかという点と、それを受けて今後どのような県政を進めていくのか、議会とど

ういう距離感を持ちながら進めていきたいのかというところをお伺いできればと思います。 

 

知事 

 はい。まずもって、当選された方々に、「おめでとう」と申し上げたいと思います。今回

の選挙結果につきましては、県民の皆さんが、それぞれの候補者の方々の考えを良くお聞

きになって判断された、その結果だというふうに思って受け止めております。 

 執行部と県議会というのは、県政にあって、車の両輪と言われます。目指すところは、

山形県民の幸せ、山形県政の発展であります。執行部と県議会、すなわち、このたび県民

の皆さんから負託を受けて当選された 43 人の県議会議員の皆さんと一緒に、議論をしっか

りとしながら、山形県民の幸せのために県政発展のために全力で取り組んでまいりたいと

考えているところです。 

 

記者 

 何というか、今回、結構世代交代した部分が、勇退されたベテランの方もいらっしゃる

のですが、こうした状況というのはどんなふうにご覧になって、議会の運営に何か影響す

るというようなことで、何か考え、思いとかあったりしますか。 

 

知事 

 そうですね。やはり、勇退の方、割合多かったかなとは思っておりますけれども、それ

ぞれのお考えがあってのことでありますし、その方々に代わって、今、記者さんが世代交

代と言われましたけれども、やはり手を挙げた方々の中から選ばれた方々が議員になった

わけでありますので、県民の皆さんがしっかりとその辺も見ながら判断された結果ではな

いかなと思っています。 

 私としましては、やはり県民の皆さんがしっかりと選んでくださった、その議員の方々

と一緒に県政発展のため県民の幸せのために全力で県政に邁進していきたいというふうに

思っております。 

 

記者 

 それと加えてですね、投票率のほうなのですが、今回、戦後最低というふうになりまし

たけれども、こうした部分について、また知事としてはどんなお考えというか、所感があ

りますか。 

 

知事 
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 そうですね。はい。 

 案外、その投票率がね、前回に比べて、今回は、54.32％で、前回が 56.11％だったので、

1.79 ポイントの低下となったわけです。 

 戦後の県議会議員選挙としては、最も低い投票率となりました。投票率の低下につきま

しては、市部、「都市」の「市」ですね、町村じゃなくて。市部における投票率が 53.11％

となって、前回の 53.59％に比べ伸びなかったことに加え、町村部において投票率が 62.11％

となって、これは、前回に比べて 13.08 ポイントの大きな低下となっております。 

 東北各県をはじめ全国的にも投票率が低下しているのですけれども、その中で、本県の

投票率は全国及び東北で選挙のあった県を上回ってはいるのですけれども、本県でも投票

率低下という傾向にあるということがわかります。 

 選挙というのは、一人ひとりの有権者が政治に参加するための最も重要かつ基本的な機

会であって、まさに民主主義の根幹をなすものであります。やっぱり選挙の時にはですね、

しっかりとその重要さというものを県民の皆さんにご理解いただいて、これからの選挙の

ときにですね、しっかり投票所に足をお運びいただきたいなというふうに思っております。 

今月中にもう 1 回投票がありますのでね。できる限りしっかりとその選挙権を行使してい

ただきたいなというふうに思っております。 

 

記者 

 投票率が低いというのは、ある種、県政に対する関心というものが薄れているのかなと

いうところの一つの現れだったりするのですが、こうした部分については、どういうふう

に知事としては対処していきたいなとか、投票率を上げる、もしくは県政の関心を高める

ために知事として今後どんなことが必要だというふうに考えたり、もしくは感じたりして

いるのでしょうか。 

 

知事 

 そうですね。戦後最も低い投票率になったというのは、ちょっと本当によく考えなけれ

ばいけないかなと、検討しなければいけないなと思います。全国的な傾向ではあるのです

けれども、それがなぜなのかということは、もう一度しっかりと検証しまして、どういっ

たことが効果的なのか、さまざまな視点から検討して考えていきたいというふうに思いま

す。 

 今、具体的なことはちょっと申し上げられませんけれども、やはり選挙というのは非常

に大切なものでありますので、たくさんの方々にしっかりと選挙権を行使していただきた

い、そのために何をすべきなのか、もう一度しっかりちょっと検討してみたいというふう

に思います。 

 

記者 
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 すいません。ちょっと戻ります。県議会、新しい方々が選ばれたわけですけれども、知

事として、選挙前と選挙後で、何かこう、県政に臨む姿勢等の変化というかあったりする

のでしょうか。 

 

知事 

 いえ、私の場合はですね、どなたが県議会議員になろうとも、やはり県民の皆さんがそ

れぞれの地域地域で選ばれた議員の方々でありますので、しっかりと県政の両輪として、

やはり県政をしっかりチェックしていただいて、また議論をしていただいて、県民のため

の県政、県政発展のためにしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っています。 

 特に今回こうだからというようなことではなくて、私のやるべきことというのは、やは

り、県政発展と県民のための県政に邁進することだと思っていますので、今回選ばれた方々

と一緒にしっかりと前に進めていきたいと思います。 

 

記者 

 その、前に進んでいくという中でも、やっぱりこうした有権者の関心が薄れているとこ

ろもあるので、よりその県政の議論を活発化したいとか、もちろん執行部、知事以外にも

議会側でもいろいろな政策的なものを立案していくというような方向もあったりとか、そ

ういった意味で知事としては、どんな期待があると思いますか。考えとかありますか。 

 

知事 

 そうですね、もちろん、議論は活発にしていただくというのは、それは大事なことだと

思っておりますし、あと、県民の皆さんに対してですね、やはり県政に関心を持っていた

だくというのは、大切なことでありますので、投票所にしっかり行っていただくための手

立てと言いますか、教育的なところが大事なのか、あるいは参加意識といったところをど

ういうふうに取り組んでいけるのかとかですね。そういったところをやはり、もうちょっ

と検討してみたいかなと思っています。 

 

記者 

 議論が活発になっていけば、関心も高まるのじゃないかなというお考えもあるのですか。 

 

知事 

 と言いますか、県民の皆さんに関心を持っていただくことで、議会の議論に注目してい

ただけるのではないかなというふうに思っています。 

 やはり、県民の皆さんにできる限り県政に関心を持っていただく、そこが大事なのかな

というふうに思っています。 
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記者 

 はい、ありがとうございます。 

 

記者 

 すいません。読売新聞の菊池です。よろしくお願いします。 

 紙幣が新しくなったということで、受止めをお伺いしようと思います。 

 本日、政府が、一万円札が渋沢栄一。五千円札が津田梅子さん、津田塾大学の創始者の。

千円札が北里柴三郎博士で、紙幣の新しいデザインを、刷新を発表しましたが、知事とし

ての受止めと紙幣が新しくなることで、いろいろ使いたいなという人も増えるのかもしれ

ないのですが、その期待をされることをちょっと教えていただければと思います。 

 

知事 

そうですね、元号が変わりますよね、5 月 1 日から。令和元年になるわけであります。そ

れでその同じ年に、紙幣も新しくなる（補足：発行時期は 2024 年度を目途。）というのも、

本当に新しいスタートといいますか、新しいことがまた始まる、本当に新しい時代が始ま

っていくというような希望を感じさせる気がいたしまして、2 つが重なったなというふうに

今受け止めているところです。 

やはり私どもも新しい気持ちで、新しい山形県をですね、しっかりと活力ある県にして

いきたいというふうにまた肝に銘じないといけないと思っておりますし、いろいろな新し

いことが重なるということは、また本当に気持ちが新たになっていいことだなというふう

に思っております。 

 

記者 

関連でもう 1 個だけお伺いしますが、昨今、大沼さんの経営の状況だとか、県内経済も

なかなか、とてもいい状況だとは断言できないような状況が続いておるわけですけれども、

それに紙幣が変わることで、県民の消費とか何か期待するようなことはございますでしょ

うか。 

 

知事 

そうですね。大沼デパートのことでね、やはり市民・県民がいろいろとやはり心配をし

ていると思いますけれども、その紙幣が変わるということと直結するかもちろんわからな

いのですけれども、少しでも買い支えというようなことで応援できるところは、していき

たいと思っているものですから、新しい紙幣が出たからそれを使うということなのかどう

か、それはちょっと私もよくわからないところでありますけれども、いろいろな状況では

あるのですけれども、新しい紙幣を使って何ができるのかなとは思うのですけれども、地

域の経済活性化に少しでもね、新しい紙幣の発行がプラスの方向に向いていけばいいなと
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いうふうに期待をしております。 

 

記者 

共同通信の太田です。 

先日行われた統一地方選に関連してお伺いしたいのですけれども、地方議会での女性の

進出が過去最多になりまして、県議会とか市議会などでは女性の議員が増加しているとい

う傾向があると思います。 

一方で、知事については、北海道の高橋はるみ知事が今回出馬されなかったことによっ

て、東京都の小池百合子知事と、あとは山形の吉村知事と二人の女性知事ということにな

りました。 

こうした女性の政界進出について、知事は今どのような所感を持っていらっしゃるのか

をお伺いできればと思います。 

 

知事 

そうですね。今回の県議会議員選挙で、これまで 2 名だった女性議員がですね、4 名とな

って倍増したわけなのでありますけれども、全国的には総定数に占める割合を見ますと、

全国的には 10.1%、女性の当選者、過去最高となったということで、わが県は 9.3％なので

すね。でも人数は過去最多の時とタイ記録ということで、割合的には過去最高だというこ

とであります。 

女性知事が、たった 2 名しかいなくなったというのは大変残念だと思っています。ただ、

私はもちろん特に女性だとかですね、そういう気持ちではなくて、人間として県政に取り

組ませていただいているのですけれども、ただ、やっぱりいろんな視点、自然に女性の視

点とかが出てくるかと思います。だから、できれば本当にもうちょっと女性知事は増えた

ほうがいいのでないかなと思うのですけども、なかなか増えないなというふうには思って

おります。 

男女共同参画とは言われますけれども、やっぱりさまざまなネックがあってですね、増

えないのかなと思っております。そういった女性も参画しやすい、政治にもですね、参画

しやすいそういう環境づくりというものはとても大事なのかなと思っています。 

やはり政策を考えるに当たりましては、人口の半分が女性であり、半分が男性でありま

す。男性も女性もですね、それぞれの視点を反映できるような仕組みといいますか、そう

いった体制になるのが望ましいなというふうにいつも思っております。 

将来の世代のためにも、男女共同参画会議の議員にもなりましたので、地方の声をしっ

かりお届けして、少しずつでもやはり前に進んでいけるようにできればなというふうに思

って提言をしていきたいというふうに思います。 

 

記者 
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朝日新聞の星乃です。2 つお伺いします。 

まず 1 つ目です。県議選を経て、その結果、吉村知事の県政運営については、「支持した

い」というふうにおっしゃられる県議さんが若干ですが増えたようです。ご所見をお聞か

せ願えますか。 

 

知事 

そうですか。そうですね、今その若干増えたということをお聞きしてですね、ちょっと

心は和んでおります。 

ですけれども、大変ありがたいと正直思っておりますけれども、ただ、やはりそれぞれ

の地域の県民の皆さんの負託を背負ってこられている議員の方々でありますので、43 人の

方々のご意見をしっかりとお聞きしながら、県政をチェックしていただきながら、県民が

幸せになって、そして活力あふれる山形県づくりというものに邁進していきたいというふ

うに思っております。 

 

記者 

わかりました。もう 1 つお聞かせください。 

先ほど、投票率のお話がございました。低下してしまったと。その裏にですね、定数の 4

割に当たる方々が無投票で当選してきたということで、特にその選挙の無関心という点で

は看過できないものであるというふうに指摘がされています。 

それでお尋ねしたいのですけれども、この無投票で当選されてきた方々も今の知事のご

発言ですと民意を背負っているということになるわけですけれども、投票がされていない

ために測ることが、本当にそれがその支持を得ているかどうかというのが、測ることがで

きていないわけですよね。 

そうしますと、執行部としては、仮にそれらの県議さんがご発言になり、お求めになる

ことが、どうして民意を背負っているのかということをどこで測るのかというのを教えて

いただけませんか。 

 

知事 

選挙がなかったところはどこで測るのかと言われますと、大変難しいところかなという

ふうに正直思います。 

ですが、その人たちでは駄目だというふうにお考えになる方がいればおそらく候補者が

出たのではないかと思われますので、「絶対あの人たちでは駄目だ」というようなことはな

かったと、結果論でありますけれども、そのようにも解釈はできるのかなと思います。 

それがすべてだとはもちろん思いませんけれども、何で測るかということ、大変難しい

問題だなというふうに思っています。完全否定は案外なかったので、そういうふうになっ

たのかなというふうに思うしかないというようなところかなと思っています。 
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むしろですね、私は県政だから県会議員というところに皆さんご質問なさいますけども、

市町村の、特に町村のほうの議員さんがですね、どうなるのかなという心配はございます。

やはり定員を満たさないとかね、そういうところが出てくると、ちょっと心配だなという

思いをちょっとしております。 

 

記者 

2 つ目に絡んでのことなのですが、選挙を経て出てこられた議員さんと無投票で出てこら

れた議員さんと、訴え、執行部に求めることがもしあったとするならば、それはパワーに

は違いがあるというふうには思いますか。 

 

知事 

パワーですか。いや、そのお一人お一人が背負った地域、それぞれの地域の県民の皆さ

んの負託を背負って、担ってこられるわけですから、負託を受けておられるわけですから、

違うとはちょっと思わないですね。 

さっきちょっと言い忘れたのですけれども、定員内で選挙がなかったというのはやっぱ

り結果論でありまして、それぞれのその議員さんたちはもう選挙を打つつもりで、自分も

経験あるからわかるのですけど、対立候補の方がお出になるという覚悟でやはり準備をす

るものなのですね。 

ですからそういうことも考えますと、結果として選挙はなかったかもしれないけども、

やはり次の 4 年に向けてしっかりと志を新たにしてね、またご自分の考え、これからの考

えを再確認というか、そういう気持ちでこられるというふうに私は期待をしているところ

であります。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

さくらんぼテレビの白田です。 

選挙についてなのですが、県全体での選挙といいますと、県議選が終わると次は夏の参

院選に移っていくと思うのですが、現時点で参院選への対応、知事はどう考えていらっし

ゃるか、気が早いとはおっしゃらずにぜひ教えていただければと思います。 

 

知事 

気が早いのではないかというふうに思います。 

やはり県議会議員の選挙がやっと終わりですね、市町村議会議員のあと首長さんたちの

選挙とかね、あるわけでありますので、その参議院の選挙はまだかなり先のことかなとい
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う意識でおりますので、ちょっとまだ何もお答えできないところであります。 

 

記者 

考えていらっしゃるけれども今は言えないのか、まだ考えてもいないのか、どちらでし

ょうか。 

 

知事 

ほとんど考えておりません。 

 


