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知事記者会見の概要 

 

日 時：令和元年7月3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：13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・フリー質問に知事等が答えて閉会した。 

 

2 質疑応答の項目 

代表質問 

(1) 県立河北病院の経営健全化計画案について 

フリー質問 

(1) 平成30年度の児童虐待の状況について 

(2) 参議院議員選挙への対応について 

(3) 6月18日の山形県沖を震源とする地震について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：読売・日経・YTS＞ 
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☆報告事項 

知事 

 皆さんおはようございます。 

6 月 18 日に発生しました山形県沖を震源とする地震から 2 週間が経過しました。鶴岡市

では、本県の観測史上最大となる震度 6 弱、そして酒田市、大蔵村、三川町では震度 5 弱

を記録するなど、庄内地域を中心に大変強い揺れに見舞われました。この地震により、道

路や港湾・漁港をはじめ、商工業関係や観光関係の施設、更には、多くの住宅に被害が発

生するなど、鶴岡市をはじめ庄内地域を中心に被害が発生しました。改めて被災された皆

様に、心からお見舞いを申し上げます。 

 私は、 6 月 21 日と 23 日に、住宅被害が多かった鶴岡市小岩川地区をはじめ、鼠ケ関港

やあつみ温泉、酒田市の松原コミュニティセンター、遊佐町の女鹿漁港などを訪問し、被

害に遭われた方々から当日の状況や被害などについて直接お話をお聞きしてまいりました。

特に、住宅を被災された方が壊れた屋根瓦を片付けておられる姿を拝見しまして、そのご

心痛とご苦労は察するに余りあると思ったところであります。実際、ご高齢の方々から、

自力で片付けをするのはもう限界だというお声もお聞きしたところでありました。 

 県では、この度の県議会 6 月定例会におきまして、土木関係施設や農林漁業関係施設な

どの災害復旧関係事業費や、大きな被害が生じた住宅の瓦屋根の修繕、観光誘客の緊急対

策などの補正予算を追加提案し、昨日、ご可決いただいたところであります。被害に遭わ

れた方々が、一刻も早く元の生活に戻られるよう、全力で復旧に取り組む所存であります。 

 また、 7 月 1 日には、山本順三防災担当大臣をはじめ政府調査団が来県されました。鼠

ケ関港や鶴岡市小岩川地区をご視察いただいたところであります。災害復旧事業の推進や

観光業、中小企業・小規模事業者に対する支援の充実・強化など、政府からの支援につい

て強く要望したところであります。この現地調査を受け、政府では、翌日の 7 月 2 日に、「山

形県沖を震源とする地震に関する関係閣僚会議」を開催し、安倍総理から、「住宅の修繕、

観光業の風評被害対策のほか道路や港湾、漁港、学校施設などの復旧、中小企業、小規模

事業者への支援、関係自治体に対する財政支援措置など、現地のニーズをきめ細かく把握

し、支援制度をフル活用して必要な対策を直ちに講じていくよう」指示があったと聞いて

いるところであります。 

 ここしばらく梅雨が続きますので、降雨や土砂災害に気を緩めることなく警戒する必要

があります。被害に遭われた皆様も今後の気象情報などに十分にご留意をいただきたいと

思います。 

 県としましては、引き続き、被災市町や関係機関と連携し、全力で復旧・復興に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 では、恒例となりましたイベントや祭りのご紹介であります。 

 6 月 15 日から長井市で「あやめまつり」が開催されております。500 種 100 万本のあや

めが咲き誇る日本有数のあやめ公園には、「長井古種」と呼ばれる長井でしか見ることがで
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きない品種があります。また 7 月 6 日は、「長井おどり大パレード」が開催され、多くの踊

り手が熱く賑やかに長井駅前通りを踊り歩きます。 

7 月 6 日から 14 日まで、天童市龍神(りゅうじん)の里じゃがらむらで「第 32 回おくのほ

そ道天童紅花まつり」が開催されます。松尾芭蕉が「まゆはきを俤(おもかげ)にして紅粉(べ

に)の花」と詠んだ天童の紅花が一面に咲き誇ります。期間中は、紅花摘み、紅花染め体験、

紅花リップクリーム作りをはじめさまざまな催しが行われます。 

また、7 月 6 日に鶴岡市の JA 全農山形鶴岡倉庫で、「庄内酒まつり 2019～やまがた芳醇

～」が開催されます。酒どころ庄内地域の全ての 18 酒蔵が出展し、130 種類以上の日本酒

の飲み比べができます。先の地震では、庄内の酒蔵で多数の酒瓶が破損するなど大きな被

害が発生したわけでありますが、予定どおり開催されるということであります。夏の庄内

の味覚とともに、とびきりの夏酒をご堪能ください。 

 県民の皆様も、ぜひ、お出かけいただければと思います。私からは以上であります。 

 

☆代表質問 

記者 

 幹事社の読売新聞です。よろしくお願いします。県立河北病院についてお伺いいたしま

す。県立河北病院は診療体制の見直しなどを盛り込んだ経営健全化計画案について、先程

パブリックコメントが終了して、県議会のほうにも説明されたかと思います。間もなく計

画がまとめられる方向だと思うのですけれども、一方で地元からは不安の声というのも聞

かれております。 

今後どのような姿勢で病院の経営健全化に臨むのか、知事のお考えをお聞かせください。 

 

知事 

はい。わかりました。ではお答え申し上げます。地域の急速な人口減少や、少子高齢化

に伴う疾病構造の変化、また道路整備が進む中での患者さんの都市部の病院志向などによ

り、近年地域の自治体病院の経営を取り巻く環境は、大変厳しさを増しております。 

こうした中で河北病院は、患者数の大幅な減少により、平成 16 年度以降 14 年連続で経

常収支の赤字が続き、本県病院事業会計に深刻な資金不足を生じさせる大きな要因となっ

ており、その経営改善は喫緊の課題だと聞いております。 

お尋ねのありました河北病院経営健全化計画案につきましては、病院事業局において専

門コンサルタントに調査分析を依頼し、外部の客観的な視点を踏まえた上で、経営改善に

向けた検討の方向性を取りまとめたものと聞いております。 

また今回のパブリックコメントでは、小児科の存続を求める意見が多数寄せられたと聞

いております。病院事業局として、こうした思いをしっかりと受け止め、慎重に検討する

ものと考えております。 

経営改善のためには、地域の患者動向に応じた診療体制に見直す必要があると思います
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が、地元河北町をはじめ地域住民の皆様や、地区医師会など関係機関と十分調整しながら、

地域の理解と協力を得られるように検討を進めてもらいたいと思っております。 

 

☆フリー質問 

記者 

NHK 堀です。大きく二つあります。一つ目が児童虐待についてなのですけれども、先週

の昨年度の件数について県のまとめで、認定件数、通告件数ともに過去最多となりました。

大幅に増えました。これについての知事の受止めとですね、あと 6 月には改正児童虐待防

止法ですとか改正児童福祉法が成立しまして、一層の取組みが求められるわけですけれど

も、県として児童虐待を防ぐための取組み、対策をどのように考えていらっしゃるのか、

まずこれをお聞かせください。 

 

知事 

 はい。平成 30 年度の児童虐待の通告件数ですが、922 件、これは前年度比で 44.5％の増

であります。認定件数は 512 件、前年度比で 61％増でありまして、いずれも過去最多の件

数となりました。 

件数増加の要因としましては、平成 30 年 3 月に東京都目黒区で起きた 5 歳女児虐待死事

件や、平成 31 年 1 月に千葉県野田市で起きた小 4 女児虐待死事件による報道などを通し、

県民の児童虐待に対する関心と児童相談所や市町村への通告に対する意識が高まったこと

がその背景にあるのではないかと考えております。 

児童虐待は児童の人権を著しく侵害し、心身の成長および人格の形成に重大な影響を及

ぼすものであり、あってはならないことだと考えております。県、市町村、警察をはじめ

とする関係機関が連携して取組みを強化している中で、児童虐待が過去最多の件数となっ

たことについては、大変胸が痛みますし、遺憾に思っているところであります。 

今後の対応につきましては、今般、児童福祉法などが改正され、児童相談所の体制が強

化されることになりましたので、県におきましても政令で定められた基準に沿って、児童

福祉司の計画的な増員など人員体制を強化して、増加する虐待事案に迅速に対応してまい

りたいと考えております。 

また、児童虐待の発生予防に向け、市町村における、妊娠期から出産、子育て期にわた

る切れ目のない支援の拠点となる「子育て世代包括支援センター」を今年度中に、これは

平成 27 年度から始めておりますが、今年度中に全市町村に設置されるよう支援をし、悩み

や不安を抱える妊産婦の早期発見や、子育て中の親の相談対応を強化してまいります。さ

らに要保護児童対策地域協議会というのがあるのですけれども、その協議会へ児童相談所

の児童福祉司を派遣して技術的支援を充実し、市町村における対応力向上を図ってまいり

ます。 

県としましては、これらの取組みにより市町村、警察をはじめ、教育・保育施設などの
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関係機関との連携を進め、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応などの対策に万全を

期してまいりたいと考えております。 

 

記者 

今の対策の件で、隣の宮城県では、すでに村井知事が児童福祉司を 13 人増やすという形

で具体的な取組みを発表されているのですけれども、今計画という言葉が出ましたけれど

も、そのあたり知事としては早期発見と予防と両方あるとは思うのですけれども、どんな

ふうに取り組んでいければと、知事としては考えていらっしゃいますか。 

 

知事 

そうですね。早期発見という対策が必要なわけでありますけれど、今お話がありました

児童福祉司ということでありますと、児童相談所における児童福祉司の数は、2022 年度、

令和 4 年度までに政令で定められた基準を標準として県が定めることとされておりますの

で、今後検討しまして、計画的に配置を進めていきたいと考えております。 

 

記者 

はい。もう 1 点ですけれど、明日、参議院選挙の公示を迎えます。17 日間の選挙戦に入

るわけですけれど、知事としての今回の選挙戦への期待とですね、改めてになりますが、

この選挙に対するご自身の対応、支援などの姿勢、これについて改めてお伺いできますで

しょうか。 

 

知事 

 そうですね。本当に、いよいよ選挙ということでありますけれども、やはり参議院議員

選挙、全県がエリアでありまして、大変広いわけでありますけれども、県民の皆様にです

ね、それぞれの候補者の皆さんのお考えをしっかりと述べていただき、県民の皆さんがそ

のことをしっかりと把握して、県民の皆さんが選んでいただくということでありますので、

私としては、それをしっかりとね、それぞれの候補者の思いが分かるようにしていただけ

ればな、と思っているところです。 

私の対応ということでありますけれども、これまでもですね、まだ考えていないとか、

当面公務にまい進したいといったことをお答えをしてきたところであります。 

その後ですね、6 月の 5 日には雹が降りたり強風ということがあって、大変農作物に被害

が発生いたしました。そして県議会が始まり、6 月 18 日には山形県沖を震源とした本当に

大きな地震が発生して甚大な被害が発生したところであります。 

それらの被害への対応というのは待ったなしの状況でありますので、補正予算、追加提

案をしたというようなこともございまして、昨日ご可決をいただいたところであります。 

これからですね、それをしっかりと実行に移していくということで、被害に遭われた方々
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が 1 日も早く元の生活に戻られるように、私どもは全力を尽くしていかなければいけない

というようなことでありますので、しっかりと公務にまい進していきたいというふうに思

っているところです。候補者の方々いらっしゃいますけれども、お二人の戦いになるとい

うようなことも報道で承知しております。お二方のご健闘を期待申し上げるところであり

ます。 

 

記者 

そうすると確認ですけれど、特定の政党とか候補に対して支援するお考えはない、とい

う理解でよろしいでしょうか。 

 

知事 

 はい。公務にまい進したいというふうに思っております。 

 

記者 

 関連してなのですけれども、一方で先日大沼さんと握手をしている写真とか、写真とい

うか握手していらしたかと思うのですけれども、そういったことに関して、大沼さんへの

暗黙のご支持というような見方も広まっているみたいなのですけれども、それに対して受

止めというのは何かありますでしょうか。 

 

知事 

そうですね、あの大会は毎年私が、各政党に年 1 回は私が出席するということがござい

まして、去年はたまたま出張か何かで出席しなかったのですけれども、いつも出席してい

る大会でありまして、挨拶をしました。 

その中で述べたことでありますし、帰りがけにほかの方からも握手を求められてそれに

お応えしたというようなことでありましたので、本当にご挨拶だというふうに私は思って

おります。 

ちょっといろいろとね、いろんなことが言われましたけれども、あれ以上でもあれ以下

でもないということであります。 

 

記者 

河北新報の吉川です。またちょっと関連してなのですが、参院選の期間中の知事の対応

はわかったのですが、知事の後援会、いろいろな立場の方がいらっしゃるかと思うのです

が、選挙への関わり方としてはどういうふうになるのか教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

後援会のですか。 
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記者 

はい。 

 

知事 

後援会は、そうですね、私の後援会は本当にさまざまな立場の方がいらっしゃいます。 

それで、私を支援してくださる、応援してくださるということで一致をして、後援会を

形成してくださっておりますので、私のことであれば、皆さんが応援してくれるというこ

とになるかと思っております。 

それ以外はですね、やはりそれぞれのお立場があって、それぞれのお考えがありますの

で、そこをどうというようなことはちょっと、それぞれのお考えで行動されるのだろうと

思います。 

 

記者 

知事は参院選に対しては中立というような、考えていない、公務にまい進ということみ

たいですけど、後援会に対して中立を保つようにとかそういう一定の線引きをかける、そ

ういうものは特にないということでしょうか。 

 

知事 

そうですね、本当に後援会にはもういろいろな政党の方もいらっしゃいますし、中立に

しようというようなことはちょっと申し上げられないかなと思います。 

やはり、私を応援してくださるということでの後援会でありまして、それ以外ではやは

りそれぞれのお立場で、お考えで行動されるのだと思っております。 

 

記者 

すみません、TUY の結城と申します。選挙関連とはちょっと変わってしまうのですが、

改めて地震関連のことでお伺いしたいことがございます。 

昨日、安倍総理がですね、あのような発言をされて、迅速な行動を取るようにと、支援

制度をフル活用して支援するようにという発言をしてくれたというふうなことに関しての

知事の率直な今の所感ですね、総理がああいった発言をしてくださったことに関しての知

事の率直な所感と、あと、今後の支援に対する国への働きかけですとか県の姿勢みたいな

ものを改めて教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

はい、わかりました。 

そうですね、内閣府の防災担当大臣であります山本大臣が現地に、新潟と山形両方ご視

察されたと聞いておりますけれども、現場をご視察されて、そしていらした時にですね、
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実は明日、総理や官房長官に報告をして、閣議がされることになっているということを、

その場で私お聞きしたのでした。 

ですから、それが本当に翌日しっかりとそういった閣議が持たれて、迅速にいろいろな

対応をするようにというふうにご指示をいただいたということを、昨日私のほうにもその

報告がありましてね、内閣府のほうから県にあって、企画振興部のほうから私のほうにそ

れが来たわけなのですけれども、本当に迅速にそういったご判断と言いますか、していた

だいたことは、被災地として大変ありがたいことだなと思っております。 

やはり、大きな地震であって、人命が失われなかった、船も壊れなかった、全壊もなか

ったというようなことで、いろんな制度が適用されないのではないかと大変心配をして、

ただ、とにかく県と市とでできる限りのことをしようということで、連携して取り組んで

きましたけれども、政府としてもね、できる限りの支援をしていただけるというようなこ

とでありますので、本当に心強く思っております。 

被災された方々が一刻も早く元の生活に戻れるように、やはり県として市町村と連携し

て、しっかりと取り組んでいかなければという思いを新たにしているところです。 

 

記者 

すみません、毎日新聞の後藤ですけれど、知事はこのあと公務で急遽東京に行かれるそ

うですけれど、その内容とですね、明日、選挙、参院選公示日ですけど、公示日は県内に

いらっしゃるかどうか教えていただけますか。 

 

知事 

今日はですね、東京で全国知事会の中の会議がございます。確か国産木材活用促進のプ

ロジェクトチーム会議でありまして、東京都知事が中心になって、そして全国の 45 都道府

県がね、参加する会議だと聞いております。 

高知県知事とか私もまいります。木材活用ということは、ずっと前からそういうことを

促進しなければという思いでおりましたので、それはきちんと出席をして、やっぱり考え

を述べてきたいというふうに思っております。 

 

記者 

今日行って、すぐ戻ってくるのですか。それとも明日。 

 

知事 

今日、夕方から会議というような、ちょっと遅めの会議でありますので。 

 

記者 

戻ってこない。 
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知事 

はい、東京でありますので。明日はまた東京で公務が入っております。それも非常に重

要な公務でありますので、明日中には戻るかと思いますけれども、夜になるのかなと思い

ます。 

 

記者 

明日の公務は、あまり言えないような公務なのでしょうか。 

 

知事 

あれはどうなんですか。 

 

秘書課長 

すみません、ようやく日程が固まってまいりましたので、本日中に公表日程ということ

で情報提供させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 


