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知事記者会見の概要 

 

日 時：令和元年7月9日(火) 10:00～10:18 

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3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) ‶明るいやまがた〟夏の安全県民運動について 

(2) 山形県総合文化芸術館の開館日について 

(3) 韓国でのトップセールスの実施について 

代表質問 

(1) 福島－米沢間のトンネル整備について 

フリー質問 

(1) 発表事項2に関連して 

(2) 山形県沖地震に対する観光面の支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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。 

では、早速恒例となりましたイベントや祭りのご紹介をさせていただきます。 

まず、7 月というのは県の花であります紅花の最盛期であります。今年の 2 月に「歴史と

伝統がつなぐ山形の『最上紅花』」として日本農業遺産に認定された「紅花」に関するイベ

ントが、県内各地で開催されます。 

7 月 13 日と 14 日には、山形市高瀬紅花ふれあいセンターで「第 34 回山形紅花まつり」、

それから河北町紅花資料館では「第 39 回紅花資料館べに花まつり」、そして白鷹町滝野交

流館ほか町内各地で「第 25 回白鷹紅花まつり」がそれぞれ開催されます。紅花摘みや紅花

染めをはじめさまざまな体験イベントが行われます。 

それから、今週末から海水浴場の海開きが行われます。7 月 12 日の鶴岡市湯野浜海水浴

場、遊佐町西浜海水浴場を皮切りに、12 の海水浴場が順次オープンいたします。また、鶴

岡市鼠ヶ関や由良などでキャンプ場が開設されます。水の事故には十分お気を付けいただ

いて、夏の楽しい思い出をたくさん作っていただければと思います。 

 

では、私から発表が 3 点ございます。 

まず 1 点目は、「〝明るいやまがた〟夏の安全県民運動」についてです。 

今月 19 日から 8 月 18 日までの 1 か月間、「〝明るいやまがた〟夏の安全県民運動」を実

施いたします。 

夏は、暑さによる疲れなどから、重大な交通事故や、海・山・川での事故が多発する時

期であります。さらに、夏休みの解放感から青少年の非行や犯罪被害などの発生が懸念さ

れます。 

このような事故を防止するとともに、青少年の健全な育成を図り、安全で明るいやまが

たを創ることを目的に、1 つとして「青少年の健全育成といじめ・非行及び犯罪被害防止」、

2 つ目が「子どもと高齢者の交通事故防止・飲酒運転の撲滅」、3 つ目が「海・山・川での

事故防止」、そして 4 つ目が「身近な犯罪等の防止」、これら 4 つを重点に展開いたします。 

初日の 7 月 19 日、午前 10 時から、文翔館議場ホールで出発式を行い、その後、広報車

によるパレードを実施いたします。 

この運動を通して、安全で安心な山形づくりを展開してまいりますので、県民の皆様に

よる積極的な取組みと、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

では、2 点目であります。山形県総合文化芸術館の開館日について申し上げます。 

現在 JR 山形駅西口に建設中の山形県総合文化芸術館につきましては、9 月 15 日の竣工

に向けて、工事を進めているところですが、令和元年 12 月 1 日にプレオープン、そして令

和 2 年、来年ですね、3 月 29 日に開館することといたしました。 
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プレオープンの日には、大ホールのお披露目式を行い、飯森範親さんの指揮で山形交響

楽団による演奏会を行う予定としております。 

さらに、開館後 1 年間にわたって、さまざまなイベントを検討しております。県民の皆

様には、楽しみにしていただきたいと思っております。 

 

では、3 点目でございます。 

7 月 15 日から 20 日までの 6 日間、私を団長として、西川町長、酒田市副市長、酒田港

の海運貨物取扱事業者、本県観光関係者などとともに大韓民国を訪問し、トップセールス

を実施してまいります。 

今回の主な用務は、韓国の航空会社及び旅行会社を訪問し、本県と韓国を結ぶ国際チャ

ーター便の運航や本県への旅行商品造成を働きかけるとともに、酒田港の国際定期コンテ

ナ航路を運航する韓国の海運会社の本社を訪問して、これまでの運航に対する御礼と、さ

らなる酒田港の利用拡大に向けた航路の利便性向上について働きかけを行ってまいります。

また、県産酒の輸出拡大を図るため、現地のレストランや飲食店の経営者等に、本県が誇

る質の高い県産酒のプロモーションを行うほか、韓国県人会との交流会を開催し、韓国に

お住いの本県にゆかりのある方々との交流を行ってまいります。 

また、私が支部長を務める日本赤十字社山形県支部と大韓赤十字社大邱(テグ)支社が友好

関係を築き青少年交流を始めてから今年で 10 周年を迎えますので、大韓赤十字社大邱支社

等を訪問し、これまでの感謝の意を表するとともに、今後の交流継続等について意見交換

を行ってまいります。 

このたびのトップセールスでは、日本遺産をはじめとする本県の文化や美食・美酒、祭

り、温泉、自然など世界に誇れる山形県ならではの魅力をアピールしながら、インバウン

ドの誘客拡大につなげるとともに、酒田港の利用拡大や県産品の輸出拡大などが図られる

よう、本県と韓国とをつなぐ交流の絆をしっかりと結んでまいります。 

私からは以上であります。 

 

☆代表質問 

記者 

はい、日本経済新聞の浅山と申します。よろしくお願いします。 

一つ、福島─米沢間のですね、トンネル整備のことでお尋ねいたします。今年に入って

いろいろ活発に要望活動をなさっているかと思うのですが、当然その中で、国に財政支援

を求めているかと思います。実際にどのような支援スキームがあったりですね、地元負担

がどの程度になるかとか、こういうことをいろいろ検討・協議をなさっているとは思うの

ですが、それが今どのような状況にあるのかということをお願いできますか。 
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知事 

はい、福島─米沢間のトンネル整備についてのご質問であります。このトンネル整備に

つきましては、平成 29 年 11 月に JR 東日本からの調査報告を受け、早期事業化に向けて、

JR 東日本と、政府の財政支援も含めた財源スキームなどの検討・協議を重ねてきたところ

であります。 

検討・協議の具体的な状況についてですけれども、現在、これらを取りまとめていく前

提となる、一つ目がトンネルの整備効果を基にした将来の旅客数等の「需要予測」。それか

ら二つ目が、この「需要予測」を踏まえた整備の「費用対効果」いわゆる B/C であります。

そして三つ目が、本県への「経済波及効果」、これら三つ挙げられるのですけれども、そう

いったことについて、分析・調査を行い、そのとりまとめを進めているところであります。 

これとともに、このトンネルの整備により、防災対策としての効果のほか、時間短縮、

それから運休・遅延の減少による東北・上越新幹線はじめ全国新幹線ネットワークの安定

性向上といった国土全体の強靭化の効果が見込まれることを踏まえ、財源スキーム等につ

いて、こうした観点からの政府の財政支援も含めて、検討協議を進めているところであり

ます。これらにつきましては、さまざまな条件を設定し、シミュレーション、試算・推計

を行い、また、政府の財政支援を活用していくための課題や条件を検討しながら、進めて

いるところであります。 

このトンネル整備は、これまでにない大規模な事業費を要するプロジェクトであります。

検討すべき事項が多岐にわたっておりますので、手順を踏んで十分に検討を進めていく必

要があると考えております。 

今後につきましては、政府の財政支援も含めた財源スキーム等について、国土交通省や

有識者にもご相談申し上げ、専門的なご助言もいただきながら、早期事業化に向けて、し

っかりと、さらに検討・協議を進めてまいる所存でございます。そういう状況です。 

 

☆フリー質問 

記者 

おはようございます。NHK の堀です。2 点あります。 

今、新県民会館の話がありましたが、開館後 1 年間通してイベントをやられるというこ

と、どのようなイベントを予定されているのかということと、3 月 29 日の開館ということ

で、そこがグランドオープンということだと思うのですけど、これはどんなイベントとい

うか、イメージで計画されているのか、これをまず 1 点お願いします。 

 

知事 

はい。1 年間にわたってさまざまなイベントを検討しています、ということだけ私も聞い

ておりまして、その内容まではまだ聞いておりませんけれども、答えられますでしょうか。 

 



5 
 

観光文化スポーツ部次長 

はい、観光文化スポーツ部、斎藤でございます。 

今、ご質問あった件につきましては、現在検討を進めているところでございますので、

それがまとまり次第、皆様方のほうにもご報告申し上げたいというふうに思っております。 

 

知事 

あと、グランドオープンはどうですか。 

 

観光文化スポーツ部次長 

グランドオープンにつきましても、現在調整をしているところでございますので、それ

も同様に決まり次第お伝えさせていただきたいと思います。 

 

知事 

私もまだちょっと知らないところでございます。はい。 

 

記者 

これは日が決まったということ以上ではないということですね。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

わかりました。では、次にいきます。 

先月 18 日の山形県沖の地震では、民間企業もいろいろな形で観光支援を進めているとこ

ろですが、先だっても、日本航空、全日空、JR がそれぞれ夏の観光キャンペーンというこ

とで、新潟も含めてですけど、飛行機ですとか電車の利用をしやすくするようなキャンペ

ーンを打ち出していて、復興支援ということだと思うのですけれど、こういった鉄道や航

空機関との連携というか、ツアーを作ったりとかいろいろ考えられますけれど、その辺の

お考えと、あと県はすでに鶴岡市と、宿泊費今月いっぱい 3,000 円を割り引くという取組

みをしていますけれども、こうしたものの延長も含めた更なる支援についてのお考えを聞

かせてください。 

 

知事 

 はい、わかりました。山形県では、政府に対して、風評被害の払拭や観光需要の早期回

復のための支援を要望しておりますとともに、県内の宿泊キャンセルなどの状況について

密接に情報交換を行っております。 
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これを受けて、観光庁では、航空会社や鉄道会社に対し、山形県・新潟県に対する支援

を要請したと伺っております。今般発表された支援策は、それを踏まえたものというふう

に理解をしております。 

県としましては、先の 6 月定例会で追加提案を行いまして、他の温泉地と比較して被害

が甚大であったあつみ温泉において、7 月 1 日から 31 日にかけて、鶴岡市が実施する 1 泊

1 人当たり 3,000 円の割引事業「あつみ温泉 GENKI 割」に県としても支援を行っていると

ころです。 

県と鶴岡市の支援は、夏の観光シーズンに向けて、早急に正常な状態に戻していくため

の集中的な支援であります。 

それに対して、今回の航空会社等による割引プランの実施は、8 月以降も夏の観光需要の

喚起を行うためのものと聞いておりますので、県としても、関係政府機関、航空会社など

と緊密に連携をしながら、観光誘客に努めてまいる所存です。 

また、政府の取組みとしても、本県および新潟県の観光需要を喚起するための支援を検

討していると伺っておりますので、県の支援策との相乗効果が発揮できるよう、引き続き

緊密に連携を進めてまいります。 

県としましては、まずは、あつみ温泉に対して、鶴岡市と連携して「あつみ温泉 GENKI

割」による支援を集中的に実施するとともに、庄内地域、ひいては県内全域の観光需要の

回復に向けて、プロモーション映像制作による PR や、首都圏等での旅行会社への旅行商品

造成や送客の働きかけに取り組んでまいります。 

 

記者 

確認ですけれど、8 月以降も行っているキャンペーンと緊密に連携するとおっしゃいまし

たけれど、これは今、県がやっているこの宿泊費の支援策なんかも延長も含めて検討して

いきたいと、そういう理解でよろしいですか。 

 

知事 

 いやこれは延長という検討ではなくてですね、県と市が連携して「GENKI 割」を行うの

は 7 月いっぱいなのですけれども、8 月もキャンセルが少し出ているということも聞いてお

りますし、秋の DC、デスティネーションキャンペーンにしっかりと繋げていかなければな

らないという思いもありますので、先程記者さんがおっしゃった、JAL や ANA や JR とか

ですね、旅行会社も含め全員で、新潟・山形の地震からの復旧を応援してくださるという

ことでありますので、7 月は県がいろんなことをやりますけれども、官民一体となって、政

府と、航空会社や旅行会社、鉄道会社の方々がやってくださることは、8 月以降も県も連携

しながら、しっかり取り組んでいくということであります。 
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記者 

 つまりどんな形になるかわからないけれども、一緒になって 8 月以降も何らかの支援が

できればと、そういうことですかね。 

 

知事 

 そうですね。政府のほうでも何らかの支援を考えてくださるようだ、というふうに漏れ

聞いておりますので、私も観光庁長官にもぜひ具体策をというようなことをちょっとお願

いしておりますけれども、いろいろと考えていただけると思っておりますので、新潟県・

山形県両県に対しての、復旧というような意味も含めて、応援をいただけるものと思って

います。 

 


