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知事記者会見の概要 

 

日 時：令和元年7月25日(木) 15:00～15:32 

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、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) 参議院議員選挙の投票率について 

(2) 県選出国会議員との連携について 

フリー質問 

(1) 韓国でのトップセールスの実施結果について 

(2) 代表質問2に関連して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：読売・日経・YTS＞ 
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☆報告事項 

知事 

昨日から大変高温が続いているところです。県民の皆様にはくれぐれも熱中症にならな

いようにご注意いただきたいというふうに思います。 

6 月 18 日に発生した山形県沖を震源とする地震から 1 か月余りが経過いたしました。 

この度の地震では、鶴岡市を中心とする庄内地域で、多くの住宅に加え、道路や港湾・

漁港、商工業関係や観光関係の施設に被害が発生いたしました。 

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。 

県では、この度の地震による被害状況を受けまして、被災された方々の生活が一刻も早

く元に戻られるように、県議会 6 月定例会で補正予算を直ちに編成をいたしました。道路

や河川などの土木関係施設や、漁港・林道などの農林漁業関係施設に係る災害復旧、被災

住宅の瓦屋根の修繕に対する支援、また、あつみ温泉の復活割引キャンペーン、これは 7

月 1 日から 31 日までの 1 か月間、お一人 3,000 円割引ということでありますけれども、進

めてまいりました。 

また、7 月 1 日に政府調査団が来県した際には、山本順三防災担当大臣に対して、政府か

らの支援について、強く要望をいたしました。 

これを受け、政府からは、被災住宅の修繕補助への財政的支援をはじめ、旅行会社の宿

泊料金割引に対する支援や中小企業・小規模事業者に対する金融支援の強化など、多くの

支援を進めていただいているところです。 

あつみ温泉では、宿泊客が現時点で昨年の予約状況近くまで回復をしてきているほか、

被災住宅の瓦屋根の修繕につきましては、着工する住宅が先週頃から見られはじめ、8 月に

は着工件数が増加していくと聞いております。また、商工業事業者への支援につきまして

は、被災された事業者の方々への金融相談会を鶴岡市内 3 か所で開催し、各種制度の活用

について事業者の皆様に検討いただいております。 

関係省庁による災害査定につきましても、農林水産関係は今月末に、公共土木関係は来

月末に見込まれており、復興に向けて、着実に進んでいるところであります。 

県としましては、引き続き、政府や被災市町、関係機関と連携して、全力を挙げて復旧・

復興・復活に取り組んでまいります。 

 

それから、今月の 15 日から 20 日までの 6 日間の日程で、私を団長として、西川町長や

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した。 

はじめに、長嶺安政(ながみね やすまさ)駐大韓民国特命全権大使を表敬訪問し、本県と

韓国との交流に向けて、意見交換を行ってまいりました。長嶺大使からは、「今の日韓関係

は政治的に厳しい状況ではあるが、このような中でも、地域間交流、民間交流を推進して

いく必要があり、山形県の訪韓に感謝する。今回の訪韓を活かして、地域の魅力をアピー
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ルし、さらに交流が拡大するように期待している」とのお話をいただきました。 

次に、インバウンドの関係ですが、韓国の航空会社と旅行会社を訪問し、本県への送客

を働きかけたところ、新潟空港や青森空港などの定期便を活用した山形県周遊の旅行商品

について、このたび、造成・販売が決定しました。特に、紅葉や雪が魅力的な秋冬の山形

県のプロモーションを実施していきたい、との発言がありましたので、引き続き、連携を

密にして韓国からの誘客拡大に取り組んでまいります。なお、ロッテ観光を訪問した際に、

同社が運行するクルーズ船の話題に及びまして、酒田港への寄港を私から強く要請してき

たところであります。 

海運会社へのポートセールスについて申し上げますと、酒田港の国際定期コンテナ航路

を運航する 3 社、高麗(コウライ)海運と、南星(ナンセイ)海運と長錦(シノコー)商船です。

この 3 社の本社を訪問してまいりました。これまでの運航に御礼を申し上げるとともに、

酒田港の港湾機能やポートセールスの強化について説明を行い、国際定期コンテナ航路の

拡充などをお願いしたところであります。各海運会社からは、酒田港の取組みに高い評価

をいただき、日本海側の国際物流拠点としての酒田港の重要性について認識を共有し、酒

田港の貨物量の増加と航路利便性の向上に向けて、相互に協力していくことについて合意

をいたしました。 

それから、県産酒のプロモーションも行ってまいりました。現地の飲食店経営者等に県

産日本酒と合わせて、初めて県産ワインを紹介しましたところ、県産日本酒・ワインの双

方に対して高い評価をいただいたところであります。今回のプロモーションを受けて、県

産酒の現地輸入バイヤーである株式会社一路(いちろ)というのがあるのですけれども、その

一路のソン総括代表に、8 月ごろに山形県内のワイナリーや酒蔵をご訪問いただき、県産ワ

インの新規取扱いと県産日本酒の取引拡大に向けて、商談を進めていく予定です。 

また、本県出身者や本県に縁のある方々で構成する韓国県人会があるのですけど、「山形

べにばな会」と呼んでおります。その会長はじめ会員の皆様と意見交換を行いました。山

形県の応援団として、さまざまな場面で幅広く山形県の PR を行っていただけるよう協力を

お願いしてまいりました。 

なお、「山形べにばな会」の会長をはじめ 14 名の方々に、新たに「やまがた特命観光・

つや姫大使」を委嘱したところであります。 

それから大邱(テグ)市に行ってきたのですけれども、ソウルから鉄道で 2 時間ぐらいのと

ころです。その大邱市では、日本赤十字社山形県支部の支部長として、私が支部長をして

おります、そこと大韓赤十字社大邱支社が交流事業をやっているのですね。その大邱支社

のソン会長を訪問して、これまでの友好関係に御礼を申し上げるとともに、今後の交流継

続について意見交換を行ってまいりました。 

その結果、両国の青少年赤十字メンバーがお互いに訪問し合って交流を行う「青少年赤

十字国際交流事業」を今後も継続するため、今年度末に期限を迎える交流事業に関する協

定を延長することで、合意をしたところであります。 
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さらに、大韓赤十字社大邱支社の名誉会長を務めておられるのが大邱広域市のクォン市

長なのですけども、大邱広域市というのは 250 万人の人口です。その市長を表敬訪問して、

クォン市長の出身地が安東(アンドン)市なのですね、その安東市が寒河江市と友好姉妹都市

であります。そのことや、サクランボ、大邱市でも生産しておりました。それで大邱市と

山形県に共通点が多いといったことなど、農業や観光、文化や経済交流などに関して幅広

い視点から意見交換を行ったところであります。 

ちょっと驚いたのですけども、大邱市ではですね、ヒョウが食べられておりました。ヒ

ョウは皆さんご存知でしょうか。スベリヒユのことです。雑草も食べる山形県民と「秘密

のケンミン SHOW」で紹介されましたけど、あのヒョウをですね、なんと大邱市で、伝統

的な料理として和え物として出てまいりましたので、本当にびっくりしました。何か、ど

ういった歴史的なご縁がもしかしてあるのかなとかですね、ちょっと感銘を受けたところ

であります。ちょっと余談を言いました。 

また、韓国国立民俗博物館を視察して、紅花についての中国からの伝来や韓国国内での

利用の状況などを調査してまいりました。 

県としましては、今回の韓国トップセールスの成果を活かして、インバウンド拡大や酒

田港の振興、県産品の輸出促進、青少年交流の拡大に取り組んでまいります。 

 

ではここで、恒例となりました、イベントや祭りをご紹介いたします。 

7 月 12 日から 8 月 18 日まで、遊佐町で、「十六羅漢岩(じゅうろくらかんいわ)」のライ

トアップが行われております。十六羅漢岩は、災害から免れることを祈願するため、1864

年から 5 年の歳月をかけて、自然の岩礁を削りつくられた 22 体の磨崖仏(まがいぶつ)であ

ります。これだけの規模の磨崖仏は日本海側ではここだけと言われております。歴史的に

も非常に貴重な資源となっております。27 日には、十六羅漢岩の前で海上安全祈願式典が

行われます。 

また、7 月 27 日には、飯豊町白川ダム湖岸公園で「白川ダム SNOW えっぐフェスティ

バル 2019」が開催されます。「真夏に雪で遊びましょ」をコンセプトに、雪上宝探しや雪上

すもう大会など雪と触れ合える催しのほか、ステージイベントなどが行われます。夜には

スターマイン花火が打ち上げられ、1 日を通して楽しむことができます。 

県民の皆様も、ぜひ、お出かけいただければと思います。 

私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

山形テレビの松本でございます。記者クラブ代表質問をさせていただきます。2 つあります。 

1 つ目は、参議院議員選挙の投票率についてお尋ねをいたします。 

今月 21 日に行われた参議院議員選挙の本県投票率は、前回参議院選との比較では低下し
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たものの、全国では唯一 60%台となり、最も高くなりました。こうした投票率についての

知事の所感をお聞かせください。 

2 つ目が、県選出国会議員との連携についてお尋ねいたします。 

参議院議員選挙の結果、野党統一候補の芳賀道也氏が初当選を果たし、県内の国会議席

は、参議院は野党系、衆議院は与党のみというふうに、両院ごとに与野党に分かれること

になりました。県政発展に向け、こうした県選出国会議員とどのように連携協働していく

のか、知事のお考えをお聞かせください。 

 

知事 

はい。では 1 点目の参議院議員選挙の投票率について申し上げます。 

今般の参議院議員選挙につきまして、山形県の投票率は、60.74%となりました。これは

前回と比べて 1.48 ポイントの少しの低下となったわけなのですけれども、国全体の投票率

と比べますと、11.94 ポイント上回っておりまして、平成 29 年の衆議院議員総選挙に続い

て、国政選挙では 2 回連続で全国第 1 位となったところであります。 

今回の選挙では、県や市町村の選挙管理委員会等において、新たに、高校生による校内

放送を通しての啓発や、一部の投票所において高校生を立会人に選任するなど、将来を担

う若者層の投票率向上に向けた取組みをきめ細かに行ったと聞いております。 

また、期日前投票所につきまして、市役所や町村役場、大学のほか、スーパーなどの商

業施設にも設置されてきていると伺っております。今回の選挙で期日前投票をされた方は、

有権者の約 2 割、18.8%にあたる 174,182 人と、これは参議院選では過去最高となっており

ます。こうした容易な形で選挙権を行使できる環境づくりによるものではないかなと思っ

ているところです。 

投票率につきましては、全国的に低下傾向にはあるのですが、選挙は一人ひとりの有権

者が政治に直接参加するもっとも重要な機会であります。まさに民主主義の根幹をなすも

のでありますので、有権者の皆様には、改めて、選挙の際には投票所に足を運んでいただ

きたいと思っております。 

それから、県選出国会議員との連携ということですけれども、県選出国会議員の皆様と

は、これまでも県政発展のために意見交換を行いながら、政府の施策等に対する提案活動

をはじめ、連携した取組みを進めているところであります。 

県選出国会議員は、県民から選ばれた代表、県民の代表でありますので、これまで同様、

山形県民の声、地方の声というものをしっかりと国政に届ける太いパイプ役を担っていただ

きながら、やまがた創生のために、連携して取り組んでまいりたいと考えているところです。 

 

☆フリー質問 

記者 

NHK の堀です。よろしくお願いします。風邪でもひかれましたか。 
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知事 

ちょっと鼻と喉が。すみません。 

 

記者 

 わかりました。先週韓国に行かれたということなのですけれども、ご案内のとおり日韓

関係がものすごく冷え込んでいて、いろんなところで影響が出てきていますけれども、今

回の訪問ではそういう冷え込む日韓関係の影響というか、何か垣間見られるようなところ

はなかったのでしょうか。その点だけ確認させてください。 

 

知事 

そうですね。まず私が最初にお会いした長嶺大使でありますけれども、大変厳しい表情

といいますかね、大変難しい状況だというような感じではあったのですけれども。民間の

方々とその後ずっとお会いしておりますが、そういった、なんて言うんでしょうかね、緊

張感といいますか、反日というような雰囲気は特に見受けられませんでした。街を歩いて

いても、そんなに歩いたわけではございませんけれども、ほんとにそういう感じは受けな

いでまいりました。 

ただテレビで熱心にその、日本からこういうことがあったというのが、テレビでかなり

流されている、そういう状況だなと思いました。ですからそういったことを受けてね、次

第次第に国民の方々も、観光が一旦ね、こういう局面では減少するかもしれないというよ

うなこともですね、ある旅行社の方も心配をしておられました。 

ですが、これまでもそういったことも何回もありましたので、隣同士の国でいろんな政

治的な局面があって、波がね、山があったり谷があったりいろんなことがあったけれども、

民間同士また地方同士はしっかりと交流をしていきましょうということで、認識を共有で

きたかなというふうに思っています。 

 

記者 

そうすると、ご自身のスケジュールですとか訪問相手が変更したりとか、そのような影

響はなかったということでしょうか。 

 

知事 

それはなかったですね。 

 

記者 

河北新報の吉川です。よろしくお願いします。今回知事が韓国に行かれたスケジュール

のことなのですが、参議院選の直前の前日 20 日までの 6 日間ということで、県を挙げて選
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挙の啓発、民主主義の啓発、一番大切な時期になろうかと思いますが、そういった時期に

今回訪問されたというところについて、その意図というか、そういう時期を選んだことに

ついて伺えればと思います。 

 

知事 

そうですね。実は今回の韓国へのトップセールスというのは 9 年振りでした。9 年前です

ね、行ってその後竹島問題があったり、また私が知事に就任してから 3 年後には東日本大

震災があったりで、なかなか韓国に行く機会がなかったといいますか、観光客も途絶えた

といいますか、そういった厳しい状況がありました。 

私どもとしては、案外親日的なほうの、台湾とかですね、そういった所のほうにプロモ

ーションと言いますかトップセールスをかなり力を入れてきたかなと思っております。そ

れでそうこうしているうちに 9 年も経ってしまいました。酒田港は最初から高麗海運さん

がずっと就航してくれています。途中増やしたりですね、いろんなことをしてくださって、

お礼がてらまたお願いしに行かなければいけないなということを言っておりました。昨年

は考えてみますと、いろいろな外国に行く用事が続きまして、そこにまた韓国を入れると

いうことはやめましてね、今年こそ韓国にやはりトップセールスに行ってですね、海運会

社でありましたり、また旅行会社、そして航空会社にトップセールスをしなければなと思

って、担当に頼んでおいたところです。 

それから赤十字ですが、大邱支社と山形県との、私が赤十字支部の支部長ですから、赤

十字の事業もですね、あちらからは会長さんが何回も来てくださったのですけれど、私は 1

回も行っていなくて、来年の 3 月で、5 年に 1 回の協定締結、結び直しているらしいのです

けれども、それが切れるというようなこともありまして、ちょうどいいタイミングで今年

やはり行かなければなというふうに話をしていたところであります。そういった背景が一

つはありました。 

それでですね、かいつまんで言ってしまいますと、私が韓国に今年度はとにかく行かな

いといけないなというようなことを申し上げてずっときたわけなのですけれども、それと

相手のあることですので、相手方との調整、日程調整というようなこともありまして、そ

れがちょうどよくと言いますか調整なったのが今回だったということであったというふう

に思います。 

 

記者 

赤十字の 5 年の協定が切れる、例えば今月末までの協定とかそういったことでしょうか。 

 

知事 

3 月末までというふうに聞いております。ですがそれを 3 月に決定するわけではなくて、

もうちょっと早めに検討しなきゃいけないわけですね。それで大邱市というのが 250 万都
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市でありますから、いろいろなところと交流しているらしくて、いろいろと検討をし直さ

なきゃいけないかなというような雰囲気だったというふうにちょっと担当のほうから聞い

たのですけれども、ただ今回私が赤十字支部長として行くことになりまして、見直しの話

は全くなくなり、交流継続をしましょうというようなことになったと聞いているところで

ございます。 

 

記者 

関連してもう一点なのですが、参院選に関して、当選された芳賀さんはですね、これま

で選挙期間中に大沼候補は中央との太いパイプをということを主張してこられて、そうい

った候補に対して競り勝つという結果だったわけなのですが、今日も知事はこれまでどお

り県選出議員には太いパイプを期待したいと、そういうお話がありましたが、具体的にど

ういったことをしてほしい、期待するか、そういったものを伺えればと思います。 

 

知事 

具体的にですか。やっぱり一番期待するところはですね、県民の声をしっかりと中央に

届けるというふうに芳賀さんがおっしゃっておられます。報道でそういうことを聞いて知

っておりますので、そのことをしっかりと、地方の実情というものをしっかりと中央に伝

えていただければなと思っております。 

 

記者 

TUY の高木です。よろしくお願いいたします。韓国へのトップセールスの関連で、旅行

商品の開発というお話がありましたけれど、それはこの秋この冬に向けてなのか、それと

も将来的にというふうな意味合いなのか、そこら辺をもう少し詳しく教えていただければ

と思います。 

 

知事 

はい。今年の秋冬というふうに私は受け止めたのでありますけれども、担当に聞いてみ

たいと思います。 

 

観光文化スポーツ部次長 

観光文化スポーツ部の斎藤でございます。今回知事がトップセールスで韓国に行ったこ

とによる新しい旅行商品ということでございますけれども、一番早いもので今年の 7 月か

らスタートするもの、それとおおむね 12 月から 4 月という冬期間のもの、それと 9 月とい

ういわゆる秋の行楽シーズン、そういったところを中心に、山形県において 2 泊以上して

いただけるような旅行商品であるとか、そういったところを重点的に作っていただけると

いうような結果になったということでございます。 
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記者 

おおよそで構わないのですが、だいたい何コースとか、そういったものがあれば。 

 

観光文化スポーツ部次長 

はい。メニューとしては 3 つでございますけれども、トータルで 48 本やっていただける

というようなお約束をいただいおります。 

 

記者 

朝日新聞です。すいません、今の質問に関連してなのですけれども、トータル 48 本という

のは、先ほど知事は青森・秋田からインとするものというふうにおっしゃいましたけれど。 

 

知事 

青森と新潟空港ですね。定期便を活用した旅行商品で、山形県を訪れていただくという。 

 

記者 

先方の出発地はソウルになるのでしょうか。韓国全体という理解でよろしいのでしょうか。 

 

知事 

それはちょっと聞いてみますね。大韓航空とアシアナ航空には行ってはきたのですけれ

ども、それは担当から聞いてみたいと思います。 

 

観光文化スポーツ部次長 

ここのところについてはまだ調整をしているところでございまして、ソウルあるいはそ

ういった大都市から、新潟イン、あるいは青森空港インというふうな商品になると伺って

いるところでございます。 

 

記者 

もしわかれば、入込み客数の目安を教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

 入込み客数はわかりますか。 

 

観光文化スポーツ部次長 

 全体で 48本というふうなことでございますので、一商品あたり募集をかけましてですね、

すいません、ちょっとこれは後ほど正確な数字を。 
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記者 

全体で何人が入ってくるのだろうということが知りたいので。 

 

観光文化スポーツ部次長 

 はい。お伝えさせていただきます。 

 

記者 

あと知事、もう一つお願いいたします。先ほどの質問にもありました、今回の訪韓に関

しては以前からのスケジュール調整の結果であるということでございましたけれども、参

院選直前になったということでさまざまな憶測が飛んでおります。選挙に関して、例えば

どちらかの陣営への支援といったことの態度を、表明を迫られることを避けるためのこの

時期の設定ではなかった、ということでよろしいでしょうか。 

 

知事 

ええ。そんなことは考えていなかったですね。はい。 

 

記者 

わかりました。ありがとうございます。 

 


