県政記録広報誌

2017 やまがた県政の動き

山

形
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表

紙
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「山形空港において６年半ぶりに札幌（新千歳）便が就航」
「雪若丸のロゴ・米袋デザイン・キャッチフレーズが決定」
「皇太子殿下が御来県」

(2017.７.27

(2017.３.26 左上)
(2017.７.13 右上)

左中)

「平成 29 年度全国高等学校総合体育大会総合開会式」

(2017.７.28 右中)

「東北中央自動車道 福島大笹生ＩＣ～米沢北ＩＣ間開通記念式」
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(2017.11.４ 下)

出来事一覧
Ⅰ

２０１７

山形県の動き

※ ◎の項目は「Ⅱ ２０1７ 県政の主な動き」で内容を紹介

１月
１日

●

新年にあたり、宮内庁が、御製「鼠ヶ関の港に集ふ漁船 海人びと手を振り船
は過ぎ行く」を発表 天皇皇后両陛下の御臨席を賜り、平成 28 年９月に本県で
開催された「第 36 回全国豊かな海づくり大会」において、海上歓迎行事及び
御放流行事の会場となった鼠ヶ関港での情景をお詠みになったもの

５日

●

「山形県立農林大学校創立記念 特別講義」を山形県立農林大学校（新庄
市）で開催 今井林野庁長官の特別講義や長官と学生による意見交換会を実
施

５日

●

県知事に吉村美栄子氏が無投票で３選 知事選の２期連続無投票当選は本
県初 知事選では滋賀県、高知県に次ぐ全国３例目

13 日

●

2017 米づくりフォーラム in 庄内をいろり火の里（三川町）で開催 オールやまが
た米づくり日本一運動庄内地域本部、山形つや姫ブランド化戦略推進本部庄
内地域本部及び庄内地域つや姫マイスターの会の主催で、農業経営を安定
的に継続するための経営戦略づくりに活かすため、有識者による講演等を実
施

14 日

●

ハルビン少年芸術文化訪問団との国際文化交流会をひらたタウンセンター（酒
田市）で開催 本県からは鶴岡市立鶴岡第三中学校合唱部、 楢橋神代神楽
保存会（酒田市）が出演

16 日

●

「酒田港ポートセミナー」をニューグランドホテル（新庄市）で開催 県内外の企
業や観光関係者に対し酒田港を知ってもらい、積極的に利用してもらうため、
情報提供や事例発表を実施

17 日

●

山形県、一般社団法人日本肥満症予防協会及び花王株式会社が「健康長寿
日本一の実現」に関する連携協定を締結 本県で高い死亡率を記録している
脳卒中等の生活習慣病の原因として知られている「肥満症」、特に「内臓脂肪
型肥満」に着目した健康づくりを推進するもので、日本肥満症予防協会が参画
する全国初の協定
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17 日

●

緊急対処事態発生時における対処・措置能力の向上を図るとともに、内閣官
房、消防庁をはじめ、市町村、警察、消防、自衛隊など関係機関との連携体制
を強化することを目的として、山形県国民保護共同図上訓練を県庁、村山市
役所及び天童市役所で実施 化学剤（サリン）散布事案、爆発物等を所持した
立てこもり事案等に対する初動対処等を演練

18 日

●

吉村知事が、「森林ノミクスで地方創生」として、森林環境保全整備事業や森
林・林業再生基盤づくり交付金の予算配分、林業成長産業化地域の選定等に
ついて、山本農林水産大臣、今井林野庁長官に対し要望活動を実施

18 日

●

18 日

●

蔵王山火山防災協議会が関係機関の担当者で構成する幹事会を宮城県庁で
開催 被害想定の見直しや噴火警戒レベルの運用開始を受けて作り直した
「火山防災マップ」が完成し、住民等へ配布することを報告
2016 年、県内で発生した交通事故による死者は 28 人（前年比 29 人減）で、67
年ぶりに過去最少を更新し、全国でも２番目に少なかったことを県警が公表

19 日

◎ 酒田港が「ポート・オブ・ザ・イヤー2016」に選定され、ＡＮＡインターコンチネン
タルホテル東京（東京都）で開催された表彰式において受賞 公益社団法人
日本港湾協会がその年のみなとに関する話題づくりにおいて、最も優れたみ
なとまちづくり等の活動を行った港湾を顕彰しているもので、同協会発行の情
報誌「港湾」の読者投票で決定

20 日

●

若者の県内回帰・定着を促進するため、県内市町村や産業団体等と連携して
実施する奨学金の返還支援事業（地方創生枠）について助成候補者の募集を
開始 大学等を卒業後、６か月以内に県内に居住かつ就業し、３年間を経過し
た場合に返還を支援するもの

20 日

●

国土交通省が、市町村長による避難勧告等の適切な発令や住民等の主体的
な避難に役立つよう、最上川水系において、想定最大規模の降雨による洪水
浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫想定区域を公表

22 日

●

県議会議員補欠選挙（西村山郡選挙区）で松田敏男氏が初当選

23 日

●

県は平成 27 年度の県内の高齢者虐待の状況を公表 介護施設等における虐
待数は４件で前年より２件増、家庭における虐待数は 190 件で前年より７件増
で過去最多の件数

24 日

●

美しい「つや姫」づくりコンテストを天童ホテル（天童市）で開催 こだわりのある
米づくりを行うプレミアムつや姫産地を対象に、映像審査と試食により美しい
「つや姫産地」を決定 ＪＡさがえ西村山の「厳選つや姫」が山形つや姫ブラン
ド化戦略推進本部長賞を受賞

25 日

●

「道の駅」設置市町村長、道路管理者（国・県）で構成される山形「道の駅」連
絡会の承認を得て、県内の「道の駅」における観光案内所サイン及び観光案
内所への誘導サインの共通デザインが決定 県内「道の駅」のブランド化戦略
の一環として、東北芸術工科大学がデザインを担当
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26 日

●

第４回やまがた受動喫煙防止宣言実行委員会を山形県建設会館（山形市）で
開催 県内の各施設における敷地内、建物内の禁煙実施率について報告 医
療機関 94.1％、美術館・博物館及び体育館など運動施設はともに 100％を達
成（2016 年 12 月現在）

31 日

●

駐日スロヴァキア共和国特命全権大使ミハル・コットマン氏が知事を表敬訪問
山形県ＥＵ協会（会長：長谷川吉茂 山形銀行頭取）主催の「第 25 回ワインと音
楽の夕べ」に参加するため来県

31 日

●

平成 28 年度アグリウーマン塾閉塾式を村山総合支庁西村山地域振興局（寒
河江市）で開催 本県農業の担い手となる若い女性農業者の経営管理能力の
向上やビジネスプランの作成・実現を支援するため、平成 28 年度から開催した
もので、第１期生となる１8 名に修了証を授与

●

「とうほく・北海道 自動車関連技術展示商談会」を刈谷市産業振興センター
「あいおいホール」（愛知県刈谷市）で開催（～2/3） 「とうほく自動車産業集積
連携会議（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・新潟県）」及び
「北海道自動車産業集積促進協議会」の主催で、東北・北海道の出展企業等
が、トヨタ自動車株式会社をはじめとした東海地区の自動車関連企業に対し、
新技術・新工法等について提案

2月
２日

３日

３日

◎ 県、寒河江市、西村山郡４町が連携して第２回「やまがた雪フェスティバル」を
最上川ふるさと総合公園（寒河江市）で開催（～2/5） 来場者は、昨年より３万
人増え、19 万 1 千人 経済波及効果は７億７千万円（前回比 9.0％増）
● 平成 28 年度全国高校総体スピードスケート競技女子学校対抗で優勝した県
立山形中央高等学校スケート部の部員らが知事を表敬訪問

５日

●

「子どもの貧困対策 全国キャラバンｉｎ山形」を山形市総合福祉センターで開
催 公益財団法人あすのば と県が共催し東北初開催

６日

●

県内の公立小中高校において実施した東日本大震災に関するいじめの実態
調査結果を公表 例年実施している「いじめに関する定期調査」に項目を追加
し実施したもので、認知件数は２件

６日

●

6日

●

「第 10 回宮城・山形未来創造フォーラム」をホテルメトロポリタン山形（山形市）
で開催 「宮城・山形未来創造会議」(※)が主催し、官民を通じた両県連携の
更なる拡大・深化につなげるため、基調講演や事例発表を実施
※構成メンバー…山形県、宮城県、山形県商工会議所連合会、宮城県商工
会議所連合会、山形市、仙台市、（一社）東北経済連合会
慶應義塾大学先端生命科学研究所（鶴岡市）の「世界的な統合システムバイ
オロジー研究拠点形成による地域活性化と社会貢献」事業が第６回地域産業
支援プログラム表彰事業（イノベーションネットアワード 2017）で文部科学大臣
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賞を受賞 同事業は各地域における新事業・新産業創出に向けた優れた取組
みを評価するもの
平成 28 年度農林水産業元気再生戦略推進会議（第２回）を山形県建設会館
（山形市）で開催 地域の豊かさを支え、高いブランド力で国内外に展開する
農林水産業の実現に向け、これまでの成果を土台にし、さらに取組みを加速、
発展させるため、次期農林水産元気再生戦略（案）等について協議

７日

●

７日

●

平成 28 年度山形県卓越技能者等表彰式及び若者技能振興奨励賞授与式を
県庁で開催 優秀な技能者や職業能力開発に功労のあった方等に対して知
事から表彰状を授与

７日

●

県、株式会社ステージアンサンブル東北及び高畠町並びに県、有限会社双伸
工業及び一般社団法人関山愛林公益会による「やまがた絆の森協定」の合同
締結式を県庁で開催

８日

●

がんメタボローム研究連携協議会を鶴岡市先端研究産業支援センターで開催
県、鶴岡市及び関係機関が参加し、政府関係機関移転基本方針に基づく、が
んのメタボローム研究分野の連携研究拠点の設置に向けた進捗状況の報告
や今後の進め方等について協議

８日

●

県、山形トヨペット株式会社及び山形市による「やまがた絆の森協定」の締結式
を県庁で開催

９日

●

平成 28 年度「やまがた農業フォーラム」を天童ホテル（天童市）で開催 山形
県指導農業士会、やまがた元気な農業チャレンジネットワーク、県の共催で、
担い手農業者が一堂に会し、魅力ある農業について考えるため、講演やパネ
ルディスカッションを実施

10 日

●

国土交通省が平成 29 年３月より適用する公共工事設計労務単価を発表 本
県の主要 12 職種平均額は 19,367 円となり、昨年比 892 円増で６年連続の上
昇

11 日

◎ シンポジウム「奥羽・羽越新幹線の早期実現に向けて」をホテルメトロポリタン
山形（山形市）で開催 「山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟」、「奥羽新幹
線建設促進同盟会」、「羽越新幹線建設促進同盟会」、「山形県鉄道利用・整
備強化促進期成同盟会」の共催で、大阪産業大学工学部の波床正敏教授の
講演や吉村山形県知事、佐竹秋田県知事、畠福島県副知事、寺田新潟県副
知事によるパネルディスカッションを実施

13 日

●

「山形県農林水産業振興計画」の見直しに関する審議結果を山形県農業・農
村政策審議会会長が知事へ答申

13 日

●

参議院予算委員会委員（山本委員長ほか 11 名）が県内を視察（～2/14） 知
事が県庁で県勢概要を説明後、県内企業、東北芸術工科大学、慶應義塾大
学先端生命科学研究所を視察

14 日

◎ 第 52 代山形県知事に吉村美栄子知事が就任
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14 日

●

山形県バリアフリー観光推進シンポジウムを山形市保健センターで開催 年齢
や障がいの有無にかかわらず誰もが快適に旅行できる「バリアフリー観光」に
対応した観光地づくりを進めるため、NPO 法人日本バリアフリー観光推進機構
中村 元理事長の講演やディスカッションを実施

14 日

●

「やまがたバイオサイエンスセミナー」を鶴岡市先端研究産業支援センター（鶴
岡市）で開催 慶應義塾大学先端生命科学研究所を核として進むバイオクラス
ターの形成についての理解促進を図るため、同研究所長による基調講演や関
係機関の取組みを発表

14 日

●

鳥海山では初めての鳥海山火山防災訓練を遊佐町民体育館で実施 山形
県、秋田県、近隣市町、気象台、東北地方整備局、新庄河川事務所が参加

14 日

●

山形県住宅供給公社が自公社の愛称を「山形県すまい・まちづくり公社」に決
定したことを発表 従来からの大規模宅地開発を終了し、地域づくり支援事業
として人口減少対策や市町村支援を担う組織として再生

15 日

●

酒田港の平成 28 年取扱貨物量を公表 コンテナ貨物量は、港湾機能の強
化、国際定期コンテナ航路の拡充、花王株式会社酒田工場の生産拡大など
により、輸出 14,272TEU（前年比 115.6％）、輸入 9,386TEU（前年比 96.9％）、
輸出入合計 23,658TEU（前年比 107.4％）となり、３年連続で過去最高を更新

16 日

◎ 「平成 28 年度第２回山形 112 号ブランド化戦略実施本部会議」、「『山形 112
号』新名称発表会」及び「平成 28 年度第２回山形つや姫ブランド化戦略推進
本部会議」をホテルメトロポリタン山形で開催 山形 112 号の新名称を「雪若
丸」と決定し、発表

16 日

●

平成 29 年度一般会計当初予算案を県議会に内示 一般会計の総額は前年
度比 1.7％減の 6,132 億円

17 日

●

県、株式会社モンテディオ山形及び天童市による「やまがた絆の森協定」の締
結式を県庁で開催

20 日

●

県議会２月定例会が開会（～3/17)

21 日

●

県は最上圏域における認知症疾患医療センターとして医療法人社団清明会
新庄明和病院を指定 これにより県内の全圏域に同センターが設置

22 日

●

22 日

●

22 日

●

平成 28 年度から 32 年度までの職業能力開発に関わる施策を展開するための
基本となる計画である「第 10 次山形県職業能力開発計画」について、山形県
職業能力開発審議会会長が知事へ答申
「河川愛護活動団体・支援企業相互交流会」を村山総合支庁北村山地域振興
局（村山市）で開催 県管理の河川におけるボランティア活動への支援制度や
ICT 活用工事に関する研修会などの取組事例紹介のほか情報交換を実施
「蔵王プロジェクションマッピング＆エクストリームエアー」を山形市蔵王温泉の
横倉ゲレンデで開催（～2/26） 「蔵王樹氷まつり」のブラッシュアップと、蔵王
温泉におけるインバウンド誘客の冬の目玉イベントとして蔵王樹氷まつりＰＪＭ
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実行委員会（県、山形市、蔵王温泉観光協会、蔵王ロープウェイ株式会社）が
主催
23 日

●

山形県道路橋合同診断会議を県庁及び（2/23）山形県建設会館（山形市）
（2/24）で開催 産官学が一堂に会し、県及び市町村が平成 28 年度に点検し
た道路橋について意見交換等を実施

23 日

●

(財)日本穀物検定協会が実施した平成 28 年産米の食味ランキングで、県産米
の「つや姫」が７年連続で最高の「特 A」評価を獲得

24 日

●

平成 28 年度山形県スポーツ賞授賞式を県庁で開催 第 31 回オリンピック競技
大会男子 200ｍ平泳ぎ５位、100m 平泳ぎ６位等の成績を収めた小関也朱篤選
手など 86 名、５団体を表彰するとともに、知事が代表者に山形県スポーツ賞を
授与

24 日

●

山形つや姫ブランド化戦略推進本部とスポンサー契約を締結している山形市
出身の女子プロゴルファー大江香織選手が知事を表敬訪問

26 日

●

「やまがた若者トークフェス」をイオンモール天童（天童市）で開催 県内で活動
する若者・若者団体の交流推進や情報発信のため、活動事例発表やトークセ
ッションを実施

28 日

●

県内一斉「つや姫」学校給食を実施 トップブランド米「つや姫」の美味しさを実
感してもらうため、県内の 35 市町村の小中学校 338 校と、学校給食を実施して
いる定時制高等学校、特別支援学校 18 校で実施

３月
１日

◎ 「山形県民 CO２削減価値創出事業」における CO２削減価値の売却先となる東
亜ディーケーケー株式会社（新宿区）と県との売買契約締結式を県庁で開催
県内の家庭等に設置された太陽光発電設備による温室効果ガス削減量を、
政府の認証制度(J-クレジット制度)を活用して企業等へ売却し、収益を環境保
全活動に活用 116ｔ-co2 を 250,560 円で売却

１日

●

第 69 回優良公民館表彰（文部科学大臣表彰）を東根市長瀞公民館が受賞

２日

●

「関山街道交流シンポジウム」を東根市さくらんぼタントクルセンターで開催 関
山街道地域間交流推進会議（東根市、天童市、村山総合支庁）の主催で、関
山街道の果たした役割と今後の地域づくりをテーマとした基調講演、パネルデ
ィスカッションを実施

２日

●

県は、明治大学と「学生ＵＩターン就職促進に関する協定」を県庁で締結 互い
に連携して県内企業の情報などを学生に提供し、県出身者のＵターン就職な
どの促進に繋げるもの
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３日

◎ 農林水産省は、地理的表示法に基づき、米沢牛銘柄推進協議会が申請して
いた「米沢牛」を「地理的表示（GI）」に登録したことを発表

５日

●

県は、東北観光復興対策交付金を活用した台湾教育旅行招請事業として、本
県と友好協力に関する覚書を締結している台湾の高雄市及び宜蘭県から学校
長等を招請（～3/9）

７日

●

静岡県静岡市を中心に開催された第 29 回技能グランプリ（全国大会）におい
て、染色補正で金賞となり内閣総理大臣賞を受賞した中谷敬氏ら入賞者によ
る知事報告会を県庁で開催 本県選手８人のうち、２人の金賞（内閣総理大臣
賞及び厚生労働大臣賞）を含む６人が入賞

７日

●

遊佐町長に現職の時田博機氏が無投票で３選

９日

◎ 県は、インドネシアから帰国した後に来県した横浜市在住の 20 代の男性がは
しか（麻しん）に感染していたことを発表 県内でのはしかの発生は７年ぶり

10 日

●

国の文化審議会が、「瀬場砂防堰堤」及び「六渕砂防堰堤」について、登録有
形文化財（建築物）の登録を文部科学大臣に答申

10 日

●

働きやすい職場づくりを目的とした、コンサルティングモデル事業「やまがたワ
ーク・ライフ・バランス リーディングカンパニー（先導的企業）育成事業」の最終
成果報告会を県庁で開催 同事業に参加した３団体が事業成果を報告

10 日

●

細谷知行副知事が任期満了に伴い退任 後任は若松正俊氏

10 日

●

「知事のいきいき企業訪問」を実施 訪問先：株式会社ＫＤＤＩエボルバやまが
たワークプレイス（山形市）
（平成 29 年の「知事のいきいき企業訪問」は 11/27 まで計６企業を訪問）

11 日

●

東日本大震災から６年を迎え、「東日本大震災追悼・復興祈念事業」を実施
避難者支援に携わる NPO やボランティア団体、関係機関、地元市町村及び県
で構成する山形・米沢の各実行委員会が主催

13 日

◎ 県は、日本の滝の約１割を有し、滝の数が日本一であることから、滝を新たな
観光資源としてＰＲするため、県内の滝を紹介する専用ホームページ「日本一
の滝王国山形」を開設

13 日

●

県と山形県行政書士会との「大規模災害時における被災者支援に関する協
定」締結式を県庁で開催 災害発生時に県の要請に応じて行政書士会が会
員を派遣し、罹災証明書の申請や相談の無料実施等を通して被災者を支援

13 日

●

平成 24 年に策定した「保健師人材育成指針」を見直し、「山形県保健師活動
指針」を新たに策定 県内の行政保健師が保健活動において目指す方向性
等を規定

14 日

●

「平成 29 年産つや姫生産者認定証交付式」をパレスグランデール（山形市）で
開催 併せて、「平成 29 年度オールやまがた米づくり日本一運動食味コンクー
ル」表彰式を開催 県全体の生産者数は、過去最多の 5,346 人、作付面積も
過去最大の 9,300ha
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14 日

●

国連世界観光機関事務局長タレブ・リファイ氏が来県 知事と共同記者会見を
行い、平成 29 年度の本県での「国連世界観光会議」の開催を発表

15 日

●

山形県議会定数等検討委員会が次期一般選挙に向けた定数及び選挙区等
に係る検討結果報告書を公表 議員総定数を現行の 44 人から１人削減し、43
人とする内容

16 日

●

県議会が、知事に対して以下の３つの政策提言を実施 ①将来を担う子ども
の健全育成のための支援対策の充実、②強靭な県土・犯罪のない県づくりの
ための安全・安心対策の強化、③豊かな県民生活を実現するための産業振興
対策の推進

17 日

●

平成 29 年２月定例会の最終日に正副議長選挙が行われ、第 32 代議長に志
田英紀議員、第 62 代副議長に星川純一議員が選出

17 日

●

平成 28 年度優れた「早寝早起き朝ごはん」運動の推進に係る文部科学大臣表
彰の表彰式が国立オリンピック記念青少年総合センターで開催され、本県から
山五十川走ろう会（鶴岡市）と川西町立玉庭小学校学校運営協議会の２団体
が受賞

18 日

●

ブルガリア共和国新体操連盟のラエヴァ会長等が知事を表敬訪問 ブルガリ
ア共和国新体操ナショナルチームが、東京オリンピックの際の事前キャンプを
村山市民体育館を拠点として実施することが決定し、協定書締結のため来県

21 日

●

山形日産自動車株式会社、日産プリンス山形販売株式会社、朝日町及び県
並びに前述２社、公益財団法人山形県林業公社及び県が「やまがた絆の森協
定」を締結

21 日

●

東日本大震災をはじめ、近年、全国的に大規模な災害が頻発している状況を
踏まえ、県民等の防災意識の醸成を図り、自助、共助及び公助を一体として、
防災の取組みを推進するため、山形県防災基本条例を制定

22 日

●

国土交通省が新庄市役所において、「手づくり郷土賞」の認定証授与式を開
催 同省が地域づくりに取り組む活動団体等の優れた地域活動を表彰するも
ので、「新庄市エコロジーガーデン～先人が築いた歴史を次の世代へ～」が国
土交通大臣賞に選定

22 日

●

県内の自治体が管理する道路橋の長寿命化対策を効率的に推進するため、
東北大学大学院工学研究科インフラマネジメント研究センター、公益財団法人
山形県建設技術センター及び県が、東日本高速道路株式会社の協力を得
て、産学官連携で共同開発を進めてきた「山形県道路橋梁メンテナンス統合
データベースシステム」のサービス開始式を県庁で開催

22 日

●

国土交通省が、平成 29 年１月１日現在の公示地価を公表 本県の住宅地及
び商業地の対前年平均変動率は、住宅地が▲0.5％、商業地が▲1.4％と下
落幅は７年連続で縮小
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23 日

●

「農林水産業活性化推進本部会議」及び「やまがた６次産業化戦略推進本部
会議」をパレスグランデール（山形市）で開催 知事はじめ、農林水産物の生
産、加工、流通、消費に関する関係団体、各市町村等行政機関が一堂に会
し、「第３次農林水産業元気再生戦略」及び「第２次やまがた６次産業化戦略
推進ビジョン」を決定

23 日

●

平成 31 年度のＪＲ東日本のデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）が新潟県と
本県庄内地域で開催されることが決定 庄内地域では、平成 21 年度以来 10
年ぶり２回目の開催

23 日

●

山形県流域下水道事業への地方公営企業法適用基本計画の策定を公表 地
方公営企業法の財務等に関する規定の適用、中長期的な経営戦略のもとで
の事業展開、老朽化対策費用の積立てによる市町負担金の平準化等の方針

24 日

●

本県への外国人旅行者の観光誘客の拡大を図るため、県、庄交グループ及
びユトリアグループの３者により「外国人旅行者の観光誘客の拡大に関する連
携協定」を締結

24 日

●

駐日ベトナム社会主義共和国特命全権大使 グエン・クオック・クオン氏が知事
を表敬訪問

24 日

●

県民が出資や役務の提供等を通じて再生可能エネルギー事業に参加する「県
民参加型再生可能エネルギー事業」として、新たに川西太陽光発電所、飛田
太陽光発電所の２事業を登録し、登録証を交付

25 日

●

山形駅西口拠点施設（仮称）新築工事の安全祈願祭が開催され、平成 31 年９
月の竣工をめざして工事がスタート

26 日

26 日

28 日

◎ 山形～札幌便が６年半ぶりに運航開始 おいしい山形空港（東根市）で就航
記念式典を開催
●

庄内空港で新鋭機エアバスＡ３２１の県内初就航を祝し、歓迎放水や搭乗者
記念品贈答等の就航記念イベントを実施

◎ 平成 28 年９月に本県で開催された「第 36 回全国豊かな海づくり大会～やまが
た～」に御臨席された天皇陛下の御製を刻んだ「御製碑」の除幕式を鼠ヶ関マ
リーナ（鶴岡市）で開催

28 日

●

東北地方整備局、東北運輸局、東北６県、（一社）東北経済連合会で構成され
た東北クルーズ振興連携会議準備会が「東北クルーズ振興連携会議設立総
会」及び「設立記念フォーラム」を仙台国際ホテル（宮城県仙台市）で開催 ク
ルーズ船の東北の港湾への寄港を増やし、地域振興及び観光振興を促進す
ることを目的に、港湾及び観光に携わる官民によるオール東北態勢でクルー
ズマーケットの拡大を図るもの

28 日

●

８月 11 日が「山の日」として祝日となったことを契機に、地域の宝である山に光
を当て、登山等を通した健康増進や山岳観光の振興につなげていくことを目
的とした「やまがた百名山」の第二次選定結果を公表
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29 日

●

山形県住生活基本計画において目標として掲げる老朽危険空き家半減
（1,400 戸⇒700 戸）の実現に向け、「空家等対策計画」のモデル計画を策定

30 日

●

平成 29 年４月１日から３年間の県中山公園野球場（中山町）の施設命名権に
ついて、現命名権者である株式会社荘内銀行及び日新製薬株式会社との間
で契約の更新について合意し、協定締結式を県庁で開催 施設の名称は「荘
内銀行・日新製薬スタジアムやまがた」（略称：荘銀・日新スタジアム）

30 日

●

平成 30 年夏に大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が酒田港に初寄港
することが決定

30 日

●

今冬の大雪等により甚大な被害を受けた本県を含む４道県に対し、天皇皇后
両陛下から災害見舞金が下賜

１日

●

国土交通省酒田港湾事務所が酒田市の酒田港古湊埠頭で進めていた大型
客船対応施設が完成し、現地で完成式を開催 東北で初めて 16 万総トン級ま
での大型クルーズ船の寄港に対応

１日

●

庄内交通では、高速路線バス「酒田・鶴岡～仙台国際空港」線、「酒田・鶴岡
～大阪」線を新たに運行開始

１日

●

県内３つの農業共済組合（山形中央、置賜、庄内）が合併し、山形県農業共済
組合が誕生（５月からは山形県農業共済組合連合会の権利義務を承継）

２日

●

県は、公共施設等の建設や維持管理、運営等に民間の資金やノウハウを活用
する「民間資金等の活用による公共施設等の整備等（PFI）」、行政と民間が連
携して最適な公共サービスを提供する「公民連携（PPP）」の両手法に係る検討
方針を発表

４日

●

在ハバロフスク日本総領事館の山本広行総領事が知事を表敬訪問

５日

●

霜によるさくらんぼ等果樹の被害防止を呼び掛ける「凍霜害防止キャラバン出
発式」を開催

５日

●

文部科学省が、公立の小中高校の英語教育の状況について調査した「平成
28 年度英語教育実施状況調査」の結果を公表 中学卒業時の目標とされる英
検３級程度の英語力を持つ県内の公立中学３年生は全体の 32.2％（全国平均
36.1％）

５日

●

全国各地のお酒を紹介するイベント「旅する SAKE」が、大阪市の阪急うめだ本
店で開催 昨年の IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）「SAKE 部門」
において、”チャンピオン・サケ”を受賞した出羽桜酒造㈱をはじめ県内から 12
の蔵が参加するとともに、知事がトップセールスを実施

４月
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６日

●

県は、１月 11 日からの大雪による農作物被害が 32 市町村で計 10 億 3,793 万
円になると発表 これを受け、災害復旧の補助事業と減収対策などの無利子
融資制度による支援を開始

６日

●

県立産業技術短期大学校に、公共職業訓練では全国初となる土木系の高度
職業訓練の専門課程となる「土木エンジニアリング科」を開設

６日

●

県は、建設業の処遇改善や人材確保策の対策として、県発注の工事の低入
札価格調査基準について、６月１日から、予定価格の 92％程度から 93％程度
に引き上げると発表

10 日

◎ 「がんメタボロミクス研究室」が開所 同研究室は、国立がん研究センターが慶
應義塾大学先端生命科学研究所（鶴岡市）と連携し、がんの診断薬開発など
を進める研究拠点

11 日

●

若者の正社員化及び非正規雇用労働者の所得向上を一体的に推進し、購買
力のある中間層を増やしていくことを目的として、全国に先駆けて創設した「山
形県正社員化促進事業奨励金」及び「山形県所得向上促進事業奨励金」の
募集を開始

11 日

●

平成 28 年外国人旅行者県内受入実績調査の結果（確定値）を公表 本県の
受入延人数は、127,731 人（前年比 131.9％、30,884 人増）と過去最高

13 日

●

2017 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会のクロスカントリースキー競技部
門で 2.5km フリースタイル（ディビジョンＭ５）２位などの好成績を収めた佐藤彬
人選手が知事を表敬訪問

13 日

●

14 日

●

平成 29 年度山形県高等学校競技力向上強化指定証交付式を開催 南東北
総体、国体をはじめとする各種全国大会において、さらなる競技力の向上を図
り、優秀な成績を収めるため、強化指定校 38 校、強化指定選手 73 名に対して
指定証を交付
今年度開校した米沢養護学校西置賜校（長井市）で開校記念式を開催

16 日

●

中華航空が４月 16 日から 19 日までに計６便運航する台湾からの国際チャータ
ー便の第１便がおいしい山形空港に到着 マスコットキャラクターによる出迎え
や観光パンフレット及び記念品のプレゼントなどの受入歓迎行事を実施

18 日

●

県産さくらんぼの高品質・安定生産に向けて、２つの推進組織を統合した「山
形さくらんぼブランド力強化推進協議会」の設立会議を山形市で開催 今後４
年間のさくらんぼ生産に係るアクションプランの検討を行い、平成 32 年までの
目標値を年間収穫量１万 4,300 トン、産出額 345 億円と設定

18 日

●

大蔵村大字赤松字升玉地内において土砂崩れが発生した国道 458 号が全面
通行止め ４月 28 日に片側交互通行となり、６月 30 日に全面通行

19 日

●

山形県戦没者墓地「千歳山霊苑」（山形市）において平成 29 年度礼拝式を実
施

12

20 日

●

「オールやまがた米づくり日本一運動」平成 29 年度本部総会を開催 高品質・
良食味米生産と評価確立に向けて、昨年度の実績と課題を検証

21 日

●

山交バスと宮城交通は、高速路線バス「ＪＲ山形駅～仙台空港」線の運行を９
年ぶりに再開

22 日

●

６年半ぶりに山形～札幌便が就航したことに伴い、路線の利用促進及び観光
ＰＲを行うため、知事が札幌市においてトップセールスを実施

23 日

●

平成 29 年度全国高等学校総合体育大会「はばたけ世界へ 南東北総体
2017」の 100 日前カウントダウンイベントを県内５会場で開催

23 日

●

「平成 29 年度 子供の読書活動優秀実践校・図書館・団体（個人）に対する文
部科学大臣表彰」の表彰式が国立オリンピック記念青少年総合センターで開
催 本県から「天童市立山口小学校」「鶴岡市立朝暘第三小学校」「学校法人
山形電波学園 山形電波工業高等学校」「天童市立図書館」「おはなし会 ム
ーミンママクラブ（寒河江市）」が受賞

24 日

●

平成 29 年４月１日現在における県内保育所等利用待機児童が、67 人となった
ことを発表 市町村で保育所や認定こども園の整備などによる受入枠の拡大を
進めてきたものの、利用申込の増加が大きい３市（山形市、天童市、東根市）で
３歳未満児 67 名の待機児童が発生

26 日

●

県庁で指導農業士への感謝状贈呈式と、青年農業士らの認定交付式を開催
今年は初めて、やまがた森林（モリ）ノミクスの推進を担う指導林業士と青年林
業士への認定証交付も併せて実施し、知事が指導農業士 13 名、青年農業士
23 名、指導林業士１名、青年林業士７名に対し認定証を交付

28 日

◎ 「奥羽新幹線建設促進同盟会」「羽越新幹線建設促進同盟会」の取組みとし
て、吉村知事をはじめ関係６県の知事らが自民党本部を訪問 吉村知事が代
表して二階幹事長にフル規格の奥羽・羽越両新幹線の整備に必要な調査の
早期実施を求める要望書を提出

28 日

●

平成 29 年度山形県国土強靭化地域計画推進会議を県庁で開催 強靭化計
画関連施策の実施状況及び計画の推進について確認

28 日

●

山形県文化財保護審議会は、「観音三尊懸仏」（鶴岡市）他１件について、県
指定文化財に指定 これにより県指定文化財の総数は 525 件

28 日

◎ 酒田市を含む７道県 11 市町で申請していた「荒波を超えた男たちの夢が紡い
だ異空間～北前船寄港地・船主集落～」と鶴岡市が申請していた「サムライゆ
かりのシルク 日本近代化の原風景に出会うまち鶴岡へ」が日本遺産に認定
県内の日本遺産は、昨年認定された出羽三山に続き３件目

28 日

●

平成 28 年度の県内公立小中高校のいじめに関する調査結果を公表 いじめ
の認知件数は 6,611 件（昨年比 866 件増）で、４年連続で過去最高を更新

29 日

●

山形県アンテナショップ「おいしい山形プラザ」がオープン８周年を迎え、同年
13

１月には来店者 500 万人を達成したことを記念し、県産品の抽選プレゼントや
県産酒のふるまい等キャンペーンを開催

５月
１日

●

６月から実施する夏のエコオフィス運動に先立ち、例年同様クールビズを前倒
しでスタート キャッチフレーズは「さわやか実践 笑顔でクールビズ」
「平成 29 年春の叙勲・褒章」の県内の受章者に対する伝達式（知事伝達分）を
文翔館（山形市）で開催 県内からは、叙勲 58 名、危険業務従事者叙勲 40
名、褒章 20 名が受章
東北運輸局は、栃木・南東北地域の認知度向上及び誘客促進を図るため、タ
イのメディア（ブロガー）を招請し、栃木・南東北（宮城・山形・福島）の観光の魅
力を発信する「ビジット・ジャパン地方連携事業」を実施（～5/16）

２日

●

７日

●

10 日

●

第１回山形県大規模園芸団地化推進プロジェクト会議をあこや会館（山形市）
で開催 果樹や野菜、花きなどの園芸作物の生産拡大による産出額や生産者
の所得向上を図るため、平成 32 年までに販売額 1 億円規模の大規模園芸団
地を県内に 20 カ所以上整備する方針を決定

10 日

●

11 日

●

12 日

●

15 日

●

17 日

●

タレントの野々村真さんが知事を表敬訪問 平成 29 年度から山形県観光情報
番組「やまがた発！旅の見聞録」の番組リポーターに起用されたのを契機に、
「やまがた特命観光・つや姫大使」に任命
５月６日から本県で開催された「国際親善バスケットボール強化交流会」への参
加に合わせ、マレーシア女子ナショナルバスケットボールチームが知事を表敬
訪問
今年のゴールデンウィーク期間中に県内の主要観光地やイベントを訪れた観
光客数を公表 約 109 万２千人（前年度比 108.7％）
日本海沿岸東北自動車道建設促進青森・秋田・山形・新潟四県議会協議会、
東北中央自動車道建設促進秋田・山形・福島三県議会協議会及び羽越・奥
羽本線等高速化促進青森・秋田・山形・新潟四県議会協議会（各協議会会
長：志田山形県議会議長）が、国土交通省など、関係機関に対して要望活動
を実施
５月４日に開催されたユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」認定書伝達式
において認定書を受領した新庄市の山車行事保存会が知事を表敬訪問

18 日

●

県内で３月９日からはしかの感染が相次いでいた問題で、県は国立感染症研
究所のガイドラインに従い、新たな患者が４週間発生しなかったため「終息」を
発表 同日までの患者数は計 60 人

19 日

●

「山形県知恵袋委員会」の委嘱状交付式を県庁で開催 委員 28 名に委嘱状
を交付

14

22 日

●

県や市町村、経済団体などオール山形で結婚支援に取り組む「やまがた出会
いサポートセンター」の総会を県庁で開催 平成 28 年度の成婚報告数は 45
組と、前年度の 21 組から大幅に増えたことなどを報告

24 日

●

山形トヨペット株式会社 鈴木寿明代表取締役社長とトヨタグループ「第 42 回
ふれあいグリーンキャンペーン」の「緑の大使」で 2017 ミス・インターナショナル
日本代表の筒井菜月さんが公益社団法人国土緑化推進機構からのメッセー
ジを携え、知事を表敬訪問し、「やまがた森の感謝祭 2017」の開催にあたり苗
木等を寄贈

24 日

●

平成 29 年度農林水産業元気再生戦略推進会議を県自治会館（山形市）で開
催 平成 29 年３月に策定した「第３次農林水産業元気再生戦略」に基づく 29
年度の取組内容について意見交換

25 日

●

県はヤマト運輸及びＡＮＡ総合研究所との協定に基づき、庄内空港を利用し
た海外への県産農産物のテスト輸送を実施 空港保冷コンテナを利用した庄
内空港からの新規輸送ルートによる輸送時間の短縮、鮮度保持効果を検証

26 日

●

26 日

●

県内主要産地 48 園地における平成 29 年産のさくらんぼの作柄調査結果を発
表 収穫量予想は 14,800ｔ、前年比 99％、平年比 110％となり、作柄の見込み
は「やや多い」
デビュー８年目を迎える「つや姫」の全国トップブランド評価の浸透と、平成 30
年秋のデビューに向けた「雪若丸」の周知を図るため、山形市内の圃場におい
て、知事と山形市立第二小学校児童（５年生）などが参加して「つや姫」「雪若
丸」の田植えイベントを実施

27 日

●

28 日

29 日

県、庄内空港利用振興協議会及び庄内観光コンベンション協会は、庄内地域
の観光ＰＲを展開し認知度向上を図るとともに、羽田乗継庄内空港利用による
庄内への誘客を促進するため、「関空旅博２０１７」に初めて出展（～5/28）

「平成 30 年度政府の施策等に対する提案」内容の実現に向け、山形グランド
ホテル（山形市）で、知事、市町長、県選出国会議員、県議会議員等が出席
し、平成 29 年度山形県開発推進懇談会を開催
◎ 吉村知事は、本県の医療・観光・農業などの産業振興、ものづくり分野におけ
るイノベーションの創出を図るため、その先進地である米国（ロチェスター、サ
ンフランシスコ、ナパバレー等、シリコンバレー）を訪問し、医療・産業関係調査
●

及び県産品と本県のトップセールスを実施（～6/4）
30 日

●

31 日

●

県は、「やまがた受動喫煙防止宣言」中期目標の取組み状況を公表 「敷地内
禁煙を実施した病院」は 59 病院、「敷地内禁煙又は建物内禁煙の実施率
100％となった市町村」は 28 市町村
県とＪＡグループなどが、県産農産物の販路拡大を目指し「県産農産物主要都
市別販路・販売拡大プロジェクト会議」を設置、第１回会合を山形市で開催 札
幌、名古屋、金沢、広島、福岡の５都市に「販路開拓コーディネーター」を配置
し、消費地の情報収集を強化

15

６月
１日

●

３日

●

５日

●

県は、情報発信力の強化を目的に「戦略広報会議」を設置 情報発信につい
て、平成 30 年３月を目途に、全庁的な広報の原則や戦略的な広報の推進方
向などを盛り込んだ基本方針（ガイドライン）の策定を目指すもの

５日

●

山形テルサ（山形市）で「第７回日本一さくらんぼ産地総決起大会」を開催し、
生産者団体や県内外の市場関係者等約 500 名程度が出席 公開シンポジウ
ムでは、海外のさくらんぼ産業や品種開発状況等について紹介

６日

９日

９日

市町村長の危機管理意識の一層の向上を図り、災害時等の危機事態におい
てリーダーシップを十分発揮し、的確な危機対応を行うことができるよう、県内
市町村長等を対象とした「山形県防災・危機管理トップセミナー」を山形ビッグ
ウイングで開催
「やまがた森の感謝祭 2017」を徳良湖畔子ども広場（尾花沢市）で開催

◎ 世界各地からサクランボの研究者らが集まる「第 8 回国際オウトウシンポジウ
ム」の開会式を山形テルサ（山形市）で開催 アジアでは初めての開催となり、
６月６日から９日まで 28 ヵ国の研究者が７分野の 120 のテーマで研究成果を
発表するとともに、生産技術や品種改良などについて情報交換
● 東京都中央卸売市場「大田市場」において、知事、ＪＡ全農山形会長及びさく
らんぼ主要産地の市町長及びＪＡ組合長等により、オール山形体制による「さく
らんぼ」トップセールスを実施
◎ 酒田市西荒瀬地区において、弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施
西荒瀬地区の住民、小学校の児童、保育園の園児など 554 名が参加

９日

●

県開発推進協議会の会長である知事と副会長である県議会議長が、内閣府、
厚生労働省、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省を訪問
し、平成 30 年度の政府の施策等に対する提案活動を実施

12 日

●

東日本大震災に係る宮城県と岩手県からの避難者に対する借上げ住宅の入
居期間について、両県の応援要請に基づき、平成 31 年３月末まで１年延長

12 日
12 日

13 日

13 日

県庁で「健康長寿安心やまがた推進本部会議」を開催 「がん対策県民運動」
などを通じ、健康長寿日本一の実現を図っていくことを確認
● 平成 26 年 10 月、県立中央病院で手術中に器具の操作を誤って、30 歳代女
性の目に後遺症を負わせた医療事故があり、県が約 980 万円を女性に支払う
ことで和解が成立
● 県庁において、「山形県危険な薬物から県民の命とくらしを守る会議」を開催
10 月を強化月間に設定し、危険な薬物の撲滅に向けた運動を展開することを
決定 併せて、山形県薬物乱用対策推進功労者感謝状贈呈式を開催し、１団
体・３個人に感謝状を贈呈
◎ 洪水被害防止のため、県が最上町で整備を進めている「最上小国川流水型
●

16

ダム」の本体工事の節目となる定礎式を現地で開催
14 日

●

14 日

●

14 日

●

県庁で山形県教職員法令遵守委員会を開催 「わいせつ事案防止」及び「公
金等の適正な管理」に係る両特別部会からの報告と今年度の施策について協
議
競争力の高い農業経営者の育成及び農家の法人化を後押しすることを目的
に「県農業経営発展支援協議会」を設立
有機農業をさらに広げるため、県が新たに創設した「やまがた有機農業の匠」
認定制度に係る認定証交付式を県庁で開催 県内各地で有機農業を実践す
る熟練農業者 19 人に知事から認定証を交付

15 日

◎ ブルガリア共和国新体操ナショナルチームが来県し、2020 年東京オリンピッ
ク・パラリンピックでホストタウンである村山市において、他のホストタウンに先
駆けて事前キャンプ「ローズキャンプ」を実施（～6/28）

16 日

山形県建設会館（山形市）で山形県米政策推進会議を開催 「平成 30 年産以
降の米政策見直しへの対応」等について意見交換
◎ ６月 17 日、18 日に山形市内で「第６回日本一さくらんぼ祭り」を開催 244,000
人（昨年度比３％増）が来場 経済波及効果（生産誘発額）は 16 億１千３百万
円と推計

17 日

●

20 日

●

20 日

●

26 日

●

27 日

●

30 日

●

30 日

●

農林水産省主催の「第１回食育活動表彰」のボランティア部門（食生活改善推
進員及び団体）において、「鮭川村食生活改善推進協議会」が、農林水産省
消費・安全局長賞を受賞

●

大阪市中央卸売市場本場において、副知事、ＪＡ全農山形本部長やさくらんぼ
主要産地のＪＡ組合長等による県産さくらんぼ「紅秀峰」の販売プロモーション
を実施

県議会６月定例会が開会（～7/7)
株式会社やまがた新電力が平成 28 年度の決算概要を公表 営業利益は、設
立時計画の 3,000 万円を上回る 4,149 万円
黒龍江省の政府関係者らによる農業視察訪問団が知事を表敬訪問 知事、副
知事らと懇談し、今後も農業分野などでお互いの連携を発展させ、交流を深め
ていくことを確認
日本航空は、同社の地域プロモーション「新・ＪＡＰＡＮＰＲＯＪＥＣＴ」で、平成 29
年７月の１カ月間、本県をＰＲすることを発表 同プロジェクトは、国内外の利用
客に本県の食や観光の魅力を伝えることを目的に実施されるもので、本県が
特集されるのは、平成 24 年 10 月以来、約５年ぶり
７月 14 日から東京ドームで開催される第 88 回都市対抗野球大会に本県から２
年連続で出場するきらやか銀行硬式野球部が知事を表敬訪問

７月
１日

17

１日

●

３日

●

４日

●

５日
５日
５日

７日

７日

10 日

13 日

14 日
18 日
18 日

19 日

県は、真室川県有林（真室川町）及び県民の森県有林（山辺町）を対象林とし
て、国際基準の森林管理認証「ＳＧＥＣ（エスジェク）」を取得 この認証は 2020
年東京オリンピック・パラリンピックの関連施設（ビレッジプラザ等）の建材として
県産木材を供給するために必要な森林認証
関西電力は、酒田市にバイオマス発電所の新設を計画していることを発表 県
条例に基づき作成した環境影響評価方法書などを知事と酒田市長に提出 計
画最大出力は東北最大級となる 7 万 5,000 キロワット
県は平成 28 年度の県内の児童虐待相談状況を公表 児童相談所と市町村が
通告を受け児童虐待と認定した件数は 377 件で前年度比 ６件（ 1.6％）減

トルコ共和国で開催される第 23 回夏季デフリンピック競技大会に出場する齋
藤京香選手（県立酒田光陵高等学校２年）が知事を表敬訪問
● 県の姉妹県州であるコロラド州の柔道交流団が知事を表敬訪問 小国町で地
元の子供たちと柔道を通した交流を実施
● 県は、酒田港コンテナヤードで「ヒアリ」の緊急点検を実施し、目視での確認と
殺虫餌を設置 神戸港や大阪港などで「ヒアリ」が見つかったことを受け、国土
交通省が中国との定期コンテナ航路を持つ全国の港湾管理者に対して行った
要請に基づく対応 ヒアリの疑いのあるアリは確認されず
● 政府は、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係るホストタウン第
４次登録団体を公表 本県は、登録件数が 11 件、登録相手国・地域数が 13 か
国・地域となり、それぞれ全国最多
◎ 県議会は、「山形県議会議員定数等条例」の改正案を可決 議員総定数は、
現行の 44 人から 43 人に、選挙区は、19 から 17 になり、平成 31 年４月予定
の一般選挙から適用
● 本県の先導的なバイオ技術を核とした知的・産業クラスターの形成を進めるた
め、県、鶴岡市、慶應義塾大学先端生命科学研究所及び山形大学などで構
成する「山形県バイオクラスター形成推進会議」を開催 (有)舟形マッシュルー
ム他２機関が取組事例を発表
◎ 山形「つや姫」「雪若丸」ブランド化戦略推進本部会議を山形市内で開催 平
成 30 年秋にデビューする県産米新品種「雪若丸」のロゴ・米袋デザイン・キャ
ッチフレーズを決定し、発表 「つや姫」の平成 30 年の作付面積は、今年と同
じ 9,300 ヘクタールと決定
● 県庁で山形県総合教育会議を開催 特別支援教育の充実などについて協議
するとともに、生徒の就労支援策などについて意見交換
●

平成 29 年度献血運動推進協力団体等厚生労働大臣表彰状及び感謝状伝達
式並びに献血功労団体等知事感謝状贈呈式を県庁で開催
● 県が主催する「やまがた農業経営塾」の開講式を開催 生産性の高い企業的
な農業経営を実践する「スーパートップランナー」の育成を目指すもの 政府は
各地で同様の「経営塾」を設置を進めており、東北で初めての開設
◎ 県は、新たな県産種雄牛として「幸花久（ゆきはなひさ）」を選抜したことを発表
霜降りの度合いを示す脂肪交雑が本県の歴代種雄牛の中で最高成績 山形
●
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県農業総合研究センター畜産試験場から精液供給を開始
19 日
20 日
20 日

21 日
21 日

カヌースプリント ジュニア・Ｕ23 世界選手権大会に出場する県立谷地高等学
校３年の佐藤友香選手と中村天音選手が知事を表敬訪問
● アジアクレー射撃選手権大会及び 2017 ロシア世界クレー射撃選手権大会に
出場する大川明久選手が知事を表敬訪問
● 県は、酒田港コンテナヤードに設置していたヒアリ捕獲用トラップ 15 個を回収、
中に入っていたアリ 56 匹を点検し、ヒアリの疑い例はなかったと発表 11 月ま
で毎週調査を継続しヒアリは発見されず
● 国の文化審議会が、「寒河江市役所庁舎」について、登録有形文化財（建造
物）の登録を文部科学大臣に答申
◎ 吉村知事は、東北各県及び新潟県の知事らとともに東北観光推進機構が主
催する「香港トップセールス」に参加 香港から東北・新潟への観光客が、震
災時の水準まで回復していないことを受けたもので、現地の政府や観光分野
の関係者らに東北の現状や安全性を伝え、各県の魅力をＰＲ（～7/22）
●

23 日

●

庄内町長に現職の原田眞樹氏が当選し４選

26 日

●

本県と宮城県で締結している、緊急時のドクターヘリの出動に係る連携協定に
基づき、宮城県のドクターヘリと本県の消防関係者による初めての連携訓練を
山形市内で実施

27 日

◎ ７月 27 日から 29 日まで、皇太子殿下が平成 29 年度全国高等学校総合体育
大会開会式御臨席及び地方事情を御視察のため御来県

28 日

◎ 皇太子殿下御臨席のもと、山形県総合運動公園総合体育館（天童市）で平成
29 年度全国高等学校総合体育大会「はばたけ世界へ 南東北総体 2017」の
総合開会式を、ほほえみの宿 滝の湯（天童市）で御交流会を開催
総合開会式を幕開けに、山形・宮城・福島の南東北３県と和歌山県で競技種
目別大会を開催 本県では、陸上競技やカヌー等９競技 10 種目を開催（～
8/20）

31 日

●

31 日

●

31 日

●

県が平成 28 年度一般会計歳入歳出決算の概要を発表 県債残高の総額は
約 1 兆 1,746 億円で、前年度に比べ約 65.2 億円減で過去最大の減少額（平
成 26 年度から３年連続の減少）
県と庄内空港利用振興協議会は、全日空に対し、庄内空港発着路線の運航
拡充を要請 吉村知事、酒田市長らが東京・新橋の全日空本社を訪問し、平
子裕志社長に要望書を提出
全国農業協同組合連合会（JA 全農）会長に就任した長澤豊 JA 山形中央会
会長が知事を表敬訪問
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８月
１日

１日
２日

３日

知事は、農林水産大臣及び国土交通大臣に対して要望活動を実施 農林水
産大臣に対して大和堆周辺水域での北朝鮮漁船の違法操業の取締りを、国
土交通大臣に対して東北中央自動車道の整備促進をそれぞれ要望 また、農
林水産大臣に対しては、有志 40 道県の代表として、日ＥＵ・ＥＰＡ交渉の大枠
合意を踏まえた強い林業の構築も併せて要望
● 国土交通省は、東北中央自動車道（東根～尾花沢）のうち「東根ＩＣ～（仮称）
東根北ＩＣ」間について、平成 30 年度までに開通する見通しを発表
◎ 大型クルーズ船「コスタ ネオロマンチカ」が酒田港へ初寄港 歓迎セレモニー
が行われたほか、ふ頭では山伏のほら貝による出迎えや、地元の園児による
パフォーマンス、やまがた愛の武将隊による演武などのおもてなしを実施
● 今春、県内で感染が広がったはしか（麻しん）の対応について、県は「麻しん対
策会議」を開催 検証結果を踏まえ、本年度中に感染症対策マニュアルを改
訂
●

４日

●

山形県総合政策審議会を県庁で開催 中長期的な社会経済情勢の見通しを
踏まえ、今後目指すべき将来像などについて審議

７日

●

山形労働局は、従業員の子育て支援に積極的に取り組んでいる企業として、
次世代育成支援対策推進法に基づき、「医療法人敬愛会」をプラチナくるみん
認定企業に、また、「北日本羽黒食品株式会社」、「株式会社でん六」、「山形
中央信用組合」、「医療法人社団斗南会」の４社をくるみん認定企業に認定

８日

●

９日

●

平成 30 年秋に本県開催を予定している全国農業担い手サミットの開催に向
け、「第 21 回全国農業担い手サミット in やまがた準備委員会」の設立会議と第
１回準備委員会を開催
県は、奥羽・羽越両新幹線整備実現を目指し、両新幹線の沿線６県で構成す
る「羽越・奥羽新幹線関係６県合同プロジェクトチーム」を立ち上げ、第１回会
議を開催 両新幹線を活用した地域ビジョン、費用対効果、これからの新幹線
の整備手法の３項目について、調査・検討を進めることを確認

９日

●

17 日

●

18 日

●

18 日

●

山形県建設会館（山形市）で山形県米政策推進会議を開催 「平成 30 年産以
降の需要に応じた米生産への対応方針」や、2018 年以降３年間の基本方針と
なる「山形県水田農業のあり方（案）」について意見交換
県議会は、議会棟１階ロビーを文化活動の展示スペースとして活用する取組
みを開始 県内の児童、生徒、学生を対象に、絵画などの作品を展示する「県
議会ギャラリー」として開放
「山形県ＩｏＴ推進ラボ」が、「地方版ＩｏＴ推進ラボ」に選定 経済産業省で選定
証授与式が開催
県は、農繁期に不足する働き手の確保を目的に、「農業労働力確保等対策推
進協議会」を設立
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22 日

●

平成 28 年度の本県の主要観光地における観光客入込状況を公表 過去最高
の 4,581 万人（前年度比 102.0%）

22 日

●

平成 29 年度のさくらんぼ観光果樹園の入込状況を公表 入込数は 49 万 9,800
人（前年度比 98.4％）

22 日

●

県内で環境保全型農業に取り組む生産者や有機農業等で栽培された農産
物、また環境保全型農業を実践する農業者の活動状況などに関する情報を提
供する web サイト「山形 eco 農家」を開設

22 日

●

県、酒田市などで構成する「飛島地区三島交流実行委員会」が、飛島・粟島・
佐渡島の島民や離島振興関係者等の交流を促進するとともに、自然資源の利
用と保全を活かした島づくりを互いに学ぶため、飛島において「三島交流会」を
開催（～8/23）

23 日

●

フル規格新幹線の早期実現を目指す「山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同
盟」の平成 29 年度促進大会を山形市で開催 奥羽・羽越両新幹線の整備計
画路線への格上げに向けた法定調査の開始について、政府に要望することを
決議

25 日

●

文部科学省の「大学設置・学校法人審議会」は、山形県立栄養大学大学院
（修士課程：健康栄養科学研究科）の設置を認めるよう文部科学大臣に答申

25 日

●

県は、国士舘大学と「学生 UI ターン就職促進に関する協定」を締結 互いに連
携して県内企業の情報などを学生に提供し、県出身者のＵターン就職などの
促進に繋げるもの

27 日

●

村山市長に現職の志布隆夫氏が再選

28 日

●

28 日

●

文部科学省が「平成 29 年度全国学力・学習状況調査」結果を公表 本県の公
立校の平均正答率は、小学校・中学校の国語Ａ（知識）で全国平均を上回った
一方、小学校の国語Ｂ（活用）、算数・数学は「知識」「活用」ともに全国平均を
下回った
県とあいおいニッセイ同和損害保険が「やまがた創生」に関する連携協定を締
結 障害者スポーツの振興、観光振興及び産業振興・中小企業支援などの分
野で連携、協力することを合意

29 日

29 日
31 日

◎ 午前５時 58 分頃、北朝鮮西岸より弾道ミサイルが発射され、北海道上空を通
過し、襟裳岬東方約 1,180km の太平洋上に落下 全国瞬時警報システム（J ア
ラート）による警報があり、県庁では関係課による対策会議を開催、県内及び
本県関係漁船等に被害がないことを確認
●

県は、公文書の開示や事件事故の公表など情報の公開・提供全般について、
幅広い観点から現状を検証するとともに今後のあり方を検討すると発表

◎ 吉村知事が、全国知事会男女共同参画プロジェクトチームのリーダーとして、
松山内閣府特命担当大臣（男女共同参画）、野田女性活躍担当大臣、大沼み
ずほ厚生労働大臣政務官に対し、女性の活躍で社会や経済を活性化させる
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「ウーマノミクス」を加速し、地方創生に繋げるよう提言
31 日

●

県及び農業関係団体などで構成する「山形県農業再生協議会」の臨時総会を
山形市内で開催 国による生産数量目標の配分が平成 30 年産以降に廃止さ
れることを受け、本県独自の「生産の目安」を算定し、引き続き需要に応じた米
生産に取り組むことを決定

31 日

●

県と市町村とのさらなる連携の推進に向け、「県・市町村連携推進会議」を設立
し、初会合を山形市内で開催 先行して実施した「連携課題・ニーズ調査」の
結果を踏まえて具体的な連携の取組みの検討を行っていくこと、年内を目途に
「県・市町村連携推進方針」を策定することを確認

１日

●

９月 15 日から 17 日までチェコで開催されるカヌースプリント オリンピックホープ
ス競技会に出場する県立谷地高等学校１年の小野隼人選手と設楽勝太選手
が知事を表敬訪問

１日

●

３日

●

３日

●

東日本大震災に係る福島県からの避難者に対する借上げ住宅の入居期間に
ついて、福島県からの応援要請に基づき、平成 31 年３月末まで１年延長
県は、山形、庄内の両空港への定期チャーター便誘致のため、台湾の格安航
空会社（LCC)タイガーエア台湾や現地旅行会社の役員らを招聘 ２泊３日の
日程で銀山温泉や羽黒山、庄内、山形の両空港、蔵王温泉などの視察を実
施
大規模地震発生を想定した県と酒田市合同による総合防災訓練を酒田市で
開催 地域住民ら 5,000 人が参加し、救助や消火、医療救護、避難所運営な
どの各種訓練を実施

４日

●

４日

●

５日

●

５日

●

６日

●

9月

県は７月の九州北部豪雨により甚大な被害を受けた福岡県及び大分県に対
し、見舞金を贈呈
県は平成 28 年度の県内の高齢者虐待の状況を公表 介護施設等における虐
待数は１件で前年比３件減、家庭における虐待数は 155 件で前年比 35 件減の
件数
本県の平成 28 年の合計特殊出生率（確定値）は 1.47 となり、前年比 0.01 ポイ
ント低下 全国順位では前年と同位の 34 位
県は鳥インフルエンザへの発生に備え、県庁動員者を対象にした「鳥インフル
エンザ防疫演習」を初めて実施 発生時の対応手順や、防護服の着用方法な
どを確認
県は防災知識の普及啓発及び危機管理意識の高揚を図るため、一般県民、
自主防災組織、市町村・消防職員担当者等を対象に、学識経験者や防災関
係団体担当者等による講演を行う「山形県防災フォーラム」を開催
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７日

８日

◎ 山形、福島、新潟３県知事会議を米沢市で開催 各県共通の地域課題につい
て意見交換を行うとともに、東日本大震災への対応などについて、政府に要
望書を提出することで合意
◎ イタリアで行われた第 35 回世界新体操選手権大会の団体総合と団体種目別
フープで銅メダルを獲得した本県出身で新体操競技日本代表の国井麻緒選
手が知事を表敬訪問

８日

●

11 日

●

11 日

12 日
12 日

13 日
13 日

県産酒試飲会を山形県アンテナショップ「おいしい山形プラザ」で開催 2016
年 12 月に清酒の地理的表示（ＧＩ）「山形」の指定を受けたことを記念して実施
北海道・東北六県議会議長会（会長：鶴田有司 秋田県議会議長）は、政府及
び自由民主党に対し、北朝鮮によるミサイル発射と核実験について、実効性の
ある対策を実施するよう緊急要望活動を実施

東日本大震災に伴う本県への避難者を対象にしたアンケート調査結果を公表
約８割が県内での生活を希望しているとした一方、７割が生活資金に不安を抱
えていると回答
◎ 吉野復興大臣が来県し、吉村知事及び東日本大震災の被災者支援関係者と
意見交換
●

県と５市町などで構成する西村山地域広域連携協議会は、西村山通学バスの
試験運行を実施 平成 30 年３月９日まで、平日夜間に谷地バス停留場から朝
日町役場までを片道１本運行
● 数え年で 99 歳の白寿を迎える方に賀詞を贈呈 対象者は 689 人（男性 127
人、女性 562 人）
◎ 全国高校総体の報告会を県庁で開催 女子 200m で優勝した青野朱李選手
（県立山形中央高等学校２年）、女子円盤投げで優勝した齋藤真希選手（県立
鶴岡工業高等学校２年）、ソフトテニス男子団体で優勝した私立羽黒高等学校
男子ソフトテニス部、ウエイトリフティング 53kg 級スナッチで優勝した長谷部達
也選手（県立酒田光陵高等学校３年）など約 100 名が参加
●

14 日

●

平成 28 年 12 月、県立鶴岡乳児院で、当時０歳の男児がうつぶせ寝で一時心
肺停止状態となり、重篤な障がいが残った問題で、県と家族側が和解に合意し
たことを公表

14 日

●

県内のえだまめに携わる関係者が一堂に会し、安定生産や品質を重視した生
産、集荷、販売の徹底等、山形えだまめの日本一のブランド化に向け、「山形
えだまめ日本一産地化フォーラム」を開催

14 日

●

平成 29 年度９月補正予算案を県議会に内示 「やまがた創生」をさらに加速さ
せるため、県政の発展に向けた喫緊の課題について、一般会計の補正予算額
34 億 3,600 万円を計上

14 日

●

山形、福島、新潟３県知事は、北朝鮮の弾道ミサイル発射や核実験に向けた
動きを即刻やめるよう、断固とした対応をとることなどを政府に要望
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15 日

●

午前６時 57 分頃、北朝鮮西岸より弾道ミサイルが発射され、北海道上空を通
過し、襟裳岬東方約 2,200km の太平洋上に落下 全国瞬時警報システム（J ア
ラート）による警報があり、県庁では知事を本部長とする対策本部会議を開催
し、県内及び本県関係漁船等に被害がないことを確認
林業、木材産業、工業、建築関係等事業者と大学・研究機関等が相互に連携
し、森林資源を起点とした新たな技術や製品の開発を行う「林工連携」を推進
するため、「山形県林工連携コンソーシアム」を設立
台風 18 号が本県に最接近 県内各地で風雨が強まり、寒河江市内で 80 代の
男性が強風により転倒し重傷を負ったほか、県内各地で建物被害や交通機関
の乱れ、停電等が発生 農作物被害は 22 市町村で約１億１千５百万円
出羽三山神社において山形交響楽団コンサート「出羽三山シンフォニー」を開
催
平成 29 年度山形県地価調査結果を公表 住宅地、商業地ともに下落幅は６
年連続で縮小し、住宅地の 25 地点、商業地の６地点、工業地の３地点で地価
が上昇 山形市では住宅地の対前年平均変動率 2.4％となり、３年連続で上昇

15 日

●

18 日

●

18 日

●

20 日

●

21 日

●

県議会９月定例会が開会（～10/11）

22 日

●

23 日

●

28 日

●

デビュー８年目を迎える「つや姫」の全国トップブランド評価の浸透と、平成 30
年秋に本格デビューする「雪若丸」のＰＲのため、吉村知事、若手農業者、モン
テディオ山形選手、木の実西部保育園の園児が農業総合研究センター（山形
市）で「つや姫」と「雪若丸」の稲刈りを実施
９月 30 日に始まる「雪若丸」の先行販売に先立ち、オープニングイベントを山
形市内で開催
衆議院が解散

29 日

●

県は、東北電力株式会社と連携し、通常より安価な料金で県内の製造業者に
電気を供給する、やまがた希望創造パワー事業を創設 県庁で基本協定締結
式を開催

１0 月
２日
３日

６日

◎ 県は、病院外に新たに「がん総合相談支援センター」を設置 がんに関する悩
みや不安を気軽に相談できる体制を整備
● 県議会は、議場演奏会と議会見学会を開催 県民に身近な県議会づくりの一
環として、山形交響楽団による本会議場での演奏、会議の傍聴、議場見学等
を実施
● 置賜地方を震源とする大規模地震が発生したことを想定し、「平成 29 年度緊
急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練」を実施 新潟県を含む８道県の
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消防機関等 1,300 名が参加し、山岳、多重衝突事故、土砂災害等の救助救出
訓練等を実施（～10/7）
10 日

●

平成 29 年人事委員会勧告 （月例給、ボーナスともに引上げ）

12 日

●

知事が、東京・三越銀座店で「つや姫」と「雪若丸」のトップセールスを実施

12 日

●

12 日

●

13 日

●

本県への教育旅行の誘致を促進するため、東京都内の大手旅行会社におい
て知事をトップとした誘致活動を実施
平成 29 年度山形県科学技術会議を建設会館（山形市）で開催 「第３次山形
県科学技術政策大綱」を踏まえ、本県の科学技術施策に係る取組状況につい
て協議
平成 29 年度山形県戦没者追悼式を、長井市民文化会館（長井市）で挙行

13 日

●

平成 29 年度地方教育行政功労者として本県から３名が表彰

13 日

●

知事と在京有識者との県政懇談会を都道府県会館（東京都）で開催 本県の
発展方策や情報発信策などについて意見交換

15 日

●

鶴岡市長に皆川治氏が初当選

15 日

●

16 日

●

平成 29 年度山形県男女共同参画社会づくり功労者等知事表彰の表彰式を遊
学館（山形市）で開催 功労者として２名を表彰、チャレンジ賞として１個人・１
団体を表彰
岸宏一 前参議院議員が逝去 金山町長７期、参議院議員３期務める

16 日
17 日

17 日

18 日

20 日
20 日

21 日

県政アドバイザー懇談会を県庁で開催 本県の発展方策や情報発信策などに
ついて意見交換
● 科学技術の分野で優れた研究成果を挙げた若手研究者を表彰する山形県科
学技術奨励賞の授与式を自治会館（山形市）で開催 山形大学学術研究院准
教授の江成広斗氏、鶴岡工業高等専門学校准教授の上條利夫氏、慶應義塾
大学先端生命科学研究所特任講師の平山明由氏が受賞
● 県は、平成 29 年度（平成 28 年６月から平成 29 年５月末まで）の新規就農者数
が、昭和 60 年の調査開始以来、過去最多を更新する 309 人となったことを発
表
◎ 県と山形労働局が、酒田市役所中町庁舎２階のジョブプラザさかた内に、女
性一人ひとりのニーズに応じた就業のワンストップ相談窓口として「マザーズ
ジョブサポート庄内」を開設
● 知事が、名古屋・名鉄百貨店本店及び大阪・阪神梅田本店で「つや姫」と「雪
若丸」のトップセールスを実施
● 山形県子どもの貧困対策シンポジウムを山形県生涯学習センターで開催 子
どもの貧困に関する諸問題や課題、学習支援や子ども食堂等、子どもの居場
所づくりへの地域の支援のあり方について理解を深めるため、基調講演やパ
ネルディスカッションを実施
● 10 月 21 日から 11 月９日まで、台湾から山形空港へのチャーター便（発着計
●
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22 日

22 日

23 日
23 日

24 日

25 日

25 日
26 日
26 日
27 日

28 日
30 日

12 便）が運航 山形空港へ到着した利用客に対して、歓迎の横断幕を掲示
し、記念品を贈呈するなどの歓迎行事を実施
● 第 48 回衆議院議員総選挙 １区：遠藤利明氏、２区：鈴木憲和氏、３区：加藤
鮎子氏が当選 県内の小選挙区の投票率は全国第１位の 64.07％（全国平均
は 53.68％） 18 歳の投票率（58.28％）及び 18 歳・19 歳の投票率（47.24％）も
全国第１位
● 平成 29 年度山形県青少年健全育成県民大会を庄内町文化創造館響ホール
で開催 “いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動の推進のため、講演会と
事例検討会を実施
● 台風 21 号が同日昼前に本県に最接近 冠水による道路の通行止めや交通機
関の運休など県内に影響
● 秋田県より、７月及び８月に発生した豪雨による災害復旧に係る技術職員（土
木）の応援要請があり、県土整備部及び村山総合支庁の職員を計９名派遣
派遣期間：平成 29 年 10 月 23 日から 12 月 22 日まで
● 「山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業知事表彰」の表彰式をメトロポリタン山
形（山形市）で開催 県が、仕事と生活の調和の取れた職場環境づくりに取り
組んでいる企業等を表彰するもので、弘栄設備工業株式会社（山形市）、社会
福祉法人恵泉会（鶴岡市）の２団体を表彰
◎ 2020 年東京オリンピック・パラリンピックをＰＲする「フラッグツアー」が県内で
始まり、山形市（文翔館）でフラッグ歓迎イベントを開催 五輪旗とパラリンピッ
ク旗を、11 月 18 日までの間、県庁や市役所など 12 市町 16 か所で展示
平成 28 年度決算に係る山形県の財務諸表を総務省の新基準により作成し公
表 県民１人あたりの資産は 211 万円、負債は 134 万円
● 農林水産省が実施した「第 10 回地産地消食堂等メニューコンテスト」におい
て、株式会社県庁食堂（山形市）が農林水産大臣賞（外食・弁当部門）を受賞
● プロ野球ドラフト会議で私立鶴岡東高等学校の吉住晴斗投手が福岡ソフトバ
ンクホークスから１位指名
● 平成 28 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸課題に関する調査」結
果（速報値）を公表 いじめの認知件数は、積極的認知が要因となり４年連続
で過去最高 暴力行為、不登校は減少
◎ 県が平成 24 年度から建設を進めていた神室発電所（金山町）が完成 同所に
おいて完成記念式典を開催
● 香港日本人商工会議所の山形視察団が知事を表敬訪問
●

30 日

●

31 日

●

「民生委員制度創設 100 周年記念山形県民生委員・児童委員大会」を山形市
で開催 関係者約 1,150 人が参加し、民生・児童委員の果たしてきた役割を振
り返るとともに、今後の民生委員活動の一層の充実に向け、行動スローガンを
採択
本県の立地環境や産業施策等を広く情報発信し、本県への新規立地及び本
社機能等の移転の促進を図るため、ホテルグランドパレス（東京都千代田区）
で「やまがた企業立地セミナーin TOKYO」を開催
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11 月
１日

●

麻薬・覚醒剤乱用防止に係る厚生労働大臣感謝状（１団体）及び医薬・生活衛
生局長感謝状（１名）並びに山形県薬事功労者知事感謝状（５名）及び健康づ
くり・栄養改善関係功労者知事感謝状（11 名、２施設）の贈呈式を県庁で開催

１日

●

平成 30 年に本格デビューする新品種「雪若丸」の認知度向上と県民の関心を
高めるため、県内小・中学校 341 校と学校給食実施の定時制高等学校、特別
支援学校（23 校）において「雪若丸」給食を実施（11／1～11／10）

３日

●

齋藤茂吉文化賞（３名）、山形県産業賞（２名、１団体）、山形県科学技術賞（１
名）及び山形県特別功労賞（１名）の贈呈式を合同で開催（山形市・文翔館）

３日

３日

４日

６日
６日

◎ 慶應義塾大学先端生命科学研究所の冨田勝所長が、山形県特別功労賞を
受賞 専門の生命科学の学術分野に加えて、産業振興、人材育成、地域振興
などの功績によるもの 併せて、齋藤茂吉文化賞（３名）、山形県産業賞（２
名、１団体）、山形県科学技術賞（１名）の贈呈式を合同で開催
●

米国ハワイ州ホノルルの在ホノルル日本国総領事館、日本食レストラン、現地
スーパーにおいて、副知事、ＪＡ全農山形会長、つや姫生産者等による、「つ
や姫」をはじめとする県産品のプロモーションを実施（～11/4）

◎ 東北中央自動車道福島大笹生ＩＣから米沢北ＩＣまでの延長 35.6km が開通
開通に先立ち米沢市で開かれた開通式には、吉村知事のほか、石井国土交
通大臣、吉野復興大臣、内堀福島県知事、中川米沢市長や山形・福島両県
選出国会議員など約 300 人が参加 吉村知事は「今回の開通区間は、山形県
民にとって、県民あげて待ち望んでいた本県南側の新たな玄関口。関東圏及
び太平洋側との物流の効率化や、観光交流の促進など、『やまがた創生』の
実現に繋がるものと大いに期待」とあいさつ 同区間は無料での通行が可能
で、テープカットの後、無料トンネルとしては日本一長い 8,972ｍの「栗子トンネ
ル」をパレード
● 「平成 29 年度卓越した技能者の表彰（現代の名工）」（厚生労働大臣表彰）の
表彰式が東京都内で開催 本県から２名が表彰
● 駐日アゼルバイジャン共和国特命全権大使ギュルセル・グドラト・オグル・イス
マイルザーデ氏が知事を表敬訪問 アゼルバイジャンと日本の地方同士の交
流や東京オリンピックに係るホストタウン等について意見交換

６日

●

降雪期における県民の安全・安心に対する意識の向上を促すとともに、雪の利
活用の拡大による地域活性化などを目指す「いきいき雪国やまがた県民会議」
(※)を県庁で開催
※構成メンバー…知事を会長に市長会、町村会、社会福祉団体、商工関係団
体など 12 団体

７日

●

「平成 29 年秋の叙勲・褒章」の県内の受章者に対する伝達式（知事伝達分）を
文翔館（山形市）で開催 県内からは、叙勲 62 名、危険業務従事者叙勲 43 名、
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褒章 11 名が受章
７日

●

国土交通省による「中山間地域の道の駅における自動運転サービスの実証実
験」の対象地域として選定された高畠町で、第１回地域実験協議会を開催
県、東北地方整備局、高畠町などの関係機関から委員約 20 人が参加し、実証
実験の概要や県の提案内容を確認

７日

●

平成 29 年度社会教育功労者表彰（文部科学大臣表彰）の表彰式が東京都内
で開催 本県からは公民館活動と図書館活動の各分野からそれぞれ１名が受
賞

７日

●

８日

●

10 日

●

東京都中央卸売市場「大田市場」において、県とＪＡ全農山形共同による、「ラ・
フランス」の販売プロモーションを実施
本県への教育旅行の誘致を促進するため、大阪市内の大手旅行会社におい
て副知事をトップとした誘致活動を実施
ボランティアで仲人活動を行う「やまがた縁結びたい」で、一定数の成婚実績
があった７個人・１団体に知事から感謝状を贈呈

12 日

●

県内で活動する若者の情報発信の機会として、「若者まつり」をイオンモール
天童（天童市）で開催 県内で活躍する若者による意見交換会、輝けやまがた
若者大賞受賞団体による活動ＰＲ及び若者団体による体験型ワークショップな
どを実施 併せて、ラジオにて内容を放送

13 日

●

10 月に愛媛県で開催された、第 72 回国民体育大会（愛顔つなぐえひめ国体）
ボート競技少年女子シングルスカルで優勝した県立酒田光陵高等学校２年の
鈴木伶奈選手が教育長を表敬訪問

13 日

●

15 日

●

新庄市民文化会館で第 67 回山形県・県民福祉大会を開催 大会主題を「住
民が主体となり 誰もが心豊かに暮らせる 地域福祉の確立」とし、住みなれた
地域で誰もが健康で心豊かに暮らせる地域共生社会の実現を目指し、県民そ
れぞれが主体的に取り組むことを再確認するとともに、式典で社会福祉功労者
に対する表彰状の授与及び感謝状の贈呈等を実施
本県出身（水泳（競泳）日本代表）の小関朱也篤選手が、東京で行われた第
59 回ＦＩＮＡスイミングワールドカップ 2017 東京大会の男子 100ｍ平泳ぎで優勝

16 日

●

ホテルメトロポリタン山形（山形市）で、平成 29 年度山形県農業賞・林業賞・水
産業賞表彰式を開催 大高根農場記念山形県農業賞は５名１団体、川村造林
記念山形県林業賞は２名、山形県水産業賞は２名が、それぞれ受賞

16 日

●

16 日

●

ホテルメトロポリタン山形（山形市）で、県内企業と県内外の大学などとの情報
交換会を開催 本県企業の人材確保などを目的に本県が平成 25 年度から開
催しているもの 大学 30 校、高専１校、40 社が参加
県庁において、平成 29 年度第１回山形県スポーツ推進審議会を開催 「山形
県スポーツ推進計画」（平成 25～34 年度）の見直しについて審議

17 日

●

国の文化審議会が、「佐藤繊維級紡績工場東棟」「同西棟」（寒河江市）、「錦
屋店舗兼主屋」「錦屋内蔵」（川西町）、「渡邊六郎兵衛家住宅長屋門」（飯豊
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町）の５件について、登録有形文化財（建造物）の登録を文部科学大臣に答申
17 日

●

国の文化審議会が、「最上川上流域における長井の町場景観」（長井市）につ
いて、重要文化的景観の選定を文部科学大臣に答申

17 日

●

県と米沢市が整備を進めている「道の駅米沢」が国土交通省より「道の駅」に登
録 本県で 21 番目の登録 これを受け、知事は、「県全体の観光情報を発信
する総合観光案内機能を備え、インバウンド観光に対応できるよう英語で対応
可能なスタッフが常駐するとともに、地域の特産や魅力を紹介するなど地域産
業振興の拠点となる施設であり、今後、地域の発展に大きな効果をもたらすも
のと大いに期待している」とコメント

17 日

●

山形テルサで平成 29 年度山形県野生動物研修会（ツキノワグマ）を開催 ツキ
ノワグマによる人身被害を防止するため、東北芸術工科大学の田口教授によ
る「クマ問題を考える」と題した講演を行い、ツキノワグマの生態と特徴を周知

18 日

◎ 知事が本県観光関係者とともにスペイン王国マドリード市の国連世界観光機
関（ＵＮＷＴＯ）本部や在スペイン日本国大使館等を訪問し、本県で平成 30 年
２月に開催する国連世界観光会議に係る協力依頼や、本県のプロモーション
を実施（～11/23）

19 日

●

真室川町長に新田隆治氏が初当選

20 日

●

酒田勤労者福祉センターで、平成 29 年度第１回鳥海山火山防災協議会を開
催 山形、秋田両県のほか、周辺自治体や関係機関で組織 噴火時の迅速な
対応に繋げるための防災対策などを確認

20 日

●

2017 年度全米日本酒歓評会の各賞が発表され、本県の酒蔵の 22 銘柄が金
賞 都道府県別の金賞獲得数は 10 年連続で全国最多 ４部門で最も評価が
高かったグランプリに２銘柄が選定

20 日

●

県総合研修センターで平成 29 年度第１回やまがた木育推進委員会を開催
木材に対する親しみや木の文化への理解を深める「木育」を推進するための
「やまがた木育推進方針（仮称）」の素案などについて意見交換

20 日

●

県庁において、平成 29 年度山形県健康長寿推進協議会を開催 健康やまが
た安心プランの進捗状況や健康長寿日本一に向けた今後の取組みの方向性
などについて協議

20 日

●

21 日

●

22 日

●

県は、駒沢大学と「学生ＵＩターン就職促進に関する協定」を県庁で締結 今
後、互いに連携して県内企業の情報などを学生に提供し、県出身者のＵター
ン就職などの促進に繋げるもの
鶴岡市温海地域の暮坪海岸に船体にハングル文字の書かれた木造船が漂着
県警鶴岡署及び酒田海上保安部が検分し事件性がないと判断され、かつ、所
有者が現れず、船の損傷状態が著しいため、海岸漂着物として海岸管理者で
ある庄内総合支庁(河川砂防課)が 12 月 14 日に処分 その後も相次ぎ、12 月
末までに木造船４隻、11 遺体の漂着を確認
平成 29 年度山形県戦没者沖縄慰霊碑「山形の塔」慰霊祭を、「山形の塔」（沖
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縄県糸満市）で挙行
22 日

●

平成 29 年度地域文化功労者表彰（芸術文化分野）の表彰式が東京都内で開
催 本県からは、永年にわたり、地域文化の振興に貢献したとして１個人が受賞

22 日

●

県私学会館（山形市）で山形県米政策推進会議を開催 2018 年以降３年間の
基本方針となる「山形県水田農業のあり方（案）」や「平成 30 年産米の需要に
応じた米産の推進」に係る対応などについて意見交換

24 日

●

パレスグランデール（山形市）で「第３回全国森林ノミクスサミットｉｎ山形」を開催
全国から林業や木材産業、建築関係者等 300 人が参加 講演やトークセッショ
ンを通して森林資源の利活用や役割を発信

24 日

●

県は、山形県流域下水道マンホールカードを平成 29 年 12 月９日から配布する
ことを発表 マンホールカード表面に県独自のカラーマンホールのデザインと
位置情報、裏面に県名所や歴史を紹介

26 日

●

業種の異なる女性が一堂に会し、新たなネットワークを形成することで、地域経
済の活性化を図ることを目的とした交流会「やまがたウーマノミクス・ネットワーク
形成事業」を山形国際ホテルで開催

27 日

27 日

27 日

「知事のほのぼの訪問」を実施（ところ：庄内町館公民館（庄内町）、団体名：館
笑寿会）
（「知事のほのぼの訪問」は 5/9 から 11/27 まで計９回実施）
◎ 「知事と若者の地域創生ミーティング」を庄内町役場で開催
人口減少が進行し、地域で暮らす若者も減少している中、若者の豊かな発想
や行動力を地域づくりに活かしていくことを目的に、知事の３期目の公約とし
て、平成 29 年度新たに開催したもの
（「知事と若者の地域創生ミーティング」は 5/9 から 11/27 まで計６回実施）
● 県内で今季初となるインフルエンザの集団発生が確認され、天童市内の幼稚
園、山形市内の小学校、酒田市内の高校の３箇所で学級閉鎖を実施
●

27 日

●

県教育センター（天童市）で平成 29 年度臨時全県指導主事会議が開催され、
市町村教委などから約 180 人が参加 全国学力・学習状況調査や山形県学力
等調査の結果を受け、今後の取組みの方向性について共通理解を図った

27 日

●

27 日

●

27 日

●

28 日

●

平成 29 年度山形県教育功労者の表彰式を山形グランドホテルで開催 教育
行政、学校教育、社会教育、体育・スポーツ、芸術文化の５分野から 14 人を表
彰
県自治会館で、山形駅西口拠点施設（仮称）オープニング事業等実行委員会
設立総会を開催 オープニング事業等の推進体制の整備を目的とし、行政機
関や各種団体、報道機関等で構成
県庁で、山形県私立学校審議会を開催 酒田市内の私立高校の廃止及び設
置案件と、山形市内の私立幼稚園の幼保連携型認定子ども園移行に伴う廃
止案件を審議し、認可を可とする意見を答申
県庁で、平成 29 年度「里の名水・やまがた百選」の選定書交付式を開催 尾
花沢市「御所の水」のほか計 10 箇所について、保全団体の代表者に知事から
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28 日

●

28 日

●

西山杉を使った選定書を交付 今回の 10 箇所を含め、選定されたのは合計
33 箇所
ホテルメトロポリタン山形（山形市）で「平成 29 年度やまがたＮＰＯ活動促進大
会」を開催 県内で大きな成果を収めている公益活動に対する「2017 年やまが
た公益大賞」を５団体に授与
県立病院に勤務する医師の高い倫理観と社会的責任に関する意識の醸成を
図るため、県立中央病院を会場に医師の不祥事防止研修会を開催

29 日

◎ 山形県産品ブランドプロモーションの実施に向けたブランドコンセプト、キャッ
チコピー、ブランドマークを知事記者会見で発表 ブランドコンセプトは「上質な
いいもの 山形」 プロモーションの実施により、県内外で山形県産品の質の
高さの認知度を高めるとともに、ものづくり県としてのイメージを向上させ、山
形県産品の購入につなげることが目的

29 日

◎ 市町村の同意を得て県が導入に向けて検討を進めてきた「山形」「庄内」の２
つの地域の地方版図柄入り自動車ナンバープレートについて、国土交通省に
提案するデザインを知事記者会見で発表

29 日

●

平成 29 年度山形県防災会議を県庁で開催 国の防災基本計画の修正などに
伴う山形県地域防災計画の修正案について了承 平成 28 年４月の熊本地震
や、同８月の台風 10 号による被災状況を踏まえた修正

29 日

●

駐日タイ王国特命全権大使バンサーン・ブンナーク氏が知事を表敬訪問 タイ
と日本の地方同士の経済交流や東京オリンピックに係るホストタウン等につい
て意見交換

30 日

●

山形県森林組合連合会（山形市）で、「山形県再造林推進機構」の設立総会を
開催 再造林の促進に向け、森林所有者の再造林経費の一部を負担して支
援する県森林再生基金の創設と運用を担うもので、同連合会や県木材産業協
同組合など７団体・企業により構成

30 日

30 日

◎ 本県などで組織する「日本の森を再生させる有志 39 道県」を代表して、吉村
知事が礒崎農林水産副大臣、沖林野庁長官に対し、日ＥＵ経済連携協定（Ｅ
ＰＡ）の大枠合意並びに包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定
（ＣＰＴＰＰ）の大筋合意を踏まえた強い林業の構築について要望
●

「山形県酒田港ポートセミナー in 東京」を開催 酒田港の一層の利用促進を
図るため、首都圏の企業等を対象に酒田港の紹介や海運貨物取扱業者によ
る事例発表等を実施
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12 月
１日

１日

◎ 吉村知事が、菅官房長官、石井国土交通大臣、岡本財務省主計局長に対し、
それぞれ、東北中央自動車道、日本海沿岸東北自動車道、東北横断自動車
道酒田線の建設促進について要望 高速道路３路線の建設促進同盟会が実
施
◎ 吉村知事が、菅官房長官、石井国土交通大臣、岡本財務省主計局長に対し、
奥羽・羽越両新幹線の建設促進等について要望 奥羽・羽越新幹線整備実現
同盟及び県内の３つの推進組織が実施
また、知事がＪＲ東日本を訪問し冨田代表取締役社長に面談 山形新幹線の
福島～米沢間のトンネルの早期事業化と、将来のフル規格新幹線の整備も
見据えた整備のあり方等について県と同社が検討を進めることを要請

１日

●

２日

●

４日

●

４日

●

５日

●

県議会 12 月定例会が開会（～12/22）

５日

●

平成 30 年度当初予算の要求概要を公表 一般会計の予算規模 6,073 億円
（前年度当初比 1.0％減）

７日

●

県庁舎前県民緑地広場において、雪害事故防止キャラバン出発式を開催 県
や市町村、社会福祉団体などでつくる「いきいき雪国やまがた県民会議」を初
めて実施し、同会議会長である吉村知事が「県民総参加で雪害事故防止の普
及啓発に取り組もう」とあいさつ

７日

●

平成 29 年度「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰の表彰式が
文部科学省講堂で開催され、本県から「吉島小学校支援地域本部」（川西町）
と放課後子ども教室「かみのやま寺子屋」（上山市）の２団体が受賞

８日

●

天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行日を定める政令が閣議決定
これを受け、知事は「平成 31 年４月 30 日とされた天皇陛下の御退位、翌５月１
日の皇太子殿下の御即位が、国民の祝意の中でつつがなく行われるよう、心
から祈念いたします」とコメント

７月の九州北部豪雨に係る災害復旧・復興対策のため、農業土木職員１名を
福岡県朝倉農林事務所農村整備第一課に派遣 平成 30 年３月 31 日まで１か
月交代での派遣 全国知事会を通した福岡県からの要請に基づくもの
平成 29 年度「輝けやまがた若者大賞」賞状授与式を洗心庵（山形市）で開催
地域活性化に寄与する若者の優れた功績・成果、地道な取組みなどをたたえ
るもので、受賞６団体に知事から賞状と記念品を贈呈
職員育成センターで第１回山形県環境教育推進協議会を開催 「山形県環境
教育行動計画」の進捗状況及び中間見直し等について審議
県庁で山形県教職員法令遵守委員会を開催 今年度の不祥事防止に関する
施策の評価・検証・改善について協議
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９日

●

９日

●

11 日

●

12 日

「2017 山形産業セミナー～地元就職を考えるにあたって～」をアットビジネスセ
ンター東京駅（東京都中央区）で開催 山形県出身で首都圏等に進学した卒
業年次前の学生等を対象に、県内の優れた技術を有する中小企業等を魅力
ある就職先として紹介し、県内企業への就職促進目指すもの
天童市総合福祉センターで「やまがたの森づくり発表会～森づくりセミナー＆
活動報告会～」を開催 森づくり活動団体や市町村、企業等が「やまがた緑環
境税」を活用して取り組む森づくり活動を広く県民に向けて発信
東北電力（株）が、山辺町と上山市を結ぶ高圧送電線「南山形幹線」の使用を
開始 東日本大震災で、宮城県側からの電力供給が断たれ、山形県内で大規
模停電が発生したことを踏まえ、新潟県側からの供給ルートを確保したもの

◎ 11 月中旬頃から庄内海岸へ漂着した一連の漂流・漂着船等に係る関係機関
連絡調整会議を庄内総合支庁で開催 鶴岡市、酒田市、遊佐町、消防、警
察、酒田海上保安部、県漁協など関係機関から約 30 人が出席、情報を共有
し、連携を密にしていくことを確認 18 日、北海道東北地方知事会として、領土
や領海の警備を強化すべきとする要請書を石井啓一国土交通大臣に提出
28 日また、作成を進めてきた対応マニュアルを公表

12 日

●

12 日

●

15 日

●

15 日

●

16 日

●

17 日

●

山形市内の認定子ども園「さゆり幼稚園」において、知事がやまがたの木を使
った積木を園児達にプレゼント 県産木材の利用を推進する「しあわせウッド運
動」として、県内の製材工場で発生した県産木材の製材端材を障害者支援施
設で「積木」に製品化したものを県内の幼稚園等に順次配布するもの さゆり
幼稚園を皮切りに、３月末まで県内 60 施設に順次配布
県は、決済の利便性向上により、外国人観光客の受入促進と観光消費額拡大
に結びつけることを目的に、中国におけるシェアが高いアリペイ決済システム
等の導入整備に取り組む県内民間事業者等に対する事業費補助を開始
県は、新たな県産種雄牛として「神安平（かみやすひら）」を選抜したことを発表
高級部位として需要が高いロースの大きさを示すロース芯面積と、可食部の量
を示す歩留基準値が本県の歴代種雄牛中で最高成績 山形県農業総合研究
センター畜産試験場から精液供給を開始
山形県自治会館で「山形県農業再生協議会」の臨時総会を開催 平成 30 年
産米の「生産の目安」について、県及び市町村ごとの数量を決定
「オレンジリボンカップ モンテとフットサル」を上山市生涯学習センター体育館
で開催 「山形県オレンジリボンキャンペーン」の一環として、モンテディオ山形
と連携し実施 児童虐待防止及び子どもの人権擁護をＰＲするため、県と山形
県人権啓発活動ネットワーク協議会が企画
「山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟」と「山形県庄内地区羽越新幹線整
備実現同盟会」は、イオンモール三川において、奥羽・羽越新幹線の早期実
現に向けた「フル規格新幹線県民運動推進キャラバン」を実施 パネル展示や
メッセージ入り記念撮影会、啓発グッズの配布などを通した、県民の一層の理
解促進と機運醸成
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18 日

●

県議会は、災害発生時における県議会及び議員の適切な初動対応に資する
ことを目的として「山形県議会危機管理マニュアル」を策定

18 日

●

県とＮＴＴタウンページ株式会社が地域防災力の強化に繋げることを目的とし
た「防災啓発情報の提供及び発信に関する協定」を締結 県から同社に自然
災害等に対する防災啓発情報を提供し、同社は保有する紙媒体やＷＥＢサイ
トに当該情報を掲載・発信する内容

19 日

●

県は、東洋大学と「学生ＵＩターン就職促進に関する協定」を県庁で締結 今
後、互いに連携して県内企業の情報などを学生に提供し、県出身者のＵター
ン就職などの促進に繋げるもの

19 日

●

「山形県民 CO２削減価値創出事業」における CO２削減価値の今年２回目の売
却先が、アキレス株式会社（新宿区）、東亜ディーケーケー株式会社（新宿
区）、新電元工業株式会社飯能工場（埼玉県飯能市）、リンベル株式会社（中
央区）の４社となる旨を公表 503t-co２を 1,177,254 円で売却

20 日

●

民間福祉事業に係る事業成績優秀な施設として、社会福祉法人牧人会 山形
ひかり学園に対し、陛下からの御下賜金を県庁において若松副知事が伝達
天皇誕生日に際して、各都道府県及び政令指定都市からそれぞれ１施設又
は１団体が毎年伝達されるもの

21 日

22 日

25 日

25 日

◎ 山形県建設会館で「米政策関連施策に関する地域農業再生協議会会議」を
開催 県レベルで独自に設定した平成 30 年産米の「生産の目安」について、
市町村ごとの数量・面積を提示
●

平成 30 年度政府予算案等が閣議決定 これを受け知事は「今回の政府予算
案及び平成 29 年度補正予算案においては、「人づくり革命」、「生産性革命」
の推進と、「TPP 等関連政策大綱に基づく施策」の実現を重点に計上されてお
ります。全体的に、「やまがた創生」の取組みを加速する施策が多く盛り込まれ
ており、これまで提案してきたことが反映されたものと一定の評価をしたい」とコ
メント

◎ 県の情報公開・提供全般について、現状を検証し、今後のあり方を検討する
にあたり意見や提言を受けるため、有識者で構成する「情報公開・提供の検
証、見直し第三者委員会」（通称：見える化委員会）の第１回会議を県庁で開
催
● 山形工業高等学校生徒と県議会議員との意見交換会を開催
（平成 29 年の「生徒・学生と県議会議員との意見交換会」は 5/11 から 12/25
まで計 12 回実施）

25 日

●

県の地域防災計画で想定されている地震災害等が発生した場合の「災害廃棄
物発生量等の推計結果」と大量の廃棄物が出た際の対策をまとめた「山形県
災害廃棄物処理計画骨子（案）」を公表

26 日

●

山形県自治会館で山形県森林審議会を開催 庄内、最上、置賜の各森林計
画区における地域森林計画の樹立・変更等について審議
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26 日

26 日

26 日

主要地報道天童大江線「蔵増バイパス」の供用開始 供用開始に先立ち、現
地で、若松正俊副知事、山本信治天童市長、舟山康江参院議員のほか、蔵
増地区の住民や行政関係者約 120 人が参加し開通式を実施 供用延長は
2.1km
◎ サクランボの新品種「山形Ｃ12 号」の出願公表を知事記者会見で発表 ３Ｌか
ら４Ｌ（直径 28～31mm）の大玉サイズで国内市場での流通は 2022 年ごろの見
込み
● ７～８月に開催した平成 29 年度全国高等学校総合体育大会「はばたけ世界へ
南東北総体 2017」がもたらした県内への経済波及効果の推計が 61 億 8,032
万円となったことを知事記者会見で発表
●

26 日

●

農林水産省が平成 28 年農業産出額を発表 本県は、前年から 109 億円増の
2,391 億円となり、全国第 14 位（前年 14 位）、東北第３位（前年３位）

26 日

●

北海道・東北六県議会議長会（会長：鶴田有司 秋田県議会議長）は、海上保
安庁及び自由民主党に対し、日本海沿岸各地に北朝鮮からの木造船の漂
流・漂着等が相次いでいることに関して、沿岸住民や漁業者等の不安の早期
解消などを図るよう緊急要望活動を実施

27 日

●

「山形県子育て推進部乳児院事故再発防止・事故公表基準検討会」を設置
し、県庁で、第１回会議を開催 平成 28 年 12 月、県立鶴岡乳児院で、当時０
歳の男児がうつぶせの状態で見つかり重篤になった問題を受け、再発防止策
の強化・徹底と事故公表基準の策定を目的に設置 委員は外部委員２名を含
め７名で構成

30 日

●

31 日

●

日本スケート連盟がスピードスケートの平昌（ピョンチャン）オリンピック代表を発
表し、男子代表に、いずれも県立山形中央高等学校出身の加藤条治選手
（500ｍ）、ウィリアムソン師円選手（1,500ｍ、団体追い抜き、マススタート）、小田
卓朗選手（1,000ｍ、1,500ｍ）、一戸誠太郎選手（5,000ｍ、団体追い抜き）が選
出
平成 29 年における庄内－羽田線の利用実績が、欠航数が大幅に増加した中
にあって、年間利用者 390,297 人（対前年比＋2.9％）と、平成 19 年（391,967
人）以来、10 年振りに年間 39 万人を突破し、歴代２位の利用者数を達成
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Ⅱ

２０１７ 県政の主な動き
※ 担当課の名称は、平成 29 年度の組織名で表記されています。

１月

19 日

酒田港「ポート・オブ・ザ・イヤー2016」表彰式

本県唯一の重要港湾である酒田港
が「ポート・オブ・ザ・イヤー2016」
を受賞し表彰式（主催：(公財)日本
港湾協会）が東京都内のホテルで行
われた。
「ポート・オブ・ザ・イヤー」は、
日本港湾協会の情報誌「港湾」の読
者投票により、その年のみなとに関
する優れた実績や活動で最も「みな
との元気」を高めた港湾を選定するもの。
酒田港は、官民一体となったみなとまちづくりの活動や本県初の外航クル
ーズ船の寄港決定、そして、酒田港に隣接した企業の投資拡大等によるコン
テナ貨物取扱量の飛躍的な伸びなどが評価された。
（空港港湾課）

２月

３日

第２回「やまがた雪フェスティバル」を開催

寒河江市の最上川ふるさと総合公
園を会場に県内雪祭りのオープニ
ングを飾る「やまがた雪フェスティ
バル」を開催した。
「シンボル雪像」や「シャイニン
グリバー」の披露、メインステージ
では、アーティストライブなどが繰
り広げられ、会場内では、各地域の
ラーメン・地元の鍋料理などが味わえる「雪見横丁」、ワークショップや物
産販売、県内各地の雪祭りのＰＲが行われ、それぞれ長い行列ができ大盛況
であった。
また、「雪上宝探し」や「チューブ滑り」などの雪遊び体験や、冬の夜空
に打ち上げられた1,000発の花火などで大いに盛り上がった。
３日間の来場者数は、19万１千人となり、多くの皆様に“山形の冬の魅力”
や“雪の楽しさ”を体感していただいた。
（観光立県推進課）
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11 日

沿線関係県と連携したシンポジウム「奥羽・羽越新幹線の早
期実現に向けて」の開催

奥羽・羽越新幹線の早期実現に向けて、
山形市内において、沿線の関係県と連携
したシンポジウムを開催した。
シンポジウムでは、「奥羽・羽越新幹
線の意義を考える」と題した大阪産業大
学の波床教授による基調講演の後、吉村
知事をはじめ、秋田県の佐竹知事、福島
県の畠副知事、新潟県の寺田副知事の４
県の知事・副知事が一堂に会して、奥羽・羽越新幹線の必要性や期待、取組
みの方向性などについてパネルディスカッションで意見を交わした。
こうしたディスカッションを通して、奥羽・羽越新幹線の必要性や意義に
関する認識が共有されるとともに、今後の両新幹線実現に向けて、関係県が
一致団結して戦略的に取組みを進めていくことを合意した。
（総合交通政策課）

14 日

第 52 代山形県知事に吉村美栄子知事が就任

任期満了に伴う山形県知事選挙が１月
５日に告示され、現職の吉村美栄子知事
以外の立候補届出がなく、前回に続き無
投票で３選が決まった。知事選の２期連
続無投票当選は本県初で、全国では滋賀、
高知両県に次いで３例目。
１月６日には、３選決定後の初登庁と
なった吉村知事を、幹部職員など約100
人が拍手で出迎え、女性職員がお祝いの花束を渡した。
「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」、「県土強靱化」の５つのチャレンジを掲げ、「自然と文明が調
和した新理想郷山形」の実現に向けた吉村県政の３期目がスタートした。
（秘書課）

16 日

水稲新品種「山形 112 号」の名称が「雪若丸」に決定

平成 30 年爽秋にデビューする水稲新品種「山形 112 号」の名称が「平成
28 年度第 2 回山形 112 号ブランド化戦略実施本部会議（本部長 吉村美栄子
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山形県知事）」において「雪若丸」に
決定した。
この品種の“しっかりした粒感”
や稲姿が男性的であり、
“際立つ白さ
とつやのある外観”が雪のように美
しいことを表し、
「つや姫」の弟をイ
メージできる名称として決定。
会議後の新名称発表会では、山形
県立上山明新館高等学校の生徒会長で書道部の丹野 優唯（たんの ゆい）さ
んが、
「雪若丸」の文字を筆で力強く若々しく書きあげ、吉村知事は「県民の
皆様、消費者の皆様に愛されるよう、「雪若丸」をしっかり育てていきたい」
と述べた。
（県産米ブランド推進課）

３月

１日

山形県民ＣＯ２削減価値の売買契約を締結

「山形県民ＣＯ２削減価値創出事業」により創出されたＣＯ２削減価値の売
買契約締結式が県庁で行われた。
この事業は、県内の家庭等に設置
された太陽光発電設備による温室効
果ガス削減量を、政府の認証により
ＣＯ２削減価値（Ｊ－クレジット）と
して“見える化”して都市圏の企業
に売却するもので、このたび県が初
めて認証を受けた 116t-co2 の削減価
値は、東亜ディーケーケー株式会社
（本社：東京都新宿区）が 250,560 円で全量を購入した。
売却による収益は、県の環境保全活動の財源に活用して県民に還元すると
ともに、県民参加によるＣＯ２削減の取組みをさらに拡大し、地方の取組み
を都市が支える先進的なシステムとして、今後も事業を進めていく。
（環境企画課）

３日

「米沢牛」が地理的表示（ＧＩ）に登録

米沢牛銘柄推進協議会で地理的表示（ＧＩ）保護制度に申請していた「米
沢牛」が、県内の農林水産物では初めて登録された。ＧＩ登録としては、平
成 28 年 12 月の清酒「山形」に続き、県内２例目となる。
吉村知事は、３月 30 日に開催された「米沢牛」地理的表示保護制度登録記
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念祝賀会に出席し、米沢牛の評価向上に向け
た生産者や関係者のこれまでの取組みをね
ぎらった。また、ＧＩに登録されたことによ
り国際的に「米沢牛」の名称が保護されるこ
とから、今後国内外へ大きくアピールするこ
とで、益々の生産拡大とブランド力強化につ
ながることに期待を寄せた。
（畜産振興課）

９日

はしか（麻しん）の発生について

平成 29 年３月９日、インドネシアから帰国後、本県の自動車教習所に来て
いた関東在住の 20 代男性が麻しんを発症し、ここから村山、置賜、庄内地域
の 53 人と県外の５都県７人の計 60 人（初発例含む）の患者が発生する広域
的な事案となった。
保健所においては、患者やその接触者約 3,700 人に対し健康状況や行動歴
の調査を行うなどの対応を行った。また、麻しん患者との接触から 72 時間以
内にワクチンを接種することで、発症を予防できる可能性があることから、
山形県医薬品卸業協会の協力を得て、144 人に対し緊急のワクチン接種を行
った。
医師会等関係機関による連絡会議を開催するなど連携した対応を行った結
果、５月 17 日に終息することができた。
（健康福祉企画課 薬務・感染症対策室）

13 日 「日本一の滝王国山形」ホームページ開設
本県の滝の数は 230 か所と日本一多く、美しい自
然景観として観光誘客に活用するため、「日本一の
滝王国山形」ホームページを開設した。
ホームページでは、お薦めの滝 81 か所をピック
アップし、写真やアクセスマップとともに、到達す
るまでの難易度や近隣の観光スポット、モデルコー
スなどを紹介している。さらに９月には臨場感ある
滝のドローン空撮動画をホームページに追加し、情
報発信を強化した。
また、６月 14 日から 11 月 30 日にかけて実施し
た「日本一の滝王国山形フォトコンテスト」では、
229 名の方から 501 作品の応募が寄せられた。
（観光立県推進課）
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26 日

６年半ぶりに山形～札幌（新千歳）便が復活

山形～札幌便が６年半ぶりに就航し、
この就航を記念した式典を、おいしい
山形空港で開催した。山形～札幌便は、
毎日１往復運航され、本県と北海道が
１時間で繋がった。
知事は、
「この度の就航により、近く
て便利な山形空港から、直接、札幌に
行けることになり、県民の皆様の利便
性が大きく向上します。観光やビジネスなど様々な場面で利用いただき、こ
れまで以上に本県と北海道との間に活発な交流が生まれる契機になることを
期待します。」とあいさつした。
式典では、東根市よさこいチームによる演舞や、
くす玉割りなどで就航をお祝いした後、ほぼ満席
となった山形発の出発便に搭乗される乗客の皆
さんをお見送りした。
（総合交通政策課）

28 日

御製碑の除幕式を開催

平成 28 年９月、天皇皇后両陛下の
御臨席のもと開催した「第 36 回全国
豊かな海づくり大会～やまがた～」
の締めくくりとして、鶴岡市のマリ
ンパーク鼠ヶ関で御製碑の除幕式を
行った。
御製とは、天皇陛下がお詠みにな
った短歌のことで、本大会での、漁法を紹介しながらパレードする漁船が沖
へ向かう情景をお詠みになった。
「鼠ヶ関（ねずがせき）の港に集（つど）ふ漁船（いさりぶね） 海人（あ
ま）びと手を振り船は過ぎ行く」
吉村知事は「多くの県民の皆様に御製碑を御覧いただき、陛下のお気持ち
に思いを馳せ、豊かな海づくりを推進する契機となるよう願っています」と
あいさつし、その後、大会関係者や記念演奏をした念珠関辨天太鼓創成会、
メッセージを発表した酒田海洋少年団とともに除幕した。
（庄内総合支庁 水産振興課）
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４月

10 日 「国立がん研究センター・鶴岡連携研究拠点 がんメタボロ
ミクス研究室が開所
「国立がん研究センター・鶴岡連携研究
拠点 がんメタボロミクス研究室」の開所
式が行われた。
同研究室は、政府関係機関の地方移転を
進める国に対して県と鶴岡市が提案し、設
置に向けて取り組んできたものであり、慶
應義塾大学先端生命科学研究所のメタボロ
ーム解析技術を活用しながら、国立研究開発法人国立がん研究センターによ
るがんのメタボローム研究を推進していくための拠点となる。
開所式において吉村知事は、
「医療関連分野における産業集積を促進し、新
たな雇用の創出などにより『やまがた創生』をさらに加速させたい」と挨拶
した。
また、開所式に先立ち、吉村知事、国立がん研究センターの中釜理事長、
慶應義塾の清家塾長、鶴岡市の榎本市長の４者により、がんメタボローム研
究の推進に係る協定が締結された。
（工業戦略技術振興課）

28 日

酒田市を含む７道県 11 市町が申請していた「荒波を越えた
男たちの夢が紡いだ異空間 ～北前船寄港地・船主集落～」と
鶴岡市が申請していた「サムライゆかりのシルク 日本近代化
の原風景に出会うまち鶴岡へ」が日本遺産に認定

地域の歴史的魅力や特色を通して我が国の文化・伝統を語るストーリーを
文化庁が認定する「日本遺産（Japan Heritage）」に、昨年度本県で初めて認
定された「出羽三山」に続き、新たに２件が
認定された。
酒田市等のストーリーは、各地に繁栄をも
たらした北前船の寄港地・船主集落をテーマ
とし、鶴岡市のストーリーは、鶴岡市を中心
とする庄内地域の発展のきっかけとなった絹
産業をテーマとしている。
日本遺産は、2020 年の東京オリンピック・パラリ
ンピックに向け全国で 100 件程度認定され、ストー
リーを構成する有形・無形の様々な文化財群を活用
した地域活性化の取組みについて支援される。
（文化財・生涯学習課）
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28 日

奥羽・羽越両新幹線の建設促進に向けた自民党本部への要望
活動を実施

関係６県等で構成する「奥羽新幹線建
設促進同盟会」及び「羽越新幹線建設促
進同盟会」の取組みとして、吉村知事を
先頭に、 秋田県 佐竹知事、福島県 内
堀知事、新潟県 米山知事、富山県 石井
知事、青森県 青山副知事の関係６県の
トップが、自由民主党の二階幹事長に対
し要望活動を行った。
吉村知事からは、太平洋側と日本海側
との格差を是正し、地方創生を実現するとともに、リダンダンシー確保など
による国土強靭化や観光立国の実現を図る上でも、両新幹線の一刻も早い実
現が必要不可欠であることを説明した。
また、各県の知事・副知事からも、各県の状況等を踏まえて、両新幹線の
必要性を伝えていただいた。
これに対し、二階幹事長からは、
「新幹線は大きな効果があり、必要性は認
識している。」との賛意を示していただくとともに、「地域から声を上げてい
くことが重要」などのコメントをいただいた。
（総合交通政策課）

５月

29 日

アメリカでの医療・産業関係調査

吉村知事は、本県の医療・観光・
農業などの産業振興、ものづくり分
野におけるイノベーションの創出
に繋げる目的で、その先進地である
米国を訪問し調査を行った。
医療関係調査では、ミネソタ州
ロチェスター市にあるメイヨーク
リニックや関連団体を訪問した。街
全体で、患者ニーズ第一の環境整備が行われているなどのホスピタリティの
高さや、年間約 130 万人の患者が訪れることにより病院自体が雇用の場にな
っていること、医療資源を活用したビジネス活動など、産業界、行政を含め、
地域全体で取り組んでいることなどを調査した。
その後、吉村知事は、カリフォルニア州に移動し、産業関係調査を行った。
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世界有数のワイン産地として認められ
たナパバレーでは、世界各国から多くの人
が訪れる観光地としての地位を築き上げ
てきた経過について調査した。
また、シリコンバレーを訪問し、ベン
チャービジネスの育成方法等について調
査を行った。
さらに、在サンフランシスコ日本国総領事公邸において、市行政関係者、
輸入業・外食産業・観光・メディア関係者等約 70 名を招いたレセプションを
開催し、県産品と本県観光のトップセールスを行った。吉村知事は「ぜひ山
形においでください。素晴らしい体験ができることをお約束します」と英語
であいさつし、本県の観光資源や食材、工芸品等の山形の魅力をアピールし
た。
（健康福祉企画課・工業戦略技術振興課・経済交流課・園芸農業推進課
・６次産業推進課）

６月

６日

第８回国際オウトウシンポジウムを開催

世界各地からサクランボの研究者ら
が集まる「第８回国際オウトウシンポジ
ウム」の開会式が６月６日に山形市で開
催され、吉村知事が歓迎のスピーチを英
語で行った。
アジアでは初めての開催となり、６日
から９日までの開催期間中に、海外 28
ヵ国から約 180 名、国内から約 60 名の
研究者らの参加があった。研究発表は７つの分野（生産技術、品種改良、病
害虫、輸出入等）について行われ、
約 120 テーマの発表があった。最終
日の９日には、寒河江市にある山形
県農業総合研究センター園芸試験
場や東根市の生産園地等の現地見
学も行われた。
（農業技術環境課）
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９日

弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施

弾道ミサイルに係る情報の伝達方法と、伝達された場合に取るべき行動に
ついて、県民の理解を深めることを目的として、内閣官房、消防庁及び酒田
市と共同で、全国で３例目となる住民避難訓練を酒田市西荒瀬地区において
実施した。
訓練には、西荒瀬地区の住民、小学校の児童、保育園の園児など 554 名が
参加。参加者は、防災行政無線や模擬メールから弾道ミサイルの発射情報が
伝達されると、
「できるだけ頑丈な建物に避難する。近くに建物がない場合は、
物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。屋内にいる場合は、窓から離
れるか、窓のない部屋に移動する。」とい
った避難行動を取り、ミサイルの迎撃情報
が伝達されて訓練を終了した。
参加者からは、「初めての訓練なので戸
惑ったが、落ち着いて行動できた」、
「屋内
にいると、サイレンの音が聞こえにくかっ
た」などのコメントがあった。
（危機管理課）

13 日

最上小国川流水型ダム定礎式を開催
最上小国川流水型ダム建設現
場にて、ダム堤体の底部に礎石
（地元特産の最上石製）を納め
ダムの永久堅固と治水機能永
続による地域の発展を祈念す
る定礎式が行われた。
式典では赤倉小学校児童の
思いが書かれたメモリアルス
トーンも、ダム堤体と一体とな

って埋設された。
ダムは赤倉温泉上流約 3ｋｍに建設中で、河床部に水を貯めずに流すため
の穴を備える全国 5 例目で東北初となる流水型ダムであり、通常は河川と同
じように水が流れるため水質が変わらず、環境に与える影響が小さい。一方、
洪水時には一時的にダムに水が貯められ、上流から流れてくる水よりもダム
下流へ流れる水の量が少なくなるため、下流の洪水被害を防ぐことができる
構造となっている。
（最上総合支庁 河川砂防課）
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15 日 村山市でブルガリア共和国新体操チームの事前キャンプ
「ROSE CAMP」が開催
2020年東京オリンピ
ック・パラリンピック
競技大会の際に、ブル
ガリア共和国のホスト
タウンとなっている村
山市において、全国の
ホストタウンの中でも
早い段階で同国新体操
ナショナルチームの事
前キャンプが実施された。
ブルガリア共和国の国花と村山市の市花が共にバラであることから「ROSE
CAMP」と名付けられた事前キャンプは、運営に多数の市民ボランティアが関
わり、村山市全体で受け入れられた。
６月14日から28日までの約２週間で厳しい練習を行ったほか、小中学校を
訪問しての交流やさくらんぼ狩りなども体験した。
２日間に渡って行われた公開演技会は、3,600人を超える観客が世界トップ
レベルの演技を鑑賞した。
（県民文化スポーツ課）

17 日

第６回「日本一さくらんぼ祭り」を開催

第６回「日本一さくらん
ぼ祭り」を、文翔館と歩行
者天国（山形市七日町大通
りほか）を会場に開催した。
吉村知事は、「さくらん
ぼ祭りは今年で６回目の
開催となります。好評をい
ただいている「日本一巨大
な流しさくらんぼ」、「さ
くらんぼ種飛ばしニコニ
コ相性コンテスト」、「日本一おいしい山形のさくらんぼの振る舞い」など、
盛り沢山のイベントで皆様にお楽しみいただきたいと思います。」と挨拶し
た。
今回からの新企画「大鍋でさくらんぼすくい」や「さくらんぼもちの振る
舞い」、「仮装でさくらんぼ体操パレード」も大人気で、子どもから大人ま
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で多くの方で賑わった。
さらに、スキージャンプのレジェンド葛西紀明選手のトークショーや、山
形ご当地グルメフェスティバルなど多彩なイベントが行われ、会場は昨年を
上回る24万４千人の来場者で大盛況となった。
（観光立県推進課）

７月

７日 山形県議会議員定数等条例を改正
県議会は、「山形県議会定数等検討委員会」の調査終了報告を受け、県議
会議員の定数と選挙区を改正する条例を賛成多数により可決した。
改正内容は、本県人口を踏まえ、議員総定数を現行の44人から１人削減し
43人とするとともに、「飛び地選挙区」の解消を図るため「寒河江市（定数
２人）」と「西村山郡（定数２人）」を
合区し「寒河江市・西村山郡（定数３人）」
に、「長井市（定数１人）」と「西置賜
郡（定数１人）」を合区し「長井市・西
置賜郡（定数２人）」とし、選挙区数を
現行の19から17とした。
改正後の定数等は平成31年４月予定の
一般選挙から適用される。
調査終了報告を行う山形県議会定数等検討
委員会の坂本委員長
（議事調査課）

13 日 「雪若丸」のロゴ・米袋デザイン・キャッチフレーズが決定
平成30年爽秋にデビュ
ーする水稲新品種「雪若
丸」のロゴ、米袋デザイ
ン、キャッチフレーズが
「平成29年度第１回山形
「つや姫」「雪若丸」ブ
ランド化戦略推進本部会
議（本部長 吉村美栄子
山形県知事）」で決定し
た。
デザインは、「日本の元気を食卓から」をテーマにしており、大きな赤い
丸は日本と太陽を、小さな緑色の丸はたっぷりご飯が盛られたお茶碗を、四
つ並んだ形は食卓に集まった家族とその笑顔を表現している。キャッチフレ
ーズは、「つぶ、いきいき。」「山形から元気なお米」「粒立ちしっかりお
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いしい新食感」の３つに決定。
会議後の発表会で、吉村知事は、「チーム雪若丸」（農林大学校学生）と
ともに除幕し、「全国の皆さまに『雪若丸』のすばらしさをお伝えするため、
このロゴ・米袋デザイン、キャッチフレーズを使って、積極的にＰＲ活動を
展開していきたい」と述べた。
（県産米ブランド推進課）

19 日

新たな県産種雄牛「幸花久（ゆきはなひさ）
」号がデビュー

霜降りの度合いを示す脂肪交雑が本県の歴代県産種雄牛の中で最も優れて
いる「幸花久」号が新たにデビューした。
さらに12月には、高級部位として需要が高いロースの大きさを示すロース
芯面積が歴代県産種雄牛の中で最も大きい「神安平（かみやすひら）」号が新
たにデビューした。
２頭の種雄牛については、山形県農業総合研究センター畜産試験場におい
て凍結精液を製造し、県内の和牛生産者へ供給を開始した。今後、県内和牛
の改良と県産牛肉のブランド力の向上に貢献することが期待される。

「神安平」号

「幸花久」号

（畜産振興課）

21 日

「香港トップセールス」を実施

香港から東北を訪れる旅行者を増や
すため、東北観光推進機構が主催する
「香港トップセールス」に吉村知事が
参加した。
各県知事らによるプレゼンテーショ
ンでは、広東語を交えながら、つや姫
や山形牛、米沢牛、日本酒、ワインと
いった豊かな食、35市町村全てに温泉
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が湧く温泉王国、樹氷に代表される「スノーブランド」など本県の魅力をア
ピールした。
20日には、山形日本香港協会、香港県人会と意見交換し、香港で活躍する
本県にゆかりのある４名を、やまがた特命観光・つや姫大使に委嘱した。
（インバウンド・国際交流推進課）

27日

皇太子殿下御来県（～29日）

平成29年度全国高等学校総合体育大会への御臨
場及び地方事情御視察のため、皇太子殿下が御来県
された。
殿下は、28日の総合開会式会及び関連行事に御臨
席されたほか、29日は山形市総合スポーツセンター
で行われた男子バレーボール競技を御覧になられ
た。
併せて、27日から29日までの３日間にわたり、村
山市の甑葉プラザにおける絵本の読み聞かせ活動、
小学生居合道クラブによる演武を御覧いただいた
ほか、天童市の将棋資料館や(有)朝日町ワインを御
視察いただくなど、村山地域の各地を御訪問になり、多くの県民と親しく御
交流いただいた。

（秘書課、全国高校総体推進課）

28日 平成29年度全国高等学校総合体育大会の総合開会式を開催
「繋がる絆 魅せよう僕らの若き力」のスローガンのもと、本県をはじめ、
宮城・福島・和歌山の４県で平成29年度全国高等学校総合体育大会「はばた
け世界へ 南東北総体 2017」を開催した。
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皇太子殿下をお迎えし、山形県総合運動公園で開催した総合開会式では、殿
下が、選手団約900人を前に、「厳しい暑さの中、体調管理に十分気を付けら
れ、日頃鍛えた力を技を発揮し、お互いに友情を育むとともに、地域の方々
とも交流を深め、高校生活の良い思い出をつくってください」とおことばを
述べられた。式典に引き続き県内高校生による“最上川”をモチーフにした
創造性豊かな公開演技を披露し、本県の魅力を全国にアピールした。
また、競技種目別大
会は県内14市町で９競
技10種目が開催され、
８月12日までの16日間
にわたり熱戦が繰り広
げられた。
本大会では、多くの
地元高校生が、大会の
ＰＲや総合開会式・競
技種目別大会の運営等
様々な場面で活躍した。
大会は、４県の各地で30競技が行われ、８月20日に熱戦の幕を閉じた。
(全国高校総体推進課)

８月

２日 外航クルーズ船が酒田港に初寄港！
イタリア船籍の大型客船「コスタ ネオロマンチカ」が酒田港に初寄港し、
大勢の県民が出迎えた。船内で行われた歓迎セレモニーで吉村知事は、船長
ほか関係者に「山形県は精神文化が息づく日本人の心のふるさとです。おい
しい山形の食べ物をはじめ、山形の
魅力をご堪能ください。」とあいさ
つ。
船長からは「盛大な歓迎に感謝し
ます。入港時の歓迎も心に残る素晴
らしいものでした。乗客もきっと良
い思い出をたくさん持って船に戻り、
その思い出を我々と共有してくれる
でしょう。」と返礼。出港時には、花火を打ち上げ、航海の無事を祈りなが
ら盛大に見送った。
（インバウンド・国際交流推進課）
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29日

北朝鮮が弾道ミサイルを発射、Jアラートが作動

午前５時58分頃、北朝鮮が弾道ミサイルを発射。ミサイルは北海道上空を
通過し、６時12分頃、襟裳岬の東約1,180kmの太平洋上に落下した。全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）により、ミサイル発射情報が本県を含む12道県
に伝達された。Ｊアラートによる警報を受け、関係職員が緊急登庁して情報
収集を行い、県関係漁船及び船舶が安全であること、及び県内への落下物や
被害がないことを確認した。
さらに、北朝鮮は、９月３日に６回目となる核実験を強行した後、９月15
日午前６時57分頃に弾道ミサイルを発射し、ミサイルは再び北海道上空を通
過した。Ｊアラートによる警報伝達を受け、県は、直ちに「ミサイル関係危
機対策本部」を設置し、県民の安全確認や情報収集等の対応に当たった。ま
た、県庁舎や総合支庁の庁舎で、一時的に住民が避難できる体制を確認した。
（危機管理課）

31 日

全国知事会の提言活動

吉村知事が、全国知事会男女共同参画プロジェクトチームリーダーとして、
47都道府県を代表し、平成30年度の政府への施策に対して「ウーマノミクス
の加速で地方創生・日本再生～女性も男性も共に働き、共に育み、活躍する
社会～」をテーマとする提言活動を行った。
野田聖子女性活躍担当大臣には、地方の大
半を占める中小企業において女性活躍を更
に進めていくこと、松山政司内閣府特命担当
大臣と大沼みずほ厚生労働大臣政務官には、
子育て・介護と仕事の両立への支援策などに
ついて提言した。各大臣・政務官からは、し
っかりと提言を受け止めていただき、今後と
も共に取組みを進めていくことを確認した。
（若者活躍・男女共同参画課）
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９月

７日

第 22 回

新潟・福島・山形三県知事会議（米沢市）

「第22回 新潟・福島・山形三県知事会議」が米沢市を会場に開催された。
本年度は、
「東日本大震災への対応等について」など３つの要望を政府に対し
行っていくことで合意した。さらに、吉村知事から「緊迫する北朝鮮情勢へ
の対応について」緊急提案がなされ、合意された。
また、2020年東京オリンピック・パラリンピック等を追い風として、外国
人にも人気の「サイクリング」や「雪・日本酒」、「道の駅」、「地方空港」な
ど、三県が有する資源等を最大限に活用した観光振興について意見交換を行
い、しっかりと連携して取り組んでいくことが合意された。さらに、障がい
者芸術活動推進に向け、各県内で開催される作品展示会等で他の２県の作品
を展示することなどが合意された。
（企画調整課）

８日

国井 麻緒選手の第 35 回世界新体操選手権大会メダル獲得報
告に伴う知事訪問（県庁）

第35回世界新体操選手権大会（イ
タリア／ペサロ）に出場し、団体総
合で42年ぶりにメダルを獲得した
日本代表の国井麻緒選手（東京女子
体育大学・山形ＲＧ）が、吉村知事
を表敬訪問した。
国井選手からは、団体総合３位、
種目別フープ３位と、出場した２種
目でのメダル獲得報告があり、「普
段通りの内容が試合でできた。山形
の皆さんに応援・祝福してもらい、とてもうれしく、感謝している。結果で
返すことができて良かった。」と述べられた。また、今後の目標について「東
京オリンピックで踊っていたら幸せだと思う。一日一日の積み重ねが大事で
あり、一日も無駄にせず、毎日努力していく。」と決意を語られた。
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吉村知事からは「素晴らしい結果で県民の皆さんに多くの勇気と感動を与
えていただいた。」との謝辞と「2020年東京オリンピックでのご活躍を期待し
ます。」との激励が送られた。
（スポーツ保健課）

12 日

吉野復興大臣が来県し知事、避難者支援団体と意見交換

吉野正芳復興大臣が来県し、吉村知
事及び東日本大震災の避難者を支援
する団体と意見交換を行った。最初
に、霞城セントラルにおいて、ＮＰ
Ｏ法人山形の公益活動を応援する
会・アミルやＮＰＯ法人やまがた育
児サークルランドなど避難者支援関
係者と、アミルが運営する生活再建
支援拠点の取組状況や山形県における支援内容について意見交換を行った。
続いて、山形県庁で吉村知事と会談。大臣は、山形県がこれまで多くの避
難者を受入れていることに対する謝意を表し、今後の避難者支援については
「心のケア」が重要だなどと述べた。知事は、新潟県、福島県との三県連携
事業として「心のケア」に取り組んでいることを紹介し、政府のさらなる取
組みを求めた。
（危機管理課 復興・避難者支援室）

13 日

全国高等学校総合体育大会（南東北総体 2017）入賞者報告会

７月28日～８月20日まで、本県を幹事県として、山形県、宮城県、福島県で
開催された全国高等学校総合体育大会（南東北総体2017）では、本県選手団
が優勝13、準優勝６、第３位12を含めた入賞数60と大活躍した。これは、昭
和47年に本県で開催された全
国高校総体入賞数に次ぐ歴代
２番目の入賞数となった。こ
の日、入賞した選手、監督等
約100人が県庁を訪れ、知事に
報告を行った。
優勝した選手からは、「『最
後まであきらめない』という
言葉の重みを感じた」という
報告があり、知事は、
「連日の
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活躍を見て、県民みんなが大きな感動と元気をもらった。
」と選手や監督を讃
えた。
（スポーツ保健課）

10 月

２日 病院外のがん相談窓口「県がん総合相談支援センター」新設
がんに関する様々な心配事を気兼ねなく
身近で相談できる「県がん総合相談支援セン
ター」を病院外に新たに設置した。
開所前日、９月30日（土）に山形国際交流
プラザ「山形ビッグウイング」（山形市）で
開催した「みんなで取り組む『がん対策県民
運動』」記念イベントにおいて、同センター
運営事業の委託先となる公益財団法人やまがた健康推進機構 深尾理事・研
究監（同センター所長）に知事から看板が交付された。
記念イベントで吉村知事は、
「がんは、２人に１人がかかる身近な病気。自
分のことはもちろん大切な人のことを思って、県民総参加で取り組んでいき
ましょう。」と県民にメッセージを送った。
（健康長寿推進課 健康づくりプロジェクト推進室）

18 日

「マザーズジョブサポート庄内」開設

これから働こうとする女性一人ひとりのニーズに応じた就業のワンストッ
プ相談窓口として、これまでの「マザーズジョブサポート山形」に加え、
「マ
ザーズジョブサポート庄内」を酒田市役所中町庁舎２階ジョブプラザさかた
内にオープンし、その開設を記念する
オープニングセレモニーを開催した。
当日は主催者及び来賓者からの挨拶
の後、酒田市内の保育園「子供の園」
の園児10名による歌と踊りが披露され
た。また、飛塚 県子育て推進部長、庭
山 山形労働局長、矢口 酒田市副市長、
同保育園の園児２名によるテープカッ
トが執り行われた。
（若者活躍・男女共同参画課）
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25 日

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック
ー歓迎イベント」を開催

フラッグツア

東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向けて機運を盛り上げるこ
とを目的に、フラッグツアー歓迎イベントが文翔館で開催された。
オリンピックフラッグはアンバサダーの池田めぐみさんから、パラリンピ
ックフラッグは東京2020組織委員会 遠藤利明会長代行からそれぞれ吉村知
事、未来のアスリートたちに引き継がれた。
吉村知事は「ホストタウンの取組みなどを通して、山形県民みんなで世界の
選手やお客様を、心をこめておもてなしし、大会の成功、そしてスポーツの
振興と地域の活性化を実現して
まいりましょう。」と挨拶した。
受け取ったフラッグは、11月
18日まで県内12市町で巡回展示
され、11月14日には高畠町の小
学校を訪問するイベントも行わ
れた。
（県民文化スポーツ課）
「Photo by 東京都/Tokyo2020」

28 日 「神室発電所完成記念式典」を開催
金山町有屋地区の神室ダム直下に平成24年度より建設していた神室発電所
が完成し、発電を開始した。神室発電所は神室ダムの河川維持流量を利用し
て小水力発電を行うもので、最大で420ｋＷ、年間では一般家庭860世帯の消
費電力量に相当する約290万ｋＷｈを発電する。
本県では東日本大震災を契機に、
「山形県エネルギー戦略」を策定し、再生
可能エネルギーの導入を推進しており、神室発電所はその取組みの一つとな
る。今後も引き続きクリーンで環境にやさしい再生可能エネルギーの開発に
取り組んでいく。
（企業局 電気事業課）
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11 月

３日

山形県特別功労賞贈呈式

山形県特別功労賞の贈呈式が山形県郷土館「文翔館」で行われ、鶴岡市の
慶應義塾大学先端生命科学研究所所長の冨田 勝 氏が受賞した。
この賞は、特定の分野における顕著な功績にとどまらず、幅広い分野におい
て県勢全般の発展に多大な功労がある方について、それらの功績を包括的に
表彰する賞として平成16年度に創設され、冨田氏は３人目の受賞者となった。
冨田氏は、同研究所における情報科学と融
合した最先端のバイオテクノロジー研究を主
導して多くの研究成果を挙げ、その事業化に
もつなげるとともに、地元の高校生など本県
の次世代を担う人材の育成や、鶴岡市内での
サイエンスパーク整備にも大きく貢献した。
こうした学術・産業振興・人材育成・地域振
興など各分野にわたる県勢発展に資する顕著
な功績が認められ、今回の受賞となった。
（秘書課）

４日

東北中央自動車道

福島大笹生ＩＣ～米沢北ＩＣ間が開通

東北中央自動車
道福島大笹生ＩＣ
から米沢北ＩＣま
での延長35.6kmが
開通した。開通に
先立ち米沢市で開
かれた開通式には、
吉村知事のほか、
石井国土交通大臣、
吉野復興大臣、内
堀福島県知事、中
川米沢市長や山形・福島両県選出国会議員など約300人が参加。吉村知事は「今
回の開通区間は、山形県民にとって、県民あげて待ち望んでいた本県南側の
新たな玄関口。関東圏及び太平洋側との物流の効率化や、観光交流の促進な
ど、『やまがた創生』の実現に繋がるものと大いに期待しています。」とあい
さつした。同区間は無料での通行が可能で、テープカットの後、無料トンネ
ルとしては日本一長い8,972ｍの「栗子トンネル」をパレードした。
（道路整備課）
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18 日

「国連世界観光会議の成功に向けてスペインを訪問」

吉村知事は、「雪と文化」をテーマと
して、平成30年２月に東北で初めて開催
する国連世界観光会議への協力要請と
誘客拡大に向けた意見交換のため、スペ
イン・マドリードを訪問した。
国連世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）本部
では、タレブ・リファイ事務局長と会談
し、会議への世界各国からの幅広い参加
について働きかけ、本部の世界的な広報機能と専門的見地からの支援を確認
した。
在スペイン日本国大使公邸では、大使館等と連携し、現地の旅行会社や航
空関係者等を招いて、本県の豊かな自然や精神文化、食やものづくり技術な
ど、優れた魅力を紹介したほか、
「つや姫」等の本県食材を用いた昼食会を開
催し、出席者からは「山形県の観光素材は、スペイン人の日本の原風景を好
むという嗜好に合致する。ぜひ、多くのスペインの方に伝えたい」との高評
価を得た。
（インバウンド・国際交流推進課）

27 日

知事と若者の地域創生ミーティング

若者が力を発揮できる環境づくりや地域課題、定住促進、地域の元気創出
などについて、知事が市町村に赴いて、地域の若者と車座になって対話し、
出された意見を地域創生に生かしていくとともに、若者の希望実現に向けた
チャレンジを“あと押し”することを目的として今年度新たにスタートした。
これまで６市町で70名を超える若
者と意見交換を行い、どの市町でも若
者らしい前向きな意見や活動状況の
発言があった。このミーティングをき
っかけとして異業種の若者のネット
ワークの構築や、地域活性化に役立つ
活動の実践といった動きも生まれて
きている。
（秘書課）
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29日

山形県産品のブランドコンセプト、ブランドマークを発表

「メイドイン山形」ブランドの確立に向けたブランドコン
セプト、キャッチコピー及びブランドマークを発表した。
ブランドコンセプトは「上質な いいもの 山形」を主題に
山形県のものづくりの背景やものづくりの姿勢を盛り込んだ
ものとしているほか、キャッチコピーは「創造の山 理想の
形」、ブランドマークは山形県の市町村の数にちなみ、県の形
を35色、35個のキューブで表したマークとしている。
吉村知事は、「山形県産品に興味・関心を持っていただき、
購入していただけるよう、このブランドマークなどを活用したプロモーショ
ンを実施し、ものづくり県としての山形県のイメージを向上させていきたい」
と話した。
（産業政策課）

29日

地方版図柄入り自動車ナンバープレートのデザインを発表

国土交通省が地域振興、観光振興を目的に導入する「地方版図柄入り自動
車ナンバープレート」について、吉村知事が山形ナンバー、庄内ナンバーそ
れぞれのデザインを発表した。
デザインは、市町村の同意を得て県が導入を目指して検討を進めてきたも
ので、公募に寄せられた計138作品の中から、デザイン検討委員会（委員長：
東北芸術工科大学・中山ダイスケ教授）が県民や市町村の意見を踏まえて選
考した。
吉村知事は、
「山形らしさがうまく表現できている。多くの県民にご利用い
ただき、
“走る広告塔”となって県内外に山形県の魅力を広く発信していただ
ききたい。」とＰＲした。交付開始は平成30年10月頃からの予定。

（総合交通政策課）
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30日

「日本の森を再生させる有志39道県」要望

日ＥＵ経済連携協定の大枠合意並びに
包括的及び先進的な環太平洋パートナー
シップ協定（ＣＰＴＰＰ）の大筋合意を
踏まえた強い林業の構築について、
「日本
の森を再生させる有志39道県」を代表し
て、吉村知事が要望を行った。
当日は、礒崎農林水産副大臣及び沖林
野庁長官を訪問し、有志道県の方々と共
に、森林整備や山地災害の現状を踏まえて、国産材の需要拡大の必要性を強
く訴えた。
礒崎副大臣からは、
「木材の需要拡大が大事。30年度予算で対応したい」と
の考えが示された。
（林業振興課）

12 月

１日

東北中央自動車道、日本海沿岸東北自動車道、東北横断自動
車道酒田線の建設促進と、奥羽・羽越両新幹線の建設促進等に
向けた要望活動等を実施

吉村知事が高速道路３路線の建設促進同盟会の会長として、菅官房長官、
石井国土交通大臣、岡本財務省主計局長に対し、それぞれ、東北中央自動車
道、日本海沿岸東北自動車道、東北横断自動車道酒田線の建設促進の要望を
行った。
同時に、奥羽・羽越新幹線整備実現同盟及び米沢・庄内・最上の地域推進
組織の取組みとして、吉村知事を先頭に、経済団体や地域推進組織のトップ
により、奥羽・羽越両新幹線の建設促進等について要望活動を行った。
また、山形新幹線で運休・遅延が最も多い福島～米沢間に関しＪＲ東日本が
平成27年から実施してきた抜本的な防災対策に関する調査結果の報告を受け
て、知事が同社を訪問し、冨田社長にトンネルの早期事業化と、将来のフル
規格新幹線を見据えた整備のあり方等について、県と同社が検討を進めてい
くことを要請した。

（総合交通政策課、道路整備課
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高速道路整備推進室）

12日

漂流・漂着船等への対応ついて関係機関が意見交換

11月中旬以降、日本海沿岸に木造
船や遺体、生存者の漂着が相次ぎ、
本県においても、鶴岡市の暮坪地区
海岸や温海地区海岸などに木造船
や遺体が漂着し、地域住民に不安が
広がった。
このため、県、沿岸市町、消防、
警察、酒田海上保安部、山形県漁業
協同組合などの関係機関による「庄
内海岸への漂流・漂着船等に係る関係機関連絡調整会議」を、庄内総合支庁
で開催した。会議では、住民への情報提供、沿岸部等の警備・監視の強化、
漁船等船舶への注意喚起、漂着物の処理、対応マニュアルの内容など、今後
の対応について情報共有と意見交換を行った。
各機関において取組みを強化するとともに、18日に、近隣道県と連携し、
北海道東北地方知事会として政府に対し緊急要望を実施、28日には、
「庄内沿
岸への漂流・漂着船等に関する対応マニュアル」を公表した。
（危機管理課）

21 日

平成 30 年産米の「生産の目安」を提示

山形県建設会館で「米政策関連施策に関する地域農業再生協議会会議」を
開催し、山形県農業再生協議会で独自に設定した平成30年産米の「生産の目
安」について、市町村ごとの数量・面積を提示した。
この「生産の目安」については、
国による「生産数量目標」に替わる
ものとして、需要に応じた米生産に
オール山形で引き続き取り組むた
めのものである。
（県産米ブランド推進課）
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25 日 「情報公開・提供の検証、見直し第三者委員会」（通称：見
える化委員会）の開催
県政運営の透明性の確保・向上を
目的に、情報公開・提供全般につい
て現状を検証し、今後のあり方を検
討するため、有識者で構成する「情
報公開・提供の検証、見直し第三者
委員会」
（通称：見える化委員会）を
設置し、その第１回会議を開催した。
冒頭、知事が各委員に委嘱状を交
付し、
「専門の立場から、また、県民
の目線での幅広い視点から、意見をうかがいたい」とあいさつした。
委員会では、情報公開、文書管理、事故・事件が発生した場合の公表など
11の検証テーマについて、現状と課題、見直しの方向性などについて協議し、
平成30年秋をめどに提言を取りまとめる予定である。
（行政改革課）

26 日

さくらんぼのニューフェイス大玉品種「山形Ｃ12 号」誕生を発表

県で育成したさくらんぼの大玉新品種「山形Ｃ
12号」について、農林水産省から品種登録の出願
が公表されたことを受け、「山形Ｃ12号」の品種
特性や導入に向けた取組みについて、知事が記者
会見で発表した。
記者会見では、園芸試験場が、平成９年から「紅
秀峰」を親として育成し、20年をかけて開発した
品種であり、500円玉をさらに上回る大きさで、
着色が良く外観に優れ、すっきりした甘さが特
長であること等を紹介した。
平成30年度には、この新品種のブランド化戦
略の策定や名称の募集・決定に加え、秋には苗
木の販売を開始するなど、「佐藤錦」と「紅秀
峰」に続く、県産さくらんぼブランドの一翼を
担う品種に育てていきたいと意気込みを述べ
た。
（園芸農業推進課）
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