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「雪と文化」をテーマとした『国連世界観光会議』」(2018.２.１ 左上)
「一般国道 13 号（東北中央自動車道）金山道路新規事業化」
「ＩＷＣ2018「ＳＡＫＥ部門」審査会」

(2018.５.12

「「雪若丸」デビューイベント、CM 発表会」

(2018.３.30 右上)

左中)

(2018.10.６ 右中)

「第 21 回全国農業担い手サミット in やまがた」

(2018.11.7～8 左下・右下)
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出来事一覧
Ⅰ

２０１８
２０１８ 山形県の動き
※ ◎の項目は「Ⅱ ２０1
２０1８ 県政の主な動き」で内容を紹介

１月
5日

●

9日

●

9日

●

11 日

●

12 日

●

12 日

●

15 日

●

16 日

●

16 日

●

山形市で、フル規格の奥羽新幹線の実現を目指す、東南村山地域の３市２町の
自治体・経済界等で構成する推進組織「山形圏域奥羽新幹線整備実現同盟会」
の設立総会を開催 国やＪＲ東日本への要望活動、地元での普及啓発活動などに
取り組む方針を確認 総会には自治体や団体の代表ら約 50 人が参加
第 94 回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で４年連続の総合優勝を果た
した青山学院大でアンカーを務めた橋間貴弥選手（山形南高校出身）が知事を表
敬訪問
庄内－羽田便の平成 29 年の年間利用者数が 39 万 297 人となり、10 年ぶりに 39
万人を突破し歴代２位になったと発表
奥羽・羽越両新幹線の沿線６県などで構成する奥羽・羽越関連鉄道４同盟会は、
国土交通省とＪＲ東日本に対し、両新幹線の整備に向けた調査実施や奥羽・羽越
両本線の高速化、安定輸送などを求める要望書を提出
山形県文化財保護審議会は、「富山馬頭観音堂」（最上町）他２件について、県指
定文化財に指定 県指定文化財の総数は 528 件に
県は、「高病原性鳥インフルエンザ関係課長等対策会議」を開催 香川県の養鶏
場で高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたことを受け、県内の家きん飼
養農場への注意喚起と防疫対策を徹底することなどを確認
県庁で、県と文教大学との「学生 UI ターン就職促進に関する協定」締結式を開催
両者が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
などの促進を図るもの
本県が滝の数日本一の滝王国であることを広く PR するため、平成 29 年度初めて
実施した「日本一の滝王国山形フォトコンテスト」の入賞作品を発表
最優秀作品には、真室川町の「土倉の滝」を撮った山形市の冨樫辰也さんの作品
を選出した他、優秀賞２点、特別賞４点を選出
県及び沿岸の鶴岡市、酒田市、遊佐町をはじめ、国、県警、自衛隊などの関係機
関から職員が参加しテロ攻撃を想定した国民保護共同図上訓練を実施、有事へ
の対応を確認
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18 日

●

知事は、台湾を訪問し、県産品の輸出拡大と観光誘客、交流拡大を図るための
トップセールスを実施 台北市と高雄市の百貨店でプロモーションを行ったほか、
台中市では教育旅行の誘致活動を実施するとともに、友好協力の覚書を締結して
いる宜蘭県と高雄市を訪問し、幅広い分野で一層の交流を拡大していくことを確

19 日

●

認（～1/22）
国土交通省による中山間地域での自動運転の実証実験地域として選定された高
畠町で、実証実験に向けた第２回地域実験協議会を開催 町役場やＪＲ高畠駅な
どを巡る運行ルートと運行ダイヤを決定

19 日

19 日

●

●

県は、雪下ろし作業などに伴う雪害事故の防止を目的に、「雪害事故防止週間」を
設定（～2/4） 期間中、広報車などで安全な雪下ろしを呼び掛ける巡回啓発活動
を実施
総務省は、平成 29 年 10 月の衆院選における 18 歳と 19 歳の都道府県別投票率
で山形県が全国トップだったことを公表 本県の投票率は、全国平均の 40.49％を
6.75％上回る 47.24％

22 日

23 日

24 日

26 日

30 日

30 日

30 日

●

本県において、豪雪地域では全国初となる国土交通省国土政策局によるサテライ
トオフィスの試行を実施 豪雪地帯の課題把握のため、国土交通省職員が県内各
自治体や地元関係者と打ち合わせを行うとともに、今後の除雪の取組みの方向性
等について意見交換を実施（～1/26）
● 平成 31 年 10～12 月に新潟県全域と庄内地域を対象に開催する「新潟県・庄内エ
リアデスティネーションキャンペーン（DC）」について、「新潟県・庄内エリアデスティ
ネーションキャンペーン推進協議会」が事業概要を発表 メインキャッチフレーズは
「日本海美食旅（ガストロノミー）」に決定
● 県庁で、県と立教大学との「学生 UI ターン就職促進に関する協定」締結式を開催
両者が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
などの促進を図るもの
◎ 今季最強クラスの寒波により県内で大雪による影響が出ていることを受け、知事
を本部長とする「山形県豪雪災害対策本部」を設置 同本部の設置は平成 24 年１
月以来６年ぶり
● 国土交通省は、昨年 11 月に東北中央自動車道の福島大笹生～米沢北間が開通
した効果により、山形福島両県間の交通量が 55％増加したと発表 両県の主要観
光地の１か月の入込客数も増加
● 県庁で、IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）2018「SAKE（日本酒）部門」
審査会の本県開催に係る契約調印式を開催 吉村知事と IWC を主催するウィリア
ム・リード社のアンドリュー・リード社長が契約書を取り交わし、5 月に IWC「SAKE 部
門」が県内で開催されることが正式に決定
● 蔵王山で火山性微動が観測されたことを受け、気象庁は同山の噴火警戒レベル
を２（火口周辺規制）に引き上げ 平成 28 年７月に同山で噴火警戒レベルの運用
が始まって以降、レベル２への引上げは初めて これを受け、県は緊急課長会議
を開催し、情報の共有を図るとともに、防災対策を協議
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30 日

●

「やまがた百名山」の美しさや魅力を切り取った写真を広く募集し、本県山岳資源
の魅力を県内外に発信することを目的に実施した「やまがた百名山」写真コンテス

31 日

●

トの入賞作品を発表 最優秀賞１点、優秀賞３点、入選６点を選出
山形国際交流プラザ（山形市）で、11 月に本県で開催される「第 21 回全国農業担
い手サミット in やまがた」のプレイベントとして、担い手の農業経営発展促進セミ
ナーを実施 大会テーマの発表や優良事例の講演、パネルトークを通し、担い手
をはじめとした農業関係者が研鑽を深めるとともに大会機運を醸成

2月
1日

◎ 「雪と文化」をテーマとした「国連世界観光会議」を開催（～2/4）

1日

●

2日

●

5日

●

6日

●

7日

●

7日

●

8日

●

国連

世界観光機関（UNWTO）と観光庁、県などが主催し、東北地方では初の開催
27 の国と地域から観光関係者、メディア、政府関係者など約 300 名が参加
し、雪と文化を活かした新しいツーリズムの可能性などについて議論したほ
か、蔵王の樹氷や伝統文化体験などを盛り込んだ県内視察ツアーを実施し、
山形の冬の魅力を発信
山形空港において、国際チャーター便の受入れ拡大に対応するため実施した
空港ビルの内部改修が完了し、同空港内ロビーで記念式典を実施 吉村知事
のあいさつの後、台湾からのチャーター便到着に合わせて「やまがた愛の武
将隊」らのパフォーマンスにより歓迎
最上川ふるさと総合公園（寒河江市）で、県、寒河江市、西村山郡４町が連
携して「第３回やまがた雪フェスティバル」を開催（～2/4） 来場者は昨
年より１万２千人増え、20 万３千人（前回比 6.3％増）
山形県総合政策審議会を県庁で開催 社会環境の変化の見通しを踏まえ、今
後検討すべき主な課題などについて審議
ホテルメトロポリタン山形（山形市）で、山形ブランド特命大使会議を開催
ブランドコンセプトに基づく県産品ブランドプロモーションの取組み状況
等について協議
株式会社ブイ・テクノロジーグループ（横浜市）の米沢市への進出が決まり、
県庁で同社、県、米沢市らが共同記者会見を開催 スマートフォンの有機
EL ディスプレーの生産に必要な「次世代蒸着マスク」を量産 併せて、有
機 EL の照明パネルメーカー「Lumiotec 株式会社」（米沢市）を承継するこ
とを発表
熊本地震の復興支援の感謝を伝えるため、熊本県の PR キャラクター「くま
モン」が県庁に来訪 吉村知事に蒲島郁夫熊本県知事からのお礼状を手交
くまモンが全国各地をお礼行脚する「くまもとから感謝をプロジェクト！」
の一環で実施
県立鶴岡乳児院で、平成 28 年 12 月に当時０歳の男児がうつぶせ状態で見つ
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かり重篤になった問題を受け、県の事故再発防止策と事故公表基準について

8日

●

協議する検討委員会の第２回目となる会合を県庁で開催
地域農業を牽引し、後継者育成などに取り組む生産者を認定する「県農業士
制度」の創設から 40 周年を迎えることを受け、天童ホテル（天童市）で記
念大会を開催 県産ブランド米「つや姫」の CM に出演する阿川佐和子さん
の講演や佐川さん、吉村知事、山形県指導農業士会の土屋会長とのスペシャ

9日

ルトークを実施
◎ メトロポリタン山形（山形市）で、本県の豊かな森林資源の活用によリ地域
活性化を図ることを目的に「やまがた森林（モリ）ノミクス推進会議」を開
催 冒頭、吉村知事が東北芸術工科大学の中山ダイスケ教授とともに「やま
がた森林（モリ）ノミクス」の取組みを県内外に広く PR していくために作
成したシンボルマークを発表

13 日

●

13 日

●

14 日

●

14 日

●

15 日

●

15 日

●

16 日

●

県内の積雪深が警戒水準を超えたことを受け、「山形県道路雪害対策本部」
を設置 県内５地点の指定雪量観測点のうち、３地点以上で警戒積雪深に達
した場合を目安に設置されるもので、この度の設置は平成 24 年度以来５年
ぶり
「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
るアキレス（東京都新宿区）、東亜ディーケーケー（同）、新電元工業飯能
工場（埼玉県飯能市）及びリンベル（東京都中央区）との売買契約締結式を
県庁で開催 県民による温室効果ガス排出削減量を集約し、政府の J-クレ
ジット制度を活用して都市圏の企業等へ販売し、得られる収益を環境保全活
動に活用
平成 29 年酒田港の取扱貨物量を公表 国際コンテナ貨物量は、官民一体と
なったポートセールスの展開、花王株式会社酒田工場の生産拡大などによ
り、輸出 17,853TEU（前年比 125.1％）、輸入 10,512TEU（前年比 112.0％）、
輸出入合計 28,365TEU（前年比 119.9％）となり、４年連続で過去最高を更
新
平成 30 年 10 月～12 月に開催する「新潟県・庄内エリアデスティネーショ
ンキャンペーン（DC）」に向けた本県の推進本部を設立 同本部は、県と庄
内５市町、JR 東日本、庄内観光コンベンション協会の会員企業・団体ら約
150 の団体・企業で組織し、「おいしい食の都庄内」を全国に発信していく
ため、県内における事業の具体化に向けた検討を開始
平成 30 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 1.3％減の 6,051 億円
県は、平成 30 年度より県外からの移住世帯に１年分のコメ、みそ、しょう
ゆを提供することを発表 ３つの食材をセットにしての提供は全国初
県庁で、平成 29 年度山形県商工観光功労者表彰の表彰式を開催 商工観光
事業に精励し、商工業の振興及び地域経済の活性化に貢献した方を表彰し、
その功績を顕彰するもので、平成 29 年度は６名が受賞
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16 日

●

山形市で「山形『つや姫』『雪若丸』ブランド化戦略推進本部会議」を開催
取扱店舗を増やすための新聞広告やテレビコマーシャルでの宣伝の重要性、
「雪若丸」の特長を PR する必要性を確認 併せて、「雪若丸」の取扱いに
係るアンケート調査結果について、全国の多くの米穀卸から「ぜひ取り扱い

16 日

●

たい」との回答があったことを公表
国土交通省が平成 30 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 20,167 円となり、昨年比 800 円増で７年連続の上
昇
19 日
20 日

●
●

県議会２月定例会が開会（～3/16)
知事は、今冬の大雪が県内自治体の道路除排雪費を圧迫していることを受
け、県市長会、県町村会と合同で、菅内閣官房長官に対して政府の財政支援
を求める緊急要望を実施 併せて、高橋国土交通大臣政務官に対して東北中

20 日

22 日

22 日

23 日

25 日

26 日

26 日

27 日

●

央自動車道の整備促進等を要望
知事は、東京都内で開催された「日経

地方創生フォーラム」において、フ

ル規格新幹は地方創生にとって不可欠な基盤であるとして、奥羽・羽越新幹
線の意義や必要性について講演
● 大雪の影響で今年度の除雪費が過去最高の 58 億 7400 万円となる見通しを発
表 これまでの最高額は平成 26 年の 56 億 7700 万円
● 職員の不祥事に関する公表基準を策定 職員が逮捕、起訴されたり、有罪判
決を受けたりしたことを県が確認した場合、速やかに公表へ
● 県庁で平成 29 年度山形県スポーツ賞授賞式を開催 第 23 回夏季デフリン
ピック競技大会競泳女子 400M 自由形で 4 位入賞の成績を収めた齋藤京香選
手など 111 名、８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
● 国土交通省は、高畠町の道の駅「たかはた」を拠点に、県内初の自動運転車
両による実証実験の開始式を開催 国土交通省が山形県及び高畠町と協力
し、中山間地域における住民の足の確保や物流活性化を図るため、約１週間
運行し、次世代の移動手段として実用化の可能性について検証
◎ 「上質ないいもの山形」という県産品ブランドのイメージ周知のため、本県
のものづくりを支える女性職人を取り上げた PR 動画「ものの婦」を制作し、
インターネットで公開 総監督・撮影は戦場カメラマンとして知られる渡部
陽一氏 公開後３日間で再生回数 100 万回突破
● 帝京大学八王子キャンパス（東京都）で、県と帝京大学、帝京大学短期大学
との「学生 UI ターン就職促進に関する協定」締結式を開催 両者が連携し
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
を図るもの
● 県企業局と酒田市が同市の十里塚海岸に建設を計画している風力発電施設
について、環境保全措置の実行等の必要な条件等を附して施設新設を許可し
たことを発表
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28 日

●

(財)日本穀物検定協会が実施した平成 29 年産米の食味ランキングで、県産
米の「つや姫」が８年連続で最高の「特 A」評価を獲得

参考品種として出

品された「雪若丸」も昨年の「A」から「特 A」に上昇

3月
2日

●

低気圧が発達し冬型の気圧配置が強まった影響で、県内では３月１日から２
日にかけて庄内地方を中心に暴風雪となり、軽傷２名、屋根がはがれるなど
の建物被害が 90 件発生したほか、交通機関にも運休や欠航などの影響が発

6日

●

生
気象庁は、蔵王山の火口周辺警報を解除し、噴火警戒レベルを「２（火口周
辺規制）」から「１（活火山であることに留意）」へ引下げることを発表 同
山では２月８日を最後に火山性微動が発生しておらず、１月 30 日以来、約

6日

●

7日

●

7日

●

8日

●

8日

●

8日

●

8日

●

１か月ぶりに想定火口域（馬の背カルデラ）から約 1.2km の範囲における避
難勧告が解除
パレスグランデール（山形市）で「平成 30 年産つや姫・雪若丸生産者認定
証交付式」を開催 県全体の生産者数は、「つや姫」が 5,321 人、「雪若丸」
が 1,987 人 作付面積はつや姫が 9,293ha、1,709ha 併せて、「平成 30 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
デザインと行政の協働による空き家の流通促進を図るため、県と上山市、東
北芸術工科大学及び山形県すまい・まちづくり公社は「地域づくり連携協定」
を締結 子育て世代や若者の関心を喚起する空き家リノベーションによる
新たなライフスタイルの提案により、若い世代の移住・定住を促進
「滝の数日本一」を周知し観光誘客促進を図るため、
「日本一の滝王国山形」
のパンフレットを作成 １万部を発行し県内の観光案内施設をはじめ道の
駅などで配付 併せて、県ホームページにドローンで撮影した動画を掲載す
るなどし、滝の魅力がより伝わるよう内容を充実
県立高校の再編整備基本計画の年次計画を公表 平成 31 年度に６学級減、
平成 32 年度に２学級減とし、平成 36 年度までに、さらに 15 学級程度減と
する計画
「第３回やまがた雪フェスティバル」の経済波及効果が７億 8,329 万円（前
年比 101.2％）だったと発表
明治学院大学白金キャンパス（東京都）で、県と明治学院大学との「学生
UI ターン就職促進に関する協定」締結式を開催 両者が連携して県内企業
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を図るもの
県庁で平成 29 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
式を開催 優秀な技能者や職業能力開発に功労のあった卓越技能者等 24
名、10 団体及び高等学校在学中に技能検定 2 級に合格し、卒業後県内事業
所に就職した 12 名に対して知事から表彰状を授与
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9日

●

県庁で「東北中央自動車道の利活用促進による地域活性化協議会」を開催
国土交通省が東北中央自動車道の福島大笹生－米沢北間について、開通した
昨年 11 月から３カ月間の整備効果を公表 東北中央自動車道と国道 13 号を
利用した来県者数は１か月平均で 2.1 倍に増加

9日

●

国の文化審議会が、「木造聖徳太子立像」（寒河江市本山慈恩寺所有）他１
件について、重要文化財（美術工芸品）の指定を文部科学大臣に答申

9日

●

厚生労働省が地域における技能振興や技能尊重の機運を高め、地域の活性化
を図ることを目的として実施する「地域発！いいもの」に、本県で初めて「地
域の石造物文化の継承と創造活動」（墓地景観創造研究会）が選定 本活動
は、県内の石工業者 15 社が集まり、地域の寺社の石垣や石段の修繕等を研

9日

●

修として活用しながら石工技能の継承及び向上を図る取組み
県内でイノシシによる農作物被害が急増していることを受け、県はイノシシ
の捕獲方法に特化した研修会を初めて実施し、県内の猟友会のメンバーら約
70 人が参加 平成 28 年度のイノシシによる農作物被害額は、５年前の約 6.7

11 日

●

14 日

●

14 日

●

14 日

●

14 日

●

14 日

●

15 日

●

倍となり、鳥獣による農作物被害で唯一増加傾向
文翔館（山形市）で、東日本大震災追悼・復興イベント「キャンドルナイト
『追悼・復興への祈り』」が開催 復興へのメッセージ発表、山形交響楽団
による演奏の後、知事と県内に避難している児童らがキャンドル点灯式を行
い、来場者が手作りしたキャンドルをハートと 3.11 の形に灯し、東北の復
興を祈願
衆議院災害対策特別委員会は、本県の大雪等による被害状況等調査のため来
県し、大蔵村及び村山市を視察
庄内、置賜、最上の各三十三観音が平成 30 年５月の庄内を皮切りに、平成
31 年に置賜、平成 32 年に最上と３年連続で御開帳されることを受け「やま
がた出羽百観音プロジェクト情報発信事業」を展開することを発表 観音巡
礼を通した周遊観光を促進することを目的に、巡礼ガイドや周知用チラシを
制作するとともにホームページを開設
県は、６月に解禁される民泊に係る条例検討会議を開催 自治体や関係団体
が集まり、地域でのトラブル回避を目指した条例制定に向けた検討を実施
支障木の伐採について、民間との積極的な連携の仕組みづくりを検討する
「最上川官民連携プラットフォーム」が発足 県と国の管理区域を一体化す
る全国初のケース
霞城セントラル（山形市）で「山形県プロフェッショナル人材戦略協議会」
を開催 専門知識を持つ人材の再就職、企業とのマッチングを支援する県プ
ロフェッショナル人材戦略拠点や、人材紹介会社が活動状況を報告
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・若者を育成するための支援対策の充実、②安全で活力ある社会を実現す
るための県土強靭化・危機管理対策の推進、③力強い経済発展を推進するた
めの産業振興・雇用対策の強化
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15 日

●

県議会の議会運営委員会は、平成 22 年度以降、東日本大震災を契機として
経費節減の観点から休止していた「海外行政視察」について、他県議会の状
況や更なる議会活動の充実を図る必要から、事業の目的や手続きを明確した
うえで、「海外政策課題調査事業」として平成 31 年度から再開することを

15 日

●

決定
NPO 法人にこっと（酒田市）が、「家庭教育支援チーム」の活動の推進に係
る文部科学大臣表彰を受賞 本表彰は、地域における家庭教育支援活動の一
層の推進を図るとともに、「家庭教育支援チーム」の優良事例の広報、研究
の進展及び認知度の向上に資するため、特色ある優れた活動を行っている団
体に対し、その功績をたたえるもの

16 日

●

18 日

◎ 地域高規格道路・新庄酒田道路の一部を構成する「国道 47 号余目酒田道路
（庄内町廻館～酒田市新堀間 6.8km）が開通 今回の開通により全線が通行

19 日

●

20 日

●

20 日

●

22 日

●

22 日

●

25 日
26 日

●

平成 30 年２月定例会最終日に副議長選挙が行われ、第 63 代副議長に小野幸
作議員が選出

可能となり、庄内町から酒田市街地までの所要時間が約 10 分短縮され、物
流の効率化、酒田港を起点とする観光周遊エリアの拡大などに期待
県は市町村とともに、連携に関する考え方や基本的な方向性を共有する
「県・市町村連携推進方針」を策定 市町村の自立的な行政運営の確保、
「や
まがた創生」の実現に向け、地域、分野の枠を越えて県と市町村とのさらな
る連携を推進
本県の情報発信の成果を最大限に高めることを目的とする「山形県戦略的広
報基本指針」を策定 広報の計画性不足やターゲットなどの不明瞭さ、広報
効果の未検証といった課題を克服し、県民の理解と参画、県外活力の導入等
を図るための全庁的なガイドライン
旧優生保護法に基づき、知的障がい者らが不妊手術を強制されていた事案
で、県内で 83 人が手術の適否を審査する対象となっていたことを示す文書
が見つかり、このうち少なくとも男女５人に対して不妊手術がなされていた
ことが判明 以降、同年７月までに県立知的障がい児施設で新たに関連資料
が見つかったほか、県立知的障がい者更生相談所、県立精神科病院こころの
医療センターなどへの調査により、151 人が不妊手術を受けた可能性がある
ことを確認
自治会館（山形市）で「平成 29 年度第２回山形県農業・農村政策審議会」
を開催 今後 10 年を見据えた本県農林水産業を担う人材育成などについて
意見交換を実施
県内の四季折々の映像をまとめた新たな PR 動画「Another of japan Yamagata
～山の向こうの、もう一つの日本。山形～」を製作し、公開 県内の自然風
景や精神文化、美食・美酒などを中心に魅力を発信
鮭川村長に現職の元木洋介氏が当選し４選

◎ 山形空港（東根市）の年間搭乗者数が 16 年ぶりに 30 万人を達成 前日の
25 日同空港で記念式典を実施 この日から大型化した東京（羽田）便の新

9

機材をバックに関係者がくす玉を割り、同便の搭乗客に記念品を贈呈
26 日

●

県と花王株式会社は、子育て支援に関する連携協定を締結

社会全体で子育

てを応援する取組みの一環として、花王株式会社酒田工場から赤ちゃん用紙
おむつの提供を受け、４月１日から県内全ての市町村において出生届を提出

27 日

27 日

●

した全ての新生児に贈呈
2018 平昌冬季オリンピックスピードスケート競技に出場した加藤条治、小

●

田卓朗、一戸誠太郎、ウイリアムソン師円の４選手が知事を表敬訪問
国土交通省が、平成 30 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▲0.3％、商業地が▲1.1％と下落
幅は８年連続で縮小

28 日

●

県庁で「第 48 回衆議院議員総選挙に係る総務大臣表彰伝達式」及び「山形
県選挙管理委員会表彰表彰式」を開催 県選挙管理委員会の熊谷誠委員長他
２名が総務大臣表彰を受賞したほか、１名が山形県選挙管理委員会表彰を受
賞

28 日

●

29 日

◎ 県教育委員会は、３月 10 日に実施した公立高校入試において県立高校１校
で受験生 11 人に採点ミスがあったことを発表し、不合格とされた受験生１
人の追加合格を認定 この後、翌４月から５月にかけて定時制を含む県内の
全ての公立高校と県立中学校を対象に行った採点の再点検を実施した結果、
平成 27 年度から平成 30 年度分の答案について、47 校 1,135 人で 1,194 件
の採点ミスが判明
● 「第７次県保健医療計画」を策定 本県の保健医療関連施策の基本指針とな
る計画で、計画期間は平成 30 年～35 年度 いわゆる「団塊の世代」の方々
が 75 歳以上の後期高齢者となる 2025 年を見据え、疾病ごとの医療体制や医
療従事者確保対策のほか、在宅医療と介護の連携体制の構築や、健康づくり
などの各種対策について、具体的な数値目標を設定
◎ 国土交通省は、一般国道 13 号（東北中央自動車道）「金山道路」の新規事
業化の決定を発表 東北中央自動車道で唯一の未事業区間である「金山道
路」の新規事業化が決定されたことにより、東北中央自動車道の全線開通に
向けて大きく前進
● 山形、宮城両県の連携に関する基本構想「みらい創造！MY ハーモニープラ
ン」の策定から約 10 年が経過し、見直しを進めていた両県は現行プランの
後継となる新構想を公表 東日本大震災を教訓にした相互扶助や人口減少
の深刻化、情報通信技術（ICT）の進展など情勢変化を踏まえ全面刷新 新
構想「未来を共に創る 新 MY ハーモニープラン」では、目指す将来像に「歴
史や復興の深い“絆”をもとに、交流・イノベーションにより、未来を共に
創る「宮城・山形」、４つの施策の柱に「地域・暮らし」、「観光・交流」、

29 日

30 日

30 日

県は、漁業試験調査船「最上丸」（98 トン）の更新を決定 建造から 26 年
が経過している４代目の老朽化に伴い新造するもので、複数の漁業調査を行
うことができるようにするため大型化し、総トン数は現行船の約２倍、完成
は平成 31 年 9 月の予定
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「産業・経済」、「交通基盤」を掲げる
31 日

●

「山形県災害廃棄物処理計画」を策定

大規模災害が発生した際に、災害廃

棄物を適正、円滑かつ迅速に処理し、復旧・復興を推進するとともに、市町
村災害廃棄物処理計画の策定を支援
31 日

●

大相撲春場所で６勝１敗の成績を収めて新十両への昇進を決めた白鷹町出
身の白鷹山（はくようざん）（高田川部屋）が知事を表敬訪問 本県出身力
士から関取が誕生するのは 10 年ぶり

4月
1日

●

1日

●

2日

●

3日

●

5日

●

5日

●

5日

●

6日

●

9日

●

10 日

●

JR 山形駅で、「『山形日和。』花回廊キャンペーン」のオープニングセレ
モニーを開催 オープニングセレモニーの花笠踊りを披露した後、吉村知事
が「山形ならではの心癒されるひとときを過ごしてほしい」とあいさつ 併
せて、県内の JR 主要駅においても歓迎イベントを実施
日本海総合病院を運営する山形県・酒田市病院機構など９法人で組織する
「地域医療連携推進法人日本海ヘルスケアネット」の法人設立を認定 地域
の一般病院の他、精神科の専門病院、医師会・歯科医師会・薬剤師会がそろっ
て入る全国初の地域医療連携推進法人として、地域全体で医療・介護に係る
費用を管理するとともに、人材を確保する仕組みを構築
県小白川庁舎内１階に、中国帰国者世帯の日常生活上の様々な相談に応じる
「中国帰国者相談センター」を開設 中国語で対応できる支援・相談員が来
所及び電話による相談に対応する体制を整備
2018 平昌冬季オリンピック大会フリースタイルスキー女子ハーフパイプ競
技に出場した鈴木沙織選手が知事を表敬訪問
県、JA、東南村山農業士会及び県農業共済組合などが参加して、霜によるさ
くらんぼ等の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
駐日フィンランド共和国のユッカ・レイノ・シウコサーリ特命全権大使が知
事を表敬訪問 山形県ＥＵ協会主催のイベントに参加するため来県
西村山郡在住の 80 代男性がつつが虫病を発症したことを発表 過去 10 年間
で最も早い時期での確認
天皇皇后両陛下から、今冬期の大雪等により甚大な被害を受けた本県を含む
５道県に対し、災害見舞金を下賜
農林水産省は、地域の農林水産物・食品のブランドを保護する地理的表示
（GI）保護制度の対象に、山形市産セロリ「山形セルリー」を追加登録した
ことを発表 JA 山形市が県の協力を得て登録申請していたもので、本県関
係の GI 登録は、「米沢牛」「東根さくらんぼ」、県産清酒「山形」に続い
て４件目
高畠町長に現職の寒河江信氏が当選し４選
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12 日

●

大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が平成 31 年に酒田港に寄港
することが決定

12 日

●

中小企業庁が選定する「はばたく商店街 30 選（2018）」に選出された山形
市の七日町商店街振興組合が知事を表敬訪問

13 日

●

中華航空が４月 13 日から５月１日までの間に計４便の運航を予定している
台湾からの国際チャーター便第１便がおいしい山形空港に到着 県や県観
光物産協会、地元自治体の関係者らが出迎え、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

14 日

15 日

◎ 県内の山岳の魅力を伝えるため、県が監修協力したガイドブック「やまがた
百名山」が発刊 「やまがた百名山」全座についての登山ルート等の情報や
登山難易度等を掲載
◎ 東北中央自動車道の大石田村山 IC から尾花沢 IC までの 5.3km が開通

知事

や地元自治体の首長、県選出国会議員ら関係者約 200 人が出席して開通式典
を開催 同区間は国道 13 号を利用した場合と比べ、所要時間が約４分短縮
15 日

15 日
17 日

17 日

18 日

18 日

19 日

20 日

20 日

20 日

●

JR 新潟駅の高架化が一部完了し、羽越本線特急いなほと上越新幹線の同一
乗り換えホームの運用が開始 同駅で完成セレモニーが行われ、乗客へのお
もてなしイベントを展開
● 西川町長に現職の小川一博氏が当選し３選
● 自治会館（山形市）で「山形さくらんぼブランド力強化推進協議会」を開催
大玉の新品種「山形Ｃ12 号」のブランド化プロジェクトの進め方や、今年
度のさくらんぼの高品質安定生産や販路拡大等に向けた取組内容を決定
● 平成 29 年外国人旅行者県内受入実績調査の結果（速報値）を公表 本県の
受入延人数は、191,300 人（前年比 149.8％、63,569 人増）と５年連続で前
年実績を上回り過去最高
● ANA インターコンチネンタルホテル東京（東京都赤坂）で、アジアや太平洋
周辺各国の特産品を紹介する「アジアの祭典チャリティ－バザー」が開催
日本代表として本県も出店し、吉村知事らが野菜、果物などの県産品及び本
県観光の魅力を PR
● 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、庄内５市町の首長らが全日空本社を訪問し、平子裕志
社長に要望書を提出
● 「第 21 回全国農業担い手サミット in やまがた」の実行委員会が発足 第１
回会合を県庁で開催し、11 月上旬の開催に向け、開催概要やスケジュール
を確認 県内での開催は平成 10 年に酒田市で開催して以来２回目
◎ 東北中央自動車道の米沢中央 IC 近隣に県内で 21 か所目の道の駅となる「道
の駅 米沢」がオープン 国土交通省、県、置賜地域８市町の関係者ら約 200
人が出席して開業式典を開催
● 山形県戦没者墓地「千歳山霊苑」（山形市）において平成 30 年度拝礼式を
実施
●

山形県・山形市・天童市が、ラグビーワールドカップ 2019 日本大会の公認
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●

23 日

チームキャンプ地に内定
平成 30 年４月１日現在における県内保育所等利用待機児童が、46 人（前年
比 21 人減）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、山形市、東根市、山辺町におい
て３歳未満児を中心に保育所などの利用申込が受入枠を上回ることになっ
たため 県内における待機児童の発生は２年連続

●

23 日

●

24 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
知事が指導農業士 13 名、青年農業士 21 名、指導林業士２名、青年林業士５
名に対し認定証を交付
県や市町村、県内農業団体で組織する「オールやまがた米づくり日本一運動
本部」の総会を県庁で開催 「雪若丸」の本格デビューを今秋に控え、組織
名を「やまがた攻めの米づくり日本一運動本部」に変更 県産米の更なる品

26 日

質向上や競争力強化を目指していくことを確認
◎ 知事は日本とロシアとの関係発展の促進を目的にモスクワで開催された「日

27 日

●

27 日

●

27 日

●

27 日

●

本・ロシアフォーラム 2018」に参加（～5/1）パネルディスカッションでパ
ネリストを務めるとともに、モスクワ市及びサンクトペテルブルク市などを
視察
農林水産省は、歴史的価値のある農業用水利施設を登録する「世界かんがい
施設遺産」の国内候補に、庄内町の北楯大堰など４施設を選定したことを発
表 国際かんがい排水委員会の日本国内委員会が選定したもので、本部の審
査で登録が決まった後、本年８月にカナダで開催される国際執行理事会で発
表予定 北楯大堰は、庄内町の立谷沢川から取水し、庄内平野の田んぼに水
を引き込んでおり、狩川城主北館大学助利長の指揮によって 1612 年に完成
内閣府のサテライトオフィスが、全国８道県に設置されることが決定 東北
では唯一、本県内に設置 当該オフィスを拠点に、政府の職員が市町村に出
向くなどして意見交換等を行い、地方創生関係施策の相談対応や周知広報等
を実施
外航クルーズ船「MSC スプレンディダ」が平成 31 年に酒田港に初寄港する
ことが決定
自治会館（山形市）で平成 30 年度農林水産業元気再生戦略推進会議を開催
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」の一部を見直
すとともに、戦略に基づく 30 年度の取組内容について意見交換

5月
1日

●

全国的な教員の多忙化、働き方改革への動きを受け、県教育委員会は、「学
校における働き方改革の取組み手引」を策定

2日

●

「平成 30 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 49 名、危険業務従事者叙勲
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40 名、褒章 15 名が受章
8日

●

仙台市内で、東北各県及び新潟県の各県知事及び産学官金の代表者が出席し
て「わきたつ東北戦略会議」が初開催 2020 年の東京オリンピック・パラ
リンピックで、都内に東北エリアの情報を一元的に発信する拠点「東北ハウ

8日

9日

●

ス（仮称）」を整備するよう政府などに要望する方針を決定
山形県文化財保護審議会は、「木造薬師如来坐像」（東根市）を県指定文化

●

財に指定 県指定文化財の総数は 529 件に
県庁で、平成 30 年度パラリンピック等メダリスト育成事業強化指定選手認
定証授与式を開催

強化指定７選手に対し知事から認定書を授与

2020 年

の東京パラリンピックでのメダル獲得を目指し、県内の強化指定選手を選定
し、大会参加費やトレーニング経費などの支援により、競技力向上につなげ

9日

●

る狙い
県と株式会社モンベル（大阪市）は、自然体験の促進による環境保全意識の
醸成など７項目を定めた「やまがた創生に関する包括連携協定」を締結
道府県では、熊本県に続き６県目で、東北では初

11 日

11 日

12 日

14 日

15 日

15 日

●

都

知事は、札幌市で開催された「第３回日中知事省長フォーラム」に参加 同
フォーラムは、「日中地域間交流の深化と発展」をテーマに、全国知事会の
主催により４年ぶりに開催されたもので、本県の他、北海道、岩手、埼玉、
富山、静岡、鳥取の各道県知事が参加 前日の 10 日には、吉村知事が友好

県省盟約を結んでいる黒龍江省の王文涛省長代理（当時）と会談
● 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、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
◎ IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）2018「SAKE 部門」審査会
を東北で初開催（～5/18） 国内外から過去最多の 1,639 銘柄が出品され、
本県の酒蔵は９部門中３部門で最高賞のトロフィーを受賞するとともに、17
銘柄が金賞を受賞（金賞受賞数は、５年連続で全国一） 「日本一美酒県」
を強力に発信
● 「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
● 日本大学山形高等学校生徒と県議会議員との意見交換会を開催
（平成 30 年の「生徒・学生と県議会議員との意見交換会」は 5/15 から 9/19
まで計８回開催）
● 寒河江市の園地で、さくらんぼ労働力確保対策の一環として、「子育てママ
さくらんぼ作業見学会 in さがえ」を開催 子育てママにさくらんぼ作業の
見学・体験をしてもらい、新たな労働力の確保につなげることがねらい 寒
河江市、山形市などから計８人が参加
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16 日

●

山形トヨペット株式会社

鈴木代表取締役社長とトヨタグループ「第 43 回

ふれあいグリーンキャンペーン」の「緑の大使」で 2018 ミス・インターナ
ショナル日本代表の杉本雛乃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、副知事を表敬訪問し、「やまがた森の感謝祭 2018」の

17 日

●

開催にあたり苗木等を寄贈
ホテルメトロポリタン山形（山形市）で「第 11 回宮城・山形未来創造フォー
ラム」を開催 「宮城・山形未来創造会議※」が主催し、両県の連携に関す
る新たな基本構想「未来を共に創る 新 MY ハーモニープラン」の公表セレ
モニーを実施 東日本大震災を経て深まった絆を基に、インフラ整備や観光
振興に向けて関係を強めることを確認
※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

17 日

●

19 日

●

21 日

22 日

23 日

24 日

24 日

24 日

25 日

26 日

2018 平昌冬季オリンピック大会スノーボードパラレル大回転転競技に出場
した斯波正樹選手が知事を表敬訪問

IWC2018「SAKE 部門」やまがた開催を記念し、県内５市でチャリティー試飲
会を開催 県内外から 7,000 人以上が参加（19 日 鶴岡市・酒田市・新庄
市、20 日 山形市・米沢市）
● 奥野総務副大臣が総務省関連施策の視察のため来県し、独立行政法人山形
県・酒田市病院機構を視察
● 県は、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 92 万５千人（前年度比約 84.7％） 連休後半に天
気が崩れ、気温が低かったことが影響
● 平成 29 年度の県税の未収額は、前年度より１億 1,600 万円減の 12 億 6,700
万円となり、７年連続で前年度比減
● 県さくらんぼ作柄調査委員会は、県内主要産地 48 園地における平成 30 年産
のさくらんぼの作柄調査結果を発表 収穫量の予想は 14,100ｔ、前年比
97％、平年比 102％となり、作柄は「平年並」
◎ 県が山形市など村山地域の７市町を代表して申請していた「山寺が支えた紅
花文化」が日本遺産に認定 県内の日本遺産は、「出羽三山」（鶴岡市、西
川町、庄内町）、「北前船寄港地」（酒田市など７道県 11 市町）、「サム
ライゆかりのシルク」（鶴岡市）に続き４件目
● デビュー９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」の認知度向上を図るため、山形市
内の圃場において、知事と山形市立南山形小学校児童（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
● 朴容民駐仙台大韓民国総領事が着任あいさつのため県庁を訪れ、知事を表敬
訪問
◎ 中華航空による初めての相互乗入型の国際チャーター便が「山形空港－台
湾・高雄空港」間で運航 知事を団長とする山形県訪問団が台湾を訪れ、トッ
プセールスを実施（～5/30）
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28 日

●

自治会館（山形市）で、山形県地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会
の第１回会合を開催

行政と関係機関・団体が連携し、バイオテクノロジー

関連や自動車・航空機関連など今後成長が期待される分野における人材確
保・取引拡大を支援し、産業基盤の強化を目指すとともに、今後３年間で正

29 日

●

社員 275 人の雇用を創造していくことを確認
県産さといもの生産振興と消費拡大を図るため、「さといも生産振興プロ
ジェクト会議」を設立 生産団体と流通業界が一体的な生産体制の強化を図
り、秋の芋煮シーズンを中心に高まる需要に対応 また、新たな産地形成を
図り、平成 28 年度の出荷量 750 トンを平成 32 年度までに 900 トンに増やす
方針を決定

31 日

●

県庁で、「県いじめ問題対策連絡協議会」を開催 いじめ防止のリーフレッ
トを使った授業など各校の取組みに一定の効果が見られた一方、インター
ネット上での誹謗中傷など表面化しにくい種類のいじめへの対応について
は、見逃すことのないよう慎重に取組みを進めていく必要性を確認

●

県は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社と「災害時における防災力向上に
関する協定」を締結 災害発生時、県からの要請に基づき、同社所有のドロー
ンを使った災害現場の状況把握や行方不明者の捜索等の実施や防災教育へ
の協力を実施

1日

●

2日

●

2日

●

3日

●

県庁講堂で「平成 30 年度第１回山形県農業・農村政策審議会」を開催 「第
３次農林水産業元気再生戦略」に基づく取組みについて意見交換を実施
建設会館（山形市）で、大玉さくらんぼ新品種「山形Ｃ12 号」のブランド
化プロジェクト会議を開催 早期ブランド化に向け、「山形Ｃ12 号」の苗
木の販売や生産者登録制度、名称募集及び商標登録、販売までのスケジュー
ル等のブランド化プラン（案）について検討 500 円玉より大きい品種特性
を生かした PR を進めることを決定
山形県源流の森（飯豊町）において、「守ろうよ 未来へつなぐ 緑のバト
ン」をテーマに、「やまがた森の感謝祭 2018」を開催 森づくりの大切さ
について理解を深めるとともに、森の恵みに感謝し、県民みんなで支える森
づくりを進めるため毎年開催しているもので、式典後、知事が地元園児と共
にどんぐりの苗木の記念植樹を実施
「平成 31 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 30 年度山形県開発推進懇談会を開催

4日

●

31 日

6月

平成 29 年の本県の合計特殊出生率は 1.45 となり、前年比 0.02 ポイント低
下 全国順位は前年と同じ 34 位
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4日

●

県庁で「やまがた出会いサポートセンター」の総会を開催

平成 29 年度の

成婚報告数が 51 組（前年度比６組増）となり、活動が広く浸透してきたこ

5日

●

となどを紹介
ビッグウイング（山形市）で「第８回日本一さくらんぼ産地総決起大会」を
開催 県内外のさくらんぼ関係者約 400 名が参加し、「オール山形」で、本
年産「山形さくらんぼ」の高品質安定生産や厳選出荷等のブランド力強化の

5日

6日

●

取組みを確認
「新潟県・庄内エリア

●

キャッチフレーズデザインが決定
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、

デスティネーションキャンペーン」のロゴマーク＆

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 31 年度の政府の施策等に対する提案活動を実施
7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
発展方策や魅力・競争力の向上策などについて意見交換

7日

●

8日

●

10 日

●

11 日

●

12 日

●

13 日

●

13 日

●

14 日

●

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組合長等の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
村山総合支庁（山形市）で、県が主催する、優れた経営感覚を備えた生産力
の高い企業的な経営体を育成するため、農業者が営農しながら体系的に経営
を学ぶ「やまがた農業経営塾」を開講 平成 29 年度に開講し、本年で２年
目
山形空港において、航空貨物出発セレモニーを開催 さくらんぼの出荷の最
盛期を迎える６月 10 日から６月 29 日までの間、山形空港の羽田便、伊丹便
において、期間限定で航空貨物の取扱いを実施
県庁で「県 IT・山形推進戦略本部会議」を開催 先端 ICT（情報通信技術）
の進展を受け、新たに「県 ICT 推進方針」（仮称）を年度内に策定すること
を確認
知事記者会見で、500 玉より大きい大玉のさくらんぼ新品種「山形Ｃ12 号」
の名称の公募について発表 応募期間は６月 12 日から７月 31 日
県庁で「健康長寿安心やまがた推進本部会議」を開催 「健康長寿日本一」
の実現に向け、行政・関係団体が施策の方向性についての理解を共有し、連
携・協働していくことを確認
メトロポリタン山形（山形市）で、平成 30 年度第 1 回山形県総合ブランド
戦略推進会議を開催 「山形県産品ブランドコンセプト」及び「ブランドマー
ク」を用いた県産品のブランド力向上を図るために実施するプロモーション
の手法について協議
県スポーツ推進計画（平成 25～34 年度）の後期改定計画を策定 平成 30 年
度からの 5 年間を計画期間として、人口減少や東京オリンピック・パラリン
ピックの開催後といった社会情勢の変化、国の動向を見据えた施策及び目標
を設定
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本県の

●

15 日

女性の活躍推進や働きやすい環境づくりを目指し、「やまがたウーマノミク
ス加速化プロジェクトチーム」を発足

女性管理職養成研修や山形いきいき

子育て応援企業育成等の各施策をより効果的なものにするため、関係各課が
横断的に情報共有を図っていくことを確認
●

19 日
19 日

●

県議会６月定例会が開会（～7/6)
県は、６月 18 日に発生した大阪府北部地震を踏まえた緊急対策会議を開催
県有施設のブロック塀の緊急点検を実施し、県民の安全に万全を期すことを
確認

●

21 日

●

22 日

国土交通省は、国道 47 号新庄古口道路（戸沢村大字津谷～大字古口）が７
月 15 日に開通することを発表 これにより新庄古口道路は延長 10.6 ㎞のう
ち 4.6 ㎞が開通
農林水産省は、国連食糧農業機関（FAO)が認定する「世界農業遺産」と、農
林水産大臣が認定する「日本農業遺産」の認定に向けて、本県の「歴史と伝
統がつなぐ山形の『最上紅花』～日本で唯一、世界でも稀有な紅花生産・染

23 日

25 日

26 日

27 日

28 日

色用加工システム」を含む 15 府県の 20 地域から応募があったことを発表
◎ 6 月 23 日、24 日に山形市内で「第 7 回日本一さくらんぼ祭り」を開催 24
万 8 千人（昨年度比 1.6％増）が来場
● 県議会は、過去に飲酒運転をしたとして辞職願を提出した金子敏明議員の辞
職を許可
● 大阪府北部地震を受けて実施した県立学校と県有施設のブロック塀の緊急
点検結果を公表 県立高校など 16 校で 30 か所、学校以外の県有施設 21 施
設で 28 か所、計 58 か所で塀の高さが 2.2ｍを超えたり、強度を高めるため
の控え壁がないなど建築基準法に適合していないことを確認 不適合のブ
ロック塀のうち、高さが 2.2m を超えるものは撤去する方針
● 総理官邸で、平成 30 年度男女共同参画社会づくり功労者（内閣総理大臣表
彰）の表彰式が開催 本県からは、みやぎ・やまがた女性交流機構会長（髙
島電機株式会社代表取締役会長）の井上弓子氏が受賞 本表彰は、男女共同
参画社会づくりに関し、極めて顕著な功績のあった個人を表彰するもの
● 村山総合支庁で、大玉さくらんぼの新品種「山形Ｃ12 号」の研修会を開催
生産者や市場関係者約 30 人が参加し、本県果樹では初となる生産者登録制
度を導入することや、県の園芸試験場産の果実の試食を含む品種特性等の説
明を実施 同様の研修会を 7 月 5 日まで県内各地で開催

7月
1日

◎ 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
港古湊ふ頭において歓迎セレモニーを実施

3日

●

酒田港北

平成 29 年度の県内の児童虐待認定件数は 318 件（対前年度比 59 件減） 虐
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待者は実父が最多で全体の半数近くを占め、種類別では心理的虐待が最多
6日

●

建設会館（山形市）で「山形えだまめ日本一産地化推進協議会」を開催

平

成 30 年度の生産戦略と販売・コミュニケーション戦略について検討 光セ
ンサーを活用して甘味と旨味の食味成分の分析と栽培技術の改善に取り組
むとともに、東京都内のレストランでのフェア開催や販促用リーフレットの
作成などを確認
6日

●

県と県自然公園等保全整備促進協議会が、「やまがた百名山」全座の位置情
報、山の概要や登山難易度等を一覧にまとめた「やまがた百名山」探訪マッ
プを発行

6日

●

総理官邸で「平成 30 年安全功労者内閣総理大臣表彰」表彰式が開催 本表
彰は交通安全や火災予防など、国民の安全の確保において顕著な功績をあげ
た方々を表彰するもの 本県からは東根市交通安全母の会連合会（清野 安
子 会長）が受賞 本県における受賞は平成 27 年以来３年ぶり５度目

6日

●

アレルギー研究の世界的権威で、米ラホイヤアレルギー免疫研究所所長、山
形大学特別招聘教授、県教育委員会委員長を務められた石坂公成氏が死去

10 日

●

第 37 回温泉関係功労者表彰式（環境大臣表彰）が開催 本表彰は、温泉の
保護、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止及び温
泉の適正利用に関し、特に顕著な功績のあった個人・団体を表彰するもので、
本県からは、青木 篤氏（東根市）が受賞

10 日

●

10 日

●

11 日

●

12 日

●

12 日

●

13 日

●

13 日

●

英国・ロンドンで開催された IWC2018 アワード・ディナー（授賞式）におい
て、本県の東北銘醸株式会社（酒田市）が年間最優秀酒蔵を受賞 知事がプ
レゼンターを務めたほか、在英国日本国大使館や日本食レストラン等でも県
産酒を中心とするプロモーションを実施（7/9～11）
遊佐町臂曲地区における秋田県の業者の岩石採取計画認可申請に対し、不認
可処分とすることを決定
青森県で「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク」第 12 回
知事会合が開催 本県からは若松副知事が出席し、地域交通ネットワークの
維持・確保について意見交換 今後、国への提言を取りまとめるとともに要
請活動を行うことについて合意
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、「藤庄印刷株式会社」と「山形信用金
庫」の２社を子育てサポート企業に認定
県土地改良会館（山形市）で、デザインを活用して農林水産業の魅力向上を
図るため研修会を開催 農場や集落全体を「まるごとデザイン」することに
より、認知度向上や販売増を図る取組みを広く普及させることが狙い
国の文化審議会が、「旧小池薬局恵比寿屋本店」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
西日本豪雨を受け、被災地の広島県に対する支援物資として「おいしい山形
の水」のペットボトル 10,000 本を発送
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13 日

●

公立高等学校及び県立中学校の入学者選抜における採点ミス問題を受け、再
発防止・改善策を策定

第三者委員会での協議結果を踏まえた、答案を複

写して行う２系統の採点、解答用紙の改善、配点の統一、記述式の削減など
10 項目の導入を決定
14 日

●

15 日

起業経験者らによるパネルディスカッションを展開
◎ 地域高規格道路・新庄酒田道路の一部を構成する国道 47 号新庄古口道路の

ホテルメトロポリタン山形（山形市）で、若者創業応援プロジェクト事業の
キックオフイベントを開催 ジャーナリスト津田大介氏のトークショーや

うち、戸沢村津谷～古口間の 2.2ｋｍが開通 現地で開通の感謝を伝える会
が開かれ、知事、戸沢村長、加藤鮎子衆議院議員らがあいさつ
15 日
15 日

●

17 日

●

18 日

●

18 日

23 日

23 日

23 日

23 日

26 日

●

南陽市長に現職の白岩孝夫氏が当選し２選
尾花沢市長に新人の菅根光雄氏が初当選
県庁で、平成 30 年度献血運動推進協力団体（厚生労働大臣表彰）及び感謝
状伝達式並びに献血功労団体等知事感謝状の贈呈式を開催

ホテルメトロポリタン山形（山形市）で「日本遺産『山寺と紅花』推進協議
会」の設立総会を開催 5 月に日本遺産に認定された「山寺が支えた紅花文
化」を活用した観光や産業の振興に向け、関係機関が一体となって事業推進
することを目的に設立推進、実施していく事業計画を承認
● ガーデンパレスみずほ（酒田市）で「第１回山形県地域協調型洋上風力発電
研究・検討会議」を開催。新たな再生可能エネルギーとして注目が集まる洋
上風力発電について、幅広い関係者が一堂に会し本県庄内沖での導入可能性
の研究・検討を行うことを目的に設置
◎ 内閣府が、村山総合支庁北村山地域振興局の１室にサテライトオフィスを設
置（～8/10） 内閣府と内閣官房の職員合わせて延べ 15 人が、オフィスを
拠点に県内自治体に出向き、地方創生関係交付金等への助言及び意見交換会
等を実施
● 内閣府が村山市に設置したサテライトオフィスを視察するため、田中良生内
閣府副大臣が本県を訪問 併せて、知事を表敬訪問するとともに県工業技術
センター他を視察
● ホテルメトロポリタン山形（山形市）で、『山形「つや姫」「雪若丸」ブラ
ンド化戦略推進本部会議』を開催 今年本格デビューする「雪若丸」の平成
31 年産作付面積は、約 2,700ha、生産量は約 1 万 6 千トン、「つや姫」は
9,500ha、生産量約 5 万 1 千トンとすることを決定
● 県庁で、平成 30 年度「若手大工育成支援プログラム」認定証交付式を開催
大工職人の人材確保、離職防止に向けて今年度から取り組む「若手大工技能
習得サポート事業」の一環で、県内就職した若手大工を５年を目途に支援
● 札幌市で全国知事会議が開催 西日本豪雨を受けた防災対策を主要テーマ
に議論を行うとともに、南海トラフなどの巨大地震への備えが必要だとし
て、事前対策から復旧復興までを一元的に担う「防災省」創設を求める緊急
提言を採択 吉村知事は、男女共同参画プロジェクトのリーダーとして「女
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性の活躍（ウーマノミクス）加速で地方創生・日本再生」をテーマに国に求
める施策を提言
●

26 日

総合的な雪対策を推進するための雪条例（仮称）制定に向け、村山総合支庁
で県内各界の意見を聞くための「山形県雪に関する条例懇話会」を開催 福
祉、農業、商工団体、行政、識者などの代表者 15 人が出席し、雪条例に期

●

27 日

待する点や盛り込むべき視点などについて意見交換
平成 29 年度一般会計歳入歳出決算の概要を発表 歳入から歳出と繰り越し
財源を差し引いた実質収支は 45 億円の黒字
億円で、前年度に比べ約 113 億円減少

●

30 日

県債残高の総額は約 1 兆 1,633

河川から取水した農業用水を活用した、日向川小水力発電所（酒田市）およ
び平津小水力発電所（遊佐町）が完成し発電を開始 施設は土地改良区が管
理し、発電した電力は全て東北電力に売電することになり、収益は農業水利

31 日

●

31 日

●

施設の維持管理費軽減に充当
「西の伊勢参り、東の出羽三山参り（いせでわ）」プロジェクトに取り組む
「いせでわ DMO（仮称）」が日本版 DMO 候補法人として登録 隣県以外の離
れた地域（山形県鶴岡市と三重県伊勢市）の連携による全国初の候補法人
文部科学省が公表した「平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果」で、本
県の公立校の平均正答率は、小学校、中学校共に全国平均とほぼ同等の結果
となり、大きく差が開いた昨年度に比べて改善傾向

8月
1日

1日

1日

2日

2日

◎ 県は、異常気象による猛暑や少雨渇水の対応について協議を行うための緊急
会議を開催 知事、副知事、部局長が出席し、農作物への影響やダムの貯水
などの現状と対策について情報共有
● 県、上山市、東北芸術工科大学、県すまい・まちづくり公社が実施する空き
家再生事業の第１号物件のリノベーション工事が完成し、上山市内の現地で
完成内覧会を実施 上記４者による地域づくり連携協定による県内初の取
組みで、公社が空き家を買い取り、芸工大がデザインを担当
● 今秋本格デビューする「雪若丸」の PR 役を担う「チーム雪若丸」を結成 代
表メンバー11 名が吉村知事を表敬訪問 「チーム雪若丸」は県農林水産部
の若手職員を中心に、生産者や農林大学校生等で構成され、さまざまなイベ
ント等で PR 活動を展開
● 「知事と若者の地域創生ミーティング」を松本亭一農舎（朝日町）で開催
（「知事と若者の地方創生ミーティング」は、3/28 から 8/2 まで計６回実
施）
●

平成 29 年度のドクターヘリの出動件数は 280 件（対前年度比 44 件減） 宮
城県との連携協定に基づく運行が平成 29 年４月から始まり、本県から宮城

21

県への出動は３県、宮城県から本県への出動は７件
3日

●

山形県総合政策審議会を県庁で開催 「第３次山形県総合発展計画

短期ア

クションプラン」の取組み状況と今後の推進方向、社会環境の変化の見通し
を踏まえた県づくりの方向性などについて審議
3日

●

綱木川ダム利水調整協議会は、貯水率が 30％前半まで下がっている米沢市
の綱木川ダムで水道用水の取水量を 8 月 6 日から 20％制限することを決定
併せて、本日から河川維持用水の 25％制限を開始し、貯水率が 20％を切っ
た段階で、制限を 50％に引き上げる方針

6日

◎ ８月５日から翌６日にかけて、庄内、最上地方を中心に大雨となり、県内
20 市町村で土砂災害警戒情報が発表された 5 日午前 0 時から 6 日正午まで
の間、県内３か所の観測地点で 300 ミリを超える降水量を計測 翌６日、県
は、知事をトップにした部局長級の緊急会議を開催し、県内の被害状況につ
いて情報共有

7日

●

県庁で、県と立正大学との「学生 UI ターン就職促進に関する協定」締結式
を開催 両者が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を図るもの

8日

●

9日

●

知事が、８月５日から６日にかけての記録的な豪雨により特に大きい被害を
受けた戸沢村の災害現場を視察
県が「世界農業遺産」と「日本農業遺産」の認定を目指して申請していた「歴

9日

10 日

14 日

16 日

17 日

19 日

史と伝統がつなぐ山形の『最上紅花』～日本で唯一、世界でも稀有な紅花生
産・染色用加工システム」が１次審査を通過 今後、平成 31 年１月に二次
審査を経て、翌２月に認定が決定される予定
● 最上・庄内地域を中心とした記録的大雨に関し、知事は国土交通省及び農林
水産省を訪れ大臣らに被害の早期復旧への支援などを要望 石井国土交通
大臣は、国の災害査定を待たずに応急処置に着工することを認める旨回答
● 県は、８月５日から６日にかけての記録的な豪雨に係る災害復旧対策会議を
開催
◎ 農林水産省は、国際かんがい排水委員会が歴史的価値のある農業用水利施設
を登録する「世界かんがい施設遺産」に北楯大堰（庄内町）が選出されたこ
とを発表 国内の登録は計 35 施設になり、県内では初の登録
● 8 月 15 日から翌 16 日にかけて、庄内・最上地域を中心に大雨となり、鶴岡市の民
家 4 棟が床下浸水するなどの被害が発生 同市、庄内町及び小国町の 460 世帯
に避難準備・高齢者等避難開始を発令
● 最上・庄内地域を中心とした豪雨による農林水産被害額が、同日時点で 22
億 4 千万円になったことを受け、県独自の総合的な緊急復旧支援を実施する
ことを発表 現行の支援事業に新たなメニューを追加し、国の災害復旧事業
の対象にならない小規模な被害等も対象とする内容
● 東根市長に現職の土田正剛氏が当選し６選
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20 日

◎ パレスグランデール（山形市）で、「山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟」
の総会・促進大会を開催

奥羽新幹線実現の足がかりとなる福島－米沢間の

トンネル整備の重要性を確認し、その早期事業化などを掲げた大会決議を採
択 （その後、トンネル整備に向けた要望活動を実施〔9/11、12/27〕）
20 日

◎ 県職員の障害者雇用率を実際より多く算定する取扱いがあったことを公表
障害者手帳を持っていない 69 人について、診断書などでの確認によらず職
員の自己申告のみで障害者雇用率に算入する方法を踏襲していたことが原
因 69 人を除いた雇用率は 1.27％となり、法定雇用率 2.5％を下回ること

21 日

●

が判明
遊佐町臂曲地区の鳥海山麓で岩石採取を行ってきた秋田県の業者が、開発区
域拡大申請を書類不備を理由に拒否した県の処分を取り消すよう求めた訴
訟の判決で、山形地裁は県に拒否処分の取り消しを命令

23 日

23 日

24 日

27 日

28 日

28 日

28 日

29 日

◎ 知事は、東北観光推進機構が主催する「大連トップセールス」及び「山形県
黒龍江省友好県省締結 25 周年記念式典」に参加 大連市において、海外で
は３回目となる東北６県と新潟県の知事等によるトップセールスを実施
ハルビン市では黒龍江省人民政府及び人民代表大会常務委員会を訪問する
とともに、王文濤省長と一層の交流と協力を推し進めることに合意し、覚書
を締結（～8/28）
● 県は、平成 30 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 48
万 7,900 人（前年度比 99.3％）
● 綱木川ダムの貯水率が 20％を下回る状況になったため、ダムを管理する置
賜総合支庁は河川維持用水の取水制限を 25％から 50％に引き上げることを
決定
● 県庁で、県幹線道路協議会の会合を開催 国土交通省東北地方整備局、県、
東日本高速道路(株)東北支社などの関係者約 20 人が出席 物流の新たな基
幹となる「重要物流道路」の指定に向け、新たな県広域道路交通計画を策定
することを確認
● 県外から来県していた 10 代男性が風しんに感染していたことが判明 県内
での風しん感染者の確認は５年ぶり
● 山形市内で「山形県雪に関する条例懇話会」を開催 除雪や排雪などの豪雪
対策や観光資源としての雪の活用など、総合的な雪対策を盛り込んだ「山形
県雪に関する条例」（仮称）の骨子案を示し、12 月定例会に提案し、同月
中の施行を目指す方針 都道府県で総合的な雪条例を制定するのは、富山県
に次いで２例目
◎ おいしい庄内空港の累計登場者数が 1,000 万人に達したことを受け、空港内
で記念セレモニーを実施 1,000 万人目となった東京都内の中学生に記念品
を贈呈するとともに、達成便となった庄内発羽田行き全日空 398 便の乗客
188 人に、便名や日付が記された搭乗記念証明書などを贈呈
●

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 32 年３月末まで１年延長
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●

30 日

山形グランドホテル（山形市）で、第 135 回北海道・東北六県議会議長会議
を開催

北海道・東北各県の正副議長及び事務局職員約 60 名が参加し、省

庁等への要望議案の審議及びインバウンド誘客による観光振興に関する道
県の取組みについて意見交換等を実施
31 日

◎ ８月 30 日から９月１日にかけて、最上地域を中心に大雨となった影響で最
上小国川が氾濫し、吊り橋の崩落や住宅の浸水などの被害が発生 最上町、
舟形町、戸沢村など９市町村に避難指示、避難勧告を発令
知事をトップとする緊急会議を開催し被害状況等を確認

翌 31 日、県は、

●

県は、8 月 30 日からの大雨による災害を受け、新庄市及び最上地区の６町
村に災害救助法を適用することを決定

2日

●

知事が、8 月 30 日からの大雨で大きな被害があった最上町、鮭川村を視察

4日

◎ 知事は、国土交通省、総務省、首相官邸、農林水産省を訪問し、県内各地に
多数の被害を及ぼした８月初旬及び下旬に発生した豪雨に関して、激甚災害
への指定や農地被害への積極支援などの緊急要望を実施
● 台風第 21 号が４日夜に本県に最接近し、強風により５市町で住宅が一部破
損するなどの被害が発生
● 自治会館（山形市）で「山形さくらんぼブランド力強化推進協議会」を開催
平成 30 年度の生産・販売状況と今後の対応について検討 本年産のさくら
んぼ産出額は前年を上回り過去最高を更新する見込み また「山形Ｃ12 号」
の名称募集に県内外から 1 万 5 千件を超える応募
● 遊佐町臂曲地区の鳥海山麓での採石を巡る訴訟で、県は書類不備を理由に秋
田県の業者の林地開発計画変更許可申請を拒否した県の処分を取り消した
山形地裁の判決に対し、控訴を見送る方針を決定
● 北海道胆振地方で発生した震度６強の地震発生を受け、厚生労働省からの要
請に基づき、DMAT 隊を派遣（７病院７チーム）
● 県は、北海道胆振東部地震の被災地支援のため、消防防災ヘリ「もがみ」を
９月６日早朝に派遣し、６日は安平町、７日は厚真町において救助活動等を
行い、８日帰県
● ７月の西日本豪雨において、各地で農業用ため池の決壊が相次いだことを受
け、県は、農業用ため池の緊急点検を行った結果、対象となる 392 か所のた
め池全てについて、大きな異常がなかったことを発表
● 山形グランドホテル（山形市）で、産学官金労言の連携による「オールやま
がた人材確保・生産性向上推進協議会」の第１回会合を開催 山形で暮らし
たい人や働きたい人や山形に貢献したい企業団体を応援する「やまがた創生
宣言」を採択

31 日

9月

4日

4日

5日

6日

6日

6日

6日

24

7日

●

県庁講堂で、高病原性鳥インフルエンザ発生時の防疫演習を実施

殺処分等

の防疫対策業務への従事が想定される本庁職員等 134 名を対象に、防護服の

●

着脱方法の実習を行うとともに殺処分作業の手順等を確認
野田総務大臣が、ふるさと納税を地域活性化に活用している好事例視察のた

9日

●

め、新庄市、寒河江市、最上町を訪問
最上町長に現職の髙橋重美氏が当選し５選

10 日

●

カメイ株式会社代表取締役社長の亀井文行氏に対し、知事から「やまがた特
命観光・つや姫大使」の委嘱状を交付

11 日

●

知事は、山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟会長として、国土交通省の石
井国土交通大臣及びＪＲ東日本の喜勢常務取締役に対し要望活動を実施

8日

奥羽・羽越両新幹線の早期実現及び奥羽新幹線の実現を見据えた福島－米沢
間トンネル整備の早期事業化について要望 県奥羽・羽越新幹線整備実現同

13 日

13 日

13 日

14 日

16 日

●

盟及び県内４地域の推進組織が合同で実施
県は、北海道胆振東部地震で大きな被害を受けた北海道厚真町の避難所運営

支援のため県職員 30 人を派遣することを発表（派遣期間は 9/16～9/23） ま
た、20 日には、罹災証明書発行に必要な被害認定調査を行うため、県職員
７人、市町村職員 13 人を派遣することを発表（派遣期間は 9/25～10/4）
● 平成 30 年度避難者アンケート調査の結果を公表 介護などを必要としてい
る人のうち約３割が、相談先が分からないなどの理由から福祉サービスなど
を利用できていない状況が判明
● デビュー９年目を迎える「つや姫」と今秋に本格デビューを控えた「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、チーム雪若
丸のメンバーら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
● 平成 30 年度９月補正予算案を県議会に内示 最上、庄内地域を中心にした
８月前半の大雨による災害復旧費などに約 62 億円を計上したほか、「やま
がた創生」の展開強化に向けた人材育成、インバウンド拡大を目指すプロ
モーション強化費などについて、一般会計の補正予算額 128 億 6,500 万円を
計上
◎ 知事は、ハワイ山形県人会設立 50 周年祝賀会への参加と、「つや姫」をは
じめとする県産品のトップセールスのため、ハワイ州を訪問しハワイ州在住
の観光関係者等に「やまがた特命観光・つや姫大使」を委嘱するとともに県
産品の PR などを実施（～9/17）

18 日

●

19 日

●

拓殖大学文京キャンパス（東京都）で、県と拓殖大学との「学生 UI ターン
就職促進に関する協定」締結式を開催 両者が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を図るもの
民間企業のノウハウやネットワークを活用しながら施策の効果を高めるこ
とを目的に、県庁で「民間企業との連携推進会議」を開催 これまで各部局
ごとに行っていた企業との連携について、全庁組織として窓口を一元化する
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ことで取組みを加速する狙い

21 日
21 日

●
●

県議会９月定例会が開会（～10/12）
厚生労働省からの依頼により行った旧優生保護法に基づく県内での優生手
術の調査結果を公表 調査の対象となった市町村や民間医療機関など 15 か
所で 169 人が優生手術を受けたことが判明 ただし、既に公表している 151

21 日

●

人分のうち、少なくとも 125 人分が重複
鶴岡市内で平成 31 年度の大型観光誘客事業「新潟県・庄内エリアデスティ
ネーションキャンペーン」に向けたプレ DC のキックオフ会議を開催 観光
関係者等約 50 名が出席し、プレ DC 期間の誘客促進に向けて誘客促進に一丸

22 日

●

となって取り組む決意を表明
県立博物館において、プライム企画展「ヤマガタダイカイギュウと人魚たち
－１千万年、進化のドラマ－」を開催（～12/2）

23 日

●

23 日

●

27 日

29 日

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 テーマは「天命～未来への回帰」

数え年で 99 歳の白寿を迎える方に知事から賀詞を贈呈 対象者は 854 人（男
性 153 人、女性 701 人）
● 山形市在住の 30 代の男性が風しんに感染したことを確認 県内では８月中
旬、県外在住の 10 代の男性が本県を訪れた際に風しんに感染したことが確
認されていたが、県内在住者の感染確認は今年初
◎ 霞城セントラル（山形市）で、
「雪若丸」の本格デビューイベントを開催 知
事、JA 山形中央会会長、県議会議長らが出席

10 月
1日

●

1日

●

1日

●

2日

●

県庁で、地方版図柄入りナンバープレート交付式を開催 10 月１日から全
国で地方版図柄入りナンバープレートの交付が開始された 山形県版のデ
ザインは、「さくらんぼの里 山形」（山形）、「稲穂の波と鳥海山」（庄
内）の２種類 ふるさと愛をのせて走る広告塔として期待
県議会は、7 月に発生した豪雨災害により大きな被害を受けた広島県、岡山
県及び愛媛県に対し災害見舞金を贈呈
鶴岡市内で平成 31 年度の大型観光誘客事業「新潟県・庄内エリアデスティ
ネーションキャンペーン」に向けたプレ DC のオープニングセレモニーを開
催 庄内５市町の首長及び観光関係者による鏡割りを行い、プレ DC が開幕
国土交通省は、山形－東京（羽田）便の朝夕２往復運航を平成 32 年３月ま
で１年間延長することを発表 先の有識者懇談会においてこれまでの３年
間の取組みについての評価が行われ、全ての委員が延長可と評価 同便の２
往復運航は、国土交通省の「羽田発着枠政策コンテスト」で羽田発着枠１枠
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の配分を受けているもので、平成 30 年度末が期限となっていたもの

4日

●

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

5日

●

自治会館（山形市）で山形県「ラ・フランス」振興協議会を開催 本年産「ラ・
フランス」の収穫適期および販売開始基準日（10 月 22 日）を決定 またオー
ル山形体制で、名称「山形ラ・フランス」を地理的表示（GI）保護制度に登
録申請することを決定

5日

●

農産物の安全基準を示した認証制度「県版 GAP」の登録証交付式を JA みち
のく村山本店（村山市）で開催 「JA みちのく村山すいか生産部会山形県
版 GAP 研究会」が申請した「尾花沢すいか」が認定第１号に決定

5日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

11 日
12 日

12 日

●

県議会は、本会議開催中の大規模地震発生に備え、県議事堂で避難訓練を実
施 平成 29 年度に策定した「山形県議会危機管理マニュアル」に沿った初
めての訓練で、全議員が参加し非常時の動きを確認
● ４月に開業した「道の駅米沢」の来場者数が 100 万人を達成 現地でセレモ
ニーが行われ、100 万人目となった来場者に米沢市長から記念品を贈呈
◎ ザ・キャピトルホテル東急（東京都千代田区）で、「雪若丸」のデビューイ
ベント、CM 発表会を開催 イメージキャラクターに俳優の田中圭さんを起
用 早期の認知度向上及びブランド化を図るため、首都圏や関西圏及び県内
で同日から CM 放映を開始 同日、銀座三越店、日本橋三越本店で「つや姫」
と「雪若丸」のトップセールスを実施
●

10 月７日から８日にかけて台風第 25 号が本県に接近 庄内地域を中心に強
風となり、けが人や建物被害が出たほか、倒木による停電が発生
● 遊学館（山形市）で、平成 30 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開催 功労者として１個人・１団体が、チャレンジ賞と
して１個人・１団体がそれぞれ受賞
● ８月の記録的豪雨により線路の土台が流されるなどの被害を受け、運転を見
合わせていた JR 陸羽西線の古口－清川間が運転を再開
● 平成 29 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 平成 28 年
度、26 年度に次ぎ、過去３番目に多い 4,512 万人（前年度比 98.5%）
● 平成 30 年人事委員会勧告（月例給、ボーナスともに引上げ）
◎ 故石坂公成氏に「山形県名誉県民」の称号を贈ることを決定 花粉症などの
アレルギーの原因となる「免疫グロブリンＥ」を発見し、アレルギー現象の
発生機序を解明するなど、医学、医療の発展に大きく寄与され、県教育委員
会委員長として本県の人材育成にも尽力された功績によるもので、名誉県民
は４人目
●

県、山形市及び天童市は、ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会との間
で、ラグビーワールドカップ 2019™公認チームキャンプ地契約を締結 サモ
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ア代表の公認キャンプ地に正式決定
15 日

◎ 県庁で行財政改革推進本部会議を開催

平成 29 年 12 月以降、６回にわたり

情報公開・提供全般について幅広い観点から検証を行ってきた県の第三者委
員会「見える化委員会」が提言した情報公開・提供に関する改善案に基づき、

●

必要な制度の整備や運用の見直しを行うことを決定
新潟県内で平成 31 年度の大型誘客事業「新潟県・庄内エリアデスティネー

16 日

●

ションキャンペーン」に向けた「全国宣伝販売促進会議」を開催
山辺町長に現職の遠藤直幸氏が当選し６選

17 日

●

インバウンド向け山形県観光 PR ショートムービー（春・夏編）を公開

16 日

観

光庁の東北観光復興対策交付金を活用して制作 「STAY YAMAGATA」のタイ
トルで、外国人観光客が滞在型観光を通して、山形のゆったりした空気や郷

18 日

●

18 日

●

19 日

●

21 日

●

22 日

●

23 日

●

23 日

●

24 日

●

土料理、素朴で優しい人々に触れるという構成を映像で表現
県は、酒田市で鳥海山火山防災協議会を開催 鳥海山が積雪期に大規模な噴
火を起こした場合、県内の避難対象は 8,000 人を超えるとの避難計画を承認
県議会は、９月６日に発生した北海道胆振東部地震により大きな被害を受け
た北海道に対し災害見舞金を贈呈 都道府県会館（東京都）で志田英紀県議
会議長が大谷亨北海道議会議長に目録等を贈呈
台湾桃園国際空港と山形空港・庄内空港を結ぶ中華航空の国際定期チャー
ター便が 10 月 19 日から２月 12 日までの間、計 144 便が運航されることを
受け、山形空港で歓迎セレモニーを開催し、知事が旅行者に対して県産果物
ジュースなどの記念品を贈呈
「おいしい魚加工支援ラボ」が県水産試験場（鶴岡市加茂）に整備され、完
成を祝うオープニングセレモニーを開催 同施設は県産水産物のブランド
化や付加価値向上に向け、鮮度保持技術の高度化や加工品の試作・開発など
をサポートする研究研修施設
中央省庁における障害者雇用率の不適切な算定問題を受け、厚生労働省が全
国の自治体を対象に障がい者の雇用実態を再調査した結果を公表 全国で
3,809.5 人の水増しが判明し、都道府県別の知事部局における不足数は本県
が 76 人と最多
本県の立地環境等を PR し企業誘致を促進するため、東京において「やまが
た企業立地セミナー」を開催 セミナーでは、知事がトップセールスを行う
とともに、進出企業等による講演やレセプションを実施 190 人（115 社・
団体）が参加
平成 30 年度（平成 29 年６月から平成 30 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 344 人となったことを発表
前回調査を 35 人上回り、３年連続で東北最多
名鉄百貨店本店（名古屋市）及び阪神梅田本店（大阪市）で「つや姫」と「雪
若丸」のトップセールスを実施

28

25 日

●

平成 29 年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する
調査」結果を公表

県内の小中学校・高等学校・特別支援学校で計 6,329 件

のいじめが認知され、過去最高だった昨年度より減少 いじめ防止対策推進
法の施行を受け、統一アンケートを始めた平成 25 年度以降初の減少 暴力

30 日

●

行為、不登校は増加傾向
ジャカルタ・アジアパラリンピック大会の競泳 100ｍバタフライと 200ｍ個
人メドレーの２種目で金メダルを、100ｍ平泳ぎで銀メダルを獲得した東海
林大選手が知事を表敬訪問

31 日

◎ 日本の宿古窯（上山市）で「北海道東北地方知事会議」を開催 東日本大震
災や北海道胆振東部地震など、近年、災害が激甚化・多発化している状況を
受け、災害による被害を最小限に食い止め、住民が安心して暮らし、安定的
に産業活動が行える地域づくりに向けた広域的な連携の重要性などについ
て議論 吉村知事から、高速道路やフル規格新幹線の整備、地方空港の機能
強化などの広域的な交通ネットワークの整備加速を政府に求める特別決議

31 日

●

を提案し、全会一致で採択
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団体）並びに山形県薬事功労者知事感謝状（６名）及び
健康づくり・栄養改善関係功労者知事感謝状（９名）の贈呈式を県庁で開催

11 月
2日

●

2日

●

2日

●

2日

●

3日

●

3日

●

4日

●

県庁で、第１回県公文書管理条例検討委員会を開催 第三者委員会「見える
化委員会」の提言を受け、文書の作成義務や、各種諮問を受け調査審議する
第三者機関の設置などを盛り込んだ条例の骨子を提示 年内に計３回の会
合を開催した後、パブリックコメントを経て来年の県議会２月定例会に条例
制定案を上程する予定
10 月に福井県で開催された、第 73 回国民体育大会（福井しあわせ元気国体）
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校３年の鈴
木伶奈選手が教育長を表敬訪問
県は、日本海で違法操業する北朝鮮漁船の取締りの強化を求める要望書を水
産庁長官に提出
外航クルーズ船社「シルバーシークルーズ」の幹部であるジャスティン・ポー
ルセン氏が知事を表敬訪問 観光庁等の主催で実施する同社の幹部招聘事
業の一環で来県
齋藤茂吉文化賞（４名）、山形県産業賞（３名）及び山形県科学技術賞（１
名）の贈呈式を合同で開催（山形市・文翔館）
県立博物館において、日本遺産「山寺が支えた紅花文化」認定記念展示事業
を開催
「平成 30 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）
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を文翔館（山形市）で開催

8日

県内からは、叙勲 45 名、危険業務従事者叙勲

37 名、褒章１団体、13 名が受章
◎ 皇太子殿下が「第 21 回全国農業担い手サミット in やまがた」に御臨席、併
せて 11 月 7 日から 8 日まで地方事情を御視察 8 日に山形国際交流プラザ
（山形市）で開会式を開催 引き続き全国優良経営体表彰、担い手メッセー
ジ、パネルトークを実施 翌 9 日にかけては、県内各地域で地域交流会が開
催され県内外から集まった農業関係者が情報交換、現地視察を通し交流
「平成 30 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）

12 日

●

12 日

の表彰式が東京都内で開催 本県から２名が表彰
◎ 酒田市の 30 代の男性が風しんに感染したことが判明

県内での感染の届け

出は今年に入って３人目 これ以降、県内での感染が広がり、12 月末まで
の感染者は計 13 人となり過去 10 年で最多
13 日

13 日

15 日

15 日

15 日

16 日

16 日

19 日
19 日

●

山形県障がい者雇用に係る検証委員会を設置 11 月 30 日に第１回委員会
を、12 月 26 日に第２回委員会を開催し、障害者雇用率の算定に係る障がい

者の把握について、厚生労働省の通知やガイドラインによらない不適切な計
上に至った経過及び原因を検証するとともに、今後の採用のあり方等につい
て具体的な検討を実施
● 鶴岡市大網の七五三掛地区で平成 21 年に発生した大規模な地すべり災害を
受け、農林水産省が行っていた「庄内あさひ農地保全事業」が完工 地下水
を排除する長さ 1.6Km の排水トンネルや集水井 13 か所等を施工し、直接被
害を受けた七五三掛地域の他、庄内平野の農地約１万 ha を保全
● 県及び新庄市をはじめ、国、県警、自衛隊などの関係機関から職員が参加し
テロ攻撃を想定した国民保護共同図上訓練を実施、有事への対応を確認
● 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
発展方策や人材の育成・確保対策などについて意見交換
● 測量設計業協会会館（山形市）で、大玉さくらんぼ新品種「山形Ｃ12 号」
の生産者登録証交付式を実施 県内の約 1,400 経営体から約 16,700 本の申
請を受け、取りまとめ団体に登録証を交付 登録生産者への苗木の配付は
12 月以降を予定
● 山形県総合運動公園陸上競技場の施設命名権について、県は、現命名権者で
あるエヌ・デーソフトウェア株式会社と契約の更新について合意 契約期間
は平成 31 年３月１日から平成 34 年２月 28 日までの３年間で、契約金額は
年間 2,100 万円
● 山形県工業技術センターは、大正７年に創立されて以来、平成 30 年で 100
年が経過 センター100 周年記念事業として記念式典及び記念講演会を開催
● 長井市長に現職の内谷重治氏が当選し４選
◎ 県が初めて実施した「山形県子どもの生活実態調査」の結果を公表 平成
29 年の本県の子どもの貧困率は 16.0％で、国民生活基礎調査による平成 27
年の全国平均の 13.9％を 2.1 ポイント上回る状況
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20 日

●

天童市市民文化会館で第 68 回山形県・県民福祉大会を開催

「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」の大会主題のもと、社会

20 日

●

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
「平成 30 年度子供と家族・若者応援団表彰」「未来をつくる若者・オブ・
ザ・イヤー」における内閣府特命担当大臣表彰の受賞者及び「子供と家族・
若者応援団活動事例紹介事業（チャイルド・ユースサポート章）」の受章者

20 日

●

が決定し、本県からはそれぞれ１団体が受章
遊佐町の十里塚海水浴場付近で、朝鮮半島からのものとみられる木造船の漂
着を確認 県内での確認事例は平成 30 年度に入ってから初めてで、これ以
降、12 月末までに３件の漂着を確認

22 日

●

吉村知事は、秋田県、福島県、新潟県及び他関係自治体の首長等とともに、
菅官房長官、石井国土交通大臣他に対して高速道路３路線の整備推進を図る
ため、東北中央自動車道、日本海沿岸東北自動車道、宮城・山形横断自動車
国道建設促進同盟会の合同要望活動を実施

23 日

26 日

26 日

26 日

27 日

27 日

28 日

28 日

29 日

◎ 本県のものづくりの魅力を伝える PR 事業として、東京二子玉川「蔦屋家電」
にて、トークイベントと山形の地酒入門講座を開催 同時に、店内平台で色
彩豊かで上質な山形県産品を展示
● 第 56 回技能五輪全国大会の西洋料理職種で銀賞を獲得した株式会社ジョイ
ンセレモニーパレスグランデールの堀川茜氏及び第 38 回全国障害者技能競
技大会の製品パッキング種目で銀賞を獲得した山形航空電子株式会社の高
野叶夢氏が県庁を訪れ、知事に大会の成果を報告
● 平成 30 年度卓越した技能者の表彰（現代の名工）を受賞した２名及び職業
能力開発関係厚生労働大臣表彰を受賞した１個人・３団体が知事を表敬訪問
● 平成 30 年度「輝けやまがた若者大賞」賞状授与式を知事室で開催 地域活
性化に寄与する若者の優れた功績・成果または地道な取組みなどをたたえる
もので、受賞４団体・１個人に知事から賞状と記念品を贈呈
● ホテルメトロポリタン山形（山形市）で、平成 30 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、３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１名、１団体が、それ
ぞれ受賞
● 山形グランドホテル（山形市）で平成 30 年度山形県教育功労者表彰式を開
催 教育行政、学校教育、体育・スポーツの３分野で８人を表彰
● 本県沿岸で朝鮮半島からとみられる木造船の漂着が相次いでいることを受
け、県は、県警察、酒田海上保安部及び沿岸市町などの関係機関による連絡
調整会議を開催 県民の安全を確保するため、県民への注意喚起やマニュア
ル、今後の対応などについて確認
● 県は、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「山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業」として、株式会社ジェ
イ・サポートを選出し表彰式をメトロポリタン山形（山形市）において開催
◎ 本県の「遊佐の小正月行事（アマハゲ）」を含む「来訪神：仮面・仮装の神々」
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が、ユネスコ無形文化遺産代表一覧表へ記載されることが決定
29 日

●

県庁で、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」が実施したもので、同会議
会長である吉村知事が「高齢者への注意喚起を中心に、万全の対策が必要」

30 日

●

とあいさつ
パレスグランデール（山形市）で「第４回全国森林ノミクスサミット in 山
形」を開催 知事から「やまがた森林ノミクス大使」として前林野庁長官の
沖修司氏に委嘱状を交付 「やまがた森林ノミクス」宣言から５年目の節目
に取組みを一層推進していくため「やまがた森林ノミクス大使」を創設した

30 日

●

もの
ホテルメトロポリタン山形（山形市）で「平成 30 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し「2018
年やまがた公益大賞」を３団体に授与

30 日

●

県庁で、平成 30 年度「里の名水・やまがた百選」の選定書交付式を開催 県
内８市町村の湧水計 11 か所を新たに選定し、代表者に知事から選定書を交
付 選定された湧水は今回を含めて合計 44 か所

30 日

●

公立高等学校及び県立中学校の入学者選抜における入試の採点ミス問題を
受け、「採点マニュアル」を策定し、採点業務研修会を開催 その後、各学
校において校内研修会及び採点シミュレーションを実施

12 月
3日

●

3日

●

3日

●

4日

●

4日

●

平成 31 年度当初予算の要求概要を公表
年度当初比 0.6％増）

4日

●

文部科学省（東京都）において、平成 30 年度「障害者の生涯学習支援活動」
推進に係る文部科学大臣表彰の表彰式が開催され、山形市身体障害者福祉協
会の「障がい者生きがい創出活動」が受賞

中華航空台湾地区行銷協理の馮震宇（ヒョウ シンウ）氏他台湾主要旅行会
社幹部 10 名が知事を表敬訪問 県内観光地への台湾からの観光誘客の促進
を図るため、11 月 30 日から 12 月 4 日までの日程で、山形－台湾定期チャー
ター便を活用した台湾の旅行事業者やメディアの招聘事業の一環として実
施
「知事のほのぼの訪問」を実施（ところ：子育てランドあ～べ（山形市）、
団体名：特定非営利活動法人 やまがた育児サークルランド）
（「知事のほのぼの訪問」は、1/11 から 12/3 まで計９回実施）
全国少年の主張大会において内閣総理大臣賞を受賞した天童市立第三中学
校３年の岩淵礼姫さんが知事を表敬訪問
県議会 12 月定例会が開催（～12/21）
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一般会計の予算規模 6,085 億円（前

4日

◎ LCC（格安航空会社）のジェットスター・ジャパンの片岡優社長が知事と面
談 庄内－成田便の新規就航を検討している同社への協力を知事に要請

4日

●

庄内空港において、県、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、
株式会社ソニックの３者により、12 月 1 日から翌 4 月 30 日までの間、空港
直上の風情報を航空機の運航者へ提供する低層風情報提供システム
「（SOLWIN（ソルウィン）」の運用試験を実施することにあたり、現地説明

9日

●

会を開催
東北中央自動車道新庄金山道路の起工式を新庄市昭和の現地で開催

知事、

新庄市長、金山町長ら約 80 人が出席 完成すれば、金山町から新庄市まで
の所要時間が現行の国道 13 号を通行する場合に比べて８分短縮され 16 分に

9日

●

なる見通し
山形県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟及び山形県庄内地区羽越新幹線整備実
現同盟は、イオンモール山形南において、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 各地域の推進組織

10 日

13 日

13 日

14 日

17 日

17 日

と連携し、パネル展示や啓発グッズの配布のほか、青年会議所によるインフ
ラ整備に向けた署名活動とも連動しながら、県民の一層の理解促進と機運醸
成をはかる取組みとして、平成 30 年は 1/28 から 12/9 まで計 10 回実施
● 県庁で平成 30 年度山形県商工観光功労者表彰の表彰式を開催 商工観光事
業に精励し、商工業の振興及び地域経済の活性化に貢献した方を表彰し、そ
の功績を顕彰するもので、今年度は６名が受賞
● 東北芸術工科大学
（山形市）で「フル規格新幹線の実現に向けた村山地域ミー
ティング」を開催 若者等の参画によりグループワークを通して、フル規格
新幹線の整備効果や活用方策についての議論を深め、理解促進を図るととも
に、県内における一層の機運醸成と運動拡大を図ることを目的に山形県奥
羽・羽越新幹線整備実現同盟、山形圏域奥羽新幹線整備実現同盟会が主催
各地域推進組織と連携し、平成 30 年は 10 月 12 日に最上地域、11 月 29 日
に庄内地域でそれぞれ開催
● 「平成 31 年度愛鳥週間用ポスター原画コンクール（主催：公益財団法人日
本鳥類保護連盟）」において、山形市立第十小学校５年鈴木美羽さんが、最
高賞である連盟総裁賞を山形県で初受賞 鈴木さんの作品は来年度の愛鳥
週間用ポスターの原画として採用
● 山形県建設会館で「山形県農業再生協議会臨時総会」が開かれ、2019 年産
米の「生産の目安」について協議 県産米の売れ行きが好調なことや全国で
のシェアが回復傾向にあることを受け、県全体で 34 万 3 千トン（前年比 5,840
トン増）とすることに決定
◎ 県庁で、四季のリゾート「世界の蔵王」を目指し、産学官民の連携組織によ
る「新『世界の蔵王』プロジェクト会議」の初会合を開催 蔵王をけん引役
に、国内外の旅行者を県全体に呼び込むため、新たなブランドコンセプトに
よるハード、ソフト両面での事業化に向けた意見交換を実施
●

ホテルメトロポリタン山形（山形市）で県中小企業団体中央会と吉村知事の
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意見交換会を実施

各団体が活動状況や課題について報告するとともに、知

20 日

事に対して解決策を提言
◎ やまがた創生懇談会を県庁で開催
などについて意見交換

20 日

●

本県の発展方策や人材の育成・確保対策

スポーツ庁が公表した 2018 年度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
（全国体力テスト）で、本県は小学５年女子と中学２年男女の体力合計点が
全国平均を上回るなど全般的に改善傾向 特に、女子は、小学５年生、中学
２年生とも 2008 年の調査開始以降で最高値

20 日

●

21 日

◎ 県議会本会議で「いきいき雪国やまがた基本条例」を可決 条例では、豪雪
災害対策や地域での除排雪の推進、雪を活かした地域活性化を盛り込み、
「克

「第６次山形県教育振興計画」の後期計画の策定に向け、県庁において、平
成 30 年度第１回第６次山形県教育振興計画（後期計画）検討委員会を開催

雪」、「利雪」、「親雪」を推進するうえでの県や市町村、県民、事業者の
役割分担、連携体制を明確化
21 日

21 日

21 日

21 日

25 日

25 日

◎ 県議会本会議で「山形県受動喫煙防止条例案」が可決され、東北で初となる
受動喫煙防止条例が成立 ３月 19 日の県議会厚生環境常任委員会におい
て、受動喫煙対策に取り組む飲食店への助成などを求める内容の附帯決議を
付して可決されたもの
● 平成 31 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 30 年度補正予算案においては、来年 10 月に予定されている消費
税率引上げに伴う幼児教育・保育の無償化をはじめとする社会保障の充実
や、消費税率引き上げによる経済への影響の平準化対策、TPP 協定の早期発
効に対応するための農林水産業の強化策などが計上されております。全体的
に、「やまがた創生」の推進に資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思います」と
コメント
● 県庁で、優良な民間社会福祉事業施設に対する天皇陛下から御下賜金を伝達
特別養護老人ホーム慈光園（長井市）の代表者に若松副知事が伝達 天皇誕
生日に際して、各都道府県及び政令指定都市から優良な民間社会福祉事業施
設・団体それぞれ１施設又は１団体が毎年伝達されるもの
● 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」が開
かれ、2019 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 いずれの市町村においても増産
● 県内 2,000 事業所を対象に県が実施した「外国人労働者の雇用実態に関する
アンケート結果」を公表 外国人の雇用経験のある事業所は２割にとどまる
ものの、外国人を既に雇用している事業所の８割以上が雇用継続の意思があ
り、雇用していない事業所でも半数以上が新規雇用を検討している状況にあ
ることが判明
●

農林水産省が平成 29 年農業産出額を発表 本県は、2,441 億円（前年比 2.1％
増）と３年連続増となり、全国順位は第 14 位（前年 14 位）、東北第３位（前
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年３位）
25 日

26 日

●

●

生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築するため、運動部活動の適切な運
営等の方針を示した「山形県における運動部活動の在り方に関する方針」を
策定
米沢市で、フル規格の奥羽新幹線及び福島－米沢間トンネルの実現を目指
す、置賜８市町の自治体・経済界等で構成する推進組織「置賜地域奥羽新幹
線整備・米沢－福島間トンネル整備実現同盟会」の設立総会を開催 同区間
のトンネル整備を含めた早期実現に向けて置賜一丸で取り組むことを確認
総会には自治体や団体の代表ら約 100 人が参加

26 日

●

県庁で、風しんに関する国の追加的対策に関する市町村担当職員向け説明会
を開催 抗体保有率が低い世代の男性を対象にした抗体検査及び予防接種
を来年から３年間、原則無料とする方針が示されたことを受けての対応で、
市町村担当者に対して対象者への通知等事業の開始に向けた準備を要請

27 日

27 日

●

●

吉村知事が、菅官房長官及び国土交通省の大塚副大臣に対し、奥羽・羽越新
幹線の早期実現及び奥羽新幹線の実現を見据えた福島－米沢間トンネル整
備の早期事業化について要望 県奥羽・羽越新幹線整備実現同盟及び県内３
地域の推進組織が合同で実施
大石田町次年子地区で計画されている大規模太陽光発電所（メガソーラー）
建設に関して、計画段階環境配慮書に対する知事意見を事業者に送付 周辺
環境に重大な影響を及ぼすことが懸念されるとし、地元の意見を十分尊重し
たうえで環境影響評価の手続きを行うなどを求める内容
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Ⅱ

２０１８
２０１８ 県政の主な動き
※ 担当課の名称は、平成30年度の組織名で表記されています。

26日
26日 ６年ぶりに「山形県豪雪災害対策本部」を設置

１月
今季最強クラスの寒気が流れ込み、非常に強い冬型の気圧配置となった影
響で、県内の多くの地域で平年を大幅に上回る積雪深を記録した。それ以降
も降雪が続き、豪雪となる恐れがあったことから、24日に最上総合支庁、26
日に村山総合支庁で「豪雪対策本部」を設置した。
これらを踏まえ、全庁的に雪害対策に取り組み、県民生活の安全・安心の
確保に万全を期するため、６年ぶりに「山形県豪雪災害対策本部」を設置し
た。
また、同日に「第１回山形県豪
雪災害対策本部本部員会議」を開
催し、吉村知事から、市町村、関
係機関等と連携を密にしながら、
豪雪への警戒や被害状況の把握、
雪害防止等の対策に取り組むよう
指示があった。
（危機管理課）

１日 「雪と文化」をテーマとした「国連世界観光会議」を開催
「雪と文化」をテーマとした「国連世界観光会議」を開催

２月
東北では初となる「国連世界観光会議」
を山形市で開催した。27の国と地域から
観光関係者やメディア、政府関係者など
約300名が参加し、「雪と文化」を活かし
た新しいツーリズムの可能性について議
論を交わしたほか、やまがた雪フェス
ティバル、蔵王の樹氷や伝統文化体験な
どを盛り込んだ県内視察ツアーを実施した。
会議の会場では、伝統的な雪国の暮らしぶりや雪を活用した新たな取組み
などについての展示も行われた。会議のまとめで、吉村知事は「先人が育て
てきた雪国文化を守り、観光資源としての魅力と価値を高めながら、次世代
に継承していきたい」との決意を述べた。
（インバウンド・国際交流推進課）
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９日 「やまがた森林（モリ）ノミクス」シンボルマークの発表
本県の豊かな森林資源を活用し
て地域活性化を図ることを目的と
した「やまがた森林（モリ）ノミク
ス推進会議」が開催され、その冒頭
で、吉村知事が、東北芸術工科大学
の中山ダイスケ教授とともに「やま
がた森林（モリ）ノミクス」のシン
ボルマークを発表した。
このマークは山形県の「山」という文字の形をシンボルとしてデザインさ
れ、「鳥」、「緑の葉」、「赤い実」は、それぞれ山形県の多様な生き物、
豊かな木々、豊かな実りを表している。
中山教授から、東北芸術工科大学の学生が「森林（モリ）ノミクス」につ
いて学習してマークを考えたとの紹介があり、吉村知事は、「シンボルマー
クを活用して『やまがた森林（モリ）ノミクス』の機運醸成を図りたい」と
述べた。
（林業振興課）

26 日 戦場カメラマン・渡部陽一さんが人生初の映像作品に挑戦
ものづくりを支える女性職人にフォーカスを当てた山形県もの
ものづくりを支える女性職人にフォーカスを当てた山形県もの
づくりＰＲ動画『ものの婦』を公開 公開開始から３日間で再
生回数100
生回数100万回を突破
100万回を突破

山形県産品の魅力を伝えるPR映像の第１弾として、山形県のものづくりを
支える女性職人たちをテーマに描いた動画『ものの婦』を公開。
動画タイトルの「ものの婦」は、山形県の「ものづくり」の現場で、日々
情熱を持って、ひたむきに戦い続ける女性職人を現代社会における「武士（も
ののふ）」と捉え、創作した造語であり、世界の戦場の最前線を取材・撮影
するジャーナリストの視点から見た、山形のものづくりの最前線と、そこで
戦う「ものの婦」の姿を、生き生きと描写した映像となった。
（産業政策課）
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３月

18日 国道47
国道47号余目酒田道路（庄内町廻
47号余目酒田道路（庄内町廻館～酒田市新堀）間開通
号余目酒田道路（庄内町廻館～酒田市新堀）間開通
（庄内町）
国道47号余目酒田道路（庄内町廻館～酒田市新堀）間の開通式典が吉村知
事のほか、原田庄内町長、丸山酒田市長、県選出国会議員他、多くの関係者
の参加のもと行われた。
吉村知事は「余目酒田道路の全線開通により、庄内地域と最上地域とのア
クセスが格段に改善され、酒田港の更なる振興や、観光ルート拡大などの効
果が発揮されるものと期待している」と述べた。
この全線開通により、国道７号または47号の利用と比較し、庄内町から酒田
市街地までの所要時間が約10分短縮される。

（道路整備課

高速道路整備推進室）

26日
26日 山形空港の年間搭乗者数が16
山形空港の年間搭乗者数が16年ぶりに
16年ぶりに30
年ぶりに30万人を達成
30万人を達成

山形空港の平成29年度の年間搭乗者数が30万人を突破した。山形空港は、平
成26年の羽田便２便運航や名古屋便就航、平成29年の札幌便就航と、４都市
８往復まで航空ネットワークが飛躍的に拡大した。この結果、搭乗者数が急
増し、平成26年度には20万人、平成28年度には25万人を超え、平成29年度は
平成13年度以来16年ぶりに30万人を達成した。
前日、山形空港で開催した記念式典では、若松副知事が「航空ネットワー
クの充実は、本県における産業活性化や観光交流の推進等に必要不可欠なも
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のである。これまで拡充されてきた路線の着実な定着を図り、山形空港のさ
らなる飛躍につなげていくため、引き続き、皆様方のお力添えをお願いした
い。」と挨拶した。関係者によるくす玉割りなどで30万人達成をお祝いした
後、同日から機材が大型化した羽田便の搭乗客をお見送りした。
（総合交通政策課）

29日 平成30
平成30年度
30年度公立高校入学者選抜において採点ミスがあったこ
年度公立高校入学者選抜において採点ミスがあったこ
とを発表 不合格とされた受検生１人の
不合格とされた受検生１人の追加合格を
追加合格を認定
県教育委員会は、３月10日に実施した公立高校入学者選抜において、県立
高校１校で受検生11人に採点ミスがあったことを発表し、不合格とされた１
人の追加合格を認定した。
その後、翌４月から５月にかけて県内の全ての公立高校と県立中学校を対
象に、平成28年度から平成30年度分（定時制は平成27年度分も含む）の解答
用紙の一斉点検調査を実施した結果、47校1,140人で1,202件の採点ミスが判
明。
これを受け、県教育委員会で採点ミス
の原因の調査、分析を行い、第三者委員
会での議論を経て、７月13日に「再発防
止・改善策」を策定した。また、11月に
は「採点マニュアル」を策定し、採点業
務研修会、校内研修会で周知・徹底を図
るなど、公正かつ適正な入学者選抜の実
施に向けた体制を整備した。
（高校教育課）

30日
30日 一般国道13
一般国道13号（東北中央自動車道）金山道路新規事業化決定
13号（東北中央自動車道）金山道路新規事業化決定
一般国道13号（東北中央自動車道）金山道路の新規事業化が決定された。
金山道路は東北中央自動車道の最後の未事業化区間であったが、新規事業
化により、福島県から秋田県までの全線で整備が行われることになった。
これをうけて知事は、「官民一体となって取り組んできた成果であり、東
北中央自動車道の全線開通が確実なものとなり、山形県の観光・産業振興、
ひいては『やまがた創生』を実現し、東北の発展、日本の発展につながるも
のと確信している」とコメントした。
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（道路整備課

高速道路整備推進室）

14日
14日 「やまがた百名山」ガイドブックが発刊

４月
平成28年度に県民・市町村の推薦を得て選定
された「やまがた百名山」をはじめとした県内
の山岳資源の魅力を伝えるため、県が山岳部分
について監修協力した「やまがた百名山」ガイ
ドブックが発刊された。
「やまがた百名山」全座についての概要や登
山ルート及び登山難易度等のほか、
「花の山」等
のテーマ別の巻頭特集、コラム「山歩き心得」、
食や温泉等の地域ごとの周辺観光情報を掲載。
発売直後から売行きが好評で増刷を重ね、県内
の大手書店では、この年の売上年間ランキングの総合部門で４位に入る大
ヒットとなった。
（みどり自然課）

15日
15日 東北中央自動車道（大石田村山ＩＣ～尾花沢ＩＣ）間開通
（村山市）
東北中央自動車道（大石田村山ＩＣ～尾花沢ＩＣ）間の開通式典が、吉村
知事のほか、志布村山市長、加藤尾花沢市長、庄司大石田町長、県選出国会
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議員他、多くの関係者の参加のもと行われた。
吉村知事は、「本日の開通を迎え、今年度中に「南陽高畠ＩＣ～山形上山
ＩＣ」間と「東根ＩＣ～東根北ＩＣ」間も開通予定であるなど、本県内の南
から北にかけて、高速交通網の整備が大きく前進していることを実感してい
る。県としても、事業進捗を図るための様々な協力を行い、今後も整備推進
に全力で取り組んでいく」と挨拶した。
同区間は通行無料であり、並行する国道１３号を利用した場合と比べ、所要
時間が約４分短縮される。

（道路整備課

高速道路整備推進室）

20日
20日 県内で
県内で21か所目となる
21か所目となる 道の駅「米沢」が開業
東北中央自動車道の米沢
中央ＩＣ近隣に、県内で21
か所目となる道の駅「米沢」
が開業した。開業式典は、国
土交通省、県、置賜地域８市
町の関係者ら約200人が出席
し、地元の上郷小学校児童に
よる沖縄の伝統芸能が披露
されるなど、盛大に開催された。
式典では、副知事が「地域活性化の拠点として大いに賑わい、置賜地域に
とどまらず、本県全体の“やまがた創生”の実現にもつながることを期待し
ている」と祝辞を述べた。
道の駅「米沢」は、県南のゲートウェイ機能を持った本県初の“重点「道
の駅」”として、県全体の観光情報の発信、外国人観光客にも対応する総合
観光案内所、パークアンドライド機能を有する交通結節点の役割を持ち、県
内外の方から広く活用してもらえる、本県の観光振興に欠くことのできない
重要な拠点になることが期待されている。
（道路整備課）
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26日
26日 「日本・ロシアフォーラム２０１８」
日本とロシアとの関係発展
の促進を目的にモスクワで開
催された「日本・ロシアフォー
ラム2018」に知事が参加した。
本フォーラムには、茨城県、広
島県、和歌山県のほか政財界の
トップの方々約200名が参加し、
日本・ロシア協力による経済成
長の可能性を探り、経済交協力、知的交流、文化交流を通した関係発展につ
いて議論が交わされた。「観光・極東」をテーマとしたメインフォーラムの
パネルディスカッションでは、知事がパネリストを務め、ロシア関係者に本
県の観光ＰＲ等を行った。
（インバウンド・国際交流推進課）

12日
12日 ＩＷＣ2018
ＩＷＣ2018「ＳＡＫＥ部門」審査会を東北で初開催
2018「ＳＡＫＥ部門」審査会を東北で初開催

５月

世界最大規模のワインコンクールであるＩＷＣ（インターナショナル・ワ
イン・チャレンジ）の「ＳＡＫＥ部門」審査会が、15の国と地域から59名の
審査員が来県して開催された。審査会には、国内外から過去最多の1,639銘柄
が出品され、本県の酒蔵は９部門中３部門で最高賞のトロフィーを受賞する
とともに、17銘柄が金賞を受賞し、金賞受賞数は、５年連続で全国一となっ
た。
また、歓迎レセプションや県内観光地視察も行われ、審査員に本県の豊か
な食文化や精神文化をアピールするとともに、審査会終了後は、チャリティー
試飲会を県内５市（19日 鶴岡市・酒田市・新庄市、20日 山形市・米沢市）
で開催し、7,000人を超える多くの方から本県の美食・美酒を堪能していただ
いた。
さらに、７月に英国・ロンドンで開催されたＩＷＣ2018アワード・ディナー
（授賞式）では、本県の東北銘醸株式会社（酒田市）が年間最優秀酒蔵を受
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賞。吉村知事がプレゼンターを務めたほか、在英国日本国大使館や日本食レ
ストラン等でも県産酒を中心とするプロモーションを実施。審査会をきっか
けに、新たな輸出取引が決定するなど販路拡大につながっている。
（商業・県産品振興課）

24日 本県が申請していた「山寺が支えた紅花文化」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、本県が申請していた
「山寺と紅花」をテーマとした歴史や
文化に関するストーリーが認定された。

山寺が深く関わった紅花栽培と紅
花交易は、莫大な富と豊かな文化をも
たらした。白壁の蔵座敷や雅な雛人形、
紅花染の衣装を身に着けて舞う舞楽
など、上方文化とのつながりを示す紅
花文化は今なお受け継がれている。
日本遺産は、平成27年の制度設立以来、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件程度が認定される見込みであり、認定を受けれ
ば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を受けられるようになる。県内では、「出羽三山」、
「北前船寄港地」、「サムライゆかりのシルク」に続き４件目の認定となる。
（文化財・生涯学習課）

26日
26日 交流拡大に向けて 山形－高雄（台湾）相互乗入型チャーター
便運航を利用したトップセールス
文化交流・経済交流等の分野で友好協力の覚書を締結している台湾・高雄
市との間で、互いの交流拡大につなげようと、山形空港と台湾の高雄空港を
結ぶ初めてのチャーター便が運航された。
山形空港では、やまがた愛の武将隊や県内のゆるキャラなどが観光客を歓
迎し、高雄空港では現地の伝統的舞踊による歓迎を受けた。
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知事を団長とする訪問団は、高雄市内
の百貨店や宜蘭県にオープンした「山
形」の名を冠したホテル「山形閣」に設
置したＰＲコーナーで県産品のプロ
モーションを実施したほか、航空会社及
び旅行会社に対しチャーター便誘致や
観光誘客拡大のためのトップセールス
を行った。また、一般ツアー参加者は台
湾の観光を満喫した。
（インバウンド・国際交流推進課）

23日
23日 第７回「日本一さくらんぼ祭り」を開催

６月
第７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、
「御来場の皆様には、
本祭りを楽しんでいただくともに、
観光果樹園巡りや名所旧跡を辿る
旅など県内観光地にも足を運んで
いただき、
『やまがたの魅力』発信に引き続き御協力くださいますようお願い
いたします。」と挨拶した。
また、今回の祭りには、駐日イギリス大使ポール・マデン閣下御夫妻に御
臨席を賜わり、山形の初夏をお楽しみいただいた。
祭り会場は、メインイベントとなる「日本一巨大な流しさくらんぼ」の他、
さくらんぼをコンセプトにした様々な趣向を凝らしたイベントで、昨年を上
回る24万８千人の来場者で大盛況となった。
（観光立県推進課）

７月

１日 外航クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が酒田港に初
寄港！
米国のプリンセス・クルーズ社が運航する大型客船「ダイヤモンド・プリ
ンセス」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、
「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。」と挨
拶した。
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船長からは「盛大な歓迎に感謝
します。この度、こんなにも素晴
らしい港に初寄港出来たこと、そ
して酒田港のおもてなしの素晴ら
しさに感極まっています。」と返礼。
出港時も大勢の県民が集まり、大
空に無数の風船を放ち、皆で花笠
を振って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）

15日
15日 国道47
国道47号新庄古口道路（戸沢村津谷～古口）間開通（戸沢村）
47号新庄古口道路（戸沢村津谷～古口）間開通（戸沢村）

国道47号新庄古口道路（戸沢村津谷～古口）間の開通式典が、吉村知事の
ほか、渡部戸沢村長、山尾新庄市長、県選出国会議員他、多くの関係者の参
加のもと行われた。
吉村知事は、「新庄古口道路の開通により、災害発生時等の代替ルートの
確保など信頼性向上や最上地域と庄内地域のアクセス改善による県内全体の
観光及び産業振興が図られることが期待されている。『やまがた創生』実現
のために欠かせない高速道路ネットワークの形成のため、全線開通に向け、
全力で取り組んでいく」と挨拶した。
（道路整備課 高速道路整備推進室）

23日
23日 内閣府がサテライトオフィスを設置
平成30年7月23日(月)から8月10日(金)まで、内閣府のサテライトオフィス
が、東北で唯一、村山市の村山総合支庁北村山地域振興局内に設置された。
開所式には、田中良生内閣府副大臣が出席し、若松副知事とともに、サテ
ライトオフィスの看板を設置した。
当該オフィスは地方創生の加速化を図るため全国に計８か所設置され、政
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府の職員がここを拠点に市町村に出向
くなどして意見交換等を行い、地方創生
関係施策の相談対応や周知広報等を
行った。
（市町村課）

８月

１日 「猛暑・少雨渇水など異常気象に係る緊急会議」を開催
平成30年７月は気温35度
以上の猛暑日が12日、気温30
度以上の真夏日が13日と、連
日、命に係わることもある危
険な暑さが続いた。また、梅
雨明けが７月14日と平年よ
り11日早かった影響もあり、
７月の降水量は平年の３割程度となったことから、最上川の水量が不足し、
酒田市で給水制限が行われたほか、置賜地域を中心に水不足による農作物へ
の影響が懸念された。
これを受け、県では知事、副知事、部局長出席のもと、「猛暑・少雨渇水
など異常気象に係る緊急会議」を開催し、現況や情報を共有するとともに、
今後の対応について協議を行った。
（危機管理課）

６日 「８月５日からの大雨に係る緊急対策会議」を開催
８月５日から６日にかけて、最上地域と庄内地域を中心に大雨が続き、各
地で観測史上最も多い降水量となるなど、記録的な豪雨となった。
このため、５市町村、約９千人に避難指示が発令され、11市町村、約７万
５千人に避難勧告が発令された。浸水等による建物被害、土砂崩れ等による
集落の孤立、道路の通行止め、停電、断水、鉄道の不通など、被害が各地で
発生した。
これを受け、県では知事、副知事、部局長の出席のもと「８月５日からの
大雨に係る緊急対策会議」を開催し、県内の状況などの情報を共有するとと
もに、被害の復旧に全力を尽くすことや、新たな土砂災害の発生について十
分に警戒することなど、今後の対応について協議を行った。
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写真提供：国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所

（危機管理課）

14日
14日 農林水産省は「世界かんがい施設遺産」に北楯大堰（庄内町）
が選出されたことを発表 県内では初の登録
米どころ庄内平野の礎を築いた「北楯
大堰」が、県内で初めて世界かんがい施
設遺産に登録された。
北楯大堰は1612年に最上義光の家臣で
狩川城主の北館大学助利長が、困窮する
領民を救うべく、当時不毛の地であった
狩川、余目、酒田に月山を水源とする立
谷沢川から水を引くため開削した農業用
水路である。この水路の完成により、約5,000haが開田され、57年間で46の村
落が新たに誕生し、現在の村落景観を形づくった。
世界かんがい施設遺産は、かんがいの歴史・発展を明らかにし、理解醸成
を図るとともに、かんがい施設の適切な保全に資することを目的として、2014
年に国際かんがい排水委員会が創設した制度。2018年現在、世界の77カ国・
地域が加盟している。
（農村計画課）

20日
20日 「山形県奥羽・羽越両新幹線整備実現同盟」総会・促進大会
の開催
県と県議会、市町村、経済界等、オール山形メンバーによる山形県奥羽・
羽越新幹線整備実現同盟の平成30年度総会・促進大会を山形市内で開催した。
会長の吉村知事は、2017年11月にＪＲ東日本から福島～米沢間のトンネル
整備構想に関する調査報告があったことに触れ、「この実現に向けて、今年
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度から本同盟の取り組みのステージを一段高めていく」と挨拶。
日本青年会議所東北地区山形ブロック協議会 恩田会長による意見発表に
続き、山形大学学術研究院 粟野助
教が、「山形新幹線の短絡トンネル
整備の意義～福島・米沢間交通の歴
史をふまえて～」と題して講演を
行った。
続いて、山形県経営者協会 寒河
江会長が提案した、山形新幹線の福
島～米沢間のトンネル整備の早期
事業化を最重要課題とする大会決議が満場一致で承認された後、吉村知事の
「エイエイオー」のときの声で、参加者たちは福島～米沢間のトンネル整備
の1日も早い事業化と奥羽・羽越新幹線の早期実現を誓った。
（総合交通政策課）

20日
20日 職員の障害者雇用率の算定において不適切な取扱いがあった
ことが判明
知事部局等（企業局及び病院事業局を含む。）の障がい者雇用率に係る障
がい者数の把握方法において、長年にわたって厚生労働省の通知やガイドラ
インに基づかない不適切な方法によっていたことが判明。
障がい者として計上していた職員について、障がい者に該当するか精査し
た結果、法定雇用率に満たない結果となった。
このことを受け、これまで障害者雇用率算定に係る事務に関係した職員全
員を処分するとともに、知事及び副知事の給料を減額した。
また、外部有識者５名による山形県
障がい者雇用に係る検証委員会を設
置し、不適切な計上に至った経過及び
原因を検証するとともに、今後の障が
い者の採用のあり方等について助言
を得るため、11月及び12月に２回の審
議が行われた。

（人事課）
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23～
23～28日
28日 「大連トップセールス」及び「山形県黒龍江省友好県省
締結25
締結25周年記念式
25周年記念式典」を実施
周年記念式典」を実施
東北観光推進機構が主催する「大連トップセールス」及び「山形県黒龍江
省友好県省締結25周年記念式典」に知事が参加した。
大連市において、海外では３回目となる東北６県と新潟県の知事等による
合同トップセールスを行い、大連からの更なる誘客拡大に向け、「オール東
北」で魅力を発信するとともに、本県の豊かな観光資源をＰＲした。
ハルビン市では県議会副議長、県議会議員、金融・経済関係者らとともに黒
龍江省人民政府及び人民代表大会常務委員会を訪問するとともに、王文濤省
長と一層の交流と協力を推し進めることに合意し、覚書を締結した。

（インバウンド・国際交流推進課）

28日
28日 「おいしい庄内空港」が累計搭乗者数1,000
「おいしい庄内空港」が累計搭乗者数1,000万人を達成
1,000万人を達成
平成３年に開港した「おいしい庄内空
港」の累計搭乗者数が1,000万人を達成
した。
当日、庄内空港で「1,000万人達成記
念セレモニー」が開催され、達成を記念
した「くす玉開き」が行われたほか、
1,000万人目の達成者に、ＡＮＡ庄内支
店・庄内空港ビル株式会社から記念品が贈呈された。
また、達成便となった398便（庄内発12:50）の搭乗者の方々には、「1,000
万人達成搭乗記念証明書」等がプレゼントされた。
（庄内総合支庁総務課 連携支援室）

31日
31日 「８月30
「８月30日からの大雨に係る緊急会議」を開催
30日からの大雨に係る緊急会議」を開催
８月５日から６日にかけての豪雨災害からの復旧に取り組んでいた矢先の
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８月30日から31日にかけて、最上地域と庄内地域を中心に再び豪雨に見舞わ
れた。河川の越水、道路の冠水のほか、同月５日から６日にかけての豪雨災
害に見舞われたばかりの集落が再び浸水被害を受けるなど、深刻な被害が生
じた。
これを受け、県では知事、副知事、
部局長出席のもと「８月30日からの大
雨に係る緊急会議」を開催し、県内の
状況などの情報を共有するとともに、
土砂災害の発生や浸水について十分に
警戒することや、市町村や関係機関と
連携して適切な対応がとれるよう万全
を期すことなど、今後の対応について
協議を行った。
（危機管理課）

４日 菅官房長官らへ豪雨災害に関する緊急要望を実施
菅官房長官らへ豪雨災害に関する緊急要望を実施

９月
吉村知事は、８月５日からの大雨及び
８月30日からの大雨により最上・庄内地
域を中心に甚大な被害が発生したこと
を受け、政府に対して「豪雨災害に関す
る緊急要望」を実施し、菅官房長官、牧
野国土交通副大臣、礒崎農林水産副大臣
及び林﨑自治財政局長にそれぞれ要望
書を提出した。
菅官房長官から「私が責任を持って関係省庁にしっかり対応させる」
と、政府として全力で支援する考えが示されたほか、関係府省から災害復旧
支援に向けた前向きな回答を得た。
（企画調整課、危機管理課、農政企画課、管理課）

16～17日
17日 「ハワイ山形県人会創立50
「ハワイ山形県人会創立50周年記念祝賀会」及び「
50周年記念祝賀会」及び「「つや
姫」トップセールスin
姫」トップセールスinハワイ」
inハワイ」
ハワイ山形県人会創立50周年記念祝賀会への参加及び「つや姫」トップセー
ルスinハワイのため、知事がハワイを訪問した。
ハワイ山形県人会創立50周年記念祝賀会では、長きにわたり本県との友好
親善の発展に大きく貢献されてきた方々に対し、感謝状を贈呈するなど、交
流を深めるとともに、観光関係者など、現地で発信力のある方々を新たに「や
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まがた特命観光・つや姫大使」に委嘱
し、今後、様々な場面で幅広く本県の
ＰＲを行っていただくこととした。
また、ホノルル市内の商業施設では、
県産品の輸出拡大に向けた「つや姫」
や県産農産物の加工食品の試食・販売、
工芸品等の展示、本県への観光誘客に
向けたＰＲなど、山形全体の魅力を発
信した。
（インバウンド・国際交流推進課、６次産業推進課）

29日
29日 「雪若丸」デビューイベントを開催
「雪若丸」デビューイベントを開催
山形県水稲新品種「雪若丸」の
本格デビューに合わせ、デビュー
イベントを山形市の霞城セント
ラルで行った。
200袋限定で用意した精米２キ
ロは、販売開始から15分余りで完
売し、200個限定のおにぎりふる
まいも好評で、「粒がしっかりし
ておいしい」という声が聞かれた。
オープニングセレモニーで、吉村知事は、
「『雪若丸』が全国の消費者の方々
から愛されるお米となるよう、県民の皆様から応援していただきたい」と述
べた。
（県産米ブランド推進課）

10 月

６日 「雪若丸」デビューイベント・ＣＭ発表会、
「つや姫」
「雪若
丸」トップセールスを開催
東京都のザ・キャピトルホテル東急
において、「雪若丸」デビューイベン
ト・デビューＣＭ発表会を行った。吉
村知事はあいさつで「生産者の方々の
お陰で美味しいお米が収穫され、嬉し
く思う。今や全国トップブランド米と
なった「つや姫」とその弟君「雪若丸」
の一姫二太郎の母として、全国の多く
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の皆様に是非食べて頂きたい」と述べた。
ＣＭキャラクーの田中圭さんも登場し、
「雪若丸イメージキャラクターとし
て、新しいお米のデビューに関わることができてとても光栄。
『雪若丸』に負
けないように、自分も『粒立った』俳優になれるように精進していきたい。」
と語った。
その後、都内の銀座三越店と日本橋三越本店でトップセールスを行い、来
場の方々に「つや姫」「雪若丸」の１合精米をプレゼントしＰＲした。
（県産米ブランド推進課）

12日
12日 石坂公成氏、山形県名誉県民に決定
県は、免疫学の世界的権威で
ある故・石坂公成氏に『山形県
名誉県民』の称号を贈ることを
決定した。
同氏は、同じく研究者の妻照
子氏と共に研究を重ね、アレル
ギーの原因となる「免疫グロブ
リンＥ」を発見し、アレルギー
現象の発生機序を解明するなど、
医学、医療の発展に大きく寄与された。
また、平成８年、照子氏の故郷山形市に転居し、平成18年から同21年まで
県教育委員会委員長として、コミュニケーションを核とした教育の振興を図
るなど、本県の人材育成にも多大なる貢献をされた。
山形県名誉県民は、元知事の板垣清一郎氏、日本画家の福王寺法林氏、作
家の丸谷才一氏に続き４人目となる。
（秘書課）

15日
15日 「山形県行財政改革推進本部会議」の開催
山形県行財政改革推進本部会議におい
て、平成29年12月以降、６回にわたり情
報公開・提供全般について幅広い観点か
ら検証を行ってきた県の第三者委員会
「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）が必要
な改善案について取りまとめた報告書が
示された。
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併せて、改善案に対する県の取組計画を策定し、県政運営の透明性の確保・
向上に向け、公文書の管理に関する条例の制定や事故・事件の発生時におけ
る公表に関するガイドラインの策定など、必要な制度の整備や運用の見直し
を行うことを決定した。

（行政改革課）

31日
31日 北海道東北地方知事会議（上山市）の開催
平成30年度北海道東北地方知事会議が、「日本の宿 古窯」で開催された。
会議では、東日本大震災や北海道胆振東部地震など、近年、災害が激甚化・
多発化している状況を受けて、こうした災害による被害を最小限に食い止め、
住民が安心して暮らし、安定的に産業活動が行える地域づくりに向けた広域
的な連携の重要性などについて、活発な議論が行われた。
吉村知事からは、人口減少が顕著な北海道・東北の持続的な発展に向けた地
方創生の取組みを推し進め、災害に強い強靭な国土を形成していくため、そ
れらの基盤となる高速道路やフル規格新幹線の整備、地方空港の機能強化な
どの広域的な交通ネットワークの整備加速を政府に求める特別決議を提案し、
全会一致で採択された。
また、知事会議に引き続き、
北海道と東北の経済界を代表
する方々を交え、北海道胆振
東部地震への対応や広域交通
ネットワークの整備加速につ
いて意見交換し、官民が連携
して対応していくことで合意
した。
（企画調整課）

８日 「第21
「第21回全国農業担い手サミット
21回全国農業担い手サミットin
回全国農業担い手サミットinやまがた」を開催
inやまがた」を開催

11 月
皇太子殿下御臨席のもと、
「第21回全国農業担い手サミットinやまがた」の
開会式が、11月８日に山形国際交流プラザ（山形市）で開催された。
「咲かせ
よう農の花！実らせよう豊かな日本！ ～樹氷のように輝き、たくましい未
来へ～」を大会テーマに、県内外から約2,100人が参加。本県での開催は平成
10年の第１回大会以来、２回目となった。
皇太子殿下は、開会式のほか、優良経営体表彰農林水産大臣賞表彰式、担
い手メッセージに御臨席になり、自らの取組みや今後の意気込みを語る農業
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者らの言葉に熱心に耳を傾けられた。
全体会では、本県農業者の活躍を全国に発信するとともに、御当地グルメ
や試食・展示のコーナーを設け、本県が誇る「美食美酒」、観光などについて
も大いにＰＲした。また、県内８地域で開催された地域交流会では、地域ご
と特色ある農産物や文化を身近に感じてもらいながら参加者同士が交流を図
るとともに、32コースに分かれて農業の現場を視察し、研鑽を深めた。
皇太子殿下は、11月７日に御来県され、翌８日に御帰京された。その間、県
立上山明新館高校においては園芸実
習と食品加工実習、県立ゆきわり養
護学校においては文化祭で行うバ
ザーのリハーサル、県立こども医療
療育センターにおいては理学療法に
よるリハビリテーションの様子等を
御視察されたほか、上山市内におい
て若手農業者組織代表や青年農業者
夫妻と御交流された。
（秘書課、農業経営・担い手支援課）

12日
12日 風しんの発生について
酒田市の30代の男性が風しんを発症し、８月と９月に続く県内３人目の患
者として報告された。これ以降、県内の感染が拡大し、12月末までの感染者
は、過去10年で最多となる13人となった。
平成30年の全国における風しん患者数は、前回流行した平成25年に次いで
過去２番目となった。
この流行を受け、厚生労働省は、風しんの予防接種を受ける機会がなく、
他の世代より抗体保有率が低い39～56歳の男性に対し、抗体検査及び予防接
種を３年間原則無料で実施する方針を示した。
（健康福祉企画課薬務・感染症対策室）

19日
19日 「山形県子どもの生活実態調査」の結果を公表
子育て家庭と子どもの生活実態や支援ニーズ等を把握し、子どもの貧困対
策を効果的に推進していくための基礎資料を得ることを目的として、県が初
めて実施した「山形県子どもの生活実態調査」の結果を公表した。
調査は、未就学児から小・中・高校生までの特定の年齢の子どもがいる世
帯を幅広く対象とし、対象年齢毎に２割程度を無作為に抽出したうえで、約
7,600世帯に調査票を配布し、約2,500世帯から回答を得た。
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調査の結果、平成29年の本県の子どもの貧困率（世帯の等価可処分所得が
122万円に満たない世帯の子どもの割合）は16.0％で、国民生活基礎調査によ
る平成27年の全国平均の13.9％を2.1ポイント上回る状況となった。
今後、調査結果を踏まえ、子どもの貧困対策の効果的な施策の展開・充実
を図っていく。
（子ども家庭課）

23日
23日 購買意欲の高い首都圏の富裕層をターゲットに上質な県産品
を売り込むため、東京二子玉川蔦屋家電において県産品ＰＲを
実施

山形県産品の魅力を購買欲の高い首都圏の富裕層に売り込むため、二子玉
川の蔦屋家電で「山形県産品トークイベント」と「山形の地酒入門講座」を
開催した。
来店者の方々からは、
「山形のイメージがかわった」、
「今度山形に行く時は
伝統工芸みたいなものも良いなと思った」等の感想が寄せられた。
（産業政策課）

29日
29日 本県の「遊佐の小正月行事（アマハゲ）」を含む「来訪神：仮
面・仮装の神々」について、ユネスコの無形文化遺産代表一覧
表への記載が決定
「遊佐の小正月行事（アマハゲ）」を含む全国10件の来訪神行事で構成され
る「来訪神：仮面・仮装の神々」が、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の
無形文化遺産に登録されることが決定した。県内では、平成28年に登録され
た「新庄まつり」に次いで２件目となる。
来訪神行事とは、面や被り物、泥などをまとった者が「来訪神」となって
家々を訪れ、怠け者を戒めたり人々に幸せや福をもたらす、地域の伝統行事。
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「アマハゲ」は、遊佐町吹浦地区の女鹿、滝ノ浦、鳥崎集落に伝わる民俗行
事で、正月にアマハゲと呼ばれる神々
が集落の各戸を回る。怠け心を戒め勤
労を勧めるとともに、厄災を払い、無
病息災をもたらすものとして、地域で
大切に受け継がれてきた。
登録決定の朗報に県内は歓喜に沸き、
祝賀会では、関係者約120名が集い喜び
を分かち合った。
（文化財・生涯学習課）

12 月

４日 ジェットスター・ジャパン（株）が庄内－
ジェットスター・ジャパン（株）が庄内－成田線就航検討を
表明し、知事と面談
国内最大の格安航空会社（ＬＣＣ）
であるジェットスター・ジャパン㈱が、
11月27日に、成田空港と庄内空港を結
ぶ路線について就航を検討している
旨発表した。就航が実現すれば、本県
初のＬＣＣ就航、成田空港への就航と
なる。
12月４日には、片岡優代表取締役社長が来県し、知事と面談した。知事か
らは、
「就航が実現されれば、インバウンドの拡大や研究者や若者等の交流拡
大などにより、庄内地域の活性化、発展の起爆剤になると考えており、就航
の実現に向けて、県はじめ地元関係者が一体となって、受入態勢の整備等を
進めてまいります。」と早期の就航を依頼した。
片岡社長は、就航の時期や運賃は未定ながらも、
「庄内はビジネス客も多く
観光資源もあり、潜在的な需要がある。雪への対策やハード面の課題を解決
し就航を実現させたい。」と述べた。
（総合交通政策課）

17日
17日 第１回新「世界の蔵王」プロジェクト会議を開催
四季のリゾート「世界の蔵王」を目指し、国内外の観光地の取組みなどに
精通した有識者や蔵王関係者、関係自治体等による「新『世界の蔵王』プロ
ジェクト会議」の初会合を開催した。
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吉村知事は、
「蔵王は世界に誇る四季のリゾートとなる可能性は十分にある。
『新しい蔵王』を創り、国内外
に発信していきたい。」と挨拶し
た。
会議では、蔵王をけん引役に
国内外の旅行者を県全体に呼び
込むため、新たなブランドコン
セプトによるハード、ソフト両
面での事業化に向けた意見交換
を行った。
（観光立県推進課）

20日
20日 「やまがた創生懇談会」を開催
県勢発展に向けた中長期的な施策の方
向性について、知事が各分野の有識者や実
践者と意見交換を行い、今後の県政運営へ
の反映を図るため、
「やまがた創生懇談会」
を開催した。
「山形県の発展について～発展を支え
る人材の育成・確保について～」をテーマ
に、次代を担う若者の県内定着・回帰の促
進や、本県経済の成長を支える産業人材の育成・確保、多様な人材の活躍の
場の拡大等について意見交換を行った。
（企画調整課）

21日
21日 「いきいき雪国やまがた基本条例」を可決
いきいき雪国やまがた基本条例」を可決
近年の短期集中的な豪雪の頻発な
どの雪を巡る情勢の変化や、雪国の
特性を活かした国内外との交流な
どの従来の枠組みを超えた取組み
の展開を踏まえ、雪に関する取組み
への県民、市町村、関係団体の参画
や協働を進めるとともに、雪に関す
る施策の充実を図るため、東日本で
初めての総合的な雪対策の条例で
ある「いきいき雪国やまがた基本条例」が平成30年12月に制定された。
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県では、この条例に基づき、雪に強い県づくりや、自助・共助・公助によ
る総合的な除排雪の推進、雪の利活用による産業振興や地域活性化などを積
極的に展開することにより、すべての県民が安心して暮らし、国内外から多
くの人々が訪れる「いきいき雪国やまがた」を実現していく。
（市町村課、県議会事務局 議事調査課）

21日
21日 「山形県受動喫煙防止条例」を可決
本県では、平成27年２月に「やまがた受動喫煙防止宣言」を制定し、県民
総参加で敷地内禁煙や建物内禁煙などの受動喫煙防止に取り組んできた。そ
の「宣言」に基づく取組みや成果を大事にし、さらに取組みを進めるため、
平成30年７月の健康増進法の改正にあわせ、東北では初となる「山形県受動
喫煙防止条例」を制定した。
健康増進法と「条例」に基づき、望まない受動喫煙防止のための取組みを
総合的かつ効果的に推進し、県民一人ひとりがお互いの健康に配慮し、望ま
ない受動喫煙を生じさせることのない地域社会の実現に向けて、県民総参加
で受動喫煙の防止に取り組んでいく。
（健康づくり推進課、県議会事務局 議事調査課）
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