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平成29年3月21日(火) 知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。ではさっそく、平成 29年度の人事異動および組織機構の

改正について申し上げます。 

まず、人事異動について申し上げます。本日、平成 29年 4月 1日付の人事異動の内示を

行いましたが、基本方針は次の 4点であります。 

1点目は適材適所の人材配置であります。今年度の人事異動にあたりましても、適材適

所の人事配置を基本に、意欲的で創造力に富む人材の積極的な登用を行います。 

2点目は、女性職員の積極的な登用と活躍の場の拡大に配慮した人事配置であります。

具体的には、部長級で新たに 1名を「健康福祉部長」に登用し、「子育て推進部長」と併

せて引き続き 2名の女性職員を配置しますとともに、次長級で新たに「観光文化スポーツ

部次長」と「労働委員会事務局長」に女性職員を登用いたします。 

また課長級で新たに「みどり自然課長」と「庄内総合支庁総務課長」などに女性職員を

登用いたします。 

この結果、女性の管理職、課長級以上は 47名、前年度に比べて 4名の増です。それから

管理職に占める女性職員の割合ですが 11.1％。これは 1.0ポイントの増であります。いず

れも過去最高となります。 

また女性の役付職員、係長級以上ですけれども、688名でありまして、前年度よりも 3

名の増。役付職員に占める女性職員の割合も 24.1％、0.1ポイントの増となって、いずれ

も過去最高となります。 

なお、部局内のとりまとめや関係部署との連絡調整、また議会対応などの要となる本庁

の副主幹や総括補佐にも女性職員を登用いたします。 

さらに、女性職員の能力も多様な分野で発揮されるよう、予算や企画部門のほか、商工

や農林等の事業部門など、さまざまな職場に女性職員も登用し、活躍の場の拡大を図りま

す。 

3点目は総合支庁等出先機関と本庁との交流の推進です。市町村や地域の声を大切にす

る県政を展開するため、各職位において、総合支庁等出先機関と本庁との交流に努めま

す。 

4点目は、人材育成の視点に立った交流・派遣の実施であります。他県や県内市町村と

の相互交流、省庁への派遣など、引き続き行うことといたします。 

また、本県を含む 13県で構成する「ふるさと知事ネットワーク」における職員の相互交

流としまして、新たに福井県と交流を行います。 

なお、東日本大震災からの復興を支援するため、8 名の職員を引き続き宮城県に派遣し、

道路や河川、農地・農業用施設等の復旧などの支援を行うこととなります。 

なお、知事部局の異動総数は 1,642名で、前年度との比較では 30名の増であります。部
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の新設など組織改編を行ったこともあり、過去 5年ではやや多い異動総数となっておりま

す。 

では次に、組織機構の改正について申し上げます。この A3版のカラーの資料、これを

ご覧いただきたいと思います。 

初めに、「やまがた創生」をさらに加速させるための組織体制の準備であります。 

まず 1つ目ですが、世界に誇る本県の魅力発信による「観光立県山形」の実現でござい

ます。出羽三山の日本遺産認定。また、新庄まつりの山車（やたい）行事のユネスコ無形

文化遺産登録などの状況。そしてまた、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

などを控えた事前キャンプの誘致や、各種スポーツイベントなどによる交流人口の拡大が

期待されることを踏まえ、そうした本県の文化やスポーツなどを観光資源としてより一層

活用しながら、全産業参加の観光振興施策を強力に推進しまして、国内外との交流を拡大

し、「観光立県山形」を実現するため「観光文化スポーツ部」を新設いたします。 

併せまして、観光経済交流局の廃止に伴い、商工労働観光部を「商工労働部」に改組い

たします。 

次に、戦略的な情報発信の推進につきましては、本県の認知度向上および県民に対する

県施策の一層の浸透を図るため、「広報推進課」を新設いたします。 

次に、総合的な交通政策の推進につきましては、交通政策の諸課題に対応する総合的な

交通体系の整備を進めるため、「総合交通政策課」を新設いたします。 

次に ICT利活用の推進につきましては、ビッグデータや ICTなどの先進技術を活用した、

情報政策を推進するため、「情報政策課」を新設いたします。 

次に、未来を担う若者の希望実現につきましては、若者が活躍できる環境の整備をより

一層推進するため「若者活躍・男女共同参画課」を新設いたします。 

次に、正社員化・働き方改革の推進につきましては、就労者の所得向上、正社員化、多

様で柔軟な働き方に向けた環境整備を推進するため、雇用対策課に「正社員化・働き方改

革推進室」を新設いたします。 

次に、山形の未来を創る実践的な技術者の育成・供給を進めますとともに、新たに開設

する「土木エンジニアリング科」の基盤を確立し、円滑な運営を推進するため、産業技術

短期大学校に部長級の「副校長」を新設いたします。 

次に新たな「農林水産業元気再生戦略」の推進につきましては、新規就農者のさらなる

確保や競争力の高い経営体の育成支援を加速させるため、「農業経営・担い手支援課」を

新設いたします。 

次に県産農産物の販売力強化につきましては、国内主要都市別・輸出先国別の販売戦略

を策定し、県産農産物の販売開拓・拡大を促進するため、6次産業推進課に「農産物流通販

売推進室」を新設いたします。 

次に、県民総参加による「やまがた森林（モリ）ノミクス」を加速させるため、農林水

産部に次長級の「森林（モリ）ノミクス推進監」を新設いたします。 
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また、大型集成材工場の進出などを踏まえ、県産木材の安定供給推進のため、最上総合

支庁森林整備課に「林業・木材産業振興室」を新設いたします。 

次に暮らしや産業を支える県土づくりにつきましては、格子状骨格道路の整備や河川改

修など、機能的で強靱な県土づくりを一層推進するため、管理課に「県土強靱化推進室」

を新設いたします。また、酒田港の港湾施設整備を推進するため、県土整備部に次長級の

「参事（兼）港湾事務所長」を新設いたします。 

最後ですが、そのほかの県政課題に対応した組織体制の整備について申し上げます。 

置賜総合支庁における保健・医療・福祉サービスを一元的に提供するため、置賜保健所

の保健・医療部門を置賜総合支庁本庁舎に移転し、保健福祉環境部を再編いたします。 

以上が、平成 29年度の人事異動および組織機構の改正の概要となります。 

今後も、県民の視点に立って県民との対話を重ね、現場の声を大切にしながら、新たな

短期アクションプランに掲げるテーマに沿った施策を着実に進めることで「やまがた創生」

をさらに加速させ、「自然と文明が調和した新理想郷山形」の実現にまい進してまいりた

いと考えているところでございます。 

 

☆ フリー質問 

記者 

山形新聞田中です、おはようございます。女性の活躍というところで教えていただけれ

ばと思うんですが、知事、昨年の人事異動の方針的に 2020年で 15％を目標になさってる

っていうふうに掲げられたかと思いますけれども、今年、来年度に向けては全体では

0.1％ですね、役付、課長級以上では 1 ポイント、1％増加というところになりますけども、

この 15％という、この達成の見通しですね、残り 1年、2年っていうことになりますが、

どのように思われますかね。 

 

知事 

そうですね、なかなかハードルは高いのかもしれませんけれども、というのはやっぱり

適材適所ということが第一だというふうにも思っておりまして、ただもちろん女性職員も

一定の割合おりますし、男性ももちろんでありますけれども、女性も一人一人の能力を発

揮していただくということが大事でありますので、できる限りですね、その目標を掲げたわ

けでありますので、しっかりと取り組んでいきたいという思いであります。はい。 

 

記者 

すいません、もう1点。先ほど、知事、ご説明の中でですね、商工部門でありますとか、

農業部門でありますとか、来年度は、活躍の場をさらに広げていくのだと、というような

お話もありました。そういったところで、その女性職員の方々の活躍の場を広げることで

どういった効果を期待なさっておられるのかというのを教えていただければと思います。 
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知事 

はい。そうですね、男性職員にはもちろん、さまざまな広範囲な部門でですね、能力を、

人材育成というようなこともあって、しっかりと配置されていたかと思っておりますが、

女性職員ももちろん、そういった、同じようにですね、全く同じかどうかはちょっとわか

りませんけれども、できる限りさまざまな部門を、分野を経験していただいて、やっぱり

山形県全体を把握していただくということがですね、将来的な、その管理職と言いますか、

登用への道を開くことになるのではないかなと思っております。 

 

記者 

おはようございます。荘内日報の上林です。 

2点ほどお聞きしたいのですけれども、今年度の異動率、異動総数ですけれども、1,642

人、これパーセントに、異動率に直すとどの位になるのでしょうか、というのが第1点です。 

それから、第2点が、先ほどの機構改革、組織改革の中身ですけれども、11番の、「酒田

港の港湾施設整備を推進するため、県土整備部に次長級の『参事(兼)港湾事務所長』を新設

する」とありますけれども、この港湾事務所長というのは、今までいる港湾事務所長が参

事になるということですか、それとも、整備部、本庁の県土整備部に参事の港湾事務所長

を置くということですか。どういうことでしょうか。この意味は。ということが2点目にな

ります。 

 

知事 

わかりました。1つ目でありますけれども、異動の率は。人数は入れてありますけれども。

はい、じゃあ、率のところは何％になりますか。 

 

人事課長 

はい。1,642名で、40.4％になります。 

 

知事 

はい、率はそれです。それから、酒田港のですね、「参事（兼）港湾事務所長」というこ

とですけれども、それはですね、本庁に置くということではなくて、現在の現地酒田港に

おります、港湾事務所長をですね、参事（兼）ということにしたいというふうに思ってお

ります。 

 

記者 

現在いる港湾事務所長が参事になるということで理解して、権限が大きく増えるという

ことで理解してよろしいのですね。 
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知事 

はい。 

 

記者 

はい、わかりました。 

 

記者 

NHKの池川です。よろしくお願いします。 

観光文化スポーツ部の新設についてお伺いします。これまでですね、観光経済交流局が

あって、その中身が今回、そのままそっくりというか、ほとんど横すべりのような形で観

光文化スポーツ部にいくような形になるかと思うのですけれども、その部の新設の狙いと

言うかですね、これまで何かできなかったから、この部に、ある意味格上げしたのかとい

うところ、このような課題を含めてですね、その狙いについて改めてお願いします。 

 

知事 

はい。そうですね、これから力を入れていくというふうに捉えていただけば良いのかな

と思っております。 

と言いますのはですね、観光ということがやはり、やまがた創生の大きな柱になり得る

と思っております。 

日本全体も観光立国を掲げているわけですけれども、山形県としましても、観光立県を

掲げてきました。それで、県内のですね、さまざまなその、人口減少というようなことが

ありましたり、将来的に何をやっていくかということを考えた場合に、やはり、県内全域

での、その経済活性化に結びつけていくということは、やはり観光に1つは力を入れて、盛

り上げていきたいという思いがありますので、今回思い切って部を新設いたしました。こ

れまでは、スポーツというのが別のところにありましたけれども、文化とスポーツという

のは、やはり観光と絡めて、しっかりと発信していけるものだと思っておりますので、観

光と文化とスポーツ、それを1つの部に入れ込みまして、山形県として観光立県を実現して、

やまがた創生をやっていくという強い思いの現れであります。 

 

記者 

狙いとして、国内外でというところもあるのですが、海外からのですね、インバウンド

の観光客誘致というところを力入れていくということになるのでしょうか。 

 

知事 

そうですね、海外からの、というのは、力を入れていきたいと思っています。全国的に
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は海外からのお客さんが増えておりますけれども、東北地方、山形県は東北地方の一部で

ありますので、ちょっと一人負けの状態だったというのがあります。それはもう、東北連

携して、東北にやはり観光を呼び込みたいという思いを持っております。 

その、広域連携しながらでありますけれども、中でもとりわけ、山形県はですね、私は

本当に誇り得るものがたくさんあると思っておりますので、その中でも特に山形県のイン

バウンドには力を入れていきたいなという思いがあります。 

 

記者 

TUYの高木です。よろしくお願いします。 

今のに関連してなのですけれども、新設の部署に新任の次長級の女性職員を置く、その

意図、狙いを改めてご説明いただけますでしょうか。 

 

知事 

ああ、その観光文化スポーツ部にですね。はい。部長が男性でございまして、次長に女

性を登用、起用いたします。 

そうですね、簡単に言いますと、適材適所はやっぱり、それがまず第一なのですけれど

も、ただ、男性の視点と女性の視点も入るかなとかですね、よりきめの細かい施策を打っ

ていけるのではないかなとも思っているところです。 

やっぱり、国内外からお客さんを呼び込む時にですね、男性女性、両方の視点があった

ほうが強みになるかなと思います。はい。 

 

記者 

すいません、山形新聞、田中です。今回、組織改編のほうでですね、課のほう、部もさ

ることながら、課のほうが結構、10いくつくらい再編とか新設とかというふうになってい

るのですけれども。 

予算もたとえば、正社員化とかですね、知事が力をかなり入れておられると。若者活躍

であるとか。こういった予算と共に、このやっぱり組織体制も連動させていって、3期目の

スタート、初年度の29年度になるわけですけれども、そういった狙い、意図がおありにな

るということで理解してよろしいですか。 

 

知事 

そうですね。公約に掲げたり、また施策、予算というものを立てたりいたしまして、そ

れにやっぱり連動していくということが大事だと思っています。やまがた創生をさらに加

速するという思いでありますので、それに合わせた改編を行ったところでございます。 

 

☆ 報告事項 
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知事 

まずですね、お彼岸も過ぎまして、日に日に暖かくなってきたような気がいたします。

この暖かさで、今まで積もった雪が崩れてくる恐れがあると思います。18日には、気象台

が、雪崩注意報を発令しました。現在もこれは継続中であります。ぜひ県民の皆様には、

くれぐれも雪崩にご注意をいただきたいというふうに思っております。 

それからですね、恒例となった祭り、イベントをご紹介したいと思います。 

河北町では、4月2日、3日の両日、「谷地ひなまつり」が開催されます。旧家に代々受け

継がれ、大切に残されてきた格調高い時代雛が一斉に公開され、紅花交易がもたらした当

時の華やかな文化に思いを馳せながら、優美な姿をご覧いただくことができます。 

また、県内各地でも、貴重な雛人形の数々が公開、展示されておりますので、この機会

にぜひお出かけいただきたいと思います。 

それから、スプリングシーズンに入った蔵王では、リフト料金も割安に楽しむことがで

き、4月2日まで、リフト券と宿泊がセットになった、お子様連れ御家族限定の 「春休みフ

ァミリーパック」が実施されております。  

また、4月9日には、夏スキーの月山スキー場がオープンし、7月末まで楽しむことができ

ます。月山スキー場というのは、春スキー、夏スキーが体験できる国内でも数少ない素晴

らしいところであります。真っ青な空、白い雪、ブナの新緑など、自然の美しいコントラ

ストの中で雄大な滑走を満喫することができます。 

いよいよ本当に春が近づいてきたなという思いであります。今まできてけろくんがいた

のですけど、ここに桜の花をつけておりました。これから県内各地で、桜をはじめ花にち

なんだイベントや祭りが開催されますので、ご家族、ご友人の皆さんでお出かけいただき

たいと思います。 

 

では、発表が 1つございます。それはですね、札幌便の就航についてです。 

本県の航空ネットワークにつきまして、山形空港では、このところ、羽田便の政策コン

テスト枠の 3 年延長ですとか、名古屋便の 2 便化、さらには 6 年半ぶりとなる札幌便の就

航決定、そして庄内空港では中型機が大幅に増加されるなど、着実に充実が図られており、

大変喜ばしく思っているところです。 

この 2 つの空港の利用拡大や利便性向上にご尽力いただいた関係者の皆様、そしてご利

用いただいた県民の皆様に、改めて感謝を申し上げたいと思います。 

こうした中、山形空港の札幌便につきましては、いよいよ今週末、3 月 26 日日曜日に就

航開始でございます。 

これを記念しまして、当日、山形空港において記念式典を開催いたします。フジドリー

ムエアラインズ(FDA)の三輪社長、利用拡大推進協議会会長の山形市長をはじめ、利用拡大

に取り組んでいる周辺自治体の首長や多くの関係者が集まって、くす玉開きや東根市の「よ

さこいチーム」による演舞などでお祝いをした後、初便で札幌に向けてご出発されるお客
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様をお見送りする予定であります。 

また、折り返し札幌便の初便で山形にいらっしゃるお客様には、つや姫などをプレゼン

トしますほか、地元関係者のご協力により芋煮や県産酒を振る舞うなど、盛大にお出迎え

をする予定でございます。 

この度の札幌便の就航によりまして、今後は近くて便利な山形空港から直接札幌に行く

ことができるようになります。札幌便を多くの方々にご利用いただき、本県と北海道との

交流を一層促進していきたいと考えておりますので、県民の皆様のご利用をよろしくお願

いいたします。 

私からは以上であります。 

 

☆ 代表質問 

記者 

山形新聞の田中です。ここからすみません、幹事社として代表質問をさせていただきた

いと思います。通告させていただきました、山形市の中核市の移行の件です。 

平成 31年 4月の移行まで、もうまもなく 2年ということになりますけども、中核市が誕

生すれば山形では初めてということになります。それで、県は様々な形で中核市移行支援

ということで、これまでも検討会等々なさっておられますけども、一番課題になるという

のは、おそらく特徴的なのは保健所ということで、人材の確保ですね、特に獣医師である

とか、薬剤師であるとか、こういったところの人材確保というのは、これから大変になっ

てくるのではないかというふうに思われます。 

そういったところで、人材の、人的な確保も含めてですね、県としてはどのようにサポ

ート、支援なさっていかれるのか、お考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 

知事 

はい。山形市の中核市移行につきましては、中核市移行を円滑に推進するため、昨年の 1

月に、県及び市の保健衛生などの関係部局からなる連絡会議を設置いたしまして、移行の

スケジュールの確認や、山形市に対して移譲事務の内容を提示するなど、山形市と山形県、

連携の下に、中核市移行に向けた取組みを進めているところであります。 

昨年の 11月には「山形市保健所設置基本計画」が策定され、現在、この計画の中で大き

な課題とされている、食品衛生に関する検査項目や、食肉衛生検査に係る施設整備、また、

必要となる人材の確保・育成などについて、具体的な調整を行っているところです。 

こういう中で、人材育成につきましては、山形市では、新たに必要となる獣医師や薬剤

師等の採用を進めておりまして、本年の 4月から、これらの職員を含めた 10名の市職員に

ついて、村山保健所等において研修を行うこととしております。 

県としましては、このような支援を通して、平成 31年 4月の中核市移行が円滑に進めら

れるように、山形市さんと連携を図りながら取り組んでいきたいというふうに思っており



9 

 

ます。 

 

記者 

はい、ありがとうございました。特に、やっぱり獣医師、この間の県議会の総務だった

か特別委員会だったかでも議論があったりとかですね、県としてもやっぱりなかなか確保

が大変な部分があります。 

 

知事 

そうですね。 

 

記者 

ただ、待遇の面でありますとか、山形市が 10名の採用を確保、予定しているということ

ですけれども、そういったところでの人的支援を県としても積極的に行っていくというお

考えでよろしいかということを改めて教えていただきたいなと思います。 

 

知事 

そうですね、もちろん連携してできる限りのことをしていきたいと思っております。は

い。 

 

☆ フリー質問 

記者 

はい。朝日新聞の米澤です。 

はしかのことでちょっとお伺いしたいのですけれども、はしかが発生してからこれまで 5

人ですかね、次々と、宮城県とかですね、あるいは埼玉県とか、同じ自動車教習所にいた

人たちのところから感染が広がっているという状況です。 

どうもその対応が後手後手に回っているような印象も受けるのですけれども、この感染

の広がりをどういうふうに食い止めていくのか、あるいはその感染の疑いのある人に対し

て、どのようにこれ以上感染を広げないために考えていらっしゃるのかということについ

て、知事のお考えをお伺いできればと思います。 

 

知事 

はい。そうですね、県内ではしか、麻しんですね、はしかとも言いますけれども、感染

例が複数発生しております。 

麻しんにり患された方の中には、公共交通機関を利用するなど、一部不特定の方と接触

したおそれが確認されております。 

詳しい発生状況につきましては県のホームページ等でお知らせをしておりまして、発熱
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などの症状から「麻しん」が疑われる場合、事前に医療機関にご連絡の上、速やかに受診

していただきたいと思っております。 

本当に空気感染というようなことで、かなりり患しやすいものがありますので、その経

路といいますかね、最初の方のところから辿って、ちょっといろいろなご連絡などをしな

がら対処しているのかなと思っておりますけれども、県としてもできる限り広範囲にその

ことについてお知らせしていくなど、今日の皆様方にやはりご協力をいただきたいと思っ

ておりますけれども、なるべくその感染が広がらないようにですね、できる限り抑制でき

るような方向で取り組んでいきたいと思います。 

具体的には、はい、担当から申し上げたいと思います。 

 

健康福祉部次長 

健康福祉部の次長の齋藤でございます。 

今、知事からもございましたように、不特定の方が利用いたします例えば公共交通機関

等につきましては、その新幹線の具体的な乗られました便数でございますとか、そういっ

たものも含めましてマスコミの皆様にもご協力をいただきながら広くお知らせをしている

ところでございます。 

あと、また、自動車学校でございますとか、そういう接触された方が特定できるところ

につきましては、そういうふうなところと連携を取りながらですね、また一部の方につき

ましては、一定の時間内ですとワクチンの接種が次の感染に向けての効果がございますの

で、こういったものを行うなど対応をさせていただいております。 

あと、また、今日の午後になりますけど、関係いたします部局とですね、今後につきま

しての連絡会議等も開催をしてまいりたいと思ってございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者 

はい。他県の連携とも、すみません、もうこれ、他県のほうにも広がっていますので、

他県との連携というのも必要になってくると思いますけれども、そこらへんはいかがでし

ょうか。 

 

知事 

そうですね。はい。もちろん連携をしてもらいたいと思っていますが、はい、どうぞ。 

 

健康福祉部次長 
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すみません、漏れてございましたけれども、例えばその自動車学校等につきましては、

いわゆる本県にいらっしゃって教習をされていた方等もございますので、そういうところ

に対しましてのご連絡でございますとか、あとは今般の場合ですと、埼玉、宮城、あと神

奈川、横浜でということがございますので、そういうところにつきましては、その発生い

たしました方の、その地元の保健所とも連携を取りながらですね、対応させていただいて

いるということでございます。 


