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平成 29 年 11 月 14 日知事記者会見 

 

☆ 報告事項 

知事 

おはようございます。早速ですけれども、恒例となりました、祭りやイベントをご紹介

いたします。 

山形市では、11 月 18 日と 19 日に「第 4 回山形ビッグウイングフェスティバル」が開催

されます。村山市広域 7 市 7 町各地の“うまいもの”を堪能できるほか、同時開催される

「山形市伝統的工芸まつり」、「みちのくこけしまつり」など、伝統的な工芸品の展示・販

売が行われます。 

また、朝日町でも、同じく 18 日、19 日に「第 38 回朝日町産業まつり・第 37 回りんご

まつり」が開催されます。りんごの品評会やりんご釣り大会、お餅の振る舞いなど、楽し

いイベントが行われます。 

新庄市のエコロジーガーデンでは、19 日に、今年最後の「キトキトマルシェ」が開催さ

れます。県内外のスイーツのお店が一堂に会する「スイーツフェス」が行われるほか、農

産物の販売やピザ作りワークショップなど、どなたでも楽しめるイベントとなっておりま

す。 

県民の皆様、ぜひお出かけいただければと思います。 

 

では、私から発表が 1 つございます。 

国連世界観光機関本部訪問等についてのお知らせであります。 

11 月 18 日から 23 日までの 6 日間、本県観光関係者とともにスペイン王国マドリード市

を訪問してまいります。 

今回の用務は、来年の 2 月に、本県で国連世界観光会議を開催するにあたり、マドリー

ド市にある国連世界観光機関（UNWTO）の本部を訪問し、開催への協力依頼と、世界各

国からの幅広い参加について働きかけを行うものであります。 

そもそもの経緯を申し上げますと、本年の 3 月に国連世界観光機関（UNWTO）関係者

が来県した際に、組織のトップでありますタレブ・リファイ事務局長から「会談を盛会に

導くためには、開催前に、ぜひ UNWTO 本部を訪問して、山形を強く PR することが重要

です」とのお言葉をいただきました。この発言を受け、公益社団法人山形県観光物産協会

からも、「ぜひ県とともに PR をしたい」とのお話をいただいたところです。 

県としましては、1 つには、会議開催を前に、会議の方向性・もち方などについて、トッ

プ同士で確認を行うということ。2 つとして UNWTO のネットワークを活用して、本県を

世界に PR し、会議の幅広い参加を呼びかける機会でもあること。また、併せまして 3 つ目

なのですけれども、欧州、ヨーロッパにおきましてトップセールスを行う良い機会である

ことなどのこの理由から、今回、スペインを訪問することとしたものであります。 
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なお、在スペイン日本国大使館等におきまして、現地の観光・経済関係の方々に対して、

本県の豊かな自然や精神文化、「つや姫」やフルーツ、日本酒等の食、それから、ものづく

り技術など、本県の優れた魅力についてプロモーションを行います。 

平成 27 年度のイタリア訪問がありましたけれども、これがきっかけとなって、県産日本

酒の取引きが着実な伸びを示しております。こういった例がございますので、スペインに

おきましても力強くアピールしてまいりたいと考えております。 

このたびの訪問全般を通して、国連世界観光会議に多くの方々のご参加を呼びかけると

ともに、欧州地域における本県の知名度向上を図り、経済及び観光交流の拡大に結びつく

よう努めてまいります。私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

 山形テレビ佐藤です。よろしくお願いします。幹事社から「雪若丸」の先行販売につい

てお聞きします。9 月 30 日に先行販売が始まった「雪若丸」について、現在までの販売状

況や市場の反応について、県の事前の想定との比較も含めてお聞きできればと思います。 

 また、他県からも新品種米デビューが続き競争が激しくなる中、今後、「雪若丸」が消費

者からの支持を得るために県ではどんなことに取り組んでいくのか、現在の販売状況も踏

まえた上で教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

知事 

 はい。来年、本格デビューする「雪若丸」につきましては、今年はプレデビューという

ことで、9 月 30 日から県内外で先行販売を開始しております。 

 ご質問 1 つ目の販売の状況でありますけども、県内では、各店舗で用意した数量が瞬く

間に完売するなど、ほとんどの店舗で 10 月末頃には、販売が終了したと聞いているところ

です。 

 県外では、量販店や百貨店等からの引き合いも強く、お店の方のお話を伺いますと、店

頭に並べるとすぐ購入いただけて、お客様の満足度も高く、リピーターとなり改めて購入

される方も多くいらっしゃるなど大変好評だとお聞きしているところであります。 

 また、ご購入いただいた方々にアンケートを行いましたところ、9 割を超える方から「お

いしい」との評価をいただき、7 割の方から「また購入したい」との声をいただいたところ

であります。 

 「つや姫」の弟君として、自信を持って世に送り出した「雪若丸」でありますので、販

売についても市場の反応についても、評価いただけるものと考えておりましたが、消費者

の方々にとどまらず、実際に販売に携わっているお店の方々からも非常に高い評価をいた

だいて、大変心強く感じているところであります。 

 ご質問 2 つ目の今後の取組みですけれども、全国的に新品種のデビューが相次いでおり
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ます。そういう中、まずは、高品質・良食味のお米を作ること、その上で、「雪若丸」の特

長であります「しっかりとした粒感と適度な粘りの新食感」を消費者に伝えること、また、

「雪若丸」が食べられる機会を増やし、知名度・認知度を向上させていくことが重要だと

考えております。 

そして、本県のトップブランド米であります「つや姫」と主力品種であります「はえぬ

き」とともに“山形から元気なお米”「雪若丸」を全国の皆さんにお届けして、三本柱で「米

どころ山形」の更なる評価獲得につなげてまいりたいと考えております。 

来年の本格デビューに向けましては、先行販売を通して、召し上がっていただいた消費

者の皆様や、お取り扱いいただいた流通関係の皆様のご意見やご要望などをしっかりと分

析した上で、その結果を活かして、高品質・良食味の「雪若丸」の生産や訴求力のある情

報発信などに、関係の皆様とともに取り組んでまいりたいと考えているところです。 

 

記者 

 ありがとうございます。関連で、もう 1 つお聞きしたいのですけども、今後の取組みに

ついて、今教えていただいたものですと、基本的にこれまで県の方で掲げてらっしゃれた

方針と大きな違いはないかと思うのですが、流通関係者ですとか、お店からの高い評価と

今教えていただきましたけれども、そういった中で、ここまで販売してきた中で「もうち

ょっと、こうしたらいいんじゃないでしょうか」という意見や話などは、県には届いてい

るのでしょうか。 

 

知事 

 そういったご提案とかですね。はい。ちょっと担当の方から、そういうのは届いてます

でしょうか。 

 

農林水産部次長 

はい。農林水産部の沼澤でございます。今回の「雪若丸」の特長でございますけれども、

しっかりした粒感と適度な粘り、これらが両立した新食感だというのが最大の特長でござ

います。小売店の皆さんからはですね、消費者の皆さんにいかに伝えるか、しっかりとど

の様に伝えるかということの工夫をしっかりとすべきだというご意見などをいただいてお

ります。 

 

知事 

 よろしいでしょうか。 

 

記者 

 その辺、具体的なことは今後ということになるのでしょうか。 
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知事 

 そうですね。 

 

記者 

 ありがとうございます。 

 

☆ フリー質問 

記者 

 河北新報の宮崎と申します。よろしくお願いします。スペイン訪問の件でお尋ねしたい

のですが、この国連世界観光会議を含めて国際会議があったときにですね、その開催する

首長が、本部とかに訪問するということは恒例なのですか。 

 

知事 

 はい。それは担当の方からちょっと答えて貰いたいと思います。 

 

観光文化スポーツ部次長 

観光文化スポーツ部の松田でございます。特に、国際会議というようなことでそれが恒

例となっているというようなことではないと思います。このたびは、知事の発表事項にも

ございましたように、事務総長から、「是非、本部に来て、知事から直接お話するべきだと、

そういうことが重要である」ということがあったものですから、こういう企画をしたもの

でございます。 

 

記者 

 どういう趣旨で、山形県をアピールすべきだと。その時に知事が自ら訪問してですね、

どういうところをアピールすべきだというような話なのでしょうか。 

 

知事 

アピールですか？ 

 

記者 

 結局、聞きたいのはですね、毎回そういうところに誘われて行ってたらですね、数限り

なく行かなくてはいけないですよね。今回、なんで知事が自ら行かなくてはいけないのか

という、そういう意義というかですね、そういうところがちょっと分からないもので、教

えて欲しいのですが。 
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知事 

 ああそうですか。確かに何か開催する時に IWC（補足：インターナショナルワインチャ

レンジ）とかいろんなこともあるわけですけれども、その時にですね、1 つにはやはり実際

に行けるといいますか、スケジュール的なものも 1 つあるかと思います。首長が行けない

場合はですね、副知事でありましたり、部長でありましたり、そういったことも考えられ

るわけでありますので、年間を通していろいろなことがありますけれども、全部私がとい

うようなことではなく、その時々の日程というようなものも考えているところであります。 

 今回のこの国連世界観光会議でありますけれども、東北で初めて山形県で開催してくだ

さるということでありますので、そのことについては、大変感謝を申し上げておりますし、

しっかりとできるだけ多くの方々に来ていただきたいということもあります。また、観光

ということについて、今回は確か「雪」というものも大きく取り上げてくださるというこ

とだったと聞いておりますので、そういったことも含めて本県の観光の、世界の中での可

能性ということについてもですね、事前でありましても、できる限り会話、対話と言いま

すか、そういうことでいろいろなご提案をいただいてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 それからもう一つは、平成 27 年だったかと思いますけれども、食文化をミラノで発信し

た時にですね、確かそのこと自体で行った訳ではなかったのですけれども、行ったその機

会を利用して本県の農産物やお酒、そういったものを観光も含めてプロモーションしてき

たわけであります。それがきっかけとなって、県産酒の売れ行きがしっかり伸びていると

いうことも聞いているところでありますので、和食が世界文化遺産になっている、世界的

なブームだということもありますので、これを機会にスペインにおいてもしっかりと県産

酒の販売というものを伸ばせるように、しっかり PR してきたいなというふうに思っていま

す。 

 

記者 

あと１点、すべてが、交流がお金に換算されるわけではないとは思うのですが、今回、

県の負担というのはどれくらいになるのでしょうか。 

 

知事 

今回の負担はどのくらいだか、ちょっと聞いてみます。はい。 

 

観光文化スポーツ部次長 

ざっとというところでしか、今ちょっと手元にございませんけれども、300万円位（補足：

会見終了後に500万円位に訂正）かと思います。 
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知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

時事通信の梅崎と申します。よろしくお願いします。 

すいません、ちょっと「雪若丸」の関係でお伺いしたいのですけれども、先行販売で購

入された方にアンケートを取られていて、9割の方が「おいしい」と、7割が「また購入し

たい」ということだったのですけれども、これはどこでどういった形でアンケートを取ら

れたのかですとか、回答の数の実数ですとか、いただけますでしょうか。 

 

知事 

はい。アンケートについての概略ですね。はい。ちょっとそれを答えてもらいます。 

 

農林水産部次長 

農林水産部の沼澤でございます。このアンケートにつきましてはですね、先行販売イベ

ント、あるいは、県内各地でキャラバンを実施しております。こういった所で購入いただ

いた方に対してアンケートをさせていただいておりまして、回答数とすると、およそ250ほ

どということになってございます。 

 

知事 

よろしいですか。 

 

記者 

ということは、県内と首都圏なんかも含まれるということなのですね。わかりました。 

それですいません、ちょっと細かいのですけれども、9割は「おいしい」と、7割が「ま

た購入したい」というその実数もいただければ大変助かります。 

 

農林水産部次長 

「おいしい」と言われた方についてはですね、だいたい250のうちの、220を超える位の

方でございます。「買ってみたい」という方についてはですね、およそ190くらいの方にな

ってございます。 
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知事 

よろしいですか。はい。 

 

記者 

読売新聞の井上と申します。 

「雪若丸」の関係でお伺いしたいのですけれども、今度のアンケートの結果は概ね好評

だったということなのですけれども、価格に関しては、たとえば消費者、あるいは流通関

係者から、何らかの評価、高すぎるとか、あるいはちょうどいいとか、そういった言葉は

出ているのでしょうか。 

 

知事 

はい。私が知っている限りでは、「つや姫」よりは、ちょっと低い価格であります。そし

て、「はえぬき」よりは高い価格というふうに聞いているところですけれども、価格につい

ての声は何かありましたでしょうか。 

 

農林水産部次長 

沼澤でございます。先ほど申し上げたような特徴のある非常に新食感ということで、他

にはないような食感を売りにしている米でございますけれども、そういった食感に見合う

価格設定だというふうな評価をいただいているところでございます。 

 

知事 

よろしいでしょうか。はい。 

 

記者 

すいません、YTSです。引き続き「雪若丸」なのですが、この結果を受けての知事のご

所感と、新食感のことをどんなふうに伝えていくべきかという意見が出ていることについ

て、知事、どんなふうにお考えをお持ちか、今後について教えてください。 

 

知事 

はい。やはり、他県でもいろいろな新しいお米を出しておりますので、本県としても、

そういったところもしっかり調査しなければいけないという思いもありましてですね、ち

ょっと話は離れるかもしれませんが、複数の他県産米もちょっと食味と言いますか、「雪若

丸」と一緒に食べ比べをしてみたところであります。そうしましたらですね、あくまで私

の感想なのですけれども、「雪若丸」の外観がですね、粒が大きくて、名前の通り、「雪」

が付いていますから、真っ白でつやつやしておりました。一番立派なお米だと感じたとこ

ろであります。 
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実際に食べてみますと、おかずと一緒に食べてみますとですね、お米だけを食べてみる

のとまた違いまして、「雪若丸」が一番、おかずと一緒に食べるお米としてバランスがいい

というふうにも感じました。改めて、自信を持ってお勧めできるお米だなと、ちょっと自

画自賛で、うちの米の自慢をしてしまいますけれども、そのように思ったところでありま

した。 

これからというようなことでありますけれども、本県には「つや姫」というブランド米

としての位置付けが定着しつつあるお米があるわけです。それから主力品種としての「は

えぬき」もあります。県民の皆さんがですね、それぞれ誇りを持って生産をしてくださっ

ております。それを考えますと、「つや姫」、「雪若丸」、「はえぬき」、これはですね、三本

柱として山形県のおいしいお米、ファミリーとしてですね、しっかりとPRして、また販売

展開をしてまいりたいと思っているところであります。 

何と言うのでしょうか、やっぱりそれぞれの美味しさが違いますので、お好みのお米を

選んでくださいという感じになるかと思うのですけれども、山形県には多様な、この三本

柱ですけれども、おいしいお米が3品種もございますよ、というようなことで、米作り山形

をしっかりとPRしていければというふうに思っているところであります。 

その粒感、しっかりとした粒感、適度なねばりを両立した新食感、これが「雪若丸」の

持ち味だと言われております。「つや姫」や「はえぬき」との違いはもちろん、他県産との

比較の中でも、その辺が「雪若丸」は際立っていると思いますので、そこをね、どういう

ふうに打ち出していくか、というのがやっぱり鍵になるかと思いますし、戦略的に「雪若

丸」のその特徴というものをどうやって打ち出していくかということを、いろいろな方の、

ブランド戦略委員もおりますので、皆さんのお知恵をお借りしながらしっかりと戦略的に

売り出していきたいというふうに思っております。 

 

記者 

NHKの堀川と申します。すいません、関連して「雪若丸」についてなのですけれども、

県内ではほとんどの店舗で先月末には完売したということで、県内でも基本的に試験販売

されているものは、もう買えないくらいの売れ行きだということなのですね。 

 

知事 

県内では完売というふうに聞いておりますが、県外もでしょうか。ちょっとそこを担当

に聞いてみたいと思います。 

 

農林水産部次長 

はい。県内のほうは10月末くらいで完売の状況でございますけれども、県外については

だいたいですね、おおよそこれからの販売予定量を見ますと、60トンから70トンぐらいを

予定してございますので、まだお買い求めいただける状況でございます。 



 9

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者 

当初のおおよその200トンの内、ということですよね。 

 

農林水産部次長 

全体の内です。 

 

記者 

そこについて、知事としては、ちょっと当初より早いとか、どういったご所感をお持ち

ですか。 

 

知事 

そうですね。先行販売として200トンありましたけれども、正直言いまして、「つや姫」

というブランドが確立しつつあるお米がある中で、二番手として、弟君の「雪若丸」とし

て、先行販売するにあたってですね、やはり、正直言ってドキドキしておりました。 

ですけれども、意外に、県民の皆さん、そしてお米業界の皆さん、消費者の皆さん、県

外の消費者の皆さんからの反応も評価も上々でありますので、本当に安堵しているところ

です。 

 

記者 

すいません、最後確認だったのですけれども、来年秋の本格デビューに向けたスケジュ

ールとして何か具体的に決まっているところというのは、特になかったですかね。今後の

試験販売ですとか。デビューの時期とかが定まってきているとか。 

 

知事 

来年のことについては、ちょっと担当に聞いてみたいと思います。どこまでお答えでき

るのかな。 

 

農林水産部次長 

はい。先般ですね、この「雪若丸」を作るにあたりましては、生産組織を決めます。そ

の決定はもう終えてございます。 

今回、200トンの先行販売ということで、農家の方々に作っていただいたわけですけれど

も、作っていただいた際に、いろいろな栽培上の課題もあったかと思います。そういった

ものをしっかりマニュアルに反映いたしまして、2月頃にしっかりしたマニュアルを作る予
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定でございます。 

併せて、売っていく上で、小売店とか流通業者の皆さんのお声などもございますので、

そういったご評価をいただきながら、2月頃、戦略本部会議を開きまして、コミュニケーシ

ョン戦略や販売戦略を決めていくと、こういう流れで考えております。 

 

知事 

よろしいでしょうか。はい。 

 

記者 

何度もすみません。先ほどのアンケートの件なのですけれども、もし可能であれば、ア

ンケートそのものの概要とかを紙とかでいただけたりしないかなと思ったのですが。 

 

知事 

ああ、そうですか。では、今でなくても、後でもよろしいのでしょうかね。どうですか。 

 

農林水産部次長 

はい。後ほどまとめまして、資料をちょっとまとめさせていただきますので、担当の方

に来ていただければ、提供させていただきます。 

 

知事 

よろしいでしょうか。はい。 

 

記者 

産経新聞の柏崎と申します。 

先ほどのマドリードのことで触れたいのですけれども、そもそも、事務局長さんがみえ

て、山形県でやりたいという話があったのですね。その経緯をもっと詳細に教えてほしい

のですけれども。どうやって選ばれて、山形でやるようになったのかということを教えて

いただきたい。 

 

知事 

その前の経緯ですね。前と言うか。はい。わかりました。会議を本県で開催することと

なった経緯について、ちょっと答えてもらいます。 

 

観光文化スポーツ部次長 

観光文化スポーツ部でございます。 

そもそも、国連世界観光会議のテーマとして、「雪」というものが1つのテーマとして挙
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げられて、その中で日本の中でも山形県というのが、雪と親しみ、雪を活用してさまざま

な祭りであるとか、伝統文化であるとか、風習であるとかというものを守り伝えていると

いうような生活文化的なところ、それを活用しているというところを評価されまして、そ

れで打診があったということでございます。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者 

知事に聞いてもしょうがないかもしれませんが、それを、そういうことをスペインの人

は知っていたという経緯があるのでしょうかね。日本のその、北海道とか、他にも雪の文

化があったとして、雪をテーマにしてやるという時に、山形県がスポットライトを浴びま

した、と。伝統文化は北海道よりも山形があるかもしれませんけれども、とりあえず「雪」

が選ばれて山形に来たということですが、もうちょっとないのかなと。 

 

知事 

そうですね。また、担当に答えてもらいますけれども、まずは「雪」というものを観光

資源として、しっかり打ち出していくというのを本県では掲げております。私は、就任し

て以来ですね、何回か公の場で、「東北は雪国なので、夏祭りは広域連携しているのですけ

れども、冬場の何かイベントも広域連携した方がいいのじゃないか」というようなことを

公の場で2回ほど申し上げたことがありましたが、なかなか進まなかったのです。 

そのうちに、大雪が 2 回なんていうのがありまして、できるだけ早く雪のマイナスイメ

ージだけではなくてですね、プラスイメージのことをやっていきたいなと思って、雪フェ

スティバルということを始めました。 

それで、改めて「雪で連携していきませんか」というようなことを申し上げているわけ

でありまして、そうしましたら、東北観光推進機構というところがございますけれども、「山

形県さんが言い出していると言いますか、そういったことをですね、ぜひ一緒になって進

めていきたい」というふうに、そういうお言葉をいただいているところであります。 

観光について、やっぱり雪を資源にしてがんばりたいというようなことがですね、いろ

いろな方々に伝わっていったのかなというふうに私は推測するところでありますけれども、

というのは、その UNWTO も、本部がどこにあったのですかね、国内にも、本部ではなく

て支部ですね、支部というのがやはりありますので、観光の中でそういうことが伝わって

いったのかなというふうには推測するところであります。 

 

記者 

今回、知事が行かれて、トップセールスということで、県産品を紹介したいということ
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で山形県の観光の魅力などを紹介するというふうにお聞きしたのですけれども、雪に関し

て言えば、どんなことを紹介される予定ですか。 

 

知事 

そうですね。本県は雪国の代表的な県だというふうに思っておりますけれども、雪とい

うものに対してですね、長いことそれから逃れるというようなそういうイメージばかりで

はなくて、私は雪と向き合いながら県民が暮らしてきた歴史があると思っているのですね。 

雪室で食べ物を保存したりですね、また、雪の中で遊びを考えて、私が子どもの頃は親

がですね、雪靴、藁靴なんですけども、そういったものを作ってくれたり、また、ソリを

手作りで作ってくれたりというようなことを、親が子に、本当に温もりのある感じでいろ

いろ雪との共存と言いますか、そういった長い歴史があるというふうに私は思っています。 

その雪国の文化、いわば本当に雪文化とも言えるかと思いますけれども、それがですね、

昨今はもうなかなか伝える人がいなくなってしまいました。藁を使って冬場、物を作ると

かですね、そういった人がもういなくなってきている。私はすごくそれはもったいないと

いうふうに思っておりまして、雪文化を発信して、いかにその長い歴史にわたって雪国に

暮らす人々が、知恵を活かして様々な技術なり文化というものを作ってきたかと、伝えて

きたかというようなことはですね、雪の中のお祭りみたいなものもあるわけですね。本当

にいろいろなことがありますので、そのことはやはり誇りうる本県の文化として、しっか

り私は発信していけたらというふうに思っています。 

ただ便利な社会ということで、雪はもうお荷物だというようなことになりかねない状況

になっておりますので、そうではなく、毎年冬になると雪が降ってきて、雪下ろしや雪掃

きは大変なのでありますけれども、ただ、小さい子どもの時にはもうそれで遊ぶというこ

とが本当に楽しくて、朝から晩までもう本当に雪だらけになって遊んでいた、そういうこ

ともあります。その夢中になって遊べるのが雪でもあります。 

大人にとってもスキーとかですね、スノボ、大好きな人もいらっしゃいますし、本当に

こう、楽しめる側面もある。ですからそこで経済にも結び付けていける、地域創生にも私

は結びつないでいけるものがあると思うのです。 

冬場はどうしても観光、沈みがちなのですけども、その冬場の雪の楽しみというような

ことをですね、しっかりと発信して、先進地は北海道だと思っていますけれども、札幌の

雪まつり、あそこは本当に先進地だと思って 1 回見に行ってきましたけれども、そこに「あ

るもの」を活かす魅力的な観光資源にするということはとても大事なことだと思います。 

大変な代物でもあるのですが、恵みの雪の側面もある、「利雪」という言葉を使っていま

すけどもね、そういったことに今一度しっかりと向き合ってですね、天からの贈り物とい

う側面で、春にはもう消えてしまうわけであります。月山の雪は残りますけれども、大抵

のところは融けてしまいます。本当にマイナスの面だけが見られがちで、雪のあるところ

から逃れたいというふうに移住している人もいるのです。県内でありましたり、県外にと
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いうこともあります。 

私はそういうマイナスのところをね、ぜひプラスの方向に持っていければなと思ってい

るところであります。大変なところ、まだまだクリアしなければいけない課題もたくさん

あることはあるのですけれども、ぜひそのプラスの面をですね、しっかりと取り組んでい

きたいなという思いであります。 

お答えになりましたでしょうか。 

 

記者 

もうちょっとお伺いしたいのですが、国際世界観光機関というわけですから、いわゆる

テーマが、観光に関するテーマだと思うのですが、それで雪というようなテーマが選ばれ

たということだと思うのですね。 

そうすると、例えば毎年毎年こういう会議があるとしまして、例えば海洋だとか山だと

かいろんなテーマがあると思うのですけど、観光の、この場合、山形県で、東北では最初

だとおっしゃっていましたけど、雪をテーマにやるわけですから、雪を見たことないよう

な人もいらっしゃるわけで、それで開催期間、来年の 2 月ということに、雪の期間にはち

ょうどいいのではないかと思うのですが、例えば雪に関する、言葉が適切かどうかわかり

ませんが、雪のサミットだとか、そういう雪の会議だとか、そういうことはされないので

すかね。 

 

知事 

はい。そうですね、いろんな可能性が出てくると思います。今、記者さんのお話にあり

ましたけれども、やっぱり雪のないところはたくさんありますので、雪は大変魅力的な資

源になり得ると思っていますし、それが東北各地に賦存している観光資源であります。雪

の楽しみ方とかですね、そういったことをしっかりと発信をしながら、東北が連携して東

北を盛り上げていく、インバウンドでも東北は一人負け状態なのでありますけども、冬場

のインバウンドは東北全体でですね、広域連携して盛り上がっていけるような方向になる

といいなと思っています。 

「国際」という言葉を使われましたけども、私の中では、雪のないところ、年中あった

かいところで生活している方々にとっては見たこともない、触ったこともないのが雪であ

りますし、大変喜ばれるものであります。憧れのように思っている方もいらっしゃいます

ので、ぜひこの東北、雪国の東北地方がですね、「雪が降ったら東北、日本の東北に行って

みたい」というふうに思っていただけるようにね、観光資源、各地にあるんですよね、か

まくらでありましたり、それぞれの地域で、ほかの県でももちろん昔から楽しんできてい

る雪の文化がありますので、そこをですね、さらにもっと磨き上げて、ブラッシュアップ

して、各県が連携して、一大スノーツーリズムというのでしょうかね、そういった雪の観

光ということで、東北地方が世界に冠たるところになって、将来ですね、冬の一大観光地
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に、冬のリゾートというのでしょうか、そういったところに成長して発展してもらえれば

いいなというふうな思いであります。はい。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

山形新聞の田中です。 

スペイン訪問でちょっと教えていただければと思うのですが、今回、この時期にマドリ

ードを訪問なさるというのは、恐らくタイミングであるとかですね、参加を呼び掛けるの

に適した場所であるとか、時期だとかって様々そういったものが重なってのこのタイミン

グを選ばれたのかと思うのですけれども、このタイミング、そういった意味でこの時期に

訪問されるその意図というかですね、こういうことがあるからこの時期になったのだとい

うそこの動機付けというのはどのようになるのでしょうか。 

 

知事 

そうですね。3 月に事務局長がいらして、そして検討されて、山形をずっとご覧になって、

「山形の強みは雪と山ですね」と、本当に短い時間ではあったのですけど、「雪と山ですね」

という、世界の観光を考えておられる方がですね、そのようにおっしゃいました。 

それは本当に目から鱗という感じでありましたけれども、それから「ぜひ訪問してくだ

さい」というようなことを言われておりましたけれども、この時期になったというのは、

もちろん 2 月を控えているということがあります。 

そして県議会がですね、9 月県議会、そしてその次は 12 月県議会がありますので、議会

中というのはちょっと、私はやはり遠くには行かないこととしております。 

そういったタイミングということでお考えいただければいいのかなと思いますが。 

 

記者 

ありがとうございます。 

あと、山形県のプロモーションをなさってくるというお話もありましたけども、2 年前の

ミラノのことにも触れられましたけども、例えばあの時、日本酒バルみたいなものがあっ

たりとか、ウィークみたいな感じでですね、山形県産酒が現地でも好評だったというお話

もあったかと思います。 

今回、スペインでそういった意味でそのプロモーションなさる上で、現地、お米を食べ

る国でもありますけども、どういったところを特に強調して、アピールしてというところ

になるのでしょうか。 
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知事 

はい。そうですね、まずちょっと申し上げますと、欧州から日本への観光客は年々増加

傾向と聞いております。 

それで、スペインでは日本の伝統文化のほか、日本の食について高い評価を得ているこ

ともあって、2016 年におけるスペインからの延べ宿泊者数は約 46 万 2 千人と、過去最高

となっております。 

今回のスペイン訪問の機会を捉えて、本県の食や観光資源、ものづくり技術などについ

て PR することで、スペインにおける本県の認知度向上を図り、インバウンドの拡大に結び

付けたいということであります。 

在スペイン日本国大使公邸でプロモーションを行なうのですけれども、その内容を申し

上げますと、本県の食や優れた観光資源、ものづくり技術などについてプレゼンテーショ

ンを行います。 

それで、公邸料理人から「つや姫」や日本酒などの本県食材を使用した料理を提供して

いただきまして、招待者の方に実際に山形の食を味わってもらって、山形に行ってみたい、

また食べてみたいと思ってもらえるように、そういう関心を高める内容にしていきたいと

いうふうに思っているところであります。 

「おいしい山形」でありますので、雪と山、もちろん PR しますけれども、おいしい食と

いうこともしっかりと PR してきたいと思っています。 

 

記者 

ありがとうございます。 

もう 1 件、まったく関係ない話なのですけども、会計検査院の、先般、昨年度検査に関

しての監査結果というものが出ました。 

山形県は、15 項目、1 億 9 千万余りだったかな、というご指摘を受けた中で、そのうち 1

億 4 千万円余りが新庄の県内初の小中一貫校の萩野学園に対する学校整備に関するもので

した。 

新庄市の言い分もありますし、この学校改築に関しては、天童市も県教委の、県教育委

員会の指示を、指導を受けながら、助言、アドバイスを受けながらの整備だったというよ

うなことも言及しております。 

新庄にとって、財政規模を見れば 1 億 4 千万円っていうのは非常に大きい額になります

けれども、どっちがどうだという責任論ではないのでしょうけれども、この検査院の指摘

に関して、県としてなにかサポートなり助言なりそういったものという体制というものは

ありうるのでしょうか。 

 

知事 

はい、11 月 8 日になりますけれども、会計検査院から平成 28 年度決算検査報告が公表さ
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れました。本県におきましても、適性を欠く事務処理があったということで誠に残念であ

ります。県としましては今後、このような指摘を受けることがないよう再発防止に取り組

むということがあります。それから関係市町村に対しましても、助言を行うなど、適切な

事務処理の確保に努めてまいります。 

今、記者さんのご質問にありました、学校関係ということがありましたけれども、その

ことについてもし、今、答えられることありましたら答えてもらいたいと思います。 

 

教育次長 

教育次長の松田です。 

今回、学校施設整備関係で、今話ありました新庄市を始め何件かありました。会計検査

院のご指摘もですね、大変制度が複雑になっているというようなこともありまして、マニ

ュアル化とかそういったことを進めながら、県としても指導していくべきだと、国として

もそういうことをやるのでということでありましたので、我々独自にマニュアル化を進め

てまいりますけれども、国のほうからのご指導も受けながらですね、今後きちんとしてい

きたいと思っております。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者 

そうするとですね、新庄市は全員協議会を開いて一応説明して、ただ、年度を超えてし

まっているので、本来適用されるべきだった国庫負担金の部分の事業が使えなくなってし

まっていると。結果的には過年度で終わってしまっているので、できないというふうにも

なっております。 

これから返還命令がでれば、返還しなきゃいけないということになるのですけども、そ

ういった際に、県としてもなにかサポートできる部分とか、連携できる部分であるとか、

助言できる部分であるとか、そういったものというのはなにかあるのでしょうか。 

 

知事 

そうですね、それについては、まだ具体のことについては、私はちょっと詳しいことは

まだ聞いておりませんので、なんとも申し上げられないところであります。はい。 

 


