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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年4月17日(火) 9:46～10:24 

場 所：記者会見室 

出 席 者：知事、総務部長、秘書課長、広報広聴推進課長  

出席記者：16名、テレビカメラ5台 

 

1 記者会見の概要 

広報広聴推進課長開会の後、知事から3件の発表があった。 

その後、代表・フリー質問があり、知事が答えて閉会した。 

 

2 質疑応答の項目 

発表事項 

 (1) 平成29年外国人旅行者県内受入実績調査の結果について 

(2) 第４回三世代家族写真コンテストの作品募集について 

 (3) モスクワ市で開催される「日本・ロシアフォーラム2018」への知事参加

について 

代表質問 

 (1) 大分県での山崩れの発生を受けて 

フリー質問 

 (1) 旧優生保護法に基づく優生手術について 

(2) 米山新潟県知事の辞職検討報道を受けて 

(3) 発表事項１に関連して 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：毎日・産経・ＹＢＣ＞ 
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☆ 報告事項 

知事 

皆さん、おはようございます。 

だいぶ桜の花も咲いてまいりました。県内各地で県民の皆さんが楽しんでおられること

と思います。それでまず初めにですね、恒例となりましたイベントや祭りをご紹介いたし

ます。 

4 月 21 日と 22 日ですけれども、天童市で「第 63回天童桜まつり人間将棋」が開催され

ます。天童の春を彩る「人間将棋」では、約 2,000 本の桜が咲き誇る舞鶴山を舞台に、甲

冑や着物姿に身を包んだ武者や腰元たちが将棋の駒となって、プロ棋士による対局が行わ

れます。 22 日、日曜日には「ひふみん」こと“加藤一二三（ひふみ）”九段と、タレント

の“つるの剛士（たけし）”さんによる豪華トークショーも行われます。 

また、本日はゴールデンウィーク前、最後の会見となりますので、県内各地のイベント・

祭りなどを広く紹介いたします。 

4 月 27 日金曜日 10時 30 分から、蔵王エコーラインの開通式が行われ、いよいよ蔵王も

新緑の季節を迎えます。皆さま、ぜひ、春の蔵王へお出かけください。 

次に 4月 29 日から 5 月 5日まで、新庄市の最上公園で「新庄カド焼きまつり」が開催さ

れます。炭火で焼いた大型のカドは、食べ応えも十分です。春の訪れを感じさせる、新庄

の春の風物詩となっています。 

4 月 29 日から 5 月 3 日まで、上杉神社や松川河川敷などを舞台に「米沢上杉まつり」が

開催されます。上杉軍と武田軍の両軍合わせて約 700 人の武者が戦った「川中島の合戦」

が再現されるなどのイベントが催されます。 

4 月 28 日から 5 月 6 日まで、酒田市で「玉簾（たますだれ）の滝ライトアップ」が行わ

れます。周辺は杉の大木に囲まれ、昼間は自然の豊かさを感じることができる滝なのです

けれども、ライトアップによって幻想的な世界を楽しむことができます。 

そのほか、ゴールデンウィーク期間中にお楽しみいただけるイベントや祭りは、山形県

のホームページのほか、山形県観光情報ポータルサイト「やまがたへの旅」にも掲載して

おりますので、ご確認のうえ、ぜひ、ご家族でお出かけいただければと思っております。 

 

では、私から発表が 3 点ございます。 

1 点目です。平成 29 年の本県における外国人旅行者県内受入実績調査結果の速報値がま

とまりましたのでお知らせいたします。 

県内の宿泊者、立寄者を合わせた受入延人数は、191,300 人となり、前年に比べ 63,569

人の増、率にしますと 149.8%となり、過去最高となりました。増加の主な要因としまして

は、これまでのトップセールスをはじめとする誘客プロモーションの効果やチャーター便

の運航などが考えられます。 

市場別の動向としましては、特に台湾については、平成 26年から平成 29年にかけての
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トップセールスの効果などにより、前年比 152.4%の 105,156 人となりました。県全体の約

55%、半分以上を占めております。 

そのほか、ビザ発給要件緩和の対象訪問地が本県にも拡大された中国、東北 6 県で連携

し、合同トップセールスを実施した香港についても大きく伸びております。 

また、平成 28年に引き続き庄内空港へのチャーター便が運航された韓国につきましては、

前年に比べ 157.9%と大きく伸びております。 

県としましては、海外への観光 PRの強化や受入態勢整備を進め、平成 32年までに 30万

人という目標を掲げておりますので、それを早期に達成すべく官民あげて取組みを更に進

め、一層の誘客促進を図ってまいります。 

2 点目にまいりますが、本県では、子どもたちが心豊かに育ち、安心して子どもを生み育

てられる環境をつくるため、本県の特色であります三世代同居、この三世代同居率は日本

一です、や親子の両世帯が近くに暮らす近居、近い居と書いて近居など、家族の絆で支え

合う暮らしの良さを知っていただくよう周知啓発に取り組んでいるところです。 

このたび、 第 4 回目となる「三世代家族写真コンテスト」を開催することといたしまし

た。三世代同居や近居の暮らしならではの写真を、県民の皆さまから広く募集いたします。 

募集期間は明日 4月 18 日から 5 月 23 日までであります。入選作品につきましては、子

育てに関連するイベント会場への掲示やテレビ CMなど各種媒体を通して、県民の皆さまに

広くお伝えしていくこととしております。たくさんのご応募をお待ちしております。 

3 点目であります。モスクワ市で開催される「日本・ロシアフォーラム 2018」への参加

について、お知らせいたします。 

4 月 26 日から 5 月 1 日までの 6日間、ロシアを訪問し、毎日新聞社およびロシアの新聞

社「ロシスカヤ・ガゼタ」社が主催する「日本・ロシアフォーラム 2018」に、茨城県、広

島県、和歌山県などとともに参加してまいります。 

このフォーラムには、日本からは、二階自民党幹事長や朝田丸紅会長、植木日本航空会

長など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、経済協力、知的交流、文化交流を通した日本・ロシア関係発展を促進すること

を目的として開催されるものであります。 

私は、メインフォーラムに出席しますほか、「観光・極東」をテーマとしたパネルディ

スカッションにパネリストとして参加いたします。 

今回の参加は、日本側の主催者であります毎日新聞社ならびにフォーラムに併せて編成

されるロシア訪問団の主催団体である日本経済団体連合会、それから日本観光振興協会、

日本旅行業協会および全国旅行業協会からの要請をお受けしてのものでございます。現在、

政府では観光立国の実現を目指して、インバウンド拡大に力を入れております。今回の訪

問では、日本側から、政府関係者や経済団体、観光関係団体を代表する方々が参加し、誘

客促進のための PRを行うとのことでありますので、私としましても観光立県を目指し、山

形県をロシア関係者に強く印象付ける絶好の機会であると考え、参加することといたしま
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した。ロシアの皆さまに山形県をしっかりと PRしてまいりたいと考えております。私から

は以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

YBC の高橋と申します。よろしくお願いいたします。大分県での山崩れの発生を受けてに

ついて質問したいと思います。 

今月 11 日に大分県中津市耶馬溪町（やばけいまち）金吉（かなよし）で山崩れが発生し、

住宅 4棟が巻き込まれ、死者・行方不明者 6名が出る惨事となりました。山崩れは幅およ

そ 200m、高さおよそ 100m にわたって発生しました。現場斜面周辺では雨は降っておらず、

専門家は原因について風化で溶結凝灰岩（ようけつぎょうかいがん）の地盤に亀裂が入り、

地層表面に近い土砂層を巻き込み崩れたと分析しています。溶結凝灰岩は灰など火山から

噴出物が冷えて固まったもので、火山地帯に多く存在し、比較的強度が低いといわれてい

ます。 

そこで、県内でこの溶結凝灰岩の地盤はどのあたりに分布しているのか。また、過去、

この地盤上で山崩れは発生しているのか。そして、この地盤に対する調査・対策などは検

討しているのかについて、知事にお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

知事 

はい。まずもって、このたびの土砂災害で被害にあわれた方々に心からお見舞いを申し

上げます。亡くなられた方々のご冥福をお祈りしますとともに、いまだ行方不明となって

おられる方々が一刻も早く発見されますよう、お祈りいたします。 

県内における溶結凝灰岩の地盤分布につきましては、山形県土地分類基本調査の「表層

地質図」によりますと、県内の限られた区域に分布しております。具体的に申し上げます

と天童市東部、高畠町南東部、米沢市東部、小国町北部などの一部に分布しております。 

また、これらの溶結凝灰岩は、1,000 万年以上前の火山活動によってできたものとされて

おります。 

2 番目の質問になりますけれども、昭和までさかのぼって確認しましたところ、羽越豪雨

のような大規模災害を除き、これらの区域周辺における人家・人命に関わる土砂災害は確

認できませんでした。 

現在、全国的に土石流、急傾斜地の崩壊、地すべりなどの土砂災害が発生する恐れがあ

る区域を土砂災害警戒区域として指定を進めており、平成 30 年 2 月末現在、全国で約 51

万か所が指定されております。そのうち、本県では 5,146 か所を指定しております。 

また、これらの土砂災害警戒区域におきましては、警戒避難体制の確立などを目的とし

て市町村がハザードマップの作成を進めております。平成 29年 3月末現在における本県の

ハザードマップ整備率は 72%となってございます。今後も引き続き、市町村と連携しながら、
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避難体制の確立を促進してまいります。 

なお、溶結凝灰岩の分布している土砂災害警戒区域にお住まいの方や福祉施設に対して

は改めて注意喚起を行いますとともに、これらの区域を含めた危険性の高い箇所につきま

しては、例年 6月の土砂災害防止月間において実施している点検を前倒ししまして実施す

るよう指示をしているところでございます。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

☆ フリー質問 

記者 

毎日新聞の二村と申します。よろしくお願いします。 

こちらからは、大きく分けて 3 点質問があるのですけれども、まず 1 点目が、先日、弊

社のほうで、県立の、いわゆる障がい者福祉施設というところで、当時、優生保護法に基

づく集団の手術が要求されたという問題を報じたのですけれども、県さんも、その集団手

術を受けたというその関係者の方の訴えというのも把握していまして、調査しているとの

ことなのですけれども、まず、県立施設のこの 3つを調査しているということなのですが、

県立施設 3 つの調査状況で、もし調査をしているのであれば、具体的に何を調べていくの

か、何を調べているのか、そして当時の入所者とか関係者も含めて聞取りする意向など、

調査をどこまでするのかというのがあれば教えてほしいのがまず 1 点です。 

2 点目がですね、今回、県さんのほうとか弁護士会のほうでも、集団手術を受けたとされ

る方の訴えがあって、そういった方の関係者の声の中で、いわゆる施設側は直接的な文言

はないけれども、実際には同意をある意味要求するという訴えがあったというふうに言っ

ていますけれども、それに対する知事の受止めとですね、あとは実際に今後、調査を進め

ていく中で、そういった実態を裏付ける書類が見つかった場合、施設側とそれを所管する

県の責任というのはどういうものなのかというのがお聞きしたいというのが 2 点目。 

最後は、今までの県さんがしてくださった調査の中で、今回訴えがあった方の記録とい

うのは、今までの文書の中で見つかっているのかというのが 3 点目です。 

 

知事 

はい。そうですね、旧優性保護法に基づく優生手術につきましては、当時の法律に基づ

いて行われていたこととはいえ、大変悲しい出来事であったというふうに思っております。 

昨日、一部の報道機関から、優生手術について、県の知的障がい者施設に関する報道が

ありましたけれども、現在、調査中でございます。 

その調査の結果を受けて、また、今後見込まれる厚労省の実態調査を通して、適切に対

応してまいりたいというのが全体的なことでございます。 
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記者 

すみません、その調査中というのは具体的にはいわゆる県立の 3 施設についてでしょう

か。 

 

知事 

そうですね。民間のはまだです。前回の会見の質問にもお答えしましたけど、やはり全

国一律の基準というものがしっかりと示されてからやりたいというふうに思っております。 

そのためにもですね、県の関係機関に対して、関連する文書の保全を指示しております

し、また、先週には本県独自で市町村や医療機関にも文書の保全を依頼しております。 

そうやって何回も何回も調査というようなこともはばかられますので、一律の基準がで

きたところでそこをきちっと調査したいというふうに考えております。 

 

記者 

ということは、今の時点で県立施設の 3 つについては、まだ調査が始まっていないとい

うことなのですか。 

 

知事 

いや、調査中です。 

 

記者 

調査中ということなのですね。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

では、国の指針を待たなくても、今調査中ということなので、そのこととしては、例え

ば関係者から話を聞くだとかですね、そういった具体的な方向性というものはどのような

ものがあるのでしょうかね。 

 

知事 

先ほど、質問の中でありましたけども、どこまでどういうところを調査しているのかは

担当に答えてもらいます。 

 

健康福祉部次長 

健康福祉部の荒木でございます。 
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調査ということでございますが、まず、調査始めの段階ですので、現段階においては最

初に施設にどういう書類があるかという観点から着手しているというところでございます。 

 

記者 

今のところ、関係者とか、入所者、当事者への話を聞くというお考えというのは、可能

性はありますでしょうか。 

 

健康福祉部次長 

現段階では、書類のほうを確認している段階ですので、それについては現段階では。 

 

記者 

では、3 つの学園の中に所蔵されている書類ということですね。 

 

健康福祉部次長 

はい。3 つの施設でございます。 

 

知事 

2 点目をもう 1回言っていただけますか。すみません。 

 

記者 

矢継ぎ早で、お時間もないということだったので、すみませんでした。 

今回、3 つについて調査をしているということだったのですが、今回の調査をするそもそ

もの発端が、県立の障がい者施設で集団で手術をされたという訴えが複数の関係者から上

がっているといった事実があって、施設側がある意味、福祉の条件というのですか、居続

けるならば受けるといったことがですね、そういう訴えをしている関係者もいて、そうい

った訴えに対する知事の今の受止めというのは、どういうのがありますでしょうか。 

 

知事 

そうですね。そういったことがまずあったかどうかということ、そういった入所者の方

でありましたり、関係者でありましたり、何よりもそこに従事していた人たちから、調査

ということで聞取りをするべきなのかなと思うのですけども、だいぶ時間的な経過もあっ

て、なかなか難しいのではないかというふうにも聞いているところでありますけれども、

できる限り、県としてわかることをしっかり捉えていかなければいけないとは思うのです

けれども、その時間的な経過もあって、なかなか関係者の方々とどういうふうに連絡を取

れるのかとかですね、限界はあるかと思いますけれども、できる限りのことをしたいとい

うふうには思っています。 



 8

記者 

そこのところで、当時、同意のもとでというふうになっているのですけれども、もし、

施設の人が、居続ける 1 つの条件として、同意というのが形骸化していたという可能性も

あるのですけれども。 

つまり、入所者が実際は同意はしているのですけれども、私が聞いた関係者の中では、

施設側のほうに、当時は受けないと居続けられない雰囲気があったと。だから同意せざる

を得なかったという証言がちょっとあってですね、そういったところで、いい悪いという

ことではなくて、本来は保護義務者だったり、入所者の意思が尊重されるべきだけれども、

それがある意味、同意を強要されたというか、そういうふうに思われているのだとしたら、

それはやはり問題があるというふうに感じられますかね。 

 

知事 

そこは、現代の私たちであればやっぱりそういう思いを持つと思いますけれども、ただ、

当時も、法というものがあって、法で決められたことを実行しなければならないというよ

うな立場にあった人たちのことを考えると、やっぱり現代の私たちが感じるのと全く同じ

ような考え方ではなかったのかなとも思われるわけでありますので、今、そのことに対し

てコメントをするのはなかなか難しいのかなと。 

その法の下に行われたということが、やはりひとつの大きな問題点なのではないかなと

いうふうに思います。 

 

記者 

ただ、その法自身もですね、医師が個別に県の優性保護審査会というところにかけて、

医師の診断に基づくという法の手続きもあってですね、その前に、施設側が実際はもう同

意をやった上でやっているのだとしたら、優生保護法という法自身にもちょっと違反して

いるのかなという可能性もあるとは思うのですけれども。 

 

知事 

そこのところは、はっきりしない段階で私から申し上げるのはちょっと難しいかなと思

っています。 

「そうであれば」とかいうことに対して、お答えはちょっとしにくい段階だということ

をご理解いただきたいと思います。 

 

記者 

わかりました。 
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知事 

はい。3 点目はなんでしたか。 

 

記者 

最後の 3 点目なのですが、今回、訴えがあった施設で集団手術を受けたという方が複数

いるのですけれども、そういった方について今までのところ、県さんの書庫とかですね、

保健所とか、今まで調査した段階で、そういった記録を裏付けるものはまだ出てきていな

いのかということをちょっとお聞きしたいのですけど。 

 

知事 

訴えられた方、訴えをした方。 

 

記者 

要は手術記録とかですね、すでにこちら側にも公開はしてくださっていると思うのです

けれども、今までの調査段階の中でそういうのは見つかっているかというのを、ちょっと

教えていただけますか。 

 

知事 

はい。知り得たことはなるべく早く公表はしているのですけれども、そのことについて

はどうですかね。 

 

健康福祉部次長 

1 つは、今まで調査したのは、県庁、保健所等の審査会の資料が 1 点ございます。 

訴えられた方というのはどういうことかというと、窓口には相談が 2件ございましたし、

施設に直接ご相談いただいた方が 1 人いらっしゃいましたけど、そのことということです

か。 

 

記者 

いや、いわゆる調査、施設。 

 

広報広聴推進課長 

施策的なものは、後ほど報道監が残って答えさせていただきます。 

 

記者 

なるほど。では、最後です。 

先ほど知事も、やはりそういったところに問題があって、聞取りも含めて調査しておく



 10

べきだというお考えだったと思うのですが、実際、そのお考えどおりに、関係者とか、入

所者にも聞くべきだということをおっしゃっていたと思うのですが、実際にもう聞取り調

査をするということは明言できるのでしょうかね。 

 

知事 

できる限り、事実が解明されればというふうに思います。県として、その手術をされた

方々のその思いというものもありましょうから、行政として調べられる限りのことを調べ

るということが大事なのではないかなと思っています。 

 

記者 

すいません、矢継ぎ早やな質問で。ありがとうございました。 

 

知事 

いえいえ。 

 

記者 

共同通信の神戸と申します。引き続き、優生保護法関連の質問になるのですけれども、

今、現場での運用というお話もあったのですが、実際に国のほうから、昔の資料なんかを

見てみると、例えば、旧厚生省が実際に手術に同意をしてない方に対して、例えば、拘束

したりだとか、あるいは麻酔を使ったりとか、そういったことをしてもいいというような

通達を出していたという時期もあってですね、それを受けて全国的にそういった規定をあ

る意味で脅し文句のように使って、実際に無理やり手術に同意させたというようなケース

もあるやに、私がいろいろ調べる中で、伺うこともあったのですが、実際に行政が、そう

いった形で現場に対して何か指示をしていたという裏付けができるような資料に関して、

たとえば、今後ですね、具体的に調査をしていくとか、あるいは、もうされているようで

あれば、その状況なんかも含めて伺えればと思います。 

 

知事 

はい。今、記者さんがおっしゃったような、通達ですか、そういったことはちょっと私

は今のところ承知をしておりません。 

そして、どういうふうに調査をしたら、というお話でありますけれども、まずは県で保

管、保存している書類はきっちりと調べますし、県関係の施設についてもできる限りの調

査をしたいと思います。 

それから、医療機関や民間の施設に対しては、保全は要請しておりますので、全国一律

の基準が示されて、政府、厚労省のほうから調査をするようにということがありましたら、

すぐに調査したいというふうに思っています。 
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ですから、調査の内容がどういうことになるのかなということによると思うのですけれ

ども、また、宮城県では訴訟というような形で起きましたよね。そういうところで、司法

の場でどういうことが明らかになっていくのかもしっかりと注視していくことが大事かな

と思っております。 

やはり、これは、超党派で、国会議員の方々もですね、方向性を考えて検討しておられ

るということでありますし、政府のほうでも前向きに動き始めているのではないかという

思いを持っておりますので、行政としては、できる限りのことをしていきたいというふう

に思っています。 

あまり具体的でなくて申し訳ないのですけれども、そういう思いでやっていきたいと思

います。 

 

記者 

NHKの池川です。ちょっと話題変わるのですけれども、新潟の米山知事がですね、女性問

題に関係して週刊誌で報じられていることを理由に、進退について検討しているという報

道が朝からされているのですけれども、吉村知事も、米山知事とは、3県知事会議等で交流

があるかと思うのですけれども、受止めをお願いします。 

 

知事 

そうですね。私も今朝のニュースで報道されていることしか存じ上げないところであり

ます。本当に驚いているという状況です。本当に驚いているということが、まず、すべて

でありまして、具体的な事実関係は全く承知しておりませんので、コメントは差し控えさ

せていただきます。 

 

記者 

朝日新聞の星乃と申します。2点お尋ねします。 

県内の観光客の受入れ、入込みの結果なのですけれども、台湾が比較的伸びたというこ

となのですが、表を見る限りですね、県内の宿泊者数の中で立ち寄り者数よりも少ないの

は台湾だけなのですね。ということは、台湾から来られる方は県内にお泊りにならないで、

そのまま通過されているケースが多いのかなと思うのですが、泊まらないと落とすお金が

少ないというのも、一般的に言われることです。台湾の方に泊まっていただくためにどう

したらいいのかなというところ、お考えがあったら教えていただきたいのが1つ。 

あと、震災前比での数字を挙げていただいているのでお尋ねしたいのですが、本県にお

ける観光面の震災の影響というのは、現状どういうふうになっていると認識しておられる

か教えてください。震災が本県の観光に与えている影響というのは現状どうなっているか

ということをお尋ねします。 

 



 12

知事 

はい。まず1点目でありますけれども、台湾の皆さんはですね、本県のインバウンドにお

ける割合は、震災前は7割ぐらいだったのですね。今回は約55％、やはり半数以上と高い比

率を占めているところであります。 

今の記者さんの質問では、台湾の方は立ち寄りはあるけれども宿泊は少ないということ

でしたが、そのように具体的になっておりますか。 

 

観光文化スポーツ部次長 

観光文化スポーツ部齋藤でございます。 

数値でございますけれども、いわゆる宿泊客が4万3,220名でございまして、立ち寄りの

ほうが、6万1,936名ということで、1万8,000人ほど立ち寄り者数のほうが多いというのが

数値になってございます。 

 

知事 

つまり、宿泊が少ないということなのですね。 

 

観光文化スポーツ部次長 

はい、そうなります。 

 

知事 

宿泊してもらったほうが地元にはいいわけですよね。やはり、県内で周遊していただく

というのが1つは大事なのかなと思っています。ただ、立ち寄りも大事でありますけれども、

宿泊に力を入れるということでは、これからもいろいろ検討していかなければならないと

は思っておりますけれども、宿泊の魅力と言いますか、まずそのこと自体ももっとPRしな

ければいけないのかなと。それぞれの観光地のPRは大いにしてきておりますけれども、宿

泊自体の魅力というのも1つあったりですね、あと、泊まるからこそできることというので、

たとえば、さくらんぼの「朝摘みさくらんぼ」というようにですね、夜泊まっていただい

て、朝早く行ってさくらんぼをもいでいただくというようなことは1つの良い例であります。

あと、朝早く紅花を摘んでもらうとかですね、朝早いと紅花のトゲが痛くないのですよね。 

そういった例は挙げられますけれども、やはり泊まってこそ楽しんでいただけるもの、

例えば、お酒やワインは泊まらないと飲めないわけ。運転しなければいいわけであります

けれどもね。何か泊まってこそ体験できるようなことというのも、もうちょっと考えなけ

ればいけないのかなというふうにも思います。 

でもどうなんですかね。立ち寄りが多いということは、たくさんのところへ行っている

というにも考えられないのですかね。私、逆の思いもちょっと持ったところだったのです

けれども。それについてはどうなのでしょうか。 
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観光文化スポーツ部次長 

今、知事からもお話ありましたように、立ち寄りにつきましては、いわゆる立ち寄る箇

所でのカウントという部分がございますので、お1人の観光客の方が県内複数の観光スポッ

トに立ち寄られるというような場合には、その部分のカウントと、これを「延べ」（補足：

正しくは「実数」）というような形ではちょっと統計がとれていませんので、そういう視点

もございますので、単純に、立ち寄られた方が宿泊そのものの数を上回っているというこ

とになるかというのは、なかなか統計上とれないところではございますけれども、複数の

箇所を回って周遊していただいている結果というように考えている点もございます。 

 

知事 

たぶん、両面考えられますが、ただ、宿泊を増やすというのは、やはり最も力を入れな

ければならないところかなとは思っております。 

震災の影響はだいぶ少なくなってきているのかなというふうに、今日発表して思います

に、平成22年が震災前のデータでありますけれども、その時と比べますと、198.6％になっ

ておりまして、外国人旅行者に限るのですけれども、9万4,997人増というふうになってご

ざいますので、だいぶ払拭できているのかなという思いは持っております。 

ただ、日本全体を通して見ますと、まだまだ伸びが大きいわけですね。毎年過去最高を

更新しているわけであります。そういう中にあって、東北はまだちょっと伸びが少ないと

いうのがあります。その中でも山形と秋田、福島はですね、ちょっと東北6県の中でも、こ

の3県は割と人数的には少ないほうなのかなという思いを持っていますので、本県としては

過去最高ではありますけれども、もっともっとしっかり取り組んで外国の方の活力を取り

込んでいくということは、大事なことだというふうに思っております。 

 

 


