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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年10月16日(火) 10:03～10:34 

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：14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1件の発表があった。 

その後、代表・フリー質問があり、知事等が答えて閉会した。 

 

2 質疑応答の項目 

発表事項 

(1) 平成30年度「里の名水・やまがた百選」の選定について 

代表質問 

(1)故石坂公成（いしざかきみしげ）氏への名誉県民の称号授与について 

フリー質問 

(1) 台湾からの国際定期チャーター便就航について 

(2) 山形鉄道フラワー長井線開通30周年について 

(3) 戸沢村蔵岡地区の浸水被害に対する今後の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：読売・日経・YTS＞ 
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☆報告事項 

知事 

皆さん、おはようございます。 

まず、「雪若丸」の話です。 

期待の水稲新品種「雪若丸」は、先月の 9 月 29 日に山形市で、そして、10 月 6 日には

東京でデビューイベントを開催いたしました。本格デビューをしたわけでございます。 

県内イベントでは、準備した「雪若丸」200 袋が 15 分で完売するなど、「つや姫」デビュー

時と並ぶ県民の皆様の期待と盛り上がりを実感いたしました。大変心強く思ったところで

す。 

また、東京でのデビューイベントでは、「雪若丸」のイメージキャラクターに、現在大ブ

レイク中の人気俳優、田中圭さんを起用した効果もありまして、会場に多数の報道関係者

の皆様が集まって大変な盛り上がりとなりました。また、6 日の CM お披露目直後から、ネッ

トニュースでの報道やホームページへのアクセス件数が急増しまして、「『雪若丸』を買っ

た」とか「買いたい」とかいう声が多数寄せられまして、購買行動につながっているとい

うことを聞いております。 

こうした盛り上がりを反映し、県内の主要精米工場では、「雪若丸」の商品製造ラインは

フル稼働状態だというふうに伺っております。 

また、県外向けには、「雪若丸」の出荷が、通常よりもかなり速いペースで進んでいると

いうことで、まだ販売から 2 週間ではありますが、まずは、好調なスタートを切れたので

はないかと考えております。 

加えまして、今月 24 日には、大阪と名古屋で「つや姫」「雪若丸」トップセールスを行

い、こうした盛り上がりを一層加速させていきたいと考えております。 

引き続き、気を引き締めて、ブランド化の基盤であります高品質・良食味生産体制の構

築に努めながら、テレビＣＭを核とした一体感のある効果的なプロモーションを展開して、

「つや姫」の弟君であります「雪若丸」の認知度向上を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

次は、チャーター便です。 

いよいよ、10 月 19 日に台湾からの国際定期チャーター便の最初の便が山形空港に到着し

ます。 

当日は歓迎セレモニーを行って、台湾から到着する皆様を山形らしいおもてなしでお迎

えいたします。 

今回のチャーター便は、来年 2 月までの間、山形空港 114 便、庄内空港 30 便の計 144

便が運航されるもので、県では、ツアーの訪問先の Wi-Fi やキャッシュレス決済の導入な

ど快適に過ごしていただける環境整備や、観光関係者への接遇研修の実施、また、台湾の

言葉での会話マニュアルの配付など、官民挙げて受入態勢の整備に取り組んできておりま

す。 
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来年の 2 月まで、チャーター便を利用して約 1 万人の台湾からのお客様が本県を訪れる

予定ですので、県民の皆様もぜひ温かく歓迎をしてくださいますようお願いいたします。 

このチャーター便を契機として、本県と台湾の一層の交流拡大、観光誘客の拡大に結び

付けていきたいと考えているところです。 

それから、先週、ジャカルタで開催されたインドネシア 2018 アジアパラ競技大会におき

まして、本県の選手 2 名が素晴らしい成績を収められました。そのご紹介であります。 

まず、東海林 大（とうかいりん だい）選手ですけども、今回 3 種目に出場し、100m バ

タフライと 200m 個人メドレーで見事金メダルを獲得いたしました。金メダル 2 つという

ことで、本当に快挙だと思っています。もう 1 つの 100ｍ平泳ぎでも銀メダルを獲得してお

ります。 

次に齋藤 元希（さいとう げんき）選手ですけども、6 種目に出場し、400ｍ自由形、200

ｍ個人メドレー、100ｍ背泳ぎで 3 つの銅メダルを獲得しております。 

お二人の活躍は、県全体を元気にしてくれる本当に明るいニュースであります。2 年後の

東京パラリンピックに向けても、大いに期待をしているところであります。 

では、恒例となりました、イベントや祭りをご紹介です。 

10 月 1 日から「新潟県・庄内エリアプレデスティネーションキャンペーン」が開催され

ております。その関連イベントとしまして、10 月 20 日、土曜日に、酒田市で「おいしい食

の都庄内酒まつり」が開催ざれます。“美食・美酒県やまがた”が誇る県内全酒蔵の日本酒

が勢揃いし、お好きなお酒を 1 杯 100 円で試飲することができます。また、酒田のラーメ

ンや庄内風芋煮、「食の都庄内」親善大使の太田シェフの特別料理が販売されます。ほかに

も、特設ステージでのパフォーマンスやアトラクションなども楽しむことができます。 

続きまして、10 月 21 日、日曜日に、フラワー長井線の宮内駅、長井駅、荒砥駅を会場に

「フラワー長井線まつり」が開催されます。3 つの駅では、地元の小学生、中学生、高校生

による吹奏楽演奏をはじめとする様々なアトラクションや、山形鉄道オリジナル駅弁の販

売などが行われます。なお、当日、フラワー長井線は、終日片道 1 回 100 円でご乗車いた

だけます。 

さらに、県内は紅葉が見頃の季節を迎えます。県でも、山形観光情報ポータルサイト「や

まがたへの旅」に“紅葉の見頃情報”を掲載しておりますのでご覧ください。 

県民の皆様も、ぜひ足をお運びいただいて、山形の秋の魅力をお楽しみいただきたいと

思っております。 

 

私から、発表がございます。 

平成 30 年度「里の名水・やまがた百選」の選定についてお知らせをいたします。 

この「里の名水・やまがた百選」の取組みは、地域の人々に育まれてきた優れた湧水等

を県が選定し、県内外に広く紹介することにより、水環境を大切にする心と郷土愛を育む

とともに、観光資源としての活用につなげ、地域の活性化を図ることを目的に、平成 27 年
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度から実施しているものであります。 

今年度、12 箇所の湧水の応募がありましたので、現地調査や、水質調査、選定委員会の

意見などを踏まえまして、11 箇所の湧水を「里の名水」に選定いたしました。 

今回の選定により、昨年度までに選定した 33 の名水と合わせますと、選定された名水は

合計で 44 になります。 

県では、今後、選定された名水の保全団体等の代表者に選定書を交付するとともに、県

のホームページでのご紹介やパンフレットの配布などにより広く情報を提供していくこと

としております。 

県民の皆様には、秋の行楽シーズンでもありますので、紅葉狩りなどとともにぜひ、名

水も訪れていただければというふうに思っております。私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

幹事社の読売新聞の天野です。よろしくお願いいたします。 

お亡くなりになられました、石坂公成（いしざかきみしげ）さんへの名誉県民の称号の

授与についてお尋ねいたします。 

免疫学の世界的な権威で、7 月にお亡くなりになった山形大学の特別招聘教授の石坂公成

さんに対し、「名誉県民」の称号が授与されることが、県議会の同意を得て、正式に決定さ

れました。まずこのことに対して、知事の受止めをよろしくお願いします。 

また一方で、石坂さんへの名誉県民の称号の授与を巡っては、9 月 7 日に県庁で開催され

た選考委員会のほうで、「生前に授与すべきだった」との意見が有識者の方から出されまし

た。知事は、こうした意見をどういうふうにお受け止めになっているのか。また、こうし

た意見に応えるために、何らかの改善を行う考えはございますでしょうか。そのあたりに

ついてお聞かせください。 

 

知事 

はい、わかりました。 

今回、9 月定例会で議会の同意をいただき、石坂公成先生に山形県名誉県民の称号をお贈

りすることを決定いたしました。皆さんからご同意をいただいて、顕彰することができて

本当に良かったと思っております。これから顕彰があるので、顕彰することができるとい

うことは、大変良かったと思っております。先生の、石坂先生の素晴らしいご功績につき

まして、改めて多くの方に知っていただき、県民の誇りにしていただくとともに、特に、

若い方には目標にしていただきたいというふうに思っております。 

ご功績やご略歴につきましては、紹介用のパネルを県庁や総合支庁のロビーに早速設置

したところであります。それから県のホームページに掲載するなど、そういったことから

始めておりますので、是非、多くの皆さんにご覧いただきたいと思います。 
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選考委員会では、「生前に顕彰すべきだった」とのご意見も頂戴したということでありま

す。石坂先生につきましては、かねてから、偉大なご功績をお持ちの方だということはも

ちろん存じ上げておりましたし、また、本県の教育委員会委員長などもお務めいただきま

した。県勢発展にもご貢献いただいているということも踏まえ、顕彰について考えていた

ところでございました。 

そういう中で、ご逝去の報に先に接することになったことは、大変残念に思っておりま

すけれども、是非とも顕彰すべき方だというふうに思っておりましたので、直ちに内部で

名誉県民としての顕彰について検討を始めたというところであります。それでこういう次

第になったわけでありますけれども、今後ということになりますと、今回の石坂先生のよ

うに、すでに大きな功績をあげられた方が本県に移り住まれた場合、直ちに名誉県民など

の顕彰の対象となり得るのか、顕彰のタイミングはいつが良いのか、といったことについ

ては、引き続き検討が必要だと考えております。 

本県にゆかりのある方々のご活躍や、受賞の状況などについて、幅広く情報収集をして、

県民世論の盛り上がりなども的確にとらえ、適切なタイミングで顕彰ができるように今後

とも努めてまいりたいと考えているところです。 

 

☆フリー質問 

記者 

NHK の新藤といいます。台湾のチャーター便の増便の件でお伺いしたいんですけれども、

今回、4 倍を超えてですね、昨年よりもチャーター便の数が増えてるのですが、県として、

知事として、増えた要因という分析とですね、あと昨年の県の外国人観光客の半数が台湾

の方ということで、山形県のインバウンド戦略における台湾の位置付けというのはどのよ

うに考えているのか、まずはその２点をお伺いしたいのですが。 

 

知事 

はい、まず増えた要因というようなご質問でありますけれども、台湾からのチャーター

便の誘致につきましては、平成 26 年度から 5 年連続で台湾でのトップセールスを実施した

り、航空会社や旅行会社へ働きかけを重ねてまいりました。また、昨年度、山形空港ビル

の国内線と国際線の動線を分離する改修工事を行い、国際線の受入れ可能な時間帯を大幅

に拡大したところであります。このような取組みが今回の運行実現につながったものと考

えているところであります。 

 

記者 

このインバウンド戦略として、要するに、去年の観光客の半数も台湾なので、そのイン

バウンド戦略として、台湾というのはどのように位置づけて、県としては考えているのか

ということをお伺いしたいのですが。 
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知事 

そうですね、インバウンドは外国人の観光誘客ということでありますけれども、東日本

大震災の前にはですね、確か 7 割ぐらいが台湾の方だったと記憶をしております。昨年は 5

割強ということでありまして、山形県にとりましては重要な地域であると思っております。 

そして、私が実際に訪れてみて感じるんですけれども、非常に親日的であり、また「お

しん」というような物語にも、非常に親しみや憧れを持ってくださっている方が未だにい

らっしゃいます。 

それから思いますのは、雪に対して非常に魅力を感じてくださっている方々であります。

蔵王の樹氷もそうでありますし、銀山温泉のあの雪の風景とかですね、台湾にあまり雪は

降らないというようなことで、雪に魅力を感じてくださるというのは 1 つの大きなアピー

ルできるポイントなのかなとも思っております。 

今までですと雪が主でしたけれども、今回は 10 月からということで紅葉（もみじ）も見

ていただけます。それから将来に向けては桜の季節にもたくさん来ていただけると、山形

県の四季折々の変化を楽しんでいただけるのではないかなと思っております。でも、とり

わけ冬場の観光を盛り上げるということが私は雪国にとっては重要なことではないかなと

思っております。 

山形県だけでもそうですけれども、東北全体が雪国でありますので、広域連携できるよ

うにですね、東北全体を回遊していただけるような方向で、私、東北各県には提案をして

おりますし、これからもそういう姿勢で東北全体が冬の観光盛り上がるようになっていく

といいなというふうに思っているところです。 

 

記者 

あともう 1 点なんですけれども、まあ同じ件なんですけれども、今回増便されたってい

うことで、非常に多くの方に山形の魅力を知ってもらう機会というか、また今後リピーター

につなげるチャンスにもなったりすると思うんですけれども、県としてはこの機会を捉え

てどのようなインバウンドの、台湾の方向けの観光客を、増やしていくことに向けた具体

的な取組みとか、支援策というのをどう考えていらっしゃるでしょうか。 

 

知事 

はい、そうですね、台湾から本県を訪れる観光客の皆さんが約 1 万人にもなるというこ

とで、山形県の魅力をたくさんの方に知っていただいて、またリピーターになっていただ

いたり、お帰りになってからいろいろな方々にも山形県の魅力をお伝えしていただけるよ

うにしていきたいというふうにも思っており、そのためのおもてなしというのをしっかり

やっていかなきゃいけないとも思っているところであります。 

今回のチャーター便をぜひとも成功させて、その後に続けていきたいという思いがあり

ます。さっきの話でありますけれども、できるだけですね、定期的に訪れていただけるよ
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うな方向になっていくといいなと思っているところでございます。 

具体的にどういうふうにしていくかということではなくて、まずは目の前のチャーター

便をしっかりと成功させる、たくさんの訪れてくださる方々に満足していただける取組み

が最も大事なのではないかなと思っております。それがその後につながると思います。 

 

記者 

それで、まあ山形県のですね、昨年の外国人の宿泊者数については全国で 41 番目という

データがあるのですが、こうした中でインバウンドの課題というのはどのように捉えてい

らっしゃるのでしょうか。 

 

知事 

はい、今、担当部局で調べてもらっておりますけれども、私が率直に思いますのは、山

形県の観光資源といいますか、魅力というのはたくさんありますので、まだまだ伸びしろ

のある県だというふうに思っております。インバウンド全国で大変伸びておりますけれど

も、東北はまだ、それに比べたら伸び率が低い。もちろん本県も例外ではないと思ってお

ります。 

ただ、データで見ると、東北 6 県を見ますとね、宮城、岩手、青森、この太平洋側はデー

タとして見る限りお客さんの数が多いです。その 3 県が多いのに比べて、秋田、山形、福

島は低いということになっております。ずっと何年もそういうデータを見てきておりまし

て、これは一体どこが原因なのかということをもっとしっかりと調べてくれということを

担当に言っているんですけれども、今はその分析中でありますけれども、やっぱり交通網

というのは大変大きな働きをしているのではないかと思っております。 

太平洋側 3 県に共通しているのは、やっぱりフル規格新幹線が通っているということで

やはり成田、羽田からですね、たくさんの方が入って、そして毎日、新幹線でたくさんの

方が訪れているということがあるのではないかというふうに思っております。 

あと、空港は各県にあるわけなのですけれども、そこをやっぱりもっともっと活用して

いくということが大事だと思いますし、本県の場合は 2,500 メートルの滑走路を持つ空港

がないというのはひとつの弱みではないかなと思っています。 

いろいろなことが考えられますけれども、やっぱり太平洋側と日本海側とで明らかに差

があるというのは、それは努力の差というようなことで片付けられないのではないかと

思っています。やっぱりその交通網というのは大変大きい要素になっているのではないか

なと思っておりますけれども、そういうことを分析しつつ、なおかつ、できる限りたくさ

んの方に来ていただけるように、そういう方向で全力で取り組んでいきたいというふうに

思っております。 

これは、本当に地域の経済活性化にもつながるものでありますので、官民一体となって

しっかり取り組んでいかなければならない重要な分野だというふうに思っております。 
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記者 

わかりました。ありがとうございます。 

 

記者 

朝日新聞の星乃です。よろしくお願いします。 

2 つお尋ねします。1 つは今の台湾からのチャーター便です。知事、こちらから送り出す

側の集客も大事であるというふうに以前述べておられましたけれども。 

 

知事 

アウトのほうですか。 

 

記者 

そうです。受け入れる側だけではなくて、ということですね。山形側のその送り出しの

人数の目途とかですね、体制がどうなっているかをちょっとお尋ねします。 

 

知事 

送り出しの目処ですか。そうですね、インとアウト、やっぱり相互交流ということが、

長く続く秘訣ではないかと、そこは大事ではないかなと思って、アウトバウンドにも力を

入れるということが大事だと申し上げてきました。 

ですが、そのことについて、数値的なものまで作っていたかなというと、どうなのかな

と思いますので、ちょっと担当に聞いてみたいと思います。 

 

観光文化スポーツ部次長 

観光文化スポーツ部の齋藤でございます。 

アウトバウンドについては、今、知事からも申し上げておりますように、相互交流のた

めには一方的に「来てください」というだけではなくて、県民の方がやっぱり国際理解も

しながら交流をしていくのが大事だというように思っておりまして、県といたしましては、

例えばそのアウトバウンドに行く場合に、若干ですけども支援の制度を作りましたりとか、

そういう形では行っております。 

あと、今回の便でございますけども、初便で入ってくるものは、通常ですと、戻りが空

便（からびん）で帰ることになるのでございますが、これにつきましても県内の旅行代理

店の方とかが商品を造成をされて、戻りが空便にならないように、ある意味では県民の方

とかが実際台湾に訪問されるようなツアーなんていうのも組んでいただいて、参加されて

いるというようなこともお聞きをしております。 

今後も様々な形でそのアウトバウンドにも力を入れてまいることで考えております。 
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知事 

あと、観光ということになるかわかりませんが、人事交流みたいなね、教育旅行であり

ましたり、そういったことも相互交流ということで進めてきております。 

 

記者 

わかりました。向こうからは 1 万人をお迎えするということですが、山形側からは何人

くらい出かけるのかな、というのはわかりますか。 

 

知事 

この期間に関してでしょうか。 

 

記者 

事業をせっかく作るので、そういうものあるのかしらと思ったもので。 

 

知事 

何人くらいかは、ちょっと担当に聞いてみたいと思います。 

 

観光文化スポーツ部次長 

齋藤でございます。 

今回のチャーター便 144 便はですね、概ね 2 日おきに最初に入って来られた方が 4 泊 5

日程度の観光をされて、帰国の時にいらっしゃった便が逆のほうでお戻りになられるとい

う形のチャーターの形態なものですから、基本的にはすべての便でいらっしゃった方が戻

りの便を活用されると。 

それで、先ほどちょっとご紹介させていただきましたように、初便については結局戻ら

れる方がいらっしゃらないので、本来は空（から）になるはずだったのですけども、そこ

も有効に活用して、逆に本県からもいらっしゃるという形なものですから、今回のこの 144

便の期間中に何名ということではないという形でございます。 

 

記者 

すみません、ありがとうございました。 

もう 1 つお尋ねします。先ほどイベントの案内で山形鉄道のことをお話いただきました

が、今月の 25 日で山形鉄道が開業 30 周年を迎えます。一方、旅客数は減っております。

沿線の少子高齢化も進んでおります。 

それで、バス転換したらどうかというところから、30 年前にみんなで路線を保存しよう

ということで始まったと承っていますけれども、今後、レールとしての存在意義というも

のについて、県としてはどのように受け止めていらっしゃるかお尋ねします。 
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知事 

そうですね。まず、意義とおっしゃいましたけども、第一義的にはやっぱり地域の皆様

の足、重要な交通網であるということだと思っております。通学に多く利用されていると

いうことを伺っておりますので、そこはやはり大事なところかなと思っています。 

あと、フラワー長井線、山形鉄道ですけども、県としては上下分離というようなことも

協力しておりますけれども、経営そのものに関してはしっかりと取り組んでいらっしゃる

というふうに思います。いろいろなイベントなどを考えられて、また季節も活用しながら、

また、沿線の観光地といったところも PR しながらですね、取り組んでおられるというふう

に思っております。 

地域の足ということが第一義的で、あと、やはり観光というような点で大いにもっと活

用できるのかなというふうにも私は思っているところでありますけれども、いろいろお話

をお聞きしながら、できる限りのサポートをしていきたいというふうに思っています。 

 

記者 

現時点でバス転換というようなことを、最大株主でいらっしゃるわけですけれども、念

頭に置いていらっしゃるわけではないということでしょうか。 

 

知事 

はい。冬場の大雪であるとか、あるいは夏場の台風など災害が起きて不通になった時な

どはバス輸送の対応をしていると聞いておりますけれども、今からバス対応にしようとい

うようなことまでは全然検討していないところでございます。 

 

記者 

はい、ありがとうございました。 

 

記者 

山形放送なのですけども、夏場の災害で、県として 9 月補正で素早く取り組んでいるわ

けですけども、一方で、戸沢村の一部の住民の方がまだ通常の生活に戻られていないとい

うこともあるのですが、県として今後、何か支援する考えとかはあるのでしょうか。蔵岡

地区に関してなのですが。 

 

知事 

はい。9 月の県議会が終わりまして、補正予算をご可決いただいたということで、県内の

様々な災害に対応したその復旧・復興の予算をしっかりと速やかに執行していく段階に来

ております。 

やっぱり第一義的には、そこに住んでおられる皆さんがなるべく早く戻ってこられるよ
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うに、そこで 1 日も早く安心して暮らしていけるようにするのが私どもの役割ではないか

なと思っておりますので、蔵岡地区の皆様に対しましても、戸沢村さんと山形県と、あと

国交省が連携をして今後の対応を行うべく説明会も始めたというふうに聞いておりますの

で、そういったことが着実に進むようにしてまいりたいというふうに思っております。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

知事 

はい。 


