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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年10月23日(火) 10:00～10:30 

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年度新規就農者動向調査の結果について 

代表質問 

(1)消費税の10％への引上げに係る県の対応について 

フリー質問 

(1) 県職員の障がい者雇用率について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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。 

まずですね、恒例であります、イベントや祭りのご紹介をいたします。 

10 月 28 日に、鮭川村で「第 34 回まるごとさけがわ鮭まつり」が開催されます。大迫力

で特典いっぱいの目玉イベント“まるごと鮭のつかみどり”やイクラに模したピンポン玉

を飛ばす“イクラ飛ばし大会”などが体験できます。他にも、清流さけがわ太鼓の披露な

どステージイベントなども楽しめます。 

また、同じく 10 月 28 日に、長井市で「第 7 回ながい百秋湖（ひゃくしゅうこ）まつり」

が開催されます。三淵渓谷（みふちけいこく）ボートツーリングや長井ダムの水源地をガ

イドと周るウォーキングなどで、もみじ、紅葉を満喫いただけます。また、26 日から 28 日

の 3 日間、長井ダム百秋湖では屋形船が運行されます。道の駅「川のみなと長井」をバス

で出発して、屋形船で約 1 時間、百秋湖の秋の景色を楽しむことができます。 

さらに、新そばの季節を迎え、各地で「新そば」まつりが開催されます。 

10 月 27 日と 28 日には、大石田町で「第 22 回大石田町新そばまつり」が開催されます。

また、鶴岡市では朝日地域で、27 日と 28 日に「庄内あさひ新そばまつり 2018」、そして、

28 日には、櫛引地域で「ふるさとむら宝谷（ほうや）新そばまつり」が開催されます。 

ぜひ、皆様、足をお運びいただきまして、各地の「新そば」をお楽しみいただければと

思います。 

 

では、私から、発表が 1点ございます。 

本県における平成 30 年度の新規就農者動向調査の結果をとりまとめましたので、お知ら

せいたします。お手元に資料を配付しておりますので、ご覧になってください。 

この調査は、前年の 6 月から翌年の 5 月までの 1 年間の新規就農者数を把握するために

毎年実施しているものでありまして、平成 29 年 6 月から平成 30 年 5 月までの新規就農者

は、344 人となりました。昨年度調査の新規就農者 309 人を 35 人上回っておりまして、調

査を開始した昭和 60 年度以降で最多となってございます。 

また、平成 28年度調査以降、新規就農者数は 3年連続で 300 人以上となっており、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」に掲げている、平成 29年度の新規

就農者数 340 人という目標を達成することができました。 

なお、東北各県で発表している資料によりますと、本県の新規就農者数は 3 年連続で東

北 1 位となっております。 

図 1 の「新規就農者の動向調査結果」をご覧ください。特徴としましては、グラフのピ

ンクの棒、新規参入者が引き続き多い傾向にあることがあげられます。また、図の 3「雇用

就農者の推移」に見られますように、雇用就農者数、棒グラフの計でございますが、これ

は昨年度より 3 人増加して 186 人であります。雇用先の法人数、緑の折れ線グラフですけ
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れども、これは昨年度の 88 法人から 12件増加して、100 法人となってございます。 

これは、これまでの農業法人に対する支援などにより法人経営が進められ、雇用を拡大

する環境が整ってきたためと考えられます。 

新規就農者の育成・確保につきましては、引き続き「第 3 次農林水産業元気再生戦略」

に基づき、関係機関・団体・市町村と連携しながら、就農の動機付けから定着までの各段

階に応じたきめ細かな支援を行い、さらなる拡大を目指してまいります。 

私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

日本経済新聞の浅山です。幹事社を代表して質問します。 

事前にお知らせしたのが、消費増税の引上げまであと 1 年ということで、国もいろいろ

対策を立ててはいるのですが、県として何か具体的な対応などありましたらお伝え下さい。 

あと、もう 1 点、これは昨日の出来事なので、お伝えはしていなかったと思うのですが、

障がい者雇用の関係で、知事部局、山形県は、全国で最も誤差と言いますか、水増しが多

かったという、民間企業にはペナルティもある中で、非常に各社も、どういう事情なのか

と思っていらっしゃるかと思うのですが、ご説明をお願いします。 

 

知事 

はい。では、まず 1点目の消費増税についてお答えを申し上げます。 

消費税率につきましては、先週 15 日、安倍首相から、来年の 10 月に現在の 8%から 10%

に引き上げる方針が表明されたところです。 

報道によりますと、今般の表明は、今後の準備に万全を期すためとされ、首相から関係

閣僚に対し、景気の落ち込みを防ぐため、自動車や住宅等の大型消費への支援や中小小売

業向けの対策などの検討が指示されたとされております。 

今回の消費税率の引上げによる増収分は、社会保障の充実・安定化や、幼児教育・高等

教育の無償化など教育負担の軽減、子育て層支援、介護人材の確保に活用することとされ

ております。本県にとりましても、将来を担う若い世代の育成への支援や、介護人材の確

保といった部分を充実することで、全世代を支える社会保障を構築し、生涯を通して安心

して暮らし、活躍できる社会を築いていくことは、非常に重要だと考えております。 

現時点で明らかになっていない部分も多いので、情報収集を進めますとともに、地方負

担も含め必要な財源が政府の責任においてしっかりと確保されるよう、動向を注視してま

いります。 

こうした情勢の下、来年の 10月に消費税率を引き上げることにつきましては、これまで

も申し上げてきたのですけれども、地方景気の実情や動向等を十分に認識し、配慮しなが

ら、政府の責任において、適切に対応し、景気の落ち込みを防ぐ万全な対策に全力を挙げ
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て取り組んでいくべきものと考えております。 

このたび安倍首相は、「関係閣僚へ景気対策の検討を指示し、前回の 3%引上げの経験を生

かして、あらゆる施策を総動員して、経済に影響を及ぼさないよう、全力で対応するとい

うことと、来年度、再来年度予算において、消費税対応で臨時・特別の措置を講じていく」

というふうに述べられております。 

山形県におきましても、今般、10 月 15 日に公表しました「平成 31 年度県政運営の基本

的考え方」の中で、「消費税率の引上げ等に係る県民生活や産業活動への対応」を施策展開

にあたり重視することとしております。平成 31 年度予算編成方針の中で、「施策展開特別

枠」としまして、所要額の要求を認めるとしたところでございます。低所得者世帯や中小

企業等に向けた対応策を今後の予算編成の中で検討してまいります。 

消費税率の引上げによる社会保障の充実にしっかりと対応しますとともに、引上げの影

響により県民生活や産業活動に支障が生じないように、政府の今後の動向も注視しながら、

県としてできることをしっかり取り組んでまいりたいと考えております。 

2 点目でございます。 

障害者雇用率の算定に係る障がい者の把握について不適切な取扱いがあったことが 8 月

に判明し、精査を行いました結果、平成 29年度の障害者雇用率は 1.17%、これは確定です。

平成 30 年度の障害者雇用率は 1.28%となった旨を、県議会 9 月定例会で報告したところで

ございます。 

このたび、政府における障害者雇用率に係る検証委員会からの検証結果報告と、全国の

都道府県の障害者雇用率の再点検の状況が昨日公表されました。 

不適切な取扱いに至った経緯ですが、昭和 51 年に当時の労働省が、身体障がい者の確認

方法について、原則として手帳等による確認を義務付ける旨の通知を出し、確認方法を厳

格化した際に、山形県における確認方法は見直しがなされず、従前と同様、職員の申告の

みに基づいた算定が続けられました。 

さらに、平成 17 年に、厚生労働省から障がい者であることの確認方法を改めてとりまと

めたガイドラインが出されておりますが、このガイドラインに対する認識も不足しており、

従来からの確認方法を継続してきてしまっておりました。通知やガイドラインにあたるこ

となく、このように前例を漫然と踏襲してきたことが今回の問題の要因だと認識をしてお

ります。 

今後は身体障がい者の確認について、法律及びガイドラインに則り、身体障がい者手帳

または都道府県知事の定める医師もしくは産業医による身体障がいを有する旨が記載され

た診断書・意見書による確認を徹底してまいります。 

法令を率先して遵守すべき立場にある県としまして、ガイドラインで求められている確

認手続きを経ないまま、障がい者として計上していたという不適切な事務処理を行ってき

たことで、県民の皆様、企業の皆様の信頼を著しく損ねてしまったということで、私とし

ましては、本当に誠に申し訳なく思っているところでございます。 
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また、再点検の結果、雇用率が法定雇用率を大きく下回っておりまして、早急に、更な

る障がい者雇用を進めていかなければならないものと、重く受け止めているところでござ

います。 

 

記者 

今の点ですが、なぜ山形県があんなに多かったのか、他県と比較して見た場合に、知事

はこの数字を見てどのようにお感じになられたのでしょうか。 

 

知事 

達成しているものと思い込んでおりました。担当に「これは大丈夫なのか？」と尋ねる

と「大丈夫です」ということでありましたし、ずっと達成しているものと思ってこれまで

過ごしてまいりましたけれども、法律ができた時からですね、理解不足がずっと続いて現

在に至ってしまったということだというふうに思っております。 

故意にそのようにしてきたわけではないのですけども、前例を踏襲してきたということ

については、大変申し訳ない結果に至ってしまったなということでありまして、しっかり

とガイドラインをもっとしっかりと理解して、原則をできる限り守るというような、法令

遵守でありますけれども、そういう立場でもう一度真摯にしっかりと重く受け止めて対処

していかなければならないというふうに思っております。 

 

記者 

これに限らず、全般的に他に何か問題があったりということはないのでしょうかね。 

 

知事 

はい、そのように思われるということはやはり、信頼を著しく損ねてしまったのだなと

いうふうに、重く受け止めているところです。 

情報公開というようなこともしっかりと今取り組んでいるところでございまして、いろ

いろなご指摘をいただいたり、できる限りの透明性の確保ということにもしっかり取り組

んでまいりますので、この誤りは誤りとして、しっかりと正していくという姿勢を堅持し

ながら、県民の皆様、産業界の皆様方の信頼をまた回復できるようにしっかり努めていき

たいというふうに思っております。 

 

記者 

はい、ありがとうございます。 
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☆ フリー質問 

記者 

NHK です。 

障がい者雇用の問題なのですけれども、先ほど前例を踏襲したというところで問題点も

あったと思うのですけども、昭和 51 年というともう 40 年くらい前ですが、こうした問題

は「前例の踏襲」と一言で片づけられない問題だというふうに思うのですが、要するにこ

の 40年間、気づけずにいたという部分について、山形県の行政としてどういう問題があっ

たり、どういう体質がそこにあるのかというふうに知事は分析なさっているのでしょうか。 

改善するにはやはりそうした分析も重要だと思いますので、その辺をお伺いしたいと思

います。 

 

知事 

そうですね、やはり漫然と前例を踏襲してきたということは紛れもない事実であります。

また、その姿勢については誠に申し訳ないことなのでありますし、やはり常にしっかりと、

どういうふうな方法で改善できるかということを考えなければいけないと思っております

けれども、現状で本当に正しいのかというようなことをしっかり気付くことができる仕組

みなども考えていかなければいけないと思っております。 

第一義的には、職員の姿勢が 1 つということと、それからもう 1 つは、こういったこと

がしっかりと正しく行われているかということに気付けるような仕組み、この 2 つの視点

から取り組んでいかなければいけないかなというふうに思っているところです。 

 

記者 

もう 1 点なのですが、昨日ですね、中央省庁の検証委員会で意図的ではないとするもの

の、その省庁の主張を覆す理由には的確ではないというような内容もあったのですけれど

も、山形県も故意ではないというふうな認識なのですが、この部分についてはどのような

受止めなのかと、あともう 1 点、今後、障がい者雇用をがんばっていきたいということだ

ったのですが、全国一斉にいろいろ障がい者雇用をがんばるという形に自治体はなると思

うのですけども、どういう形で今後そうした雇用を実現していきたいというふうに、具体

的な取組みをどのように考えているのか、その辺をちょっとお伺いしたいのですが。 

 

知事 

はい。1 点目でありますけども、やはり検証委員会というようなところでしっかりと検証

されたということは大変意義のあることだなと思っておりますし、本県としてもなぜこう

なってしまったのか、ただ漫然と前例を踏襲してきたというのがもちろん原因ではあるの

ですけれども、なぜそうなってしまったかというのをしっかり検証しなければいけないな

と、県としてもそこのところをしっかりやりたいというふうに思っております。 
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あと、2 点目のどういう方法でということでありますけども、かなり大勢の人数の方を採

用しなければならないということであります。 

それだけ採用を達成してこなかったのだということの裏返しなのでありますけれども、

できる限りいろいろな方法で、できるだけ早急に達成できるようにしっかり雇用しなけれ

ばならないなと思っております。担当と話をしましたけれども、正職員だけでなく、非常

勤職員ということも含めてできる限り多くの方を採用をしてまいりたいということでござ

います。 

 

記者 

さまざまな形態の障がいがあるわけなんですけど、県、行政としてはそのような中で、

どうやって障がい者の方が存分に力を発揮して社会で活躍できる場、環境を整えていかな

ければならないというところもあると思うのですが。 

 

知事 

はい、そうですね。 

 

記者 

その部分については、知事は今後どういうふうに取り組みたいと思いますか。 

 

知事 

はい、そうですね、いろいろな障がいがあるかと思いますので、その障がい者の方の受

入れ体制といいますか、その環境づくりですね、気持ちよく働いていただける環境づくり

というのが大切かなと思っております。その具体的なところについては、担当としっかり

話し合いをしていきたいと思っておりますけども、今、何か答えられることありますでし

ょうか。 

 

人事課長 

人事課長の髙橋です。今、知事からご発言ございましたとおり、今、いろんな方法を探

っているところでありまして、全体的な方向についてはまだはっきりとご説明できる段階

ではありませんが、やはり障がい者の方が働ける職場の環境がなければ、そもそも働いて

いただけないというところがありますので、そういった環境をまず整えていきたいという

ふうに考えているところです。 

 

知事 

まさに共生社会という言葉ですね、それをしっかりと実現できるような体制というもの

にしっかりと取り組まなければいけないということだと思っています。 



 8

記者 

検証の部分については、なんか検証委員会なんかを作るお考えでおっしゃったのでしょ

うか。 

 

知事 

そうですね、どういう方法がいいのか、ちょっとまだ担当と具体的な話まではいってお

りませんけれども、やはりいろんな意味で、今回のこの障がい者の雇用率だけでなく、先

ほどの記者さんがおっしゃいましたそのご質問にもありましたけども、「ほかのことは大丈

夫なんだか」っていう、疑いといいますか、懸念といいますか、そういったことも持たれ

ているのかなとも思いますので、やはりいろいろなことについてしっかりともう一度検証

するような、どういう仕組みがいいのか、ちょっと今、具体的には答えられませんけれど

も、ちょっと考えていければっていうふうに思っています。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

産経新聞の柏崎と申します。今と同じ問題なのですが、まず、知事がこの問題を知った

のは、８月ということになるのですか。 

 

知事 

そうです。それまでは達成しているものと思っておりました。聞いても「大丈夫です」

ということでありましたので。 

 

記者 

知事のほうで昨年度とか、その前の年とか、問題はないと思っていたのだけれどもとい

うことですね。 

 

知事 

はい、聞きますと「大丈夫です」という答えでありましたので、そのように私も思って

おりました。ですから、私も担当もですね、ずっとそういうふうに思い込んでいたという

ことであります。 

 

記者 

再発防止とか検証委員会とかの話が出ましたけども、具体的にはまだ何も決まってない

ということで、８月にこの問題を知ってからひと月くらい経ってるんですが、1 か月って結
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構長いんですが、まだできてないということなんですか。 

 

知事 

ええ、そうです。というのは、実際に達成されていないといいますか、手帳を持ってい

る方は分かったんですけども、手帳を持っていない方々も診断書があればよいというよう

なこともあったので、診断書をもらっていただくとかですね、県内のいろいろなところに

県職員はおりまして、いろいろな部署で採用をしている方々に診断書をもらってきてもら

うとかですね、いろいろ確認すべき項目というようなこともあり、また個人情報というよ

うなことなどいろいろな事情があったものですから、それだけで 1 か月以上かかるという

ことを聞いておりましたので、皆さんの目から見るとちょっとスピードに欠けると思われ

るかもしれませんが、そういった事情がありましたので、ご理解をいただきたいというふ

うに思っております。今般、その確定した数字が判りましたので、これから採用に向けて

しっかりと取り組んでいくっていうことが 1 つですし、あと検証といったようなことをど

ういうふうな形でやっていくのかということを、これから検討しなければいけないという

ふうな段階だと思っています。 

 

記者 

厚労省の発表では 78 人（補足：正しくは「76 人」）だったと思うのですけども、この数

字は来年度埋め合わせられることになるのでしょうか。採用人数を増やして。 

 

知事 

ええ、できるかぎり早期にということでありますけれども、まあ必ずこの 1 年で達成で

きるかどうかってことはまだちょっとはっきりとは申し上げられないというところであり

ます。 

 

記者 

はい、分かりました。 

 

知事 

できるだけ早期にということで、取り組んでいきたいと思っております。 

 

記者 

共同通信の太田です。障がい者雇用の問題について引き続き質問させていただきます。

本来、手帳を持っていられる方で、実際には、その水増しをしていたというふうになって

しまったかと思うのですけれども、具体的に例えば他県の事例でいうと、こう、視力が弱

い人だったりとか、そういう人が採用されていたという事例がありました。山形県では、
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どういった方が算入されていたのかというのを、ちょっと具体的に教えていただけないで

しょうか。 

 

知事 

はい。それについては担当のほうから答えられるだけ答えてください。 

 

人事課長 

人事課長の髙橋です。具体的に計上していた事例ということで、まあ一部ということに

なりますが、例えば、片耳の聴力がなかった方であるとか、片目の視力がないという方だ

ったりですとか、あとは手足のほうの障がいがあるようなケースを算定していたというの

はありました。視力が弱いということだけで計上しているという事例は本県の場合はない

んですけども、先ほども申し上げた事例が例示としてあります。 

 

記者 

続けてなんですけど、その人たちには、手帳を取ってもらうように県から指導したりと

か、そういったことはあるのでしょうか。 

 

知事 

それは働きかけたんじゃなかったかなと思いますが、はい、答えてもらいます。 

 

人事課長 

職員から申告を受けている内容からこちらが一方的に計上したということがありました

ので、自己申告があった職員全員と面談をいたしまして、こういった障がいがあるという

ことで医師の診断を受けて、手帳の交付を受けるという気持ちがあるかどうか、まあ 1人 1

人確認をいたしました。 

 

知事 

よろしいですか。 

 

記者 

 はい。 

 

 

 


