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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年12月26日(水) 10:00～10:56 

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年を振り返って 

代表質問 

(1) 山形県受動喫煙防止条例に係る県議会附帯決議への対応について 

フリー質問 

(1) 障がい者雇用について 

(2) 参議院議員選挙への出馬について 

(3) 外国人労働者について 

(4) 全国規模のイベント実施に係る職員への負担について 

(5) 入札ミスへの対応について 

(6) 今年を表す漢字について 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：山新・時事・SAY＞ 
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☆報告事項 

知事 

皆さん、おはようございます。 

年の瀬も迫ってまいりました。インフルエンザの流行が心配されるわけでありますけれ

ども、本県でも先週からインフルエンザの流行期に入りました。年末年始にかけて、人の

移動が多くなり、インフルエンザの感染拡大が懸念されますので、県民の皆様にはこまめ

な手洗いや咳エチケットの励行など、感染予防に努めていただきたいと思います。 

それから、明日 27 日から 30 日ごろにかけて、冬型の気圧配置が強まることから、県内

では大荒れや大しけ、大雪となる恐れが予報されております。県民の皆様には気象情報な

どに十分注意をしていただきたいと思います。また、雪下ろしや除雪作業にあたりまして

は、事故がないように、くれぐれも安全にご留意をいただきますようお願いいたします。 

では、年末年始にかけての祭りやイベントをご紹介します。 

12 月 31 日の大晦日ですが、山形市の山寺で「大晦日除夜の鐘・光のロード」が開催され

ます。除夜の鐘を打つことができるほか、門前町から奥の院までの参道にろうそくが灯さ

れ、幻想的な光のロードとなります。 

同じく大晦日ですけれども、寒河江市の醍醐（だいご）地区慈恩寺で、「大晦日花火大会」

が開催されます。約 600 発の打上げ花火に加え、慈恩寺の本堂に続く仁王堂坂（におうど

うざか）の灯篭に火が灯され、参道がライトアップされます。1 年の終わりを告げる除夜の

鐘を聞きながら、冬の夜空に広がる花火を楽しむことができます。 

さらに、鶴岡市の出羽三山神社では、大晦日から元旦にかけて、国指定重要無形民俗文

化財であります「松例祭（しょうれいさい）の大松明行事（おおたいまつぎょうじ）」が行

われます。羽黒山の代表的な火祭りであり、大松明（おおたいまつ）の燃え方などにより

翌年の豊作や、豊漁を占うものであります。 

このほかにも、年末年始には、各地でさまざまなイベントが行われますので、ぜひお出

かけいただければと思います。 

  

 本日は、今年最後の記者会見でありますので、平成 30 年を振り返っての所感をお話させ

ていただきたいと思います。 

今年は戌年でした。私は、今年の年頭のあいさつで、「戌年は新しいことをするのによい

年、成長する年といわれている」と述べました。まさに、本県に関わる新しいことがスタ

ートしたり、成長が見られた年だったのではないかなと思っております。 

また、私は、山形の価値を高めていくという必要性についても、述べさせていただきま

した。今年は、さまざまな機会を通して、本県のもつ自然の美しさ、県民の皆さんが慈し

み、育み続けてきた美食や美酒の素晴らしさ、また、先人が地域を豊かにするためにつく

り、今も活用されている歴史的施設、さらには、伝統を守り受け継がれてきた文化といっ

た、本県を形づくる多くのものが全国、世界から高く評価いただいた 1 年だったのではな
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いかと思います。 

一方、今年は、災害についても触れなければなりません。西日本における豪雨災害や北

海道胆振東部地震など、全国各地で自然災害が頻発しました。本県におきましても、1月か

ら 2 月の豪雪に始まり、7月からは猛暑と類を見ない渇水、一転して 8 月には度重なる大雨

となりました。9 月には台風で大きな被害が発生した年となりました。 

ここで、今年 1年を時系列で振り返ってみたいと思います。まず、2月ですけれども、27

の国と地域から約 300 名の方々に参加いただき、東北では初めてとなる「国連世界観光会

議」を本県で開催しました。ここ山形から、「雪と文化」を活かした新しいツーリズムの可

能性について、世界に向けてメッセージが発信されたことは、大変意義深いことであった

と思います。 

会議を通して、「雪と文化」が観光の目的となることが改めて広く認識されました。私と

しましても、先人が育んできてくださった雪国文化を守り、観光資源としての魅力と価値

を高めながら、次世代に継承すべきとの思いを強くしたところであります。今後は、一過

性のものとしないで、東北各県とも連携しながら、雪を活かした観光誘客を進め、インバ

ウンド拡大に結び付けてまいりたいと考えております。 

3 月には、公立高等学校入試における採点ミスが判明し、受検者をはじめ、保護者の皆様、

そして県民の皆様の信頼を損ねることとなりました。このことは、大変遺憾であり、重く

受け止めているところです。7 月に再発防止・改善策が策定されましたので、教育委員会に

は、二度とこのようなミスを起こすことがないよう、再発防止・改善策を着実に実行して

もらいたいと思っております。 

5 月には、IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）「SAKE 部門」審査会が東北

で初めて本県で開催されました。審査会及び授賞式をはじめ、歓迎レセプションや県内観

光地視察、チャリティ試飲会が開催され、成功のうちに終了することができました。 

審査会では、県産酒は、9部門のうち 3 部門で最高位となる「トロフィー」に輝き、また、

金賞を 17銘柄が受賞いたしました。いずれも都道府県別では最多でありまして、金賞受賞

数は5年連続で第1位となりました。また、7月に英国ロンドンで行われたIWC授賞式では、

本県の東北銘醸株式会社が見事「年間最優秀酒蔵」を受賞しました。 

これらの受賞を通して、改めて「日本一美酒県 山形」を国内外に強くアピールするこ

とができたと思っております。今回の本県開催で得られたネットワークなどを財産として、

今後ますます「美食・美酒県 山形」の名を世界に向けて発信しながら、県産酒の輸出促

進や販路拡大、観光振興などにつなげてまいります。 

同じく 5 月ですが、「山寺と紅花」をテーマとした歴史や文化が、日本遺産に認定されま

した。平成 28 年度の「出羽三山」、平成 29 年度の「北前船」、「サムライゆかりのシルク」

に続き、本県から 4 件目となる日本遺産の誕生となったわけです。本県を代表する景勝地

「山寺」と本県の県花、県の花であります「紅花」が関わりを持ちながら現代にも息づく

歴史や文化が高い評価を得たものであり、大変うれしい出来事でありました。 
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次に、8 月の大雨であります。8月 5 日から 6 日にかけての豪雨は、最上地域や庄内地域

を中心に記録的なものとなりました。この豪雨により、住家の床上浸水や床下浸水、道路

の士砂流出や冠水、河川の護岸欠壊などの被害が発生したほか、農林水産関係では、水稲

などの農作物の被害や農地・農業用施設、林地・林道の被害が広範囲に発生しました。 

そして、この豪雨災害からの復旧を進めていた矢先の 8 月 15 日から 16 日にかけて、再

び大雨に見舞われました。さらに、8 月 30 日には、最上・庄内地域を中心に再度豪雨に襲

われ、床上浸水、道路の冠水や河川の護岸欠壊、農作物や農地等への被害が再び発生しま

した。わずか 1 か月の間に同じ地域が 2 度も床上浸水の被害に見舞われることとなってし

まいました。被害に遭われた方々に改めて心からお見舞いを申し上げます。 

私自身も被害の大きかった最上地域の現地を視察し、応急復旧対策に全力で取り組むと

ともに、農林水産被害に対しましては、政府の災害復旧事業の対象とならない農地や林道

の小規模な被害にも対応する総合的な支援策を独自に講じるなど対応をしてまいりました。 

政府に対しましては、8月に農林水産大臣及び国士交通大臣に対して、9月には、内閣官

房長官をはじめ、関係省庁に対し、被害状況の説明と今後の復旧に向けた緊急要望を行い

ました。県としましては、早期の復旧に向けて、政府や市町村と連携しながら、さまざま

な復旧対策に全力で当たるとともに、「災害に強い県土づくり」を一層推進してまいります。 

同じ 8 月ですが、庄内町に位置する「北楯大堰」が、世界かんがい施設遺産に本県では

初めて登録されました。 

北楯大堰は、最上義光公の家臣、北館大学助利長公（きただてだいがくのすけとしなが）

が 400 年ほど前に、地域の人々の生活を豊かにするため、山沿いを切り開くなど、心血を

注いで完成させた農業用水路で、米どころ庄内平野の礎を築いた地域の宝であります。世

界かんがい施設遺産という高い評価を得たことは、大変喜ばしいことでありました。 

また、同じ 8 月なのですが、県における障害者雇用率の算定に係る障がい者の把握につ

いて、厚生労働省の通知やガイドラインによらない不適切な計上を行っていたことが判明

いたしました。法令を率先して遵守すべき立場にある県として、長年にわたり漫然と不適

切な事務処理が継続されてきたことにつきましては、誠に申し訳なく思っております。 

本日、第 2 回目の検証委員会の開催を予定しておりますが、検証委員会におけるご意見

を踏まえながら、法定雇用率の達成に向けて、県での障がい者雇用を推進し、障がい者の

皆様と共に働くことができる共生社会の実現に努めてまいります。 

9 月には、本県が 15 年の歳月をかけて育てた県産米新品種の「雪若丸」が、本格デビュ

ーを果たしました。10 月には、東京でデビューイベント・新進気鋭の若手俳優を登用した

CM の発表会を開催し、東京、名古屋、大阪で「つや姫」と併せトップセールスを行いまし

た。 

しっかりした粒感と適度な粘りの新しい食感に高い評価をいただき、上々のスタートを

切ることができました。売行きも非常に好調であると伺っているところです。トップブラ

ンド米「つや姫」とともに、弟君の「雪若丸」がブランド米として大きく成長し大活躍で
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きるように、引き続きトップセールスやテレビ CMを含めた積極的なプロモーション展開に

より、更なる認知度の向上と販売促進に取り組んでまいりますので、県民の皆様からも応

援よろしくお願いいたします。 

10 月からは、台湾からの国際定期チャーター便が就航しました。来年 2 月までの間、山

形空港と庄内空港とを合わせて計 144 便が運航されております。これまでの累計で約 6 千

名の台湾からのお客様をお迎えし、本県の美しい自然や食、温泉などを満喫いただいてお

ります。 

県では、このたびの運航を本県の魅力をアピールする絶好の機会と捉え、官民挙げて、

プロモーションの強化や受入れ態勢の整備を図り、チャーター便の継続的な運行や誘客拡

大に向けて取り組んでまいります。 

11 月には、県内外から約 2,100 人の参加者をお迎えして、「第 21 回全国農業担い手サミ

ット in やまがた」を開催し、成功裏のうちに終了することができました。中央交流会や全

体会では、皇太子殿下のご臨席を賜り、農林水産大臣賞受賞 15経営体のうち本県が全国最

多となる 4 経営体を占めた全国優良経営体表彰や若手農業者らによる「担い手メッセージ」

の発表を通し、本県農業者の活躍を全国に発信するとともに、引き続き行われた地域交流

会では参加者の皆様に大いに交流を深めていただきました。 

 また、皇太子殿下におかれましては、上山明新館高校とゆきわり養護学校・子ども医療

療育センターをご視察されるなど、2日間にわたり多くの県民の皆様と親しくご交流をいた

だき、私たちにとって大きな喜びとなりました。 

本県の担い手の皆様が、全国の担い手との交流を生かして、地域農業をけん引する経営

体として成長・発展し、ひいては本県農業、日本農業の一層の発展につながることを心か

ら期待しております。 

同じく11月ですが、本県の「遊佐の小正月行事（アマハゲ）」を含む、「来方神：仮面・

仮装の神々」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。 

地域の方々に支えられ、受け継がれてきた「遊佐の小正月行事（アマハゲ）」が、世界を

代表する文化遺産として認められたことは、県内で無形文化遺産の保護・継承活動に携わ

る方々をはじめ、県民の皆様にとりましても大きな誇りとなるものと思います。 

こうした登録は、本県の歴史や文化が、日本はもとより世界にとっても高い価値を有し

ているということを如実に表しており、これらを契機に、本県の魅力を国内外に積極的に

情報発信することにより、交流人口の拡大や地域活性化につながるよう、県としましても

しっかり取り組んでまいります。 

なお、高速交通ネットワークについて、この一年振り返ってみますと、東北中央自動車

道最後の未事業化区間でありました「金山道路」が新規事業化となり、これで日本海沿岸

東北自動車道とともに全線事業化となりました。 

東北中央自動車道では、4月に「大石田村山～尾花沢間」が開通し、12月には「新庄金山

道路」が工事着手されました。更に、今年度中には「南陽高畠～山形上山」間と、「東根～
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東根北」間も開通を迎える予定であります。これまで政府への施策提案などで、隣県や沿

線自治体、関係団体の皆様などとともに官民一体となって、政府などへ働きかけてきた成

果が表れてきたことを実感しているところであります。 

また、横軸の地域高規格道路におきましても、3月に国道47号「余目酒田道路」が全線開

通となり、7月には国道47号「新庄古口道路」戸沢村津谷～古口間が開通するなど、整備が

着実に進展しております。 

私は知事就任以来、道路をはじめとした社会インフラの整備には特に力を入れてきたと

ころです。今後とも県勢発展の基盤となる道路整備の促進に引き続き取り組んでまいりた

いと考えております。 

県政は非常に幅広い分野にわたります。ただいま申し上げたこと以外にも、日々いろい

ろな分野で動きがありました。その中のごく一部になりますけれども、以上をもって、今

年1年を振り返っての所感とさせていただきたいと思います。 

年末年始は、出かける機会も多いと思われます。県民の皆様には、交通事故に遭わない、

起こさないように十分気をつけていただきたいと思います。また、風邪をひいたりされな

いように、健康には十分に留意をされて、お元気で新しい新年をお迎えしていただきたい

と思っております。以上でございます。 

 

☆代表質問 

記者 

幹事社の山形新聞の小関です。先の定例議会で通った受動喫煙防止条例に関する質問で

す。 

まず 1 つは東北では初の制定でしたけれども、附帯決議がなされました。これの受止め

をまず 1 点お聞きしたいのと、それから附帯決議では 2 月定例会までに飲食店への財政措

置や、学校や病院など飲食以外の公共性の高い施設の定義、それから基準について具体的

に示すことなどを求められています。この具体化に向けてどういう考えで臨むか併せて伺

いたいと思います。 

 

知事 

はい。分かりました。子どもたちや妊婦さんが他人の煙を吸わないで済む社会づくり、

このことは県民の皆様の健康にも資するわけでありますので、私は知事就任以来、これま

で受動喫煙防止対策に取り組んでまいりました。 

平成 27 年 2 月には、全国初となる「やまがた受動喫煙防止宣言」を制定し、受動喫煙防

止を県民運動として取り組んでまいりました。 

「宣言」による取組みを通して、県民の皆様の受動喫煙に関する理解が深まり、一定程

度の成果が得られたと評価をいただいております。この「宣言」による取組みとその成果

を生かして、全県挙げて更に着実かつ効果的な受動喫煙防止対策を推進するには、条例が
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必要と判断したところであります。先の県議会定例会で条例が成立したことは、健康長寿

日本一を目指す本県におきましては、大変意義のあることだと考えております。 

なお、その際、議会からは 3 点についてのご意見をいただいたところであります。 

1 つ目は、公共性の高い施設の定義及び基準について、具体的に示すこと。 

2 つ目は、加熱式たばこは、国において「当該たばこから発生する煙が他人の健康を損な

うことが明らかでないたばこ」とされるものであるため、加熱式たばこ専用喫煙室につい

ては、国による知見が明らかになるまで、国に準じた運用とすること。 

3 つ目は、既存特定飲食店が受動喫煙防止対策の措置を取る場合、必要な経費に対する県

の助成制度を設けることであります。 

これらのご意見につきましては、県内それぞれの地域の代表であります県議会からのご

意見であります。尊重すべきものと考えております。 

具体的な検討につきましては、これからなのでありますけれども、公共性の高い施設の

定義や加熱式たばこの運用につきましては、今後出される予定の政令や、国の通知を見な

がら、また、財政支援につきましては、今後の予算編成作業を通して、適切に対応してま

いりたいと考えているところであります。 

 

☆フリー質問 

記者 

河北新報の吉川です。知事のお話にもありました障がい者雇用の問題で何点かお伺いし

たいのですが、まず今日の午後にもまた 2 回目が開かれる検証委員会についてなのですが、

検証委員会については、今後の採用のあり方についても検討されていて、今後の採用のあ

り方を考えるときに、部局全体で横断的に考えるべき問題だという指摘もあって、ただ一

方で検証委員会のほうは、県の側の事務局は人事課、採用を掌握する人事課がメンバーに

入っているだけで、この点については知事、どういうふうに評価されているでしょうか。 

 

知事 

はい、そうですね、検証委員会第 2 回目が今日の午後行われるということが予定されて

おります。部局横断でということはまさにその通りでありますので、人事課が主体的には

関わっておりますけれども、障がい者雇用につきましては、部局横断でしっかりと取り組

んでいくというふうにしておりますので、その件はしっかりとやっていきたいと思います。 

 

記者 

わかりました。それでちょっとまた関連して、その第 1 回目の検証委員会のほうでは、

これまで数合わせによってこういう結果になったから、今後、採用していくときも、数合

わせでするべきではないという指摘ですとか、あとは短期間で解決できる課題ではそもそ

もないというような指摘もありましたけれど、今日の 2 回目で最終回という位置づけのよ
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うなのですが、例えばその後にワーキングチームを作るなどして、引き続き今後の採用の

あり方について検討したり、状況を確認したりとか、そういったお考えはあるのでしょう

か。 

 

知事 

そうですね、数合わせということにならないようにということであります。障がい者の

皆さんの一人ひとりの個性を踏まえて、従事可能な業務を確認して採用すべきだというご

意見をいただいたわけであります。もちろん、そういったことをしっかりと踏まえて取り

組んでいきたいと思っております。今、新しくワーキングチームを作るということはちょ

っとまだ考えていないわけでありまして、このことにつきましては、総務部人事課が主体

となってしっかりと部局横断で取り組んでいくというふうに思っております。 

まずは正職員の選考試験の募集を行っておりますし、非常勤職員につきましても、年度

途中で雇用期間が終了する職員の方がいるわけですけど、その業務のうち、障がい者の方

が従事可能な業務を洗い出した上で、当該業務に従事する方の募集を順次開始していると

ころであります。現時点までで、7 名分の募集を実施しております。このようにですね、実

質は全部局が一緒になって、横断的にみんなで協力しあって取り組んでおりますので、今

のところ新しいチームを作ってというようなことまでは考えておりません。全部局で連携

して、取り組んでもらうことが大事かなと思っています。 

 

記者 

ありがとうございます。あと、3 点目なのですけど、国は来年中の法定雇用率 2.5％の達

成を求めている一方でですね、山形県の場合、知事部局で 100 人を超える新たな障がい者

の雇入れが必要という状況で、この大規模な人数を一度に雇うということで、逆に環境の

整備がおろそかになりかねず、結果として障がい者の定着にもつながらないのではないか

というような指摘も出ている中で、知事はこの 1 年間で 100 人を超える方々を新たに雇う

ということについては、どういうふうにお考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、数合わせという言葉はあんまりよくない言葉だと思っていますが、とにか

く、雇用率を達成するということも 1 つの重要なことだと思っております。ただ、今、記

者さんがおっしゃったように数合わせというようなことでやりますと、たとえ障がい者の

方が雇用されたとしても、そのまま定着できるかとかですね、環境づくりがしっかりなさ

れるかというような心配もあるわけでありますので、やはり達成するということを見据え

てやっていくのですけれども、それ以上にその環境づくりですね、共生社会といっており

ますけど、障がい者の方と健常者の方がお互いに協調しあって働ける職場づくりがとても

大事だと思っていますので、今日の検証委員会でもそういったところに言及があるのでは



9 

 

ないかなと私は期待をしているところであります。やはりそういった職場環境づくりにか

なり力を入れながら、雇用率もできる限り達成するということが大事なのかなと思ってい

ます。 

 

記者 

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。すみません 1 つ目、念のためなのですけ

れどもお伺いします。来年夏の参院選でございますが、ご自身出られるおつもりあります

か。 

 

知事 

来年の参議院選ですか。全く考えておりません。 

 

記者 

確率的には。 

 

知事 

いや本当に、有り得ないのではないかと思います。 

 

記者 

わかりました。北海道の例があるので、念のためお尋ねしました。 

 

知事 

ああ、そうですか。 

 

記者 

外国人労働者の問題で 1 つお尋ねしたいと思います。今後、流入が見込まれるというこ

とで、県でも昨日アンケート結果を発表していただきましたけれども、地方に来ていただ

くためにはどんなことが、特に山形に来ていただくためにはどんなことが必要だというふ

うに考えておられるか、お考えがありましたらお知らせいただけますでしょうか。 

 

知事 

そうですね、今回、県内の外国人労働者の雇用実態についてアンケート調査を行ったわ

けであります。それをしっかりと分析し、それだけではなく、聞取り調査なども行って、
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政府の方針とかですね、政府と自治体の役割分担といったこともこれから分かってくるの

だと思います。現時点ではまだ不明な点が多くありますので、なんとも言えないわけなの

でありますけども、やはり都会と地方との差というのは、いろいろあるかと思いますけど、

不利な点では賃金というようなところがですね、本県の場合は国内でも最低賃金が高くな

い、むしろ低いほうなので、私は国内で最低賃金を統一すべきだと、一律にすべきだとい

うことを前から申し上げているのですけれども、そういったことをしていく必要があるの

ではないかなと思っています。 

あと、今、記者さんがおっしゃったような、山形県とか地方に来ていただくにはという

ことでは、私なりに考えるにはですね、自然が豊かであったり、人情味があったりですね、

そういった利点といいますか、それがどういうふうに作用するかということは分からない

のでありますけれども、やはり人間的な生活ができるというようなところについて、体制

を整えながら、打ち出していけるのではないかなと思います。やはり、労働する時間もあ

るし、生活する時間もあるので、そういったところで地域コミュニティでどういうふうに

対応していけるのかといったところで、地方はプラスの環境づくりができるのではないか

ななどと思っているところです。 

 

記者 

 ありがとうございました。もう 1点お尋ねします。 

 先ほど、年間あったことを振り返っていただいたことで、1つ素朴な疑問なのですが、ほ

ぼほぼ、2か月に一度、全国規模の大きな集客数をもたらすイベントが行われているように

感じました。これだけ大掛かりなイベントをたくさん打たれるということは、それだけ職

員の方々のお仕事が多くなるのではないかと思うのですが、職員の方々の疲弊を招かない

かという素朴な疑問があります。その点についてはどうでしょうか。 

 

知事 

 そうですね、昨年に比べますと今年のほうがかなり負担がかかったのではないかなと思

っております。 

 また、大きなイベントもありましたし、災害なども発生しましたので、この 1 年間は職

員にとっても大変な負担がかかった 1 年だったかなというふうに思っております。 

 そういう中で、県民の皆さんの幸せのため、また、県の発展のためにということで本当

によくみんなで力を合わせて取り組んでくださったなというふうに心から感謝をしており

ます。 

 イベントというのはやはり県民の皆さんが元気になれるというところがありますので、

また、県の PR にもなりますので、今年はちょっと多かったかなとは思うのですけれども、

その分、PR もできた年だったのかなというふうにも思っております。 
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記者 

 ありがとうございました。 

 

記者 

 読売新聞の菊池と申します。よろしくお願いします。県発注の公共工事の際に起きた入

札ミスの件でお尋ねします。 

 県土整備部さんの所管だけでも過去 5 年間で 300 件以上の入札ミスがあったというよう

なことで、新聞報道もありましたし、先の 12 月定例会の常任委員会でもトピックとして取

り上げられたかと思いますが、入札ミスがあるとやはり工事計画が狂ってしまって、住民

生活にも大きな影響を及ぼしかねないような事態になるのかなと考えているのですが、こ

ういうふうに県土整備部さんの所管だけでも 300 件以上のミスが 6 年間で起きているとい

うことについて、まず知事の受止めをお聞かせください。 

 

知事 

 そうですね、入札ミスですがちょっと多すぎるかなと思っておりますので、しっかりと

検証してですね、ミスが起きないように、起こさないように、人為的なミスであるわけで

すから、そこをしっかりと検証して、ミスが発生しないようにしなければならないという

ふうに思っております。 

 県土整備部としても、あるいは総合支庁でもありましたけれども、できる限り入札ミス

を起こさないようにということで、今、取り組んでいただいているかなというふうに思っ

ております。 

 

記者 

 私もこの件で取材させていただいたのですけれども、土木関係の公共工事に関わるミス

というのは各所管の部署で件数の把握をされていたのですが、入札ミスはこういう公共工

事に関わらず、備品の発注だとか様々な業務に伴うことだと思うのですが、その他の部署

についてはそもそも入札ミスがあるか無いかわからないというか、そもそも実態を把握し

ていないというようなことがありまして、要は、件数をお尋ねしてもお答えをいただけな

かった部署というのもございました。 

 そのあたりについて、ミスへの適切な対応を考えていく上でも、全容の把握というのは

必要なことだと個人的には考えるのですが、知事のお考えとして今後、県土整備部さんと

かそういう土木関係のミスだけではなくて、その他のミスに関しても把握を進めるだとか、

そういう体制を整えたいというような思いはございますでしょうか。 

 

知事 

 そうですね、発注する場合のミスといったことは具体的に分かることだし、また、期間
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が遅れる、工事の完了が遅れるというようなことになると、いろいろなご迷惑をおかけす

ることにもなったりしますので、しっかり対処していると思っています。 

 その他のミスということでは、公認会計士の方から、毎年、分野を変えて検証していた

だいておりまして、やはり外部のプロの視点からでありますので、そういったご指摘をい

ただいた点について、しっかりと取り組むということでやっております。 

 それ以外の、全容とおっしゃいましたけれども、今のところそこまでは考えていないと

ころでございます。 

 ただ、やはりいろいろなミスというのは日頃の姿勢から出てくることが大変大きいと思

っておりますので、研修が、新人研修でありましたり中級研修でありましたり、課長研修

とかですね、いろいろ管理職の研修もやっています。そういうときにも、しっかりとミス

を起こさないというようなことに焦点を当てて、研修していくということも 1 つの大きな

要点でもあるかなとは思っていますが、全容ということについては、具体的に記者さんは

何かお考えがおありですか。 

 

記者 

 私の申し上げた意味としての全容というのは、入札という業務自体は公共工事だとか、

県土整備部さんが所管されるような事項以外にも、例えば会計局さんとかのほうで物品の

発注とか、そういうようなものも入札業務だと思うのですけれども、そちらの面でミスが

起きているとかいないとかいうのはそもそもわからないのですが、ミスというのは人為的

なのもので起こりうる可能性があると私は考えているんです。そこで、私がそちらのほう

にお尋ねしたときに、件数はそもそも把握していないと。県土整備部さんはここ何年間か

把握されていたわけですけれども、一方で他の部署では把握されていないというようなこ

とがあったので、全庁的にミスをなくしていくためにはやっぱりすべての件数の把握とか

が大事になってくるのかなというように私個人としては考えているのですけれども、そう

いう意味で知事のお考えとして、ぜひ今回そういうふうに数字を持ち合わせていらっしゃ

った県土整備部さん以外の部局でもそういうふうに把握を進めていくというようなお考え

はおありかどうかというような主旨の質問でした。 

 

知事 

そうでしたね。それについては、公認会計士の方に頼んで 1 年に 1 回、答申をいただく

のですけれども、それぞれの分野、今年は会計の分野とかですね、次は病院事業局の分野

とか、あとは特別企業会計とか、毎年分野を変えて、1 年間かけてしっかりと検証していた

だいておりますので、いっぺんに全部ではないのですけれども、分野別に毎年ご意見をち

ょうだいする、そのことは私は非常に役立っているというふうに思っております。 

外部の視点から、プロの視点からご指摘をいただいて、そしてそれを踏まえて、しっか

りミスのないように取り組むというふうにしているところでございます。 
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それ以外で全容とおっしゃったのでお聞きをしたところでしたけれども、どういったこ

とができるのか、今、おっしゃられたことも踏まえて内部で検討してみたいかなと思いま

す。 

 

記者 

すみません、関連なのですけれども、外部からの視点ももちろん大事だと思うのですが、

県土整備部さんもご自身の所管の中で、ご自身で把握を進めて数字としてお出しいただい

ているという現状があると思うのですけれども、各部局単位であればその部内の状況は、

第三者的なものを借りずともご自身の部分の範疇で把握できるのかなというふうに考える

のですけれども、そのあたりについてはいかがでしょうか。 

 

知事 

 そうですね、例えば、県土整備部とか農林水産部ですとやはり工事発注というようなこ

とがありますので、会計局もあるかと思いますけれども、具体的に分かるのですけれども、

発注業務がないようなところもあるのかなと思われますので。 

 でも、そうですね、それぞれ事業をやっていますから、ミスを把握するということにつ

いては、どちらかというと業務遂行というほうに力を置いておりますので、そちらのほう

にも目を向けるべきではないかというご指摘なのかなと思いますけれども、そういう点も

非常に大事なところでありますので、どういうことをやっていけるのか、やはりちょっと

検討してみないとまたわからないところがありますね。 

 どうしてもやっぱり、目的に向かって遂行するというようなところが重要だというふう

に捉えているところがあります。私自身もですね。部局によってもそういう要素が大きい

部局もあるかなと思います。ただ、やはり、発注が全然ないというようなことはないかと

思いますので、ミスを起こさない、ミスがあったかどうかということを把握するというこ

とは、今後に向けての防止対策にもなるわけでありますので、そういう視点も検討してい

ければなと思います。はっきり言えなくて申し訳ないのですけれども。 

 

記者 

 ありがとうございます。 

 

記者 

 NHK の新藤です。よろしくお願いします。 

 知事、冒頭に今年 1 年を振り返られましたけれども、今年 1 年を表す漢字をですね、毎

年ご披露ただいているので、今年もお伺いできればということと、その選んだ理由とかで

すね、もしくは来年の抱負を併せてお願いできればと。 
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知事 

 抱負ですか。そうですね、今年は本当に動きの多い年だったかなと思います。 

 災害ということも、振返りの中で申し上げましたが、大雪であったり、豪雨でありまし

たり、台風でありましたり、渇水、日照り、そういった自然災害も多かった年でもありま

すが、ただ、山形県が日本遺産や世界かんがい施設遺産、小正月行事の「アマハゲ」など

国内外から評価された年でもあったなと。また、「美食・美酒」ということで、お酒も非常

に評価され認められた 1年であったなというふうに思います。 

 毎年聞かれるのでちょっと準備してまいりました。これ（補足：『認』と書かれた色紙を

掲げて）です。災害もあったけれども、山形県の文化とか歴史とかですね、それからお酒、

日本酒が認められた、そういう年でもあったなという思いで、「認（にん）」、認める、認め

られたというような、この字を選んでみました。 

 来年の抱負ですが、ちょっと考えてこなかったので、私としましては、今年災害が多か

ったと、ご苦労された県民が多かったなと思っていますので、来年は穏やかな年になって

ほしいなと、少なくとも自然災害がない穏やかな年になってほしいなと思っております。 

 そして、10 月に消費税率がアップすることが見込まれておりますので、政府も対策をし

っかりしていただいて、県もできる限りの対策をして、消費税率が上がるという局面を、

県民の皆さんと一緒に乗り切っていきたいというふうに思っております。 

 まずほんとに穏やかな年になってほしいなというのが一番であります。県民の皆さんに

とって穏やかな 1 年になってほしいなと思っています。 

 

記者 

 ありがとうございました。「雪若丸」も今年デビューしましたし、来年軌道に乗せるとい

う意味でもいろんな PRなんかも必要だとは思うのですが、なにか抱負はありますか。 

 

知事 

 そうですね、もちろん前向きなことをやっていきたいと思っています。「つや姫」「雪若

丸」もそうですし、やはり観光、インバウンドもしっかりと目標に向かっていきたいです

し、将来に向けてのインフラ整備といったことも目標に掲げております。やはり、県民の

皆さんと地元の皆さんと機運醸成、気持ちを盛り上げてしっかりと取り組んでいくことで、

将来の山形県発展につながるようにしっかり行動していく年にしたいというふうに思って

います。 

 

記者 

 すみません、細かいところちょっと確認したいのですが、消費増税の部分については県

内の経済が冷え込まないようにとそういった観点から乗り切っていきたいということをお

っしゃったのでしょうか。 



15 

 

知事 

 はい、そうです。 

 

記者 

 それに対しては県も何か支援策というのは検討していきたいというお考えなのでしょう

か。 

 

知事 

 そうですね、はい。政府の対応をしっかりと注視しながらではありますけれども、県と

してもしっかりと対応していきたいというふうに思っています。 

 

記者 

 ありがとうございました。 

 

 


