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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成31年１月８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：13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) 台湾でのトップセールスの実施について 

代表質問 

(1) タイからの観光誘客に向けた施策等について 

フリー質問 

(1) 障がい者を対象とした選考試験の申込状況について 

(2) 公文書不開示決定処分に対する審査請求への対応について 

(3) 山形新幹線に係る米沢―福島間の県境トンネル整備について 

(4) 外国人労働者の雇用実態に関するアンケート調査の結果について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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。 

本日から明日 9 日にかけて、冬型の気圧配置が強まるということで、県内は大荒れや大

雪となるおそれがあると予報されております。現在、北村山・最上地域に大雪注意報が出

ております。また、JR 奥羽本線村山～新庄間が除雪のため区間運休との連絡が入っており

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、県内各地で雪下ろしや除雪作業中の事故が発生しておりまして、1 月 7 日現在で、

27 件を数えております。県では、「雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報」を発表するなど、

市町村と連携して、事故防止を呼び掛けております。 

県民の皆様には、落雪にご注意いただくとともに、雪下ろしの際には「命綱やヘルメッ

トを着用する」、「2 人以上で作業を行う」など、事故がないように、くれぐれもご留意いた

だきたいと思います。 

それでは、恒例となりました祭りやイベントのご紹介であります。 

1 月 10 日に、山形市で「初市」が開催されます。江戸時代初期、最上義光公の時代から

続く伝統行事であります。初あめ、団子木（だんごぎ）などの縁起物や、臼、杵、まな板

などの木工品など多くの露店が立ち並びます。また、あわせて、餅つき踊りや演劇などの

イベントも行われます。 

それから 1月 13 日に、高畠町で「わらじみこしまつり」が開催されます。長さ 4メート

ル、重さ 600 キロを超す「大わらじ」のみこしを裸の若者が担いで町内を練り歩き、健康

祈願をする伝統行事であります。町内の方々が沿道からバケツに入った水を担ぎ手に思い

っきりかけるシーンは迫力満点であります。 

あわせまして、蔵王をはじめ県内各地へのスキー場へも足を運んでいただき、ウインタ

ースポーツもお楽しみいただければと考えております。 

 

 それでは、発表が 1 点ございます。 

今月の17日から19日までの3日間、山形県観光物産協会長、山形県日華親善協会長ととも

に台湾を訪問して、トップセールスを実施してまいります。 

今回の用務は、昨年10月から今年2月まで運航を予定しております台湾との国際定期チャ

ーター便について、春夏の新規運航と秋冬の運航継続に向けて、台湾の航空会社及び旅行

会社に働きかけを行うものであります。 

このたびのトップセールスをはじめ、プロモーションの強化や受入態勢の整備を図り、

台湾からのチャーター便の継続的な運航や誘客拡大に取り組んでまいります。 

私からは以上です。 
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☆代表質問 

記者 

毎日新聞の松尾です。よろしくお願いいたします 

幹事社から、タイからの観光誘客に向けた施策等について代表質問させていただきます。 

年末年始にかけて、タイ国際航空のスメート・ダムロンチャイタム社長が仙台市や山形

県を訪問し、今年 11 月を目途に、休止になっていたバンコク－仙台便の再開を検討してい

ることを明らかにされました。具体的な調整は仙台市やタイ国際航空などが協議していく

ことになると思われますが、県内により多くのタイからの観光客を誘致する絶好の機会と

なると思われます。 

そこで、近年のタイから県内への観光客数などの現状と、県として誘致強化に向けてど

のような施策を考え、ハード面・ソフト面の支援をどうしていくかについて知事の考えを

伺いたいと思います。 

また、現在、台湾との間で行われているようなチャーター便就航を将来的に目指す考え

があるか、あわせて伺います。よろしくお願いいたします。 

 

知事 

はい、わかりました。山形県と仙台市の招きに応じて、タイ国際航空のスメート・ダム

ロンチャイタム社長がこの年末年始にかけて県内を訪問されました。12月 30 日に私も面談

させていただきました。その際には、仙台－バンコク便の復活を検討しているとのご発言

がありました。これが実現しますと、タイから東北及び本県への誘客拡大への大きな弾み

になるものでありますので、大いに期待をしております。 

平成 29 年に本県を訪れた外国人旅行者のうち、タイは 6,500 人（補足：正しくは、6,005

人。会見後に訂正。）でございます。これは全体の 6 番目でありまして、3.5%を占めており

ます。東日本大震災前と比べますと、10 倍以上になっております。ちなみに平成 22年には

475 人でありました。 

山形県では、国際戦略の中で、ASEAN を重点地域の 1 つにしております。ASEAN の中で最

も訪日旅行者数が多いのがタイでありまして、タイ向けには、これまでも本県の果物など

の「食」、また「日本酒」、「温泉」、桜をはじめとした「花」、「紅葉」、樹氷に代表される「雪」

など、四季折々の素晴らしい自然景観や文化などの観光素材について、旅行会社へセール

ス活動を行うとともに、旅行博や SNS を活用して積極的に情報発信をしてきたところです。

加えまして、県が制作した海外向けショートムービー「STAY YAMAGATA」のインターネット

上での配信や、南東北各県や仙台市と連携した、タイの国民的なアイドルグループ「BNK48」、

「AKB48」のタイ、バンコク版でありまして、紅白歌合戦にも出ていたかと思いますけど、

その「BNK48」が本県内を旅行するテレビ番組の放映などにより、一般消費者への認知度向

上にも努めております。そのほか、航空会社と連携しながら、タイから本県まで国際線と

国内線を乗り継ぐ旅行商品の造成・販売を行っているところであります。今後も東北各県
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や仙台市と連携しながら、積極的にプロモーションを展開してまいりたいと考えておりま

す。 

タイとのチャーター便就航のお尋ねの件につきましては、航続距離が長いタイと日本の

間では大型の航空機が使用されますが、本県では、2,000 メートルの滑走路しかありません

ので、タイの航空会社からは離着陸が困難と言われている状況であります。 

国際チャーター便の誘致というのは、インバウンド拡大に向けて大変重要でありますの

で、滑走路の延長についてもこれからもしっかりと取り組んでいきたいと考えております。 

県としましては、まずは機会を捉えてタイの関係者に仙台－バンコク便の復活に向けた

働きかけを行うなど、仙台国際空港を当面のゲートウェイとして、タイからの誘客拡大を

進め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 

NHK の堀です。今年もよろしくお願いします。 

昨日、発表がありました障がい者採用の追加試験の申込み人数の件でお伺いします。 

10 名程度の募集に対して 115 人の申込みがあったということで、非常に多いと認識して

いるのですけども、これについての受止めと、一方で国の基準を満たすには 100 人以上の

採用が必要という数字が出ているわけですけれども、非常勤の方の採用も含めて、今後の

採用をどのように進めていかれるか、改めてお伺いしたいと思います。 

 

知事 

はい。障がい者の方を対象とする選考試験につきましては、1 月 20 日に 1 次試験を実施

予定であります。申込み人数は 115 名となったところであります。多くの方から申込みを

いただいたところであり、これまで障害者雇用率制度における不適切な計上により、障が

い者の方の雇用の機会を失わせてきたということについて、重く受け止めているところで

あります。来年度の法定雇用率達成に向けましては、今回実施する正職員の選考試験を含

めて、障がい者の方の雇用を速やかに進めていく考えであります。 

正職員の採用にかかる選考試験でありますので、大変多くの方の申込みがあったのです

けれども、申込者数の多寡に関わらず採用予定人数は約 10名でございます。 

せっかくお申込みいただいたにも関わらず、採用に至らない方が多くなってしまうこと

は、誠に心苦しいところなのでありますけれども、非常勤職員の募集も随時行ってまいり

ますので、そちらのほうにもお申込みをいただければ幸いであります。非常勤職員の募集

について申し上げますと、1月から 1名を採用いたしております。2 月からの採用に向けて

6 名分の募集を行ったところです。3月からの採用に向けましても、募集を開始する予定で

あります。随時募集を行ってまいります。 
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記者 

これだけ応募が集まった理由をどう考えるかということと、あと、去年もおっしゃった

ように、今年中には国の基準を満たすようにしたいとおっしゃったのですけれども、そこ

の目標に変わりがないか、この 2 点だけ追加でお願いします。 

 

知事 

そうですね。受止めとしましては、やはり、これまで障害者雇用率制度における不適切

な計上を長年続けてきまして、障がい者の方の雇用の機会を失わせてきたということが、

やはり 1 つは大きいのかなと大変申し訳なく思っております。 

それから、公務員、正職員ということでありますので、やはり、そういうところに対す

る期待が大変高いのかなと思っております。 

基準の達成ということにつきましては、やはり、それがすべてと言うか、数合わせとい

うことにはならないように、委員会のほうからもお話があったというふうに聞いておりま

すので、そういったことに重々注意をしながらですけれども、なるべく早く達成をしてい

く必要があるのではないかと思っております。 

やはり、民間の方とかですね、いろいろな企業さんに向けても、こちらが率先してきち

んと達成をしなければならないという立場としてですね、できる限り早く達成するという

方向は、やはり顕示していきたいというふうに思っているところです。 

 

記者 

年内に満たす、ということに変わりはないでしょうか。 

 

知事 

はい、それには変わりはないということであります。 

 

記者 

読売新聞の菊池と申します。今年もよろしくお願いします。 

東海山形学園の 3,000 万円の融資を巡る一連の件について、その後の進捗についてお尋

ねさせていただきたいのですが、昨年の 11 月 27 日の会見の際、オンブズマンの方から申

入れ等があった日の翌日だったと思うのですけれども、その日に、知事、その後の対応に

ついて、第三者機関の県個人情報保護審査会に諮って、その後の答申を踏まえて採決する

ことになるというようなご答弁をいただいていたと思うのですが、その後の進捗や今後の

見通しについては、現状どうなっているか教えていただけますか。 

 

知事 

はい。わかりました。その後の進捗ということでありますので、ちょっと担当のほうか
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ら話してもらえればと思います。 

 

改革推進監 

はい、総務部の改革推進監兼次長の三浦と申します。よろしくお願い申し上げます。 

ただ今お尋ねのありました、第三者機関への諮問ということにつきましては、現在、私

どものほうから、弁明書のほうをお示しをしまして、それについて反論書のご準備をなさ

っているところだと承知しております。 

そして、今後につきましては、審査委員会のほうで審議をしていただくという流れにな

ってまいります。日程のほうは、申し訳ありませんがまだわかりませんので、これはしっ

かりと進めてまいりたいと思います。以上です。 

 

記者 

今のところで確認させていただきたかったのですが、反論書の準備というのは、県のほ

うでなさっているという理解でよろしかったでしょうか。 

 

改革推進監 

はい、左様です。失礼しました。申立者の方のほうでご準備をなさる予定です。 

 

記者 

それが出てきしだい、審査会に諮るというような流れになってくるということでしょう

か。 

 

改革推進監 

はい、左様です。 

 

記者 

そういうことですね。わかりました。ありがとうございます。 

 

記者 

河北新報の菊地です。今年もよろしくお願いいたします。 

お尋ねは 3点ございまして、いずれも米沢・福島間のトンネル建設に関する質問です。 

まず、知事は、このトンネルに関して試算が出ておりまして、現状の山形新幹線におけ

るトンネルと、それから奥羽新幹線、フル規格になった場合での試算も出ておりますが、

今後どのようなスタンスで臨んでいかれるおつもりかをまずお尋ねします。 
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知事 

はい。最初に、抜本的な対策ということで、ＪＲ東日本さんからお話がありました時に、

トンネルの整備を考えておられるということは事前にわかっておりましたので、私は、現

在のミニ新幹線仕様のトンネルだけでなく、フル規格新幹線仕様でも調査をしていただき

たいということを本社のほうにお願いをしにいった経緯があります。それで、ＪＲ東日本

さんからは、現在のミニ新幹線仕様と、それからフル規格新幹線仕様の大きさのトンネル

の調査結果を教えていただけたわけであります。 

県のスタンスとしまして、将来フル規格新幹線ということが実現するようにという、そ

れが山形創生、山形県の発展につながるようにということは、全く変わっておりませんの

で、フル規格仕様のトンネルをしっかり考えていただきたいという方向で進めていきたい

と思っております。 

 

記者 

今のお話ですと、両睨みというよりは、フル規格でお願いしたいというような、トンネ

ル要望の訴え方になるでしょうか。 

 

知事 

そうですね。と言いますのは、小さいほうで掘ってしまいますと、フル規格化の希望が

全くなくなってしまうわけであります。ですが、国家プロジェクトとして、基本計画され

ている奥羽新幹線は、フル規格新幹線でありますので、やっぱり私は、国土強靭化、県土

強靭化も含めてね、あと観光誘客ですとか、大量性、安定性、あらゆることを考えて、そ

こはやはり譲れないと言いますか、しっかりとその方向で取り組んでいく必要があるとい

うふうに考えております。 

 

記者 

その場合ですね、120 億円ほど増額になるわけで、その負担については、おそらくいろい

ろな考え方があると思うのですけれども、山形県が負担するということもあろうかと思う

のですが、そういった負担であったりとか、そのあたりのスキームのようなものは、県と

しては今後どのような形でとりまとめていかれるのですか。 

 

知事 

そうですね、今、金額について具体的なことを申し上げることはできないのですけれど

も、企画振興部と JR 東日本さんとの間で、いろいろと負担のあり方も含めて話合いといい

ますか、お互いに検討をしているというふうに聞いておりますので、しっかりとどういう

ふうにするのがよろしいのかということを話合っていきたいというふうに思っております。 
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記者 

最後になるのですが、沿線の住民、米沢であったり周辺の方にとっては、防災トンネル

という意味合いもありますし、年末に要望をなさった際も、ここの区間で不通というか、

通行止め、運行がストップすることが非常に多いということも出ておりまして、なるべく

早く作って欲しいというふうな声もあろうかと思います。 

その中で、その実現可能性を考えたときに、「フル」にこだわっている必要があるのか、

「ミニ」のほうで可能性があるのだったら、そちらでトンネルの早期実現を図るべきだと

いうふうな考え方も出てきているようですけれども、これに関してどうでしょうか。 

さらに秋田新幹線も同じように、今、ルートを変更してトンネル整備を進めていますが、

秋田の場合は岩手県との連携も進んでいますが、山形の場合も福島県との連携を考えてい

く必要があろうかと思います。その場合の意思統一という部分でも、今「フル」とおっし

ゃいましたけれども、「フル」でいくのでしたら、そのお考えを例えばどのような形で知ら

せていくのかということも今後必要なのかと思いますが、その辺のところを見通しとして

どういうふうにお考えでいらっしゃるのかお聞かせください。 

 

知事 

はい。福島県との連携は欠かせないものだと思っております。そして奥羽新幹線という

のは、福島、山形、秋田というふうに 3 つの県都を通るわけでありますので、福島県と山

形県と秋田県、この連携が欠かせないというふうに思っております。記者さんがおっしゃ

るように、いち早くトンネルを実現するというのが大事だと思っています。 

ですが、ミニ仕様で掘ってしまうとフル規格の希望が全くなくなってしまう、絶たれて

しまうわけですよね。ですからやはり、フル規格新幹線ということばかり前面に出すわけ

ではないのですけれども、ちゃんとフル規格新幹線が通れるようなトンネルを早く作ると

いうことになろうかと思います。 

 

記者 

では、フル規格の姿勢は、あくまで堅持されると。そうするとフルで行くとなったとき

のリミットといいますか、いろいろと他地域との競争もありますが、県としていつ頃まで

に負担だったりとか、実現に向けた道筋を明確化するようなリミットというか、例えば「新

年度にこのぐらいのことは考えているんです」とか「2、3 年後にはここまで到達したい」

とか、そういった見通しがあればお願いいたします。 

 

知事 

希望を申せば 1日も早いほうがいいわけです。ですが、相手のあることでありますので、

やはりしっかりと話し合いを重ねて、そしてまた政府などにも要望も重ねて総合的に進め

ていかなければならないというふうに思っております。やはり簡単にいくことではござい
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ませんけれども、山形県の発展のみならず東北全土にこれは波及すると思っています。秋

田までつながるわけですからね。ここはやはり連携をしっかりしながらなるべく早く取り

組んでいければと思っています。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

時事通信の早田です。今年もよろしくお願いします。外国人労働者の雇用実態に関する

アンケートの速報版が昨年の末に発表されたと思うのですけど、それに関して 2 点お伺い

したいと思います。 

1 点目は、いわゆる人手不足の状況として、県内の企業へのアンケートだと思うのですけ

ど、半分以上が「やや不足している」もしくは「不足している」という結果であったり、

また、外国人の雇用状況について、「雇用したことがない」という企業が 8割近くあったと

いうことについての受止めをまずお願いいたします。 

 

知事 

はい。労働力不足ということが深刻になってきているという認識を持っております。し

かも、現場で企業さんのお話を聞きますと、「もう外国人を入れています」というようなと

ころも 2、3 社あって、私も実際にその会社で話を聞いておりますので、やはり県内でも労

働力不足が進んでいるということをそのアンケート結果で実感をしたというのが 1つです。

まだほかにも労働力不足が深刻な分野は、私はあるのではないかなと思っております。 

ただ、やはり外国人というところで、ちょっと躊躇するところも多いのかなという印象

を持っていますので、そこをどういうふうに解決していけるのかというようなことが大事

かと思っています。 

ですから、そのことについてはアンケートだけでなく、聞取りとかね、いろんなことも

含めてもっと情報収集して、外国人の採用とか雇用とか、そういったところに対する政府

のいろいろな支援の取組みがあるかと思いますので、それを踏まえながら、山形県として

もどういうサポートができるのかということをしっかりと新年度に向けて考えていきたい

というふうに思っています。 

 

記者 

もう 1 点ですが、いわゆる外国人労働者を雇用する上での課題でいちばん多かったのが、

コミュニケーションの問題というものがございまして、そういった課題について、まだ新

年度に向けて考えているところであると思うんですけど、乗り越えるためにはどういった

ことが必要か、そういったことをお教えいただければと思います。 
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知事 

そうですね、全国でたくさんの外国人労働者を受け入れている先進地があるわけですね。

やっぱりそういったところの情報、課題、課題解決の方策といったものについても、まだ

まだ私どもは勉強しなきゃいけないというふうに思っております。 

コミュニケーション不足というのは、1 つはやはり大きく存在するのは言語であろうと思

いますし、文化ですね。言語と文化の違い、生活の違いということになってくるかと思う

のですけども、そういった課題が大きいだろうと予測をしております。ただ、ちょっと商

工労働部のほうでいろいろと調べてくれておりますので、そちらのほうから現場の声をい

ろいろとお聞きをしながら、対策を考えていきたいというふうに思っています。 


