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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成31年１月21日(月) 14:30～15:07 

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、代表・フリー質問に知事等が答えて閉会した。 

 

2 質疑応答の項目 

代表質問 

(1) 昨年８月の豪雨災害に係る復旧の進捗状況について 

フリー質問 

(1) 株式会社シベールの民事再生手続き開始の申立て・受理について 

(2) 障がい者雇用について 

(3) 毎月勤労統計調査の不適切な実施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：毎日・産経・YBC＞ 
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☆報告事項 

知事 

皆さま、こんにちは。 

昨日 1 月 20 日が大寒でありましたから、これからしばらくは、1 年間のうちで最も寒さ

が厳しい時期となります。県民の皆さまには風邪などひかれませんように、くれぐれもご

注意、ご留意いただきたいというふうに思っております。 

さて、今月の 17 日から 19 日までの 3 日間の日程で、山形県日華親善協会会長と一緒に

台湾を訪問してトップセールスを行ってまいりました。 

台北市におきましては、中華航空及び旅行会社 3社の幹部とお会いしまして、昨年 10月

から今年の 2 月まで運航を予定している台湾との国際定期チャーター便について、春夏期

の新規運航と秋冬期の運航継続に向けて、働きかけを行ってきたところであります。 

そうしたところ、新たに 3 月下旬から 8月上旬の春夏期に 84 便の運航が決定いたしまし

た。これまで継続して行ってきた誘致活動や受入態勢の充実の成果と捉えているところで

す。秋冬期につきましても運航継続を検討中とお聞きをしたところであります。将来の定

期便化を見据え、引き続き運航継続・拡大に向けて働きかけてまいりたいと考えておりま

す。 

宜蘭県（ぎらんけん）におきましては、昨年の 5 月にオープンし、本県ＰＲコーナーを

設置しております、ホテル「山形閣」のオーナーとお会いいたしました。ＰＲコーナーに

ある県産品について、お客様から問い合わせが多く寄せられているということで、展示し

ている品のいくつか、お菓子や木製品などですけれども、いくつかについて、テスト販売

が決定したほか、県産酒やその他工芸品の商談が近日中に行われることとなりました。 

さらに、台北市におきまして、県産酒の輸入販売などをされている会社代表など 2 名の

方々を新たに「やまがた特命観光・つや姫大使」に委嘱し、さまざまな場面で幅広く山形

県のＰＲを行っていただけることになりました。 

県としましては、これまでの成果を活かし、今後とも山形県の魅力を更に発信して、イ

ンバウンド拡大や県産品の輸出促進、交流拡大に取り組んでまいります。 

 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 25 日、高畠町で「亀岡文殊星まつり」が開催されます。このお祭りは、無病息災や

開運出世を祈願して炎にお札を投げ込む亀岡文殊に数百年続く伝統行事であります。 

それから、1月 26 日、2月 2 日、9日、16日に大蔵村で、「肘折幻想雪回廊」が開催され

ます。全国屈指の豪雪地帯であります肘折ならではのイベントであります。高さ 3 メート

ルを超える雪の壁にろうそくの火がやさしく灯り、冬の幻想的な雪あかりの散策をお楽し

みいただけます。 

それから、1月 26 日に酒田市で、「まつやま大寒能」が開催されます。松山能は、江戸時

代に江戸勤番の松山藩士が能楽を修得したことに始まり、昭和 55年に県の無形民族文化財

に指定されました。狂言と幽玄な能の世界を楽しむことができます。 
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県民の皆さまも、ぜひ、お出かけいただければと思います。 

私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

産経新聞の柏崎と申します。どうも台湾のツアーお疲れさまでございました。 

以前も行った質問で恐縮なのですけれども、昨年 8 月に豪雨がございました。知事も現

地に行かれまして、大変なこの被害状況をご覧になったと思うのですけれども、たしか最

上地域と庄内地域が主だったと思うのですが、その時の被害に対する支援額が決定してい

ましたら教えてほしいのと、あと、現在、被害を復旧させるための工事をやってらっしゃ

るかと思うのですが、その工事の復旧度合いと言いますか、割合と言いますか、それも併

せて教えていただければと思います。 

 

知事 

はい。昨年は西日本の豪雨ですとか、北海道の地震ですとか、全国的に大きな災害が発

生した年でありました。本県におきましても例外ではありませんで、昨年の 8 月に大雨に

見舞われまして、県内で甚大な被害が発生したところであります。 

その大雨による被害額につきましては、公共施設などの災害復旧に要した費用のほか、

土砂撤去などの応急復旧や農作物被害などを含め、土木関係と農林水産関係併せて約 213

億円となっております。 

道路や河川、農業用施設、治山施設などの応急対策費及び災害復旧費は、県・市町村を

併せて約 171 億円でございます。さらに、来年度以降に対応する、再度災害防止事業費に

約 21億円を見込んでおりまして、合計で約 190 億円を見込んでおります。この他、国の直

轄事業、それから、農業共済などで適切に対応してまいります。 

では、現在までの復旧状況ということでありますが、昨年の 12月までに国土交通省及び

農林水産省による公共災害復旧事業費に関する査定が終了しております。これらにかかる

復旧作業につきましては、県単独災害復旧事業も含めて、現場状況などを考慮しながら、

優先度の高い箇所から順次着手をしているところでございます。今後も計画的に発注業務

を進めて、今年度分を含めて 3か年で全て工事を完了したいと考えております。 

災害復旧の考え方や方向性について申し上げますと、河川災害への対応ということであ

りますが、被災した護岸などの河川管理施設を速やかに原形復旧して、次の豪雨に備える

ということがまずは重要と考えております。しかしながら、河川の氾濫により浸水被害な

どが発生した箇所につきましては、災害復旧事業による原形復旧だけでは十分な治水効果

が期待できない場合もあります。このような箇所は、再度災害を防止するため、災害復旧

事業と併せて河川断面の拡幅や新たな築堤など抜本的な河川改修を行っていく必要がある

と考えております。この度の豪雨災害では、住民の方々の生活に大きな影響を及ぼす浸水
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被害が発生した戸沢村蔵岡地内の角間沢川や、広範囲にわたって多数の施設被害が発生し

た舟形町堀内地内の松橋川、それから、河川の氾濫により並行する主要国道が通行止めと

なって、住民生活や地域産業に大きな影響を及ぼした最上町大堀地区の最上小国川などで

抜本的対策を検討しているところであります。 

県としましては、これらの対策をできるだけ早く完了させ、住民の皆様の安全・安心の

確保に努めてまいりたいと考えているところです。 

 

記者 

概要をありがとうございました。 

ところで、3か年かけて、復旧事業を進めたいというお話がございました。その中で、国

のほうも国税を投入されて、県・市町村税も含めて、全体で 213 億円になっているわけで

すけれども、現在の復旧率みたいなものはわかりますか。たとえば、優先度の高いところ

から先にやるというお話がありましたように、たとえば、公共的な道路だとか、あるいは、

河川もそうですけれども、今は冬ですけれども、来年春になったら、農業がまた始まるの

で、農業関係を先にやらなきゃいけないとかですね、そういう復旧度合い、進捗度合いが

もしわかれば教えてほしいのですが。 

 

知事 

はい。復旧度合いは、県土整備部から答えられますか。 

 

担当 

県土整備部の飛塚でございます。 

復旧につきましては、先ほど知事から話がありましたように、前年中に査定を終えて、

鋭意、契約のほうに取りかかっているところでございますが、まだ緒についたばかりとい

うことですので、具体的にどのくらいかという話は今のところちょっとできかねるような

状況にございます。ただ、今年度中までには全体の約 3 割程度につきまして契約を進め、

早期発注に努めていくというふうなことを考えております。それ以外の部分につきまして

も、できるだけ早い段階で、翌年度中になるかもしれませんが、早い段階で発注をして、

どんどん進めてまいりたいというふうに考えております。 

 

知事 

補足になるかもしれませんが、小規模な災害が、特に農地ではですね、小規模な災害が

たくさん発生しました。そこを来年の春まで間に合うようになるべく早くやってほしいと

私も申し上げたところでありましたけれども、現場ではですね、逆に、11月とか 12月にそ

ういうことをやってしまうと、雪が積もって溶けるまでの間に、小規模なところ、たとえ

ば畦を治したところがまた崩れてしまうと、寒くなると固まらないので、それが崩れてし
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まって逆に効果がないというようなことで、むしろ雪が消えた後のほうがしっかりと補修

できるというようなことを聞きまして、ああなるほどと思った覚えがございますので、で

きるだけ早くとは思ってはいるのですけれども、そういったいろいろな現場の状況がある

ということもご理解いただければと思います。 

 

記者 

知事も先ほどおっしゃった中で、舟形町とか被害が大きかったのですけれども、戸沢村

の蔵岡地区ですか、あそこも 8 割くらいの住宅が床上なり床下なりが浸水しまして、知事

も現地に行かれて、角間沢川の氾濫というのをご覧になったと思うのですが、昨日も地区

の公民館で国と県と戸沢村の会議がございまして、そこで、町というか、地区全体の裏に

土手みたいなものを作りましてね、いわゆる輪中堤と言うらしいのですが、それで囲んで

水害を防ごうという話がございました。 

ただ、今ある知見と知恵でいうと、「それしかもう知恵がないのだ」という話で、県の方

も国の方も「これが最善の方法だ」という話をされておりました。ただ、住民の方々がね、

景観が悪くなるという面もありますが、それだけでは本来の水害を防止できることになら

ないのじゃないかという話もあって、昨日の話合いではどちらかと言うと国なりが提案さ

れた案をもう一度見直したらどうかという話も出ました。 

知事も実際にご覧になって、昨年できた排水ポンプというのがあったわけですけれども、

実際のところ水害の時には停電で動かなかった。それからまた、移動式のポンプ車を持っ

てきたとしても国道が閉鎖されたために何時間もかかって遅れてしまったとか、そういう

のもあって水の排出が遅れたのですけれども、実際に地元の方からは、細かい話なのです

けれども、角間沢川に排出ポンプができる以前はですね、水を直行して流して、十分それ

で水害を防げたんだという声が出ましてね、そのとおりだという話を皆さんがおっしゃっ

ていまして、なぜ、より近代的な 14 億円もかけて作ったポンプが停電になって動かないで、

昔あった普通の管を塞いでしまってやってしまうのかと、そういうものにも疑問がありま

してね、もっと最善策があるんじゃないかなと、私の印象だったのですけども、知事さん

のほうで何かいい案というか、プランでもあれば教えていただけないかと思ったところで

す。 

 

知事 

そうですか。はい。 

昨日、そういう話合いが行われたということは聞いたところでありますけれども、詳細

なところまではまだ聞いていないところであります。 

それで、その災害というのがですね、一回一回その姿が変わるといいますか、最近の大

雨はもう 100 年、200 年に一度というようなものすごい短時間に集中して降るというような

状況が昨年はあったということでありますので、従来の方法ではなかなか難しいだろうと
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いうことがあり、ただの原形復旧ではなく抜本的な対策が必要だということで、いろいろ

な案をお出しして住民の皆さんと話合いをしながら進めていく、村と一緒になってですね、

村そして国のお力もお借りしながらですね、国、県、村と一体となって、住民の皆さんと

一緒になって抜本的な対策を考えていくということであります。 

私の案をというようなお話でありますけれども、私の個人的な案というよりは、やはり

プロ、専門的な見地からのですね、また全国的なその知見もある方々のいろんな知見とい

うものをしっかりと活かしていただきながら、地域の住民の皆さんが安心して暮らしてい

けるような、やっぱりそういった対策・方法ということを私はやっぱり検討していただき

たいなという思いであります。 

 

記者 

これは質問ではないのですが、知事さんのそのお考えは十分にわかりました。 

ただ、地元の方の意見を伺いますとね、昨日の住民説明会の前の、そのポンプを作る前

も住民説明会を行ったのだと。それで国及び県からの説明ではね、「このポンプができれば

万全です」と、「もう角間沢川は氾濫しません」という説明があって、それで住民の方が納

得をして、民意を得て作ったポンプだったんですよ。 

ところが、実際には停電がありました。停電がない時でもゴミが詰まって動かないとか、

排水できないとかそういうことがあって、確かに想像を超える水量ではあったと思うので

すが、専門家の意見が仮にも正しいとは言えないということも実際にあって、地元、そこ

に住んでいた方々のこれまでの生活実態から来る知恵ですとか、あるいはただ単に昔から

ある最上川に続く水の道管というのかな、それを設置するだけの割安でできる工事なので

すけども、それだけでも十分できるんじゃないかというようなことをおっしゃる方が多か

ったのでした。 

ひとつのアイディア、近代的、現代的な、お金をかけるだけではなくて、できるアイデ

ィアもあるのだということをちょっとお伝えしたいと思いました。 

 

知事 

はい、ありがとうございます。 

 

記者 

以上で終わります。 

 

知事 

そうですね、そういった住民の皆さんのお考えも含めて、しっかりとお話を聞いてみた

いと思います。 
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☆フリー質問 

記者 

NHK の新藤です。よろしくお願いします。 

私のほうからですね、大きく分けて2点お伺いしたいと思います。1点はシベールの件で、

もう 1 点は採用試験がありました障がい者雇用の件で、まずはシベールからお伺いしたい

と思います。 

 

知事 

はい、どうぞ。 

 

記者 

シベールのほうはですね、民事再生法を適用したということで、まずは山形県内として

は大きな企業で、これまで歴史もあってやってきたと思うのですが、その中でこうした申

請があったということで、まず知事がどのように今受け止められているかお伺いします。 

 

知事 

はい、わかりました。 

株式会社シベールでありますけれども、山形県における洋菓子製造販売の代表的な企業

であります。このたび民事再生手続開始の申立てがなされたということで、そのことにつ

いては誠に残念に思っております。 

今後、裁判所から選任された監査委員のもとで、民事再生手続きが円滑に進んで、従業

員の方々の雇用が維持されるということと、たくさんの取引先企業があると思われますの

で、その取引先企業の経営に支障が生じることないように、事業の再建に向けてしっかり

と取組みを行っていただきたいと考えております。 

県としましては、事業の再建などについて、関係機関と連携しながら対応していきたい

というふうに思っております。 

 

記者 

その点なのですけれども、実際に事業の再建については関係機関と連携していきたいと

いうことですが、ここは具体的にどのような対応をしていきたいというふうに考えていら

っしゃるでしょうか。 

 

知事 

県としてですか。 
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記者 

そうですね。だから、今知事がおっしゃったように、「県といたしましては事業の再建な

どについて関係機関と連携しながら対応してまいります」という部分については、具体的

にどのような対応を進めていきたいとお考えでしょうか。 

 

知事 

はい。株式会社シベールの発表では、従業員の雇用は維持され、工場や店舗の営業も継

続されるというふうに聞いております。また、本日、21 日午後 2 時から、債権者説明会が

開催されるということも伺っておりますので、引き続き、情報の収集に努めてまいりたい

と考えております。 

なお、現在、民事再生手続きを進めているところでありますので、今のところ、具体的

な相談はいただいていないところですけれども、今後、県に対して、雇用や取引先企業の

資金繰りなどの具体的な相談があれば、お話をお伺いしながら、商工団体や金融機関など

関係機関とも連携して、しっかりと対応していきたいというふうに考えております。 

 

記者 

情報収集した上で取引先などに影響が及ぶのであればということだと思うのですが、そ

の場合には、例えば貸付のほうで何か有利な貸付の仕方だとか、その辺の支援とか、そう

いったことなのでしょうか。 

 

知事 

はい、そこも商工のほうでしっかりと情報を取りながらですね、できるだけの対応を行

っていきたいというふうに思っております。 

 

記者 

そういう中で、例えばこれからなのですが、このシベールの件で県庁内で何か対策会議

を開くとか、何かそうした情報の共有をし合うとか、そうしたことを検討しているという

ことはないでしょうか。 

 

知事 

はい。シベールさんの情報を取ってですね、どういった対応ができるのか、相談があっ

たらこういうふうに対応するとか、そういうことに向けて今しっかりと対応する体制でい

るとは聞いておりますが、特別にその「なんとか検討会」といったところまで立ち上げる

というようなことまではちょっと聞いていないところであります。 
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記者 

わかりました。続いて、障がい者雇用の件なのですけども。 

 

知事 

はい。どうぞ。 

 

記者 

昨日、追加採用試験がありまして、10 人程度の募集に対してですね、103 人の受験者が

集まって、過去最多の受験者となったということでした。 

障がい者の側にとってはですね、より安定した立場の正職員での採用というのを望む声

が多いのですが、これに対して知事としてはどのように受け止めていらっしゃるのでしょ

うか。 

 

知事 

はい。正職員としての採用について、大きな期待を寄せていただいているというふうに

受け止めております。 

ですが、平成 31年 4月 1日付で採用する正職員につきましては、全体の定員というもの

も関係しておりますので、申込者数の多い少ないに関わらず、約 10名という予定のままで

あります。 

また、障がい者の方の正職員としての採用試験につきましては、来年度も実施すること

を予定しております。再来年度以降につきましても、継続して試験を実施していって、障

がい者の方がそれぞれ能力を発揮されて、ご活躍いただく場を広げてまいりたいと考えて

いるところであります。一気にというのはなかなか難しいことがありますので、継続して

考えていきたいというふうに思っております。 

 

記者 

それはこれまでより正職員という部分での雇用を増やしていきたいということなのでし

ょうか。 

 

知事 

そこまではちょっと全体を見ながらなのでなんとも言えないとこでありますけれども、

臨時ということでもしっかり対応していきますので、正職員ということになりますと、今

回は追加というようなことでありますので、かなり多くなったのかなと思っています。 

来年、再来年どういうふうにしていくかということについては、これから検討を進める

という事案でありますので、今ちょっと私としてもお答えはできないのですけれども、一

気に拡大というようなことはなかなか難しいのかなと思っております。ご期待に添えるよ
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うに、職場環境づくりとかですね、そういったことにもしっかりと注力をして、長く働い

ていただけるような職場づくりが大切なのだろうなというふうに思っております。 

 

記者 

全体っていうのは適材適所も含めた形で、予算も含めて、どれぐらいの人員を採用でき

るかというのはまだ見えないっていうことでの意味なのでしょうか。 

 

知事 

そうですね、毎年、退職者数でありますとか、仕事量でありますとか、いろいろなこと

を総合的に勘案しながら決めているものですから、健常者であれ、それから障がい者の方

であっても、やはりその全体的な中で検討をしていく必要があるのかなと思っております。 

 

記者 

あと、現時点での正職員の採用というのは 10 人程度ということでよろしいですか。 

 

知事 

ええ、今回はそうです。 

 

記者 

非常勤職員は 18 人を採用ということで予定しているということだと思うのですが、法定

雇用率を満たすにはもう 100 人余りの雇用が今後必要だというところなのですが、知事は

年内に法定雇用率を満たすというふうにおっしゃっていますけれども、今後の採用計画と

いうのは、次年度も含めてどのような形、スケジュール感で進めていくのかお伺いしたい

のですが。 

 

知事 

正職員については、今回の試験で約 10 名を採用した場合、すでに採用が決定している 2

名の方と合わせまして、約 12名の採用となります。併せて非常勤職員で雇用を進めていく

ことになるのですが、来年度における非常勤職員の雇用につきましては、障がい者の方が

担うことが可能な業務従事可能な業務の掘り起こしといったことを行いながら、雇用につ

いては現在予算編成の中で検討しているところです。 

法定雇用率達成に向けましては、数合わせとならないように留意をしながら、年内の達

成に向けて取り組んでまいります。正職員としての採用につきましても、来年度以降も継

続して実施していくと予定しているところであります。 
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記者 

今、障がい者支援団体なんかを取材していますと、法定雇用率を満たすための数合わせ

ということではなくて、いかに働きやすい環境が整備されて、なおかつ、障がい者が継続

して働けるような、そうした職場環境が重要だという話をよく聞くのですが、この機会に

県として、そういう職場環境、例えば障がい者を雇用したとして、その障がいの程度によ

っていろいろあるのでしょうけれども、それに対応できる環境なり、職場の体制が作られ

ているか、いろんなサポート体制が作られているか、そういった部分を今後どのように支

援という形で進めていくのか、お考えをお聞かせください。 

 

知事 

はい、わかりました。障がい者の方に長く仕事をしていただくためには、やはり働きや

すい環境づくりが大事だと考えております。ハードの面では、障がいの種別ごとに必要な

配慮は多種多様でありますので、採用された障がい者の方の状況に応じて個別に環境整備

を行っていくこととなります。 

ソフトの面では、障がい者雇用についての知見を有する方をアドバイザーとして委嘱し

て、助言指導をいただいていくということや、障がい者の方の県職場での職場実習を予定

しているほか、職員に対しても障がいに対する見識を深めるため、研修を行うなどの取組

みを検討しているところです。こうした取組みを通して、障がい者の方にできるだけ長く

働いていただけるように努めていきたいと考えております。 

 

記者 

そうすると、このアドバイザーの件なのですが、どういう形というか、県の人事担当者

に対してアドバイスするというか、どういう位置づけのアドバイザーになるのですか。 

 

知事 

はい、そうですね、県の職場に対してなのか、それから本人に対してなのかとかいろい

ろあると思いますので、今どこまで検討しているのかちょっと聞いてみたいと思います。 

 

人事課長 

人事課長の髙橋でございます。アドバイザーにお願いしたいと考えております内容とい

たしましては、まず、障がい者の方が勤めている職場の職員に対してのアドバイスという

のがまず第一にあろうかと思っております。それから、本人からのいろいろ要望がありま

すでしょうから、そういったことに対しても何かそのアドバイスできることがあれば、ご

助言をいただければというふうに考えているところです。 
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知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者 

時事通信の早田です。最近の問題なのですけれど、厚生労働省で毎月の勤労統計調査の

不正があったということで、そのために再集計しなければいけない資料とかでも紛失とか

があったりして、組織的な関与とか隠ぺいとかあるかもしれないということで調査が進め

られていると思うのですけど、このことに対する知事の受止めと、あと、県に何か影響が

あるかとか、そういったことがあれば教えてください。 

 

知事 

はい、そうですね、かなり長い間そういったことが行われてきたということで、多くの

方々に、合計すれば大変な額のいろいろな不適切な対応があったということでありますの

で、できる限り早く対応をしていただくことが大事なんじゃないかなと思っているところ

です。 

そして、「県はきちんとやっているのか」と私もちょっと聞きましたところ、県ではきち

んと全部調査ということでやっていたということを聞いております。 

影響ということになりますと、やはり影響はありそうだというふうに聞いているところ

です。それについてどこまで答えられるのかな、ちょっと担当から聞いてみたいと思いま

す。 

 

総務部長 

総務部長の大森でございます。調査については今、知事が申したとおり、国から委託を

受けて、ルール通り我々としてはきちんとしております。東京と違いまして、全数調査、

もともとされておりますので問題ないということであります。 

それから影響につきましては、この雇用保険並びでこの金額を算定しているようなもの

などについて若干ありまして、公務災害補償ですとか、あと共済の関係、それから失業者

の退職手当というあまりメジャーではない制度でありますけれども、こういったところに

ついて、影響があり得るというような連絡が国の主管官庁からきております。 

ただ、この差異について、まだ国のほうでも精査をされておりますので、我々としても

対象者、それからその影響する金額、こういうところはまだ精査できない状況にあります

ので、引き続き国からの情報を得て、精査を行っていくという、こういう立場でございま

す。 

 

知事 

よろしいでしょうか。はい。 


