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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成31年１月29日(火) 10:00～10:29 

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) 「やまがた百名山」写真コンテスト入賞作品の決定について 

代表質問 

(1) ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピックへの 

期待感や県の取組みについて 

フリー質問 

(1) 代表質問に関連して 

(2) 政府による統計調査の不適切な実施について 

(3) 県内で相次ぐ高齢者福祉施設の送迎車事故への受止めについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：毎日・産経・YBC＞ 
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知事 

皆さん、おはようございます。大変な荒れ模様となってきました。本日、冬型の気圧配

置が強まり、庄内地域を中心に大荒れとなっております。現在、庄内地域に暴風雪警報、

西村山・北村山・最上・置賜地域には大雪警報（補足：正しくは「大雪注意報」）が発令

されております。この大荒れの天気は今日の昼過ぎまで続く見込みです。また、JR羽越本

線で酒田～秋田間が強風のため一部運休したほか、JR奥羽本線で米沢～庭坂間が大雪のた

め、午前中の普通列車の運転を見合わせる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、昨日現在で 53 件を数えており

まして、特に高齢者の事故が多くなっております。市町村では、高齢者世帯を対象とした

雪下ろし費用の支援制度などを設けておりますので、無理して屋根に上らないで、お住ま

いの市町村にご相談することもお考えいただければと思います。 

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

を着用するなど、事故がないよう、くれぐれも安全にご留意くださるようお願いいたしま

す。 

それから全国的にインフルエンザが流行しております。本県でも先週、インフルエンザ

警報を発令いたしました。県民の皆様には引き続き、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。 

では、恒例となりました、祭りやイベントをご紹介します。 

いよいよ今週、 2月 1日から 3日まで、県内雪まつりのオープニングを飾る、「第 4回

やまがた雪フェスティバル」が寒河江市で開催されます。第 4 回を迎える今回は、大型雪

像やステージイベントなどに加え、創作スポーツ「ホワイトアスロン体験」や、真冬のス

イカ割り体験など、楽しい雪遊びがもりだくさんであります。 

さらに、2月 2日土曜日に、長井市の「第 16 回ながい雪灯り回廊まつり」、そして南陽

市は「なんよう雪灯りまつり」が、また 2月 3 日には、東根市の「第 43回ひがしね雪まつ

り」、鮭川村の「さけがわ雪まつり」が開催されます。 

また、2月 1日金曜日には、「雪と文化をテーマとした東北観光プロモーション会議」を

東北観光推進機構との共催により、天童温泉で開催します。国内外から旅行会社やメディ

ア、観光関係者をお招きし、スノーツーリズムに関する基調講演、東北各県の観光プレゼ

ンテーション、観光商談会などを実施いたします。東北が一体となって、冬の東北のブラ

ンド化を推進したいと思っております。 

 

では、私から発表 1点だけございます。 

本県の山岳資源の魅力を発信し、山岳観光の振興につなげていくため、平成 28 年度に「や

まがた百名山」を選定したところですが、昨年度に続き、その魅力を県内外に広く発信す

ることを目的に「やまがた百名山」写真コンテストを開催し、このたび入賞作品が決定し
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たのでお知らせします。 

今年度は「山野草で彩られた『やまがた百名山』」をテーマとした作品を、昨年 5月 9

日から 11月 30 日まで募集し、133 名の方から 1,088 作品の応募をいただきました。この

場をお借りして感謝申し上げます。 

審査の結果、最優秀賞 1点、優秀賞 3 点、入選 6点を決定いたしました。 

最優秀賞はこちらです。（補足：作品パネルを掲示しながら）これが最優秀賞の作品で

す。朝日連峰の小朝日岳山頂付近で撮影された、東根市の奥山忠男さんの「御来光を仰ぐ」

という作品です。御来光のオレンジ色、遠くの山並みのグラデーション、ヒメサユリのピ

ンクが色鮮やかに表現されております。大変美しくて、見る者に力強い印象を与える作品

だと思います。 

それから、次点の優秀賞はこちらの 3 点になります。（補足：作品パネルを掲示しなが

ら）「爽やかな朝」、これは鳥海山ですね。あと「女王と世界一美しい火口湖」、これは

蔵王の熊野岳であります。そして、「ガス湧く山稜」、これも鳥海山ですね。 

これらの入賞作品は、県の山岳情報ポータルサイト「やまがた山」とインスタグラムで

公開するほか、3 月から県庁のジョンダナホールを皮切りにモンベル山形店など、県内各地

で写真展を開催してまいります。なお、本日から、県の公式ホームページのトップページ

からも入賞作品をご覧いただけるようにすることとしております。この機会にぜひ、里山

歩きから本格的な登山まで、バラエティに富んだ「やまがた百名山」の魅力に触れていた

だければと思います。写真もどうぞお楽しみください。私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

おはようございます。毎日新聞の松尾と申します。幹事社からは、ラグビーワールドカ

ップと東京オリンピックへの期待感や県の取組みについてお伺いします。国内では、2019

年のラグビーワールドカップ、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック等、今後の数

年で国際的なスポーツ大会が続きます。 

県内も、ラグビーワールドカップでサモア代表の公認チームキャンプ地になっているほ

か、東京オリンピック・パラリンピックに関しては、複数の自治体がホストタウンとなっ

ており、スポーツの振興や観光政策等の契機になると期待されていると思います。 

そこで、ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックへの県としての

期待感や、これらを契機として力を入れていきたい取組み等あれば教えていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

知事 

はい、わかりました。いわゆる世界 3大スポーツ大会といわれるイベントのうち 2つが、

我が国で、それも 2年連続で開催されます。最も期待することといえば、やっぱり、日本
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代表チームや選手が活躍して、国民・県民に元気や勇気をもたらしてくれるということを

期待しております。 

ラグビーワールドカップに関しましては、日本代表が前回大会の初戦で、優勝経験のあ

る南アフリカを破りました。「スポーツ史上最大の番狂わせ」と言われるなど、全世界に

衝撃を与えました。今大会では、前回を上回る成績を期待しているところであります。 

本県では、日本と 1次リーグで対戦するサモア代表が公認キャンプを行います。山形の

恵まれた自然の中で、本県の誇るおいしい食べ物や温泉などで体調を整え、万全の状態で

試合に臨めるよう、山形市及び天童市と連携・協力してキャンプの準備を進めてまいりま

す。ぜひ、日本と一緒に勝ち上がって欲しいというふうに思っております。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会につきましては、本県にゆかりのある

アスリートの出場とメダル獲得が期待されます。選手の皆さんが全力を出し切って、その

姿から県民が、元気や希望を与えてもらうといった場面が多く見られるといいなというふ

うに思っております。 

また、東京大会は、東日本大震災からの復興が大きなテーマとされておりますので、復

興に取り組む姿を東北各県とともに世界に発信して、開催の効果を広く波及させていくこ

とが大切だと思います。 

本県としましては、多くの方々が日本を訪れるこの好機を逃すことなく、本県の自然や

文化、食など多彩な魅力を積極的に発信して、観光誘客の更なる拡大を図っていくととも

に、県内のホストタウンとなっている 13 市町があるわけですが、その自治体の取組みや、

県民の様々な分野での海外との交流が促進されるよう支援してまいりたいと考えておりま

す。 

 

☆フリー質問 

記者 

NHK の新藤です。よろしくお願いします。今の質問に重ねてなんですけれども、今おっ

しゃったように、海外との交流が促進される好機という話があったのですが、こうしたき

っかけをどういうふうに県として支えていくお考えがあるのかという点と、観光客の誘客

につなげていきたいということなのですが、山形の自然・文化・食というお話がありまし

たけれども、どういった戦略で PRして、具体的にどういった形で海外の方に伝わるように

していくのか、また、一過性にしないために、どのような取組みをしていくのかというこ

とをお伺いできればと思います。 

 

知事 

はい、まず 1 点目ですけれども、希望する自治体がホストタウンとなるための準備とい

いますか、活動を支援しております。例えば、すぐ浮かびますのは、首長さんが相手の大

使館であったり、また海外の国を訪問したりするときに、私の、なんというのでしょうか、
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書簡というようなものを一緒に持って行ってもらったりなどしておりまして、あとはどん

なことがあったかちょっと担当に聞いてみたいと思いますけれども、県ができるというよ

うなことはできる限りサポートしてきたと思っていますし、これからもしていきたいと思

っています。具体的にどんなことをしておりましたかね。 

 

観光文化スポーツ部次長 

はい、まず 1 点目のホストタウンが一過性にならないためにという点になるかと思いま

すけども、今、知事からもお話ありましたように、先様の大使館でございますとか、国を

訪問いたしましたときに、知事からのメッセージ、書簡をお届けするようにいたしました

り、またその前の段階で、実際に市町村が大使館とコンタクトを取るということ自体もな

かなか厳しい点があったりしますので、そういう場合に、私どものほうでまずコンタクト

を取るためのサポートというようなこともこれまでも進めてきております。 

 

知事 

それから、2 点目でありますけれども、山形県の魅力というものをどうやって発信してい

くかというようなご質問だったかと思います。 

山形県には国内外に誇れるものがあるというふうに思っておりますし、オリンピック・

パラリンピックの際に、ラグビーもそうですけど、海外の方にも楽しんでいただいて、リ

ピーターを作るというようなことが大事だと思っていますので、映像で発信するというよ

うなことに取り組んでいたかと思うのですけれども、そこも具体的なことを例示してもら

えますか。 

 

観光文化スポーツ部次長 

オリンピック・パラリンピック等のみならず、今、インバウンドへの取組みというのを

積極的に進めておりまして、そうした中で、今知事からもお話ございましたが、山形の四

季というようなものをショートムービーのような形にいたしました「STAY YAMAGATA」をウ

ェブ上での発信をいたしましたり、そのほか機会を捉えまして様々なインバウンド関係で

の発信、また、東京 2020 の組織委員会のほうからも東北各県に向けて観光客に周遊してい

ただくための取組みなどというのも、連携して取り組むというようなことで、今、進めて

いるところでございます。 

 

知事 

あと、本県だけではなくてですね、東北各県が連携してということで、東北観光推進機

構と東北各県が連携して、東京のほうで何か PR をしようかというようなお話があったかと

思います。 

具体的に進んでいるわけではないのですけれども、そういったことを考えようというよ
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うなことが先の会議で話し合われたことを覚えておりますので、そういったことも連携し

ながら、しっかりと東北の観光につながるようにですね、取り組んでいければというふう

に思います。 

 

記者 

知事としては、こうした機会が、インバウンド受入の部分では、どういう機会になるの

かという点が 1 点と、山形の食の魅力について、実際に食べてもらう機会、そうした場を

作ったり、キャンプの時に食材を提供するとかですね、雪若丸とかを含めてなのですが、

そういう考えが今後あるのか、知事の受止めをお伺いしたいのですが。 

 

知事 

そうですね、ホストタウンがかなりありますので、そういったところと連携してですね、

やはり山形の食や飲み物、そういったものもご紹介といいますか、体験してもらえればと

思っておりますし、また、ワールドカップやオリパラというのは、世界中が日本に注目し

てくれる、本当に千載一遇のチャンスというとちょっと大袈裟かもしれませんが、大変な

チャンスだと思いますので、そこの機会を逃さずですね、国内外の方に山形県の伝統芸能

でありますとか、精神文化、そういったものも含めてしっかりと魅力を発信して、そのあ

との観光交流や様々な交流にもつなげていければ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。あと、今検討なさっているという話だったのですが、東北各県

と連携してという部分は、オリンピック開催中の 2020 年に、東北ということなので「復興」

というのがひとつのテーマにもなったりするようなお考えなのでしょうか。 

 

知事 

そうですね。あの会議の中では、やはり「復興」ということをその時に示すのがいいの

ではないかという話になったのですけれども、ただ、海外の方々がいらっしゃる時に、復

興ということだけでは注目してもらえないのではないかというご意見もあったと思います。 

非常にインパクトの強いことをやらないとなかなか注目して来てもらえないのではない

かというようなご意見もあったので、また次回の会議でお会いした時にその続きといいま

すか、また議論になるかと思っております。 

でも、「復興」はやっぱりひとつの要素だと思います。それがすべてではないですが、東

北地方の復興の姿をお見せするというのは、大切なひとつの要素になるかと思っています。 

 

記者 

わかりました。ありがとうございます。 
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あと、別件なのですけれども、国の統計の問題がずっと報道されていますけれども、一

方で、今のところ別に山形県が何かあるというわけではないのですが、県として、国とは

別の県の統計の部分で、このような機会に何かチェックをするとかですね、そういった点

検をするお考えがあるのかどうかお伺いできればと思います。 

 

知事 

今のところは政府による統計で様々な不適切な実施とかが出ておりまして、それによる

本県への影響というようなことはしっかりと調べて、適切に対応していかなければならな

いというのがまず目の前の課題だと思っております。 

そのあとに本県の統計調査というものが適切に行われているかということでありますけ

ども、適切に行われているというふうに思い込んでいないか、私自身もそのように思って

おりますので、もう一度確認するというのも大切なことではないかと思っておりますが、

まだ具体的には考えていないところであります。 

 

記者 

ちょっと遡るのですが、障がい者雇用の問題の時には、昭和 50年から漫然と踏襲してき

たというところで、知事も非常に問題があるということを自覚なさっての発言があったと

思うのですけれども、その過程の中で、こうした障がい者雇用以外の部分でも同じように

漫然と踏襲してきた何かがあるかもしれないというようなところも含んだお話を以前の知

事会見でなされたこともあったかと思うのですが、今のところ具体的な動きはないようで

すが、知事として今後どのようなことを検討していきたいとお考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、チェック機能をどういうふうにどういったところに持たせるかというか、

自分たちがしっかりチェックするのが一番なのでありますけれども、やはりそれが漫然と

なっていたりもするので、どういったシステムでどのようにしっかりとチェックしていく

かということは、非常に大切なことなのかなと思っております。 

まだ具体的なことはちょっと何も言えないところでありますけれども、そういったこと

も非常に大事なことかとは思っています。 

そして、現在やっているいろんなことが予定通りにきちんとやっているかどうか、まず

はそこを担当に確認をするということが大事だと思っております。 

 

記者 

具体的な点検、チェックということよりは、まずは担当部署に対して、部長なりにです

ね、確認を取っていきたいということでしょうかね。 
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知事 

そうですね、そこはやっぱり、まず第一歩なのかなと思っています。 

 

記者 

わかりました。ありがとうございます。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

TUY の鈴木です。 

先週金曜日、1 月 25 日に山形市内で高齢者の送迎車が転落して 2 人が死傷するという事

故がありました。スリップが原因という見方もあるのですが、実は県内の高齢者の送迎車

の死亡事故というのが去年の 12 月にも高畠町で起きていまして、続いている状況になって

いるわけで、その中で、今日も非常に天候が悪く、非常に心配される状況が続くわけです

が、知事としてこういう高齢者の送迎車転落が続いているということに対しての受止めと、

県の対策とか啓発とか、何かありましたらお願いできますか。 

 

知事 

はい。高齢者の送迎車の事故で死傷者が発生していることは、本当に痛ましいことだと

思っています。やはりこの時期ですと、道が雪で滑ったり、あと凍っていたりというよう

なこともありますので、朝とか晩に送迎ということになりますと、まだ凍っていたりもし

ますので、本当に滑りやすい状態になっていると思いますので、運転する方にはスピード

を出さないで注意をしていただくということがまず第一なのでありますけれども、その注

意喚起というようなことを、担当部署のほうからしっかり申し上げていってもらうという

ことがまずはできるかなと思っております。 

これはやはりお天気、気候というようなこともあるわけでありますけれども、やはり運

転する人が注意をするということで防げるというようなことも私はあるかと思いますので、

そこのところですね、スピードを出さないとか、現場を確認しながら、状況もお聞きしな

がら注意喚起をしていくことが大事かなというふうに思います。 

 

記者 

担当部署からというお話がありましたが、実際、各福祉施設に対して安全指導とかそう

いった文書を出したり、直接訪問したり、現時点でそのあたりの予定はどうでしょうか。 
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知事 

はい。具体的なことはまだ聞いておりませんけれども、健康福祉部で来ていたらちょっ

と聞いてみたいと思います。 

 

健康福祉部次長 

高齢者福祉施設につきましては、昨年 12 月にも高畠町で事故が発生し、今回、山形市内

で事故が発生したということで、私どもとしては、輸送そのものはですね、自家輸送とい

う形になって、法律的にはそういう形でございますけども、高齢者の送迎につきましては、

やっぱり高齢者が事故に遭うと、非常にその動作が遅れるとかですね、やっぱりそういっ

たこともございますので、昨年 12月に健康福祉部のほうから直接、施設、また市町村を通

じて注意喚起の通知を行ったところでもございますし、今回、改めて、再度通知を出して、

特に朝晩の送迎については時間的な余裕を持つこと、また、運転者の体調管理、運行管理

について注意すること、あと、積雪、凍結の雪道でございますので、安全運転に万全を期

すことということで、この 3 点を特に重視した通知を行うとともに、今後、連絡会議のよ

うなものも検討しておるところでございまして、私どもも高齢者の事故を防ぐための注意

喚起を十分してまいりたいと考えております。 

 

知事 

よろしいでしょうか。はい。 

 

 


