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平成28年10月25日(火) 知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。 

朝夕めっきり冷え込んでまいりましたので、県民の皆さんにはくれぐれも体調管理をし

ていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

まずですね、過去最多の 1,318 人の選手が参加した第 54 回技能五輪全国大会が昨日、4

日間の日程を終えて閉幕いたしました。 

それで山形県選手団の成績なのですが、金賞 3個とりましたし、入賞 31人、団体でも第

3 位という、これは優秀技能選手団賞を獲得したわけであります。過去最高となりまし

た。 

また、各会場には地元の中学生をはじめ、県内外の多くの高校生や日本を代表する大手

企業の関係者の皆さまも、多数ご来場されまして、ものづくりの現場を熱心に見学し、そ

して選手の皆さんを応援してくださいました。 

これを機会に本県のものづくり人材の育成と、ものづくり産業の発展に一層の力を入れ

ていきたいと考えているところです。 

今後は、全国アビリンピックでありまして、28 日(金)から 30 日(日)までの日程で開催を

いたします。 

全国アビリンピックにつきましてもぜひ、多くの県民の皆さまから、会場に足を運んで

いただきまして、選手を応援していただきたいと考えておりますので、報道につきまして

もどうかよろしくお願いいたします。 

それから来月の 11 日と 12 日、金曜日、土曜日ですが、その 2 日間山形ビッグウイング

を会場に東北では初めてとなる「ファザーリング全国フォーラム in やまがた」を開催いた

します。 

このフォーラムは男性の家事・育児参画やワーク・ライフ・バランスなどについて学び

合うものでありまして、2 日間で延べ 2,000人の参加を見込んでおります。私も 12 日の分

科会「イクボス首長サミット 2016」に参加する予定です。広島県の湯﨑（ゆざき）知事ら

と意見交換を行う予定であります。 

また、親子で楽しむワークショップなども開催されますので、ぜひ多くの県民の皆さま

にご来場いただきますよう、報道機関の皆さまには周知についてご協力よろしくお願いい

たします。 

ここで、花なのですけれども、ここにございますが、今日は川西町で生産された「ダリ

ア」を飾っております。 

花の大きさ、形、色が大変豊富でありまして、豪華さが魅力の「ダリア」は、秋を彩る

花として大変人気があります。主に結婚式やイベントなどの会場装飾用のフラワーアレン

ジメントに使われております。 



2 

 

山形県内の年間出荷量は 96万本、これは全国第 3位でございます。色鮮やかな県産の花

「ダリア」をさまざまな機会にご使用いただければというふうに考えております。 

では、恒例となりました祭りやイベントをご紹介します。 

10月 30日、日曜日には長井市の長井ダムの“百秋湖（ひゃくしゅうこ）”周辺を会場と

して「第 5 回ながい百秋湖まつり」が開催されます。絶景の三淵渓谷（みふちけいこく）

をゴムボートで巡るボートツーリングや紅葉（こうよう）の野川周辺ウォーキング、長井

ダム周辺ウォーキングなどが開催されます。 

また県内は「実りの秋」を迎え、各地で収穫祭や産業祭りが開催されます。鶴岡市では

30 日(日)に「ふじしま秋まつり つや姫の里の収穫祭」が開催されます。「餅つき振る舞

い」、わら細工づくり体験など、どなたでも楽しめるイベントとなっております。 

酒田市では 30 日(日)に「やわた 産業まつり」が開催されます。収穫されたばかりの新

鮮な野菜や果物、加工品など特産品が販売されるほか、消防音楽隊の演奏など多彩なイベ

ントが行われます。 

さらに最上町では、30 日(日)に「最上町大産業まつり」が開催され、町内の農産物や特

産品の販売のほか、餅まきやバルーンアートなど、楽しい企画が盛りだくさんであります。

県民の皆さまもぜひお出かけいただいて、本県の豊かな自然や食の魅力に触れていただけ

ればと思います。 

 

では発表、私から一つございます。 

山形県と宮城県を結ぶ国道 347 号の鍋越（なべこし）峠につきましては、いよいよ、こ

の冬から年間を通して通行できる、通年通行といたしますのでお知らせするものです。ま

た、通年通行を祝う記念式典やイベントを 11 月 19 日土曜日に尾花沢市で開催しますので、

合わせてお知らせいたします。 

国道 347 号の鍋越峠を含む 17.7km 区間につきましては、これまで雪崩対策が十分でな

く、道が狭い未改良区間もあったことから、冬期間は、冬の間は通行止めとなっておりま

した。平成 23年 3月の東日本大震災の際にも通行止めの期間でありましたので、救援物資

輸送などの支援ルートとして活用できなかったということがございます。 

このため、宮城県知事、村井知事と「災害発生時の迅速な救援活動を実現するためには、

国道 347号の通年通行が必要」との認識で一致しまして、平成 24年度から雪崩対策や道路

改良などの工事を進めてまいりました。除雪体制の準備も進めてきたわけであります。こ

うした準備が整いましたので、12 月 1 日から 3 月 31 日までの冬期間は、午前 7 時から午

後 7 時までの日中の通行となりますが、今年の冬から通年通行を開始することといたしま

した。 

これにより、防災面でのリダンダンシーの確保はもとより、沿線には「銀山温泉」や「や

くらいリゾート」などの人気の観光スポットのほか、「福原工業団地」や「仙台北部中核

工業団地」も立地しており、観光交流や経済交流の活性化につながるものと期待をしてい
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るところであります。多くの皆さまにご利用いただけるよう、ご周知のほどよろしくお願

いいたします。私からは以上であります。 

 

☆ 代表質問 

記者 

おはようございます。荘内日報の上林です。幹事社を代表して質問させていただきます。

定例記者会見にちょっとなじまないような話題かもしれませんけども、今後の報道の在り

方ということにつきまして、ちょっとお聞きしたいと思います。 

知事は前回の定例記者会見で記者から 3 選を果たした場合という仮定の話ですけれども、

知事の退職金の取扱いについて問われた際にですね、「議会軽視と言われかねない」とい

うような主旨の発言をしましたけれども、私たちには明確な回答がなかったわけです。裏

を返せばわれわれ報道、ひいては県民よりも議会を重んじるというふうにとられかねない

というお言葉だったように思います。「マスコミ軽視」、「県民軽視」と言われてもしょ

うがないのかなと思いますけれども、知事の考えるその「議会軽視」というのはどういう

ふうな考えなのかお聞かせください。 

また以前、私も含めて何社かの記者が、会見の場で知事の 3 選出馬についての問いをま

ずした際もですね、明言を避けて 9 月定例会で代表質問に答えるような形で発表なさいま

した。私たちにも、別に発表の内容を教えろとは言いませんけども、9 月定例会で問われ

れば答えるとか、その辺の程度のことは伝えてもよかったのかなというふうに思いますけ

ども、議会に対するそういういろんな県の予算、決算等々、議会に説明しなきゃいけない

ものがあるのは分かります。われわれ報道を通して県民に広く伝えるということでは、大

変重要な案件があればですね、例えばその 9 月定例会の知事選出馬表明のあとに臨時記者

会見を開くとか、先週の、先々週かな、知事の後援会の問題で会派に説明した際も、その

日のうちに臨時記者会見を開くとか、そういう知事の説明の場があってもいいのではない

かと私たちは思うのですけど、その点については知事の明言など、お考え方をお知らせく

ださい。 

 

知事 

はい、そうですね、まず 1 点目のご質問でありますけれども、私としましては、次の知

事選、出馬表明をしておりますけれども、次の知事選に向けた公約を現在検討中でござい

ます。その状況も踏まえて、個別にお応えするよりも今の考えを整理した上で、公約とし

てまとめて公表させていただくのがよいのではないかというふうに考えたところでござい

ます。 

私はこれまで「心の通う温かい県政」を基本姿勢としてきましたし、これはこれからも

変わりません。対話重視、現場主義ということでやってきております。「市町村ミーティ

ング」や「ほのぼの訪問」といった事業などを通して、広く県民の皆さまと対話するよう



4 

 

に努めてきたところであります。そういうことでありますので、記者さんがおっしゃった

ような、マスコミの皆さん、また県民の皆さんを軽視とするような考えは一切持っていな

いところでございます。 

議会の皆さんはですね、議会の皆さんで「自分たちは県民の代表の集まりだ」とおっし

ゃっておられます。それもそのとおりでございまして、私にとっては本当にどちらも大変

大事な方々ばかりであります、というのが私の答えでございます。 

それから 2 点目でありますけれども、これまで定例会見以外の場でも、記者の皆さまか

ら要請があった場合は、できるだけ取材に応じたり、コメントを出させていただいている

ところでありますので、ご理解をいただければなと思っているところでございます。は

い。 

 

記者 

知事の苦しい立場も分かるのですけれども、議員に説明しても井戸端会議的なもの、な

んていうのかな、それはマスコミとはタイムリーとか広域性という面では全然違うわけで

すので、その辺の問題によってはですね、議会、いや知事もお身体が一つしかないので、

一回に二つはできないでしょうけれども、そういったことをご配慮いただければと思いま

す。 

それから今までも取材に応じてコメントをしてきたということ、私たちは囲みやぶら下

がりでなくて、臨時記者会見という場で設けていただければなということで今申し上げた

のですけども、今、当局、事務方と定例記者会見の持ち方について検討してる最中なので

す。ぜひ、そのことをご一考、頭の中に入れていただいてですね、何かことあれば、その

議題一つで臨時記者会見をというふうに私たちは要望したいと思いますので、知事の考え

を事務方のほうに反映させていただければなと思います。それについて前向きにちょっと

ご検討のコメントをいただければと思います。 

 

知事 

はい、そうですね、それ議会開会中とか、そういうようなことを想定しての、ことでは

なく。 

 

記者 

いや、議会とかそういうことを抜きにして。前例がないとか、慣例がないとかというの

ではなくて、誰かがしなければ前例も慣例も生まれてこないので、誰かがやるしかないの

で、山形県の場合は「議会中はやらない」というような暗黙のなんか慣例みたいですけれ

ども、議会中であっても例えば先ほど言いましたように、9 月定例会の代表質問に答える

形で出馬表明したのであれば、その日のうちに臨時記者会見とか、そういった形でやって

いただれければと思います。その議題だけで。定例議会中でもやっていただきたいという
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のが本題であります。 

 

知事 

はい、議会に限らずということでありますけれども、その中でも議会開会中の定例の記

者会見というのは、開催しないということで皆様と一緒に運営をさせていただいてきたと

聞いております。今後もそのようにさせていただければと思っているところでありますけ

れども、今回ご要望をちょうだいいたしまして、どのようにお答えできるか検討していき

たいというふうに思います。 

 

記者 

あくまでも定例記者会見のことでなくて、その問題についての臨時記者会見をというこ

とですので、前向きにご検討をお願いいたします。 

 

知事 

はい。どのようにしていけるか、じゃあ、ご相談をさせていただきたいと思います。 

 

☆ フリー質問 

記者 

共同通信の神戸と申します。平成24年10月にですね、阿部元県議が地元3町で開いた会合

に関してお伺いをしたいのですけれども、こちらですね、阿部元県議ご本人は自らの県政

報告会ということで、という趣旨で開いたというふうにおっしゃっていたのですが、知事

が行かれたということでですね、そもそもどういうご認識でこの会合に参加されたかとい

う部分についてお伺いできればと思うのですけれども。 

 

知事 

そうですね。4年前のことでありまして、おそらく、県政報告というようなことかなと思

ったと思います。と言いますのは、支援県議の皆様それぞれからですね、県政報告会のお

誘いをいただけば行くということにしておりましたので、何月何日何時にというようなこ

とでご案内、ご案内と言いますか、そういうことをいただけば、私は行っていたように思

いますので、そういうことだったと思います。 

 

記者 

先日のですね、会見でも出たかなと思うのですけれども、事前に知事の後援会の入会届

という、それのチラシの印刷費なんかの領収書も出てきているという状況もあってですね、

本当にその自身の後援会に関わるような会合ではないというようなご認識だったのか、と

いうことに関してはいかがでしょうか。 
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知事 

私の後援会というのは、その時には、今記者さんはその女性部の会のことをおっしゃっ

ているかと思いますが、その時にはまだできていなかったと思いますので、それはちょっ

と私にはわかりかねることだったと思います。はい。 

 

記者 

わかりました。 

 

記者 

河北新報の宮崎と申します。おはようございます。次期知事選の件についてお尋ねした

いのですけれども。 

これまでの流れからですね、次期知事選は知事とですね、あと最大会派である自民党の

候補者になるという大きな構図があると、我々というか有権者は認識しているのですけれ

ども、その中でですね、たとえば9月22日のですね、農政連とか一次産業の推薦状を知事に

渡した式典の後ですね、知事の囲みで知事は自民党のほうからもですね、支持がほしいと

いうような発言をなされました。その他にもそういうような発言をなされているのを聞い

ているのですけれども、その裏を返して言えばですね、選挙戦を避けたいというようなこ

となのでしょうか。と言うか、実質的にですね、自民党のほうから支持を受けるとですね、

本格的な候補者が出ないわけで、そうなると無投票の可能性が高いというような構図、公

算が高くなります。知事はそういうことを望んでいらっしゃってそういう発言されている

のか、その辺のお考えをお聞かせください。 

 

知事 

そうですね、私は当初から県民党ということでやってきておりますし、そういうふうに

一党一派ということではございませんので、本当に多くの党の皆さんからもですね、ご支

持をいただきたいというふうに言ってきたところでございますので、そういう考えで申し

上げました。それ以上でもそれ以下でもないと思いますが。 

 

記者 

でも、一般的にですね、知事はそういうふうにおっしゃっているかもしれないですけれ

ども、有権者、我々含めて有権者から聞くとですね、「ああ、知事は自民党からも支持がほ

しい」ということは、なんと言うか「無投票を狙っているのかな」というような予断を与

えるような発言だと思うのですけれども、その辺については、ご自身の発言のですね、何

と言うか影響力とかっていうのはあんまり考えないのでしょうか。 
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知事 

影響力と言いますか、やはり、そうですね、私がこれまでやってきた事、それからこれ

からやりたいと思っているような事はこれから公表していくわけでありますけれども、や

はりその姿勢をぜひご理解していただき、ご支援をしていただければなと思っております

ので、「ご支持を」と申し上げたと思います。 

 

記者 

2013年のですね、無投票で再選を決めた時に知事はですね、「無投票当選だったので、自

分により厳しい課題を課して政務に当たっていきたい」というふうにおっしゃったのです

けれども、ということはですね、無投票はあんまり望んでいなかったというようなニュア

ンスを感じるのですけれども、しっかりですね、選挙を戦って、県民の信託を受けて、審

判を受けて、知事になりたかったというのが滲むような発言だというふうに認識している

のですけれども、選挙戦をやってですね、県民にきちんと訴えたいというような考え、自

分の考えをですね、きちんと論戦、選挙戦を通じた論戦をして、県民に自分の主張を訴え

たいという気持ちは今も変わらないということなのですよね。 

 

知事 

もちろんです。一戦一戦ですね、一期は4年ということでありますけれども、それはもう、

本当に、その回ごとにですね、やっぱり初心に帰ってしっかりと自分として県民の皆さん

に所信表明をしなければいけないと思っておりますし、緊張感を持ってしっかりと、今後4

年間こういうことをやりたいというような事をお出ししなければというふうに思っていま

す。 

ですから、どなたが何人出ようとですね、やっぱり自分の考えというものを県民の皆さ

んにご理解していただきたいというような思いでおります。 

 

記者 

選挙戦を受けて立つという気概があるということでよろしいでしょうか。 

 

知事 

もちろんです。 

 

記者 

わかりました。 

 

記者 

すいません、駅の西口拠点施設のことでちょっとお聞きしたいのですけれども。 
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知事 

すいません、もう1度、何でしょう。 

 

記者 

駅の西口拠点施設でちょっと教えていただきたいのですけれども。 

入札不調2回目終わってですね、1か月以上経ちまして、不落の原因、不調になった原因

をですね、聞取りして究明するというようなのはこれまでの県の幹部の答弁だったわけで

すけれども、それから1か月以上経ちまして、その3度目の入札の執行時期であるとかです

ね、もしくはその価格を上げるのか、もしくはその実施設計の内容を変えるのか、そこも

含めてですね、いつ頃の見通しになっているのか、もうそろそろ時間も経っているので教

えていただければなというふうに思います。 

 

知事 

はい。そうですね。駅西のですね、拠点施設でありますけれども、私も大変心配をして

いるところであります。県民の皆さんも「どうなっているんだ」と、やはりいろんなとこ

ろで聞かれたりしております。ご心配をおかけしているなと思っております。 

内部からちょっと話も聞いておりますけれども、ものすごく詳しいところまではちょっ

と申し上げられないところでありますが、いろいろと労務単価、それから資材とかいろい

ろなものがですね、本当に値上がりをしているとか、あるいは県内の設計単価で全部やれ

るかと思っていたら、どうも技術者とかいろいろな方々を県外からもお願いしなければな

らないような状況もあるようで、そういったことがその労務単価にも響いてくるというよ

うなことも聞いているところであります。そういうことでありますので、担当来ておりま

すか。答えられる限り答えてほしいと思いますけれども。なるべく遅れないようにしたい

とは思っているのですけれども、はい。 

 

県土整備部次長 

県土整備部次長の後藤でございます。今知事からもお話ございました通り、現在不落と

なった、その要因の調査につきましては、以前も申し上げましたが、応札者から積算関係

資料の提出を求めまして、それに基づく聞取り調査を今も継続してやって内容を詳細に検

討しているところであります。また、そうした応札者の考え方に基づきまして、それをさ

らに設計者の見解、県内の業者でありますけれども、そこの見解であるとか、専門家の意

見も聴取しているといった状況でございまして、さらに、先ほど知事から労務単価につい

て県外の技術者も連れてくる必要があるというようなお話ございましたけれども、そうい

った点につきましては、専門の業者について、いわゆる見積を再度聴取すると、そういっ

たことも今重ねているところでございまして、そうした作業を積み重ねた上で実際の今後
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の、3回目になりますけれども、入札に向けた準備を今鋭意進めているところでございまし

て、もう少しだけ時間をいただきたいというような状況でございます。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者 

次長にちょっと、もう1点だけちょっとお聞きしたいのですが。 

おそらく公告するとですね、公告期間って一定期間必要になってですね、おそらく年末

年始という時期を考えるともう、年内の3回目というのは無理じゃないかなと、時間的な余

裕はないのかなというふうに思うのですけれども、年内の3回目の入札というのは可能なの

でしょうか。それともやっぱり年明け以降になりそうなのでしょうか。 

 

県土整備部次長 

だいたいの今後のスケジュールということでありますけれども、先ほど申し上げました

ような現在の検討状況でありますけれども、これがいつまでとかまだ明確には申せない段

階でありますけれども、それを踏まえての今後のスケジュールということでありますけれ

ども、今の3回目、年内かあるいは年を越すのかということでありますけれども、そこも含

めまして検討を進めているところでありまして、まだ明確に何カ月先とかそういった状況

ではございません。 

 

記者 

もう1点、すいません、知事選の関係で教えていただければと思うのですけれども、知事、

先ほど質問に対して、まとめてというような、ある程度公約がまとまった段階でというよ

うなお話があったわけですけれども、前回もちょっと質問出ましたけれども、だいたいい

つ頃にですね、その3期目に向けた公約というのをまとめられるおつもりなのか、年内なの

か、年明けとなるともう、4日間、5日間しかないので。だいたいいつ頃までに自分として

の3期目に向けた公約をまとめられたいのかを教えていただければと思います。 

 

知事 

そうですね。やはり、まずなるべく早くとは思っておりますけれども、公務公務でちょ

っとまた今日から出かけるようなこともございまして。ですが、そうですね、10月ももう

終わりますのでね。11月中には何とかちょっと、やはり県民の皆さんにお知らせできれば

いいかなと。年内というとまた12月になってしまいますので、自分で自分にノルマを課せ

るとすると、11月末くらいまでには形にして県民の皆さんにお示しできればなというふう

に思います。 



10 

 

 

記者 

もう1点だけ教えてください。その絡みで。 

今精査中ということだと思うのですけれども、先ほどから「県民目線」であるとか、「現

場主義」であるとか、「対話重視」であるとか、さまざまありますけれども、3期目に向け

ての公約でですね、知事がキーワードいうかですね、大きなイメージとして、メッセージ

として念頭に持っておられるというのはどういったものになるでしょうかね。 

 

知事 

そうですね、「心の通う県政」とか、「対話重視」「現場主義」、それはもう私の基本姿勢

でありますので、それは変わることがないわけであります。それで、やはりこの2期目にな

って取り組んできていること、昨年から「やまがた創生総合戦略」というものを作って市

町村と連携しながら取り組んでいるわけでありますので、やはり「やまがた創生」という

ことはひとつのキーワードになるのかなと思います。 

それに向かって果敢にチャレンジしていきたいという姿勢にしていければというような

ことですね。今答えられるとすればですね。はい。 

 

記者 

議会の根回しもあると思うのですけれど、技能五輪、アビリンピック等々も終わるわけ

ですけれども、それで来年、メイン県としてインターハイが来るわけですけれども、その

後の目玉というのは、知事、何かお考えがありますか。 

 

知事 

その後ですか。 

 

記者 

全国大会、世界大会、なんでもいいです。その後の、インターハイ後の目玉というのは、

何かお考えでしたら。 

 

知事 

そうですね。先日ですね、IWC というのでしょうかね、インターナショナルワインチャ

レンジだったかな、コンクールだったかな、IWC という略だったと思うのですけれど、そ

れは、国際ワイン大会みたいなもので、山形県のブランド大使をお願いしている方が話を

持ち込んでくださいました。 

そういったことは世界大会だと思いますので、まず浮かぶのはそれだと思いますし、い

ろいろやはり考えて、県民の皆さんが元気が出るような大会とか会議とか誘致していきた
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いなと思います。はい。 

 

記者 

NHKの足立です。 

2点お伺いしたいのですけれども、まず 1点目、技能五輪の関係です。 

今回、すごい優秀な成績を収めたということですが、今回山形県で初めての開催という

ことでしたけれども、県内で開催されたことでのものづくり分野への効果というのをどの

ようにお考えかということと、あともう 1 点がですね、国道 347 号の通年通行で、先ほど

防災面での効果も期待されるというお話もありましたけれども、具体的にどのような点で

防災面でのその効果というか、期待をされるかということを、その 2 点をお伺いできれば

と思います。 

 

知事 

はい。技能五輪でありますけれども、全国から本当にキラキラと目の輝いた若者たちが

集まってきてですね、日本一を競い合いました。本当に見ていて爽やかでありましたし、

いろいろな職種、41 職種だったと思いますけれども、県民の皆さんにですね、いろいろな

職種からこの社会が成り立っていて、それぞれの分野で本当にトップを目指してがんばっ

ている若者がいるということを感じていただけたのではないかなと思います。そういった

ことを直に、生の目でですね、見ていただいた中学生、高校生、また親御さんと一緒に、

あるいはおじいちゃんおばあちゃんと一緒にお孫さん、小学生くらいの人が来ておりまし

た。そういうのもかなり見ましたけれども、そういったことで、次代を担うものづくりの

後継者がですね、未来のその技能五輪へのチャレンジャーがですね、数多く出てくれれば

いいなと思ったところであります。 

そして山形で開催しましたのはですね、東日本大震災で本当に東北が落ち込みました。

打撃を受けたわけでありますので、東北のものづくりの復興というようなことも本当に視

点に入れて、六県知事連名で誘致した大会であります。 

山形で行うことで、距離も近いものですから、東北連携してですね、なるべく多くの選

手の方にご参加をいただくようにずっと一緒になって進めてまいりました。 

東北全体のものづくりの発展、そしてもちろん山形県のものづくりの発展にも資するよ

うにですね、考えて開催した大会でありますので、今後もそういう視点でしっかりと製造

業でありましたり、いろいろなその職種がございますので、力を入れていければなと思っ

ております。それが 1点目かと思います。 

それで、347号線でありますけれども、防災に絞るのでしょうか。 

 

記者 

防災だけではなくてもいいです。 
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知事 

そうですか、はい。通年通行ということで、時間的には限らせていただく、夜間はちょ

っと、24 時間だとなかなか心配な点もございますので、日中だけということになりますけ

れども、やっぱり横軸としてですね、山形県、宮城県、太平洋側と日本海側を双方向で通

行できる道路でありますので、あそこが通年通行になるというのは、大変いろいろな効果

が出てくるのではないかと思っております。 

ひとつは物流でありますし、もうひとつはやはり観光というようなことがあるかと思っ

ています。それから、有事の際の救援物資の搬送でありましたり、お互いに助け合うとい

うような、有事の際のですね、そういったことにも大きく貢献できるようになるだろうと

いうふうに期待をしているところであります。 

 

記者 

引き続き、技能五輪の関係で、今回、かなり順位としては上がったと思うのですけれど

も、県内開催という点で、ものづくりのレベルアップにどのように今回県内開催というも

のが効果があったのかということをもうちょっとお伺いできれば。 

 

知事 

そうですね。112名の本県の選手の皆さんが参加をされました。これは本当に県内のそれ

ぞれの産業界からですね、参加してくださったわけでありまして、本当にこれまでで群を

抜いて本県として多かったと思います。 

団体としても第 3 位に入ったのですけれども、非常にこう、技能を高めるということで

裾野が広がったのではないかなと私は思っております。そして、若い人方のですね、技術

を高める、技能を高めるということで、指導者も一所懸命指導してくださったり、また、

他県に勉強に、研修に行ったりということもあったと思いますし、その若い人が育つとい

いますか、育てる機運醸成にもなったのではないかなと思っております。 

それで、力をつけたその若者たちがですね、これからそのそれぞれの現場で力を発揮し

ていただいて、産業の活力になって発展につながってくれればいいなと思っております。 

 

記者 

すみません、時事通信の梅崎です。 

ちょっと政務調査費の話なのですけれども、2012年の 5月に、米沢選出の木村忠三県議

がですね、政務調査費の中の資料購入費という項目で、震災関連の本をですね、5冊購入さ

れていたのですけれども、すべてを政務調査費のほうから支出していたということで、資

料だったら 1 冊でいいのではないかというふうに指摘する専門家の方もいらっしゃるので

すが、知事としてのご見解としては、これは適正かどうかというのを、ぜひ議会のことと
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おっしゃらずに伺えればと思うのですが。 

 

知事 

はい。あの、ちょっと今お伺いしたところでありますので、事実関係も今お聞きしたば

かりですので、今すぐ把握はできないところでありますので、ちょっとそのことを調べて

みたい、調べるというのはおかしいですけれども、もうちょっと事実関係を把握してみて

からお答えしたいと思います。 

 

記者 

今申し上げた事実関係について、5冊を購入されて、政務調査費で出されたということに

ついてはご本人も認めているところなのですが、いかがでしょうか。 

 

知事 

そうですね。認めているというのも今初めてお聞きしたので。ちょっとそのことを、担

当のほうから詳しく聞いてみたいと思います。 

 

記者 

すいません、1点だけお願いします。 

技能五輪で、一時、2,300人ほどの宿の手配ができていないということがあったと思うの

ですけれども、それで大体、16 日には大体目途がついていたという話だったのですが、先

週の会見でなぜ知事はその件について触れられなかったのかお聞かせください。 

 

知事 

先週ですか。 

 

記者 

この会見の時に。17 日にはもう目途がついていたので、その場で言っていただけるので

あればよかったのかなとは思うのですけども。その後、担当の商工労働観光部のほうが会

見はしたのですけれども、その前の記者会見で、知事の定例の記者会見でそういったこと

があったということを触れられてもよかったのではないかと思うのですが。 

 

知事 

はい。そうですね、いつお聞きしたかはちょっとはっきりはしませんけれども、ちょっ

とトラブルがあったようだということを聞いたところであります。 

それで調整して、調整しているというようなことはちょっと聞いたのですけれども、そ

うですね、確かにちょうど同じような時にお聞きしたかと思います。それを申し上げるべ
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きだったかどうかというのは、ちょっと、そうですね、ちょっとご心配をおかけするよう

なこともあったかもしれないですし、ただ、ちゃんとできるというようなことを聞いたと

思いますので。 

まず、今は、そうですね、終わってから、まだまだこれからもあるわけですけれども、

技能五輪に関して宿泊施設は全部提供できたということでありますので、大変ご心配、ご

迷惑をおかけしたと思いますので、そのことについて本当大変申し訳ないと思うし、遺憾

に思っているところであります。 

手配をお願いしたところにですね、原因究明を含めた詳細な報告を今求めているという

ことを聞いているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。はい。 


