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平成28年11月21日(月) 知事記者会見 

 

知事 

はい、皆さん、おはようございます。 

大変いいお天気になりましたけれども、きてけろくんは、今週、来週、2週連続で出張とい

うことでございます。キャンペーンなどで、県外でがんばってくれているようでございます。 

それでは、恒例となりました、県内の祭りやイベントなどをご紹介いたします。 

庄内町では、11月26日に「第10回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストin庄内町」の

決勝大会が開催されます。このコンテストは、予選から決勝まで機械判定によらずに、実際

に食べた人がおいしい米を決めるコンテストです。当日は試食コーナーもありますので、お

いしいお米を食べ比べてみてください。 

それから、山形市では、12月3日と4日、土日ですけれども、「第3回山形ビッグウィングフ

ェスティバル」が開催されます。食をテーマとした「村山広域7市7町うまいものフェア」で

は、各地の“うまいもの”が販売されます。 

また、同じ会場で「第22回山形市伝統的工芸品まつり」や「第36回みちのくこけしまつり」、

「山形らーめんフェスタ」が行われます。 

県民の皆様も、ぜひお出かけいただければというふうに思っております。私からは以上で

す。 

 

☆代表質問 

記者 

幹事社TUYの高木と申します。よろしくお願いします。 

モンテディオ山形についてお聞きしたいと思います。 

昨日でＪ2のシーズンも終わりまして、年間14位でのフィニッシュという形になりました。

Ｊ3降格は免れたけれど、非常に厳しいシーズンではなかったのかと思います。昨シーズンＪ

１から降格の責任をですね、前社長に問い、社長の交代ということを株主として県は求めた

かと思うのですけれども、今シーズン終わってみて、この14位という順位を、現社長の手腕

をどのように評価されているのか。また、株主として今後何かしら求めていくことはあるの

か、お聞かせください。 

 

知事 

はい。まずはその最終戦ですね。勝利を飾ることができて本当に良かったなというふうに

思っているところでございます。今記者さんがおっしゃったように、ハラハラドキドキとい

う時期が続いたと言いますかね、そういったことございましたけれども、やはり、有終の美

と言いますかね、最後は勝利で飾るということが、やはりその先に明るい展望が見えてくる

ような、そういう希望を持たせるところがありますので、本当に勝利で終わったな、終わっ
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て良かったなという気持ちでいっぱいでございます。 

もちろん、欲を言えばね、もっともっと上にいってほしかったというようなこともありま

したけれども、いろいろ残留できるかどうかというようなところで、本当に県民みんながハ

ラハラしておりましたので、免れたわけでありますし、勝利で飾って何とか14位まで取り戻

すことができたということで、まずは皆さん安堵しているのではないかなと私は感じている

ところであります。本当に県民の皆さんに勇気とかですね、明るい希望また活力といったも

のを与えてくれる大事なスポーツでありますので、今後とも上を目指してがんばっていただ

きたいなというふうに思っているところです。 

あと、総括ということでありますけれども、昨年は、最下位で降格なのに、何も総括なら

ないということが、ちょっとおかしいのではないかと思いましたけれども、今年は監督が代

わるというようなこともお聞きしているところでありますし、総括ということをなさってい

るのではないかなと思っておりますので、株主としてどのようなというご質問でありますけ

れども、私としては、何も考えておりません。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

☆フリー質問 

記者 

荘内日報上林です。おはようございます。 

土曜日に発生しました、鶴岡市の小学校の変な趣味の先生の、逮捕された先生のことでお

聞きしたいのですけれども。 

採用権、人事権は誰にあるのでしょうか。というのは、鶴岡市の教育委員会が謝って済む

ような問題なのかどうか。管理監督、第一番は現場の校長なのでしょうけれども、管理監督

は誰に責任があるのでしょうか。県教委から何の発信もないというのでよろしいのでしょう

か。採用したのは県教委ですよね。県庁であれば県でしょうけれども。鶴岡に飛ばした人事

権も、県教委ですよね。異動、赴任させたのも県教委ですよね。誰に責任があるのでしょう

か。コメントの1つも、謝罪もしろとは言わないですけれども、2日間経っても何も、今日の

朝も、何もないのですけれども、誰に責任があるのでしょうか。管理監督、採用した人、そ

の辺のちょっと知事の考えをお聞きしたい。教育委員会制度が変わって知事が教育長任命で

きるようになりましたけれども、その辺も含めてちょっと県の考え方をお聞きしたいのです

けれども。現場の教育委員会が謝って済む問題なのかどうか。その校長が謝って済む問題な

のかどうか。校長だって人事異動で飛ばされていったまんまですよね。その辺も含めてちょ

っとお話をお聞きしたいのですけれども。 

 

知事 
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はい。このたびの事件でありますけれども、本当に児童や保護者の信頼を大きく裏切る、

あってはならない行為でありまして、言語道断であります。教員として絶対に許されないこ

とだというふうに考えております。 

児童や保護者に対してですね、謝罪はもちろんでありますけれども、スクールカウンセラ

ーの派遣等、適切な相談体制というものを整備しまして、心のケアに努めて、落ち着いた学

校生活を送れるように、また、保護者の方がですね、本当に子どもを預けるのも不安だとい

うふうに思っていらっしゃると思いますので、そういったことも含めてきちんとした対応を

取っていただきたいというふうに思っております。県としましても、必要な担当職員の派遣

というものも考えていきたいと思っております。 

今、記者さんからご意見を頂戴したわけでありますけれども、採用も確か県で行っている

と思います。人事もですね、担当のほうから答えてもらいますけれども、おそらく県が一方

的にということではなく、やはりその現場の意見を聞きながらですね、行っているのではな

いかと思っておりますけれども、やはり今回の事件のその背景といったようなことをしっか

りと調べて、今後どうやったらこういうことが起きないようになるのか、採用がどういうふ

うにこう、採用に全部かかってくるとも思いませんけれども、なかなかそこら辺も非常に難

しいところもあるかと思いますが、ただ、今までのままでいいのかというようなことも含め

てですね、しっかりと考えてもらいたいなというふうに思っているところです。 

採用は県だったと思うのですけど、あと人事について、どうなっているのかも説明してく

ださい。 

 

教育次長 

はい。教育次長の松田でございます。今知事からお話ありましたように、採用、人事の権

限は県教育委員会にあります。服務権限ということで市町村教育委員会ということになりま

すけれども、やはり、そうしたことも含めて、今知事からも話がありましたけれども、背景

等十分調査してですね、今後の対応に当たっていきたいと、こう思っております。 

 

記者 

はい、わかりましたけれども、来て４年経つので、小中学生の場合は市町村の教育委員会

等で謝って、高校の教員の場合は県教委でという、なんかその辺の、今までの慣例なのかど

うか知りませんけれども、採用したのも県教委なわけですし、管理者も県教委なわけですか

ら、コメントなりなんか、発信するべきなのではないでしょうか、と思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

 

知事 

そうですね。義務教育に関してはやはり市町村の所管ということになっていたかと思いま

すが、高校はですね、県立高校はもちろん県の所管でありますので、当然県がコメントなり、
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いろいろなことを発するべきなのですけれども、本当は市町村というか、小・中に関しては

採用も、理想的にはやはりそういうところでされるべきなのでしょうが、いろいろ、そこだ

けでやるのは大変だということでまとめて、まとめてと言うのはおかしいのですけれども、

県がやっているということをお聞きしたことが、教育委員の時にですね、何かそういうこと

だったのかなと思っていますけれども、ただ、そこもどうなっているのかも、ちょっと説明

してもらえますか。 

 

教育次長 

はい。教員の採用についてはですね、市町村学校の教員は県で採用して人事も行うという

ことで法律上なっております。 

 

知事 

あと、人事。 

 

教育次長 

人事も県で行っております。 

 

知事 

でも、現場の聞きながらと言いますか、そこは非常にこう。 

 

教育次長 

現場のほうからですね、内申を受けて、県教育委員会で人事を決定するということになっ

ております。 

 

知事 

あと、その事件が起きた時のその対応が、小・中は市町村になっているということと、そ

れについては。 

 

教育次長 

はい。一義的に服務権限を持っております市町村教育委員会と学校のほうでいろいろ、そ

の内容等ですね、対応するということになっておりますけれども、県教委といたしましては、

その後ですね、調査をして、その処分とかそういうことをですね、どうしていくかというこ

とで対応していくということで今進めております。 

 

記者 

要するにコメントは出さないで処分で対応したいということですよね。たとえば、市立高
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校、今は前の中央高校（正式には酒田中央高校：補足）とか山形商業しかない。身分を市立

に戻すとか、町村に戻すというのなら市町村教委でわかるのですけども、あくまでも県職員

の身分なわけですので、そのへんの認識の違いなのではないでしょうか。 

現場の市町村教委が確かにある、組織的にはあるわけですけども、そこで人事権も何も持

ってないものを、というのは私の考えなのでしょうけども、ただ処分する、教育委員会を開

いて処分を決定して発表すればいいという問題なのでしょうか、ということをお聞きしたい

のです。 

 

知事 

はい。人事権といいますけど、本当にそれぞれの市町村教育委員会のご意見をよくお聞き

して、そこだけで一話完結の世界ではありませんので、県内全域に学校とかありますので、

ご意見をよくお聞きしながらやっているというのが実態でありますので、一方的に人事をや

っているということではまったくないということはご理解いただけると思うのですけれども、

もちろん何か今回のような事件があった時にですね、まず第一義的にはその現場でというこ

とで対処されておりますけれども、先ほど担当が申しましたように、そのあとといいますか、

やはりきっちりと精査して、今後どういった対応をしていくべきかといいますか、できるこ

とをしっかりと考えていくというようなことはですね、もちろん県教委として責任があるこ

とだというふうに思っております。 

ただ、第一義的にはやはり市町村ということになっているということだと思っています。 

 

記者 

納得はしませんけども、処分もそうですけども、現場の校長等、減俸なり訓告なり戒告な

りいろいろあるわけでしょうけども、人事、採用した教育委員会、今まで、この間少し教育

長等の処分がありましたけども、採用して現場に任せっきりというのも、おかしい話でしょ

う。 

普通の企業だったら考えられませんよね。採用してトップなり何なのかまで行かない、と

いうのは。就職試験の、教員採用試験も県でやって、何でもして、現場で意見を聞いたって

市町村の地方教育事務所から聞いただけのあれで、人事だってみなこっちでやっているわけ

でしょう、県教委で。 

 

知事 

ええ、最終的には、そういうふうに。 

 

記者 

校長の希望が人事に入るのですか。入らないですよね。最終的には、というか。ですから、

そこまで権限を持っている県教委が、今私が聞くまで、知事もそうですけど、何のコメント
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も発していないのですよ。2 日間。いらないものはコメントなり、いっぱいきますけども、

こんな重大な問題について何も発信しないって、県教委の体制がどうなのですか、と聞いて

いるのです。 

 

知事 

はい。そうですね、しっかりと事情を聞いてみたいと私も思っておりますけれども、やは

り先ほどからの繰り返しになってしまうかと思いますけれども、それで終わったというよう

なことではございませんので、しっかりと調べて、これからいろいろな対応をしていくとい

うことになるかと思います。 

 

記者 

はい、わかりました。 

それで、今日も知事の恒例のイベントの紹介等ありましたけども、本来であれば、知事な

り何なり、ここの場で、今日は月曜日で会見がある日で、この場で本当は一番最初に出てき

てほしい問題だったのですけども、ということを希望して、今後対応していただければと思

います。 

 

知事 

わかりました。はい。やはり記者さんのお気持ちというのは、やはり県民の代表的なお考

えなのかなと思いますので、しっかりと受け止めさせていただきます。 

 

記者 

NHK の池川です。よろしくお願いします。 

先週なのですが、県内のですね、自治体の施設、大規模な商業施設の耐震診断の結果が発

表されました。 

それで、14 の施設が震度 6 強以上の地震で倒壊する危険性が高いということがわかって、

そのうちですね、米沢の市役所と酒田の百貨店については、耐震改修の予定が決まっていな

い、と。米沢の事情を聞くと、財政的な問題等と優先順位の話もあるかと思うのですが、こ

れについて知事の、まずはその 14 の施設が倒壊する危険性が高いということがわかったとい

うところに対する受け止めと、あと、今後の県としての対応について、2 点お伺いできます

か。 

 

知事 

はい。このたび、耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられている昭和 56 年以前に建

築された、大規模建築物、これは 3 階、5,000 平方メートル以上の建築物でございます。及

び災害応急対策施設、これは災害対策本部が設置されている庁舎などでございます、が、そ
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れについて、診断結果を公表したところでございます。 

その内容としましては、対象となる 59施設のうち、震度 6強から 7程度の大地震で倒壊等

の危険性の高い建築物が 14 棟ございました。また、倒壊等の危険性がある建築物が 10 施設

あったところです。 

これらの建築物には、不特定多数の方々や避難弱者の方々が利用するものが含まれますの

で、その所有者には、耐震改修など速やかに対応していただきたいというふうに考えている

ところです。 

県では、これまで、民間建築物を対象に、耐震診断及び耐震補強設計に対する助成を行っ

てきましたけれども、今後は、耐震改修工事に対する助成も行うこととしております。こう

した制度を活用しながら、着実に対策を講じるように指導していきたいというふうに思って

おります。 

 

記者 

今のお話ですと、民間に対する助成は行うというところだと思うのですが、例えば公共で

すね、自治体、市町村に対するその財政的なですね、支援というところについては、これ、

市町村の責任ということになるのでしょうか。 

 

知事 

従来、そういうことになっておりまして。ですから、私も県内を巡りますと、やはり老朽

化した庁舎とか役場とかですね、そういったものを見ますと、本当に建て替えたほうが、そ

こに住んでいる人たちもたくさん出入りしますのでね。 

また、災害対策本部、有事の時にはそこに設置されるわけですから、本当はそういうとこ

ろからきちんと対策すべきなのになと思いながら、でも実際は、それぞれの自治体は、どう

しても住民の皆さんのことを先に考えますので、後手後手に、自分の建物というのは、自分

たちが毎日仕事をしている庁舎といったことはですね、どうしても後回しになっているとい

うのが実態だと思っております。 

ただ、やはり、これからというのは、災害対策本部というものをきちんと設置する場所で、

そこが司令塔になるわけでありますし、また、多くの住民の皆さんが出入りするという大事

なところでもありますので、説明をきちんとしてですね、耐震をして、対策をしてもらいた

いなというふうに思っているところです。はい。 

 

記者 

河北新報の宮崎です。よろしくお願いします。 

先月、10 月下旬からですね、土地改良区とかあと森林組合、また、明日は県漁協でしたか、

との、幹部との意見交換が相次いでいるのですけども、これは今年初めてというか、今年か

ら意見交換会が開催されたと聞いています。 
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この時期にこの意見交換会を始めた理由は何か教えていただけますか。 

 

知事 

はい。それぞれの分野と言いますかね、県政には様々な分野ありますけれども、できる限

り対話ということを私やってまいりましたけれども、市町村とはもちろん毎年やっておりま

す。 

それから地域ごとのアドバイザーというような制度も設けてやっております。 

そして農協の皆さんとの対話もやっていたかと思いますが、どんどんとそれを広げている

ということであります。 

森林（モリ）ノミクスで、やはり森林のほうもですね、実態をお聞きしたい、と。そして

その上で、これから予算に反映させていけるものがあるのではないかということで、対話を

しっかりさせていただいております。 

水産業はですね、全国豊かな海づくり大会を契機として、水産業振興、本当に衰退してお

りましたので、図ることと、振興を図ることとしておりますので、漁業者の実態というもの

もお聞きしながらですね、進めていきたいというふうに思っております。 

この時期というか、だから、全国的な大会がちょうどふたつ終わったということもありま

すので、この時期になってしまったのかなということもありますけれども、予算を考える前

にですね、決める前にと言いますか、いろいろなご意見をお聞きしたいと思っています。 

また私も、そうですね、ちょっといろいろ将来どういうことをやらなきゃいけないかとい

うようなことを考える上でも、できるかぎり多くの県民の皆さん、現場の皆さんのお話を伺

っていきたい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。今年初めてっていうのは、知事が就任してから 8年になってです

ね、この時期っていうことでですね、あとこの土地改良区と森林組合に関してはですね、次

期知事選で、知事を推薦されてる団体でありますし、県漁協は、まあ単協なんでしょうけど

も、一部されてると思います。見方によってはですね、まあ公務なんでしょうけども、あま

りにもですね、政務シフトっていうか、知事選に向けたシフト、知事選シフトの公務なんじ

ゃないかっていう見方もできるんですけれども、その辺について、どういうふうにお考えで

しょうか。 

 

知事 

そういうふうに見て欲しくないなと思いますね。毎年やはり、できるかぎりその現場の声

をお聞きしながらということでやっております。新しく、年々その、新しいっていうのはお

かしいんですけども、業界はもともとあったわけでありますけれども、やはりどんどんとこ

う、広げていくということもとても大事なことだと思っておりますので、従来やってきたと
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ころももちろんやりながらですね、今までやってこなかったところを拡大していくというこ

とは大事なことだというふうに思っております。はい。 

 

記者 

朝日新聞の米澤です。横浜でですね、福島からの避難者の子どもがいじめを受けてですね、

継続したいじめを受けて不登校になっているという事案が大きく取り上げられて、問題とな

っています。これは福島などからの避難者の子どもがたくさんいる山形県にとっても人ごと

ではないと思いますけれども、知事の所感、所見とですね、それからこういったことが起き

ないようにするためにはどういった対応が必要なのかということについても併せてお伺いし

たいと思います。 

 

知事 

はい、東日本大震災からもう 5 年半以上経過しているわけですけれども、いまだにですね、

避難生活を余儀なくされている方々が全国にたくさんおられますし、本県にも 3,000 名を割

ってはしまいましたけれども、たくさんの方がまだ避難生活を送っておられます。 

そういう中でその横浜のことはですね、私も報道で知ったわけでありますけれども、本当

にその子どもさん、また親御さん、保護者の方にとって大変、おつらいものだろうというふ

うに思っております。 

本当に心が痛むことでありまして、まあ、これは本当にこう、なぜそのような差別と言い

ますかね、そのこと自体が本当によくないことでありますので、いじめというようなこと、

たくさんあるわけではありますけど、どれも、どれをとってもよくないことでありますけれ

ども、大震災という本当にこう、誰にも責任のとりようのないようなですね、ことで、その

子どもさん、親御さんにとってまったくの責任がない事件といいますか、災害で避難せざる

を得なかった。そのことが原因でいじめが起こっているとすれば、それはやっぱりそこをし

っかりとですね、正していかなければならないと私は思います。 

その当事者はもちろんでありますけれども、その学校、地域社会全体でですね、取り組ん

でいかなければならないだろうと思っております。本県にとってもそれは本当に人ごとでは

ありませんので、そういったことが起きたということをですね、しっかりと受け止めて山形

県の中でそういうことが起きないようにやはり、対応をまた考えていかなければいけないと

いうふうにちょっと、引き締めていかなければいけないかなというふうに思っております。 

県民はですね、本当に思いやりといいますか、そういうのある県民性だというふうに私は

自負をしておりますけれども、やはり子ども、子どもたちの世界というのは案外大人よりも、

結構厳しいところも、厳しいっていうのはちょっと表現がどうかとは思いますけれども、子

どもたちは本当にストレートに何かを表現したりもしてしまう、そうすると傷付くというよ

うなこともあるかと思いますので、やはり大人も一緒になってですね、対処していく必要が

あるのではないかというふうに思っております。はい。 
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記者 

すみません、山形新聞田中です。1点お聞きしたいんですけど、以前ですね、東京都知事

選が終わったときにですね、知事、東京都政初の女性知事が誕生したということで、北海道

の知事と含めてですね、その女性知事 3人で何かこう、連携できないかこう、声をかけたい

というか、考えたいっていうような主旨のご発言なさったかと思うんです。あれからちょっ

と時間がたっておりますけども、その後何か女性 3 知事、東京都知事との接点も含めてです

ね、具体的に何か進められたこと、これから考えておられること、もしございましたら教え

ていただければと思います。 

 

知事 

はい、そうですね、たった 3 人しか女性知事はいなくてですね、本当に 3人目の小池都知

事が誕生したときは大変喜ばしく思ったことを覚えております。ただですね、今大変お忙し

いようでありますし、またよくよく考えてみますと、女性として行政をやっているというふ

うには私には見えないです。小池都知事も高橋北海道知事もですね、私もなんですけれども、

結果として女性としての視点が入っているかとは思いますけれども、やはり人間として政治

を行っているんだと思っております。 

そして、小池都知事に関しましては本当にその、胸がすくようなといいますか、私ども全

国の女性が応援したくなるようなことをですね、次々とこう、取り組んでおられるといいま

すか、すばらしいなと思って見ているところでございます。 

ですけれども、具体的に何をどうということはですね、今のところ特に考えてはいないと

ころでございます。やはりしっかりとそれぞれの立場でそれぞれの地域をよくするというこ

とに全力で取り組んでいくのがやっぱりいちばん大事なことではないかと思っております。

お会いする機会もあると思いますので、そういうときにですね、意見交換とか、何ができる

かというようなことを考えていければいいかなというふうに思っております。 

 

記者 

すみません、森林ノミクスで、例えば東京五輪・パラリンピック関連施設にですね、県産

材も含めて全国の知事の皆さんと行動を共になさったりしておられますけども、やっぱり東

京オリンピックですので、東京都知事の権限がさまざまあるかと思うんです。そういったと

ころでのその県産材の利用も含めて、その森林ノミクスの推進も含めてですね、もう少しこ

う、アクションかけたいなとか、そういったものはお考えってございますか。 

 

知事 

あ、そうですね、はい。はい、オリンピック・パラリンピックに関してはもちろんござい

ます。東北の大震災からの復興ということがやはりオリンピック、東京オリンピック・パラ
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リンピックのテーマの 1つだというふうに思っておりますので、やはり東北のですね、例え

ば六魂祭みたいなですね、そういった伝統芸能というものをオリンピック・パラリンピック

のどこかに入れていただくというようなこととか、また、その日本中、日本の国内の国産材

をできるかぎりたくさん使っていただきたいというようなことはですね、それはこの 2 点に

関しては従来から申し上げてきておりますので、もちろん現在の都知事であられます小池知

事にも申し上げていきたいというふうに思っております。 

 


