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平成 29 年 7 月 11 日知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。 

このたび、福岡県や大分県を中心に九州北部地方の豪雨により、大きな被害が発生しま

した。 

お亡くなりになられた方々と御遺族の皆様に対し深く哀悼の意を表しますとともに、負

傷された方々、また家屋の流出、損壊など、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げ

ます。そして一日も早い復旧を心から願っております。 

それから、このところ大変暑い日が続いております。先週は、今年度最も多い 33 名の方

が熱中症で救急搬送されました。今後も、県内各地で 30 度を超える真夏日が予想されてお

りますので、県民の皆さんには熱中症にならないよう十分注意をしていただきたいと思い

ます。 

特に、暑さを感じにくいご高齢の方や、体温調整機能が未熟なお子さん、体調のすぐれ

ない方は注意が必要です。また、外出時や屋外での作業の際にも十分に気をつけていただ

きたいと思います。 

こまめな水分補給、そして休憩をとっていただくほか、エアコンの使用による適切な温

度管理、屋外では帽子などで日光をさえぎるなどしていただいて、熱中症予防に努めてく

ださるようお願いいたします。 

次に、皇太子殿下の行啓について申し上げます。 

先週、7 月 6 日に宮内庁から発表されましたとおり、皇太子殿下におかれましては、全国

高等学校総合体育大会に御臨場、併せて地方事情を御視察のため、 7 月 2 7 日から 2 9 日

までの 3 日間の御日程で、本県に行啓いただくこととなりました。 

宮内庁発表の際に、私からも謹話を発表させていただきましたが、殿下には、平成 26 年

10 月の「第 38 回全国育樹祭」以来、 3 年ぶりの御来県となります。 

お立ち寄り先では、多くの県民と親しくふれあいを深めていただき、このたびの御来県

が思い出深いものとなりますよう、県民の皆さんとともに、心から歓迎申し上げたいと思

っております。 

次は、恒例となりました、イベントのご紹介であります。 

鶴岡市の鼠ヶ関港では、底曳き網漁船を使った「鼠ヶ関漁船クルージング」が、 8 月 16

日まで行われております。乗船時間は約 40 分であります。船上では鮮魚を使ったカモメの

餌付け体験も行われます。タ方の出港では、日本海に沈む美しい夕陽を楽しむことができ

ます。 

また、酒田市の酒田港では、定期船とびしまを使った「酒田港クルーズ」が 7 月 29 日か

ら 8 月 16 日 までの限定 6 日間で行われます。船上からのすばらしい夕陽や港町酒田の風

景を眺めることができる約 1 時間のクルーズです。 
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7 月 17 日は海の日であります、庄内では、今週末から 12 の海水浴場が順次オープンい

たします。 

水の事故には十分お気を付けいただいて、楽しい夏の思い出をたくさん作っていただけ

ればと思っております。 

 

今日は私から 1 点発表がございます。韓国からのチャーター便の運航についてでありま

す。 

アシアナ航空による、韓国仁川(インチョン)空港から庄内空港へのチャーター便が、 7

月 2 1 日から 8 月 1 日までの期間、合計で 6 便運航されることになりましたのでお知らせ

いたします。 

韓国からのインバウンドチャーター便は昨年 9 月に引き続き 2 年連続、アシアナ航空と

しては、平成 18 年以来、 11 年ぶりの本県への運航となります。 

チャーター便の誘致に向けましては、韓国観光コーディネーター等と連携し、現地の航

空会社や旅行会社に対して、商談会や直接訪問、本県への招請を継続して行うことにより、

チャーター便の運航について積極的に働きかけてきたところです。 

こうした取り組みが実を結び、昨年の 9 月に 10 年ぶりとなる韓国からのチャーター便を

受け入れましたところ、本県の美しい自然や温泉、おもてなしなどが旅行客の皆様や旅行

会社に高く評価され、今回のチャーター便の運航に結び付いたと聞いております。 

チャーター便を利用した旅行商品は、 4 泊 5 日や 3 泊 4 日で出羽三山や相馬樓、山居倉

庫など庄内を代表する観光地をはじめ、蔵王や山寺、銀山温泉など、県内の観光名所を巡

るツアーとなっておりますほか、今回初めて、県内のゴルフ場でのプレーや、鳥海山での

トレッキングを楽しむツアーも行われます。 

また、チャーター便到着の際は、庄内空港到着ロビーにて、「きてけろくん」や、今日こ

こにいます「きてけろくん」や、庄内空港ビルマスコットキャラクター「まめうさ」、今日

ここに私バッジを付けてるんですけども、夕日を見ていて赤くなってしまったウサギとい

う想定のこの赤いウサギです。この「まめうさ」などのゆるキャラたちと、歓迎横断幕や

国旗小旗で歓迎するほか、記念品の贈呈などの歓迎イベントを行います。 

今回のチャーター便で山形にいらっしゃる皆様に対し、しっかりとおもてなしをし、今

後の韓国からのチャーター便運航拡大、そして韓国からの誘客拡大に結びつけていきたい

と考えております。私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

知事、おはようございます。朝日新聞の前川でございます。幹事者を代表して質問させ

ていただきます。 

話題は山形新幹線です。7 月 1 日に山形新幹線は開業 25 周年になり、延べ 7,700 万人の
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乗客を運ぶなど、首都圏と山形を結ぶ大動脈になりました。 

在来線の幅は、線路の幅を広げて使う日本初の「ミニ新幹線」として、整備コストはフ

ル規格の 10 分の 1 以下に抑えながらも 42 分間の短縮を実現し、その後できた秋田新幹線

のモデルともなっています。 

一方で、吉村知事と山形県は、山岳区間の高速化および安定運行が課題だと指摘してお

りまして、その解決策のひとつとして、フル規格の奥羽・羽越新幹線の実現を強く訴えて

いますが、こちらはそれよりゼロがひとつ多い数千億円規模のお金がかかり、ルートもま

だ決まっておらず、実現の目途はたっていないと言わざるを得ません。 

開業 25 周年にあたって、山形新幹線の歩みを振り返り、どう評価されていますか。また、

課題解決にはどういう手法があるか教えてください。また、フル規格新幹線整備だけがこ

うした課題を解決する手法でしょうか。よろしくお願いします。 

 

知事 

はい。それではお答えいたします。 

我が国で初めて「ミニ新幹線方式」によって整備されたのが、山形新幹線であります。

新幹線の高速サービスを在来線に波及させる画期的な整備手法として全国から大きな関心

が寄せられる中、平成 4 年の 7 月に開業し、さらに平成 11 年 12 月には新庄まで延伸され、

本県と首都圏とを結ぶ大動脈として、これまで産業の活性化や観光振興など、本県の発展

に大きく貢献してまいりました。 

山形新幹線の開業・延伸にあたり御尽力をいただきました JR 東日本をはじめ関係者の皆

様には改めて感謝を申し上げる次第であります。 

一方、山形新幹線は、ビジネスや観光など多くの方々にご利用されている大動脈であり

ますが、携帯電話不感や高速化、安定性などの面で課題を抱えております。 

高速化につきましては、この 25 年の間、東北・北海道新幹線や北陸新幹線、九州新幹線

など、全国でフル規格新幹線が次々と開業しておりまして、例えば、東京～青森までの約

700 ㎞を 3 時間以内で移動することが可能となる中、およそその半分の距離しかない東京～

山形間に平均で 2 時間 40 分を要するなど、山形新幹線の時間的優位性は他の地域と比べて

失われつつあります。 

また、在来線区間で運行されることから、大雨や大雪などの自然災害、野生動物との衝

突などによる運休や遅延がたびたび発生するなど、速達性と安定性が大きな課題となって

おります。 

こうしたことから、県としましては、携帯電話の不感につきましては、不感区間の解消

に向けて政府へ要望を重ね、2020 年までのなるべく早い段階で対策を完了できるよう取組

みを進めるとの方針が示されているところです。 

また、山形新幹線の速達性向上と安定輸送の確保につきましては、これまでも JR 東日本

に対して要望を重ねてきたところであります。車両の更新等による時間短縮や、法面強化
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工事等による降雨防災対策などが順次講じられてきたところであります。 

さらに、山形新幹線の運休・遅延が最も多く発生する米沢～福島間の山岳区間につきま

しては、現在、JR 東日本において抜本的な防災対策に向けた調査・検討が進められており

ます。私も一昨年、直接 JR 東日本本社に出向きまして、冨田社長に対して、速達性向上と

安定輸送の確保の両面からトンネルを念頭にご検討いただくよう要請を行っているところ

であり、この対策が早期に実現されるよう、しっかりと対応してまいりたいと考えており

ます。 

一方で、フル規格新幹線につきましては、山形新幹線の速達性・安定性の課題を抜本的

に解決するということはもちろんなのでありますが、すでにフル規格新幹線が開通した地

域において大きな経済的効果が表れていることからも明らかなように、全国と本県がフル

規格新幹線で結ばれることにより、ビジネスや観光などによる交流人口の拡大や地域の産

業活性化がさらに大きく進展していくものと考えております。こうした、地方創生を実現

するための基盤というものを全国の隅々まで、とりわけ、新幹線ネットワークの整備で太

平洋側と歴然とした格差があります日本海側において、しっかりと整備していくことが必

要不可欠だと考えております。 

また、2 つ目ですけども、これによって、政府が強く推し進めている観光立国の実現にも

大きく貢献すると思っております。東京オリンピック・パラリンピックの後も、観光立国

ということが大きな方向性だと思っております。インバウンドによる観光客も多く日本海

側地域に呼び込むことにもつながるというふうにも考えているところであります。 

さらにですね、東日本大震災を教訓とした国全体のリダンダンシー機能の確保など、国

土強靱化を推進していく上でも重要なものであると考えております。 

昭和 47 年に、基本計画に位置付けられた路線についてはほぼ全線で着工・開業に目処が

つきつつあります。政府としましても、新幹線など高速交通網の整備によって北から南ま

で、地方と地方を結ぶ「地方創生回廊」の整備を打ち出しておられます。そういう中で、

次の整備は昭和 48 年に基本計画に位置付けられた路線が対象になると見込まれます。その

中で、四国や山陰などの他の路線でもすでに整備推進に向けた動きが活発化しているとこ

ろであります。 

こういう中で、昨年、本県と秋田県におきまして、それぞれ県内の市町村や経済団体等

が一体となって奥羽・羽越新幹線の実現を目指す推進組織が立ち上がりました。その他、

本県内では米沢市と庄内地域において地域単位の推進組織が立ち上がりました。フル規格

新幹線の実現を切望する地域の声は日に日に高まっております。JC など経済団体におきま

しても署名活動を積極的に展開されているようであります。 

県としましては、こうした推進組織による取組みや、経済団体等による独自の広報・啓

発等により地域としての機運を大いに醸成するとともに、今年度は関係県合同プロジェク

トチームを立ち上げ整備効果などについて調査・検討を進めるなど、関係県との連携も一

層深めながら、ほかの地域に遅れることなく、フル規格新幹線の実現に向けた取組みをし
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っかりと進めてまいりたいと考えているところであります。 

 

記者 

知事、ありがとうございました。思いと理由はよく分かりましたが、一つ抜け落ちてる

のはコストの面だと思います。欲しいからといってできるおもちゃではないので、すぐ買

えるものでもありませんし、その辺の実現の見通しではどうお感じでしょうか。 

一般の県民や納税者が欲しいと思うのは、私はいいと思うんですけど、それを行政体や

選挙で通った知事が言うのはちょっと別の責任が発生すると思いますので、その辺の実現

の見通しについてはどのようにお考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、フル規格新幹線は一つの県だけでできるものではないと思っております。

政府、また JR、そして関係県が一体となって進んでいくべきものと思っています。道路で

すと、ここだけの間とか、そういう細切れでできますけれども、フル規格新幹線は線路で

ありますから、起点から終点までずっとつながるわけでありますので、関係県と一緒にな

ってそういったコスト面ですとか、さまざまな課題、どのような方策があるかといったこ

とも含めていろいろと意見を出し合って、また、研究しあって取り組んでいかなければな

らないというふうに思っております。 

最初からそのコストだけを考えるということではなくて、むしろ、既につながっている

地域はどのようにして課題をクリアしたのかとかいうことも大いに参考になると思ってお

りますので、既に実現している地域の取組みを参考にしながら、今、記者さんがおっしゃ

ったお金がかかるということでありますけれども、そういった面も関係県と一緒になって、

プロジェクトチームを立ち上げますので、その中で検討していければというふうに思って

おります。 

 

記者 

知事すみません、確認で。要するに、山形新幹線のバージョンアップもしますと。それ

とは別にフル規格新幹線の奥羽・羽越新幹線も追求しますと、こういうダブルトラックな

んですか。 

 

知事 

そうですね、現在の山形ミニ新幹線でありますけれども、そこはフル規格新幹線が実現

するまでやはり今の状態は続くわけでありますので、その中でこの 20 年間短縮なってない

んですね、ほとんど。そこをどうやって短縮したり、また脆弱性を少しでも払拭していく

ということは大事なことかと思っております。 

また将来に向けてフル規格新幹線の実現を目指して地域が盛り上がって取り組んでいく
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ことの両方必要なのではないかと思います。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

☆ フリー質問 

記者 

さくらんぼテレビの白田です。鶴岡乳児院について伺いたいんですけども、6 月定例会の

常任委員会で、飛塚部長から報告があって、まあ発表という形になったわけですけども、

委員からは発表の時期が遅かったのではないかという意見が相次いでいました。 

県の説明ですと、ご家族への配慮だという理由で発表が半年以上遅れたと、遅くなった

というふうに話していましたが、直後に報告を受けていた吉村知事としてはこの発表が遅

かったのではないかという意見が相次いだことについて、どういうお考えなのか教えてく

ださい。 

 

知事 

はい。そうですね、まずもって鶴岡乳児院でこのような事案が発生したことにつきまし

て、誠に遺憾だと思っております。現在、ご家族と話し合いを進めているところでありま

すので、現時点で詳細を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思っております

が、県としましてはご家族に対して誠心誠意、これからも対応していきたいと思っている

ところであります。 

今、遅かったのではないかというお話でありますけれども、このたびの事案につきまし

ては、まずは人命第一ということで、そしてお子さんの容体の安定を最優先といたしまし

た。また、ご家族の心情にも配慮しながら、誠心誠意対応するということに意を用いてま

いりました。そういったことでちょっと遅くなってしまったわけでありますが、そういっ

た諸々の事情があったということでご理解をいただければと思っております。 

 

記者 

この発表の時期については適切だったというお考えですか。 

 

知事 

そうですね、その時点ではとにかくお子さんの人命に関わる期間が続きましたので、そ

れと並行してご家族との話し合いといいますか、落ち着くまで、また、そのあとの話し合

いも続いてきましたので、それが適切だったかどうかということはなかなかはっきりとは、

そうですね、ただこの場合はこのようにさせていただいているということをご理解いただ

きたいと思います。 
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記者 

常任委員会のある委員からは「起きてしまって、当事者への対応というのがもちろん大

事だけども、同じように 0 歳児を扱うほかの保育園などには直後に注意喚起をすべきでは

なかったか」という意見があったんですけども、半年間空いているということで、そうい

った事案が起きる恐れっていうのは常にあるとは思うんですけども、直後にそういった注

意喚起をしなかったということについては、知事はどうお考えですか。 

しなかったといいますか、状況でできなかったのかもしれないんですけども、注意喚起

というのは起きた直後にすべきだと私は思うのですが、知事はどうお考えですか。 

 

知事 

そうですね、乳幼児、お子さまの命を預かるという、大事な責任のある職場であります

ので、このたびのことをしっかりと検証して、公表でありますとか、しっかりと対処して

いかなければならないと、検討していかなければならないと思っておりますが、ほかのと

ころに対しても注意喚起は常にすべきものであるかなというふうにも思っております。今、

思ってみますと、やはりしたほうがよかったなとも思っております。 

 

記者 

すみません、山形新聞の田中です。代表質問の関連でフル規格新幹線のことでちょっと

教えていただければと思うのですが、新幹線に限らず道路、航空機と、交通インフラは地

方創生の、進めるべき基盤だと常々知事はおっしゃっておられますが、このフル規格新幹

線ができることによって、交流人口もしくは企業振興など、どういったところが山形県に

とって潜在能力を発揮できるとお考えなのかというのを一つお聞きしたいのと、あと羽

越・奥羽新幹線ができることで日本海側の背骨と、奥羽による横串ができて、昨年も東北・

北海道知事会で高橋北海道知事が北海道延伸によって、東北・北海道の圏域を形成するん

だというお話もありました。そういった意味での圏域形成に向けた可能性というか、両路

線ができることでどういうようなものが、この東北・北海道に生まれてくるとお考えなの

か教えていただければと思います。 

 

知事 

はい、地方創生という言葉でありますけども、私は基盤となるのは社会インフラではな

いかというふうに思っておりまして、そういう意味では就任以来ずっと社会インフラの整

備、道路というようなところに力を入れてまいりました。また、空港、港湾にも力を入れ

てきました。フル規格新幹線ということも取り組んでいるところであります。 

まずもって、先ほどの繰り返しになるかもしれないですけども、山形県にとってどうな

るかということでありますけれども、ミニ新幹線とフル規格新幹線、現在の山形新幹線と

フル規格新幹線になった場合の違いは大変大きなものがあるだろうと思っています。やっ
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ぱり大量性というところが違いますし、また安定性というのでしょうか、フル規格機の場

合は時間的にも短縮なるわけですね。1 時間台ぐらいになるかもしれませんので、東京・山

形間が、時間的短縮によって首都圏との心理的な距離が短くなると、非常に近くなるので

はないかと思います。 

そういうことを考えますと、心理的にも距離が近くなりますと、東京に出て行かなくて

もいいというのはちょっと大げさですけども、山形にいても東京でなにか催し物がある場

合に簡単に行けると。会議にも首都圏から山形にも簡単に来れると。そういう現在よりも

気楽に行ったり来たりできるというのでしょうか、心理的距離が近くなるっていうのはと

ても大切なことで、地方に住んでいてもそういう便利だということになれば、自然が豊か

で食べ物がおいしい山形に住んでいたほうがいいねというふうに、地方に定着できるよう

になるのではないかと思います。 

頭に浮かぶのはドイツなんですけども、網の目のように高速道路が張り巡らされており

まして、どんな地域に住んでいても、また産業もどこに立地していても大丈夫というか、

それがすなわち地方創生に確実につながるのではないかという思いを持っているところで

あります。 

それが私の思いなんですけれども、奥羽・羽越新幹線の両線がつながるということであ

りますと、太平洋側もつながり、日本海側もつながりますと、やはりリダンダンシー、補

完的機能ということがしっかりお互いに確保できるわけでありますね。 

それと、先ほど申し上げたインバウンドですけれども、日本に海外から観光でいらっし

ゃるお客さんにとっては、全国を回るには飛行機でも大丈夫でありますし、新幹線でもグ

ルッとこう、回れるということになると思いますから、観光立国という点で大きく資する

ことになるのではないかと思っています。 

圏域というお話がありましたけれども、太平洋側と日本海側、そしてその真ん中に奥羽

新幹線、まあ東北中央道みたいなものでありますけれども、それがつながるというような

ことでありますと、福島・宮城・山形・秋田・青森、岩手の東北六県全県、これに新潟も

含まれると思いますけれども、そういう東北地方という地域がひとつの大きな観光であっ

たり、産業振興であったり、今以上に大きな圏域、経済圏になりうるのかどうかですけれ

ども、大きな圏域ができるのではないかと思います。 

非常に概略だけ申しましたけれども、よろしいでしょうか。 

 

記者 

ありがとうございます。もう 1 つ、ちょっと話題が全然違うのですけれども、今年 2 月

の定例会で知事が説明なさって、先般の 6 月定例会で県から発表になった特別職報酬等審

議会の件です。要するに、知事、副知事、議員の報酬について審議するための審議会です。 

11 年ぶりに今年 8 月に第 1 回目が開かれるということになりますけども、知事が諮問す

る形で審議会から議論していただくわけですけども、結論から言うと、報酬について知事
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は現行枠を引き上げたいと考えておられるのか、それとも引き下げたいと考えておられる

のか、どちらのお考えで諮問したいとお考えなのかを教えていただければなと思います。 

 

知事 

はい。どちらでもないです。 

平成 18 年に 1 回あったということを聞いておりますので、10 年に 1 回ぐらいはそうい

ったことをきちんと諮問といいますか、客観的にどういうふうになっているのか審議して

いただいて、その結果をしっかりと受け止めて、どういうふうにしたらいいかというよう

なことを考えるというのは、よろしいのではないかなと思っています。 

概ね 10 年ぐらいに 1回ぐらいはそういったことがあってもいいのではないかなと思って

おります。と言いますのは、やはり、経済成長や様々な全国的な状況とかいろいろあるか

と思うのですけれども、どんどんと変遷していく、変わっていく場合もありますので、概

ね 10 年に 1 回ぐらいそういった検討をするということは、その結果どういうふうになるか

ということは別として、客観的にしっかりと押さえて、対処していくというのは大事では

ないかなと思っております。 

 

記者 

そうすると、現在は別途時限措置の条例で 25 パーセントであるとか、15.5 パーセントで

あるとか、条例上の規定があるから削減をなさっておられるわけですけども、その条例上

の規定額そのものが、適正額がどうあるべきなのかということを諮りたいということにな

るのでしょうか。 

 

知事 

そうですね、全国的な例といいますか、そういった様々な視点から有識者の方々が、ど

ういうふうに考えておられるのかはお聞きしてみたいというふうに思います。 

 

記者 

河北新報の宮崎と申します。よろしくお願いします。 

7 月 3 日に山形の市民オンブズマンが、東海山形学園の会計文書の開示請求に対し、一部

不開示の取消しを求めて山形地裁に訴訟を起こしたのですけれども、今後も、その裁判に

関わらず、県としては会計文書を公開する準備とか、そういったつもりというのはないの

でしょうか。 

 

知事 

はい。市民オンブズマン山形県会議の会員の方が、このたび、公文書不開示処分の取消

しを求める訴えを山形地裁に提起したということをお聞きしております。 
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県は、情報公開条例に基づいて、文書の一部を不開示としましたが、当該文書のうち、「法

人の内部管理に関する情報であって、開示することにより、法人の正当な利益を害するお

それがある清報」について不開示としたものであります。これは、従前と同様の取扱いを

しているということであります。 

情報公開につきましては、条例に基づいて従前どおりの対応をしてきたということであ

ります。訴状が届きましたら、内容を精査して、対応していきたいというふうに思ってお

ります。 

 

記者 

わかりました。オンブズマンの会見の中で、開示請求（補足：正しくは、「処分取消の訴

え」）をしたというのが、不開示請求（補足：正しくは、「不開示決定」）の取消しを求めて

なのですけれども、表立って問題視しているのは、山形学園の理事長の吉村和文さんが知

事の従弟なのでしょうけど、自らの経営しているケーブルテレビ、ダイバーシティに 3,000

万円を融資したというところです。 

東海山形の理事長の吉村和文さんがダイバーシティに 3,000 万円融資したというのは、

知事、いつお知りになりましたか。 

 

知事 

それはこの報道といいますか、この情報公開ということで、そういったことがありまし

たということを聞いた時です。 

 

記者 

それを知った時、どういうふうにお感じになりましたか。 

 

知事 

それについては、私の亡くなった夫の従弟ではありますけれども、情報公開がどうある

べきかということと、私の縁者がどうのということは一切関わりのないことでありまして、

従前どおりの対応といいますか、県としては、従前どおり、情報公開条例に基づいての対

応を行なったということがひとつです。またその中のことにつきましては、それはそちら

のほうといいますか、その法人の内部のことではないかというふうに思っております。 

 

記者 

一般的に、山形県内の学校法人が、会社とか、自ら理事長になっているとか自ら経営す

る会社に融資とかするというのは、けっこう一般的にあることなのですか。 
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知事 

そこはちょっとわかりませんが。はい。 

 

記者 

では、一般的な話なのですけれども、学校法人というのは山形県の場合、かなりの助成

金を受けていますけれども、例えば、東海山形の場合、毎年 3 億円から 4 億円、今年、4

億円ちょっとぐらいの助成金を受けているのですが、その公益性の高い学校法人の理事長

が、自らの会社に、具体ではなくでもいいですけども、一般的に、助成金を受けている公

益性の高い学校法人の理事長が自ら経営している会社に融資するということについては、

知事はどういうふうにお考えですか。一般的な話で構いません。 

 

知事 

はい。私立学校に対しての助成というのは、県としても、しっかりと取り組んでいると

ころであります。公立学校に通学したり、また、私立学校に通学したり、いずれにしても

県民の皆さんが通っておりますので、私学に対しては、私はずっと力を入れてきていると

ころであります。 

そのことについて、その中のことについてとなりますと、私がどう思うかというような

ことは、適切に運営されているのであれば、よろしいのではないかというふうに思ってお

ります。しっかりと会計士でありますとか、そういった方の監査というものもあるかと思

いますので、そのことについて問題ないようだというふうに担当のほうから聞いておりま

すので、それについて私はどうこうというふうな思いは持っておりません。 

担当のほうからもちょっと答えてもらいたいと思います。どう思っているかではなくて、

適切に運営されていたかということの 1 点だと思いますが。 

 

記者 

特に、担当の方の話は議会でも取材でもよく知っているので、特に必要ないです。 

さらに聞きたいのですけれども、一般的にその学校法人の理事長が、一般的な話ですよ、

学校法人の理事長が自分の経営する会社に学校法人として融資するということについては、

違和感がないということですね。手続きがしっかりしていれば。 

 

知事 

記者さんが何をお聞きになりたいかちょっと私も分かりかねるところがあるのですが、

私の答えは一貫してですね、企業でありましたり、また学校法人でありましたり、適切に

きちんと管理運営しているということであれば、それに対しては私の申し上げることはな

いということであります。 
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記者 

わかりました。 

 

記者 

NHK の池川です。最初に発表のありました皇太子さまの行啓の件でちょっとお尋ねした

いのですが、今回、県内各地視察されるというところで、今、藤井四段でも話題ですけど、

将棋の天童をご視察になったりとかですね、見どころは多いと思うのですけども、知事と

してはどういうところを特に見ていただきたいのかと、行啓にあたって、どういう準備を

していくのかと、そのあたりをお聞かせいただけますでしょうか。 

 

知事 

そうですね。殿下には 3 年前にもご来県いただいておりまして、宮内庁と県とでずっと

調整をしてまいりましたので、細々詳しいところというのは申し上げないのですけれども、

私としましては、インターハイはもちろんなのですけれども、山形県内の地方事情という

ものを、いろいろなところへ行っていただいて、できるだけ多くの県民とふれ合いってい

ただいて、山形をより知っていただきたいといいますか、県民にお会いしてふれ合ってい

ただくことがもう県民に大変大きな元気が出てきますのでね、ぜひいろいろなところへ行

っていただきたいという思いでいっぱいです。はい。 

 

記者 

知事、すみません、朝日の前川でございます。1 点だけ。 

日 EU の EPA ですけれども、政府が大枠合意とされるものをブリュッセルで発表しまし

て、今後、種々ルールの統一や関税の譲許表に関する細かい交渉は残っていると聞いてい

ますけど、報道や首相らの発表によると、大枠で決まった、と。 

それで、知事が基幹産業と呼んでいる山形県の製造業でも、部品産業はじめ、ヨーロッ

パが門戸を開くとされる家電や一部 PC の関税がゼロになれば恩恵はあると思います。 

一方で、乳製品、特にチーズやワインについて、かなり価格が下がるとみられ、消費者

にとっては恩恵がありますけれども、知事が基盤産業と呼んでいる農林水産業にはある程

度の打撃があるかもしれません。 

知事はその辺、率直に、どのようにお感じになっていますか。どのように見ていらっし

ゃいますでしょうか。 

 

知事 

はい。では、所感ということで申し上げたいと思います。 

合意内容の詳細につきましては、政府からはまだ説明がされていない段階であります。

日 EU・EPA の発効により、本県の日本酒やワインなど、EU の市場拡大につながる可能性
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も期待されますが、その一方で、本県の基盤産業であります農林水産業につきましては、

影響が及ぶのではないかという危倶を持っております。危惧されますので、早急に政府か

らの情報収集・分析ということを行って、本県への影響を精査する必要があると考えてお

ります。 

本県におきましては、これまで、全国知事会や北海道東北知事会と連携して、政府に対

して、「丁寧な情報提供や農林水産業・農山漁村に対する支援強化」などの要請を行ってき

たところです。 

今後とも、全国知事会や関係各県とも連携しながら、政府に対して、我が国の農林水産

業が持続的に発展していけるように、万全の対策を求めてまいりたいと考えております。 

県の対応につきましても、政府における検討状況を注視してまいりますとともに、県へ

の影響を踏まえながら、検討していきたいというふうに考えております。 

 

 

 

 


