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平成 29 年 8 月 29 日知事記者会見 

 

☆ 報告事項 

知事 

 皆さん、おはようございます。 

 本日の午前 5時 58 分ごろ北朝鮮西岸から弾道ミサイルが発射され、北海道上空を通過し、

襟裳岬東方の東約 1180kｍの太平洋上に落下したとの発表が政府からありました。 

 県としましては、J アラートによる警報後、直ちに危機管理幹部職員も登庁し、というの

は、担当職員は常時 24 時間体制で県庁におりますので、幹部職員も直ちに登庁したという

ことであります。登庁して、市町村や関係機関、県関係漁船及び県関係船舶から情報を収

集し、県関係漁船及び船舶について安全を確認いたしました。 

 また、すべての市町村及び消防から県内被害情報について情報を収集したところ、現時

点では落下物や被害はなかったところであります。私自身も、発射直後から危機管理監と

連絡を取り合っておりまして、7 時過ぎに登庁いたしました。緊急に部局長を招集して会議

を行ったところであります。 

 また、午前 8 時 45 分からは関係課長等対策会議を開催し、情報の共有を図るとともに、

今後の対応などについて確認をいたしました。 

 今回の北朝鮮の弾道ミサイルは、北海道上空を通過したものであり、本県を含む北海道・

東北地方に J アラートが鳴り響き、我が国の領空を侵犯して太平洋上に落下したものであ

ります。本県にとりましても、これまでにない深刻かつ重大な脅威であり、断じて許され

るものではありません。 

 本県としましては、政府に対して断固とした対応をとられるよう求めるとともに、引き

続き関係情報の収集、市町村や関係機関との連携に努め、県民の皆様の安全確保に万全を

期してまいります。 

 では、恒例の県内の祭りやイベントのご紹介もさせていただきたいと思います。 

 遊佐町では、9 月 2 日から 3 日に「第 25 回奥の細道 鳥海ツーデーマーチ」が開催され

ます。参加者との交流を深め、自然を満喫しながら健康づくりを進めるウォーキングのイ

ベントであります。鳥海山や月光川（がっこうがわ）、庄内砂丘などを舞台に、4 つのコー

スに分かれ、爽やかな汗を流しながらウォーキングを楽しみます。 

 山形市の蔵王では、9 月 9 日から 10 日に「ZAO SKY RUNNING（ザオウスカイランニ

ング） 2017」が開催されます。今回は、全 7 種目のうち 2 種目が日本初のアジア選手権

としても開催されます。蔵王温泉街をメイン会場に、熊野岳、地蔵岳など急峻な山岳を、

蔵王の雄大な自然を感じながらランナー達が駆けめぐります。 

 また、舟形町では、9 月 9 日から 10 日に「第 37 回ふながた若鮎まつり」が開催されま

す。そして、白鷹町では 9 月 16 日から 18 日に「第 41 回白鷹鮎まつり」が開催されます。

どちらも美味しい鮎の塩焼きや物産市など秋の味覚を満喫できるほか、魚の掴みどりなど、
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ご家族で楽しめる内容となっております。 

 県民の皆様も、ぜひ各地にお出かけいただき、本県の魅力に触れていただければという

ふうに思います。 

 

それでは私から発表 3 つございます。まず 1 つ目であります。 

このたび、県の情報公開・提供について、検証・見直しを行うこととしましたので、発

表いたします。 

私は、県政について県民の皆さんに対して説明する責任を果たし、県政に対する理解と

信頼を深めることがまずもって重要なことだというふうに考えてまいりました。 

今年の 3 月に策定した「山形県行財政改革推進プラン」では、「県民視点に立った県政運

営の推進」を 3 本柱のうちの 1 つに掲げております。県民との対話や県政運営の透明性確

保に向けた情報公開等の取組みを推進することとしております。特に、県政の透明性を一

層確保する取組みの具体化について、検討課題であると認識してきたところであります。 

また今年は、平成 9 年 12 月に策定した県の情報公開条例が 20 年の節目を迎えます。こ

の間、個人情報保護への関心の高まりや、ICT の発達など、社会情勢も大きく変化をして

きております。 

そこで、このたび、外部有識者の視点も入れて、情報公開・提供全般について、幅広い

観点から現状を検証するとともに、今後のあり方を検討することといたしました。 

検討内容としましては、情報公開と文書管理や、事故・事件・災害時の公表のほか、県

が保有する情報の積極的な提供など、幅広いテーマを扱います。各テーマの現状について

検証を行ったうえで、必要なルールの整備や運用の見直しを図ってまいります。 

検討に当たりましては、「情報公開・提供の検証見直し第三者委員会」（通称：見える化

委員会）を設置しまして、その提言を踏まえて行うことといたします。 

スケジュールにつきましては、昨日、部局長に対して検討の開始を指示したところであ

ります。9 月議会で必要な予算を議決いただいたのち、10 月に通称「見える化委員会」を

立ち上げる予定であります。約 1 年をかけて検討を行いまして、平成 30 年 12 月に制度・

運用の見直しを完了させたいと考えております。ただし、必要な見直しにつきましては、

これにとらわれないで、随時実施をしてまいります。 

2 点目ですけれども、今週末の金曜日から 9 月になりますが、9 月は、「山形県防災基本

条例」で本県の防災月間と定めております。各種の取組みを推進してまいりますが、関連

して 3 件お知らせをいたします。 

まず１つ目。毎年、市町村と合同で行っている「総合防災訓練」を今年は 9 月 3 日、日

曜日に酒田市で光ヶ丘陸上競技場及びその周辺を会場に、私も統監として参加をして実施

いたします。 

訓練には、酒田市内の自主防災会をはじめ、自衛隊、警察、消防のほか国土交通省など

の関係機関・団体など 74 機関、約 5,000 名の参加を予定しており、防災行政無線や携帯電



3 

 

話のエリアメールを活用した自主防災会による「シェイクアウト訓練」や避難訓練、倒壊

したブロック塀の下からの救出・救助、負傷者の搬送、避難所の開設などの訓練を行いま

す。 

シェイクアウト訓練というのはですね、地震発生時に地域内の住民が自宅等で一斉に安

全行動をとるという訓練であります。 

2 つ目ですが、9 月 6 日水曜日に「平成 29 年度山形県防災フォーラム」を山形県高度技

術研究開発センターを会場に開催いたします。 

「身近でできる防災対策」や「気象災害への備え」について講演いただき、一般県民の

防災に対する取組みの推進、「自助」「共助」の推進を図ってまいります。 

3 つ目ですが、9 月 9 日土曜日の救急の日に合わせて、モンテディオ山形の協力をいただ

き、心肺蘇生法の「応急手当体験型講習会」を県総合運動公園柔道場で開催いたします。

参加者には、当日 18 時キックオフのモンテディオ山形のゲーム観戦チケットを配布いたし

ます。多くの方から御応募いただきたいというふうに思います。 

9 月の防災月間に合わせて、各地域で防災訓練をはじめ、様々なイベント等が行われます。

県民の皆様からは、このような訓練やイベント等へ積極的にご参加いただきまして、災害

に対する備えを改めてご確認いただきますようお願いいたします。 

3 点目であります。お手元の資料をご覧いただきたいと思いますが、山形県産枝豆を県内

外の皆様に広く PR するため、期間限定で、9 月 1 日から 30 日までの金曜日・土曜日・日

曜日と 18 日の祝日、午後 2 時以降に、山形駅を発車する山形新幹線の車内におきまして、

すぐに食べていただける茹でた県産枝豆を初めて販売することといたしました。 

本県は、全国第 2 位の枝豆産地であります。8 月には庄内地域の「だだちゃ豆」が出ます

し、9 月下旬、内陸地域の「秘伝豆」が出ます。およそ 2 ヶ月間、様々な種類の枝豆を楽し

むことができます。 

皆様方からは、山形県産の枝豆の魅力発信のため、広くご周知いただくようご協力をお

願いいたします。お手元に、見本として配らせていただきました。ぜひご周知くださいま

すよう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 

NHK の池川です。よろしくお願いします。通告にはなかったんですけれども、緊急事態

ですので、北朝鮮のミサイルについて 2 点お伺いさせていただきます。先ほど知事からの

発表の中で、午前 7 時過ぎに登庁されたということありましたけれども、知事ご自身、今

回の事態をどのような形でまず第一報を把握されたのか、まずこれを 1 点目にお伺いさせ

てください。2 点目はですね、北朝鮮のミサイル発射なんですが、今回に限らず、度々繰り

返されてきました。先ほど知事から、今回の深刻かつ重大な脅威は断じて許されることで
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はないというお話がありましたけれども、改めて知事ご自身の言葉で今回の事態をどのよ

うに受け止めてらっしゃるのか、この 2 点をお願いします。 

知事 

はい。私の目覚まし時計は 5 時 55 分にセットしておりますけれども、その時間には少な

くともラジオをかけまして、ちょうど気象情報が始まるのですけれども、東北の気象情報、

山形県の気象情報を確認して、6 時からのニュース等を聴いております。今日も、そういう

一連のことをやっておりましたけれども、その途中で J アラートが鳴りました。公用携帯、

私用携帯、両方鳴りまして、ラジオでもそのことが流れました。そして間髪を入れずに危

機管理監から連絡が入りました。政府の発表通りでありまして、すぐ県民や漁船などの安

全を確認してくれということを指示しまして、危機管理監からは、確認を急ぎ、また情報

収集しますという話がありました。 

そして刻々とラジオから情報が流れまして、北海道上空を通過して襟裳岬の東側 1180 キ

ロのところに落下したという情報がありまして、山形県の名称も出ていたわけですけれど

も、山形県の上空ではなく北海道上空を通過して太平洋側に落下したということがわかっ

てからも連絡を取り続けたところであります。 

その後、間もなく危機管理監から「県関係漁船及び船舶の安全を確認しました」という

連絡が入りました。 

また、市町村とも連絡を取り合っておりまして、「落下物というような情報は得ておりま

せん」などの一連の連絡を取り合って、ひとまずは県民の安全を確認できたのかなという

思いでおりました。 

ですが、領空侵犯は前にも沖縄の方面であったかと思いますけれども、今回は東北・北

海道ということでありまして、有事に近いなという思いで、なるべく早く登庁してみんな

と情報交換と言いますか、いろいろな判断を行わなければならない時には（もちろん連絡

は取り合えるのですけれども、）登庁してしまったほうがいいというような判断をして登庁

したわけであります。 

登庁して危機管理監からそれまでの情報を聞いてから、関係部局長を招集して会議を行

いました。並行して関係課長対策会議というようなことも行われました。 

ただ、J アラートが作動したということで、県民の安全・安心のためにですね、県庁は全

力で体制を整えて取り組んでいかなければいけないという思いがありますので、今回、い

ろいろと検証しなければいけないなというふうに思っているところです。 

まず、今後どういうことがあるかわかりませんので、適時適切に対応できるような体制

をしっかりと作っていく必要があると、危機管理の面ではマニュアルもあってしっかり対

応しているのですけれども、それ以外についても、適時適切に対応しなければいけないな

という強い思いを持ったところであります。しっかり取り組んでいきたいと思います。ど

うやって知り得たかということについてのお答えであります。 

2 つ目の質問に入ってきているのかなと思いますけれども、いつ不測の事態が起こるかわ
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からないということであります。国防は政府の所管ではあるのですけれども、県民の安全・

安心ということを考えた場合に、やはり政府との連絡はもちろん、市町村との連絡をもっ

ともっと密にしなければなりませんし、県民に少しでも早く、情報を随時提供していくこ

とが大事かなと痛感しております。 

そういう意味で、危機管理監から私に報告が来ると同時に、県民の皆さんにも随時、逐

次お知らせするようにということを指示したところであります。県民の皆さんの不安払し

ょく、そして体制づくりですね、そういうところがやっぱり大事なのかなと思っておりま

す。 

 

記者 

知事、すみません、補足で 2 点目の件なのですが、今回、北海道の東に落下したという

ことでしたが、ひとつ間違えばですね、山形の上空を飛んだかもしれない。こういうこと

をする北朝鮮に対するコメントを改めてお願いします。 

 

知事 

はい。北朝鮮は、我が国の領空を侵犯したということですので、これは本当に大変な事

態であります。 

国連安保理の決議に違反しているということで、深刻な状況になりつつあるのかなとい

う思いがします。我が国の脅威であり、私たち国民自身が安心していられないということ

がありますので、断固たる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し、許

すまじき行為でありますので、北朝鮮に対してはしっかりとした対応を取っていただきた

いなというふうに思っております。 

 

記者 

はい、わかりました。 

続いて、通告の質問に移らさせていただきます。 

昨日、全国学力・学習状況調査の結果が出ました。特に山形県では算数と数学について、

すべての科目で全国平均を下回り、その差は過去最大となりました。その原因や背景につ

いて、現時点で知事はどのように受け止めていらっしゃるのか、その見解をお願いします。 

 

知事 

はい。まずもってですね、この度の調査結果をお聞きした時に、本当に厳しい結果だな

というふうに受け止めたところであります。愕然としたというのが正直なところでありま

す。 

平成 27年度に大きく全国平均を下回り、そして昨年度は若干の改善が見られたことから、

教育委員会ではしっかりと対応するということでありましたので、昨年度は、改善されて
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いくのかなと期待をしていたところでありますが、今年度は、全国平均との差がこれまで

にないほど拡大しているという状況でありますので、本当に残念でありますし、また、こ

れは深刻な状況だというふうに思っております。県民の皆さまに対しても大変申し訳なく

思っているところであります。 

それで、原因、背景についてどう思うかということでありますけれども、具体的なとこ

ろまではちょっと、それは教育委員会からしっかりと考えてもらいたいというふうに思っ

ておりますけれども、まずその内容ですが、算数・数学については、すべての科目で全国

平均を大きく下回っている。また全国平均を上回っている国語の科目についても差が縮小

して、今後が心配されるところであります。 

特に、算数・数学について、厳しい結果となった原因は、基礎基本の定着に大きな課題

が見られたこと、それが応用にも影響を及ぼしていること、さらに、上位層が少ないこと

だというふうに教育委員会のほうからお聞きをしております。 

これまでも県教育委員会で、外部有識者を加えた学力向上のための会議における検討や、

各市町村・学校におけるアクションプランの作成など、様々な対策を行なってきたという

ことを聞いておりますけれども、今回の結果を見る限りそれらのことが反映されていない

というふうに思います。 

まずは、今回の結果、とりわけ算数・数学の厳しいこの結果を踏まえて、これまでの取

組みとして何が有効であったのか、何が足りないのかなど、危機感を持ってしっかり分析、

対応してもらいたいというふうに思っております。 

やっぱり学力も人間力の一環で、大切なことだと思っています。学校はやっぱり学ぶと

ころでありますし、学力向上というものは大きな課題だというふうに思っています。山形

県の将来を担う子どもたちの学力が低下傾向だというのは、これは由々しきことだという

ふうに思っていますので、やっぱり心機一転、抜本的に見直してですね、私はしっかりと

取り組んでほしいなと、もっと本気になって、危機感を持って対応してもらいたいなとい

うふうに思っているところです。 

 

記者 

知事、今のお話で、2 点目の学力向上策がどんなことが必要かというのは、今後の検討と

いうところでよろしかったでしょうか。 

質問の中で、今回の結果に対する知事の受け止めと、今後はどのような学力向上策とし

て検討され、必要なのかというところをお伺いしたいというところで通告を差し上げてい

たのですが、今のお話の中でそれも含めてお答えいただいたという理解でよろしいでしょ

うか。 

 

知事 

はい、そうですね。上位にいる常連の県があるわけですが、そういう良い事例もあるわ
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けでありますので、そういった事例をしっかり学ぶことも大事なのかなというふうに思っ

ております。 

具体的な名称はちょっと控えたほうがいいかと思っていますけども、ある県の知事さん

はですね、ずっと前から上位にいる県ですけれども、基礎基本を大事にしているのだとお

っしゃっていました。小学生であればドリルということでね、それはもう学校も家庭も同

じ思いで、当たり前のこととして基礎基本を繰り返ししっかりやっているのだというよう

なことも聞いたことがありますし、また、傾向と対策というようなことをしっかりやって、

過去問についてもしっかりと取り組んでいるというような県の話も聞いてもおります。 

まず、そういったいろいろな事例がありますので、抜本的に見直して、しっかりと取り

組んでもらいたいなというふうに思っております。 

 

記者 

幹事社からは以上です。 

 

☆ フリー質問 

記者 

知事、朝日新聞の前川でございます。 

ちょっと話題を変えて恐縮なのですが、ちょうど昨日で羽越水害から 50年に当たります。

置賜地方から村山地方にかけて最上川が氾濫し、小国町では過去最大 532 ミリの日雨量を

計測しました。一応、県の水防白書などによるとですね、未曽有の災害と位置付けており

ます。 

それ以来、いろんな方が語り部をやったりですね、地域防災活動に取り組んでいらっし

ゃる方もいらっしゃるのですが、その中で、当時の記憶や防災の教訓がなかなか後世に伝

わりにくいということをおっしゃる方もいらっしゃいます。 

また、防災力という点で言えば、例えば山形県の場合、いくつかの庁舎がすでに浸水域

にありまして、沈むとされる市役所も 8 ほどあるそうです。 

今のこの 50 年の節目に当たってですね、山形県の防災のあり方、防災力についてどのよ

うに、特に水害ですね、把握されていて、どのように評価していらっしゃいますでしょう

か。 

 

知事 

はい。羽越水害というのは、山形、新潟を中心にですね、大変な災害であったというふ

うに聞いているところですけれども、やはりその経験をした人はずっと忘れないけれども、

経験したことがない人にとっては、やはり実感が伴いにくいですし、防災教育というよう

なところでですね、水害であれ、どのような災害であれ、しっかりと自助、共助、公助と

いった視点で取り組んでいけるようにしていくことが大事だと思っています。 
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ですから、個人で言えばやっぱり自分の身は自分で守るという、自助でありますし、あ

と自主防災組織をしっかりと機能するようにして、共助ということがやはり大事かなと思

っています。 

あと、公助としてはやはり行政、関係機関がしっかりと対応できるようにしておくとい

う、これは一般論であろうと思いますが、今、記者さんおっしゃったように風化させない

ためにはどうしたらいいかということだと思いますけれども、やはり防災教育といった形

で、災害を知らない世代にも伝えていくということと、避難訓練を行っていくことが最も

有効なのではないかというふうに私は思っています。やはり、机上論として頭の中にある

のではなく、こうなったらこうするという、すぐに行動できるようにしておくことがやっ

ぱり身を守ることにつながるのではないかなと思っています。 

ですから、避難訓練というようなことは欠かさずにですね、普段の備えを怠らないとい

う、災害はいつ来るか分からないという、そういう意識を常にもっておくことが大事なの

かなというふうに思っています。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

河北新報の宮崎です。今日発表になった情報公開の見直しの件についての質問なんです

けども、具体的なことは第三者委員会で議論されるとは思うんですけども、知事として具

体的にどういうところを落としどころっていうか、考えているのか、2、3 具体例があれば

教えていただければ。例えば、文書の管理の保存期間を延ばすとかですね、あとは事件・

事故が起きたときには実名を出すとかですね、そういったところの具体的などういったと

ころを想定しているのか、もしあれば教えていただけますか。 

 

知事 

そうですね、情報の公開基準みたいなものは、案外、そういう基準がなかったりすると

ころもありますし、そういったものはできる限りしっかりと整えて整備することが大事か

なと思っています。それから後退するような検討ではなく、前向きに前進するという意味

での情報公開の在り方を検討していきたいというふうに思っています。 

これは大きな行革の 1 つではないかなと思っていますけれども、20 年間経って、どうい

うふうになっているのかなということで、私は部局長の考えといいますか、それぞれの部

局内での意見もちょっと聞いたところです。そしたら基準というものはあったほうがいい

のではないかと。基準があるところもあるんですけれども、ケースバイケースのところも

あってですね、やはりそういったことがはっきりとしていたほうがいいのではないかとい

うふうに思います。 
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ちょっと具体的でなくて申し訳ないんですけども、県としては「隠したい」ということ

ではないのです。むしろ、県民の皆さんが知りたいということをできる限り公開していく

のが大事ではないかなと、それが県民の皆さんの信頼ということにつながりますし、県民

参加の県政ということになっていくかと思います。20 年間も経ってしまったのかという思

いもあります。その間にいろいろな社会情勢の変化とかですね、ICT が発達したというよ

うな環境の変化もあるかと思いますので、やっぱり今の時代に合った情報公開の在り方と

いうようなことをしっかり考えるべきときではないかなと思っています。3 月に新しい行革

プランを策定したときからですね、県として大きな視点でそういうところを見直していか

なければいけないのではないかと思ったところであります。 

 

記者 

分かりました。具体的にその基準がないっていうのは例えばですね、この前の職員の不

祥事のときに、判決の際に公表するとか、逮捕の際に公表するとか、そういったところも

なかなか基準が明確じゃないように見受けられたんですけども、それも含まれるっていう

ふうに考えてよろしいでしょうか。 

 

知事 

そうですね、それも含まれると思います。これまでのやり方に従って粛々とやってきた

というのが実情であります。ですから、それがベストなのかどうかということも含めて、

しっかりと検証して、できる限り公開の方向で考えていくべきではないかなと思ったとこ

ろであります。 

そうでないと県民の皆さんに誤解を与えたりするといいますか、県は隠してるわけでも

何でもなくて、ただこれまでのやり方でやってきたというところがありますので、基準を

決められるようなところは前向きに決めてですね、できる限り公開というような方向でい

ければというふうに思っているところです。 

 

記者 

分かりました。あともう 1 点、ちょっと別の案件なんですけども、10 月に鶴岡市長選が

投開票になるのですが、今のところ、現職の榎本さんと、新人の皆川さんの戦いになると

いう構図です。 

現状ではですね、自民党と公明党が現職の榎本さん、知事の支援団体でもある民進党と

か共産党とかがですね、皆川さんを応援するような構成になると見られていますが、知事

はこの市長選でどちらに支援とか、そういったことをするというお考えは今のところある

でしょうか。 
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知事 

いえ、特にありません。私を支援してくださっている鶴岡市民はですね、党派に限らず

いらっしゃるというふうに思っております。やはり鶴岡市民がしっかりと選択すべきとこ

ろだろうなというふうに思っています。 

 

記者 

それはもう、最終的にもう一切タッチしないっていうふうな感じ、最後までタッチしな

いというお考えなのでしょうか。 

 

知事 

はい、今のところそういう考えであります。はい。 

 

記者 

YBC の渡辺と申します。ミサイル関係ですみません、1 点。J アラートですと、発射情

報が入った場合に、「頑丈な建物に避難」ということで呼びかけておりますけども、県庁

はそういった避難先になるというふうな、「頑丈な建物に避難してください」となった場

合に、受け入れたりするようなところになっているのかどうかっていうところをまず伺い

たいんですけれども。 

 

知事 

はい。県庁ですね。堅固な建物、屋内にということでありますので、それにやっぱり合

っているかと思っています。 

 

記者 

それでですね、今日の朝、私どもがミサイルの取材をしている際に、県庁の近所の方が、

県庁のほうにその情報があってですね、避難をということでいらっしゃった人なのですが、

「守衛にですね、『聞いてないので入れられない』というような形で、入ることができな

かった」というような方がいらっしゃったということだったのですが、やはり、県民の安

全・安心を守るということをおっしゃっていますけれども、そういうところでやはり、ミ

サイルのような、まあ何分で来るか分からないような場合にですね、そういった対応とい

うのは、ちょっと問題があるというか、県の安全・安心を守るっていう観点からすると、

反してるようなことではないかと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

 

知事 

そうですね、堅固な建物の中に県庁も入ると思いますので、周囲の皆さんの避難所にも

なり得ると思います。ですから、そういう場面があったとすれば大変申し訳なかったなと
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思いますし、またそういった初動体制ということを確立していなかったということになり

ますので、今、お聞きしたことも含めてですね、しっかり初動体制対応の仕方ということ

を考えていきたいと思います。（補足：入ることができなかった人はいなかった。） 

 

記者 

もし、今後そういう場合は、受け入れるようなことっていうことも。 

 

知事 

そうですね、まあ、そういった場合の手順でありましたり、またその場所、どこでもい

いということでなくて、例えば、このスペースにというようなこともあるかと思いますし、

そういったこともやはり、具体的に検討していかなければいけないというふうに思います。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

共同通信の神戸と申します。2 点ありまして、1 点はミサイルの関連で、先ほどの発言の

中にですね、今もございましたけど初動対応を含めていろいろ検証していきたいというお

言葉もあったのですが、具体的にこう、例えばこういう部分を特に重点的に検証したいと

かですね、そういった想定があるのかどうかを伺えますでしょうか。 

 

知事 

そうですね、やはり県民の安全・安心を守るというのが県庁の大きな仕事だと、責任で

あると私は思っておりますので、有事の際に、どのように、できる限り早く集まるかとい

うようなことが、まず最初にくるのかなと思います。 

それから、先ほどご意見のあった堅固な建物というようなことについても、県庁は合致

するものですから、県民の皆さんの受け入れということもですね、どういうふうにしてい

けるのか、県の施設についても考えなきゃいけないし、あと、もちろんそれは市町村とい

うことも意識を共有していかなきゃいけないと思っています。市町村の中には堅固でない

建物のところも結構あるかとも思いますけれども、県としてやはり市町村とそういった意

識を共有しながら県民の皆さんと具体的な取組み、避難訓練ということもありましょうし、

そういったことが考えられると思います。 

 

記者 

ミサイルの関連でお伺いします。今回、ミサイルということなんですけども、6 月にミサ

イルの飛来を想定した訓練をされてまして、これに関して、訓練をしてから、こういうと
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ころの初動対応が上手くできたと、そういうところの評価みたいなもの何か、今の時点で

ありますでしょうか。 

 

 

知事 

ええと、避難訓練の成果があったかということですね。そのことについては、市町村か

らの報告といいますか、連絡ということで、成果というものがあったかどうかちょっと聞

いてみたいと思います。 

 

危機管理課 

危機管理監の佐藤でございます。訓練は2通りで、6月の段階で行いました。1つは情報伝

達訓練ということで、エムネットを使った訓練でございました。今回、Jアラート、それか

らエムネットは、正常に作動いたしまして、情報連絡のほうは、そういったことで、問題

なく伝わったというところでございます。 

あと、住民の避難について、酒田市を会場に6月に避難訓練を行なったわけでございます。

今回、広くJアラートが鳴ったわけでございまして、その際に堅固な建物の中に避難をする、

もしくは、身の安全を第一に考えて室内に留まって窓から離れる、そういった適切な避難

行動について、県民の皆様に事前にお知らせをしておりましたが、そういった行動を多く

の方がとっていただけたのではないかなと、今現在そのように考えているところでござい

ます。 

具体的な訓練の検証等については、また今後ということになろうかと思います。 

 

記者 

現在のところでの、情報伝達ですとか、情報収集など、県としての初動体制についてど

のように評価されていますでしょうか。 

 

知事 

はい。危機管理担当であります危機管理部門では、しっかり対応できたのではないかと

思っております。ただ、有事の場合ですね、「戦争」という言葉は使いたくはないですけど

も、万が一というような場合に、危機管理だけの対応では済まない、ということがあると

思っています。ですから、危機管理以外のすべての部局でしっかりと対応していかなけれ

ばいけないというふうに思っておりますので、そちらのほうもですね、今後、具体的にし

っかり取組んでいきたいというふうに思っています。 

 

記者 

その、初動体制なのですけれども、先ほどの質問にもありましたけれども、県庁のとこ
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ろに避難しようとした住民の方が来られて、最初入れなかったということなのですが、結

局おそらくこの方々というのは、そういうミサイル飛来時とかの行動をちゃんとある意味

実践されて堅固な建物というところで来られていると思うのですが、そういう意味では、

県のほうとしては、たとえば、県庁に限らず、県の施設ですとか、そういったところでの

受入れ体制は、今どのようになっているのでしょうか。 

 

知事 

今、どのようになっているかというご質問ですけれども、施設の対応という点では、ま

だできていないのかなというふうに思った次第であります。しっかりと今から検証して、

対応できるようにしていきたいというふうに思います。 

 

記者 

すいません、改めまして共同通信の神戸です。情報公開の部分で関連するところなので

すが、先般ありました東京都の迷惑防止条例違反で有罪を受けた職員の件で、その後それ

までの対応について検証したいというようなご発言もあったかと思うのですが、これは具

体的にその検証結果が出た段階で何らかの形で公開されるのか、という部分を改めて確認

したいということと、いつ頃を目処に考えているのか、あるいは、今般、発表がありまし

た情報公開の見直しのスケジュールに併せて何かしらの形で発表されるのかとか、そうい

った部分の考え方を伺えればと思います。 

 

知事 

はい。個別のことにつきまして、大きく見て全体的なことをしっかりと見直す、そして、

できる限り横串を刺してですね、公開基準というようなものをしっかり考えるということ

があります。総合支庁も含めてであります。案外バラバラで、ケースバイケースになって

いるところもあるかと思いますので、そこをできる限り統一ということができるのか、で

きる限りやっていければというふうに思っております。 

今お話にあった、個別のことですけれども、職員の不祥事のことをおっしゃいましたけ

れども、今まで通りの対処をしてきたということでありますが、それも検証して、どうな

のかということで、それも含めて公開のあり方ということで、見直しをやっていきたいと

いうふうに思います。 

 

記者 

見直しをやっていきたいということなのですけれども、それは今後の公開の制度のあり

方に反映するのか、あるいは別途、たとえば報告書のようなものを作ってですね、何かし

らの形で公表されるのかということに関してはいかがでしょうか。教えてください。 
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知事 

はい。外部有識者の意見もしっかりとお聞きしながらやっていきますので、そのことも

私はやはり入るというふうに思っています。 

新しい公開のあり方ということでは、どういうふうに見直しになるかというのは、これ

からなのでありますけれども、できる限り公開できる方向でこれからはやっていきたいと

いうふうに思っています。 

で、よろしいですか。はい。 

 

記者 

すいません。毎日新聞の野間口と申します。 

学力テストの話に戻りますが、知事は3期目の公約として、全科目、小中学生の全科目で、

全国平均以上を達成するという目標を掲げていたかと思うのですけれども、昨年度より若

干後退してしまったという状況にありますが、そのことについて、公約との関連性をどの

ようにお考えですか。 

 

知事 

はい。そうですね。3期目というのが始まったばかりでありますが、もう半年経っている

わけであります。 

もちろん、私の公約、県民の皆さんとのお約束を守るということは大事なことでありま

すし、それ以上に本県の将来を考えた場合にですね、子どもたちのさまざまな人間力を上

げていく、その中の1つの学力を上げていくというのは、非常に重要なことだと思っており

ますので、公約は公約としてしっかりと実現できるようにしていきたいと思いますし、そ

れ以上に、子どもたちの学力ということについて、本気度を上げて、という言葉が適切か

どうかはわかりませんが、危機感を持って対応してもらいたいなと切実に私は思っている

ところです。 

やっぱり、教育現場において、過去と現在で子どもたちに違いがあるということではな

いと思いますし、山形県の教員の資質もですね、大変良いというふうに言われてきており

ます。過去には教育県というふうに言われたこともありますが、このままでは、教育県な

どとはとても言えないと思いますし、全国平均の上に行くのがもう当然だという思いがあ

ります。教員の皆さんも一生懸命やってくださっているとは思うのですけれども、改めて

やり方を抜本的に見直して、今までの通りでいいのか、というところから見直しをしてい

ってもらいたいなという思いでいっぱいであります。 

 

記者 

もう1点なのですけれども、今年度からですね、都道府県ごとの平均正答率について、小

数点第一位は、もう非公表にして、整数値だけで公表すると。文科省の意図としては、都
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道府県ごとの競争を煽るのが学力テストの主旨ではないというふうに言っているのですけ

れども、ただその一方で、整数値にするとですね、同じ整数値で何個か県が並んだりして、

全国的な順位というか、位置づけというのが見えにくくなる、あるいは山形県の中でもあ

ったのですけれども、中学生の国語の一部の教科で、全国平均を上回ったのか下回ったの

かよくわからないような状況も生じていると思うのですけれども、そのあたり、小数点第

一位以下は公表しないというような文科省の方針については、知事はどのようにお考えに

なっておられるでしょうか。 

 

知事 

そうですね。いたずらに競争を煽るようなことはしない、というご説明だということで

ありますので、それに沿ったやり方ではあるのでしょうけれども、ただ、自分たちの各都

道府県の立ち位置が見えにくくなったということもあろうかと思います。 

それは、プラスマイナス両方あるのかなと思いますけれども、ただ上位グループとかで

すね、そういったことはあまり変わらないのかなと思いますので、何位であるかというの

は、10位が20位に後退するわけではないし、30位から20位になるわけでもありませんので、

大きく捉えてですね、そして上位目指してしっかり取組むというのがやっぱり、あるべき

姿なのかなというふうに思います。 

 

記者 

もう1点だけ。文科省はですね、学力テストについては、全国の中で競い合うというより

かは、苦手な分野はどういう分野なのかというのを明らかにすることが目的だと。でも知

事はですね、やっぱり全国平均より上位に行かないといけないんだというお気持ちがある

のではないかと、いろいろご発言を聞いて思うのですけれどもどうでしょう。その全国平

均、全国での立ち位置をより明確にしたほうがいいと思うのか、それとも文科省のように

苦手な分野を明らかにしたほうがいいと思うのか、どちらの立ち位置に知事は立っておら

れるのでしょうか。 

 

知事 

そうですね。全国平均を全教科で上回ってほしい、ということは教育委員会に言ってき

ました。その気持ちは変わりません。全教科で上回るということが上位に行くということ

なのです。そのように聞いておりますので、とにかく全教科平均以上になってもらいたい

という思いであります。 

国民等しく全体がですね、学力が上がるということが文科省としては大事なのだと思い

ますし、山形県としては、知事としては、やっぱり山形県全体の学力上がってほしいとい

うふうに思っております。全国の平均よりも上になってもらいたい、全教科ですね。その

ように思っております。ぴったりの答えになっていないかもしれませんけれども、私の思
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いはそこにありますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

記者 

読売新聞の依田と申します。 

今の学力テストの関連で、今年、全国との差が著しく開いたということなのですけれど、

経年でみると、ずっと低下傾向にはあったわけで、これという改善策がないままズルズル

と来てしまったというような印象もあるのですけれども、過去のテストの結果において、

その分析や対策については、きちんとなされていたというふうにお考えでしょうか。 

 

知事 

はい。そうですね。それなりにやってきたのかなとは思うのですけれども、ただそれが

成果に結びついていないという結果が出ていますので、やはり、結果が出るようなことを

やっていかなければいけないというふうに思っています。 

その答えはですね、私は教育委員会で持っているのではないかと思います。学力という

ものをもっと重要なものだと現場で捉えていただくことが大事なのではないかなと思って

います。 

ですから、県民の皆さんのご意見をお聞きするというのもありますし、今回の結果を見

て皆衝撃を受け、現場ではこのままでいいと思っているはずはないと思います。ですから、

教育委員会にはですね、今回のこの深刻な状況を脱するためにはどうしたらよいのかとい

うことをもっと危機感を持って考えてもらいたい、ということを申し上げているわけであ

ります。 

 

 

 


