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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年７月18日(水) 10:00～10:45 

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：15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) “明るいやまがた”夏の安全県民運動について 

代表質問 

(1) 公立高校及び県立中学校の入試採点ミスに係る再発防止策の策定につ

いて 

フリー質問 

(1) 旧優生保護法に基づく優生手術に関する調査について  

(2) 農業用ため池の安全対策について 

(3) 代表質問に関連して 

(4) 日EU EPAへの署名について 

(5) 尾花沢市長選挙の結果について 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：河北・共同・TUY＞ 
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☆ 報告事項 

知事 

皆さん、おはようございます。 

毎日暑い日が続いております。命に関わることもある危険な暑さということです。県内

では熱中症で救急搬送される方が多くなっております。くれぐれもですね、こまめな水分

補給、そして休憩をとっていただく、また、エアコンを適切に使用する、屋外では帽子な

どを使用して日光をさえぎるといったことをしていただいて、くれぐれも熱中症予防に努

めてくださるようお願いいたします。 

それから、西日本の豪雨災害について申し上げます。 

広島県や岡山県を中心とした西日本の豪雨により、本日朝の時点で死者が 216 人、行方

不明者 13人、家屋の全壊 416 棟など、甚大な被害が発生しております。 

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

れた方々や家屋の損壊など、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 

被災地では、広範囲に断水となっておりますので、県としましては、最も被害の大きか

った広島県と調整のうえ、7月 13 日に本県企業局製造のペットボトル飲料水 1 万本、14日

には県が備蓄しているペットボトル飲料水 1万本を発送いたしました。さらに、本日、第 3

次としまして、備蓄用ペットボトル飲料水 1万本を発送したところであります。 

人的支援としまして、県立中央病院の森野副院長が、10 日から広島県の医療救護調整本

部において支援活動を行っております。それから県警察の機動隊が、16日から 24 日まで広

域緊急援助隊として広島県へ出動いたしました。 

また、義援金ですけれども、日本赤十字社山形県支部におきまして、10 日から募集を開

始しております。県庁ロビーおよび各総合支庁に募金箱を設置しております。 

今後とも、できる限りの支援に取り組んでまいりたいと考えております。 

なお、このたびの豪雨災害を受けまして、県管理河川、134 河川あるのですけれども、そ

こで緊急的な点検をいたしました。重要水防箇所 253 か所を点検しましたところ、すべて

の箇所で変状などが発見されず、異常なしを確認したところでございます。 

これからもですね、防災ということでしっかり取り組んでまいりたいと考えております。 

それから 3 つ目ですが、7 月 8 日から 12 日までの日程で、英国、ロンドンを訪問し、イ

ンターナショナルワインチャレンジ、 IWC 2018 アワードディナーヘ「SAKE 部門」審査会

の開催地代表として出席してまいりました。また、在英国日本大使館などにおいて県産の

日本酒をはじめ、本県のプロモーションを行ってまいりました。 

このたびの、7 月 10 日の IWC の授賞式では、本県の東北銘醸株式会社が見事に「年間最

優秀酒蔵」を受賞いたしました。この賞は、私がプレゼンターを務めましたが、今年の審

査会に出品した 456 蔵の中で最も評価の高かった酒蔵に授与されるものでありまして、本

県の酒蔵が受賞したことは大変嬉しいことだと思っております。 

本年 5 月の山形での審査会では、県産酒は、17 銘柄で金賞に輝き、都道府県別の金賞受
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賞数は 5 年連続で山形県が全国第 1 位となりまして、今回の受賞も併せて、改めて「日本

一美酒県 山形」の名を国内外に示すことができたと思っております。 

また、福島県の奥の松酒造株式会社の「奥の松 あだたら吟醸」が、チャンピオン・サ

ケに輝いたということも、東北勢として大変喜ばしく思っているところです。東北の酒が

評価されたなというふうに思っております。 

このほか、山形県のプロモーションとして、7月 9日に鶴岡駐英国特命全権大使やジェト

ロの藤野ロンドン事務所長を訪問いたしました。現地における最新の情報をお聞きすると

ともに、県産品や観光資源の PR を行い、現地の最新情報や輸出促進に向けた意見交換を行

ってまいりました。 

また、在英国日本大使館におきまして、トロフィー受賞酒の試飲会が開催され、200 名を

超える現地の日本酒関係者の方々が参加される中、県産の日本酒をはじめ、本県の豊かな

自然や精神文化など、山形の優れた魅力を PR してきたところであります。 

7 月 10 日は、現地の酒類関係の教育機関「ワインアンドスピリッツ財団」を訪問してま

いりました。ここでは、欧州の日本酒事情や人材育成などについて説明をいただいてまい

りました。意見交換も実施したところであります。 

さらに、7月 11 日には、ロンドン市内のレストラン UMU （うむ）におきまして、現地で

日本食を扱うバイヤーや旅行業などの関係者を招いて、今回の IWC でトロフィーや金賞を

受賞した県産酒を味わっていただくとともに、山形県の魅力を PR してまいりました。 

また、この場で、英国在住の本県出身者をはじめ、日本酒に造詣が深く現地で発信力の

ある方々5名を新たに「やまがた特命観光・つや姫大使」に委嘱して、様々な場面で幅広く

山形県を発信していただけることとなりました。 

このたびの訪問全般を通して、山形県が IWC「SAKE 部門」を開催した酒処であることを

アピールするとともに、改めて本県の日本酒の質の高さを、世界に大いに発信できたもの

と感じております。 

このたびの授賞式やプロモーションで構築した人脈を大切にし、県産酒をはじめ、県産

品の販路拡大やインバウンドを含めた観光誘客など、より一層の交流拡大に努めてまいり

ます。 

では、恒例となりました、イベントや祭りのご紹介であります。 

7 月 21 日から 9 月 17 日まで、大蔵村の肘折温泉で「ひじおりの灯（ひ）」が開催されま

す。温泉街の旅館や商店を会場に、東北芸術工科大学の卒業生などの若手作家が描いた美

しい灯篭が点灯します。灯篭に描かれた湯治場の暮らしの情景や雄大な自然などの「肘折

物語」をお楽しみいただけます。 

また、7月 28 日には、飯豊町で「SNOW えっぐフェスティバル 2018」が開催されます。真

夏の雪上宝探しやミニ雪合戦のほか、ダンスイベントなど盛りだくさんの内容となってお

ります。夜には花火大会も行われ、真夏の夜空を彩るということです。 

県民の皆様も、ぜひ、お出かけいただければと思います。 
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では、発表が 1点だけございます。 

今月 20 日から 8 月 19 日までの 1 か月間、「“明るいやまがた”夏の安全県民運動」を実

施いたします。 

夏は、暑さによる疲れなどから、重大な交通事故や、海・山・川での事故が多発する時

期であります。さらに、夏休みの解放感から青少年の非行や犯罪被害などの発生が懸念さ

れます。 

このような事故を防止するとともに、青少年の健全な育成を図り、安全で明るいやまが

たを創ることを目的に、「青少年の健全育成といじめ・非行及び犯罪被害防止」、「子どもと

高齢者の交通事故防止・飲酒運転の撲滅」、「海・山・川での事故防止」、「身近な犯罪等の

防止」という 4つを重点として、展開してまいります。 

7 月 20 日には、午前 10 時から、文翔館議場ホールにおいて出発式を行い、その後、広報

車によるパレードを実施いたします。 

この運動を通して、安全で安心な山形県づくりを展開してまいりますので、県民の皆様

をはじめ各方面の皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

河北新報の吉川といいます。 

幹事社から公立高校と県立中学校の入試採点ミスに関して質問させていただきます。 

入試採点ミス問題に関して、解答用紙の様式の変更や採点基準の厳格化、それから記述

式問題の一定程度削減などを柱とする再発防止策が策定されました。 

この最終案、策定された再発防止策の内容に対する知事の所感と、今年度末以降の入試

の実施に向けた知事としての考えと思いを伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

 

知事 

はい。わかりました。 

高校入試ですけれども、解答用紙 1 枚 1 枚に受験生の皆さん 1 人ひとりの一生がかかっ

ているという意識を持つことが大事であります。 

13 日の教育委員会で決定された「再発防止・改善策」は、第三者委員会や学校現場など

の幅広い視点からの意見もふまえ、多面的で、効果的な方策が盛り込まれていると思いま

す。 

解答用紙のレイアウトを変更し、受験生が書きやすく、採点者が採点しやすいよう工夫

すること、採点方法については、採点の誤りが起きないよう 2 つの系統での採点方法に変

更することなど、採点ミスの防止に向けた方策が取られております。 

また、合否判定ライン付近の受験生の答案の再点検を行うということであります。 
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本来合格であるにもかかわらず、不合格としてしまうことがないようにということであ

りますので、そういったセーフティーネットとしての点検体制も取られております。 

採点日程については、採点業務を第一に考え、余裕ある採点日程を確保することとなっ

ております。 

そして記述問題につきましては、一定程度の削減をするとのことでありますが、これは、

受験生の思考力を図るという意味合いと、採点ミスを防ぐという効果を総合的に判断した

結果であると思います。 

思考力を育むということは本当に大事なことでありますので、そのことは日頃の授業で

しっかりと取り組むことが大切であります。 

マークシート方式に関しましては、第三者委員会をはじめ多方面からの御意見をふまえ、

来年度における導入は見送り、平成 30年度以降については、導入の可否を含めて検討する

ということでありますので、教育委員会には今後しっかりと検討してもらいたいというふ

うに思っております。 

私としましては、教育委員会には、この再発防止改善策を確実に実行して、二度と採点

ミスを起こさないよう全力で取り組んでいただきたいと考えております。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

☆ フリー質問 

記者 

毎日新聞の二村です。ロンドン出張お疲れ様でした。 

すみません、旧優生保護法関連で何点か質問させていただきます。少し日が経ってしま

ったと思うのですが、6 月 29 日までに厚労省が全国調査をして、その際に山形県では、国

の調査以外にも計 18 機関について独自に調査をされまして、102 人分の手術の記録が見つ

かったというふうになっています。 

これは、国の調査分だけに限ると 49 人でしたから、やはり独自の調査分のほうで多く見

つかったというふうになったと思いますけれども、一方で、関係者への聞取り調査という

のもされてですね、当時、みな若いから、当時のことは覚えていないということでしたが、

一応行ったということで、一連の調査を終えての知事の所感とですね、あと、今回、この

調査を経て、ほかにもこういうところは一歩を踏み出せたなどの成果と、あとはこういっ

たところはできなかったなど課題について教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

はい。では、申し上げます。 

厚生労働省の調査対象は県の行政機関であり、県としましては、厚生労働省の依頼に基
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づいて調査して回答したところであります。 

一方、本県におきましては、医療機関や福祉施設など、県で設置・運営している機関・

施設があり、それらの機関・施設についても調査をすべきと考えて調査をし、その結果も

併せて厚労省に報告したものであります。 

今回の調査につきましては、県としては独自調査も含め、できる限りの対応を行った結

果であると考えております。 

旧優生保護法に基づく優生手術につきましては、当時の法律によるものであり、その実

態調査の方法等についてはこれまでも政府が統一的な方針を示して進めていくべきものと

申し上げてまいりました。この度の調査につきましては、政府の実態調査の一環として受

け止めておりまして、県としてもしっかりと協力してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

あとは、課題とおっしゃいましたか。 

 

記者 

今回の聞取り調査では、件数は独自の分でかなり多く見つかったと。もちろん国の調査

の一環でやったというところはあると思うのですけれども、やはりその中でも山形県では

できる限りの実態管理が必要だということでやったと思うのですけれども、それで今回こ

れだけ多くの件数が見つかったということに対する知事の所感、思いと、あとは、例えば

「こういうところはうまくできなかったな」という課題みたいなものはありますでしょう

か。 

 

知事 

そうですね。課題と言えるかどうかわからないのですけれども、政府よりは県のほうが

現場に近いと言いますか、国民、あるいは患者さんとかですね、関係者に近い位置にある

というふうに思っておりますので、できる限りの調査をして報告をしたところでございま

した。 

今回は、政府から調査ということでいただいた機関、市町村や医療機関、福祉施設に対

する調査ということでありまして、そのことに対してはしっかりと、全国だと思いますの

で、しっかりと対応したということであります。 

今、記者さんがおっしゃったように、県が独自にしたところはどうなるのかというふう

なことかと思うのですけれども、そこについては個人情報に関することでもあり、県がそ

こまで踏み込むということもなかなか難しいところもありますので、報告はきちんと上げ

ておりますので、これからどういうふうに対応されるのか、そこをしっかりと注視してい

きたいと思っております。 
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記者 

個人情報に関することというのは、例えば、当事者への聞取りについて、やっぱり個人

情報で踏み込めないという意味ですか。 

 

知事 

そうですね。そういうことだと思っております。 

 

記者 

もう 1 点なのですが、今回、県で独自調査をされた分とですね、国がすでに持っている

統計を比べるとですね、年によっては手術件数にも大幅に県のほうが多かったりした時が

あって、両者にかなりばらつきがあったというのが浮き彫りになったと思うのですけれど

も、もちろん健康福祉部さんのほうにも、この原因はもちろん、当時の実態というのはわ

からないとは思うのですけれども、この隔たりが両者によってかなり異なるということに

ついては、知事、どういうふうにお考えですか。 

 

知事 

そうですね。そこはですね、一言で言うのは大変難しいのかなと思いますけれども、最

初に申し上げましたように、やはり県のほうがですね、国といいますか政府よりも、患者

さんと言いますか、いわゆる国民に近いポジションにあるということで、県のほうが、情

報が詳しいと言えるかどうかわかりませんけれど、情報を持っているということになるか

と思っております。 

 

記者 

それが当時、国の統計よりも、両者の間で連携というかですね、報告の体制についてち

ょっと問題があったのかなっていうことに関しては何かありますかね。 

 

知事 

そうなんですね、だからそこ、私も今となってどういうふうに解明したらいいのか、ち

ょっとわかりませんけれども、いろいろ数字的に合わないようなところがあるかと思って

おります。そこをこれからどうやって進めていくのかなと思いますが、とりあえず、第 1

回目で県独自のものも、要求されないところまで調べて、ちゃんと報告をしてきましたの

で、そのことに対してこれからどうなさるのかは、しっかりと注視して適切に対応してい

きたいというふうに思っております。 

 

記者 

最後なのですが、今回、またさらに新しく、厚労省から、今度は民間とですね、市町村
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立の医療機関、福祉施設にも全国調査、山形で言えば約 1,000 か所だと思うんですけれど

も、調査をする依頼があったということなんですが、今回の調査で、やはり県の調べに対

しては、1 つの文書がまずそもそもあるのかないのかというのを洗いだすということを求め

ていると思うんですが、今回の調査ではこの医療機関や福祉施設に対してはあくまである

かないか、特に追加の調査を求めないという調査内容だったと思うんですけれども、山形

県としてはですね、ただ独自にあれだけ資料をいろいろと膨大な量から探されてですね、

あれだけ見つけたということがあるなかで、現時点であるかないかだけを報告すればいい

という国のいわゆる調査姿勢というものに対して知事、なにかお考えはありますか。 

 

知事 

姿勢ということでは、とにかく前からですね、統一的な方針を示して進めていくべきと

いうことは申し上げてきたわけでありますけれども、それ以上にね、県がお出しした、報

告をすでにしてあります。そういったところまでどうなさるのか、ということは私の所感

というよりも、お出ししているというところで、もう気持ちは出ていると思っております。 

できる限りの調査で、できる限り明らかにしていくという姿勢で県は取り組んでおりま

すので、政府のほうでもですね、それに対して将来どういう対応があるのかないのかしっ

かりと注視していきたいというふうに思っております。 

 

記者 

福祉機関とか医療機関に対しては、もし、調査をするとなったら今回の件とで膨大な量

で大変だったと思うんですけども、先に調査をした県としては、医療機関とか福祉機関に

調査をするとなった場合に、たとえば助言というと変なんですけども、なにかできること

というのは考えてますかね。 

 

知事 

考えていると言いますか、政府から調査依頼が来る以前にですね、保全をするようにと

いうことは、依頼はしてありますので、資料ですね、なくしたりしないようにというふう

なことで、そういう、保全というお願いはしております。 

それ以外なにか、健康福祉部でありますか。 

 

健康福祉部次長 

健康福祉部の荒木でございます。 

今回の調査につきましては、先週の金曜日、国から依頼があったわけでございますが、

医療機関、福祉施設については、今、知事が申し上げたように以前、保存していたことに

ついて、今回「資料があるかないか」という調査のアンケート的なものでございまして、

国のほうでも負担を考えてですね、網羅的なものについては今回求めないということでご
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ざいますので、今ある情報の中で回答していただきたいということですので、私どもとし

てはそのまま応じさせていただくつもりです。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

山形テレビの寒河江と申します。 

西日本豪雨の件でお伺いしたいのですが、県のほうで県管理の河川をすべて点検されて

「異常なし」ということだったんですが、今回、広島のほうでため池の決壊が非常に問題

になりまして、齋藤農林水産大臣も都道府県に緊急点検するよう指示を出したかと思うの

ですが、県のほうでも今後の調査の予定等あれば教えてください。 

 

知事 

はい、わかりました。 

本県の農業用ため池の安全対策ということであります。ため池は全てで 1,010 か所あり

ます。1,010 か所ある農業用ため池のうち、一定規模以上で人家等に影響が考えられるもの、

具体的には国の基準というものがありまして、堤の高さが 10 メートル以上、または貯水量

が 10万立方メートル以上で、下流 500 メートル以内に、人家、または公共施設があるため

池を市町村と協議の上、平成 25 年度から 26 年度に防災重点ため池として選定しておりま

す。これが 91 か所ありまして、91 か所の防災重点ため池は、すべて豪雨に対するこれまで

に降った雨の最大値に対する安全性を確認済みでございます。ですが、この度の西日本豪

雨をふまえ、さらに安全性について調査検討してまいります。 

それからですね、本県の農業用ため池にかかるハザードマップにつきまして、防災重点

ため池 91か所すべてで作成済みでございます。これらは地域の方々を対象にワークショッ

プなどを開催して作成したものでありますが、地域の住民の方々に対しましては配布や公

民館への掲示、市町村のホームページで公表されているものは 78 か所でございます。報道

では 54 か所となっておりましたけれど、これは平成 28 年度の数値でございまして、78 か

所となっております。 

今後でございますけれども、農業用ため池は万が一にも決壊した場合、大きな被害が生

じるということが予測されますので、今後とも整備や管理等に万全を期す必要があります。 

すでに作成されているものの、公表はまだされていないハザードマップというのがある

わけですが、91 から 78を引きますと 13あるわけです。この 13 のハザードマップにつきま
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しては、できる限り早期に、今年度中にですね、全部公表できるように市町村に働きかけ

てまいりたいと考えております。 

 

記者 

すみません、作成しているけれど公表されていないというところがちょっとわかりにく

かったのですが。 

 

知事 

はい、そうですね。市町村と一緒になって公表していく、その 1 つのため池に関係する

地域の住民の方々に公表していくということでありますので、市町村と協議しながらとい

うことになるかと思います。では、そのことについて、詳しくは農林水産部から答えても

らいます。 

 

農林水産部次長 

農林水産部の高橋です。 

ハザードマップにつきましては、平成 25、26 年度に防災重点ため池を選定いたしまして

から、順次作成していただいておりますけれども、通常、作成から公表までに年度をまた

ぐくらい、1年弱くらいはかかることになっています。これは、危機管理の担当部局との連

絡調整ですとか、そういったものに市町村によっては時間を要するというものであります。

そういうこともありますので、1年度経ちますと、順次、市町村でも公表の準備が整ってき

ますので、今、知事がおっしゃいました未公表の 13 につきましても、できるだけ今年度中

には公表していただけるように市町村に働きかけていきたいと考えているところです。 

 

記者 

ありがとうございます。緊急の立入りをするということでよろしいですか。ため池につ

いての緊急点検はするという動きでよろしいでしょうか。 

 

知事 

 ため池の緊急点検はやるんでしょうか。はい、ちょっと聞いてみます。 

 

農林水産部次長 

 大雨が降ったときなどに常時点検する体制を土地改良区などでとっておりますので、今

回のものを契機として一斉にやることはいたしませんけれども、随時、点検をしていると

ころです。 
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知事 

 よろしいでしょうか。 

 

記者 

 はい、ありがとうございます。 

 

記者 

 NHK の堀川と申します。先ほどの質問に関して、西日本の豪雨の関係からお聞きしたかっ

たのですが、山形の場合ですと南陽市の豪雨などが記憶に新しいと思うのですけれど、住

民にいかに周知していくかというところも課題になっているかと思うのですが、そのあた

りどう取り組まれていくか、また住民への呼びかけ等がありましたら、知事のほうからお

願いしたいと思います。 

 

知事 

そうですね、豪雨と言っておりますけれども、従前の雨の降り方とちょっと違うような、

「異常気象」という言葉で言われておりますけれども、本当に今までにないような雨の降

り方というようなことが起きていると思いますので、山形県にも山や河川、ため池がある

わけでございます。住民の皆さんにはですね、やはり官民一体となって、河川でありまし

たり、ため池でありましたり、その両方ですね、ハザードマップを作成したり、またこれ

から河川についてはもっと想定を大きくした雨量での作成ということもやるということを

聞いておりますので、そういったことに大いに関心を持っていただいて、当事者、県民の

皆さんお一人お一人がですね、ご自分が住んでいるところの周りをもう一度、しっかりと

関心を持っていただいて、避難場所でありましたり、河川やため池のハザードマップとい

うものに関心を持っていただいて、官民一体となって重大災害にならないようにですね、

被害が生じないように、少なくとも人的被害を最小限に食いとどめるというようなことを

しっかりと一緒に取り組んでいきたいと思っております。 

 

記者 

 支援の関係ですが、すでに飲料用水も広島のほうに送られているということだったので

すが、それ以外に職員の派遣だったりとかですね、今後、広島以外への支援というのが、

もし検討されていれば、予定されているものがあれば教えてください。 

 

知事 

 はい、分かりました。そうですね、現在までのところですね、県には厚生労働省から保

健師の派遣について、そして全国知事会からは散水車の派遣について打診がございました。

いずれも「派遣可能」と回答しております。今後要請があれば対応してまいります。やは
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り被災地に近いところから出動するというようなことをされていると聞いておりますので、

いつでもこちらも支援できるようにしてまいります。 

 その他、医療救護班でございますけれども、現在、日本赤十字社の各病院を中心に、中

部地方以西、中部地方よりも西のほうですね、から派遣されて活動中であるということで

す。今後、本県を含め、関東以北への派遣要請も考えられますので、円滑に出動できるよ

うに日赤山形県支部との情報連絡を密に行っていきたいというふうに思っております。 

 

記者 

 すみません、代表質問の採点ミスの関係ですけれども、３月末にこの問題が発覚して３

か月以上経っているわけですけれども、今回、防止策が完成して、これは知事としては一

定の評価をしているという理解で良かったでしょうか。 

 

知事 

 そうですね、はい。いろいろなことが網羅されているということだと思っています。教  

育委員会としてですね、第三者委員会のご意見もしっかりとお聞きをして、取り組んでい

くということでありますので、そこをしっかりと私も尊重をしてですね、実行していただ

くように。 

 やっぱり目的は何と言いましても採点ミスは二度と起きないようにするということが大

事だと思っていますので、ほんとにこのことは冒頭申し上げましたが、受験生の一生にか

かわることでもありますので、肝に銘じてしっかりと取り組んでいただきたいと思ってお

ります。 

 

記者 

 当初、知事がマークシートということも検討してほしいという話をこの定例会見の場で

も話されていたと思うのですが、それが結果的には今年度は見送られる形になったと思う

のですが、それでも評価する理由というのをお聞かせ願えたらと思います。 

 

知事 

そうですね、マークシートがすべてだとは思っておりません。例えば神奈川県ではそう

いうことが実施されているということでありますけれども、そのことがすべてではないと

いうふうに思っております。一つの手法であるかなと思ったところであります。ですから、

教育委員会のですね、第三者の有識者のご意見もしっかりとお聞きをして、方向を決める

ということでありますので、「今すぐ導入しろ」という対応ではございませんので、そうい

った手法もあるということもしっかりと議論をされたと思いますので、そのことは大きな

方向として、やはり第一には教育委員会がしっかりと主導して判断して決定して取り組ん

でいくべきものだというふうに思っております。 
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記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

さくらんぼテレビの白田です。昨日、署名がなされた、日本とヨーロッパ、EU の経済連

携協定について伺いたいのですけれども、まずこの協定が発効に向かって進んでいること

について知事の所感をお聞かせください。 

 

知事 

はい。そうですね、ちょっと詳細は承知をしておりませんけれども、アメリカと中国の

貿易摩擦というようなことが大変注目をされていて、そのことがですね、日本にも大きな

影響を与えそうだということを聞いております。そういう状況の中での日本と EU との EPA

ということでありますので、お互いに EUと日本とのウィンウィンになるということが望ま

しいわけであります。ですが、私はやはり日本人でありますのでね、我が国がしっかりと、

そして山形県のですね、将来的に有利になると言いますか、山形県にどういう影響が及ん

でくるのかというようなことをしっかりとね、分析・検討しながら取り組んでいきたいと

いうふうに思っております。 

 

記者 

すでに、これは一部報道なんですけれども、他県ではこの EU との EPA について影響を試

算していて、TPP よりも影響が大きいと言っている県もあるようなのですけれども、そもそ

も山形県はまだ影響の試算をやっていないということで、今後試算をする予定はあるのか、

そのへんのお考えをお聞かせください。 

 

知事 

そうですね、いろいろな工業、農業、いろいろあるわけでありますので、どういった影

響があるのか、できる限りやはりそこは分析をする必要があるというふうに思っておりま

す。 

 

記者 

 具体的な品目を見ても山形にも影響があるようなものがありますけれども、具体的にこ

ういう影響があるだろうという知事の見込みと言いますか、今のお考えがあればお聞かせ

ください。 

 

知事 

 そうですね、ちょっとまったく詳しいところまでは承知していないところであります。
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ただ、自動車の関税でありますとか、ワインの関税とかについては報道されているところ

です。あと農産物ね、やはり日常生活に影響を及ぼしてくるのではないかというふうに思

っております。 

 

記者 

 知事が力を入れている、「森林ノミクス（モリノミクス）」の木材も撤廃のようですけれ

どもそのあたりはどうですか。 

 

知事 

 木材はですね、そうでなくてもまだまだ A 材の使い方とかですね、国内でまだまだ足り

ないところがあると思っていますので、そこは EPA も発効するまで時間は少しはあるかと

思いますけれども、さらにそういったことも含めて政府にはしっかり、木材の流通、国産

材をしっかりと流通させるということが、なんて言うんでしょうか、健全な森を将来の世

代に残していくということにつながりますし、ひいてはそれは自然災害を抑制するという

ような方向にも私はつながると思っておりますので、そういったことも含めてしっかりと

分析をし、働きかけるべきところには働きかけていかなければと思っております。 

 

記者 

 毎日新聞の二村です。選挙関係でお伺いしたいのですけれども、先日、尾花沢市長選が

あって、国民民主党、社民党、共産党の推薦を受けた菅根さんが当選したのですけれども、

ある意味、今回、自民と野党共闘との一騎打ちだったと思うのですけれども、それで、菅

根さんは知事の 16日の総会にも参加されたと思うのですけれども、まず、菅根さんが当選

をしたということに対しての思いとですね、あとは今回の自民対野党ということだと思う

のですけれども、来年の夏の参院選もですね、そういったところでまた同じ対立軸が、自

民と野党系というところになってくると思うのですけれども、知事はその軸足としてはや

はりその、例えば野党共闘とかですねそっちに思いが強いとかですね、どういった今の心

情なのかということについて、お聞かせください。 

 

知事 

 はい。そうですね、日曜日になりますけれども、尾花沢市長選挙、そして南陽市長選挙

がありましてね、尾花沢市では菅根さん、そして南陽市では現職の白岩さんがですね、当

選をされました。お二方には心からお祝いを申し上げたいと思います。そして、県とまた

連携・協力を密にしてしっかりと地域の発展、県政の発展のために力を合わせていきたい

というふうに思っております。 

 お尋ねの尾花沢市長選挙でありますけれども、そうですね、世間的には与党・野党とい

う分け方をしているのですけれども、私の場合は「県民党」と申し上げておりまして、い
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ろいろな党の方が支援者にはおられますので、どちらに軸足を置くということは私として

は考えておりません。 

 今回の菅根さんはですね、私の尾花沢市後援会のですね、確か、事務局長、私の後援会

尾花沢支部の事務局長をされておられまして、支えていただいたという経緯がございます

ので、バレンとかをお送りしたところでございました。ということで、与党とか野党とか

いうそういう視点ではなくてですね、しっかりと尾花沢市発展のためにこれから存分に力

をふるっていただ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。 

 

 

 


