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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成31年4月23日(火) 15:00～15:25 

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2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) 2019年「春の交通安全県民運動」について 

(2) クールビズの実施について 

代表質問 

(1) 今回の統一地方選を振り返って 

(2) 公文書一部不開示決定処分取消訴訟の判決について 

フリー質問 

(1) 代表質問に関連して 

(2) 平成31年4月1日時点の待機児童について 

(3) 参議院議員選挙への対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：朝日・荘内・NHK＞ 
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☆報告事項 

知事 

皆さん、こんにちは。すっかり春となって桜が満開となりました。千歳山の山桜も咲き

始めております。 

本日は、ゴールデンウィークの県内各地のイベント・祭りなどを広くご紹介いたします。 

はじめに、4 月 25 日に西吾妻スカイバレーが、そして 4 月 26 日に蔵王エコーラインと

鳥海ブルーラインがそれぞれ開通いたします。ぜひ新緑の季節を迎える山々へお出かけく

ださい。 

次に、4 月 27 日から 11 月 30 日まで、鶴岡市の出羽三山神社で国宝羽黒山五重塔内部の

特別拝観と、羽黒三所大権現（さんしょだいごんげん）の秘仏公開が行われます。また、

出羽三山の表玄関にあたる神路坂（かみじざか）の大鳥居は、昨年 11 月に建て替えられ、

従来より大きくなりました。あわせてご覧いただければと思います。 

4 月 29 日から 5 月 3 日まで、上杉神社や松川河川敷などを舞台に「米沢上杉まつり」が

開催されます。絢燭豪華（けんらんごうか）な甲冑行列が市内を練り歩くほか、上杉軍と

武田軍が戦った戦国史上最大の戦いと言われている「川中島の合戦」が再現されるイベン

トが催されます。 

それから、4 月 29 日から 5 月 5 日まで、新庄市の最上公園で「新庄カド焼まつり」が開

催されます。「春告魚（はるつげうお）」とも呼ばれる大型のカド、ニシンなのですけれど

も、大型のカドは、炭火で焼かれ食べ応えも十分で、春の訪れを感じることができる、新

庄の春の風物詩となっています。 

それから、5 月 1 日から 10 月 31 日まで、置賜地域で置賜三十三観音の御開帳が行われ

ます。今年は、やまがた出羽百観音の御開帳の 2 年目でありまして、置賜地域の 33 体の観

音様を拝観することができます。 

最後に、5 月 3 日から 5 日まで、尾花沢市で「徳良湖まつり」が開催されます。花笠踊り

発祥の地の徳良湖で、本場の花笠踊りの披露のほか、踊りの体験もできます。 

今年は 10 連休で、県内各地でたくさんのイベントが開催されます。イベント・祭りは、

山形県のホームページのほか、山形県観光情報ポータルサイト「やまがたへの旅」にも掲

載しておりますので、ぜひ、ご確認のうえ、ご家族でお出かけいただければと思います。 

 

私から、2 点、発表がございます。 

1 点目です。5 月 11 日から 5 月 20 日までの 10 日間「春の交通安全県民運動」を実施い

たします。 

春は、交通ルールに慣れていない新入学児童や、運転に不慣れな新社会人を迎えるなど、

社会全体の活動が活発になる時期でございます。 

この時期に合わせて、「子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止」

など 5 項目を重点に掲げ、県民運動を展開いたします。 
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5 月 10 日金曜日、午前 10 時から山形市の文翔館におきまして、私も参加して、春の交

通安全県民運動出発式及びパレードを行います。 

市町村、関係機関・団体等との連携・協働のもと、運動を展開してまいりますので、皆

様方の御協力をよろしくお願いいたします。 

それから、2 点目です。県の機関におけるクールビズの実施についてお知らせいたします。 

夏は冷房をはじめ、エネルギー消費が増大するため、県の機関で 6 月 1 日から実施する

予定の「夏のエコオフィス運動」において、電気使用量の削減などに積極的に取り組んで

いくこととしております。 

この「夏のエコオフィス運動」に先駆けて、県の機関では、ノーネクタイ・ノージャケ

ットなどのクールビズの取組みを、今年度も 5 月 1 日から実施することといたします。 

5 月 1 日というと、「令和」となるわけであります。 

「笑顔で実践 令和元年 クールビズ」のキャッチフレーズのもと、県民の皆様にご理

解をいただきながら進めていきたいと考えております。 

県民の皆様にも、県の機関におけるクールビズの実施について、ご理解・ご協力をよろ

しくお願いいたします。 

私からは以上です。 

 

記者 

荘内日報の松田です。よろしくお願いします。幹事社からは、次の 2 点について質問さ

せていただきます。 

1 点目が今回の統一地方選を振り返ってです。21 日に、県内各地で市長選や市町村議選

の投開票が行われました。これらを総括して、新しく決まった首長や市町村議の顔ぶれ、

あと、若い世代や女性議員などの進出、今後の地方自治に対する期待などについて、知事

の所感を伺いたい。 

2 点目ですが、吉村和文氏が理事長を務める学校法人東海山形学園の会計内容に関する情

報開示請求に対し、県が一部を不開示としたのは不当だとして、長岡昇氏が非開示処分の

取消しを求めていた裁判の判決が、本日午後 1 時すぎに山形地裁で出ました。原告の訴え

が棄却されたということですが、この判決を受けての知事の受止め、考えをお伺いしたい

です。 

以上 2 点です。よろしくお願いします。 

 

知事 

はい、わかりました。では 1 点目について、まず申し上げます。 

まずもって、当選された方々に、心から「おめでとうございます」と申し上げます。今

回の選挙結果につきましては、それぞれの市町村民の皆さんが、候補者の考えを良くお聞

きになって判断された結果だと思っております。 
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現在、政府と地方が総力を挙げて地方創生に取り組んでいるところですが、少子高齢化

の進展や首都圏への人口一極集中などにより、本県の人口は減少を続けております。状況

は厳しさを増していると認識をしております。この度当選されました、横戸上山市長、加

藤大蔵村長をはじめ、15 市町村議員の皆様には、それぞれの市町村はもちろん、それぞれ

の地域、そして山形県の発展のために、ご活躍をいただきたいと考えております。 

また、女性議員につきましては、当選者 224 名中 28 名でございました。当選者に占める

割合は 12.5％となっています。これは、前回の 227 名中 24 名、10.57％だったので、それ

よりも増えております。政府・地方挙げて女性活躍に取り組んでいる中で、女性・男性そ

れぞれの意識や、ワーク・ライフ・バランスのあり方などを踏まえて、今後とも女性の政

治参加に向けた環境づくりがより一層進められることが重要だと考えております。 

さらに、地方自治におきましては、住民に最も身近な基礎自治体であって、暮らしを支

えている市町村が、今後とも、その役割を十分に果たしていくことが何よりも大事だと思

っております。この度の選挙につきましては、投票率の低下などの問題が、課題もありま

したが、住民の方々が自らの地域の課題や将来について関心を持ったり、考えたりする機

会となるわけであります。そういったことが市町村の政（まつりごと）に反映されて、安

心で活力ある地域社会の維持・形成につながっていくことを期待しております。 

それでですね。2 点目に、まいりますけれども。県が行った公文書一部不開示決定処分に

対して、取消しが求められていた裁判について、先ほど原告の請求棄却との判決の言い渡

しがありました。県側の主張が認められたものと考えております。県としましては引き続

き、情報公開条例等の適切な、適正な運用に努めてまいりたいと考えております。 

 

記者 

はい。1 点目の統一地方選を振り返ってですが、今回、平成生まれの村議も出てきました

けれども、そういった若い世代の進出についてはどう思われますか。 

 

知事 

そうですね。県議会もですね、勇退が続いたりですね、今回そういう平成生まれの方も

当選されたということで、本当にさまざまな年代の方が当選されて、それぞれの年代の意

見といったものが反映されることを私は期待をしております。 

 

記者 

はい、ありがとうございました。代表質問は以上です。 

 

記者 

NHK 堀です。お願いします。 

2 点ありまして、1 点目、今の選挙の関連で、今回、議員の成り手不足というのも非常に
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全国的に深刻だと、連日報道されて、山形でも寒河江と金山が無投票になったというとこ

ろで、山形もしかり、だったわけですけれども。これだけ成り手がいないという現状につ

いて、知事としてどう受け止めていらっしゃっているか、自治体として成り手がいないと

ころに対して何かできることはないのか、何かお考えがあれば、お聞かせください。 

 

知事 

そうですね。今回の選挙に先立ってですね、確か以前に、庄内町で、成り手が少なかっ

たということをちょっと記憶しておりますけれども、やはりこういったことが全国的に今、

多くなってくると、やはり、行政を進める中でですね、住民の皆さんのご意見を反映して

いかなければならないということもございますので、チェック機関としての議会の役割と

いうものを果たしていただかないとならないと思いますので、大変大きな課題になるので

はないかと思っております。 

どうしたらいいかというようなことはですね、簡単にはちょっと、これが正解だと言い

ますか、これをやれば解消するだろうというようなことは、なかなか大変なことかと思い

ますけれども、何か議論されているところでは、その報酬が少ないから成り手がいないの

ではないかというようなことが一つは言われていたと思います。 

生活できる、生活するためには、報酬の少ない、それぞれのいろいろな報酬があります

けれども、そういうところの議員になるよりも、他の職業に就いて生活をしていかなけれ

ばならないというような声も聞かれる一方でですね、まだちょっと私は国内では聞いたこ

とがないですけど、数年前にコロラド州に行きました。山形県とアメリカのコロラド州は、

姉妹県州をやっているものですから、30 周年の時に行ったのですけど、その時にですね、

確かボルダーという町に行ったのですけれども、そこでは、何か、夜、議会をやるという

ことでありました。また、ボランティアといった感じでですね、議会・議員をやっていた

かと思います。 

もう一度、もっと調べてみますけれども、有償ボランティアなのかもしれませんけれど

も、やはり、別の仕事をやりながら議員をやるとかですね、あるいは、ボランティア活動

みたいなことで、やれるのかどうかということなのですけれども。 

まずいろいろな例があるかと思いますので、そういったことをしっかりと調べてですね、

私も庄内町の例が出た時から、これは県としてもやはり市町村と一緒になって考えなくて

はいけないねということを内部で申し上げておりまして、やはり海外の例なども見ながら

ですね、これからの議会のあり方というとまた私がそういうことを大きく変えていけるわ

けではありませんけれども、地方自治法であったり、政府に対しての提言活動の中で申し

上げていくことができる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す。もう 1 点ですが、先週金曜日に待機児童のまとめを出されたと
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思うのですが、山形は昨年 4 月と同じ 46 人だったわけですけど、逆に言うと減らなかった

という現状なのですけど、この待機児童に対する県としての受止めと、今後の対策、もち

ろんゼロにするという大きな目標を掲げられていると思うのですけれども、そのゼロに向

けてどんなことを行っていくべきか、お考えをお願いします。 

 

知事 

はい、わかりました。 

19日に発表しました県内における平成31年4月1日現在の待機児童数につきましては、

昨年と同数の 46 人となりました。 

本県では、市町村と連携した保育所や認定こども園の施設整備により、平成 30 年度にお

いて 400 人分の保育の受入れ枠を拡大するとともに、学生への保育士修学資金の貸付や潜

在保育士に対する就職準備資金の貸付などにより、保育人材の確保などに取り組んできた

ところであります。ですが、3 つの市・町におきまして、予想を超えた保育需要があったこ

となどから、昨年と同数の待機児童が生じたところであります。結果としては誠に残念だ

というふうに思います。 

県としましては、このたびの結果を踏まえ、市町村とさらに連携をしながら、待機児童

が生じた要因を分析して、低年齢児の受入れ枠拡大のための施設整備を加速させるととも

に、保育士を目指す学生の県内就職・定着の促進や潜在保育士の雇用促進を図り、保育士

の確保による保育の受入れ枠を拡大する取組みを進めてまいります。 

400 人分のね、保育の受入れ枠を拡大したけれども、それ以上にニーズがあったというこ

とが結果的にわかったわけでございます。 

今後とも、保育現場や市町村のご意見をお聞きしながら、待機児童ゼロに向けてしっか

りと取り組んでいきたいというふうに思います。 

 

記者 

河北新報の吉川です。 

代表質問の 2 点目の東海山形の件に関連して 1 点だけ質問なのですが、県から私学助成

費を受けている学校法人が、代表者が同一人物となっている民間会社に 3,000 万円を融資

したということについての認識を改めてお聞かせください。 

 

知事 

認識ですか。そうですね、当時も確かそのことについてのご質問があって、お答えした

かと思うのですけれども、そうですね、また違う答えになどならないようにしなきゃいけ

ないなという思いでありますけれども、その時の私の答えた内容、担当のほうで覚えてい

るでしょうか。 
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学事文書課長 

学事文書課の菅原と申します。 

平成 29 年 7 月 11 日の記者会見の概要ですけども、記録にも残っておりますが、「学校法

人であり、適切にきちんと管理しているということであれば、それに対して私の申し上げ

ることはないということであります。」という答弁の記録になっています。 

 

知事 

それと同じ答えでお願いします。 

 

記者 

その時と特に変わりはないということですか。 

 

知事 

そうですね、はい。 

 

記者 

朝日新聞の田中と申します。 

本日の報道でもありましたけども、今度の参院選に向けてですね、知事が大沼氏につい

て「応援したい気持ちがある」といったような発言があったという報道があったと思うの

ですが、大沼瑞穂氏、現職の。 

 

知事 

どこで発言したのでしょうか。 

 

記者 

報道によると、そういった発言を自民党の関係者にしていたといったようなものがあっ

たのですが、今、知事が参院選に向けてですね、芳賀氏を支援したいか、それとも大沼氏

を支援したいか、もしくは共産党を支援したいか、どういうふうにお考えを持っているか

ということをお伺いしたいのですが。 

 

知事 

はい。先週、また先々週と同じお答えで申し訳ないのですけども、まだちょっと考えて

いないということで、変わっておりません。 

 

記者 

ちなみに、その自民党の関係者に大沼氏を支援したい、応援したいといったような発言
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をしたということはあったのでしょうか。 

 

知事 

その自民党の関係者と言われましても、あまりはっきりしないことなので、ちょっとお

答え、なかなかできないと思っております。 

 

記者 

すみません、毎日新聞です。よろしくお願いします。 

今の件だったのですけれども、知事としては、参議院選挙で、統一地方選も終わって、

参議院選挙も本格化して、知事は考えが及んでいないということでまだ今回も変わらぬ立

場だとは思うのですけれども、もちろん誰々がという具体名はあれですけれども、やはり

知事の後援会の一部からもですね、今回、もちろん具体的なその支援のあり方だったりと

か、そういったところはまだ決めていないとは思うのですけれども、やはり今までのつな

がりというところを重視して、やはり自民の現職候補というものを、やっぱり少し気持ち

があるというような話を聞いたという後援会関係者もいるのですけれども、そのような発

言もですね、今回のうちの報道もしかりなのですけれども、そういったやはり、気持ちと

しては、自民現職のほうにあるということは伝えられていると思うのですけれども、そこ

はご自身としては、ご記憶というか、去年だったりとか、どうでしょうか。 

 

知事 

ちょっとなかなか申し上げるのは難しいと思います。私の後援会にはさまざまな立場の

方とかですね、さまざまな考えの方々がいらっしゃいますし、今私がどういうふうに考え

ているかというようなことはなかなか申し上げられないところですね。 

これからどうするのかということにつきましても、ちょっと今はまだ考えていないとい

うことでお願いしたいと思います。 

 

記者 

わかりました。もう 1 点なのですけれども、まだ考えていないと、申し上げる段階でな

いとおっしゃっていましたけれども、今回ですね、ただ、ゆくゆくは推薦、支援というか

ですね、そういったところをやはり、いずれ立場を決めなきゃいけないとお思いなのか、

それともまったく立場を決めないまま行くおつもりなのか、そこのところ、見通しはどう

でしょう。 

 

知事 

そうですね、それも含めてちょっとまだ考えておりません。当分公務に邁進したいと思

っています。 


