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知事記者会見の概要 

 

日 時：令和元年11月26日(火) 10:00～10:21 

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) 台風第19号により被害を受けた県内中小企業者への支援について 

(2) 「冬の省エネ県民運動」及び県機関の「冬のエコオフィス運動」の 

実施について 

代表質問 

(1) 公立病院の再編・統合について 

フリー質問 

(1) 教職員の懲戒処分について 

(2) 県が発注する警察官用制服類の独占禁止法違反（談合）疑い事案について 

(3) 知事の政治資金パーティーについて 

(4) 総理大臣主催「桜を見る会」に関する知事の所感について 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：毎日・産経・YBC＞ 
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☆報告事項 

知事 

皆さん、おはようございます。今朝はめっきり冷え込みました。一日の寒暖の差が大き

かったりしますので、県民の皆さまには、くれぐれもご自愛いただきたいと思います。 

それでは、さっそくですが、恒例となりました、イベントや祭りのご紹介です。 

12 月 1 日から 3 月 31 日まで、「『山形日和。』冬の観光キャンペーン」を実施いたします。

「やまがた雪フェスティバル」や「蔵王樹氷まつり」をはじめ、雪祭りや雪灯りのイベン

トなどのほか、冬こそ行きたい「名湯秘湯」、「米沢牛」、「庄内北前ガニ」、これ実物大でご

ざいます。（補足：「庄内北前ガニ」のぬいぐるみを手に持って紹介。）ぜひ庄内で召し上が

ってください。 

それから、日本酒・ワインといった「美食美酒」など、山形ならではの冬の魅力を PR し

てまいります。 

いよいよスキーシーズンが近づいてまいりました。 

12 月 3 日に、米沢市の「天元台高原」では、ロープウェイの再開とともにスキー場のオ

ープンを予定しております。12 月 7 日には、山形市の「蔵王温泉スキー場」や、鶴岡市の

「湯殿山スキー場」がオープン予定となっております。その後も順次各地のスキー場がオ

ープンを予定しております。 

また、10 月から開催されている「新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーン」

は 12 月までとなります。庄内の地酒を楽しめる「地酒で乾杯キャンペーン」や「『おいし

い食の都庄内』西洋料理キャンペーン」など、「日本海ガストロノミー」いわゆる「美食旅」

を堪能できる特別企画が行われております。 

県民の皆さまも、ぜひお出かけいただければと思います。 

 

では、私から発表が 2 点ございます。まず 1 点目であります。 

今年の台風第 19 号により、県内の中小企業者でも浸水や屋根の破損などの被害が発生し

ております。それで、今回、円滑な復旧を進めるため、お配りしている資料のとおり、融

資制度と補助制度の支援を講じることといたしました。 

融資制度としましては、商工業振興資金による「経営安定資金第 4 号」について、台風

第 19 号を、「知事が指定する災害」に指定し、避難指示や避難勧告があった市町など、合

計 21 市町の中小企業者を対象に支援いたします。 

補助制度としましては、本県は、今回、災害救助法等の適用がなく、政府が発表した台

風第 19 号の対策パッケージの対象エリアに含まれておりません。それで、既に交付を受け

ている国庫補助金、地方版小規模事業者持続化補助金というのがあるのですが、その活用

について経済産業省と相談しまして、「中小企業スーパートータルサポ補助金」に「台風第

19 号被災事業者支援事業」のメニューを新設して、台風第 19 号が本県を通過した 10 月 12

日まで遡って補助対象とすることといたしました。 
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被害を受けた事業者の皆様には、今回の補助事業を活用していただき、一日も早く事業

を回復されますことを願っております。 

 

2 点目です。「冬の省エネ県民運動」と県機関の「冬のエコオフィス運動」の実施につい

てお知らせいたします。 

これから冬本番を迎え、暖房の使用などでエネルギー消費量が大きくなりますので、12

月から 3 月までの 4 か月間、「冬の省エネ県民運動」を実施いたします。 

ただし、健康に留意する必要のある方々や、病院、福祉施設などの県民生活の安全に直

結する部門は対象外といたします。生産活動を行う事業者につきましても、事業に支障の

ない範囲での取組みをお願いいたします。 

今年度は新たに、一斉定時帰りを奨励している「やまがたイクボス同盟」冬の統一行動

とも連携して 12 月に「ライトダウンキャンペーン」を実施し、各企業・団体に対して、一

斉消灯を呼びかけてまいります。 

また、県の機関としましては、「冬のエコオフィス運動」を実施し、週末や年末年始の閉

庁日に、パソコンなどのプラグを抜いて待機電力を削減する「プラグオフ FRIDAY（フラ

イデー）」や、階段利用の励行などにより、率先して省エネに取り組んでまいります。 

県民の皆様には、健康に十分ご留意をいただきながら、この冬の運動にご理解・ご協力

くださいますようお願いいたします。 

私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

幹事社の産経新聞と申します。私も冬の省エネ運動に参加したいと思いました。ありが

とうございます。 

質問ですけれども、10 月の定例記者会見でもありました、厚生省から出された公立病院

の再編・統合について、改めて質問させてください。 

その厚生省の案ではですね、7 つの公立病院が対象となっていました。それで、先の会見

で、知事は「統合・再編ありきではなくて地元の意見を聞いていきたい」というふうな方

針を示されました。それで約 1 か月が経過したのですけれども、その後、県庁でも調査を

されるとか、いろいろおっしゃっていましたが、その経過と現状みたいなものが、ちょっ

とわかれば教えていただきたいのですが。 

 

知事 

はい。9 月末の公立病院等の再編・統合の要請対象病院の公表以降、県では、今回公表さ

れた病院、地元の市町、そして地区医師会などを訪問して、公表趣旨などについて説明す

るとともに、地域としての考え方などご意見をお聴きしてきたところであります。さらに
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は、今回再編・統合の対象とされなかった病院、市町などに対しても、機会を捉えて同様

にご意見をお伺いしているところです。 

また、10 月 25 日には、県内 4 ブロックに設けている「地域医療構想調整会議」の全県

版の会議であります「山形県保健医療推進協議会病床機能調整推進部会」というのを開催

しまして、最新の厚生労働省の動きについて報告をしたところであります。 

今月からは、4 ブロックごとに地域医療構想調整会議などを開催して、今後の各地域にお

ける医療のあり方についての協議を開始したところでございますが、まずはこれらの地域

の議論を見守ってまいりたいと考えております。 

また、厚生労働省が公表した再編・統合の要請対象病院の選定基準などについて、より

詳細な情報を提供いただきたい旨を、東北ブロックでの厚生労働省の説明会などにおいて

要望しておりますが、まだ提供いただいていない状況であります。 

今後は、この度の公表を契機として、地域にとってどのような医療提供体制が望ましい

のか、地域医療構想調整会議の場などを活用してご議論いただきたいというふうに考えて

おります。 

 

記者 

 ありがとうございます。ということはまだ県内の、県としての方針等はまだ決まってい

ないということですか。 

 

知事 

そうですね。地域のまずお考えをお聞きしたいというふうに思っております。 

 

記者 

いつ頃まで決められるのでしょう。 

 

知事 

目途ですか。担当に聞いてみたいと思います。 

 

健康福祉部次長 

健康福祉部次長の泉でございます。地域医療構想調整会議につきましては、4 ブロックで

それぞれ開催を調整しておりますが、最上ブロックにつきましては先日行われたところで

ございますけども、残りの 3 ブロックにつきましても順次開催する方向で調整をいたして

おります。現時点で 4 ブロックそれぞれ全部終わりますのは、年が明けてからくらいにな

ろうかという感じで進んでおります。 
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記者 

4 つのブロック全部調整会議を経て、県全体として何か方向性を決めるということなので

すか。 

 

知事 

はい。そうですね、やはり 4 ブロックの全部お聞きをして、それからどういう手順にな

りますか。 

 

健康福祉部次長 

まずは地域の議論をお聞きしてからというふうなことでございますので、なお、再編統

合しなければ、3 月中にというふうなお話も厚生労働省のほうで一方ではあるようですので、

そこら辺も見ながら県としてどうしていくかというふうなところも議論していくような形

でございます。 

 

記者 

年度内に大体その方針は決まるという理解でよろしいでしょうか。 

 

知事 

決まるかどうかちょっとまだわからないのですけども、あまりにタイトな感じがいたし

ますので、年度内で決められるかどうか、どうですかね。 

 

健康福祉部次長 

はい。結論ありきで議論を進めているわけではございませんので、現時点では年度内に

結論が出るとか、そういうところは申し上げられない状態でございます。 

 

記者 

はい、わかりました。ありがとうございました。 

 

☆フリー質問 

記者 

YBC の奥山と申します。おはようございます。 

先日、村山地方の高校教諭が盗撮で処分されました。それに関する知事の所感をお伺い

したいのですが、よろしくお願いします。 

 

知事 

はい。今回の事案は、当然、教育公務員としてあってはならない事案であります。まし



6 

 

てやこの度の事案は、学校内で授業中に行われたということでありまして、教員として、

決してあってはならない行為で、誠に遺憾であります。 

教育委員会では、こうした事案に対し、厳正に処分していくことはもちろん、再発防止

にしっかりと取り組んでいただきたいと考えております。 

 

記者 

具体的な再発防止策というのは、何か出てきているものはありますでしょうか。 

 

知事 

具体的ですか。今、教育委員会のほうで検討しているかと思いますけども、具体的な防

止策というのは。 

 

教育次長 

教育次長の大場と申します。これまでもいろいろ通知とかしておりますけど、法令遵守

委員会における意見とかですね、お聞きしながら対応してきたところですけども、今回の

ような事案が発生しましたので、当事者意識の徹底というふうなところ、あと周りの気づ

きというようなところも含めて、これからまたいろいろな方々にご意見等お聞きしながら、

12 月中などを目途としながら具体的な対応策というものを検討し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。 

 

記者 

さくらんぼテレビの渡邊です。 

先日、大沼がですね、県が発注する一般競争入札、県警の制服の件だったのですけども、

談合しているということが報じられまして、公取委（補足：公正取引委員会）のほうで調

査中なのですが、県が発注するものに関して、この談合、大沼も認めているという点が報

じられていますが、知事の所感をお伺いしたいと思います。 

 

知事 

はい。県が発注する物件の入札において談合が行われていたとすれば、誠に遺憾であり

ます。 

 入札談合は、公正かつ自由な競争を通して、受注者や受注価格を決定する入札制度を否

定するものであります。特に国や地方の公共団体の場合には、予算の適正な執行を阻害す

る状況がありますし、納税者である県民の皆様の利益を損ねるということになるわけであ
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ります。 

県としましては、まずは公正取引委員会の調査を注視してまいりたいと考えております。 

 

記者 

 今、経営再建中ということで、県民の支援も得ながらという中でのことだったと思うの

ですが、それに関して知事の率直なご意見はいかがでしょうか。 

 

知事 

 そうですね、再建途中ということもありですね、そういったことに対してみんなででき

るだけ応援したいという気持ちもちろんあるのですけれども、やはり違反行為というのは

よろしくないなというふうに思っています。 

 

記者 

 毎日新聞の的野と申します。パーティー券の問題で、12 月 8 日にパーティーがあると思

うのですけれども、後援会とどのように相談されているか現状をお伺いできますか。 

 

知事 

 現状というと。 

 

記者 

12 月 8 日に向けて、後援会とはどのようなやりとりをされているかとか、もしあれば。 

 

知事 

はい。先日の記者会見におきまして、記者の皆さんからもいろいろとお話がございまし

た。私はその時、何ができるか後援会と相談をしていきたいと申し上げたところです。現

在、後援会と相談しているところでありますので、具体的に現時点で申し上げられること

はないのですけれども、相談中ということであります。 

 

記者 

 話はされている。 

 

知事 

 そうです。はい。 

 

記者 

まだ具体的なものは、決まっていないと。 
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知事 

 そうなんです。はい。 

 

記者 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 

 

記者 

 ちょっと違うんですけれども、国のほうで総理が主催している花見の会（補足：「桜を見

る会」）というのがいろいろ問題になっていますけれども、識者によればですね、憲法 14

条の、いわゆる公正さというか、つまり後援会の人をですね、個人的に招いているという

ことで問題になっているわけですね。それは識者でもいろんな人がいるのですけども、公

正さが問題あるわけですよ、それを否定しているので問題だという方もいらっしゃるので

すけれども、いわゆる功労のあった方、1 年間に 1 回、花見の会で招くという主旨でやって

いるわけなのですけれども、それに対していわゆる後援会の方たちを招いていること自体

についての、知事の所感なりお考えなどお尋ねしたいのですが。 

 

知事 

そうですね、今かなり話題になっていたり、また国会でもこれから取り上げられるかと

思っておりますけれども、まだ、どこまでどうなったのかというのがちょっと分かりませ

んので、やはり功労のあった方々ということであればやはり国民も納得すると思いますが、

やっぱりそうでない方々まで招くということに対しては、どうなのかなと思いますけれど

も、ただ招待の枠組みといいますか決まりがあんまり、あいまいであったというようなこ

とも報道でちょっと聞いておりますので、しっかりと今後に向けてですね、国民が納得で

きるような形にしていただいたほうがいいのではないかというふうに思っております。 

 

記者 

山形県だったら山形県の中で知事が招待して、こういう花見の会はないですけれども。 

 

知事 

ないですね。 

 

記者 

ないですけれども、同じようなパーティーをした場合にですね、同じような主旨である

とすれば、功労のあった方を招くことになると思うのですが、その際にやはり憲法のこと

は言うまでもなく、憲法を理由とは言わないでも、やはり公正さを大事にするというお考
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えですか。 

 

知事 

もちろん公正さは大事にしたいと思いますし、県ではそういう花見の会はございません

ので、そういったものはございません。大体こういう方を表彰するとかいうのは決まって

おりますので、県民の皆さんのご理解が得られないようなことはですね、信頼と言います

か。そういうことは、会がないので、ちょっと仮定のことにはちょっと、答えられないか

なと思います。 

 

記者 

ご理解が得られないことはしないということですね。 

 

知事 

そうですね。そういうことは県はしてきていないのではないかと思っております。 

 

記者 

はい、わかりました。ありがとうございました。 

 


