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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年７月24日(火) 10:00～10:35 

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：14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) 「私をそこに連れてってー『やまがた景観物語』おすすめビューポイント 

53」スマホスタンプラリー及び写真コンテストの開催について 

(2) ボーダレスアート展2018の開催について 

代表質問 

(1) 猛暑への対策について 

フリー質問 

(1) 山形大学におけるパワハラに対する処分ついて 

(2) 改正健康増進法の成立を受けた県の対応について 

(3) 代表質問に関連して 

(4) 学校給食の異物混入について  

(5) 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会について 

 

 

 

 

 

 

＜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。 

連日猛烈な暑さが続いております。県民の皆様にはくれぐれも、こまめな水分補給、そして

適切にエアコンを使用する、また屋外では帽子を身につけたりして日差しを避けていただくと

いうようなことで、熱中症対策に努めていただきまして、この暑い夏を乗り切っていただきた

いと思います。 

さて、大相撲名古屋場所におきまして、本県白鷹町出身の白鷹山（はくようざん）が、7戦

全勝で幕下優勝されました。誠におめでとうございます。来場所の十両復帰は確実と言われて

おりますので、ますますの御活躍を御期待申し上げます。 

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 28 日から 8 月 26 日まで、山形市の山寺で「山寺宝珠山（ほうじゅさん）ライトアップ・

光のロード」が開催されます。松尾芭蕉が句を詠んだことで有名な山寺でありまして、五大堂

（ごだいどう）と開山堂（かいざんどう）がライトアップされます。幻想的な空間が浮かび上

がり、昼間とはまた違った山寺の美しさが楽しめます。 

山寺はこの度、日本遺産にもなりました。あらためて、その価値に触れながら訪れていただ

ければと思っております。 

また、7 月 28 日には、鶴岡市で「第 35 回水焔（すいえん）の能」が上演されます。500 年

以上にわたって、農民の手で受け継がれてきた国指定重要無形民俗文化財「黒川能」が、櫛引

総合運動公園内の特設水上野外ステージで「かがり火」の中で上演され、見る者を幽玄の世界

へと誘います。 

さらに、7 月 30 日には、米沢市で「第 81 回東北花火大会」が開催されます。 10 連発から

100 連発の打ち上げ花火に加え、スターマインやワイドスターマインのほか、米沢市のシンボ

ルであります吾妻山（あずまやま）を表現した全長 200 メートル、高さ 20 メートルのナイア

ガラが真夏の夜空を彩ります。 

県民の皆様も、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。 

お配りした資料をご覧頂きたいと思います。私をそこに連れてってー『やまがた景観物語』

おすすめビューポイント 53 の、「スマホスタンプラリー」及び「写真コンテスト」の開催につ

いてお知らせします。 

山形県では、県内の美しい景観の中から、家族や友人と一緒に足を運んでいただきたい場所、

53 箇所を「『やまがた景観物語』おすすめビューポイント」として選定しております。 

この度、ビューポイントを県内外に広く発信し、県内観光地の周遊を促進するため、パンフ

レットにありますとおり、 8 月 1 日から「スマートフォンを利用したスタンプラリー」及び

「写真コンテスト」を開催いたします。 
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いずれの企画につきましても、県内「道の駅」の特産品を景品としてご用意してございます

ので、県民の皆さんや観光客の方々など多くの方に、これらの企画をお楽しみいただきながら、

本県の景観のすばらしさを体感していただければと考えております。 

もう 1点はですね、ボーダレスアート展であります。 

山形・新潟・福島の三県合同による障がい者芸術作品展「やまがたでつながるボーダレスア

ート展 2018」を、山形市の文翔館で開催いたします。 

昨年度の三県知事会議、山形、新潟、福島で三県知事会を毎年やっておりますが、その三県

知事会の折に、私が提唱したものでありまして、三県が連携した障がい者芸術の合同作品展が

開催されるのは、今回が初めてであります。 

今年 6月には、障がい者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行されたところであ

ります。2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを契機に、障がい者の個性と能力の発

揮及び社会参加の促進に向けた機運を高めていく必要がございます。  

こういう中で、本県では全国に先駆けて作品展を開催いたします。 8月 1日から 8月 11 日

までの 11 日間、文翔館の展示スペースで行われますので、たくさんの皆様の御来場をお待ち

しております。 

共生社会の実現に向けて、芸術活動に取り組んでいる障がい者の方々の活躍の場が、今後ま

すます広がっていくことを期待しております。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者（共同通信：木下） 

共同通信社の木下と申します。幹事社からとして、2 点お伺いしたいと思います。 

まずですね、冒頭にもお話がありましたけれども、この真夏日、猛暑日というのが続いてお

りまして、県として何らかの熱中症防止のための対策をおこなっているかどうかについて聞か

せていただけますか。 

もう 1点がそれに関連しまして、小中学校へのエアコンの設置状況について、現状がどうで

あるか、あるいは今後どうしていくつもりであるのかということもお聞かせください。 

 

知事 

はい、わかりました。この夏は例年にないような猛暑が続いております。熱中症が多発し、

命に関わる危険な暑さとなっております。 

熱中症対策につきましては、こまめな水分補給やエアコンの使用による適切な温度管理など、

予防対策が大切でありまして、これまでもテレビやラジオ、ツイッターなどを通して県民の皆

様へ注意喚起を呼びかけてまいりました。私も、記者会見などを通して注意喚起について発信

をしてきたところでありますが、熱中症による救急搬送件数が例年よりも多い傾向にございま

す。それで 7 月 13 日に開催した危機管理調整会議におきましても、各部局が所管する施設や
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業界団体に対して注意喚起を徹底するよう指示をしております。また、小さい子どもさんやお

年寄りの方々には特に注意が必要でありますので、 7 月 20 日付けで保育園や幼稚園、高齢者

福祉施設などを所管する部局等を通して「熱中症注意喚起通知」を発出し、さらなる注意喚起

を図ったところです。 

各保健所におきましては、福祉施設や屋外での作業が多い企業に出向いての健康管理教室に

おきまして、熱中症予防対策を促しております。そして、保育園からの電話相談には、熱中症

予防対策だけではなくて、屋外行事の中止検討などの助言を行っております。 

また、県の教育委員会では、県内全ての公立学校に対して、部活動などを含め、気温などの

環境条件を十分に踏まえた上での活動の実施や、決して無理をしないで活動中止を判断するな

ど的確に対応するよう求めております。それとともに児童・生徒に対しましても、“気温が高

い日は小まめに水を飲むこと”、“少しでも気分が悪くなったら保護者や先生などに申し出るこ

と”などを徹底して指導するよう書面で通知をしたところであります。 

既に夏休みに入っている学校もありますので、児童・生徒に対しましては、改めて保護者な

どを通じて注意喚起するよう促してまいります。 

エアコンの設置状況につきましては、文部科学省がまとめた、全国公立学校施設の空調、冷

房ですね、設備設置状況調査の結果によりますと、平成 29 年 4 月 1 日時点で、山形県内の小

中学校の全教室 8,185 室のうち、エアコンを設置している教室は 1,653 室であります。設置率

は 20.2%となってございます。 

 小中学校の施設や設備の整備は、設置者であります市町村で行うこととなりますが、小中学

校でエアコンを整備する際には国庫補助金が活用できますので、県教育委員会には市町村が計

画している空調設備事業の国庫補助採択に向けて、政府等への働きかけを行い、市町村を支援

していくようお願いしたいと思っております。 

今後とも様々な手段により熱中症予防について注意喚起を行ってまいりますが、県民の皆さ

まには、引き続きこまめな水分補給、十分な休憩を取るといったことをしていただきまして、

熱中症予防に努めて下さるようお願いしたいと思っています。 

 

☆ フリー質問 

記者 

河北新報の菊地と申します。よろしくお願いいたします。 

昨日、山大のｘEV 飯豊研究センターの 50 代のセンター長が、パワーハラスメント問題で 1

日分の給与半減という懲戒処分が下されました。県としても関連性のある施設かと思われます

が、この処分に関しては、かなり軽いと言うか、今までの処分の中では最も軽い処分だという

ふうなことで、関係する方の間からは非常に承服しかねるというような声も上がっているわけ

ですけれども、そういった処分に関して、知事としてはどのように受け止めていらっしゃった

か、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 
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知事 

 はい。報道で承知しておりますけれども、山形大学の小山学長がですね、そのように判断さ

れたということでありますので、様々なことを総合的に勘案してそのように判断されたという

ことでありますので、私としましてはそれについてというようなコメントは、差し控えさせて

いただきたいと思います。大学の判断というものを、なんと言いましょうか、ちょっと言葉に

窮するのですけれども、やはり尊重せねばならない立場かなというふうに思っております。 

 

記者 

常識的に見て、軽いであったり重いであったりという個々の受止め方があると思いますが、

知事としては率直にどういうふうに受け止められたかというところはいかがでしょうか。 

 

知事 

私の受止めということでありますと、大学の中でのことでありますので、しかも地元の大学

の中ということなので、ちょっとコメントは差し控えさせていただきたいと思っております。  

でも、ただしですね、そのこと自体にはコメントを差し控えさせていただきますけれども、

やはり大学の中でそういったことが起こらないように、しっかりと今後の対策といったことは

しっかりお願いしたいなというふうに思っております。 

 

記者 

朝日新聞の星乃です。よろしくお願いします。先頃、受動喫煙の防止法が成立しました。以

前、県もですね、条例化を検討していたというふうに承っておりますけれども、あらためまし

て、知事として条例化への意向というのがもしありましたらお尋ねしたいのですが。 

 

知事 

はい、わかりました。今月 18 日に受動喫煙防止対策の強化を図る「改正健康増進法」が可

決・成立しました。初めて罰則が設けられるなど、東京オリンピック・パラリンピックを 2

年後に控え、「タバコのないオリンピック」に向けて、政府も受動喫煙防止対策に一歩踏み出

したものと捉えております。 

一方、議決に当たりましては、飲食店に対し受動喫煙防止対策措置に関する実態調査を行う

ことや、学校などの敷地内完全禁煙の可能性について検討を求める附帯決議がなされておりま

して、引き続き政府の動向を注視してまいりたいと考えております。 

山形県では、健康長寿日本一の実現に向けまして、平成 27 年 2 月に、全国初となる「やま

がた受動喫煙防止宣言」を制定しました。その対策に取り組んできたわけであります。取組み

の推進や評価を行うやまがた受動喫煙防止宣言実行委員会からは、目標は一定程度達成された

と評価をいただくなど、宣言に基づいた取組みを通して、県民の皆さんの受動喫煙に関する理

解が深まり、一定程度の成果や意識の醸成が進んできたものと考えております。 



 6

その一方で、実行委員会からはですね、子どもの受動喫煙防止を図るための取組みを強化す

べきということと、飲食店や職場などではさらなる取組みが必要であるとのご意見もいただき

ました。県としましては、実行委員会からのご意見を踏まえますとともに、次の段階の新たな

受動喫煙防止対策について検討を進めるため、新たに受動喫煙防止対策の推進委員会を設置し

まして、子どもや妊産婦等の受動喫煙の防止、並びに飲食店および職場における対策に重点的

に取り組んでまいり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。具体的な成文としての条例にするおつもりはありますか。 

 

知事 

はい。それも視野に入れたいというふうに思っております。 

 

記者 

 成文化するご意向はあるということですね。 

 

知事 

そうですね。それも視野に入れて取り組んでいければというふうに思っております。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

テレビユー山形の結城と申します。よろしくお願いいたします。先ほど代表質問にありまし

た、エアコンの設置状況について、加えてお伺いしたいのですが、山形県内の小中学校のエア

コンの設置率が20.2％というふうな数字がありました。 

最も進んでいるのがおそらく東京だと思うのですが、東京だとおそらく99％を超える位の設

置率が確かあったと思うのですが、山形がそもそも全国で現在何位なのかという順位ですね、

設置率の順位をお伺いしたいのと、あと20.2％という設置率ということですが、どのような教

室にそもそも設置されていて、例えば学校が新しい、古いとかですね、いろいろな状況がある

と思うのですが、進んでいる、設置されている場所というのは、そもそもどういった校舎に設

置されていて、どういった校舎が設置が遅れているのか、もし把握されているのであれば教え

ていただきたいのですが。 

 

知事 

はい。記者さんのご質問は小中学校に限ってですね。 
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記者 

小中学校です。 

 

知事 

はい。私の手元にはですね、東北6県の小中学校におけるエアコン設置状況というのがござ

いまして、そこを見ますとですね、全国の平均は41.7％だそうでありますが、山形県は、20.2％

であります。東北6県の中では、福島県が54.4％と突出して多いのですけれども、山形県が

20.2％で、第2位でございます。あとの4県はですね、一桁台というところでございます。 

全国の順位というところでは、担当のほうではどうでしょうか。 

 

教育次長 

教育委員会の大沼です。すいませんが、全国の順位は後ほどお知らせしたいと思います。 

 

知事 

はい。あと、では、設置状況の校舎が古いところとか、新しいところとか、そういうことで

はわかりますか。 

 

教育次長 

その点については、各市町村でいろいろ校舎の立地状況等を勘案して進めているところでご

ざいますので、こちらのほうでは、今、お答えはちょっと持ち合わせてございません。申し訳

ありません。 

 

知事 

はい。そういうことであります。ただ、小中学校でなくて、県立学校ですとエアコン整備に

ついては今申し上げることができます。 

教育委員会から聞いているのですが、特別支援学校につきましては、体温調節機能が弱い児

童生徒がおりますので、そういったことを考慮しまして、順次、エアコン整備を進めていると

いうことであります。 

それから、高校につきましては、校舎改築や熱源改修の機会を捉えて整備を進めていく考え

だということを聞いております。 

市町村のことについては、もうちょっと把握してまいりたいと思います。 

 

記者 

ありがとうございました。 
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記者 

さくらんぼテレビの渡邊です。お世話になっています。 

学校給食の異物混入問題についてお伺いしたいのですけれども、この4月以降ですね、寒河

江とか大江、中山、山形市などで、7件くらい、学校給食への異物混入がありました。 

まず、それについて知事はどのように捉えられているのかというご所感と、今後、これだけ

自治体がまたがって、また業者も違うという中で、県がある程度統括的に問題の把握と分析、

そして再発防止に向けた取組みというのが必要になるとは思うのですが、その辺どのようにお

考えなのかお伺いしたいと思います。 

 

知事 

はい。そうですね、やはり学校というところは安全が、やはり大事なところかなと思ってお

ります。そこで食べる給食につきましても、やはりしっかりと安全が担保されるべきだろうと

思っておりますので、やはり異物混入といったことは、あってはならないことだと思っており

ます。 

児童生徒の身体に直接的な影響を与えることでもありますし、しっかりと調査をして、そう

いったことが起こらないようにしていかなければと思っております。この件について、教育委

員会からちょっと一言。 

 

教育次長 

はい。教育委員会の大沼です。異物混入について、いろいろなものがございますけれども、

検査機関等に検査を依頼して、その原因究明に、市町村のほうの業務になりますけれども、努

めていただいているということと、全体として学校給食会という団体が材料の納入などに関わ

っておりますので、そこと連携してですね、再発防止に努めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 

記者 

じゃあ、再発防止策なのですが、具体的に、会議という形になるのか、それとも、学校給食

会と県とのやりとりになるのか、どういった形として考えているのでしょうか。 

 

教育次長 

市町村の教育委員会を集めてですね、そういった課題について検討して再発防止を構築して

いきたいというふうに考えております。 

 

記者 

それは、いつ、どういう形でというのは、今、イメージはあるのでしょうか。 

いつ頃になりそうなのか。集めると。 
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教育次長 

具体的な日程については、まだ決めておりません。 

 

知事 

よろしいですか。 

 

記者 

NHKの池川です。2点ございまして、全く違う話題なので、まず1点目からです。 

幹事社質問にもあったのですが、猛暑の関係なのですが、農林水産業への影響という点では、

知事としてどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。 

 

知事 

そうですね。本当に山形県としては、日照り続きと言いますか、畑とか大変乾いているとい

うような現場の声もお聞きをしております。また、ブランド米である「つや姫」、それから、

全国デビューする「雪若丸」もですね、この猛暑をしっかり乗り切ってほしいなという思いで

いっぱいであります。 

やはり、今のところ、これまで順調に発育が進んでいると聞いているのですけれども、これ

だけの暑さがいつまで続くのか、そして、その中でもこまめにいろいろ生産者の皆さんが対策

を立ててくださっていると聞いてはいるのですけれども、かなり水が少なくなってきているよ

うな状況にありますので、ちょっと心配をしております。 

 

記者 

具体的な被害等々ですね、たとえば米なり、果樹、野菜等に悪影響が出ているという報告は

上がってきていますか。 

 

知事 

私のところまで具体的には、まだ上がってきておりませんが、農林水産部のほうに聞いてみ

ましょうか。何か具体的な被害は出ておりますでしょうか。 

 

農林水産部次長 

農林水産部の高橋でございます。高温少雨による農林水産物への影響ですけれども、水稲に

ついては、高温の影響を受けやすい出穂期前でありますので、現在のところ、特に影響はない

という状況であります。果樹につきましては、ぶどうやりんごなどで日焼けなどが発生してお

りまして、今後摘果などで対応していかなければならないのかなというふうに考えております。

野菜については特に影響ありません。農業用水ですが、置賜地方中心に農業用ダムの貯水率が

低くなっておりまして、これは毎年行っている取水制限で対応しており、現在の段階では特に
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農業用水に大きな支障はないということであります。家畜につきましては、乳牛や豚などを中

心に近年で被害の大きかった平成27年をやや下回る程度で、家畜の死亡による被害が生じてお

ります。水産については、一部河川で渇水によるアユ釣りへの影響が見られているという状況

であります。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 

 

記者 

もう1点、話題は変わるのですけれども、今日で、東京オリンピックまでちょうど2年という

日付になるのですけれども、まず知事として、この2年というところの受け止めをお伺いした

いのと、県として、ホストタウン等、各市町村で進んでいるところもあると思うのですが、ど

ういう取組みを残る2年でやっていくのか、この2点お願いします。 

 

知事 

はい。我が国の国民みんなが大変楽しみにしている東京オリンピック・パラリンピックであ

りまして、あと2年ということは、もう本当に目の前になってきたのかなという思いでありま

す。 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会という大舞台で本県ゆかりの選手が活躍するこ

とは、県民の皆様に元気や希望を与えてくれるというふうに考えております。このため、この

東京オリンピック・パラリンピック競技大会において、本県ゆかりの選手が数多く出場して、

メダルを獲得できるよう県としても支援を行ってまいります。また、オリンピック・パラリン

ピックは、世界各国から多くの方々が日本を訪れます。この好機を逃すことなく、本県の自然

や文化、食などの多彩な魅力を発信して、本県の誘客につなげてまいりたいと考えております。 

ホストタウンについてでありますけれども、取組みがですね、県内でも数多く、全国レベル

でみても大変多いほうの水準だと思っておりますけれども、積極的に取り組んで、またとない

チャンスだと思いますので、選手と国際交流をしていただいて、できれば子どもたちもちょっ

と交流などをさせていただきながら、やはり視野を広げたり、また、人とのつながりといった

ものを育てていって人間の形成というのでしょうか、子どもたちの人間形成、また山形県民の

皆さんの視野の広がり、そして、何と言うのでしょうかね、そういった方々と交流することで、

観光交流にもつなげてもらいたいと思っておりますけれども、人間的な交流ということで、ま

さにそれは平和につながっていくことだと思っておりますので、大いに楽しみながら、思いや

りながら、その選手の皆さんが思いっきり力を発揮していただけるように、心・気を配りなが

らですね、交流をしていただければと思います。 
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記者 

最初に、「もう2年」というお話もありましたけれども、準備状況としては順調だと受け止め

ていらっしゃいますか。 

 

知事 

そうですね。どうなのでしょうか。ただ、特に遅れているというようなことも聞こえており

ませんけれども、でも結構忙しそうだなという思いで見ているところでございます。 

 

記者 

毎日新聞の松尾と申します。 

先ほどの質問と重なるところがあるのですが、小中学校のエアコン設置率で山形県が20.2％。

全国平均の41.7％で、全国平均をかなり下回っているとは思うのですけれども、この20.2とい

う数字に対する知事の受止めと所感を伺えればと思うのですけれども。 

 

知事 

そうですね、日本列島は長いですので、やはり西日本のほうが、今回、豪雨災害もございま

したけれども、やはり高温という傾向が見られると思います。 

ですが、東日本も今年は大変暑いということで、特に山形は最高気温の何十年か、40.8℃を

キープしていたところでありますけれども、その後抜かれましたけれどもね。昨日はまた、過

去最高を更新ということで41.1℃まで上がりましたけれども、山形もぐーっと上がる時があり

ますので、やっぱりしっかりとエアコン設置ということも取組んでいくべきなのかなというふ

うに思っております。 

多いか少ないかと。ですから、全国平均、全国というと、北から南まででありますので、山

形も北日本でありますから、朝晩が涼しくなるというようなことがあるわけですが、ただ、日

中勉強できなくなるほど暑いということであれば、それはやっぱり支障があると思いますので、

現場をしっかり見ながらですね、設置する方向で着々と進めていくのがよろしいのではないか

なと思います。 

なにか本当に、気温が上がっているのではないかと思っております。右肩上がりということ

ではないのですけれども、やはり、暑さに耐えろ耐えろと言うばかりではなくてですね、適切

にエアコンで温度管理できるという環境は、やっぱり大事かなというふうに思っております。 

 

 

 


