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平成 29 年 10 月 17 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。 

 はじめに、悲しいお知らせであります。 

昨日 10 月 16 日、本県の発展に多大なるご尽力を賜りました岸宏一元参議院議員がお亡

くなりになられました。本当に残念でなりません。先生は金山町長時代に、百年先を見据

えて街並み景観条例というものをつくられました。大所高所から大きな広い視点で物事を

見ておられた方だと思います。そして、山形県のことを深く考えてくださいました。東北

中央道や日沿道等の高速道路の整備等、岸先生のお力添えがあったればこそ、現在のよう

に着実に整備が進んでいるというふうに思います。また、大変おおらかなお人柄でありま

した。面倒見も良くて、たくさんの方々から慕われていたお方でありました。私も慈愛あ

ふれる眼差しで見守っていただいたというふうに、心から感謝しております。本当に残念

でなりません。 

 岸先生の偉業遺徳を心から称えますとともに、安らかなる御冥福をお祈りいたします。 

 それから、先週 12 日木曜日に、東京都銀座の三越で、「つや姫」と「雪若丸」のトップ

セールスを行ってまいりました。 

 多くのお客様から、「いつもつや姫食べていますよ」といったお声を頂戴して、デビュー

8 年目を迎える「つや姫」がトップブランド米として育ってきているのだなと改めて実感し

たところであります。 

 「つや姫」の弟君として、来年本格デビューする「雪若丸」につきましては、9 月 30 日

の先行販売開始以降、県内外の多くのお客様にお買い求めいただいております。県内の販

売店では、瞬く間に売り切れてしまう状況が続いておりますし、県外の販売店におきまし

ても、販売好調で予約されているお客様もいらっしゃるというふうにお聞きをしておりま

す。また、都内有数のお米店の社長さんから「雪若丸が大好評で、試食いただくと迷わず

購入いただけます。それだけ実力のあるお米なのだと感動しています。」というコメントを

いただいておりまして、大変心強く感じているところです。 

 今週 20 日には、名古屋、大阪の百貨店でトップセールスを行ってまいります。「つや姫」

「雪若丸」のブランド化に向けて、全国の皆様に PR してまいりますので、県民の皆様から

も応援宜しくお願いいたします。 

 次に、サルモネラ症です。 

 庄内地域におきまして、相次いで確認されているサルモネラ症患者につきましては、9 月

21 日に鶴岡市内の医療機関から患者発生の報告を受けてから、これまで、鶴岡市を中心に

37 名を数えております。患者の容体につきましては、入院中の 3 名が昨日までに退院しま

して、回復した方が計 36 名となりました。また、お亡くなりになられた方が 1 名おられま
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す。ご冥福をお祈りいたします。 

 庄内保健所では、国立感染症研究所と連携しながら、患者や御家族の聞き取りや検査等

を行うとともに、調査地域を庄内全域に広げて、原因究明のため調査を継続中であります。 

 県民の皆様には、各御家庭でも、食中毒予防のために「洗浄・手洗い」、「低温管理」、「し

っかり加熱」を徹底していただきますようお願いいたします。 

 それでは、恒例となりました、祭りやイベントのご紹介であります。 

 はじめに、秋を代表する花の一つ「菊」にちなんだ祭りをご紹介します。 

 南陽市では、11 月 12 日まで「第 105 回南陽菊まつり」が開催されております。NHK 大

河ドラマ「おんな城主 直虎」をテーマにした菊人形展や日本最大級の菊花（きっか）展、

菊の総合花壇などが見どころとなっております。 

 また、10 月 20 日から 11 月 6 日まで、天童市で「第 40 回天童菊花展」が、10 月 25 日

から 11 月 8 日まで西川町で「第 82 回西川菊まつり」が開催されます。 

 また、10 月 22 日には、遊佐町で「鮭のつかみどり大会」が、鮭川村で「まるごと さけ

がわ鮭まつり」が開催されます。いずれも、泳ぐ鮭を捕まえるダイナミックな体験イベン

トで、鮭汁（さけじる）や焼き鮭などのおいしい鮭料理も楽しめます。鮭川村は、川の中

を鮭が上ってくる光景が見られます。北海道に行かなくても山形県内で見られますのでお

すすめであります。 

さらに、県内は紅葉が見頃の季節を迎えます。県でも、山形観光情報ポータルサイト「や

まがたへの旅」に“紅葉の見頃情報”を掲載しておりますので御覧になってください。 

県民の皆様にも、ぜひ足をお運びいただき、山形の秋の魅力をお楽しみいただきたいと

思います。 

 

では私から発表が 4 点ございます。 

まず 1 点目です。 

このたび、「山形県特別功労賞」としまして、慶応義塾大学先端生命科学研究所所長の冨

田勝（とみたまさる）氏を表彰することになりましたので、お知らせします。 

この賞は、特定の分野における顕著な功績にとどまらず、幅広い分野で県勢全般の発展

に多大な功労がある方について、それらの功績を包括的に表彰する賞として、平成 16 年度

に創設されました。冨田氏は、3 人目の受賞者でございます。 

冨田氏は、お配りしている資料にありますけれども、ご専門の生命科学の学術分野や、

産業振興、人材育成、地域振興など、幅広い分野にわたって多大な功績がございますので、

この賞を贈り、その功績をたたえることとしたものであります。 

贈呈式は、11 月 3 日に、文翔館におきまして、齋藤茂吉文化賞及び山形県産業賞等の贈

呈式と合同で開催する予定です。 

このたびの表彰に至る経緯について申し上げます。 

冨田氏につきましては、はじめに、今年度の齋藤茂吉文化賞の学術分野における候補者
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として推薦があり、同賞の選考委員会において審議がなされました。 

選考委員会では、ご専門の生命科学の学術分野で、受賞者と同様、大変顕著な功績が認

められたところでありますけれども、学術の分野以外でも、産業振興や人財育成、地域振

興など、本当に幅広い分野にわたって、県勢発展に資する顕著な功績が認められたところ

であります。 

このため、選考委員会では、齋藤茂吉文化賞での表彰によらずに、そうした幅広い功績

を包括的に捉えて、別途、県から表彰されるべきとの結論に至ったところであります。 

このたびの表彰は、こうした齋藤茂吉文化賞の選考委員会の審議を踏まえたうえで、冨

田氏の幅広い功績に鑑み、山形県特別功労賞をお贈りすることとしたものでございます。 

2 点目でありますが、チャーター便です。 

台湾から山形空港へのチャーター便が、10 月 21 日から 24 日まで及び 11 月 6 日から 9

日まで、合計 12 便が運航されることになりましたのでお知らせします。 

このたびのチャーター便は、中華航空が台湾桃園（とうえん）国際空港と山形空港間で

運航し、4 泊 5 日の日程で東北各地の紅葉や温泉地を巡るツアーになります。 

このチャーター便で本県を訪れるお客様は蔵王ロープウェイや最上川舟下りなどで紅葉

を楽しむほか、蔵王温泉や天童温泉、山寺等の観光名所を巡る予定でございます。 

チャーター便到着時には、官民の県内観光関係者が参加して、歓迎行事として横断幕を

掲示し、さくらんぼミルクケーキなどの記念品を贈呈いたします。 

今回チャーター便が運航される山形空港につきましては、今後ビル改修による機能強化

を行うこととしております。県としましては、庄内空港も合わせ、国際チャーター便の誘

致拡大に向け、一層取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

3 点目であります。 

「霞城セントラル 24 階展望ロビーへの山形駅西口拠点施設（仮称）建設状況案内表示板

の設置」について、お知らせいたします。 

山形駅西口拠点施設（仮称）の建設工事につきましては、着工から半年が過ぎ、順調に

進んでいるところです。 

そこで、工事進捗状況を多くの皆様にご紹介するため、工事現場が眼下に一望できる霞

城セントラル 24 階展望ロビー南側に、本日、案内表示板を設置することといたしました。 

今後は工事の進捗状況に応じて案内表示を更新していくほか、ホームページにも工事現

場の写真を掲載してまいります。 

多くの皆様が完成を心待ちにされておりますが、完成までの経過もご覧になって楽しみ

にしていただきたいというふうに思っております。 

4 点目であります。 

本県における平成 29 年度の新規就農者動向調査の結果をとりまとめましたので、お知ら

せするものです。お手元に資料を配布しておりますので、ご覧ください。 

この調査は、前年の 6 月から翌年の 5 月までの 1 年間の新規就農者数を把握するために
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毎年実施しているものであります。平成 28 年 6月から平成 29 年 5 月までの新規就農者は、 

309 人となりました。昨年度の 300 人を 9 人上回っておりまして、調査を開始した昭和 60

年度以降で最多となりました。また、平成 22 年度調査から 8 年連続で 200 人を超えており

ます。 

さらに、平成 25 年 3 月に策定し、平成 28 年を目標年とした「新農林水産業元気再生戦

略」に掲げておりました、年間の新規就農者数 300 人の目標を達成することができました。 

特徴としましては、非農家出身の新規参入就農者が 175 人となり前年より 44 人増加しま

した。また農業法人等への雇用就農者が 183 人となり 6 割近くまで増加したことがあげら

れます。 

このように、新規参入就農者や雇用就農者が年々増加頃向にあるのは、1 つとして、就農

の動機付け、就農準備、定着までの各段階に応じたきめ細かな支援を行っていること、2 つ

としまして、法人化の進展により新たな雇用が生み出されていることなどが要因だと考え

ております。 

今後の新規就農者の育成・確保につきましては、平成 29 年 3 月に策定した「第 3 次農林

水産業元気再生戦略」に基づき、関係機関・団体・市町村と連携しながら、引き続き就農

の動機付けから定着までの各段階に応じたきめ細かな支援を行い、さらなる拡大を目指し

てまいります。 

私からは以上でございます。 

 

☆ 代表質問 

記者 

共同通信の神戸と申します。よろしくお願いいたします。 

私からはですね、衆院選の関連で 1 点質問させていただきます。 

22 日の投開票まで今日を含めて 6 日あまりとなりましたけれども、特に県内の関連で

様々論じるべきテーマ等あると思うのですが、特に県内で言えば、基盤産業である農業、

来年の減反政策廃止などですね、そういったテーマについての論戦が期待されるところだ

と思います。 

知事として、もうすでに各候補も舌戦がかなり激しくなってきているとは思いますけれ

ども、改めて、どういったテーマに関する議論を期待されているかというのをお伺いでき

ればと思います。 

 

知事 

はい。ご質問の中にもありましたとおり、衆院選の投開票日まであと 5 日となりました。 

9 月 28 日の解散から非常に短期間での選挙となっております。 

「どのような課題に関する論戦を期待しているのか」ということでありますけれども、

安倍総理大臣が解散事由として説明された大きな 2 つの点もあろうかと思いますけれども、
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それだけではなく、非常に多岐にわたる課題があるわけであります。各政党がそれぞれの

公約を掲げて、それぞれの考え方を有権者に訴えているところであります。 

そうした中で特にということになりますとですね、1 つは、やはり今後の農政がどのよう

な方向に向かうのかということには、もちろん注目をしております。 

特に、基幹作物である米につきましては、平成 30 年産以降の米政策の見直しにより、行

政による生産数量目標の配分や直接支払交付金が廃止されることになり、生産者の間に深

刻な不安が広がっております。 

全国の需給バランスが確保され、米価の下落を防ぐための対策が必要であります。生産

者の所得が確保されるよう政府がしっかり政策を展開していくことが重要だと考えており

ます。 

また、このほかにもですね、地方自治体の長でありますので、地方創生という言葉が使

われておりますけれども、そういった取組みを通した地域の活性化や、働き方改革などの

課題について、そしてまた原発ということも論点になっていると思います。 

再生エネルギーをどのようにしていくかというようなことについても注目をしておりま

す。いろいろな課題について具体的な政策が大いに議論されることを期待しているところ

であります。 

 

☆ フリー質問 

記者 

知事、朝日新聞の前川でございます。おはようございます。 

今の衆院選について 1 つだけ教えてください。 

今日 17 日午後に安倍首相が河北町や新庄市に入りまして、自民党公認候補の応援に立た

れるそうです。 

知事は今のところまだ衆院選でどの候補を応援するかについては白紙とおっしゃってお

りますが、首相がいらっしゃるというタイミングでもあります。今後、政治家としてどの

ような立場でこの衆院選に臨むか、もしお考えがあれば教えてください。 

 

知事 

はい。そうですね、熟慮しているというところであります。いろいろな方がいらっしゃ

るかもしれませんけれども、私としましては熟慮中ということであります。 

 

記者 

知事は確か、ラ・フランスを持って首相とも 2 ショットを撮って、発表していたかと思

うのですが、首相サイドから「ぜひ来てください」とかそういう働きかけはありましたか。 
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知事 

そういったことについてはちょっとコメントを差し控えさせていただきたいというふう

に思います。はい。 

記者 

河北新報の宮崎と申します。 

衆院選の件でお伺いしたいのですが、熟慮中ということは、特定の候補者を応援するこ

とについてはまだ白紙状態で決めかねているということなのでしょうか。 

 

知事 

はい、そういうことも含めて熟慮しているということであります。 

 

記者 

あと、明日から東京とか名古屋とか大阪方面に出張なのでしょうけど、この出張という

のはいつ決まったのですか。 

 

知事 

そうですね、トップセールスというのは毎年やっているものであります。東京、名古屋、

大阪というのが、言ってみれば定番の、というところであります。 

東京というのは必ず毎年行っておりますし、名古屋・大阪というのは、行かなかった年

もありますけれども、たいていは行った年のほうが多いのかなというところであります。 

雪若丸という新しいお米が出ましたので、「出ます」ということを声高にトップセールス

をしていきたいと思っております。いつ決まったのかということには、ちょっと担当に聞

かないとわからないです。はい。 

 

記者 

当初は、東京でのトップセールスというのは農林水産部のほうから発表があったのです

けれども、大阪とか名古屋というのは入ってなかったもので、急遽決まったのかなと思っ

ての質問です。 

 

知事 

そんなに急遽ではないと思いますけれども。はい。 

 

記者 

そうですか。あと、昨年の 7 月の参院選の時もですね、知事は選挙期間中の後半戦で、

県外に出張してたのですけども、なぜ選挙が近づくと出張するのですか。 
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知事 

特に選挙が近づいたから出張するということではないと思います。 

今の時期は毎年お米とか果物といったことで、トップセールスということで行っている

地域であります。 

 

記者 

選挙とはまったく関係ないですか。 

 

知事 

選挙とは関係ないです。 

 

記者 

まったく関係ないですか。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

あと、もう 1 点お尋ねしたいのですけども、知事は熟慮中というふうにお伺いしていて、

それはよくわかるのですが、民進党、希望の党系の選挙事務所を取材していると、知事か

ら激励の電話があったと複数の方から聞くのですけども、これは、なんというのか、選挙

の応援には当たらないのですか。応援というか、そういう激励の電話をしたという事実は

ありますか。 

 

知事 

私は選挙事務所に電話をかけたことはありません。 

 

記者 

選挙の選対の関係者です。地方議員とかですね、県議 OB とかですね。そういったとこ

ろに激励の電話をしたということは、知事、記憶ありませんか。 

 

知事 

そのことについてはコメントを差し控えさせていただきます。 

 

記者 

それというのは、電話を受けた人は嘘を言っているということではないのですよね。事
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実関係を聞きたいのですけれども。電話をしているのですか。 

 

知事 

そのことについてはちょっとコメントを差し控えさせていただきます。 

 

記者 

熟慮中と言うとですね、発言されていることと整合性についてはどういうふうに考える

のでしょうか。それはそれで政治家なので、それは別に批判も賞賛もしないんですけれど

も、事実関係について、一部の方から「熟慮中とは言ってても、裏では電話で支援、激励

してるんだ」という話があって、「ちょっと違うんじゃないか」って話も聞くんですけど、

そのことについてどういうふうにお考えですか。 

 

知事 

私はですね、全員にがんばっていただきたいと思っております。そして、選挙民の皆さ

んがしっかりと判断をされることだというふうに思っておりますので、私がこうしろ、あ

あしろということはないです。 

 

記者 

あともう一点聞きたいんですけれども、「熟慮中」ということによってですね、自分の

影響力を上げようとしているんじゃないかっていうような声もあるのですけど、それはど

うでしょうか。 

 

知事 

そんなことは考えたこともありません。はい。 

 

記者 

分かりました。 

 

記者 

TUY の鈴木です。投開票まで 5 日となったこの時点でも熟慮中ということで、改めてそ

の理由と投開票日まで考え、自分の姿勢を明らかにされる予定があるのか 2 点お願いしま

す。 

 

知事 

はい。そうですね、選挙というのは、私はいつもいつも悩んできました。私の応援者の

方には、支援者の方には、いろんな方々がいらっしゃいます。多くの立場の方々から、支
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援を受けて、今日（こんにち）があると思っておりますので、どのようにしたらいいのか

というのは、いつも大変悩むところであります。今回もですね、そういう悩ましい真っ只

中にあるわけであります。 

人間ですから、いろいろな思いもありますけれども、やはり私の立場ということもあり

ますし、本当に言葉で言い表せないぐらいいろいろなことがありますので、やはり現在の

私の考えは「熟慮中」としか、お答えできないところであります。 

 

記者 

投開票日まで態度を明らかにされるお考えはありますか。 

 

知事 

それも含めて熟慮中であります。 

 

記者 

すみません、山形新聞の田中です。知事、冒頭、昨日逝去された岸宏一さんのことに言

及されましたけども、初当選時から岸さんは知事を支えてこられたというふうに思います。

これまでの岸宏一さんとの思い出の中で、特に知事の中に残っておられる言葉であるとか、

エピソードであるとか、もし、ございましたら、お聞かせいただきたいと思います。 

 

知事 

そうですね、本当に、本当に最初からお世話になった方でありますので、いろいろな思

い出がこみ上げてくるところであります。昨日もですね、夕方、金山町にまいりまして、

安らかなお顔を見せていただいて、本当になんとも言えない気持ちになりました。 

いろいろな場面が思い出されますけれども、やはり最初の選挙といいますか、一回しか

選挙はなかったわけでありますけれども、ほとんど、8 年半、9 年近く前になりますかね、

私がインフルエンザで 2 日ほど寝込みまして、そのあと庄内の鶴岡市で、回復後、第一声

を上げたのですけれども、そのときに、岸先生が初めて褒めてくださったと。「演説うま

ぐなったな」と言ってくださったのです。それまで「聞けたものではないな」というよう

なことは言われませんでしたけれども、私の知り合いが「大丈夫か」というぐらいの、そ

ういう話しぶりだったと思いますが、寝込んだ後にですね、寝込んでる最中にいろいろと

私も考えまして、本当に自分の思った言葉で喋ったわけであります。思い切って演説をし

たのですけれども、そのときに初めて岸先生に「うまぐなったな」というふうに褒められ

て、それからどんどんと勢いづいていったということがありました。先生は褒め上手だっ

たなっていうふうに思います。 

だから、あの温かい言葉といいますかね、やはり人間ってひと言で変われるじゃないか

というふうに私は思いました。本当に育てていただいたなというふうに思いますし、なん
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か、まるで、お父さんのようなその温かさといいますかですね、父のような懐の深い存在

だったなというふうに思います。いつも真っ先に浮かぶのはそのことであります。 

 

記者 

すみません、発表のことで 1 点教えてください。8 年連続で 200 人を超えた新規就農者

なんですけども、順調にここ 5、6 年は伸ばしておりますが、知事は一番の理由はなんだと

お思いでしょうか。あと、今後も増えるのか、ちょっと私分からないのですが、どういう

ふうに今回のこの結果を評価してますでしょうか。 

 

知事 

そうですね、先ほども申し上げておりますけれども、本県では就農の動機付けや、就農

準備、定着までの各段階に応じて就農相談をはじめ、研修や技術指導、資金確保など、新

規就農者へ直接、きめ細かな支援を行っています。 

また、農業経営の法人化や、大規模園芸団地化に向けた取組みが新たな雇用創出につな

がっているのではないかというふうにも思っております。こういった取組みの成果が現れ

ているのかなというふうに思っております。 

農業県として、農業は基盤産業だと私は言っておりますし、山形県のおいしい農産物も

知名度が出てきたりして、食文化の発信というものも、県民の皆さんががんばっておられ

ますし、いろんな相乗効果もあるのかなと思っております。 

 

記者 

荘内日報の松田です。2 日前の鶴岡市長選で現職を破って無所属の新人が当選しました。

これについての知事の見解と、今後の新しい市長に期待することを教えてください。 

 

知事 

はい。まずもって、当選されました皆川さんにお祝いを申し上げたいと思います。そし

て、鶴岡市民の皆さんがご判断されて、皆川さんによる新たな市政を選択されたというふ

うに思っております。 

聞くところに、報道もされておりますけれども、皆川さんはご自分のふるさとのために

役立ちたいという強い思いを持って、東京からご家族で（補足：鶴岡市に）戻られたと聞

いております。農業や農村社会を元気にするために、地域でがんばってこられた方だとい

うふうに聞いておりますので、今後そういった若い方に増えてほしいなというふうに期待

もあるところであります。 

もちろん皆川さんには鶴岡市の発展、鶴岡市民の幸せですね、そういったことはもちろ

んなんですけども、庄内全体、また山形県発展のためにも一緒になってご活躍をいただき

たいというふうに思っております。 


