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 平成 29 年 12 月 26 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。 

今日から大荒れの予報となっております。県民の皆様にはくれぐれもご自愛をお願いし

たいと思います。 

まず、年末年始にかけての祭りやイベントをご紹介いたします。 

山形市の山寺では、31 日の大晦日に、「大晦日除夜の鐘・光のロード」が開催されます。

根本中堂(こんぽんちゅうどう)から奥之院(おくのいん)までの参道にろうそくが灯され、幻

想的な光のロードを作り出します。また、山門前(さんもんまえ)の鐘楼(しょうろう)では、

除夜の鐘を打つことができます。玉こんにゃくの振る舞いや、先着 108 名の方に干支(えと)

の記念品のプレゼントがあるということであります。 

また、寒河江市の慈恩寺でも、31 日の大晦日に、「慈恩寺大晦日花火大会『雪月華(せつ

げっか)』が開催されます。当日は約 600 発の打上げ花火に加え、本堂に続く仁王堂坂の参

道に灯篭を灯したライトアップも行われます。除夜の鐘を聴きながら、冬の夜空に広がる

花火をお楽しみください。 

さらに、鶴岡市の出羽三山神社では、大晦日から元旦にかけて、国指定重要無形民俗文

化財であります「松例祭(しょうれいさい)の大松明行事(おおたいまつぎょうじ)」が行われ

ます。羽黒山の代表的な火祭りでありまして、大松明(おおたいまつ)の燃え方などによって

翌年の、次の年のですね、豊作や豊漁を占うものであります。中でも、手向(とうげ)地区の

若者が行う「大松明引(おおたいまつひ)き」は大変迫力があります。 

県内各地のスキー場もオープンしておりますので、県民の皆様も、ぜひスキー場に足を

運んで、ウィンタースポーツをお楽しみいただければというふうに思います。 

 

それでは私から 2 点発表がございます。 

1 点目は、さくらんぼの新品種であります。 

さくらんぼといえば山形、山形といえばさくらんぼであります。日本一の生産量と品質

を誇る本県のさくらんぼにニューフェイスが誕生したので、発表させていただきます。 

県では、平成 27 年に「さくらんぼ世界一プロジェクト」を立ち上げました。海外の大玉

品種とも競争できる4Lサイズの生産が可能な新品種の開発に取り組んできたところであり

ます。 

こうした中、お手元の資料にございますように、農林水産省に品種登録の出願をしてお

りました新品種「山形 C 12 号」、C というのはチェリーだと思うのですけども、「山形 C 12

号」が今月 19 日に出願公表され、生産者の方をはじめ、県民の皆様に広くご紹介できるよ

うになりました。 



2 
 

「山形 C12 号」は、園芸試験場におきまして、「紅秀峰」を親にして開発したものでござ

います。この品種の 1 番の特徴は、果実が大玉であることです。大きさは、2L 主体の大玉

品種の「紅秀峰」よりさらに一回り大きく、500 円玉より大きい、3 L から 4L 主体の大玉

の果実生産が期待されます。 

また、ツヤがあって、着色良好で外観が優れ、糖度は 20 度以上で、酸味が少なく、すっ

きりした甘さで、果肉が硬く日持ち性に優れております。収穫時期は、「佐藤錦」と「紅秀

峰」の間、まさに間となる 6 月下旬から 7 月上旬頃になります。 

「山形 C12 号」は、「佐藤錦」と「紅秀峰」に続く品種として、県産さくらんぼのさらな

るブランド力の強化の一翼を担うものと期待をしております。また、海外の大玉品種とも

競争できる力を持っていることから、輸出の拡大にもつながると期待をしております。 

苗木の供給は、来年の秋からを予定しておりまして、市場での販売は、5 年後の 2022 年

頃からと見込んでおります。 

来年度は、商標としての名称の決定・登録を進めますとともに、ブランド化戦略を策定

して、次代を切り拓く品種として、生産振興に取り組んでまいります。 

500 円大と同じくらいの大きさなのですけれども、こちら（補足：「佐藤錦」と「山形 C12

号」を両手に持った写真を掲示して）が「佐藤錦」でありまして、これで大きさが比較で

きるのかなと思います。現地で比較をしてみた写真であります。現在は手元にありません

けど、写真に撮っておいたところです。 

それではですね、今日が今年最後の記者会見でありますので、平成 29 年を振り返っての

所感をお話しさせていただきたいと思います。 

今年は、酉年であります。酉年にふさわしく、本県に関わる様々なことが新たなステー

ジに羽ばたいた年ではなかったかというふうに思います。 

本県が 14 年の歳月を費やして育てた水稲新品種の名称が、2 月に「雪若丸」に決定しま

した。7 月にはロゴやパッケージといった、いわば「顔」も決定し、9 月には来年秋の本格

デビューに先駆けて先行販売を開始いたしました。私も東京、名古屋、大阪で「つや姫」

と併せトップセールスを行ったところであります。各方面からの評価も上々でございまし

て、今後、「つや姫」とその弟君（ぎみ）、「雪若丸」が大活躍できるように、県民の皆様か

らも応援をよろしくお願いいたします。 

3 月には 6 年半ぶりに山形空港におきまして山形～札幌便が就航いたしました。本県の高

速交通網の充実が図られました。もともと北海道とは、山形県からの入植者が多いなど、

縁の深い間柄でありましたが、観光や産業などの面で、これまで以上に活発な交流が生ま

れ、両道県の発展に資するものと期待をしております。なお、そうは言いましても、冬場

の搭乗率が課題でございますので、ぜひ機会を捉えて、皆様方から積極的にご利用いただ

きたいと思いますので、これもよろしくお願いいたします。 

また、4 月に、本県初の大型集成材工場が新庄市内で本格操業を開始しました。地域の林

業・木材産業を活性化し、雇用も創出する、「やまがた森林ノミクス」を前に押し進めるシ
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ンボリックな施設だと考えております。県内はもちろんのこと、全国に森林ノミクスが拡

がっていくことを期待しておりますし、また、そのようにもしっかりと取り組んでいきた

いと考えております。 

それからですね、真夏の山形で輝いたのは、次代を担う若者達でありました。皇太子殿

下の御臨席を仰ぎ、7 月末に本県で総合開会式を開催した全国高等学校総合体育大会、いわ

ゆるインターハイは、高校生スポーツの最大の祭典として、高校生アスリートの憧れの舞

台であります。大会の愛称が「はばたけ世界へ 南東北総体  2017」でありました。そのと

おり、本県をはじめ宮城県、福島県、和歌山県で行われた大会では、3 年後の 2020 年東京

オリンピック・パラリンピックに向けて、次の世代を担う高校生たちが躍動し、世界に向

けて羽ばたきました。 

そして、選手のみならず、「高校生活動」として大会 PR 等の準備や大会運営に携わった

高校生の皆さんにとりましても、全国大会のスケールを体感し、世界を意識し、目を向け

る、またとない機会になったものと考えております。加えまして、この「高校生活動」は、

45 年前に本県で開催されたインターハイが発祥とされておりまして、これまで全国各地で

の大会に引き継がれ、時を経て本県に帰ってきたという歴史があります。高校生の皆さん

は、それを踏まえ、二回り目の最初の活動を、情熱を持って立派にやり遂げてくれました。

今後の本県を支えていく若い力のこれからの活躍に大いに期待をしたいと思います。 

本県選手団は、優勝 13 を含む入賞 60 という、目標を上回る大活躍で、県民に元気と活

力をもたらしてくれました。この成績は過去 2 番目の好成績でありました。選手の皆さん

や指導者の方々のこれまでのご努力に改めて敬意を表したいというふうに思います。 

本県には 1 万 3 千人の選手・監督と、延べ 17 万人を超える皆様から応援にご来場いただ

き、大会開催に伴う経済波及効果を推計しましたところ、お配りしております資料のとお

り、約 61 億 8 千万円という、大変大きなものになりました。大会に関わられた方々に対し、

重ねて感謝を申し上げたいと思います。 

皇太子殿下におかれましては、天童市での総合開会式への御臨席や、山形市での男子バ

レーボール競技御覧、そして、村山市、大江町、朝日町への初の御訪問など、3 日間、本県

に御滞在をされまして、行かれる先々で多くの県民の皆様と親しく御交流をいただきまし

た。常に優しさと思いやりのあるお心で国民に接しておられるお姿に、改めて深く感銘を

受けたところであります。 

それからですね、外航クルーズ船の誘致には、官民挙げて取り組んできていたところで

ありますが、その最初の成果が、8 月のイタリア船籍「コスタ ネオロマンチカ」の酒田港

への初寄港でありました。 

ふ頭での歓迎行事やお見送りの際のアトラクション、そして、多くの県民の皆様のおも

てなしに触れ、乗客及び乗組員の皆様からは、「心に残る盛大な歓迎をありがとう」とか、

「これほどの盛り上がりは他では無い」といったお声を頂戴しました。 

来年は、「コスタ ネオロマンチカ」が 3 回、新たに「ダイヤモンド・プリンセス」が 2
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回、寄港する予定でございます。乗客及び乗組員の皆様が満足し「酒田港は特別な場所だ」

と感じていただけることが、継続的な寄港、さらには寄港地としての定着につながるもの

と考えております。 

また、今回は、オプショナルツアーの周知面で若干の課題もあったと考えておりますの

で、次回に向けて改善を図ってまいります。 

今後とも、心に残る山形らしいおもてなしでお出迎えできるよう、皆様と取組みを進め、

酒田港が世界に向けてさらに大きく飛躍していけるように、これからも努力を重ねてまい

りたいと考えております。 

さらにですね、11 月なのですが、東北中央自動車道福島大笹生～米沢北間が開通しまし

た。県南部と福島県を最短で結ぶこのルートの開通は、本当に多くの山形県民が長年待ち

望んだ、まさに歴史的な出来事であったと思います。開通式当日はあいにくの天候ではあ

りましたが、テープカットのその場所、その時間だけ、本当に不思議だったのですけれど

もそこだけが青空に恵まれまして、私はそのことが全てを物語っているような気がいたし

ました。これまでの、本当に多くの皆さんのご努力が結実した瞬間であったというふうに

思います。ご尽力いただきました全ての皆様に深く感謝を申し上げます。 

無料トンネルとしましては日本一長い、8,972 メートルであります、山形・福島県境の栗

子トンネルによりまして、通行に要する時間は大きく短縮されました。冬場の安全性も高

まったわけであります。開通後は非常に好調な滑り出しだとお聞きをしておりまして、今

後の観光交流の拡大や、産業振興はもちろんのこと、やまがた創生に大きく寄与する道路

として期待をしているところであります。 

東北中央自動車道に関しましては、来年 4 月 20 日に米沢中央 IC に隣接して道の駅米沢

がオープンする予定です。一層の観光誘客の促進、交流人口の拡大が見込まれます。さら

に、南陽高畠 IC～山形上山 IC 間も平成 30 年度中に開通の予定であります。私は、知事就

任以来、道路をはじめとする社会インフラの整備には特に力を入れてきたところでありま

して、今後とも県勢発展の基盤となる道路整備の促進に、引き続き、取り組んでまいりた

いと考えているところです。 

福島～米沢間の開通後、県外からの入込みは増えているとお聞きをしております。今後、

県内各地で相次いで開催される雪祭りや、雪景色の中で心も身体も温まる温泉、また、地

理的表示(GI)にそれぞれ登録・指定された米沢牛や山形県産酒などの味覚、これらをさらに

多くの皆様に楽しんでいただければというふうに考えております。 

それから、奥羽・羽越新幹線の整備実現に向けましては、2 月に、沿線の関係県の知事・

副知事が一堂に会したシンポジウムを開催しました。この議論を受けて、8 月に沿線の関係

6 県で構成するプロジェクトチームを立ち上げ、両新幹線の整備効果等の調査・検討に着手

するなど、関係県との連携も一層深まっております。 

また、9 月に、最上地域で、県内 3 つ目となる地域推進組織が設立されました。県内の青

年会議所による署名活動の展開や、さらには、経済界が主導して、近々、村山地域でも推
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進組織の立上げが予定されるなど、県内における運動の輪は着実に広がっております。 

加えまして、11 月末には、山形新幹線の福島～米沢間の抜本的な防災対策について、JR

東日本から調査結果報告を受け、今月 1 日に同社の冨田社長と面談をいたしました。トン

ネルの早期事業化と、将来のフル規格新幹線も見据えた整備のあり方等について、県と同

社が検討を進めていくことを要請し、理解を示していただいたところであります。 

今後とも、市町村や経済界、関係県などと緊密に連携し、両新幹線の実現に向けて、重

層的かつ波状的に取組みを展開してまいりたいと考えております。 

さて、先日発表されました今年の漢字一文字は「北」でありました。今年は、北朝鮮が、

国連安全保障理事会決議に反して、相次いで弾道ミサイルを発射し、核実験を行うなど、

国際社会の声を無視した行動をとり続けた年でもありました。6 月には、酒田市で、北朝鮮

の弾道ミサイル発射を想定した住民避難訓練も実施しております。 

北朝鮮のこうした行動は、県民生活に不安を与えるばかりでなく、安心して漁業ができ

ない、実習ができない、といった直接的な影響があり、断じて許すことができない暴挙だ

と思っております。 

また、大和堆周辺水域での北朝鮮船の違法操業も本県漁業にたいへん大きな支障となっ

ておりますほか、一昨日もあったのですが、北朝鮮が関係していると考えられる木造船や、

身元不明遺体の庄内海岸への漂着など、これらも県民に大きな不安を与えております。当

面の間、海上保安庁や警察などと連携して、県民の不安を払拭できるように対応してまい

りたいと考えております。 

いずれにしましても、北朝鮮がこれまでの行動を改め、国際社会との協調を重視し、平

和的・友好的に交流できるような国家になることを強く望むところであります。 

それからですね、今年はトップセールスのほか、調査や要請などのため、海外を訪問い

たしました。7 月には東北観光推進機構主催の「香港トップセールス事業」に、東北 6 県、

新潟県、仙台市、関係団体とともに参加しました。香港から東北・新潟への観光客が、震

災前の水準までまだ戻っていない、回復していないことを受けたものであります。東北の

現状や安全性をお伝えしてまいりました。それとともに本県の魅力ある観光資源もピーア

ールをしてまいりました。 

前後しますけれども、5 月末から 6 月初めにかけてアメリカを訪問し、ミネソタ州ロチェ

スター市のメイヨークリニックで医療関係の調査を、カリフォルニア州ではワイン産地を

核とした観光産業や、ベンチャービジネスの育成方法などについて調査を行ってまいりま

した。そして 11 月にはスペインを訪問し、国連世界観光機関本部におきまして、来る 2 月

に「雪と文化」をテーマに東北で初めて本県で開催する国連世界観光会議への世界各国か

らの幅広い参加について協力をお願いするとともに、関係機関を訪問し、現地の最新情報

の聞き取りや、県産品・観光資源のピーアールを行ってまいりました。いずれも、今後の

県政の発展や産業振興、そして観光交流・経済交流の拡大のため、得られた成果や人的ネ

ットワークを生かしてまいりたいと考えております。 
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県政は非常に幅広い分野にわたりますので、ただ今申し上げたこと以外にも、日々いろ

いろな分野で動きがあります。その中でのごく一部になりますけれども、以上をもって、

今年１年を振り返っての所感とさせていただきたいと思います。 

年末年始は、出かける機会も多いと思いますけれども、県民の皆さまには交通事故に遭

わない、起こさない、また雪害にも十分気を付けていただきたいというふうに思います。

風邪をひいたりされませんように、健康にはくれぐれもご留意をされまして、お元気で新

しいすがすがしい年をお迎えいただきたいと思います。私からは以上でございます。 

 

☆代表質問 

記者 

日経新聞です。2 点お尋ねしますので、まとめて質問いたします。1 つ目はやまがた創生

の今年の進捗等についてですが、県が取組みを進めているやまがた創生について、今年、

県民も認識できるような具体的な前進はありましたでしょうか。逆に、達成度が不本意で

あったものがあるとすればどのようなものでしょうか。それぞれ具体例も含めて伺いたい

と思います。併せて、全体としての自己採点も伺いたいと思います。 

2 点目ですが、やまがた創生における来年の最重点課題についてお尋ねします。来年の最

重点課題は何だとお考えになっているのか、お示しください。また、その解決に向けた具

体的な取組み内容、スケジュールはどのようなものになるのか、伺いたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

知事 

はい、では 1 点目からまいります。やまがた創生の今年の進捗等についてのご質問であ

ります。まあ今年におきましては、将来ビジョンの「自然と文明が調和した新理想郷山形」

の実現に向けて、やまがた創生の取り組みを加速し、その展開にあたりましては、県政運

営の基盤となる県民総活躍、産業イノベーション、若者の希望実現、健康安心社会、そし

て県土強靱化に力を注いでまいりました。 

こうした取組みの中で前進したものにつきましては、先ほど、振り返っての所感として

申し上げたものも一部あるのですけれども、1 つ目の「県民総活躍」でございますが、地域

への誇りや愛着を醸成するため、子どもの頃から故郷の歴史・文化や地域の産業を学ぶ新

たな教育活動や、子育て中の女性の活躍を応援するマザーズジョブサポートセンターの庄

内地区での新設、そして県民の文化活動や本県の魅力発信の拠点となる「山形駅西口拠点

施設」仮称でございますが、の、建設着工などを行ったところであります。 

2 つ目の「産業イノベーション」につきましては、中小企業スーパートータルサポ補助金

を新設しまして、商業・サービス業を含めた県内の中小企業・小規模事業者への支援の充

実を図りました。また、「上質な いいもの 山形」をテーマに、農産物や最先端の工業

製品まで県産品のイメージアップと知名度向上を図るため、新たなブランド戦略とロゴマ
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ークを導入するとともに、私自身も国内外で積極的にトップセールスを行い、県産品の魅

力や山形ブランドを強力に発信することができたものと考えております。 

農林水産業分野では、「雪若丸」の先行販売をいたしました。200 トンでありましたけれ

ども、完売いたしました。アンケートは 9 割超が「おいしい」という評価でありました。 

それから本県初の大型集成材工場の操業開始がございます。これは「やまがた森林ノミ

クス」の推進でありますけども、それに加え、競争力の高い「園芸大国やまがた」の実現

に向けた大規模園芸団地の育成。これは 6 か所の整備が年度内に完了予定でありますが、

それにも着手したところであります。 

観光につきましては、外航クルーズ船の誘致や国際会議等の招致など今後のインバウン

ドのさらなる拡大にもつながる取組みを推進するとともに、県内の主要な観光施設での

Wi-Fi や多言語標記案内板等の導入により、受入体制の整備が進んだものと考えております。

また、本県の魅力ある自然資源を生かした新たなツーリズムの振興策としまして、「やま

がた百名山」や「里の名水・やまがた百選」、「日本一の滝王国山形」などに係る取組み

を進めたところであります。 

3 つ目の「若者の希望実現」につきましては、私自身が地域に出向いて若者たちと地域に

対する思いや将来像を語り合い、地域における若者の行動を促し、活躍を後押しすること

を目的として、新たに「若者の地域創生ミーティング」を開催いたしました。また、若者

の出会いから結婚、出産、子育てに至る各段階の支援とともに、県立産業技術短期大学校

に「土木エンジニアリング科」の新設をいたしました。それにより、そういった高等教育

機関の充実、正社員化、所得の向上を図るための本県独自の奨励金による支援制度を創設

するなどの取組みを進めてまいりました。 

4 つ目の「健康安心社会」ですけれども、「がん総合相談支援センター」の設置や検診受

診率向上などによる、「がん対策県民運動」の推進。それから最上地域の医療体制の拠点

となる県立新庄病院の移転改築事業の進展、基本計画策定などです。そういったことで、

健康長寿社会の実現に向けた体制づくりが着実に進んだものと考えております。 

また、多子世帯・低所得世帯に対する経済的支援の拡充や、まあ学童保育といったこと

がありましたけども、そういった拡充や、ひとり親家庭の移住・資格取得への支援など、

困難に向き合っている子育て世帯等を支えていくための取組みの充実を図ったところであ

ります。 

5 つ目の県土強靱化ですが、山形－札幌間の航空路線の復活や、東北中央道の福島県境区

間の開通、重要港湾「酒田港」の取扱い貨物量の順調な拡大など、本県の陸海空の交通ネ

ットワークの整備充実が着実に進んだところであります。さらには、奥羽・羽越新幹線の

整備実現に向けた運動の輪も確実に拡大しているところであり、今後も市町村や経済界、

関係県などと緊密に連携しまして、両新幹線の実現に向けた取組みを強力に展開してまい

りたいと考えております。 

ご質問の中にですね、「達成度が不本意なもの」というところがございました。それに
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ついて申し上げますと、こうしたやまがた創生の取組みに係る課題につきましては、やは

り、やまがた創生の目指す「人口減少の克服」であるかなと思います。人口の減少という

のは産業活力の低下や地域コミュニティの弱体化など、県民生活全般に大きく影響するも

のであります。その克服というのが、今後の県勢発展にとって重要であります。しかしな

がら、首都圏への人口の一極集中に歯止めはかかっておりませんで、本県でも進学や就職

期における若者の県外流出が依然として続いている状況にございます。 

このため、とりわけ本県の将来を担い、次の世代を産み育てる中心となる若者の県内回

帰・県内定着に、しっかりと取り組まなければならないと考えております。なお、「全体

としての自己採点」ということでありますが、県政運営全体に関する評価は、県民の皆さ

まによってなされるものと考えておりますので、私としては県民の皆さまから良い評価を

得られるように、職務に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えているところでありま

す。 

それからですね、来年の最重点課題というようなご質問でありました。先ほども申し上

げたのでありますけれども、やまがた創生は「人口減少の克服と成長力の確保」を目指す

ものであります。 

「人口減少の克服」につきましては、これまでも若者の県外転出の現状をしっかりと踏

まえて、県内での学びの充実や雇用環境の改善などの取組みを進めてきましたところ、「や

まがた創生総合戦略」の基本目標に掲げた人口の社会減に係る数値が改善するなど、その

成果がようやく見え始めてきていると感じております。 

今後は、こうした流れをさらに加速していくため、若い世代の暮らしの基盤づくりに向

けた取組みを一層強化し、これからの本県の発展に大きな役割を担う若者が、希望を持っ

て山形で学び、山形で働き、山形で暮らし、活躍していけるようにしっかりと応援してい

くことが重要だと考えております。 

具体的には若者の出会い・結婚・出産・育児の応援や、職業能力の開発向上のための機

会づくり。それから正社員化や所得の向上に向けた支援などの取組みを着実に進めていく

必要があると考えております。 

今後は、これとともに、市町村ともさらに連携をしまして、若者の暮らしの基盤となる

住宅の整備をはじめ、新規就農や若者の創業への支援など、しっかりと展開してまいりた

いと考えております。また成長力の確保に向けましては、ものづくり産業や農林水産業、

観光などあらゆる産業において、ICT の導入・活用によるイノベーションの創出を促し、

県民の皆さまの暮らしの質の向上や競争力のある産業経済の確立に結び付けていくことが

重要だと考えております。さらにはこれらの基盤となるフル規格新幹線の整備実現をはじ

め、陸海空の交通ネットワークの充実・強化に引き続き力を入れてまいりたいと考えてお

ります。具体的な取組み内容とスケジュールのお尋ねでございますけれども、いずれにし

ましても、さきほど申し上げた県政運営の基盤となる 5 つの柱に即して施策や事業を進め

ていくことが重要だと考えております。先にお示ししました「平成 30 年度県政運営の基本



9 
 

的考え方」に基づきまして、今後の予算編成等をとおして、しっかりと対応してまいりた

いと考えているところであります。 

 

記者 

 はい、どうもありがとうございます。 

 

☆ フリー質問 

記者 

 さくらんぼテレビの白田です。 

 大玉さくらんぼについて伺いたのですけれども、知事は、写真にあったということは食

べたのですね。 

 

知事 

 はい。 

 

記者 

 500 円玉大ということで、一口で食べられるのかなと思ってしまうのですが、食べたとき

の感想と味の感想をお願いします。 

 

知事 

 はい、実際にですね、園芸試験場のその木のところを見に行きまして、そしてスケール

で 2Ｌ、3Ｌ、4Ｌというようなことで、そこにちょっと当てはめてみたりしながら、味見も

させてもらいましたけれども、一口で食べられますが、結構お腹いっぱいになります。普

通の大きさのさくらんぼだと、ぱくぱくたくさん食べられるんですけれども、大きいです

から、食べごたえがありますね。という私の所感といいますか、感想であります。 

 

記者 

 いくつぐらい食べると、いっぱい食べたなという、十分だなという印象ですか。 

 

知事 

 いくつぐらいというのは、ちょっとそこまでは記憶はしていないのでありますけれども、

非常に食べごたえがあるので、これは外国とも競争できるなというふうに実感をしたとこ

ろであります。また意外と果肉もしっかりしておりますので、長距離ですね、時間も大丈

夫なのかなと。やっぱり鮮度が大事であることはもちろんなのですけれども、長距離輸送

は大変だというのは、さくらんぼではあったのですけれども、それもある程度は克服でき

るのかなというふうに思います。本当にいろいろな面でですね、すばらしいさくらんぼだ
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と思いますので、山形県はやっぱり世界一のさくらんぼをしっかりと発信するということ

で、さらにさくらんぼ県としてですね、大きく羽ばたいていけるのではないかというふう

に、ちょっと期待をしているところであります。 

 

記者 

 ありがとうございます。 

 

記者 

 朝日新聞の前川でございます。知事、2 点ございます。1 点目はさくらんぼの件で、今、

世界にもという話がございました。見るとレーニア種も入っているような交配をしたよう

なのですけど、海外との大きな差はやはり価格だと思うのですね。山形県のさくらんぼは

高級品種で大変おいしゅうございますが、世界市場に売っていくうえで、どのようなブラ

ンドの位置づけといいますか、価格帯にはどのような人をターゲットに、どういう売り方

をしたいなとお思いでしょうか。 

 

知事 

 はい。ブランド化戦略ということで、しっかり取り組んで行くと思っておりますけれど

も、その具体のことについては担当のほうから答えてもらいます。 

 

農林水産部次長 

 農林水産部の沼澤でございます。ただいまのご質問、海外に向けてどういったターゲッ

トで、どういったところを狙っていくのかというご質問でございますけれども、国内市場

ももとよりでございますけれども、これからブランド戦略をですね、来年度に向けて作っ

ていく必要があるというふうに考えてございます。これは生産者団体、流通団体、あるい

は外部の有識者からもお入りいただくようなイメージかなというふうに思っておりますが、

どういった価格設定、どういったブランディングを進めていくのか、この中で検討して具

体的な策を考えていきたいというふうに思っております。 

 

記者 

 わかりました。知事、2 点目は縷々振り返っていただいた今年と来年の話なのですけど、

来年は衆院選もないでしょうし、参院選も 2 年後ですし、それから都府長選も再来年の 4

月ですから、いわゆる大きい選挙がないとみられるのですね。なので、知事としても腰を

据えてといいますか、じっくり施策に取り組める年なのかなと、今、思っているのですが、

どういう年にしたいなと思っていらっしゃいますか。 
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知事 

 そうですね、来年は戌年でありますのでね、やっぱり元気よく駆け回って、しっかりと

やまがた創生を推進していきたいなというふうに思っております。そしていろいろなこと

がありますけれども、その 1 つにですね、「雪若丸」の全国デビューがありますので、雪若

丸元年になりますね、来年は。しっかりとですね、「つや姫」の弟「雪若丸」を全国の多く

の皆さんに評価していただいて、食べていただけるように、要するにブランドになるよう

にですね、力を入れて取り組んでいきたいというふうに思っております。これは私 1 人で

はできませんので、「つや姫」は県民の皆さんで応援していただいて、ブランドとして定着

しつつありますので、ぜひ、「雪若丸」もですね、県民の皆さんから応援をしていただき、

私も精一杯、トップセールスをやっていきたいというふうに思います。 

さきほどもずらっと申し上げてはあるのですが、観光交流といいますか、交流人口を拡

大していくということも、やっぱりとても大事なところだと思っています。そのためにも

やっぱり、さまざまな国や地域との交流というものもしっかりやっていかなければいけな

いし、東北６県で連携して、人を呼び込むとかですね、そういった広域連携は大事だと思

っています。高速道路でありましたり、フル規格新幹線でありましても、連携していくこ

とはすごく大事だなと思っているところであります。 

最重点課題ということで、さきほどご質問がありましたのでお答えしましたけど、「若者

の希望実現」ということについては、結婚を希望する方々ができる限り希望を叶えられる

ようにしていきたいと思いますし、その環境づくりといいますか、正社員化と所得向上と

いったことにもしっかりと取り組んでいかなければなあというふうにも思っております。 

あと重粒子線の治療というようなことも、実現に向けて着々と進んでいるわけでありま

すので、本県並びに、東北・北海道で初めての施設となるわけですけど、なんといいまし

ても県民の皆さんの健康が一番大事といいますか、根幹でもあると思っておりますので、

産業振興と並行して県民の皆さんの健康、安心社会といったことにも力を入れていかなけ

ればというふうに思っております。 

県政というのは本当にすべてに力を入れていかなければいけないというのがあると思っ

ています。中でもね、正社員化でありますとか、貧困の連鎖のストップですね。そういっ

たことはやはり、これまで以上に力をいれなきゃいけないというふうに思っているところ

であります。 

 

記者 

YTS 佐藤です。よろしくお願いします。 

サクランボの件だったのですけれども、特にまず、関心を示されるのが生産者の方かと

思われるんですが、その育てやすさですとか栽培に適した地域とか、そのあたりも教えて

いただけますでしょうか。 
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知事 

はい、そうですね、育てやすさとはどうなんでしょうか。ちょっと担当に聞いてみたい

と思います。 

 

 

農林水産部次長 

はい、先ほど知事からご説明させていただいたとおり、収穫時期が「佐藤錦」と「紅秀

峰」の間に入るような、そういった品種でございます。そういった意味でいいますと、例

えば「佐藤錦」の後半部分になりますと、うるみ果といいまして、果肉が軟化して柔らか

くなってなかなか品質を保持できない部分がございます。こういったところに今回新しい

品種を投入することによって、食味もいいですし、日持ち性もいい品種でございますので、

こういったものをどんどん農家の方に取り入れていただきたいなというふうには考えてお

ります。 

ただ、その栽培のしやすさとか、そういったものについては、他の品種との大きな差異

はございませんので、ぜひ農家の皆さんに積極的にお使いいただければなというふうに思

っております。 

 

記者 

すみません、もう一つ、ちなみに受粉樹はメインで何になりそうだというのはあります

か。 

 

農林水産部次長 

この品種の特性として、開花時期が若干早くなっております。そういった意味で言いま

すと、「紅秀峰」と「佐藤錦」が受粉樹だというふうに考えております。 

 

知事 

はい、生産者の皆さんからはですね、早く出してくれというようなことを私も何回も言

われておりました。できるだけご希望に添えるように、本当にいろんな意味で期待の大き

い品種だというふうに思っております。 

 

記者 

河北新報の阿部と申します。よろしくお願いいたします。 

2 点、お伺いさせていただきたいんですが、1 点目が、チャレンジ山形ファンドについて

なんですが、先日の議会の常任委員会のほうで県から説明がありまして、ファンドが運用

が終了し、全体で 10 億、県が企業振興公社を通じて出資した 1 億 3 千万も回収が不能の見

通しということでした。 
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担当課に伺ったところ、ファンドの出資者の 1 人という立場で、県としてなかなか責任

をとるのは難しいが、県民に大変申し訳ないというお話もあったのですが、この公金が 1

億円以上回収不能というのは、決して小さい額ではないと思うので、今後しっかり検証し

て説明していくことが重要かと思うのですが、この点について知事はどうお考えでしょう

か。 

 

知事 

はい、チャレンジ山形ファンドにつきましては、県内の中小企業を中心に、その新事業

等を支援し、地域経済の活性化等の役割を担う中核企業の創出を目的として投資を行った

ものであります。 

平成 17 年当時、ファンド設立の背景として、3 つありまして、1 つはですね、中小企業

基盤整備機構と地方自治体の出資を前提とした、政府による投資支援制度の拡充が図られ

たことがあります。 

2 つ目には県議会におきましても、中小企業の支援に向けた県が関与するファンドの設立

を促す旨の議論がたびたびなされたということがあります。 

3 つ目として県内企業を対象としたニーズ調査でも、ファンドからの投資受入れに前向き

な企業が多かった、この 3 つが背景としてありました。 

ファンドの設立は、当時のこうした政府の動きや県議会のご意見、県内企業の二ーズを

見極めた上で、リスクを伴うことも十分認識した上での判断であったものと考えておりま

す。 

投資先企業の中には、投資によって技術開発を進め、高い評価を得て大手メーカーの傘

下に入ることができた企業や、新たなサービスによる事業展開で業務内容を拡大した企業

もあったと承知をしております。 

他方ですね、ファンドの運用期間中にはリーマンショックですとか、東日本大震災、ま

た歴史的な円高といったこともありました。そういった影響もありまして、結果として、

投資分の回収に至らなかったということは誠に残念であります。 

私は、この結果というものを一つの大きな教訓として、中小企業の成長・発展のために

次の手立てを検討していく、この教訓をしっかりと生かしていくということが、生かして

中小企業の発展のために、次の手立てを検討していくということが県の果たすべき役割だ

というふうに考えているところでございます。 

 

記者 

大きな教訓ということなのですけど、とくに総括の部分であったり、なんでしょう、反

省点を踏まえて、今後どうしていくというあたりを今後とりまとめて、何かしらの形でき

ちんと県民に説明していくとかそういったあたりは特にお考えはありませんか。 
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知事 

そうですね、それにつきましては、やはりしっかりと説明をしていくのが大事なことか

なと思っております。なぜ投資したのか、その背景ですね。なぜそれが全体としてうまく

いかなかったのか、リーマンショックなどのいろんな背景があります。それもきちんとご

説明しなきゃいけないと思いますし、議会での説明はちょっとしたところなのであります

けれども、折にふれてですね、やはりできる限りの説明はして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す。すいません、別件でもう 1 件なのですが、先ほど知事の話の中

で、今年の漢字は「北」だったということがあったと思うのですが、知事にとっての今年

の漢字 1 文字とその理由を教えていただけますか。 

 

知事 

1 文字ですか。1 文字ってなかなかそうですね、ちょっと、そうですね、私の頭の中には

2 文字くらいはありますけれども、そこから選べと言われると、本当にちょっと迷ってしま

うのですけれども、2 つはだめなのですか。1 つですか。 

 

記者 

出来れば 1 つでお願いできればと思うのですが。 

 

知事 

そうですか。そうですね、非常に迷うところであります。何と何で迷っているかという

ことを正直に申し上げますと、南東北インターハイが若者のスポーツの祭典というような

ことでね、本当に若い人たちがアスリートだけじゃなくて、文系の高校生も、本当にたく

さん活躍してくれたなということがあって、今年の私にとっての 10 大ニュースの一番トッ

プに挙げられるかなというところで、若者の「若」、雪若丸の「若」でもあるんですけれど

も、この「若」にしようか、あるいは 11 月 4 日に開通になった、栗子トンネルですよね。

あそこがね、20 年以上かけて、たくさんの人の悲願がようやく実った開通式だったので、

「通」という字ですね。それですごく悩むところありますけれどもですね。来年が雪若丸

元年だとすると、今年は「通」のほう、「通行する」ですね。札幌便も通ったわけでありま

すし、外航クルーズ船も初めて寄港した、これも「通って」いったというふうにもとれま

す。というようなことで、やっぱりたくさんの県民の長年の悲願であった、あの 8972 メー

トルの無料トンネルの開通を踏まえての「通」という字にしたいと思います。 
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記者 

毎日新聞の野間口です。サクランボについてお伺いしたいんですけれども、生産者の方

にこのお話少しお聞きすると、大きくておいしいんだけれど、サクランボの従来のイメー

ジというのが、山形のサクランボに関しては、特に小さくてかわいらしいというイメージ

だったので、ちょっとそこからは外れるんじゃないかということで、イメージ戦略として

どのようにしていくのか、気になるというふうに生産者の方おっしゃってたんでけども、

そのあたりどうでしょうか。 

 

知事 

ああ、そうですか、はい、そうですね。でも他の果物と比べて、小さくてかわいいとい

うのはそんなに変わらないのじゃないかなというふうには思います。サクランボはサクラ

ンボでね、その中で 2L だったり 3L だったり 4L だったりするわけでありますので、いく

ら大きくてもリンゴみたいに大きくはならないし、モモみたいに大きくもならないので、

だから山形県ではいろんな品種を開発して、いろいろな種類のサクランボがありますので、

お好みのサクランボを選んで召し上がっていただくというのがあるので、さらに選択肢が

広がったというふうに受け止めていただいたほうがよろしいのではないかなと思います。 

外国産にも負けない大きなものも登場したわけなのでありますけれども、酸味のあるの

が好きだとかですね、いろいろなお好みがあるかと思います。小さいほうがいいとかです

ね。それらの品種も従来どおりちゃんと生産しますので、お好みのサクランボの選択肢が

広がったというふうにとらえていただければいいんじゃないかなというふうに、私は思っ

ております。 

 

記者 

山形新聞の田中です。代表質問の絡みでちょっと教えていただければと思います。地方

創生総合戦略が平成 27 年に策定されて、その期間は 5 年間、今年度が中間年度に当たりま

す。残りあと 2 年ということで、知事は先ほどの所感のところで、不本意ながらというこ

とで人口減少と話をされました。その中でも社会減の減少幅が、少し速度が緩くなってき

たということと、もう一つが市町村連携ということ話になりました。市町村連携について

は、県として新しい指針を作るべく検討なさってますけども、残り 2 年の地方創生、人口

減少、社会減の鈍化、これについて知事は、どのような社会減の鈍化の要因があるという

ふうに理解なさっておられて、市町村連携によって、例えば人口減少をどのように緩くし

ていくための施策、具体例でなくてもいいんですけれども、ビジョンのようなもの、イメ

ージのようなもので結構ですので教えていただければと思います。 

 

知事 

社会減を抑制するというようなところに焦点を当ててでしょうか。 



16 
 

記者 

そこでもいいですし、知事がお考えになっている社会減が鈍化している要因というとこ

ろで、知事なりのお考えがあるのかということが１つと、最大の課題である人口減少をど

のように、あと残り 2 年でなさっていくというところを知りたいです。 

 

知事 

はい、わかりました。 

そうですね、大きな目で捉えますと、時間をかけて醸成していくものと、目の前の対策

を打っていくということ、この 2 つはどのような施策にも私は必要ではないかと思ってい

るところです。 

その人口減対策でありますけれども、長い目で見ますと、やっぱり山形は本当にいいと

ころだというのをですね、県民の皆さんご自身がもっともっと自覚して、再認識していた

だくということが大事ではないかなと思っております。 

先般、山形交響楽団の 45 周年の事業がございましたけれども、それにちょっと行かせて

いだだきましたが、その時に、高齢の名誉指揮者でいらっしゃる 80 代の方のお言葉であり

ますけれども、「山形は本当に食べ物がものすごくおいしいし、温泉もあって、とってもい

いところだと、それに山形交響楽団もあるというようなことで、ここに暮らしている人は

幸せだ」というごあいさつがありました。私も常に、山響はもちろんですけれども、本当

にいろいろなスポーツ組織もありますし、なんでもあるといいますか、本当にいろんな意

味で人間的に質的に幸せな暮らしができるのが山形県だというふうに、私も日ごろから考

えておりますので、そのことをですね、伝えていくといいますか、ここは何もないところ

だというようなことではなくてですね、もう一回しっかり見直す、山形の良さをしっかり

見直すということで、歴史的なこと、伝統行事、そういったものもですね、しっかり小さ

いころからふるさとの良さというものを、結びつきでありますとか、良さというものを伝

えていく。大人自身がそういった意識を醸成する。それを子どもに伝えるといったことが、

長い目で見れば私はとても大事なことかなと思っているところです。 

目の前の対策としましては、就職、進学というところが大変大きなネックではないかな

と思っております。ですから、細かいことながらも進学先を少しでも増やすというような

ことに粘り強く取り組んできました。農林大学校に林業経営学科を新設したり、産業短期

大学校に土木エンジニアリング科を新設したりですね、それから栄養大学を新設したり、

また、保健医療大学の後期博士課程を設置したりと、少しずつ少しずつ積み上げて、ふる

さとで少しでも学べるように、そして県外からも学びに来ていただけるようにというふう

に努力をしております。 

また、就職先として、地元の企業を知らないということも大きなネックではないかなと

思っておりましたので、先ほども申し上げた小学生の企業訪問というようなことも始めて

いるところであります。 
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それで、地元の企業を知っていただくためのさまざまなサイトを開いたり、それからガ

イドブックを作ったりと、そういったこともやっているところであります。それから首都

圏の大学との連携とかですね、そういったことも始めております。そういったことで地元

の企業の良さ、それをもっと周知していくということが大切ではないかなというふうにも

思っております。 

また就職先がすべてではなくて、起業や創業にも支援をしっかりしていく。そういった

ことにも力を入れ、また県外から移住してきてくださる方を増やすということも大きな政

策ではないかと思っておりますので、市町村としっかりと連携して取り組んでいきたいと

いうふうに思っております。 

とりとめのないことでありますけれども、全国の成功モデルなんかもですね、しっかり

と分析しておりますので、良いところはしっかりと学ばせていただきながら、また山形県

独自の施策というものも考えながら、社会減といったところに向けてしっかり取り組んで

いきたいなと思っております。 

あとやはり、若者の希望実現ということになりますけれども、所得向上ですね、工業や

農業の発展、産業の振興なのですけれども、そういうところにしっかりと取り組んでいく

ことで、雇用を増やすといいますかね、ただ人材が減ってきているというのが大変問題で

はあるんですけども、山形県で生活していくということ、やはり働いて幸せに暮らしてい

ただくということでも大事だと思っていますし、リタイヤした方もですね、安心して山形

県に戻ってきて、あるいは移住して暮らしていけるという、そういった年代の方々にも私

はやっぱりしっかりと取り組んでいく必要があると思っております。 

ですから、多様な政策になっていくと思うのですけども、あらゆる可能性をしっかりと

視野に入れて、政策は打っていかなければいけないと思っております。 

これからの山形県の発展ということでは、今まで申し上げたのはソフト面でありますけ

れども、ハードというのも私は本当に基盤だと思っておりますので、やはりこれまで以上

にハード対策もですね、更なる山形県の飛躍のためには重要だと思っていますので、その

ことにもしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。 

なんか全般的なことになってしまって申し訳ないのですけども、やはり先ほど記者さん

からもありましたけれども、来年は戌年でありますが、腰を据えてしっかりとやまがた創

生に取り組んで行きたいと思っております。 


