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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年６月12日(火) 10:00～10:28 

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3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) 「平成31年度政府の施策等に対する提案」に係る各府省への提案活動 

について  

(2) 第４回三世代家族写真コンテストの優秀作品の発表について 

(3) さくらんぼ「山形Ｃ12号」の名称募集について 

代表質問 

(1) 米朝首脳会談に対する期待等について 

フリー質問 

(1) 旧優生保護法に関する文書について  

(2) 新潟県知事選挙の結果について 

(3) 発表事項(3)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、おはようございます。 

いよいよさくらんぼのシーズンとなってまいりました。先週、6月 7日に、これから本格

的な出荷時期を迎える山形のさくらんぼの流通促進と消費拡大に向け、東京都の大田市場

で、JA全農山形の長澤会長をはじめ、佐藤寒河江市長、志布村山市長及び JA組合長などと、

オール山形でトップセールスを行ってまいりました。 

トップセールスの中で、今年のさくらんぼは、開花時の天候に恵まれ、平年に比べて 1

週間程度生育が早くなっていること、作柄は良好であることなど、品質・生産量ともに日

本一の本県のさくらんぼを、力強く PRしてまいりました。県内各地の佐藤錦を試食した市

場関係者の皆様からは「例年にも増しておいしく仕上がっている」との評価の声があって、

県産さくらんぼのおいしさを実感いただいたところであります。 

「日本一美食美酒県やまがた」の顔であります美味しい山形のさくらんぼを、首都圏を

はじめ全国の皆さんにたくさんお届けして、「園芸大国やまがた」の農産物の流通促進と消

費拡大に結びつけてまいりたいと考えております。 

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。 

6 月の山形はさくらんぼの季節です。旬を迎えたさくらんぼにちなんだイベントとして、

6 月 23 日（土）から 24 日（日）に、山形県郷土館「文翔館」と山形市七日町大通りを会場

に、「日本一さくらんぼ祭り」を開催いたします。 

若者を主体に山形から元気を発信するイベントとして、平成 24 年度から開催しておりま

して、今年で第 7 回目です。 

23 日（土）のオープニングセレモニーには、駐日英国大使ポール・マデン閣下御夫妻を

お招きしております。御夫妻には、セレモニーにご出席いただくとともに、会場で「流し

さくらんぼ」に参加いただくなど、山形の旬を体験していただきたいと考えております。 

さて、祭りの内容についてですが、毎年好評をいただいております「日本一巨大な流し

さくらんぼ」や「さくらんぼ種飛ばしニコニコ相性コンテスト」、「山形のさくらんぼすこ

だま振る舞い」が行われるほか、県内アーティストなどによるステージイベントや高校生

スイーツコンテスト、ダンスコンテストなど、イベントが盛りだくさんとなっております。 

さらに、23 日（土）には「ふるさと芸能のつどい」も開催します。県内各地の特色ある

民俗芸能のうち、大人や子どもの団体、あわせて 12 の団体の民俗芸能が披露されます。県

内の民俗芸能が一堂に会する、大変貴重な機会となっております。 

また、先日、日本遺産に認定された県の花「紅花」が、6 月下旬から 7 月中旬にかけて見

頃を迎えます。紅花にちなんだイベントとしまして、6 月 30 日（土）から、天童市で「第

31 回おくのほそ道 天童紅花まつり」が開催されます。それから 7 月 7 日（土）、8 日（日）

には、山形市、中山町、河北町で、そして 7 月 14 日（土）と 15 日（日）には白鷹町でも

紅花まつりが開催されますので、県民の皆様も、ぜひ、お出かけいただければと思います。 
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では、私から、3 点発表させていただきます。 

1 点目です。お手元の資料にありますように、先週 6月 6 日（水）に、「平成 31年度政府

の施策等に対する提案」に係る提案活動としまして、私と志田県議会議長が、本県選出の

国会議員 3名の方々にも、途中ご同席いただきながら、内閣府の男女共同参画・地方創生・

少子化対策、そして国土交通省、農林水産省、経済産業省、文部科学省、厚生労働省の 8

か所を訪問し、山形県民の総意として、主要な項目について提案活動を行ってまいりまし

た。 

国会会期中にもかかわらず、各府省の 3 名の大臣をはじめ、副大臣、政務官の方々に提

案を直接受け止めていただいたことは、大変有意義であったと考えております。 

主な状況を申し上げますと、内閣府の野田男女共同参画担当大臣からは、「女性活躍の加

速化や家事・育児等への男性の参画に向けて、実効性のある取組みを積み重ねていく」と

のコメントを頂きました。 

また、内閣府の松山少子化対策担当大臣からは、「保育士の確保については、来年 4月か

ら給与水準を引き上げることとしているほか、保育士の職場環境改善についても、山形県

からの提案を含め、しっかり取り組んでいく」といったコメントを頂きました。 

厚生労働省の加藤大臣からは、「医師偏在の是正に向けて、法律改正や基金の増額などに

取り組んでおり、政府としてもしっかり対応していく」といったコメントを頂きました。  

また、経済産業省の西銘（にしめ）副大臣からは、「再生可能エネルギーの導入拡大に向

けて、送配電網の空き容量不足の解消は非常に重要であり、緊急時用の予備枠の活用など、

山形県からの提案を含め、必要な見直しを進めたい」との前向きなコメントを頂きました。 

文部科学省の新妻（にいづま）政務官からは、「有機エレクトロニクスの取組みは非常に

素晴らしく、文部科学省としても後押ししてまいりたい」といった力強いコメントを頂き

ました。 

国土交通省の簗（やな）政務官からは、「新幹線については、奥羽・羽越新幹線などの基

本計画路線を含めた基礎的な調査に取り組んでおり、トンネルについても、政府としてど

のような対応ができるか考えていきたい。空港の滑走路延長については、今後、国土交通

省としても技術的な助言などの支援・協力をさせていただくので、ご相談いただきたい」

といったコメントを頂きました。 

いずれの大臣や副大臣、政務官からも、本県の提案の趣旨、必要性などをご理解いただ

いたものと考えております。県といたしましては、提案の実現に向け、今後とも様々な機

会を捉えて継続的に提案を行い、政府の施策にしっかりと反映されるよう努めてまいりま

す。 

2 点目です。写真コンテストです。 

県では、本県の特色である三世代同居や親子の両世帯が近くに暮らす「近居」など、家

族の絆で支え合う暮らしの良さを知っていただくよう周知啓発に取り組んでおります。 

今年度、4 回目となる「三世代家族写真コンテスト」を実施し、このたび入賞作品が決定



 4

しましたので発表いたします。本コンテストでは、三世代同居や近居の暮らしならではの

写真を、4月 18 日から 5月 23 日まで募集しましたところ、県民の皆様から 112 作品の応募

をいただきました。見ている側までが笑顔になる、三世代家族の幸せな暮らしぶりを写し

撮った素晴らしい作品が数多く寄せられましたことに、この場をお借りして感謝申し上げ

ます。大変ありがとうございました。審査の結果、最優秀賞 1 点、優秀賞 4 点を決定いた

しました。最優秀賞は、山形市在住小林美由紀（こばやしみゆき）さんの「さつまいも掘

ったぞー！！」が選ばれました。こちらの写真（補足：「写真パネルを掲示」）であります。 

おじいさんが育て上げた立派なさつまいもを初めて一緒に掘って、大興奮のお孫さんの

お顔と誇らしげなおじいさんの様子が微笑ましい素敵な作品となっております。 

5 つの作品については、7月 1 日に山形国際交流プラザ「山形ビッグウイング」で開催す

る「子育て応援団すこやか 2018」のステージで表彰式を行いますほか、5 作品を含め第一

次審査を通過した 31 作品全てのパネルを展示いたします。是非、お越しいただき、世代間

のふれあいの温かさにあふれる作品をご覧になっていただければと思います。 

では 3点目であります。 

さくらんぼ新品種「山形Ｃ12号」の名称募集を、本日、6月 12日から開始しますのでお

知らせをいたします。 

大玉さくらんぼ「山形Ｃ12 号」は、 500 円玉よりも大きい 3 L から 4 L サイズで、果実

の着色が良く、ツヤもあり、上品な甘さで食味が良く、果肉がしっかりしているなど、大

変魅力的な新品種であります。 

この品種を多くの方に知っていただくためには、まず、覚えやすく、品種の特徴がよく

表れるような名称が重要となりますので、このたび、県民の皆様から、広く名称の公募を

行うことといたしました。 

お手元の資料をご覧になっていただきますと、応募資格ですが、どなたでも自由にご応

募いただけます。応募規定ですが、多くの方から親しまれ、愛され覚えやすい名前を、10

文字以内でお考えいただき、お一人何点でもご応募いただけます。応募期間は、6 月 12 日

から 7 月 31 日までといたします。 

「山形Ｃ12 号」にふさわしい魅力的な名前をつけたいと思いますので、県内外の多くの

皆様から奮ってご応募いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

幹事社の NHK の池川です。 

1 点、代表してお伺いさせていただきます。 

史上初めての米朝首脳会談が先ほどシンガポールで始まったようです。今回の会談では、

拉致やミサイルなどの問題についても協議されると期待されています。 
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県内でも、拉致の可能性を排除できない行方不明者や日本海側での相次ぐミサイル発射

など、北朝鮮問題は喫緊の課題となっています。 

そこで、今回の会談に対して、知事はどのようなことをお考えですか。また、県として

北朝鮮問題への対応について、どのようにお考えですか。この 2点お伺いします。 

 

知事 

はい。本日、午前 9 時、日本時間では午前 10 時ですけれども、史上初となる、米朝首脳

会談が、シンガポールで開催されるということは、報道により承知をしております。世界

中が注目しているのではないかと思います。 

会談におきましては、北朝鮮における非核化について話し合われるほか、日本人拉致問

題の解決についても、先週の日米首脳会談で、アメリカのトランプ大統領が「必ず北朝鮮

と議論したい」と述べたと報道により承知をしております。 

北朝鮮を巡りましては、ミサイルの発射が昨年 16 回を数え、そのうちの 2 回は、J アラ

ートによる警報が作動する事態となりました。また、9 月 3日には、核実験も行われるなど、

県民に極めて大きな緊張と不安を与えたと思います。 

また、日本人拉致問題に関しましても、警察庁で公表している「拉致の可能性を排除で

きない事案に係る方々」として、本県関係者が 3名含まれていると承知をしております。 

さらに、これらの問題のほか、今回の会談のテーマには含まれませんが、大和堆（やま

とたい）水域での北朝鮮漁船による違法操業や庄内沿岸への北朝鮮からと思われる木造船

の漂流・漂着が、県民や県内漁業者の安全・安心を脅かすなど、本県にも悪影響を及ぼし

ております。 

今回の米朝首脳会談に対しましては、既に一部ミサイル発射台撤去のニュースも報道さ

れておりますが、今回の会談を契機に、北朝鮮の非核化が進み、ミサイル発射もなくなる

など、朝鮮半島の情勢が安定化すれば、県民の安全の確保や不安の解消につながるものと

期待をしているところでございます。 

また、日本人拉致問題に関しても、今回の会談が解決に向けた端緒となることを期待し

ております。 

今後ですけれども、弾道ミサイル発射に関しましては、落下時の適切な避難行動につい

て、政府による広報に加え、県や市町村のホームページや広報誌等による周知のほか、防

災訓練や出前講座など様々な機会を通して、周知を図ってきておりますので、今後もそう

した機会を活用して、周知に取り組んでまいる所存でございます。 

また、北朝鮮からと思われる木造船の漂流・漂着等につきましては、先週、政府に対し

て、我が国の海上・沿岸警備を強化することや、大和堆水域をはじめとする我が国の排他

的経済水域における違法操業の取締りを、引き続き強化することなどを要請してまいりま

した。 

県としましては、引き続き、関係機関と連携し、県民の安全・安心の確保に万全を期し
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てまいります。 

 

記者 

知事のお話でもありましたように、去年、それこそミサイルの発射が相次いで、県とし

ても対応に追われたかと思うのですけれども、今回の会談では、どの程度の成果が期待で

きるというふうに知事としてはお考えでしょうか。 

 

知事 

本当にこれはコメントが難しいというか、どの程度というのは、全くわからない状況だ

と思っています。「会談が長くなりそうだ」という報道があったりですね、今日になってか

ら「短くなりそうだ」というような報道があったり、「うまくいきそうだ」、「いや、うまく

いかなそうだ」、いろんな情報が飛び交っているような状況だと思っておりますので、今の

ところは全くわかりません。 

ただ、期待感は本当に持っておりますし、しっかり、ひとつの始まりにしていただけれ

ばいいなと思っています。一挙にというのは、それはそれに越したことはないのですけれ

ども、まず、これからしっかりと前に進んでいただきたいなという思いです。 

 

記者 

幹事社から以上です。 

 

☆ フリー質問 

記者 

河北新報の吉川と申します。 

旧優生保護法に基づく強制不妊手術の問題に関してお伺いします。 

先週、報道にも出ていましたが、鶴岡市の精神科病院で、複数人に対して手術が行われ

たことを示す記録が見つかったということが明らかになりました。 

その記録が見つかったということに関して、知事はどの程度把握されていて、どう受け

止めていらっしゃるか教えてください。 

 

知事 

はい。本県の情報公開条例に基づく公文書開示請求を受け、調査を実施しましたところ、

こころの医療センターの書庫で、旧金峰園における旧優生保護法関係の簿冊が 2 冊発見さ

れたと聞いております。 

旧優生保護法による優生手術につきましては、当時の法律に基づいて行われたものであ

りますが、本人の同意がないまま手術が行われたということであり、大変悲しく痛ましい

出来事であったと思います。 
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現在、国では、超党派の議員連盟や与党のワーキングチームがこの問題への対応につい

て検討を進めているというふうに聞いておりますので、その動向を注視してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 

記者 

当該の精神科病院で見つかったことに関しては、現在所管課において資料を精査中とい

うことなのですが、内容の公表ですとか今後の予定についてはどうお考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、予定としては、県はしっかりと、県関係機関のものは調査するということ

にして、現在調査中でありますし、政府からの依頼があればいつでもすぐ提出できるよう

に準備をしている段階であります。 

また、民間に対しても、きちんと書類を保存していただくということを要請している段

階でありますので、今のところ申し上げられるのはこのくらいかなと思います。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

共同通信の太田と申します。 

先日、日曜日なのですけれども、新潟の知事選挙があって、新しく花角（はなずみ）知

事が誕生しましたが、山形県と新潟県は隣の県ということで、今後、花角知事に対して期

待することなどあれば、教えていただきたいと思います。 

 

知事 

はい。まずは、当選された花角氏には、おめでとうと申し上げたいと思います。新潟県

民が判断をしたということであります。 

新潟県は山形県の隣県であります。歴史的にも、また、地勢的にも非常に近い県だとい

うふうに思っております。新潟県と福島県と山形県で三県知事会というのも毎年やってい

るのですけどね、そういったいろいろ関係の深い県でありますので、いろいろな意味で連

携をしていかなければならないと思っています。 

まず、考えられるのは、ドクターヘリはすでに連携をしております。それから県境部分

の高速道路についても今まで連携して、要望・提案をしてきて、着工といいますか、事業

化をしているところであります。 

それから、フル規格の羽越新幹線のほうですけれども、それもやはり新潟県としっかり

と連携してやっていかなければいけない事案だと思っています。 
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そして、来年には「新潟県・庄内エリア デスティネーションキャンペーン」が行われ

ます。今年がプレ DC で来年が本番 DC、新潟県と庄内の美食ツーリズムといったデスティネ

ーションキャンペーンであります。海はつながっておりますけれども、陸もですね、平野

がつながっていて、途中に山がありますけども、観光連携も昔からやっているところであ

りますので、そういった意味でもしっかり連携していきたいと思っております。 

今申し上げるのはその辺なのですけども、ソフト面でもいろんなことがこれから考えて

いけるのかなと思います。先般の三県知事会の時だったのかちょっと忘れましたけども、

確か、障がい者の方のですね、知的障がい者だったかな、作品展というのを、それぞれの

県でやっているかと思うけど、合同でやることになったのではないかなと思っています。

いろいろな連携ができるのかなと思っています。 

インバウンドなどもどういうふうにしていけるのかなと思いますけども、いろんな可能

性があると思いますので、新しい新潟県知事にはですね、いろいろな広域連携をしてウィ

ンウィンの関係でいきましょうということを申し上げたいと思っています。 

 

記者 

すみません、1 点だけなのですけども、発表にあったＣ12 号の名称募集なのですが、こ

れは、選考方法はどういうふうにして決めていくのかなと思いまして、お聞きしたいと思

います。 

 

知事 

はい。そうですか。選考方法はどうなっていたか、担当から聞いてみたいと思います。 

 

農林水産部次長 

農林水産部次長の高橋でございます。 

名称の決定ということでありますが、山形Ｃ12 号を販売する時に使用する名称は、一般

公募で県民の皆様方から広くアイデアをいただきまして、年度内に名称を決定していきた

いと考えております。 

決定につきましては、去る 6月 1 日に立ち上げました「『山形Ｃ12号』ブランド化プロジ

ェクト会議」という会議を持っておりますので、その会議のメンバーの方々をはじめ、幅

広くご意見をいただき、その意見を参考にして県において決定していきたいというふうに

考えているところであります。 

 

知事 

決定まで時間がかかるのではなかったですか。年度内というか。 
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農林水産部次長 

はい。決定いたしました後、商標登録の手続きが必要になります。他の人から使われて

しまわないようにする手続きが終了しますのが、早く見込んで来年 3 月になりますので、

そこまで待ってから公表させていただきたいというふうに考えているところでございます。 

 

知事 

ちょっと発表まで時間がかかるみたいですけれども、そのようなことであります。 

 

記者 

今の関連なのですが、雪若丸の時はですね、名前をいくつか出してもらった上で、10 点

でしたかね、それに対する県民からの反応を伺う機会というのもあったかと思うのですが、

今回、山形Ｃ12 号については、応募を受けて一発でその結果が出るというか、そのあたり

の選考過程が外に出るようなことは検討されていらっしゃるのでしょうか。 

 

知事 

はい。「つや姫」とか「雪若丸」というのはですね、名前をというか、要するに注目して

もらうこと自体が PR というようなこともあったかと思っています。山形県が「お米の生産

県なのか」と 10 年前は言われていた、知られていなかったことがありましてね、まずそう

いうことでひとつひとつ盛り上げてきたという経緯もあります。 

ですが、さくらんぼについては、もう、さくらんぼと言ったらもう山形というふうにな

っておりまして、そこはお米とはちょっと違うこともあるということはちょっとご承知お

きいただきたいと思っておりますが、さくらんぼについてのご質問です。 

 

農林水産部次長 

農林水産部の高橋です。 

今、知事からお話がありましたように、「つや姫」、「雪若丸」の場合には、県民の注目度、

県内外の注目度を上げるために県民投票という形を取らせていただきましたけれども、今

回のさくらんぼ山形Ｃ12 号につきましては、広く県民の方々といいますか、関係者の方々

などの意見もいただきますけども、まだ県民投票をするということは考えていない状況で

ございます。 

 

記者 

しないということですか。 

 

農林水産部次長 

はい。しないという考えでございます。 
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記者 

しないということですね。はい。 


