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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年10月31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) 秋季火災予防運動について 

(2) 平成31年度「全国農林水産物直売サミット」の本県での開催について 

代表質問 

(1) 今季のモンテディオ山形の評価について 

フリー質問 

(1) 代表質問に関連して 

(2) 雪若丸の本格デビューに係る知事の所感について 

(3) 大和堆北東部における北朝鮮船舶の違法操業（疑い）について 

(4) 県職員の障がい者雇用率について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：読売・日経・YTS＞ 
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知事 

皆さんおはようございます。まず、朗報です。朗報でした、ということで、10月24日に

本県の「遊佐の小正月（アマハゲ）」を含む「来方神：仮面・仮装の神々」が、ユネスコ無

形文化遺産の評価機関において、代表一覧表への「記載」の勧告を受けました。 

地域の方々によって大切に受け継がれてきた伝統の神事が、世界を代表する文化遺産と

して高い評価を得たことは、大変誇らしく喜ばしいことであります。 

貴重な無形文化遺産の保護・継承活動の大きな弾みとなるよう、11月26日から12月1日に

開催される政府間委員会において勧告どおりに正式決定されることを、県民の皆さまとと

もに心から期待しております。 

それから、情熱を注ぎ、いきいきと農に挑む担い手が一堂に集う「第21回全国農業担い

手サミットinやまがた」の開催が、いよいよ来週の11月8日、9日に迫ってまいりました。 

サミットには、皇太子殿下の御臨席を賜りますとともに、全国から約2,200名もの皆さま

をお迎えする予定であります。 

参加される皆さまには、四季に富んだ気候と豊かな自然環境を生かした山形県の元気な

農業に触れて、知っていただき、樹氷のように輝くたくましい未来の農業について、大い

に語り合う有意義な交流になることを期待しております。 

また、紅葉が鮮やかで、おいしいものがあふれる豊穣の季節になっています。皆さまに

は、トップブランド米「つや姫」、そしてその弟君でこの秋本格デビューをした「雪若丸」、

それから日本一の「ラ・フランス」や「シャインマスカット」などの果物、芋煮、日本酒・

ワインなどの美食・美酒の数々を味わっていただき、多彩な温泉や山寺が支えた紅花文化

などの山形の魅力も十分に、存分に堪能していただきたいと考えております。 

本サミットでは、8日の山形市での全体会がありますが、加えて9日にかけては、県内の8

地域に分かれての地域交流会も開催されます。「日本一美食・美酒県やまがた」を全国にPR

する絶好の機会でありますので、県民の皆さまにも、山形らしい「おもてなし」で温かく

お迎えをしていただきたいと思っております。 

では、恒例となりました、イベントや祭りのご紹介です。 

11月3日文化の日に、山辺町で「第10回やまのべ・まるごと・フェスティバル」が開催さ

れます。全国的に有名な山辺ニット製品の即売会や地元農産物の販売、県産の銘柄豚「舞

米豚（まいまいとん）」を活用した「自慢のアイデア料理フェスタ」などが開催され、山辺

町の魅力をまるごと味わえる一日となっております。 

それから11月4日、日曜日には小国町で「第16回おぐに鍋まつり」が開催されます。地元

農産物を使った鍋料理を、町内外の団体が出品して、参加者の人気投票と特別審査員の合

計得点で「鍋将軍」を決定する「鍋コンテスト」が行われますほか、地場産品の販売も行

われます。 

さらに11月12日、月曜日には大蔵村で「第54回肘折温泉郷なめこ・こけし祭り」が開催

されます。原木なめこがたっぷり入ったなめこ汁とおにぎりのセットが販売されるほか、
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肘折こけしの即売会が行われます。このほか、「生なめこつかみ取り大会」、「なめこ箸つま

み競争」など、ユニークな催しがあります。 

秋も深まって蔵王や山寺、最上峡、赤芝峡など、県内各地で紅葉が見頃を迎えておりま

す。県民の皆さまもぜひお出かけいただければと思っております。 

 

では、私から発表2点ございます。 

1点目は、秋季火災予防運動についてです。 

県内では日ごとに寒さが増してきておりますが、今年も11月9日から15日にかけて、秋季

全国火災予防運動の一環として、本県におきましても秋季火災予防運動を行います。 

今年9月末までの県内の火災発生件数は、256件であります。昨年同期と比較して14件少

ないです。過去10年間では2番目に少なくなっておりますが、これからの季節はストーブや

コンロなど火気を使用する機会が多くなり、例年火災の発生が増える時期であります。取

扱いには十分な注意が必要です。 

県民の皆さまには、「忘れてない？サイフにスマホ 火の確認」の統一標語のもと、火の

取扱いには十分注意していただきたいと思います。 

では、もう1点の発表はですね、全国の産地直売所等の関係者が参集し開催されている「全

国農林水産物直売サミット」が、来年の10月に山形県で開催されることになりましたので、

そのお知らせでございます。 

このサミットは、農林水産物直売活動の情報交換を進め、運営の課題解決や情報発信を

総合的に進めるとともに、直売所間のネットワーク化を促進することを目的に、全国農産

物直売ネットワークが毎年開催しているもので、県が平成31年度の開催をはたらきかけて

きたところですが、このたび来年10月17日と18日に本県で開催することが決まったもので

ございます。 

サミットでは、初日は鶴岡市で開会式や分科会、交流会などの全体会が開催され、2日目

は4コース程度に分かれ、県内各地の産地直売所の視察などが行われる予定です。 

本県が全国に誇る農林水産物が豊富な実りの秋を迎える中、全国各地から多くの農林水

産直売所の関係者にご来県いただくこととなりますので、県としましても、これを機会と

とらえ「日本一美食・美酒県やまがた」を大いにアピールしたいと考えているところです。 

私からは以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

おはようございます。山形テレビの寒河江です。幹事社として質問させていただきます。

今回のモンテディオ山形について伺いたいのですが、先日のリーグ戦で、J1 昇格とプレー

オフの進出の可能性がなくなりました。県は株主でもあるかと思うのですが、今シーズン

のチーム、そして監督への評価というものをまずいただきたいというのが 1 点。あと、逆
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に、天皇杯のほうでは調子がよくて、準決勝まで勝ち進んでおりまして、12 月にまた仙台

で準決勝行われます。そちらの期待も伺えればと思います。 

 

知事 

はい。モンテディオ山形は今シーズン、J1 昇格に向けて選手の補強など積極的に戦力の

強化を図ったとお聞きをしておりましたので、来シーズン J1 の舞台で戦う可能性がなくな

ったということは大変残念に思っているところです。シーズン前半では戦術の修正などを

行い、チームを立て直し、10 試合負けなしとするなど、最高順位を 7 位まで上げたんです

が、シーズンの後半でけが人も多くなったり、なかなか力を発揮しきれなかったのかなと

思っております。 

一方で、先週行われた天皇杯の準々決勝では、J1 で首位の川崎フロンターレと対戦して

見事な勝利をあげました。ベスト 4 への進出が決まったということで、これは大変喜ばし

いことであります。モンテディオ山形が精いっぱいプレーをして、それを県民が応援する

ことは、県民の絆の醸成や地域の活性化にも大きな役割を果たしているものと考えており

ます。今シーズンのリーグ戦は残り 3 試合ということでありますけれども、この 3 試合を

来シーズンにつながるように最後までしっかり戦っていただきたいと思っております。そ

して、天皇杯の準決勝では今おっしゃられたとおりお隣のベガルタ仙台との対戦となりま

すので、大いに盛り上がるものと思われます。みちのくダービーにぜひとも勝利して優勝

を目指して勝ち進んでいただきたいと思っております。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

☆フリー質問 

記者 

モンテに関連してもう 1 点でなんですが、現在、スタジアム誘致が山形と天童のそれぞ

れの団体から要望が寄せられているかと思うのですが、先週も山形市中心部商店街のほう

から要望の動きも県のほうにあって、知事の都合でキャンセルとなったと思うのですけれ

ども、どこの自治体にスタジアムを誘致するのがいちばんいいか、もし現時点で知事のお

考えあれば聞かせてください。 

 

知事 

そうですね、私はこれまでもずっと言ってきたのですけれども、モンテディオ山形にと

って何よりも急ぐべき課題というのは収益力、チーム力を強化して、J1 復帰・定着に向け

た取組みを着実に進めることだということで、スタジアムの整備はその先の課題だとこれ

までも申し上げてきたところであります。 
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 今、記者さんがおっしゃいましたけれども、新スタジアムのお話であります。これは新

スタジアム推進事業株式会社において、新スタジアムの基本計画の策定が進められている

段階ということであります。 

 今ちょっと質問あったのですけれども、それについて私としてコメントするものではな

いというふうに思っているところです。 

 

記者 

 民間の方向性を見守るというお立場といってよろしいでしょうか？ 

 

知事 

 そういうことになるかと思います。 

 

記者 

 ありがとうございます。 

 

知事 

 はい。 

 

記者 

 YBC の奥山と申します。おはようございます。 

 

知事 

 おはようございます。 

 

記者 

 雪若丸が本格デビューして約 1 か月経ちましたけれども、知事自らトップセールスに立

たれたりされてきたわけですが、手応えだったりとか、見えてきた課題等あればお聞かせ

ください。 

 

知事 

 「つや姫」の弟君としてのポジションで、新しい新品種の「雪若丸」が本格デビューを

果たしたわけでありますけれども、首都圏それから名古屋、大阪でもトップセールスをや

りました。 

また、県内あるいは県外からいらっしゃるお客さまからも、「雪若丸」についてのいろい

ろなお話をお聞きすることがあるのですけれども大変評判が良いです。非常に好評だなと

思っているところです。 
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 直近の評判はまだ聞いておりませんけれども、途中段階では非常に「雪若丸」そのもの

の力と言いますか、おいしいお米だということと、また宣伝 PRも非常にいい俳優さんを起

用したというようなこともあって、大変ラッキーなデビューだったんじゃないかなという

ふうに私は思っているところです。 

 売れ行きも大変良いと聞いているのですけれども、農林水産部にそこのところを聞いて

みたいと思います。 

 

農林水産部次長 

 農林水産部次長の髙橋でございます。「雪若丸」の販売状況につきましては知事から申し

上げました通り、非常に好評な状況を保っておりまして、現在、県内を中心に出荷が非常

に進みまして、精米工場のほうもフル稼働という状況でございます。 

 今後、首都圏のほうの需要も本格化する時期というふうに流通関係者から聞いておりま

すので、そういったものにしっかりと対応していきたいと考えているところです。 

 

知事 

 あと、課題というふうなお話もあったのですけれども、県民の皆さんにも営業マンにな

ってもらいたいということをずっとお願いをしておりまして、「つや姫」の時には県民の皆

さんが本当に一生懸命 PRしてくださって、それも功を奏してブランド米として定着してき

ているのかなと思っております。 

 課題の 1つは、やっぱり県民の皆さんにもっともっと PRしていただきたいなと思ってい

るのがが 1つ。 

 もう 1 つが、「つや姫」もやっぱりブランド米としてさらに評価を上げていきたいと思っ

ていますので、「姉と弟」なのですけれども、どっちかということではなくて、やっぱり両

方しっかりとブランドにしていきたいと思うので、そこですね。「雪若丸」をまず消費者の

皆さんにご購入いただきたいんだけれども、「つや姫」もご購入いただきたいということで、

両方食べてお好みのほうをどうぞと。あるいは、食べ分けてくださいとかですね、いろん

なことを言っていますけど、2 つをブランドにしていくというところですね、そこはやっぱ

り、今年は「雪若丸」デビューだから一生懸命私も言っているのですが、でも「つや姫」

を忘れられたら困るなとかですね、ちょっとそれを悩んだり、「つや姫」の弟「雪若丸」で

すと言って両方の名前をなるべく出すようにしたりとかね、そういう点でちょっと私もそ

このところは悩みです。両方ちゃんと全国の皆さんに愛されるお米になってほしいなと思

っているところです。 

 

記者 

 ありがとうございました。 
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記者 

 NHK の新藤です。よろしくお願いします。昨日ですね、北朝鮮船と見られる違法操業問題

で県漁協のほうが県に要請に訪れたということだったのですが、これに関して知事として

の所感と、今後どのように対応していきたいかというお考えをお聞かせください。 

 

知事 

 はい。山形県漁業協同組合などからの情報によりますと、日本の排他的経済水域いわゆ

る EEZ ですけど、その中にある、EEZ 内にあるイカの好漁場「大和堆（やまとたい）」の北

東部において、男鹿半島西方沖になりますけれども、そこで昨年に引き続き北朝鮮の船舶

が違法操業をしている疑いがあるということであります。 

 本県のイカ釣り船団によりますと、鋼鉄製の船舶を含む北朝鮮の国旗を掲げた漁船約 400

隻が操業している模様で、本県の船団は衝突を避け、北のほうで操業している状況であり

ます。北のほうというのは津軽海峡西方沖であります。 

 水産庁および海上保安庁においては、イカ釣り漁が本格化した 5 月以降、取締りを強化

しているということであります。今回の大量の違法操業の漁船との遭遇を踏まえ、庄内総

合支庁水産振興課から海上保安庁および水産庁に対して、取締りの強化を要請しておりま

すが、違法操業は止む気配はなく、本県を含むイカ釣り船団からは、漁の安全に対する不

安の声が上がっている状況です。 

 こうしたことを受け、昨日、山形県漁協から、北朝鮮の漁船に対する取締りの強化につ

いて、強い要望を受けました。 

 今後の対応になりますが、日本の EEZ 内での北朝鮮船舶の操業は、国際法上違法な行為

であります。水産資源の減少や、水域内での我が国の漁業者の安全に懸念も生じる事態で

ありますので、県漁協や沿岸の他県とも連携を取りながら、政府に対して、違法操業に対

する取締りを強化するよう、強く要請をしてまいります。 

 

記者 

 今回、県との連携というのはどういった形でやっていくお考えなのでしょうか。 

 

知事 

 はい、農林水産部に聞いてみたいと思います。 

 

農林水産部次長 

 農林水産部次長の髙橋でございます。県との連携という点では、山形県と同じくイカ釣

りの船団の拠点となっております石川県が同じような漁船団からの被害を訴えております

ので、こういったところと意見交換と、それから連携をとりながらの水産庁なりへの要望

を行っていきたいというふうに思っているところでございます。 
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記者 

 今はなかなか燃料の問題とかですね、様々な問題というのは今、漁業者のですね立場と

いうのは厳しいものがあると思うのですが、そういう中で水産資源が、漁場においてもな

くなってしまうというかですね、そうした状況については知事としてはどんな思いでいら

っしゃるのでしょうか。 

 

知事 

 そうですね、水産業振興ということを図っておりますし、漁業者の皆さんの安全という

ことも大変心配でもありますので、EEZ 内で、日本の排他的経済水域内でありますのでね、

やっぱり違法操業「疑い」ということにはなっておりますけれども、そういうことはやっ

ぱり早急にやめていただきたいと思っておりますので、水産庁とかですね海上保安庁のほ

うからやはりしっかりとした対応をとっていただきたいというふうに思っております。 

 

記者 

 すいません、最後にあと、そうした要望なりを国のほうにも伝えていくということにな

るのでしょうけれども、それはどういう形でまたどういう時期にと考えていらっしゃるの

でしょうか。 

 

知事 

 はい。昨日 10 月 30 日の県漁協から県への要望書の提出を受けまして、11 月の初旬に、

頭にはですね、農林水産部長と県漁協の幹部とで水産庁に要望活動を行う予定としており

ます。 

 

記者 

 ありがとうございます。 

 

記者 

 朝日新聞の田中と申します。障害者雇用率についてお伺いしたいのですが、同様にミス

があった三重の県知事が、自身の給料を削減する条例を県議会に出しました。知事として

は今後同様に、自身の給与を削減する予定とかというのは考えていらっしゃいますか。 

 

知事 

はい、今の情報は私ちょっと初めてお聞きしたのですけれども、そちらの県の状況とか

もちょっと存じ上げないので調べてみたいと思いますが、本県の場合はほんとに最初の時

から、40 年にもわたってですね、ちょっと漫然と繰り返されてきたというようなことであ

りますので、やはり今後しっかりとした対応をするということが最も大事なのかなと思っ
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ております。 

それと併せてですね、速やかにできるだけ早く達成をしていくと、障害者雇用率を達成

していくということが大事だと思っておりますし、なぜずっといろいろな段階があっても

気づけなかったかというようなことをね、しっかりもうちょっと考えといいいますか、精

査してそこら辺の仕組みをもっと考えていかなきゃいけないなと。 

障害者雇用率だけでなく、他のところも大丈夫なのかというようなこともあるかと思い

ますので、そういったことを内部だけでなく外部の目も入れながら、どういった仕組みで

法を守るというような仕組みを作っていくのかということへの検討をしていかなければな

らないと思っておりますので、三重県と同じような対応というようなところは今のところ

考えておりません。 

 

記者 

そういう精査をした後に、知事にも自身の責任について何か責任をとるというかそうい

ったことは考えていらっしゃらないですか。 

 

知事 

責任。責任はやはりしっかりとこれまでのことを認めて、そして早急にその達成率を雇

用して、しかも漫然と繰り返さないというような仕組みをしっかりと作る、そのことだと

いうふうに思っています。 

 

記者 

河北新報の菊地と申します。今の障がい者雇用の問題なのですけれども、今、取組みの

姿勢についてお話がございましたが、具体的にですね、例えば年内年度内にどのような今

後の法の趣旨に沿った取組みをすべき、例えば審議会だったりとか有識者の委員会であっ

たりとか、あとは県庁内部でのプロジェクトチームであったりとか、そういった具体的な

取組みについてのお考えがございましたらお願いいたします。 

 

知事 

はい。今はですね、まだはっきりとしたことではないのですけれども、内部だけという

よりは、やはり外部の目も入れたほうがいいと思うよねというようなことで、ちょっと  

総務部と話をしているところです。 

 

 

 


