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平成 29 年 8 月 18 日知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。 

はじめに、平成 29 年度全国高等学校総合体育大会「はばたけ世界へ 南東北総体 2017」

について申し上げます。 

7 月 28 日に皇太子殿下御臨席のもと、本県で行われました総合開会式で幕を開けた大会

でありますが、本県と福島県、和歌山県での競技はすでに終了し、残っているのは、現在、

宮城県で行われている水泳競技のみとなりました。 

8 月 17 日までの本県選手の成績でありますが、優勝が 13、準優勝が 6、3 位が 12 とい

うことで、3 位までの上位入賞数が 31、さらに 8 位までを加えますと、入賞数は 60 となり、

今回の目標数 40 を大きく上回りました。上位入賞が半数以上を占めるという、素晴らしい

内容であります。 

この入賞数 60 ですが、昭和 47 年に山形県で高校総体を開催した際の 81 に次ぐ歴代 2 位

の成績であります。入賞成績の内訳としましては、お家芸のカヌー競技における谷地高校

勢の大活躍が目を見張るところであります。学校対抗を含めた優勝が 9、カヌー競技だけで

30 の入賞を勝ち取りました。競技会場の西川町月山湖では、台風 5 号の影響が心配されま

したが、悪天候をものともしない谷地高校勢の力強い勝利でありました。 

さらに陸上競技におきましても山形中央高校や鶴岡工業高校をはじめとする大躍進があ

り、優勝 2 つを含む 14 の入賞を獲得しました。 

大会には多くの皆さまからご支援、ご声援をいただいておりますが、いよいよ終盤とな

りました。水泳競技におきましても、最後を締めくくる本県選手の大活躍を大いに期待し

たいと思います。 

次に、本県を代表する果物さくらんぼの今年の作柄・販売状況について、ご報告であり

ます。 

主力品種であります「佐藤錦」をはじめ、品種全般にわたって収穫期は平年並みでした。

そして品質は小玉の割合が前年に比べ多かったものの、着色・食味も良好でありました。 

全国主要卸売市場における販売状況につきましては、小玉傾向であったため、販売数量

は前年より少なかったものの、品質が良好であったことに加え、ももなどの他県産の果実

との競合も少なかったことから、販売単価が堅調に推移しまして、販売金額としては前年

を上回ったところであります。 

また、直売所やギフト向けの販売も、前年より好調であったと聞いております。 

こうした状況から、収穫量は前年をやや下回るものの、産出額は過去最高であった平成

27 年産の 337 億円を上回るものと見込んでおります。 

今後とも日本一の「山形さくらんぼ」の安定生産に向けた取組みを「オール山形」で推

進し、ブランド力のさらなる強化に努めてまいりたいと考えております。 
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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。 

まず、夏祭りですが、村山市で本日から 8 月 20 日まで「むらやま徳内まつり」が開催さ

れます。お囃子の軽快なリズムに合わせた勇壮かつ華麗な踊りや、迫力の山車（だし）な

ど、躍動する祭りが繰り広げられます。 

また、新庄市では 8 月 24 日から 26 日まで、ユネスコ無形文化遺産の「新庄まつり」が

開催されます。古式ゆかしい神輿渡御（みこしとぎょ）行列や、歌舞伎・歴史物語の名場

面を表現した豪華絢爛な 20 台の山車（やたい）行列のほか、山車（やたい）行列を盛り上

げるお囃子も見所のひとつであります。 

さらに 8 月 27 日から 28 日まで、花笠踊り発祥の地である尾花沢市で「おばなざわ花笠

まつり」が開催されます。当日は約 3,000 人の踊り手がダイナミックな「笠まわし」を披

露し、街中が花笠一色に染まります。 

続きまして、イベントとして、8 月 26 日から 27 日まで、遊佐町を会場に「鳥海山 SEA TO  

SUMMIT（シートゥサミット） 2017」が開催されます。県内外からの参加者が鳥海山麓

の雄大な自然の中で、海、里、森のつながりに思いを巡らせながら、日本海から鳥海山山

頂までをカヤック、自転車、登山の 3 種目で目指します。 

県民の皆さまもぜひおでかけいただいて、本県の自然や文化、スポーツの魅力に触れて

いただければと思っております。私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

おはようございます。荘内日報松田です。私からの質問は 1 点で、大和堆（やまとたい）

水域における違法操業の北朝鮮漁船の取締りに関連した質問です。 

今月 1 日に、知事は農林水産省を訪問して、大和堆水域の北朝鮮漁船の取締りについて、

当時の山本大臣に要望活動を行いました。これに関連して、こうした要望に対する先方、

大臣の反応はどんなものだったのか、また、どんな対応をしていくというお話があったの

か改めてお聞かせいただきたいです。 

続きまして、そのあとの内閣改造により大臣が代わってしまいましたが、これによって

知事が行った要望という意味がちょっと薄れてしまうんじゃないかとの危惧があります。

今後、県としてはどんなふうに対応していきたいか、この 2 点をお聞かせいただけますか。 

 

知事 

はい。7 月 24 日に山形県漁協から違法操業船の速やかな排除を政府に要請するよう要望

書の提出を受けました。 

私としましても、いか釣り漁業者の皆さんは、北朝鮮漁船による違法操業に加え、弾道

ミサイル発射に苦しめられており、まさに死活問題であると認識をしており、今月 1 日、

山本農林水産大臣あてに、違法操業船の取締り強化と、速やかな排除について要望を行っ
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てまいりました。 

1 つ目のご質問、大臣の反応と対応について申し上げます。山本大臣からは、大和堆（や

まとたい）周辺水域はスルメイカの好漁場であり、日本の漁業にとって非常に重要な場所

だと認識をしている。 

そして今回の北朝鮮の漁船による違法操業については、水産庁の巡視船（補足：正しく

は「監視船」）に加え、海上保安庁とも連携の上、巡視船や航空機を出動させ、取締りを

継続・実施していく。 

そしてもう 1 つが、今後ともしっかりと取締りを行い、漁業者の皆さんが安心して操業

できるよう、万全を尽くしたいという、3 点についてお話をいただいたところであります。 

2 つ目のご質問、内閣改造があって、前任者へ行った要望は薄れてしまわないかというこ

とに対してでありますが、今回の要望は政府に対して行ったものであります。内閣改造に

より大臣が交代されたとしても、適切に引き継がれているものと考えております。 

また、その同じ日に菅官房長官と石井国土交通大臣にも同様の要望を行ってまいりまし

ので、政府としてしっかりと対応していただけるというふうに考えているところです。    

現在、主たる漁場は違法操業の影響がない北海道沖の武蔵堆（むさしたい）に移ってお

りますが、秋口にかけまして再び大和堆に漁場が形成されてきますので、漁業者の皆さん

や県漁協から適時状況をお伺いしながら、安心して操業できるようにしっかりと対応して

まいりたいと考えております。 

 

記者 

ありがとうございます。現在も、情報収集は県として続けていらっしゃるということで

よろしいでしょうか。 

 

知事 

はい。ずっと情報収集は続けていかなければと思っております。 

 

記者 

要望活動以降、県の漁業者からまだ違法操業が続いているとか、少し静まったようだと

か、そういったお話はきていますか。 

 

知事 

要望活動を行った後については、私には届いていないところでありますけれども、担当

から聞いてみたいと思います。 

 

農林水産部次長 

農林水産部次長の沼澤でございます。先ほど知事からもご説明がありましたとおり、大



 4

和堆から今、漁場が武蔵堆のほうに移って北海道沖に移ってございます。大和堆の状況に

ついては、漁業者の皆さんからはちょっと見えない状況ではございます。ただ、海上保安

庁のほうからいろいろお話を聞いてみますと、違法操業をしてる漁船もいくつかあるとい

うことではございますが、どのぐらいの隻数があるのかとか、どういったお魚を違法操業

で捕ってるのかとか、ここについては機密情報ということで情報提供はいただけない状況

でございました。以上でございます。 

 

記者 

ありがとうございます。代表質問は以上です。 

 

☆ フリー質問 

記者 

朝日新聞の前川でございます。知事すみません、冒頭におっしゃった高校総体の件で評

価を教えてほしいのですが、歴代 2 位の入賞数で、高体連が掲げていた目標も達成したと。

開催県の知事として、今回の結果をどのように評価されてますか。 

 

知事 

そうですね。県民の皆さんも大いに期待をされていたというふうに思っておりますし、

私自身も大きな期待をしておりました。そういうことで県勢が大活躍をしてくれたなとい

う思いであります。大会の成績ももちろんですけれども、多くの県民の皆さんが、さまざ

まな場面でおもてなしといいますか、いろいろとご協力をいただいたことに、まずもって

感謝を申し上げたいというふうに思っております。 

そして今回、大活躍をしてくれた人、また悔しい思いをしたアスリートもたくさんいる

と思いますので、今後のオリンピックに向けて、しっかりと、またがんばっていただきた

いなという思いを持っております。 

 

記者 

さくらんぼテレビの白田です。今週、県職員が痴漢で有罪判決を受けた件について伺い

ます。知事からはコメントをすでに紙でいただいてますが、改めてこのことについての受

止めを教えてください。 

 

知事 

はい。県職員が東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する

条例」、いわゆる迷惑条例でありますけれども、その違反で有罪判決を受けたことは、誠

に遺憾であります。重く受け止めているところです。また、痴漢行為につきましては重大

な非違行為であり、あってはならないことだと考えておりますので、厳正に対処する必要
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があると考えております。所感としては、再発防止というのが大変重要なことかと思って

おりますが、まだ本人が起訴事実を否認しているという状況でありますので、これからの

処分につきましては慎重に判断していく必要があるというふうに考えております。そして

再発防止としては、私から昨日、部局長を集めた会議の中で、不祥事防止に向けた注意喚

起を指示いたしました。そして本日、人事課長から各部局に対しても重ねて注意喚起を行

うこととしております。 

また、職員に対する倫理研修の実施、職員の状況把握の強化などの取組みを進めまして、

県民の皆さまの信頼回復に向けて、全庁をあげて再発防止に取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 

記者 

この件について、一部で報道が出た際に、さくらんぼテレビとしても県の人事課に問い

合わせて取材をしたのですが、そのときに「1 年前の逮捕で公表はなぜしなかったのか」と

聞いたところ、2005 年に内規を定めていて、有罪判決、刑が確定しないと公表処分は原則

しないというふうにあると。今回もそれに則ったということだったのですけども、その原

則というところを考えると、この県職員が、前回 2009 年に逮捕された時は、同じ日に 2 人

再逮捕されていて、知事が早急に記者会見を開いて公表し、謝罪しています。 

今回の県職員は、これが3度目の事案ということで、去年8月に逮捕された時に、知事は

「また、この職員か」と思わなかったのですかね。 

普通の感覚ですと、「また、こいつか。けしからん」となるはずなのですけれども、そこ

で何かの対応をすると思うのですけれども、しなかったのは、どう受け止めたからそうい

う動きがなかったのですかね。 

 

知事 

はい。まず、事案の公表についてでありますけれども、事実関係を確認して、県民の信

頼を損ねることが判明した段階で公表することが基本であります。 

今回の事案は、職員が一貫して逮捕容疑を否認しております。非違行為があったと断定

することができなかったわけであります。また、捜査機関から公表されていなかったとい

うこともあり、県としても公表しておりませんでした。このたび判決によって裁判所から

事案の内容が示されたため、県においても概要について公表したところであります。 

痴漢行為につきましては、重大な非違行為であり、平成21年に懲戒処分をした当時も再

犯であるということを重く受け止め、停職の量定としては、最も厳しい、停職1年という処

分としたところでありました。 

当該職員には、停職期間中の1年間、自分の犯した罪の重さを自戒・認知し、猛省を促し

たところでありますが、このたび第1審で有罪判決を受けたことは誠に遺憾であり、大変重

く受け止めているところであります。 
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今後、県としても判決内容を精査して、職員から事情聴取をしたうえで、対応を検討し

てまいりますが、痴漢行為を行ったことが事実であれば、過去の行為も考慮したうえで、

厳正に対処してまいりたいと考えております。 

記者さんがおっしゃったように、再犯と言いますか、またか、という思いは、もちろん

ありますけれども、本人が今否認をして控訴するということを聞いておりますので、この

時点で、事実関係が確定していないということがありますので、そこのところは慎重に考

えるべきところもあるな、という思いであります。 

ただ、そういう心情はありますが、やっぱり客観的にですね、本人が否認している、こ

れからもいろいろな控訴手段をとっていくということでありますので、今すぐに厳正にと

いうようなことではなく、慎重にしなければいけないかな、という思いであります。 

 

記者 

民間企業で痴漢で逮捕されたとなった場合、1回でも会社に損害を与えたということで、

クビになってしまう会社もあると思うのですけれども、それが逮捕は3度目ということで、

前回は停職1年。「甘いな」という印象が、誰もが持ってしまう、誰もがとは言えないです

ね、私は持ってしまうのですけれども、県民の意識とその処分の重さ、あと、現在も働い

ているのですよね、その職員は。それはちょっと乖離しているなと私は思うのですけれど

も、知事はどう捉えていますか。 

 

知事 

そうですね、県民のいろいろな考えというか、受け止めもあると思いますし、私として

も心情的な思いはいろいろあるところです。ただ、何回も申し上げますけれども、今回の

場合は本人が否認をしているということでありますので、直ちに厳正処分というよりは、

きちんと検討を進めなければいけないかなというふうに思っているところです。 

ただ、今後どうするかということにつきましては、再犯ということもありますので、い

ろいろなことを考えながら検討していかなければいけないなというふうに思っているとこ

ろです。 

 

記者 

すいません、最後に。 

女性の人権を踏みにじるような痴漢行為を、県職員が1度、2度、3度していると。このこ

とについて、同性の知事としては、どういうふうに思われていますか。先ほどから心情と

しては思うところがあるとおっしゃっていますけれども、聞かせていただければと思いま

すけれども。 
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知事 

そうですね。1度、2度は認めたところでありますけれども、3度というところがまだ認め

ていない、否認しているというところがあります。ただ、1回、2回でありましても、やは

り非違行為でありますし、女性としてどう思うかということについては、こういったこと

は断じて許されるべきではないというふうに思っております。 

 

記者 

すいません、読売の藤井と申します。 

今のと関連してなのですけれども、1点確認させていただきたかったのが、今回、裁判所

が事案の内容を出されたから県としても発表されたというふうに聞こえたのですけれども。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

裁判所の中では、事案の内容はもうとっくの昔に出ているわけですよね。起訴された段

階で、事案自体は出ていますし、初公判も開かれています。裁判所において事案の内容が

明らかになったからというようであれば、もっと早く公表されても良かったのではないか

と思いますが、その点いかがでしょうか。 

 

知事 

はい。判決が出たことによって裁判所で事案が明らかにされたということで、県として

も公表に踏み切ったということであります。 

 

記者 

であればですね、今後、たとえばご本人が否認をされている、在宅の事案においても1審

の判決が出れば公表されるということなのですね。 

 

知事 

判決で公表された場合は。 

 

記者 

原則としては、2005年に定められている「懲戒処分の公表について」においては、懲戒

処分を決定した後に事案の内容も含めて公表されるというふうにされていて、今回もそれ

によって当初事案を発表されなかったというふうに伺いましたけれども、そのような中で

も、1審の判決が出れば懲戒処分自体を決定していなくても、今後は公表されていくという
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ことなのですか。 

 

知事 

はい。ちょっと、その前のことと言うと、担当のほうでしっかりとお答えできると思い

ますので、前のことも併せて。 

 

記者 

いや、前のことではないです。今回の事案です。今回の事案で、知事は先ほど1審の判決、

裁判所の判決が出たので公表されたというふうにおっしゃったのですけれども、そもそも、

懲戒処分を行うまでは事案を発表しないというふうにされていた運用を、今後は、今回の

ような在宅の事案でご本人が否認をされている、よって、懲戒処分できない事案において

も、1審の判決が出れば公表するという、そういう形で運用されていくということですよね。 

 

知事 

はい、そのことについては、担当から答えてもらいたいと思います。 

 

記者 

いや、これは担当でなくて、知事のご判断によるところになると思うのですけれども。 

 

知事 

判断と言いましても、これまでのいろいろなことがありますし、今回のことが全てに当

てはまるのかどうかもありますので、担当に聞いてみたいと思います。 

 

人事課長 

人事課長の高橋でございます。まず、「事案の公表」と「懲戒処分の公表」というのを分

けて考えていただきたいと思っております。 

まず懲戒処分を行なった際には、事案の公表をしてきております。過去に逮捕事案が発

生した場合、警察等から事実の公表があった場合には、県としてもその事実を踏まえての

公表というのをしてきておりました。 

この事案につきましては、捜査機関のほうからの公表ということが一切行われてきてお

りませんでした中で、このたび裁判所のほうからの判決でもって事案が明らかになったと

いうことを受けて、公表したということでございますので、これまでと基本的な考え方と

しては、同様のものと考えております。 

 

知事 

よろしいでしょうか。 



 9

記者 

いや、先ほど伺った点、まさにその点なのですけれども、裁判所の判決によって事案が

公表されるという認識がよくわからないのですけれども。 

 

知事 

それについては、はい。 

 

人事課長 

その事実関係について、何で明らかになったかということになれば、今回の案件につき

ましては、判決の中で裁判所から明らかにされたということで、その事実について公表し

たということでございます。 

 

記者 

先ほども申し上げましたけれど、起訴状の中でも、事実は公表されています。 

 

人事課長 

起訴状の中味につきましては、検察からの主張ということで捉えておりまして、その主

張について裁判所が認定したということで、我々としては、その事実をもって公表したと

いうことでございます。 

 

記者 

警察発表をされた際に、それに対応して公表されているわけですよね。警察発表はむし

ろその起訴状よりもなお一方的な情報ですけれども、それには対応するのに、なぜ起訴状

ですとか、その後の初公判などの流れの中では対応せずに、1審の判決が公表のタイミング

になったのでしょうか。 

 

人事課長 

これまでの事案の対応といたしましては、警察のほうから記者発表という形で事案の概

要が出ておりまして、その内容に即した形で県からの事実の公表ということでやってきて

おりました。 

その際には、県として、知事のコメントを出すのがメインということで、その前提とな

る事実としては、警察からの公表された事実を踏まえてのコメントということで対応して

きたところでございます。 

 

記者 

今回、裁判所の1審の判決を受けて、公表しようというのを決めたのはいつですか。 
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知事 

判決のあった日です。 

 

記者 

判決があった日に。 

 

知事 

ええ。 

 

記者 

あった後にですか。 

 

知事 

あった後ですね、はい。 

 

記者 

判決が出たので、そこで初めて公表しようと決めたということですか。 

 

知事 

そうだと思います、はい。 

 

記者 

ですと、少なくとも同様のケースにおいては、今後、このような運用がとられるという

ことですね。 

 

知事 

そういうことになると思います、はい。 

 

記者 

つまり、懲戒処分が決定していなくても、その前に1審の判決が示されれば、今後、事案

を公表していくということですね。 

 

知事 

一審の判決ということで。 
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記者 

それが、1つの基準として考えられるラインになるということですね。 

 

知事 

そうですね。 

 

記者 

公表に踏み切る。 

 

知事 

はい、いろいろな懲戒処分があって、裁判所を通らないものもあるわけであります。裁

判を通らないわけですから、懲戒処分ということが1つの目処になると思いますけれども、

裁判を通った場合は、判決の時に事案が公表になるわけですから、懲戒処分の前であって

も、県民に対しても公表されているので、県としても公表するということになるかと思い

ます。 

 

記者 

裁判を通らないものに関しては、懲戒処分が基準になるのですか。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

裁判を通らなくても、地検の処分などを本人が受け入れて、略式起訴などで解決するケ

ースもありますけれども、そのタイミングではなく、懲戒処分のタイミングになるのです

か。捜査機関の捜査の進展に応じてという形ではないのですか。 

 

知事 

判決というのは、加害者・被害者ということがあると思いますけれども、両方のいろい

ろな言い分を聞いて判決が行われると思いますので、判決があった場合は、今回は1審です

けれども、1つの結論ということになりますので、県としても公表するということになると

思います。 

ですが、今回の場合、本人がまだ否認しておりますので、また裁判ということになるよ

うに聞いております。懲戒処分にはまだ至らない状況でありますけれども、懲戒処分と裁

判とを別ものとして考えていただければと思っております。 
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記者 

読売新聞の井上です。 

関連で、2点確認なのですけれども、今回、1審判決は出たものの、その時点では控訴す

るかどうかというのはまだ不確定だったと思うのですけれども、報道が事前になかったと

しても県としては公表されていたというでよろしいでしょうか。 

 

知事 

判決が出た場合には公表になるのではないでしょうか。 

 

記者 

控訴するかどうかというのが、その日の時点では不確定だったと思うのですけども、そ

の時点で公表をするということでよろしいのでしょうか。 

今回は報道が数日前に先行していましたけれども、この報道がなかったとしても公表し

たのかどうかということについてはいかがでしょうか。 

 

知事 

報道があってもなくても、判決で「こういう事実関係だった」ということが公表になれ

ば、それが例えば新聞やテレビに出ていなかったとしても、公表ということになるかと思

いますので、同じことではないかと思いますが。 

 

記者 

わかりました。 

あともう 1 点。これは確認なのですけれども、今回のこの職員は同じ内容の前科もある

ということで、特に初犯とは違って再犯ということになると、県民への影響というのも大

きいと思うのですけれども、知事としては今回の公表のタイミングは適切であったとお考

えでよろしいのでしょうか。 

 

知事 

そうですね、やはり本人が否認しているという事実がありますので、ずっと裁判で争っ

ていたということがある以上、その間は公表はできなかったと思いますので、判決がひと

つの節目になったかなと思います。 

 

 

記者 

では、適切だとお考えということでよろしいですかね。 
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知事 

そうですね。心情論とは別に、そこは客観的に判断しなければいけないと思っています。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

山形新聞の田中です。 

今の関連で、先ほど人事課長からも話がありましたけども、懲戒処分ということと事実

関係の公表ということは、そもそも別に分けて考えられるものなのかなというふうに思い

ます。 

知事、先ほどから判決を受けてということでお話がありましたけども、職員の方が疑念

を抱かれた時点で、しかも逮捕というのは身柄を拘束されている案件なので、そのことに

関してはやっぱり組織としてその事実を重く受け止めて、個人情報との兼ね合い等も考え

ながら、県としてきちんと説明責任を果たすべきなのではないかなというふうに思います。

なので、今後、少しご検討いただければなというふうに思います。 

あと、もう 1 点、この職員の方は前にも同じようなことがあって、1 回目の時には県に報

告をしていなかったために懲戒処分を免れたというケースもあったのかなというふうに思

います。要は、自己申告に伴ってその人の処分が決まるか決まらないかというふうになっ

てしまうと、これは著しく不公平にもなりますし、県民さらには働いている同僚の職員に

の士気の問題にも関わるかと思います。 

なので、そこら辺の情報収集のあり方とかですね、懲戒処分、県としては確定した事実

関係を認定して処分を行うわけですから、その処分と、疑義・疑念を持たれた時点、身柄

を拘束された時点、まして公判請求という公開の場の刑事裁判の場に、これから法廷闘争

ということになっていくので明らかになる、そういう疑念を持たれたということが公にさ

れるということも踏まえた県としての説明責任のあり方というのをご検討いただければな

というふうに思います。 

もう 1 点がですね、再発防止の件だったのですけども、今のご説明だと、今回の判決を

踏まえての再発防止の検討かなというふうに思いますけども、先ほど他の報道機関の方か

らもあったとおり、逮捕されたのがそれよりもさらに以前で、在宅起訴もされているとい

うのもそれ以前で、刑事裁判が開かれているというのも今回よりも前に行なわれているわ

けです。 

おそらくその時点で何らかの再発防止はもう検討が始まっていて、1 審判決を踏まえてこ

ういうふうに取り組んでいくのだという、これから動いていくのだという具体的な再発防

止というものが揃っていなければいけないタイミングなのかなというふうに思います。 

なので、その辺の再発防止についても早急に出していただいてですね、今回ましてや 3
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回目の被疑事案ということで、疑念を持たれているわけですから、同じ人物が 3 回もとい

うことになるわけですから、そこら辺はやっぱりきちんと重く受け止めていただいて、こ

れまでの再発防止のあり方も検証しながら取り組んでいただければなと。すみません、私

の意見になってしまいましたが、要望になりますけれども、そういうふうに考えておりま

す。 

 

知事 

はい。今、記者さんがおっしゃったことは、ここにいらっしゃる多くの記者さんの思い

と共通しているのかなと思いますので、それは県民の皆さんの思いとも大体同じようなこ

となのかなと思いますので、重く受け止めてしっかりと対処していきたいというふうに思

います。 

 

記者 

河北新報の宮崎です。 

先ほど、担当の課長でしたか、警察発表に基づいて発表するというふうに聞いたのです

けども、前の記者も言っていたのですが、警察発表で仮に否認だった場合でも公表するわ

けですよね。 

そうなるとですね、否認しているから判決まで公表を待つとかですね、そういったこと

はあまり関係ないのではないですか。 

 

知事 

ただですね、本人が否認しているというのは、私はやっぱりそれはひとつの大きな行動

だと思いますので、今回の人であれほかの人であれ、否認をしてこれから争うという時に

公表すべきかどうかは考えなければいけないというふうに思います。 

 

記者 

でも、警察が発表すれば発表するのですよね。否認していても。 

 

司会 

質問の形になっていない。 

 

記者 

本人、被疑者が否認していてもですね、警察発表をすれば県は公表するのですよね。 

 

知事 

警察発表すれば、公表していましたか。では、担当から答えてもらいます。 
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人事課長 

人事課長の高橋です。過去の事案の対応といたしましては、警察発表として出されたこ

とを受けて、知事からのコメントという形での発表でございますので、事案を受けて公表

しているということではございません。 

 

記者 

確認なのですけども、事案が警察の発表であれ、訴状で発覚したという起訴段階であれ、

こちらが事実関係を確認すれば、何らかの対応をしてくれるのですよね、これからも。 

 

知事 

今回と同じようなことですかね。はい。そういうことに。ちょっと、ではしっかりと答

えてもらいますけども。 

 

人事課長 

このたびも裁判所のほうから判決が出て、事実が出たということを受けての対応をした

ところでございますので、基本的な考え方は、警察からの事実の発表を受けた対応、裁判

所の判決でもって出た事実を受けた対応ということでやっておりますので、今後も同様の

対応をしていきたいというふうに考えているところです。 

 

記者 

NHK の池川です。 

冒頭の発表のございましたさくらんぼの件で一応確認したかったのですけれども、販売

金額、産出額含めてですね、前年を上回る見通しとかですね、額がいずれも示されていな

かったと思うのですけれども、大体いくらになりそうだとかですね、そういう具体的なそ

の金額を示して、見通しを示していただけるような数字があれば、教えていただけますか。 

 

知事 

私もそれを知りたいのでありますけれども、今のところ、具体的な額を示すことができ

るという術がございません、ということを聞いております。 

ただ、過去最高の平成 27 年産が 337 億円であった、それを上回ったようだということで

ありますので、今年度が過去最高だということで、今の時点ではそういうことにしていた

だきたいと思います。 

 

記者 

具体的にはいつぐらいにその金額というのは出るのですか。 
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知事 

12 月くらいでしたか。今、ちょっと正確に。はい、確かそのように聞いたところですが、 

 

農林水産部次長 

はい。農林水産部次長の沼澤でございます。 

さくらんぼの生産額の統計につきましては、農林水産省のほうで取りまとめて公表する

ということでございまして、現在、28 年産のものについては今年の 12 月くらいを予定され

ております。ですから、29 年産のものの額についてはですね、来年の 12 月ということで予

定されている状況でございます。 

 

知事 

来年。 

 

記者 

すると、根拠がないのに過去最高になったというのは、あまりにも無責任ではないかな

というふうに思うのですけど。つまり根拠がないのに、数字を、過去最高だけをアピール

されているようなのは、ちょっとこちらとしても記事にしにくいので、何かしらのこう、

立ち所というかですね、その根拠を示していただきたいと思うのですが。 

 

知事 

はい。できるだけの根拠を言ってもらえますか。 

 

農林水産部次長 

はい。農林水産部でございます。 

まず、先立って作柄調査ということをしましてですね、それに対応しまして実際にどの

ぐらいの収穫量だったかということも各産地や JA から聞取りをしております。 

それによりますと、大体 14,600 トンくらいの収穫量だったのではないかというふうに考

えてございます。 

あとはそれぞれの単価であるとかですね、それぞれの産地、市場ごとの販売単価、金額、

こういったものを全部掛け合わせまして、今まで我々が積み上げてきた知見もございます

ので、そういったものを加味しまして推計した数字と、推計したものでもって過去最高の

見込みであるということを判断したものでございます。 

 

記者 

では、その県の試算の数字を教えてください。 
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知事 

なんとかの前後くらい言えるかどうかですね。 

 

農林水産次長 

はい。主要品種の佐藤錦についてはですね、金額で言いますと、産地のその市場、ある

いは皆さんからお聞きすると、大体前年比で 107 パーセントくらいの金額で取引が推移し

ているということでございます。 

あと、紅秀峰でございますけれども、大体 117 パーセントというふうな数字ということ

でお聞きしておりますので、それぞれのその生産面積の割合、その収量、こういったもの

を加味して推定しているというところでございます。 

 

記者 

すみません、つまりね、いくらなのかというのを聞きたいのですよ。試算として。 

 

知事 

全体のですよね。 

 

記者 

そうなのです。そう。そこをあやふやにして国の発表を待つという、待っているのか発

表したいのか、いまいちよくわからないので、もうここまで試算されているのだったら数

字を教えてもらったほうがはっきりしていいと思うのですけれども。 

 

知事 

よくわかります。同じことをずっと朝、議論しておりましたけれども、きちんとした把

握体制というのが今一つなくて、ただ、これまでの知見ということで県は試算をしており

ます。いろんな方面からの知見を集めてですね、それで大体このくらいかなということで

ありまして、その具体的な数字というのは政府が 1 年遅れでありますけれども、全国の様々

な果実についてですね、農林水産物について政府が発表するということになっているのだ

そうです。 

県としてそれがわからないのはおかしいのではないかというふうに思っておりますけど

も、きちんとした把握体制がないということであります。 

それで面積であったり、作柄であったり、市場・流通であったり、いろんな面から、聞

取りも含め、積み上げていって大体このぐらいかなということになるのだそうですが、そ

の数字を発表してはいけないということなのですかね。 

県が試算したという、大体ぐらいというのも言えないのでしょうかね、という。 
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農林水産次長 

はい。具体的な数字の把握の仕方については、知事から今ご説明をしていただいたとお

りでございますが、先ほど申し上げたように、337 億が過去最高でございますので、これを

若干上回るくらいの数字であろうというふうな見込みを立てているところでございます。 

 

記者 

では、340 億円程度でいいですか。 

 

知事 

県の試算ですから、公表した具体的な「これだ」ということではなく、「大体このぐらい

かな」というくらいのことは、やっぱり県民の皆さんにお示ししてもいいのではないかと

私も思うのですけれども。はい。 

 

農林水産次長 

はい。およそ 340 億円を超える程度ということでお考えいただければというふうに思い

ます。 

 

知事 

そのぐらいでちょっとお願いしたいと私も思います。 

 

記者 

350 億はいかないのですね。いずれにしても、340 億を超える程度ということですね。 

 

知事 

ということで私もちょっと、朝ちょっといろいろ議論があった末にそのようなことで聞

いております。 

 

記者 

わかりました。 

 

 

 

 


