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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年4月4日(水) 10:03～10:27 

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：16名、テレビカメラ4台 

 

1 記者会見の概要 

広報広聴推進課長開会の後、代表・フリー質問があり、知事が答えて閉会した。 

 

2 質疑応答の項目 

代表質問 

 (1) 公立高校での採点ミスについて 

 

 

フリー質問 

 (1) 代表質問に関連して 

(2) 山形・庄内両空港の滑走路の延長について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：毎日・産経・ＹＢＣ＞ 
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☆報告事項 

知事 

皆さん、おはようございます。 

ここ最近好天が続いております。先ほど、山形気象台で開花宣言があったということで

あります。これは、2002年、平成14年に続き、観測史上過去2番目に早い開花ということで

あります。 

ちなみに、県庁の前に公園がありますけれども、その公園の桜も咲いております。昨日、

私が、お昼時間に散歩して確認をいたしました。そして、政府の国際広報誌があるのです

けれども、それに山形の山形城の桜が掲載されました。首相官邸の英語版のホームページ

にも掲載されているところです。霞城公園の桜として、私どもにはお馴染みでありますけ

れども、国内外に大きく紹介されたことは大変喜ばしいと思っております。 

これから、天候の崩れも予報されておりますけれども、ここ1週間ほど乾燥状態が続いて

おりましたので、野火などが発生しやすい状況でもあります。 

県では、3月30日から4月5日までの期間で、「林野火災野火等多発警報」を発令し、注意

を喚起しているところです。 

また、来週月曜日、4月9日から22日までの2週間、「春季火災予防運動」を行います。 

県民の皆様には、“強風時や乾燥時には、「たき火」や「火入れ」をしない”、“火気使用

中はその場を離れず、使用後は完全に消火する”など、火の取扱いにあたって、決して気

を抜かないで、最大限の注意を払っていただきますようお願いします。 

それでは、恒例となりました、イベントや祭りのご紹介です。 

いよいよ桜の季節であります。 

日本気象協会発表の最新の開花予想日ですが、酒田市が4月8日、山形市が9日となってい

ますけれども、もう、今日が開花宣言であります。平年よりもだいぶ早い見通しとなって

おります。 

県内には、山形市の先ほど申し上げました「霞城公園」や「馬見ケ崎さくらライン」、天

童市の「舞鶴山」、中山町の「お達磨（だるま）の桜」、新庄市の「最上公園」、米沢市の「松

が岬公園」、そして鶴岡市の「鶴岡公園」、酒田市の「日和山公園」など、桜の名所が数多

くございます。 

また、「置賜さくら回廊」は、南陽市赤湯から、長井市、白鷹町荒砥までを結ぶ約43キロ

の桜の名所であります。「烏帽子山（えぼしやま）公園千本桜」、「伊左沢の久保ザクラ」、「釜

ノ越（かまのこし）サクラ」など、樹齢1,200年余りの古木や名木が点在し、残雪の山々と

桜の咲き誇る様子を一度に楽しむことができます。 4月13日には、長井市の「道の駅 川

のみなと長井」でオープニングイベントも行われます。 

4月は、桜にちなんだイベントや祭りが県内各地で開催されますので、ご家族やご友人の

皆様と、ぜひお出かけいただければと思います。 

私からは以上です。 
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☆代表質問 

記者 

おはようございます。今月幹事社の産経新聞の柏崎と申します。 

先週なのですが、残念なことに平成30年度の高校入試で採点ミスということが発覚しま

した。何点か質問させていただきたいのですが、まず、今回のことが起こったことに対す

る知事の所感を教えて下さい。 

 

知事 

はい。このたびの公立高校入試におきまして、1人の受験生が、高等学校のミスによって、

本来は合格であったにもかかわらず不合格と扱われ、その後、追加合格とされました。ま

た、その後の教育委員会の調査で、採点ミスが多くの学校で見つかりました。 

受験生の、生徒の将来に関わる重大な事態だと思っております。このような事態が起き

たことはまことに遺憾であり、ご本人とご家族、そして県民の皆様に私からも深くお詫び

を申し上げます。 

 

記者 

中間報告が発表になったのですが、今後、どのあたりまで公表されるのでしょうか。学

校名とか先生方の処罰をどのようにされるのかなど。 

 

知事 

はい。そうですね。教育委員会には、県民の皆様の信頼を大きく損ねたことを自覚して、

「抜本的な改革」を行い、入試採点ミスの見直しを図って、二度とこのようなミスが起き

ないよう、再発の防止に努めてもらいたいと思っております。 

また、このことで、受験結果に不安を覚えたり動揺したりしている受験生や保護者の方々

がいると思われますので、そのような思いに沿った対応をしていただきたいとも思ってお

ります。 

入試における採点ミスの全校調査につきましては、昨日行なわれた教育委員会の会見で、

現段階で判明した調査結果について、公立高等学校30校分の公表があったと承知しており

ます。また、残りを含めた、公立高校51校すべての調査結果については、週明け早々に取

りまとめて、教育長からこれまでの経過も含め、会見を開いて、説明を行なう予定と聞い

ております。 

いずれにしましても、高校入試に対する信頼、ひいては、公立高校教育全体への信頼が

大きく揺らいでいるという自覚を持って、しっかりと対処してほしいと思っております。 

 

記者 

学校名ですとか、そういったことも公表されるということでよろしいのでしょうか。 
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知事 

そこのところは、ちょっと、個人が特定されるとかですね、そういったいろいろな事情

も考えてどうされるかだと思っております。 

 

広報広聴推進課長 

具体的なことにつきましては、このあと教育委員会のほうで答えさせていただきたいと

思います。 

 

記者 

もう 1 点。最初に知事もおっしゃったように、お一人の方が不合格となって追加合格と

なったのですけども、仮にその方が追加合格となったところに行ったりする場合に、例え

ば記者会見で質問が出たのですけれども、制服だとか入学金だとか、そういった補償の話

も出てきます。そういったものについてはどんなお考えでいらっしゃいますか。そういっ

たことについて。 

 

知事 

はい。そういったことがありましたならば、教育委員会として誠意をもって対応しても

らいたいというふうに思っております。 

 

記者 

幹事社からは以上です。 

 

☆ フリー質問 

記者 

山形新聞の三浦と申します。 

同じ高校入試の関係で 1 点お尋ねいたします。 

昨日の会見で、教育委員会のほうからは他県、神奈川県とかそういったところの再発防

止の取組みを参考にしながらというお話がありました。資料を見ると、神奈川県の場合は 3

月に発覚して、すぐさま第三者委員会のようなものを立ち上げて、2 か月間集中的に 5 回の

会議を開いて最終結論的なものを導き出しているようでした。 

その点を踏まえて、今後、知事としてはどのようにご対応なさるべきとお考えか、お伺

いさせてください。 

 

知事 

はい。教育委員会としてですね、今後、方針をしっかり示して対応をしていくというこ

とでありますので、まず、そのことを私は尊重したいと思います。 
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しっかりと十分な調査をするということがまず第一かと思っております。そして、その

上で、誠意を持って対応するものは対応し、また厳正に処分という事案が出てくれば、そ

ういうことにもしっかり取り組んでもらいたいというふうに思っています。 

何よりもこういうことがなぜ起こったのか、意識の問題なのか、またチェック体制とい

ったことなのか、両面からしっかりと検証して、これからそういったことが起こらないよ

うにするということが一番大事なことだと思っております。 

そして教育長から聞いていることでありますけれども、まずはその 51 公立高校をしっか

りと調べるということでありますし、さらに、もっと調べるというようなこともおっしゃ

っておられたので、私はしっかりと過去何年ということになるのかもしれませんけれども、

教育委員会でもしっかりと対応するということを聞いておりますので、そのことを尊重し

て見守りたいと思います。 

ただ、生徒の人生にまでですね、影響を及ぼすようなことでもありますので、これは本

当に由々しき事態だなと思っているところです。真摯に重く受け止めて、厳正に対処して

もらいたいと思っています。 

 

記者 

ですと、教育委員会の考え方がまとまった段階でという形になるわけですか。 

 

知事 

そうですね。 

 

記者 

わかりました。ありがとうございます。 

 

記者 

YTS の佐藤です。よろしくお願いします。 

知事、この間違いがあったということを最初にご報告を受けられた時に、率直にどんな

ことを感じられたか教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

そうですね。受験ということで、本当に何回も申し上げていますけども、その生徒さん

にとって、本当に将来に関わる大きな問題でありますので、そんなことが起きて本当に大

変驚くと同時に申し訳ないという気持ちになったことを覚えています。大変な事態だなと

いうふうに思ったことを覚えています。 
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記者 

ありがとうございます。あと、もう 1 点確認をさせていただきたいのですが、さっきの

代表質問の中で質問がうまく聴き取れなかったのですが、最後のほうでおっしゃった、誠

意を持って対応されたいと知事がおっしゃったのは、今後 2 年間を遡った時に、何かそう

いう追加合格などがあって、その金銭的補償が必要な時、という趣旨でよろしかったので

しょうか。 

 

知事 

代表質問の時に申し上げたのはですね、確か、追加合格された方がですね、既に他の高

校への入学を前提に支払った経費などもあるのではないかということで、それに対してど

のように対応するのかというご質問でありましたので、やはりそれについてはしっかりと

誠意を持って対応してもらいたいと思うということであります。 

 

記者 

すみません、これは改めてお聞かせいただければと思うのですが、これから教育委員会

の報告を見守ってということをおっしゃっていただきましたけれども、これから 2 年間の

調査をした結果、追加合格などが出た場合、そういった場合も金銭的補償とか何かをして

いくお考えがあるのか教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

まずは今回のその 51 校の調査ということで、しっかりと取り組んでいただくこと。それ

がまず第一ですね。そのあと、過去についてどういうふうにしていくのか、何年分なのか

も正確にはまだ聞いておりません。 

ですから、どのようにしていくのか、在校生の分であるとかですね、そういったことに

なるかもしれませんし、教育委員会の考えをしっかり聞いて、それを見守るという以上に

私も私の意見も申し上げながらしっかりと対処してもらいたいなと思っております。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

朝日新聞の田中と申します。昨日の会見で、現場の先生の、その間違えた先生の処分を

考えるという話が出たのですが、知事としては処分をすべきだとお考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、厳正に対処してもらいたいというふうに思っています。 



7 

 

記者 

その現場の先生はもちろん悪いとして、もう一つ、県教委とか教育庁の上のほうも何か

処分をする考えはあるのでしょうか。 

 

知事 

現時点で今、そこまでちょっとお答えはできませんけども、検討していきたいと思いま

す。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

知事 

はい。まず教育委員会の考えを聞いて、そして検討していきたいと思います。 

 

記者 

NHK の堀川と申します。そもそも、採点ミスは配点の計算間違いだったりとかでしたが、

一応、3 人の先生がチェックをしているということで、なかなかそういったことが起きると

はちょっと考えにくいというかですね、割と初歩的なミスなのかなと考えてしまうんです

けども、そういった初歩的なミスが起きてしまうということについては、率直にどのよう

に感じられましたでしょうか。 

 

知事 

初歩的なミスであれ、どんなミスであれですね、やはりこれはあってはならないことで

ありますので、先ほどから申し上げているのは、意識の問題が一つあるのではないかと、

私は今回の事態を聞いたときに思ったことであります。ですからこれは、教育界全体とい

いますかね、やっぱり、県民からの信頼が失墜しかねない大変な事案だと思っております

ので、教育界を挙げて、信頼回復に努めていかなければいけないという、そういう気持ち

です。 

そして、一番大事なのはやはり、1 枚 1 枚のその答案用紙が生徒さんの将来を左右するよ

うな、大変重いものなんだという意識で、やはりそこでしっかりと採点をするということ

が大事なのではないかなと思っています。まず現場でですね、どういうふうにしているの

か、チェック体制も今、記者さんのおっしゃったとおりだとすればね、それ以上に何がで

きるのか、そこもやはりしっかりもっと検討してもらわないといけないなと思います。 

まず、こういうことが起きてはならないということであり、そこが一番のポイントだと

思っていますので、そこを目指していろいろなご意見もお聞きしながら、対処していかな

ければならないと思います。 
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記者 

すみません、ちょっと重なってしまうかもしれないですけども、第三者による検証とい

うのは、今後、必要になってくるというふうに感じられますか。 

 

知事 

第三者による検証というのは、その答案についての。 

 

記者 

今回の一連の問題について。 

 

知事 

そうですね、教育委員会でそういうことをお聞きする第三者委員会があるのか、例えば

いじめというようなことに関してはあるわけでございますけれども、こういったことに関

しても、そういった第三者委員会があるのかどうか。ないとすれば、それを設置するのか

どうか、そういったことも含めて教育庁の考えを聞いてみたいと思います。やはり独立行

政委員会でありますので、そこは、私は尊重をしながらですね、しかしながら、県民の皆

さんに対しての責任というのもありますので、厳正に取り組んでほしいということも申し

上げながら進めていきたいと思います。 

  

記者 

山形新聞の小関です。話ちょっと変わりますけども、先日の訓示で空港の滑走路延長に

ついて、強い決意を示されたなというふうに感じましたけども、本年度はどういうふうな

取組みをされていくのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。 

 

知事 

はい、そうですね、空港が本県の場合 2つありますけれども、2 つとも 2,000 メートルの

滑走路であって、他県のように、東北でいえば他の 5 県のように 2,500 メートルの滑走路

を持った空港はないわけでありますので、チャーター便であれ、定期便であれ、非常に不

利な状況にあります。今後を見据えて、今こそ前へ一歩出ていくべきではないかというふ

うに思っております。 

この間は、私が宣言したような感じでありましたので、これをこうやっていくというよ

うなところまでは申し上げられないところですけれども、ずっと思ってきましたのは、確

か国交省では、地方空港の整備をする場合にネックとなるのが、年間利用客が 50 万人とい

う数字があったと思います。本県の場合はですね、両空港ともそれを達成してしておりま

せん。 

ですが、庄内空港は確か 39 万人を突破したということであったのではないかと思います
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ので、40 万人目の前だないうことですし、やはり 50 万人になるべく近づけていく。両空港

ともですね、特に庄内空港は 50 万人が射程内に入るぐらいにがんばらなきゃいけないなと

思っております。またその基準をですね、観光立国といった場合に、日本全体の地方空港

も私はしっかりと整備促進していかなければいけないのではないかということをこれから

も申し上げ、そして、50 万人の基準をもうちょっと下げていただきたいというようなこと

も入れながら、利用客を増やしつつ、そういうことも申し上げながら、整備促進に向けて

取り組んでいきたいと、こういうふうに今のところ思っております。 


