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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年4月10日(火) 10:00～10:27 

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：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、知事が答えて閉会した。 

 

2 質疑応答の項目 

発表事項 

 (1) ＩＷＣ２０１８「SAKE部門」審査会の概要とチャリティ試飲会について 

(2) 「やまがた百名山」ガイドブックの発刊について 

代表質問 

 (1) 県内の子ども食堂の現状と課題、今後の支援策や普及推進策について 

フリー質問 

 (1) 公立高校の採点ミスについて 

(2) 発表事項２に関連して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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。 

4 月 5 日に今年初めてのつつが虫病患者の届出がありました。昨年度と比べて 1 か月以上

早い発生となっておりまして、これから 6 月にかけては、つつが虫病が多く発生する時期

であります。 

県民の皆様には、山林や草むらなどに立ち入ったり、田畑で作業する際には、素肌をで

きるだけ露出しない、また、草むらに直接座ったりしないといったことを心掛け、十分に

注意していただきたいと思います。 

それから、山形市内では、桜が 4 月 4 日に開花しました。山形地方気象台で昭和 28 年に

統計を取り始めて以来 2 番目の早さで開花し、いよいよ春本番間近と期待したところであ

りますが、ここ数日は花冷えが続くなど、春の本格的な訪れはもう少し先になりそうです。 

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。 

4 月 14 日から 25 日まで、酒田市で「酒田日和山公園桜まつり」が開催されます。酒田

港や最上川河口を一望できる公園では、ソメイヨシノなど約 400 本の桜が咲き誇り、ライ

トアップや消防音楽隊コンサートのほか、酒田光陵高校書道部による書道パフォーマンス

など、多彩なイベントが行われます。 

また、4 月 13 日から 5 月 6 日まで、南陽市では「赤湯温泉桜まつり」が開催されます。

日本さくら名所 100 選の地であります「烏帽子山公園」のソメイヨシノやエドヒガンなど

約 1000 本の桜が咲き誇り、山全体がピンクに染まる絶景を楽しむことができます。期間中

は桜の苗木プレゼント企画や伝統芸能暴れ獅子太鼓、桜のライトアップなども行われます。 

ほかにも、山形市の「霞城公園」や「馬見ヶ崎さくらライン」など、県内各地の桜も次々

と見頃を迎えてまいります。 

県民の皆様も、ぜひ、お出かけいただければというふうに思います。 

 

それでは私から、発表が 2 点ございます。 

まず 1 点目ですけれども、本県の日本酒につきましては、清らかな水や優れた酒米、四

季折々の気候風士に育まれてきた 53 の特色ある酒蔵があります。 IWC (インターナショナ

ル・ワイン・チャレンジ)「SAKE 部門」金メダル受賞数が、山形県が 4 年連続第 1 位でご

ざいます。また、全米日本酒歓評会金賞受賞数が 10 年連続、山形県が第 1 位に輝いており

ます。国内外での知名度も高まっているところであります。 

また、一昨年の 12 月には、都道府県として初めて清酒の地理的表示 GI「山形」の指定

を受けるなど、世界に誇る貴重な地域資源であり、酒どころ山形の魅力をさらに国内外に

向けて強く発信していくことが必要だと考えております。 

こうしたことを踏まえて本県が誘致した IWC2018「SAKE 部門」の開催は、日本一の美

酒県山形」を世界に向けて強力にアピールする絶好の機会でありますが、いよいよ来月と
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なりました。 

本日は、その開催概要と開催期間中に行われる「日本酒チャリティ試飲会」のチケット

発売について、お知らせいたします。 

開催概要につきましては、5 月 12 日の「歓迎レセプション」を皮切りに、20 日までの間

に、「審査会」、「審査員向け山形の酒造りセミナー・県内観光地視察」、「バイヤー・メディ

ア向け試飲会及びトロフィー授賞式」、そして最後に、一般の皆様を対象とした「日本酒チ

ャリティ試飲会」を予定しております。一連の事業を通して、国内外に向け、"美酒・美食

県「山形」"や本県の観光資源の魅力を広く発信し、県産酒をはじめとする県産品の取引拡

大や観光誘客・インバウンドの増加など交流人口の拡大に結び付けてまいります。 

日程の最後に予定されております、「日本酒チャリティ試飲会」につきましては、IWC2018

「SAKE 部門」の山形での開催を記念しまして、5 月 19 日、20 日の 2 日間、県内 4 地域 5

つの市を会場に開催いたします。 

この試飲会では、今回の IWC 審査会に出品されたお酒と山形県産酒を同時にお楽しみい

ただけるほか、日本酒に合う地元のグルメや特産品の販売、利き酒コンテストや県産酒が

当たる抽選会なども多数準備しております。 

チケットの販売が、4 月 12 日から開始されますので、ぜひお買い求めくださいますよう

お願いしますとともに、皆様のご来場をお待ちしております。 

なお、その売上げの一部はチャリティとしまして東日本大震災の復興支援等に寄付され

ることとなっております。 

酒蔵選りすぐりの IWC 出品酒と「日本一の美酒県山形」の誇る地酒が揃う、またとない

機会でございますので、ぜひ、多くの方々からご参加いただき、日本酒の飲み比べととも

に、やまがたの美酒・美食をご堪能いただきたいと思っております。 

2 点目はですね、本県の山岳資源の魅力を発信し、山岳観光の振興につなげていくため、

「やまがた百名山」を選定し、その魅力を県内外に広く発信しているところですが、『やま

がた百名山』のガイドブックが今週末 14 日、土曜日に発売されることになりましたのでお

知らせいたします。 

こちらは、出版社からの依頼により県が「やまがた百名山」の部分について監修という

立場で協力をしております。また、地域毎の食や温泉、滝や里の名水などの観光情報も掲

載されております。山だけでなく県全体の魅力が伝わるような内容となってございます。

これ（補足：実物を掲げて）がその「やまがた百名山」のガイドブックです。 

また、このガイドブックには「やまがた百名山」ごとの登山の難易度を示すグレーディ

ング情報も掲載されており、この情報を参考にご自分の体力・技術にあった山を選択いた

だけるようになっております。この後ろのほうにあるのですけれども、縦軸が体力度、横

軸が登山難易度という情報が載っておりますので、それも大変お役立ちになると思います。 

ぜひ、このガイドブックを手に、里山歩きから本格的な登山までバラエティに富んだ「や

まがた百名山」を実際に訪れて、その魅力に触れていただければと思います。 
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私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

幹事社の毎日と申します。二村と申します。どうぞよろしくお願いします。 

ちょっと 1 点お聞きしたいのですが、今月 3 日にですね、民間団体ではあるのですが、

今話題になっている「子ども食堂」が県内でどれくらい、全国でどれぐらいあるのかとい

う調査をして、2,000 か所以上あるという調査結果が出まして、その中で、大都市のほうで

は 100 か所以上あるという調査結果の一方、山形では 8 か所というふうになっていて、そ

ういったところで、行政が取り組むとかそういった取り決めはない中で、山形県としては

今後どういった普及推進策とかですね、現状はどうなっていますでしょうか。 

 

知事 

はい。このたびの「こども食堂安心・安全向上委員会」が行った子ども食堂に関する調

査は、各都道府県の社会福祉協議会などを通じて実施されたものであると、報道を通して

承知しておりますが、本県が平成 29 年 11 月に市町村を通じて行った調査では、7 市 1 町

の合計 18 か所で実施されております。 

私も報道で見て、「8 か所ってえらく少ないな」と思って、こんなに少ないのかと聞いて

みましたところ、18 か所でありました。8 か所というのは、ちょっと古いデータだったよ

うでございます。子ども食堂の内容は、実施団体によって異なりますが、子どもだけでな

く、保護者や一人暮らしの高齢者、地域住民なども対象としたり、食品関連企業やフード

バンクなどから食材の協力をいただいたり、それぞれ工夫しながら運営をされておりまし

て、子どもたちが地域の方々とふれ合い、地域で見守り、支える場となっていると捉えて

おります。 

本県では、平成28年3月に「山形県子どもの貧困対策推進計画」を策定し、貧困の連鎖を

防止するための各施策を展開しているところでありますが、子ども食堂などの子どもの居

場所づくりを推進するため、平成28年度から、ひとり親家庭の子どもを対象とした学習支

援と食事の提供を組み合わせたモデル事業を実施しているところです。 

また、昨年の10月には「山形県子どもの貧困対策シンポジウム」を開催し、その中で、

子ども食堂を実践している団体の活動を紹介するなど、取組み拡大に向けた機運の醸成を

図っているところです。 

こうした施策を通して、NPO団体などによる子ども食堂の取組みが、県内においても広

がりつつあるものと考えております。 

一方で、子ども食堂の実施は、まだ特定の市や町に限られておりまして、そういうこと

や、シンポジウムの参加者の意見で、取り組みたい人がいてもどこに相談したらいいか分

からない、ノウハウがないといった課題が挙げられております。 
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このため、今年度の新規事業としまして、県内で子ども食堂の取組みを行っている団体

や、今後、取組みを始めようとする団体、さらには、食材を提供する団体なども含めた子

どもの居場所づくりのネットワークを構築することとしております。また、子ども食堂の

開設・運営の手引書の作成や、開設準備講座の開催などの事業を実施することで、既に実

践している団体のノウハウを共有してまいります。また、子ども食堂の開設や運営に際し

ましては、やまがた社会貢献基金を活用した支援も行っているところです。 

地域の実情に応じて柔軟な運営を継続的に実施していくためには、財政的な支援はもち

ろんですけれども、それだけでなく、食材の提供を受ける仕組みをつくるなどの体制を確

立することも大切だと考えています。 

県としましては、やまがた社会貢献基金を活用した支援を継続しながら、食品関連企業

やフードバンクなどから食材の提供を受けて運営しているモデル的な取組みや、今年度、

作成する子ども食堂の手引書などにより、ノウハウをお伝えして、地域における支援の輪

が更に広がるように、今後とも後押し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。 

 

☆ フリー質問 

記者 

昨日、県教委のほうで、県立高校の入試採点ミスの最終的な結果が発表されまして、54

校中36校という、6割を超える高校で入試採点ミスが発覚したということが発表されました

が、改めて、このデータを聞いて、知事自身の所感となぜ6割を超える高校でこういう事態

が起きてしまったのか、知事自身、教育委員を経験されたこともございますし、そのあた

りの思いをちょっとお願いできますか。 

 

知事 

はい。昨日の教育委員会の会見で、公立高校51校分及び県立中学校1校分、合計52校の調

査結果の公表があったと承知をしております。34校、受検生242人に対して、合わせて253

件の採点ミスがあったと聞いておりますが、極めて重大な事態だというふうに考えており

ます。 

このことは、大変残念なことでありまして、教育委員会には、事の重大性をしっかりと

認識し、二度とこのようなことが起こらないように、徹底的に原因究明をするとともに、

抜本的な見直しを図るなど、組織をあげた対策を講じてもらいたいと思っています。 

また、受験生はじめ、県民の信頼を大きく損なったことを反省してもらって、信頼回復

に向け、特段の対応をしてもらいたいと思っております。 

教育委員会は独立行政委員会でありますから、調査結果は出ましたけれども、これから
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どういうふうに対応するかといったことについて、しっかりと対処してもらいたいと思っ

ています。 

なぜなのかというようなことも含め、私は前回申し上げましたけれども、やはり、意識

というものも大事なのではないかということと、やはりチェック体制というのが、3人で複

数で見るというようなこともあったと聞いておりますけれども、他にもっといろんなこと

がなかったのか、しっかりと検証することが必要だなと思っています。 

まず、あまりに多すぎて驚いておりまして、「高校教育界よしっかりしてくれ」というふ

うに申し上げたいと思っています。 

 

記者 

共同通信の神戸と申します。よろしくお願いします。 

今の関連で1点伺いたいのですけれども、昨日、教育長のほうからも会見がありまして、

過去3か年分、今回調査が行われたものも含めてですけれども、の実態を調べていくという

お話もありました。併せて、対策も講じていくというようなお話だったのですけれども、

今回その調査をするにあたって、知事として特にどういった点を重視していかねばならな

いか、それも再発防止に向けてというところになると思うのですけれども、そこの部分に

ついて特にお考えがあれば、伺えればと思います。 

 

知事 

そうですね。やはり、まず徹底的に調査を行うということが、解明に向かう上では大事

だと思っています。 

何年度分とかいうことも含めてですね、独立行政委員会でありますので、そこはしっか

りと調査をして、検証をして、対応をし、また、将来に向けて二度とそういうことが起こ

らないようにしていかなければいけないと思っていますので、将来に向けてもしっかりと

対処してもらいたいというふうに思っています。ちょっと具体的な答えにはならないかも

しれないのですけれども、やはりきっちりと調査をするということと、過年度分も含めて

ですね、検証をする。それから受験生の方とか保護者の方のいろいろなご意見が載ってお

りましたのを報道でちょっと見ましたけれども、やはり人生がかかっているということを

真剣に、答案用紙に向かっている受験生の気持ちというものをしっかりと受け止めて、も

っとやはり真摯な態度と体制で採点に向かってもらいたいというふうに思っています。 

 

記者 

そういった今、検証をしてもらいたいというようなお話もあったんですけれども、昨日

の教育長の会見の中で、他県でも同じような事例があり、それを見聞きしている中で、具

体的な対策を県として講じてこなかったことは悔やまれるという発言もありました。確か

にそういった対策を講じる機会というのは実際にあったはずなんですけれども、それがな



 7

されていなくて、かつ、実際の教育現場の負担も大きい中で、こうやって採点が行われて

きているという中での問題が起きたというところで、特にこれまで、対策を打ってこなか

ったっていう部分についてのご所感ですとか、あとは今後、調査の結果を受けてというこ

とになるとは思いますけれども、どういったところを県教委なりに期待していきたいかと

いうことについて改めて伺えればと思います。 

 

知事 

そうですね、なにしろ 52 校中 34 校の、そして 240 人に対して 253 件の採点ミスがあっ

たということで、本当にこんなにもミスがあったのかと、私ども、そして県民の皆さんも

大変驚いていると思いますけれども、現場の教員の皆さんも、それ以上に本当に驚いてい

るのではないかと、驚いているって言葉は当たらないと思うのですけども、ちょっと衝撃

を受けてもらいたいという気持ちなのですね。 

こんなにも、なぜ起きてしまったのかということについて、やはり真摯に向き合わなき

ゃいけないと思いますし、誠実に対応するということが大事だと思っています。これから、

こういうことが行われないようにするために、どういった手だてを講じていくのか、それ

も含めてやはりしっかりと教育委員会として取り組んでいただかなくてはいけないという

ふうに思っています。まず、この重大な事態ということに対してですね、真摯に取り組ん

でもらいたいというのが今の気持ちであります。 

 

記者 

NHK の堀川と申します。よろしくお願いいたします。知事、先ほど、先週もなんですが、

独立行政委員会ということを繰り返しおっしゃっていたかと思うのですけども、ずばり一

義的な今回の問題の責任ってどこにあるというふうにお考えですか。 

 

知事 

責任ですか。責任は全体だと思いますけれども、やはり教育委員会は独立行政委員会と

いうのが、やはり一つの大きなポジションだというふうにも思っております。現場と教育

委員会、そしてそれを預かる、預かるっていうのはおかしいのですけれども、私も関連し

ていると思っています。やはり県民の皆さんに対してしっかりとですね、こういうことが

起こらないような取り組みをしなければならないし、おわびを申し上げ、また将来に向け

て対策を講じなければならないということだと思っております。 

 

記者 

あとはやはり、その学校の教育委員会の問題なのか、学校ごとの問題なのか、双方だと

は思うのですけども、そのあたりはどう思われますか。 
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知事 

そうですね。やはり、どちらかだけではないと思っています。やはり教育界ということ

でありまして、現場と教育委員会、どちらもやはり連携して取り組まなければいけないこ

とでありますので、一体となってしっかりと今後に向けて取り組んでもらいたいというふ

うに思っています。 

 

記者 

ありがとうございます。あと、話はまったく変わってしまうのですけれども、先ほどの

百名山のガイドブックの関係で、これは知事も読まれたのでしょうか。 

 

知事 

全部は見ておりませんけれども、こうやって見まして、山だけじゃなくてですね、山の

ふもとのいろんな情報なんかも載ってございまして、また先ほど申し上げたように、その

154 ページになるんですけども、やまがた百名山のグレーディングというのがあって、縦軸

が「体力度」になっておりまして、横軸が「技術的難易度」となっておりまして、どの山

がどのくらい難しいかとかですね、体力どのぐらい必要かとか、そういったことも分かる

ようになっておりますので、これを見て「あの山がこうなのか」といったことが分かりま

すので、本当に有意義な、有効な情報だなというふうに思っております。ぜひ、これをご

覧になって、山登りやトレッキングに挑戦したり、楽しんでいただければと思います。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

読売新聞の天野です。よろしくお願いします。知事すみません、高校入試に戻るんです

けれども、知事先週の会見でも言及されてたと思うんですけど、調査をしっかりしたあか

つきには関係者の処分をきちっとすべきというお考え方にお変わりはありませんでしょう

か。 

 

知事 

そうですね、やはり厳正にしていただきたいということを申し上げましたし、それは今

も変わりません。 

 

記者 

共同通信の神戸です。もう一点、入試の関連で伺いたいんですけれども、今回、その問

題を、解答用紙の例えば小問の部分にですね、細かく点数を集計するような項目、枠がな
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いとかですね、そういった意味で、現場の中でもちょっと混乱が生じるような体制があっ

たのではないかという指摘がありまして、そのあたりも含めて、今回の運用の中で、何か

問題点があったと、現時点で知事はお考えになっているのか、あるいは今後、そうしたも

のをどういうふうな形で改善していってもらいたいかという部分に関して、なにかお考え

があれば伺いたいと思います。 

 

広報広聴推進課長 

 個別のところについては、後ほど教育委員会から対応させていただきます。 

 

知事 

そうですね。それでよろしいですか。 

 

記者 

はい、わかりました。 

 

知事 

はい、お願いします。 

 

 

 


