
 1

知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年５月22日(火) 10:01～10:48 

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) 「夏の省エネ県民運動」及び「夏のエコオフィス運動」の実施について 

(2) 平成30年度「里の名水・やまがた百選」の募集開始について 

(3) 台湾でのトップセールスの実施について 

代表質問 

(1) 公立高校等の入学者選抜における解答用紙の一斉点検調査結果につい

て 

(2) 弾道ミサイルを想定した住民避難訓練について 

フリー質問 

(1) 旧優生保護法に基づく不妊手術について  

(2) 代表質問１に関連して 

(3) 発表事項３に関連して 

 

 

 

 

 

 

＜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。早速、IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）

からお話ししたいと思います。 

IWC2018「SAKE 部門」やまがた開催につきましては、5 月 12 日土曜日に開催した歓迎レ

セプションを皮切りに、13 日から 16 日までの審査会、16 日、17 日の審査員向けの観光エ

クスカージョン、そして 18 日の授賞式、19 日、20日のチャリティ試飲会と、9 日間にわた

る全日程を無事に終了したところでございます。 

開催に当たり、ご尽力をいただきましたウィリアム・リード社のリード社長はじめ審査

員やスタッフの皆様、また、開催支援委員会として運営にご協力をいただきました県内各

市町村、酒造組合や関係団体、そしてご協賛をいただきました多くの企業・団体の皆様方

に心から感謝を申し上げます。 

今回は、過去最多となる 456 酒蔵、1,639 銘柄が出品されました。4 日間にわたる厳正な

審査の結果、県産酒は、9 部門のうち 3部門、本醸造と純米吟醸と古酒ですが、3 部門で最

高位となるトロフィーに輝き、また、金賞を 17銘柄（9蔵）が受賞しました。 

いずれも都道府県別では最多であります。金賞受賞数は 5 年連続で全国第 1 位をキープ

することができました。改めて、「日本一美酒県 山形」を、国内外に示すことができたも

のと大変喜ばしく感じております。 

県と酒造組合が連携して IWC「SAKE 部門」の誘致に取り組み、実現したこの審査会で、

県産酒が極めて高い評価を受けたことは、酒造関係者にとってこの上ない自信となるもの

であり、県民にとっても誇りであります。 

審査結果を受けまして、県内 5 つの会場、山形、新庄、米沢、鶴岡、酒田で開催された

チャリティ試飲会では、チケットも予定されておりました 7 千枚を超えるなど、大変盛況

で、県内外の多くの皆様から IWC 出品酒と県産酒の飲み比べを楽しんでいただき、県産酒

の質の高さを改めて実感いただいたものと思っております。 

また、この度、来県された審査員の方々は、15 か国で 59 名でした。その審査員の皆様は

世界的に情報発信力の高い方々であります。歓迎レセプションやエクスカージョンを通し

て、上質な日本酒が造り出される本県の自然や風土、豊かな食文化など、様々な魅力をア

ピールできたことも今後に向けた財産になったものと思っております。 

今回の IWC2018「SAKE 部門」やまがた開催によって得られた大きな成果をもとに、今後

ますます「美酒県山形」の名を世界に向けて発信しながら、県産酒の輸出促進や販路拡大、

そして「雪女神」など県産酒米の生産拡大、さらにはインバウンドを含めた観光誘客の促

進など、本県産業経済の発展や交流人口の拡大につなげてまいりたいと考えているところ

です。 

では、ここで、恒例となりましたイベントや祭りをご紹介いたします。 

6 月 1 日から 7 月 8 日まで、村山市の東沢バラ公園で「バラまつり 2018」が開催されま
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す。広大な敷地に約 750 品種・ 2 万株のバラが色とりどりに咲き誇ります。期間中の週末

には様々なイベントが催されますほか、バラ交流館ではバラにちなんだスイーツや軽食を

味わうことも出来ます。 

また、6月 5日に、鶴岡市で「大山犬まつり」が開催されます。庄内三大祭のーつである

この祭りは、椙尾（すぎのお）神社の裏山に棲むムジナを退治したメッケ犬（いぬ）に由

来する祭りでありまして、犬みこしや華やかな「からくり山車（だし）」が繰り出します。 

県民の皆様も、ぜひ、お出かけいただければと思います。 

 

では私から発表が 3点ございます。 

まず 1点目であります。「夏の省エネ県民運動」と県機関の「夏のエコオフィス運動」の

実施についてお知らせいたします。 

これから本番を迎える夏におきましては、冷房等でエネルギー消費が大きくなりますの

で、今年度も、6 月から 9 月までの 4 か月間、「夏の省エネ県民運動」を実施いたします。 

実施にあたりましては、これまで同様、無理のない範囲での省エネの取組みを呼びかけ

ることとしております。電力使用量については平成 25 年度対比 1%の削減を目安に、省エネ・

節電の取組みの更なる定着を促進してまいります。 

なお、健康に留意する必要のある方々や、病院・福祉施設等の県民生活の安全に直結す

る部門に関する事業者は対象外といたします。また、生産活動を行う事業者には、事業活

動に支障のない範囲での取組みをお願いしたいと考えております。 

こうした県民運動にあわせ、県も一事業主としまして、「夏のエコオフィス運動」を実施

し、率先して省エネに取り組んでまいります。県民生活の安全に直結する病院、福祉施設

を除きまして、平成25年度対比で5%の電力使用量削減を目標として取り組んでまいります。 

県民の皆様にも、熱中症などにかからないよう健康には十分ご留意をいただき、この夏

の運動にご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。 

では 2点目です。 

平成 30 年度「里の名水・やまがた百選」の募集開始についてのお知らせです。 

水環境を大切にする心と郷士愛を育むとともに、観光資源としての活用につなげ、地域

の活性化を図ることを目的に、平成 27年度から「里の名水・やまがた百選」の選定を進め

ているところであります。今年度も、地域の人々に育まれてきた優れた湧水を広く募集い

たします。 

募集期間は、本日 5 月 22 日から 6 月 22 日までとなりますので、市町村や保全団体から

多数のご応募をいただければと思います。 

また、これまでの 3 年間で 33箇所を選定しておりまして、県のホームページや、パンフ

レットの配布などを通して、国内外に広く紹介しているところであります。 

県民の皆さんや観光客の方々など多くの方に、「やまがた百名山」や「やまがた景観物語

おすすめビューポイント 53」といったものがございますので、そういったこととともに「里
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の名水・やまがた百選」の湧水も訪れていただければというふうに思っております。 

では 3点目であります。 

5 月 2 6 日から 3 0 日 までの 5 日間、山形空港と台湾・高雄空港との間で初めて運航さ

れる国際チャーター便を利用して、私を団長として、市町村長や本県観光関係者などとと

もに台湾を訪問し、トップセールスを実施してまいります。 

今回の用務は、高雄市におきまして、これから旬を迎えるさくらんぼをはじめ、総称山

形牛、つや姫、日本酒、工芸品など、日本一の「美食・美酒県」であります本県の県産品

のプロモーションを行います。そして台北市におきまして航空会社及び旅行会社に対し、

国際チャーター便の運航や旅行商品の造成の働きかけを行うものであります。 

また、台中市役所を訪問し、交流拡大に向けた意見交換を行います。そして宜蘭（ぎら

ん）県において「山形」の名を冠したホテル「山形閣」のオープニングセレモニーへの出

席や、桜の記念植樹などを行ってまいります。なお、「山形閣」には、山形県の PR コーナ

ーが設けられ、県産品の展示や観光情報の発信が行われることとなっております。 

この度の国際チャーター便は、陳菊（ちんきく）前高雄市長との、今年 1 月のトップセ

ールスと、それから 2 月に本県を訪問いただいた際の会談を契機として、相互交流を更に

加速するため、運航に向けた準備を進めてまいりました。今般、相互チャーター便として

実現の運びとなったものであります。このチャーター便を利用して、本県からは県訪問団、

ツアー参加の県民等 140 名が台湾を訪問します。そして台湾からも観光客 140 人が本県・

東北を、4泊 5日で周遊いたします。 

このたびのトップセールスにより、更なる県産品の輸出拡大やインバウンドの誘客拡大、

交流拡大に結びつけてまいります。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

荘内日報の松田です。よろしくお願いします。 

代表質問で 2 点お伺いします。1 つ目は先週 17 日に公立高校と県立中学校の入試につい

て、解答用紙の一斉点検調査の結果が公表されましたが、ちょっと残念なことに、過去 2

年を見ると今年度を上回るミスがありまして、全日制の 3 か年で 1200 件近くになるという

ことがわかりました。 

今後、原因などの調査が進むと思われますが、こうした一連の結果について知事の所見

をお伺いいたします。 

続いて 2 点目ですけれども、昨年の 6 月に県内で初めて実施された弾道ミサイルを想定

した住民避難訓練ですけれども、現在、日本をとりまくアジア諸国や米国の間で平和や協

調に向けたムードが高まっている中、そういった情勢の変化に配慮しなければならないの

で、判断がいろいろ難しいかとは思いますけども、あのようなものが、単発的な訓練で終
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わるのはどうなのかなということもありまして、今後、あのような訓練がどうあるべきか、

これについても所見をお願いいたします。 

 

知事 

1 点目についてお答えいたします。 

17 日の教育委員会の会見で、過去 2 年分、定時制は 3 年分の受検者の解答用紙を一斉点

検調査した結果について、報告があったことは承知をしております。過年度において、本

来合格とすべき受検者を不合格としたというような新たな事案はなかったということであ

ります。ですけれども、平成 30 年度を上回る多くの採点ミスがあったことが判明したこと

は、大変遺憾に思っております。 

教育委員会には、事の重大性をしっかりと認識し、強い危機感を持って、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いうことと、抜本的な見直しを

図り、再発防止策を講じてもらいたいと思います。 

これから希望を持って高校を受検しようとしている中学生が、安心して受検できる体制

づくりに、しっかとり取り組んでもらいたいというふうに思っております。 

これが 1 点目であります。それから 2 点目でありますけれども、北朝鮮による弾道ミサ

イル発射につきましては、昨年 15 回を数え、そのうち、 2回は全国瞬時警戒システム「J ア

ラート」による警報が作動する事態となり、県民に対して極めて大きな緊張と不安を与え

ました。 

こうした状況の中、訓練こそ最大の防備だということがあります。万が一の事態に備え、

適切な避難行動の訓練を実施することが重要との考えから、昨年 6 月 9 日に、弾道ミサイ

ルを想定した住民避難訓練を、政府、県及び酒田市が共同で実施しました。 

弾道ミサイル落下時の適切な避難行動につきましては、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

通じて、周知を図ってきております。 

こうした避難行動の訓練につきましては、例年行っている県や市町村の防災訓練におい

ても取り組むことができますので、今年度は、そうした機会を活用し、取り組んでまいり

たいと考えております。 

県としましては、引き続き、県民の安全確保に万全を期してまいりたいと考えておりま

す。 

 

記者 

1 点目の入試関連のことでちょっともう 1 つお尋ねしたいのですが、入試から合格発表ま

での間、教職員は授業をしながら採点をしなくてはならないと、ちょっといろいろ厳しい

環境にあるということも一部で聞いているのですが、今後の調査でいろいろ変わるとは思

うのですけども、そういった教員の労働環境の改善について、知事はどうお考えになって
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いるか、こちらをお聞かせいただけますでしょうか。 

 

知事 

はい。この採点ミスということでは、本当に様々な観点からですね、検討していかなけ

ればならないというふうに思っております。 

今、記者さんがおっしゃったような、その労働環境というようなことについてもですね、

しっかりと検討して、やっぱり全体的なと言いますか、総合的なという言葉が該当するか

もしれないのですけれども、その答案用紙の問題だけではなくてその環境ですね、そうい

ったことも含めてしっかりとこれから見直し、検討を進めてもらいたいというふうに思っ

ております。 

 

記者 

ありがとうございました。代表質問は以上です。 

 

☆ フリー質問 

記者 

毎日新聞の二村です。よろしくお願いします。 

質問が何点かあるのですけれども、この間、旧優生保護法に関して、県が独自に調査を

した県立の知的障がい児施設 3 つについてですが、知事も前回の会見でこの調査を進めて

いるとおっしゃっていたのですけれども、まず、その結果についてと、その 3 つ施設の中

で大体どれくらいの方が手術を受けたのかという総数とかですね、あとはその記録が見つ

かった年代というのはどうなっていますでしょうか。 

 

知事 

はい、ただいま調査中でありまして、私のところにはまだその結果については来ていな

いところです。 

 

記者 

ということは、記録があったか、なかったかということについては、わかっているとい

うことなのでしょうか。 

 

知事 

すみません、ちょっと話が逸れるかもしれませんが、開示請求というものがあって、そ

れに「できる限りの開示をします」ということは聞いておりまして、ただ、報道でちょっ

と先に知ってしまったというところが事実でありますけれども、まだ詳細な報告といいま

すか、ちょっと私まだ聞いておりませんので何とも言えないところなのですけれども、開
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示請求をしてその開示をしたということでありますので、そこでわかった数字が多分報道

されたと思いますので、あったということだというふうに思います。できる限り早く私も

聞いてみたいと思っています。 

 

記者 

なるほど。今回、やっぱり「あった」というご認識だったと思うのですが、今までは、

他の各都道府県でも同じだと思うのですが、基本的には自治体に保存してある、書庫とか

にですね、文書が見つかっている状態だということなのですが、今回、総数をまだ把握さ

れていないということだったのですが、今後、施設側とか、そういったところに当時のこ

とをうかがえる、実態を示すような資料の一端が見つかったということに関しては、知事

はどう受け止めますか。 

 

知事 

そうですね、これまでもお答えしているかもしれないのですけれども、やはりこういっ

たことがあったということ自体がですね、旧優生保護法による優生手術ということで、こ

れ、当時の法律に基づいて行われたものなのでありますけれども、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ます。大変悲しく痛ましい出来事であったなというふう

に思っているところであります。 

それで、その施設でもそういった事実があったようだということでありますけれども、

今ですね、まさに 3 つの障がい児入所施設の調査を進めているところでありまして、調査

が終了すれば公表していきたいというふうに思っているところであります。 

 

記者 

施設側で見つかったということに対しては、その価値というか、それについてはどうい

うふうに。まだ詳細は把握されていないでしょうけども。 

 

知事 

はい、「見つかった」ということもちょっとまだ来ておりませんけども、多分見つかった

のだろうというふうな、開示しているわけですから。 

そうですね、やはりそういった事実が本県でもあったのだなということ、そういう受止

めであります。やはりちょっと、痛ましくも悲しいことであったなというふうに今の私は

思います。 

当時がまだ今と違うような状況でもあったのかもしれないし、どうしてそんなふうなも

のがあったのかなというのがちょっと、正直ね、疑問に思ったものですから、そして担当

に調べてもらいましたら、外国といいますか、外国でもそういうことがあった、と。 
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知事 

そういう時代だったのかな、なんても思ったりですね、現代ではちょっと考えられない

ことだなというふうに思っております。 

 

記者 

わかりました。では、その詳しい内容というのはまた今後ということなのですが、逆に

その一方で、施設関係者などの聞取り調査ということも視野に、検討したいということを

おっしゃっていたのですけど、その調査の進行具合とですね、今回調べた結果を大体どれ

ぐらいの時期にどういうスケジュールでやっていくのかというのはどういうふうにお考え

ですか。 

 

知事 

スケジュールのほうはちょっと、まだ担当のほうから聞いてはいないのですけども、着々

とですね、やっていただきたいと思いますが、政府のほうから調査ということも来ている

かと思いますので、その国のほうの調査を待ってということを前も申し上げたのですけれ

ども、国では市町村、医療機関、障がい児入所施設等については、現段階では資料の保全

の依頼までとしているということであります。 

現在、調査を行っている県の機関以外のものについては、国の統一的な方針を待って対

応するということであります。 

県の機関ということでは、把握したらば公表するというふうにしたいとお答えをしてい

るところでありますけれども。 

 

記者 

聞取りとかについては、まだ。 

 

知事 

聞取りとかには、まだそこまではちょっと至っていないのではないかと思います。担当

から聞いてみます。はい。 

 

記者 

わかりました。ありがとうございます。 

 

健康福祉部次長 

健康福祉部の荒木でございます。 

4 月の中旬頃から 3施設につきましては調査に着手しておりまして、現在調査中の段階で

ございますので、いつということは今の段階では申し上げられませんけども、調査がまと
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まり次第公表させていただきたいと思っております。 

 

知事 

よろしいでしょうか。はい。 

 

記者 

河北新報の吉川といいます。 

先ほどの代表質問のほうでもあったのですが、採点ミスの関係で 1 点だけお伺いしたい

のですが、先日 17日の県教委さんの会見でもありましたが、山形の全体の問題数に占める

記述式問題の割合が多いなど、生徒の思考力を多角的に見る問題構成に伝統的になってい

ると、そういう話もありまして、ただ一方で、判明したミスが記述式に多いなど、多発し

た一因にもなっていることがうかがえるという状況で、知事にはまず、その記述式の多さ、

それ自体に対する評価と、あと、再発防止策を作る上で記述式の多さを今後どうしていく

かというその考えについて、お聞かせください。 

 

知事 

そうですね。そこのところはやはり 1 つの大きな課題ではないかなと私は思っておりま

す。 

狙いとするところは非常に良いことかと思います。考える力を育てるとかですね、そう

いったことは非常に良いと思うのですけども、それを活かしながら、より客観的に採点で

きると言ったらおかしいでしょうか、マークシートというような方式でクリアできるよう

な解答の仕方もあるわけですけど、それを全体的に検討してもらいたいなと思っています。 

この間、聞きましたところ、記述式が 8 割ぐらいあるというようなことで、そんなに多

いのかとちょっとびっくりいたしまして、考える、思考力を高めるというのは非常にいい

ことなのでありますけれども、それではやはり採点が大変、大変と言うと語弊があります

けれども、時間もかかれば、またいろいろなその間違いというか、忙しい中で人間がれば、

ミスなどもまた出やすいのではないかというようなこともあると思われますので、そこの

割合については、「8 割は高すぎるのではないのですか」というふうに、思わず私も言って

しまいました。 

そこもやっぱり検討していただきたいというふうに思っております。記述式をなくせと

いうようなことではないのですけれども、思考力というものをしっかり大事、大切にしな

がらもですね、できる限り、今よりは記述式の割合をちょっと減らすというようなことも

やはり採点ミスを防ぐというようなことでは有効なことではないかなと思っております。 

 

記者 

ありがとうございます。 
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記者 

共同通信の太田と申します。 

今の採点ミスの関係で、マークシートという方式も検討してほしいということを今、知

事おっしゃったと思うのですけれども、それはマークシートとかは機械を導入したりとか、

その分でいろいろと費用がかかってくると思うのですけど、そういうのも例えば県の予算

に入れて、来年度から実行していきたいというような意図ということでいいですか。 

 

知事 

いえいえ、これから検討して、有識者のお考えといいますか、第三者委員会になるかと

思いますけども、そういったいろんなお考えをお聞きしながらしっかりと確実な方向でや

っていくということだと思いますので、教育委員会にしっかり検討してもらいたいと思っ

ています。 

私が「こうやれ、ああやれ、それで予算をこうする」ということではないので、マーク

シートといったことも視野に入れてしっかり検討していただきたいというふうに思ってお

ります。 

 

記者 

知事の考えでは、やはり記述式 8 割というのは多すぎるなというような印象ですか。 

 

知事 

そうですね、やっぱり 10問あるうちの 8問について記述式で、読みながら採点しなけれ

ばいけないというようなことでありますと、やはりかなりの労力がかかっているのではな

いかなと思います。 

そうすると、非常に少ない人数で、時間のない中でですね、やっぱりものすごい難儀を

して採点しているというような状況になっているのかなと思いますので、やはりその人員

体制、時間、そして採点の仕方、方法ということも、本当にそういったいろんな複眼的に

考えてしっかり検討して、採点ミスが発生しないようなことを取り組んでもらいたいなと

思っております。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

知事 

はい。 
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記者 

NHK の堀川です。よろしくお願いします。 

何点かお聞きしたいのですが、まず採点ミスの関連でですね、教育委員会としては過去 2

年分、今の在校生のですね、2 年生と 3 年生が受験した答案分の調査までで、一度、区切り

をつけるというような話をしていたのですけれども、これだけ見つかっていく中で、本当

に過去 2 年分遡るだけでいいのか、そのあたりのお考えはどのように考えていらっしゃい

ますか。 

 

知事 

そうですね。いろいろな考えはあるかもしれないのですけれども、今、在校生がいると

いうことで、たとえば、合格とすべきであった人が不合格にされていたというような方が、

もしいらっしゃったのならば、その時に戻ってというのはちょっと難しいですけれども、

進路を変えることはできると思われますので、その在校生がいる2年前に遡って、定時制に

ついては、3年前に遡って調査をするということをお聞きした時には、やはり、それは、ひ

とつの区切りなのかなというふうに私は思いました。 

そして、かなり採点ミスが多かったことが判明したわけでありますけれども、そういっ

た、取り違えと言いますか、合格とすべきであった人が不合格とされていたというような

方がいなかったということを受けて、ほっといたしました。そういったことでありまして、

5年前、10年前というようなことまでも遡るのが良いことなのかどうか、社会的に、もう進

学したり就職したりということで、一定の安定した状況、安定と言えるかどうかわかりま

せんけれども、そういった生活が進んでいる方々のところまで遡ってやるのが良いのかど

うかということは、やはりまた難しい問題かなと思っておりますので、在校生のいる年に

遡ってというのがひとつの考え方であろうというふうに思っております。 

 

記者 

ありがとうございました。話は変わって、旧優生保護法の関係なのですけれども、今回

開示請求によって、県立3施設にも資料があったということで、こちらは、この資料からわ

かった、ある程度の人数の規模というのがあると思うのですけれど、そこは速やかに公表

されるようなお考えというのはありますか。 

 

知事 

はい、わかり次第ですね、公表するというふうに聞いております。あと、私もそういう

ふうにしてもらいたいなと思っておりますので、はい。 

 

記者 

県としては、施設において、集団で手術が行われていたというような認識はお持ちなの
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でしょうか。 

 

知事 

いや、集団で行われたかどうかということは、把握をしていないところです。 

 

記者 

わかりました。すいません。あと最後に。チャーター便の関係で最後1点だけなのですけ

れども、今週、台湾のほうにも知事も自ら行かれるということで、今年度、台湾のほうと

もかなりチャーター便が運航されるというような報道もありましたけれども、もし、今の

時点でわかっている計画等があれば教えていただければと思います。 

 

知事 

今の時点ではちょっとわからないですね。民間と民間、というようなことでやっている

かと思いますので、もし、そういう良い方向のお話があればですね、あればと言うか、た

ぶんあるから、ああいう報道があるのかなと思っておりますけれども、陳菊市長が2月にい

らした時もですね、「チャーター便やりましょう」とおっしゃってくださいましたし、非常

に盛り上がってお話をしたことを覚えております。お帰りになってからも、かなり尽力し

てくださったのかなというふうに思っております。 

私としましては、今回のトップセールスを契機にですね、ぐっとそこを押してきたいな

と思っております。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

先ほどの質問に関連してなのですけれども、旧優生保護の関連で、今回、報じさせてい

ただいたのですが、その中で、県のほうも、今、県内で優生手術を受けたという人数は、

国の衛生年報などの数字に基づいて、445人と定義されていますけれども、今回、まだ調査

中ということをおっしゃっていましたけれども、ただ、少なくともある年代に限ると、国

の示している数字よりも、手術を受けた可能性が高いとされる人が多くなっているという

結果を、こちらのほうで提起させていただいているのですけれども、あまりにも国の統計

が、当時、不妊手術を受けた人たちの実態をうまく反映していないのではないかというこ

とに対しては、知事、どう感じられますか。 
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知事 

そうですね。反映されているかいないかということは、県として調査して数字を見ない

と、ちょっとわからないところであります。 

ですから、その件についてですね、反映されていないとかいるとかいうのは、なかなか

ちょっと今の時点では申し上げにくいと思います。県でしっかりと調査をしまして、数字

が出てからだと申し上げられると思うのですけれども。 

ただ、県は、確かに国よりも手術をされた方々の情報、情報と言いますか調査というこ

とでは、近い距離にあるかと思いますので、県でまずしっかりと調査をして、人数と言い

ますか、手術件数を把握することが大事かなと思っております。 

 

記者 

では、年毎にある国の調査人数と、今のところ認定するかしないかというのは、また別

の話になると思うのですが、手術をした可能性が高いとされる人たちの人数というのは、

国の調査とも照らして、そこのところもきっちり調査をしていくということでよろしいで

すかね。 

 

知事 

そうですね。国の数字が先にあるわけではなくて、やっぱり県では、できる限りの調査

をして、できる限りの件数、人数を把握すべきではないかと思っております。 

 

記者 

そうですか。人数を把握して、それがいつになるのかというのは、調査が終わり次第と

いうことだと思うのですが、今回の結果というのは、県の独自調査をされていることです

から、そこの数字がまた出てきたりして、今まで手術をしたと認められているのは31人だ

と思うのですが、それが大幅に上回るという事態になった場合に、これは、国、厚労省に

対してはどういうふうに働きかけたり、報告をするのか、そういうご意思はどういうふう

に考えてますかね。 

 

知事 

そうですね。政府のほうからは、今、保全というようなことできている状況であります

けれども、そういうお話があるということは、次に調査ということがあっての保全だと思

っておりますので、どういった基準でどういう調査をしてくれということが分かり次第、

しっかりと調査をして数字を把握したいというふうに思っております。 

 

記者 

では、県さんとしては、今、3つの調査をされていると思うのですけれども、それはまだ
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調査完了しはしていないと思うのですが。 

 

知事 

そうなんです。 

 

記者 

今回、その結果を受けて、聞取り調査とかいったものも、たとえば、施設の人が手術を

受けた病院とかですね、そういう当時の関係者とかにも調査対象を広げる、県としてです

ね、国の調査の指示以外にも広げるというお考えは今のところありますかね。 

 

知事 

広げると言いますか、政府のほうからの調査範囲というのは、最低限、これはやらなけ

ればいけないところでありまして、県は率先してできるところはやるという姿勢で、これ

までも調査を始めているということだと思っていますので、県で把握できたことをですね、

しっかりと政府のほうに報告して、「上げる」という言葉を使っておりますけれどもね、や

っぱりそこを伝えていくということなのだと思っています。 

 

記者 

山形県の調査に関しても伝えたいと。 

 

知事 

そうですね。もちろん、はい。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

さくらんぼテレビの白田です。 

入試問題についてなのですけれども、先週の発表の際、広瀬教育長にご質問があったの

ですけれども、発端となった最初の保護者が開示した件で発覚したミスだけが合否に影響

があって、追加合格になったと。その後、3年分の調査やって、940件ちょっと出てきて、

私はその最初の1件だけが追加合格、合否に影響があって、その他の900何件もが何の影響

もないということに違和感を覚えたのですけれども、採点のミスの状況を見ると、プラス
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マイナス10点位と。10点だとかなりの人数がそこにひしめき合っているのじゃないかなと

思うのですけれども、まず知事は、この900何件に合否の影響がなかったこと、先ほど、「ほ

っとした」とありましたが、違和感はないですか。 

 

知事 

違和感ですか。正直申し上げて、「なかったのか」という思いは持ちましたけれども、ち

ゃんと調査をして「なかった」ということだったので、やはりそこは「そうなんだな」と

いうふうに思っております。 

違和感というとちょっとあれですけど、やっぱり「出てくるのかな」というような思い

は持っておりましたので、「ほっとした」というふうに出たのであります。 

 

記者 

あと、もう1点。入試について、記述式が8割というのが高すぎるということがありまし

たけれども、これまで山形というと「教育県」を標榜してきて、その記述式、思考力を高

めるというところが、「教育県」というところのベースを支えていたと思うのですけれども、

その高校入試に向けて中学生は勉強して、思考力を高める努力をしてきたと思うのですけ

れども、その教育県山形の根本を支える記述式、これまで何年も続いていた8割という数字

ですけれども、それを変えるというのは、かなりの大きな改革だと思うのですけれども、

その辺どう知事は捉えていますか。 

 

知事 

そうですね。やはり、非常に大変な通過点になるのかなというふうに思います。 

やはり、「教育県」と言われる所以はですね、考える力、思考力を養うというのは非常に

大事なことだと思っていますが、それが勉学だけに限らず、いろいろな人間関係でありま

したり、さまざまなところに波及する、非常に大事なところだなというふうに私も思って

いるのですけれども、ただ、これだけ採点ミスというようなことがあるとですね、そこも

含めて検討していただくのが大事だろうというふうに私は思っております。 

ただ、8割というのが適正なのかどうかと言うと、私も正直どの位だといいのかというよ

うなものは、ちょっと今、とても申し上げられないのですけれども、ただ、8割、10問中8

問を記述式で採点するのはやはり大変だろうなというのは、正直に思っております。 

だから、できる限り、日頃の教育の中で、考える力を養う授業をしっかりやっていただ

いて、そういったことに注力していただいて、試験というような時には、そういったこと

もできる限り活かしながらということはできないのかというふうに私は申し上げたところ

なのですけれどもね。 

「言うのは易く、行なうは難し」だと思うのですけれども、でもやはり、こういった1人

の人生がね、おかしく、狂うかもしれないというような場面に当たっては、やはり採点ミ
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スができるだけ発生しないようなやり方というのは、やっぱり考えなきゃいけないのだろ

うと思いますので、普段の授業で思考力をしっかり養っていただくということを期待しな

がらも、採点ミスができる限り発生しないような方法、環境というものもしっかりと検討

していただきたいというふうに思っております。 

 

  

 


