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知事記者会見の概要 

 

日 時：平成30年６月５日(火) 10:00～10:30 

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：15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、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) 山形Ｃ12号のブランド化について 

フリー質問 

(1) 代表質問に関連して  

(2) 公立高校の採点ミスについて 

(3) 滑走路延長に係る政府への施策提案について 

(4) 台湾でのトップセールスの実施結果について 

(5) 財務省職員の処分を受けた公文書管理のあり方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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。 

このところ、大変暑い日が続いております。熱中症による救急搬送者数が増えておりま

す。これからも気温の高い日が続くことが予想されますので、県民の皆様には、熱中症に

ならないよう十分に注意していただきたいと思います。 

こまめな水分補給、また休憩をとっていただく。そして、エアコンの使用による適切な

温度管理、また、屋外では帽子を着用するなど日光を遮るなどしまして、くれぐれも熱中

症予防に努めてくださるようお願いいたします。 

それから、去る5月24日に、文化庁から平成30年度の日本遺産の認定13件が発表されまし

た。その中で、山形県が申請をしておりました「山寺と紅花」をテーマにした歴史や文化

に関するストーリーが認定されたところです。本県からは4件目の認定となり、大変喜ばし

く思っております。 

今回の認定を受けまして、関係自治体、関係団体等で構成する協議会を早急に設立し、

地域の貴重な文化財を活用しながら、情報発信や普及啓発などに取り組んで、観光振興や

地域経済の活性化を図っていきたいと考えております。 

それからですね、5月の26日から30日まで、山形空港と台湾・高雄空港間で初めて運航さ

れた国際チャーター便を利用しまして、私を団長に、市町村長や本県観光・農業関係者な

どとともに台湾を訪れ、トップセールスを行ってまいりました。ツアー参加の県民等も含

めますと140名を超える訪問団となりました。 

インバウンドにつきましては、現地の航空会社及び旅行会社に働きかけを行ったところ、

台湾から140便を超える国際定期チャーター便を秋から冬にかけて山形空港及び庄内空港

へ運航する計画があるとのお話をいただきました。これまで継続して行ってきた誘致活動

の成果と捉えております。 

県産品の輸出につきましては、高雄市のショッピングセンターにおきまして、さくらん

ぼや、総称山形牛、つや姫、日本酒、工芸品など、県産品のプロモーションを行ってまい

りました。 

また、宜蘭県（ぎらんけん）におきましては、「山形」の名を冠したホテル「山形閣」の

オープニング式典に県民の皆様と一緒に出席をしてまいりました。そして友好の絆となる

桜の植樹にも参加してまいりました。このホテル、山形閣には、本県のPRコーナーが設置

されておりまして、幅広い県産品の展示や観光情報の発信が行われているところです。 

さらに、本県と台中市との間で、観光、文化、経済交流等における友好協力に関する覚

書の締結を行ってまいりました。 

県としましては、これまでの成果を活かして、今後とも本県の魅力をさらに発信し、イ

ンバウンド拡大や県産品の輸出促進、交流拡大に取り組んでまいります。 

では、恒例となりました、イベントや祭りをご紹介いたします。 
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6月の山形は何と言っても“さくらんぼ”の季節です。“さくらんぼ”にちなんだイベン

トが、県内各地で行われます。 

毎年多くの来場者で賑わう“さくらんぼの種飛ばし大会”は、6月10日、日曜日に、寒河

江市の最上川ふるさと総合公園を会場に、「第33回全国さくらんぼの種吹きとばし大会」、

そしてまた、東根市の東根市民体育館駐車場特設会場では、「さくらんぼ種飛ばしワールド

グランプリ2018」が開催されます。 

また、6月9日には、飯豊町の「どんでん平ゆり園」がオープンします。敷地面積が東日

本最大級のゆり園であります。様々な品種からなる約50万本もの“ゆり”が咲き競います。

この季節だからこそ観ることができる色彩豊かな“ゆり”をお楽しみいただけます。 

県民の皆様も、ぜひ、お出かけいただければと思います。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

幹事社、朝日新聞です。よろしくお願いいたします。 

本日は、1点、お伺い申し上げます。 

先日、さくらんぼの大玉の新品種「山形Ｃ12号」のブランド化のプロジェクト会議が発

足いたしました。県の新たな看板として今後どのようにPRしていくか、知事のご所見をお

尋ねします。 

 

知事 

はい。大玉さくらんぼ「山形Ｃ12号」ですけれども、500円玉よりも大きい3Lから4Lサイ

ズであります。果実の着色が良くツヤもあって、上品な甘さで食味が良い、果肉がしっか

りしているなど、大変魅力的な新品種です。 

この品種を多くの方に知っていただくためには、まず、覚えやすく、品種の特徴がよく

表れるような名称が大切であります。 

そこで、今年度は、名称の公募を行いたいと考えております。その上で、国内外で商標

登録の手続きを進め、年度末にも名称を公表したいと考えております。 

生産に向けましては、今年の秋から苗木の販売を予定しておりまして、1万本程度をさく

らんぼ農家に供給してまいります。 

また、消費者の皆様に高品質のさくらんぼとして評価いただくためには、安定した品質

の確保というのが極めて重要です。そのため生産者登録制度というのを導入して、高品質

のさくらんぼをお届けしたいと考えております。 

なお、「山形Ｃ12号」は、今年の秋から苗木の供給を開始いたしますが、果実が生産され

るようになるまでには4年から5年が必要でございます。果実の先行販売を2022年6月に、翌

年以降、本格販売に繋げていきたいと考えております。それまでの4年間に、県内や首都圏
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はもとより、西日本や海外までの多くの市場・流通関係者や消費者の方に対して、この品

種の魅力を伝え、浸透させていきたいと考えております。 

「山形Ｃ12号」のブランド化には、生産対策とPRなどの流通・販売対策、この両輪がし

っかりとかみ合うことが重要だと考えています。 

2022年の販売開始までに、大玉で高品質の果実を生産する技術の確立と普及定着を図る

とともに、そのPRにも努め、早期のブランド化を図っていきたいと考えております。 

 

記者 

はい、ありがとうございました。以上です。 

 

☆ フリー質問 

記者 

河北新報の菊地と申します。よろしくお願いいたします。 

今の「山形Ｃ12号」に関連してなのですけれども、とりわけ、戦略の中で、海外でも商

標を取得して輸出対策のほうにも力を注いでいくと。その特徴も活かした場合に、輸出拡

大にもかなり期待ができるというふうな所見があるかと思いますが、その辺りの知事の今

後の展望をお聞かせください。 

輸出戦略と言いますか、輸出に関する今後の知事の見通しと言いますか、期待といった

ところをお伺いできればと思います。 

 

知事 

はい、わかりました。 

そうですね、果肉も大変しっかりしているということで、日持ちが良いと聞いておりま

す。ですから、輸出にも適していると言いますか、大変期待できる品種だというふうに思

っております。それでですね、農産品の、工業製品ももちろんでありますけれども、山形

県産品の輸出拡大ということには力を入れたいと思っておりますので、今までですと、ち

ょっと加工されたもの、お酒とかですね、そういうのは東北で最も輸出高が多いわけであ

りますけれども、この山形の代名詞とも言える“さくらんぼ”、代表スター選手であります、

“さくらんぼ”もですね、輸出にも適している大玉の品種が登場するということで、しっ

かりと輸出拡大に向けて、取り組んでまいりたいと考えております。 

商標登録は海外でも考えておりまして、さくらんぼの輸出が可能で、消費ターゲットの

富裕層が多い、そして、日本産のさくらんぼの認知度が高まっているところを考えており

まして、台湾、香港に加えて、中国、韓国での商標登録を考えております。一歩一歩、し

っかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。 
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記者 

朝日新聞です。 

昨日、公立高校の入試採点ミスの改善策というのが一通り出たかと思われます。知事の

おっしゃっておられた記述式の削減といったものも内容には盛り込まれているようですけ

れども、受止めをお願いします。 

 

知事 

はい。そうですね。教育委員会の素案には、検討すべき項目が幅広く盛り込まれている

というふうに思います。 

昨日の教育委員会におきましては、その素案について、全体として概ね妥当とした上で、

いくつかの課題が指摘されたと聞いております。今後は、第三者委員会でご議論いただい

て、しっかりとした対応案をまとめていただきたいというふうに思っております。 

 

記者 

さくらんぼテレビの白田です。 

知事、明日から国への提案を行われる予定ですけれども、年度初めにもありました、空

港の滑走路の延長について、この辺も要望されていくと思うのですけれども、改めて、滑

走路の延長に向けての、県として、知事としての意気込みと、あと、国にどういったこと

を要望していくのかを聞かせてください。 

 

知事 

はい。そうですね。 

山形県には、山形空港と庄内空港、2つの空港がございますけれども、どちらも2,000メ

ートルの滑走路を持っている空港であります。東北6県の中で2,500メートルの滑走路がな

いのは本県のみということであります。 

国内だけならともかく、インバウンドに力を入れていく時期であります。国としては、

観光立国、本県としては観光立県を掲げておりまして、さらに、東京オリンピック・パラ

リンピックまでもそうでありますし、その後も見据えた、インバウンド拡大ということに

取り組んでいかなければならない時だと思っておりますので、山形県にも国際定期便を誘

致できるような、2,500メートルの滑走路が必要だということをしっかり申し上げて、提案

要望していきたいというふうに思っております。 

 

記者 

実現には、大きな壁もあると思うのですけれども、まずは何を越えていかなければいけ

ないと認識されていますか。 
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知事 

はい、そうですね。もちろん、その業界の皆さんや地元の皆さんと一緒になって、オー

ル山形で取組んでいくというのが私は大事だと思っていますけれども、やはり課題はたく

さんあります。利用客数を増やしていくというところにもしっかりと取り組みながら、着々

と伸びている空港ですよ、というようなことも申し上げながら、将来に向けて、2,500メー

トル化、延長に向けての必要性というものをしっかり申し上げていきたいというふうに思

っております。 

 

記者 

NHK の堀川と申します。 

採点ミスの関係と、先ほどのチャーター便の関係でいくつかご質問させていただきます。 

最初に採点ミスの件なのですけども、昨日出た素案で、知事もご覧になっているのかな

と思うのですが、あまり個別具体的にはまだかもしれないのですけども、知事がおっしゃ

っていた記述の削減とかマークシートの検討も入っている中で、改めてどのように評価さ

れているのか、複数項目またがっている中でどこを重点的に知事として考えていらっしゃ

るのかというところをお聞かせいただけますか。 

 

知事 

そうですね。全体的なことを考えていただくことは大事なのでありますけれども、やは

り一人一人の受験生の一生にも関わる大きなところであります。その重要な入試といった

ところで、採点ミスをなくすというのは、絶対的な命題だと、大事なところだと思ってお

りますので、どうしたら採点ミスを防げるのかというところがポイントであります。 

やはりそこは第三者委員会というようなところで、しっかりと御議論いただいて、幅広

い視点から、専門的な視点も含め、しっかりと御意見を頂戴して、その上で教育委員会で

しっかりと検討していただくことが大事だというふうに思っております。 

私が申し上げたのは、「これが大事」というところまでではなくて、考えられるところで

は、記述式が 8割もあるというのはちょっと多すぎるのではないか、と。 

それは他県、東北各県の現状を見ても、山形県が突出して多いとかですね、内容的には

記述式というのは、考えさせるというのはとてもいいことなのですけど、それは普段の授

業でしっかりとやっていただいて、入試の時にはそれも活かすような方法で、しかしなが

ら、その記述式で採点をするというのはなかなか、いろいろ難しいところも、間違いやす

いところもあると聞いておりますので、マークシート方式というようなものも考えられる

のではないかと。全てでなくても、できる限り採点ミスを防げるような形で、手段として

しっかり取り組むべきではないかということを申し上げてまいりました。 

これからですね、第三者委員会の御意見も頂戴すると聞いておりますので、そういった

ところでしっかりと揉んでいただき、またその上で、さらに教育委員会で検討していただ
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いて方向性をしっかり決めていただきたいというふうに思っております。 

採点ミスをなくす、そこが大事なところだと思っています。 

 

記者 

そういう中で、昨日出た意見として、来年の入試から方針が変わることで中学校の普段

の定期テストにまでも影響が及ぶのではないかと、早く方針を示してほしいというような

委員の発言もあったのですけども、明日から始まる第三者委員会の中で、採点ミスと山形

県の高校入試の方針とを、お互いをどう両立していくかというところもあるかと思うので

すけども、そこについても、お考えをお聞かせください。 

 

知事 

そうですね。私はやはり対処するに当たってはね、危機感を持ってしっかり当たってほ

しい、スピーディーに取り組んでほしいというふうに思っています。 

中味をしっかりと検討してつめるということ、そして現場の教員の方や、生徒さんたち

に、スピード感を持ってしっかり周知していただくということが大事なのだろうと思って

います。 

やっぱりそこのところをどういうふうにしていくのかということだと思いますので、連

携、そしてコミュニケーションですね、そこを密接にしていくことをしっかり取り組んで

もらいたいなというふうに思っております。 

まずはその第三者委員会でしっかり御議論をいただく、御意見をいただく、揉んでいた

だくということで、その後のスピード感も大事だろうなというふうに思っております。 

やはり不安感を、なるべく早く払しょくしていけるように、取り組んでほしいなと思っ

ております。 

 

記者 

すみません、あと最後に、チャーター便の関係なのですけども、先日、高雄市との初め

てのというか、これまで台北で行われていたのが台湾第二の都市の高雄市へのチャーター

便が運行されて、さらに 140 便を超える国際チャーター便が来るということで、高雄市と

の今後の連携への期待というところと、これをいかに定期便につなげていくかというとこ

ろをお聞かせいただければと思います。 

 

知事 

はい。このたび、山形空港と高雄空港との初めてのチャーター便を利用して、140 人を超

える県民の皆さんと一緒に訪問してきたわけでありますけれども、高雄市からは大変喜ん

でいただきました。 

そして大変前向きに、今、代理市長さんですけれども、「ぜひ将来、『定期便』というよ
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うなことも考えてはどうか」というようなお話がございました。私も大賛成であります。 

ただ、その前に 140 便を超える便数が 10 月から 2月までの間にまいりますので、そこを

成功させないといけないというのがやはりひとつの関門だと思っております。今までの 33

便が最高といった状況でありましたので、それの何倍にもなるわけであります。そこでし

っかりとおもてなしをしたり、その前に台湾からたくさんの方々に来ていただけるように、

旅行社さんでありましたり、そういった関係機関からお客さんを募らなければいけないわ

けであります。そういったところも、できる限りのお手伝いをしながら、いらっしゃった

時にはおもてなしをしっかりとして、県民の皆さんと一緒に受入れ態勢を整備していかな

ければなりません。 

また、将来的には、「来てもらう、来てもらう」ということだけですと長続きしないと聞

いております。他の県でも、ただ台湾からばかり来ていて、その県から行かなかったので

双方向にはならないところがあって、定期チャーターが途絶えたという話も聞いてまいり

ました。 

ですから、双方向ということも考えていかなければいけないと思っています。やはりそ

こは県民の皆さんですね、やはりインとアウトと両方一緒になって取り組みながら、国際

定期便というものを目指すというのが大事かなと思っております。 

 

記者 

さくらんぼテレビの白田です。 

採点ミスについてなのですけども、素案について、「昨日の会議では教育委員の皆さんか

らは、いくつかの指摘があって、概ね妥当という評価」と、今、知事からありましたけど

も、知事として、素案について、妥当、概ね妥当など、どんな印象を持ったのか、端的に

お願いいたします。 

 

知事 

そうですね、細かい一つ一つの点ということにはちょっと申し上げませんけども、全体

的に概ね妥当ではないかなと思ったところです。 

 

記者 

山形新聞の小関です。 

昨日、財務省が、いわゆる文書改ざんの調査報告書を発表していますけども、知事とし

て、これに対する受止めと、県で第三者委員会を作って検討もされていますけども、知事

としてはその公文書管理のあり方というものをどういうふうに考えていらっしゃるか、一

言いただければと思います。 

 

 



9 

 

知事 

はい、わかりました。財務省の職員処分ということもありましたけれども、財務省とし

てですね、二度とこうしたことが起こらないように再発防止策を進めるとお聞きをしてお

りますので、しっかりと取り組まれることを期待しております。 

県としましては、県政ということについて、県民に説明責任を果たす、そして県民の県

政に対する理解と信頼を深めるということが何より重要と考えております。 

そのため、昨年の 11 月から「情報公開・提供の検証、見直し第三者委員会」、通称「見

える化委員会」ですけれども、その委員会を設置しまして、検証を進めているところであ

ります。 

これらの取組みを着実に進めることで、県政について県民の皆さまに説明をするという

責任を果たし、県政に対する理解と信頼を深めていきたいというふうに思っております。 

公文書については、しっかりと管理する、そして公の文書ですから、公開請求の際には

しっかりとそれは皆さんに開示するという役割のものだろうと思っておりますので、でき

る限り情報公開というところと絡めてですね、公文書管理をしっかりやっていきたいとい

うふうに思っております。 

 

記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

今の山新さんの質問に関連してなのですけれども、今回のその財務省の文書改ざんとい

うのは、いろんな忖度が働いてのことであるというふうに報道されております。 

山形県庁においては、知事の発言に合わせて部下の方が公文書を改ざんしたり、あるい

は、本来は書くべきことを書かなかったりするといったことは、ないというふうに知事は

考えていらっしゃいますか。 

 

知事 

そうですね。公文書を、一旦作られたものを改ざんするということは、あってはならな

いことだと思っています。 

ですから、私との関連ということでありますが、具体的なことを言っていただいたほう

がいいのですけども、一般的に言えば、やはり改ざんはしてはならないというふうに思っ

ております。 

それで、現在において、公文書の改ざんという具体例が浮かばないのですけれど、そう

いうことはないのではないかというふうに思っております。 

 


