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平成28年11月14日(月) 知事記者会見 

 

知事 

皆さんおはようございます。 

今日はですね、庄内町で生産されたこの「ばら」を飾っております。 

山形県内の「ばら」の年間出荷量は 1,920万本で、全国第 3位です。 

「ばら」は、多彩な色、優雅な花の形に加え、豊かな香りが魅力的で、贈り物のブーケ

や、結婚式やイベントなどの会場装飾用のフラワーアレンジメントなどに使われておりま

す。 

花言葉はですね、「愛」、それから「美」などであります。 

色鮮やかな県産の花「ばら」を、様々な機会にぜひご使用していただきたいというふう

に思います。 

それからですね、今週末の 19日土曜日に、山形市の霞城セントラルにおきまして、県内

で作られている工芸品の展示販売会「山形のいいもの展」を開催いたします。 

この「山形のいいもの展」は、山形県産品愛用運動推進協議会の事業の一環として、県

民の皆様に、山形の匠の技を使った「山形のいいもの」を広く知っていただくことを目的

として、初めて開催するものであります。 

工芸品の展示販売のほか、普段目にすることのない工芸品の製作実演や、けん玉パフォ

ーマンスなどのステージイベントも予定しておりますので、多くの皆様に足を運んでいた

だきたいと思います。 

では、恒例となりました、祭り、そしてイベントのご紹介をいたします。 

新庄市の新庄ふるさと歴史センターでは、11月 19日土曜日から 1月 30日月曜日まで、

「新庄まつりの山車（やたい）行事展」が開催されます。ユネスコ無形文化遺産登録を祈

念して、「祈る、念じる」の祈念です。祈念して、山車（やたい）や人形の制作過程など

が展示されます。 

また、県内は“新そば”の季節を迎えておりまして、各地で「新そばまつり」が開催さ

れ、多くのお客様で賑わっております。 

村山市の「最上川三難所そば街道」では、11月 30日水曜日まで「板そばまつり」を、そ

れから白鷹町では、12 月 31 日土曜日まで「隠れ蕎麦屋の里しらたか新そばキャンペーン 

2016」を開催しております。地域ごとの香り豊かな新そばをお楽しみください。 

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っております。 

 

では私から 2つ発表ございます。 

まずですね、この度、J R東日本主催の東北 6県冬の観光キャンペーン「行くぜ、東北。 

SPECIAL 冬のごほうび」のキックオフイベントが開催されることになりましたので、お知

らせするものです。 
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このキャンペーンは、旅行需要が低くなる冬の季節に、冬季に、東北 6 県が一体となっ

て、冬の魅力を PRし、国内外からの送客を図ることを目的に、J R東日本が東北 6県を「冬

の重点販売地域」に指定して 12 月 1日から来年 3 月 31 日まで実施するキャンペーンであ

ります。 

11月 17日に上野駅におきまして、開幕前のキックオフイベントが行われる予定でござい

ます。私も出席して、「やまがた雪フェスティバル」や「蔵王樹氷まつり」をはじめとす

る雪祭り、温泉、食、お酒など、山形の冬の魅力を重点的に PRしてまいります。 

このキャンペーン期間中、 JR東日本では、東北 6県への集中的な送客を図るため、宣伝

販売や、旅行商品造成などを実施しますが、本県としましても、メディアなどを通じた PR

など、積極的な誘客に努めてまいります。 

もう 1 点はですね、本県で取組みを進めている『森林(モリ)ノミクス』を全国に発信す

るため、11月 21日月曜日に「第 2回全国森林（モリ）ノミクスサミット」を山形市で開催

しますので、お知らせをします。 

総務省・地域力創造アドバイザーの古川大輔（ふるかわだいすけ）氏による「森林資源

の活用による地域再生」をテーマとした講演に続き、東北芸術工科大学の三浦秀一（みう

らしゅういち)教授のコーディネートで、オーストリア大使館フィノキアーロ氏などをパ

ネリストにディスカッションを行います。 

ここ山形から、豊かな森林資源を活用して地域の活性化につなげていく『森林ノミクス』

について発信してまいりますので、報道機関の皆さまからも PRに御協力いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

私からは以上です。 

 

☆ 代表質問 

記者 

共同通信の神戸と申します。よろしくお願いいたします。 

本日は次期アメリカ大統領選挙の結果に関連する代表質問をさせていただきます。 

8 日投開票のアメリカ大統領選ではですね、ドナルド・トランプ氏が当選されました。

そこに関連してお伺いしたいのが、トランプさんはですね、自由貿易反対論者として環太

平洋連携協定、いわゆる TPP に関しては否定的な姿勢を示していらっしゃいます。今後の

交渉やトランプさんの意向次第では、今後、日本政府もですね、これまでの成長戦略の見

直しをしなければならなくなる可能性もあるという状況でございますが、その場合、TPP

の関連で商工業とか農林水産業などですね、山形県内の産業にもいろいろな影響が見込ま

れるところですが、今後知事としてですね、政府にどういった対応を望まれるかというと

ころがまず１点目。 

2点目としてはTPPによってですね、県内の産業への影響を最小限におさえたいというこ

とでいろいろ要望なさってきた立場として、今後この TPP 論議がですね、国内での TPP 論
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議がどのような形で収れんしていくことが望ましいか、この 2 点に関してお伺いできれば

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

知事 

はい、そうですね、イギリスの EU離脱というものも世界中にやっぱり驚きを与えたと思

いますけれども、今回のアメリカ大統領選、次期大統領を選ぶという選挙でですね、トラ

ンプ氏が当選したということもですね、世界中が衝撃を受けたのではないかと思っており

ます。本当にトランプ氏の言動ですね、今後とも本当に目が離せないなというふうに感じ

ております。 

TPPのご質問いただきましたけれども、TPP協定というのは国民の生活や経済活動に大き

な影響をもたらすものでありますので、私はこれまで全国知事会や北海道東北地方知事会

とも連携しながら、政府に対して丁寧な説明と万全の対応を求めてまいりました。  

このたび、 TPP 協定に強く反対の意を示しているトランプ氏が次期アメリカ大統領に選

出されて、TPP協定の成り行きが不透明になったと考えております。 

政府とトランプ次期大統領との間でしっかりと話し合いを行っていただくということが

やはり大事でございまして、政府に望むことはやはり国益をしっかり守っていただきたい

ということであります。 

これまでも TPP が発効したらどうなるかということについてはですね、国民に対しても

っと説明をきちんとしてくれということを申し上げてきましたけれども、国民の理解を得

られるように説明をしていただきながらね、交渉していただきたいと思っているところで

す。 

それはそうなのですけども、結果がどうなるかということを、やはりしっかりと説明を

していただきながら進めていただきたいと思っております。 

私としましては、TPP協定がどうなるかということも大変注視していかなければならない

と思っておりますけれども、ただ本当に県内市場ですとか国内市場が縮小していく中でで

すね、輸出拡大ですとか、いろいろなコスト低減、競争力をつけていくということが、と

ても大事なことだと思っております。本県の基盤産業と申し上げている農林水産業のです

ね、生産性向上や競争力強化、収入の安定といったことが本当に大事だと思っております

ので、政府においては、こうしたことに対する施策、対策というものを着実に進めていた

だきたいというふうに考えております。 

 

☆ フリー質問 

記者 

TUY の鈴木です。おはようございます。山形駅西口の新県民文化施設の入札不調が続い

ていた中で、先週県議会に対して、総事業費を 5 億円増額という方針を示しましたが、県

民の税金で 5 億円というのは大きな額でありますし、改めて増額の経緯についてご説明を
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お願いをしたいというのが 1 点と、もう 1 つ、今回東日本大震災以降、慢性的な人手不足

ということで、技術者を県外からも集める必要があったという報道が先週ありましたけれ

ども、これは震災以降、慢性的な部分というのはわかっていたはずだと思うのですが、な

ぜ後手後手にまわってしまったのかというのが 1点。2点お願いします。 

 

知事 

はい、山形駅西口の拠点施設、複合拠点施設でありますけれども、そうですね、1 つ目

と 2つ目のご質問、ちょっと関連があるのですけれども、5億円、当初よりも多くかかって

しまうということが想定されるということで、ご説明させていただいたわけですけれども、

それはやはり、労賃がですね、人手不足といいますか、県外の技術者の方にも関わってい

ただく必要があるということで、県外の技術者の方のほうが労務単価が高いというような

ことがあって、そのようになったということであります。 

今、記者さんの 2 つ目の質問と、本当関連しているのですけれども、東日本大震災から

の復興とですね、それから、オリンピック、パラリンピックがありますけれども、そのオ

リ・パラの需要と両方重なってしまって、大変な人手不足にいろんな業界が今なっている

ということは聞いているところですけれども、県内の事業者、そして労働者っていいます

かね、そういった技術者で、拠点施設を建設したいという思いがありましたので、そうい

う視点で考えてしまったということがございます。後手後手にまわってしまったと言われ

ますと、本当にそういうこともあるのですけれども、ただ、そうですね、建物自体がすご

く特殊だとかいうことではありませんので、県内でできるのではないかというふうに考え

ていたところがあるのかな、と私は思っているのですけれども。例えば、肘折のラーメン

桟道橋ですと、特殊な技術なので、本当に全国から技術者の皆さんに集まっていただいた

ことありましたけれども、文化施設はですね、そういうたぐいのものではございませんの

で、できる限り、県内の方々に作っていただきたかったというような、いただきたいとい

う思いがあったと思いますが、でも、本当に予想以上にですね、復興需要とオリ・パラ需

要、オリンピック需要がですね、重なってしまって、こういう状況になってしまったとい

うことがあると思います。県民の皆さんに本当にご心配をおかけして申し訳ないと思いま

すけれども、ぜひご理解をいただきたいなというふうに思っております。 

 

記者 

 そうなりますと、1回目の入札、2回目の入札の時には、ここまで人手不足になる、その

オリンピック、パラリンピック需要と復興需要が重なって、ダブルパンチで人手不足にな

るというのは、ちょっと予想がつかなかったということになりますか。 

 

知事 

 そうですね、1 回目のは、工事技術者のですね、現場に必ず置かなければならない工事
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技術者がなかったといいますか、そういう内容だったと聞いておりますので、単価の問題

ではなかったかなと聞いておりますけれども、でも内包していたのかもしれませんね。そ

の時点ではちょっとわからなかったかなと思います。2回目といいましても、実質的には 1

回目というような感じがしているのですけれども、そこのところで、なぜこうなったのか

ということを、業界の皆さんにお聞きしたところ、調査をしたところですね、今のような

ことがわかったわけなんですね。はい。本当にそういう状況に、今、いろんなことがです

ね、あるということをしっかりと認識して対応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。 

 

記者 

 おはようございます。荘内日報の上林です。今、ＴＵＹさんに続いての駅西についてお

聞きしたいのですけれども、5億追加されて、1億削って 5億になった。なんでいいもの作

ろうと思わないのでしょうか。1億削った理由、1億プラスして 6億になろうが、5億にな

ろうが、県民にとってそんな大した違いがあるのでしょうか。変なもの削って後世に残ら

ないものを作るよりは、ちゃんとしたもの作ったほうがよろしいのでは。旧県庁もそうで

すし、県のものづくりを見せるためには、いいもの作ったほうがいいのではないかと私は

思うのですけども、なんで 1 億むりむり削ったのか、それで理解してもらおうと思ってい

るのか。 

それから、予想しなかったと言いましたけれども、鶴岡の文化会館見ても予想できたわ

けですよね。同じ経緯たどってるわけですから。オリンピックも分かってるわけで、復興

の人手不足も分かってるわけで、それを分かっている時期にやっててなんで分からなかっ

たのか、という疑問が残るわけです。だったら、現在の県民会館をもう少し使ってその後

にすればいいだけの話で、最初から分かっているのになんで予想がつかなかったというふ

うな言い訳をするのでしょうか。この間、議会に説明した時からもそうですけども、作れ

ば 150億近くかかるわけですけども、1億削って何かいいものできるのでしょうか、いい備

品が揃うのでしょうか、いい音響が得られるのでしょうか。施設的にそのへんを考えて、

再度私はなんで 1 億削ったのかすごく不思議に思っているので、そのへんの知事の考えを、

「ものづくり山形県」としての考え方をお聞きしたいのです。 

 

知事 

はい。内部で検討しました時にですね、入札不調という後ですね、調査もして検討した

時に、例えば 5 億円増にしないという手立てもあったわけです。もっともっと内容を削れ

ばですね。だけども、その内容はできる限り削りたくないといいますか、やはり今記者さ

んのおっしゃったような、これから 50 年も 60 年も使っていく、県民の皆さんがやはり文

化の殿堂として使っていく、そういった建物を建てる時にできる限りいいものを作りたい

という思いがありますので、そういう音響とかとにかく大事な根幹のところには触らない
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といいますか、できる限り当初の内容で進めたいということがありました。それでできる

限り削らないということにはしております。 

で、もう 1 つのことですけれども、全然わからなかったわけではなくて、その労務単価

といいますか、その工賃が上がっていくだろうというようなことはある程度予想はしてい

た、ということはありますが、それ以上に上がってしまったということであります。全く

考えていなかったということではなくて、想定はしていたけれどもそれ以上に上がってし

まったということがありますので、そこはちょっとご理解をいただければありがたいとい

うふうに思っております。 

 

記者 

できる限りいいものを作りたかったと。じゃあ 1億削ったのはなんなのですか。 

いや、説明はこの間当局側から聞きました。駐車場だとか、なんとか備品だとか。そこ

に差が出るのでしょうか。1億削ったということで。議会とか県民に対するなんか数字のご

まかしにも見えるわけです。なんか、その削った分の 1 億で何か差が出るのか、どっちみ

ち借金なわけですけれども、県債使うわけですけれども、なんかそこに理由があるのでし

ょうか。 

 

知事 

はい。1億の削った内容をちょっともう一度言ってもらえますか。 

 

企画振興部次長 

 企画振興部次長の中山でございます。全体の中で検討する中で基本的な方針というのは

知事からお話がありましたように、根幹は触らないでということで検討してきたところで

す。一方では今回、143億、当初はですね、その中の 1億ということでございますけれども、

一方で 1 億といいますとそれなりの事業、別の事業の展開ということも考えられる金額で

ございます。こういったことも考えながらですね、どのような努力ができるのかというこ

とを検討してきたところ、根幹は変えないという前提のもとで、そういうイメージも変わ

らないようにということで、備品のいろんな共用化を図るとかですね、舗装のアスファル

ト、舗装のところをもう少し簡易なものにするとかそういったことを検討して、そういっ

たさまざま、あと小さなところの積み重ねでございますけれども、それで 1 億という形に

なったと、させていただいたというところでございます。 

 

知事 

 よろしいでしょうか。 

 

記者 



7 

 

今の説明、言い訳にしか聞こえない。最初からじゃあ共有化とか備品とか最初から計画

すればいいだけの話であって、なんでという、この段階になって。最初から計画すればい

いだけでしょ、他の事業にも使いたいというのであれば、共有化とか備品のそういう問題

であれば。なんで計画段階からそうじゃないのですかということをお聞きしたい。なんで

削ったのかということなのです。最初から計画段階でいろんなものを共有化する分を計画

すれば何ら問題ないわけです。そこなのですよ、お聞きしたいのは。 

 

知事 

そうですね。もちろんおっしゃることは分かりますけれども、できるだけいいものをと

いうのは最初からやはり考えていたわけでありますけれども、5 億円増となる中でですね、

やはり締められるところは締めていかなきゃいけないという思いもありますので、できる

ことは、「削る」という言葉はあまり、ちょっとそぐわないかもしれないのですけども、で

きるところはやはり、節約できるところはするというような考えはもちろん持ち合わせな

ければいけないというふうに思いまして、細かな積み上げではありますけれども。最初か

らと言われれば、最初からという気持ちもわかるのですけれども、できる限りいいものを

という気持ちはありました。今回、今、担当が言いましたけれども全体で考える中で、継

ぎ増ししなければならないものもある中で、削れるものはできる限り、根幹に触らない部

分でですね、できるところはないかということでいろいろと調整した結果、積み上げるも

のを積み上げて、減額できるところをしたということでありますので、できあがった段階

でものすごく影響があるとかそういうことではないというところだと聞いておりますので、

そこはご理解いただければというふうに思っております。 

 

記者 

わかりました。 

減額した部分等々、検討するわけですけども、県内の施設いろんなものを見てきました

けども、あとでまた特別補正予算組んで出戻り工事する部分もすごく多いので、できる限

り計画に沿ってきちんと作って、あとで「これが足りなかったから、また予算組んで」と

いうふうにならないように、私はお願いしたいと思います。 

 

知事 

はい。ありがとうございます。 

 

記者 

河北新報の宮崎です。よろしくお願いします。 

仙台空港との連携と、山形空港についての質問をさせてください。 

先週の宮城県との連携の時にもですね、知事は訪日外国人の誘客策のひとつの策として、



8 

 

仙台空港との連携もあるというような趣旨の発言をされていました。 

一方で、仙台空港が民営化になりますと、仙台空港は宮城県内だけではなくて、周辺の

山形を含めた県のお客さんも誘客すると考えられます。 

そんな中、仙台空港が LCC の拠点化とかなったりですね、あと、国内線についても誘客

を本格化するようになると、60 キロしか離れていない山形空港の存在意義が薄れるのでは

ないかという見方もあるのですけども、そういった懸念というのは知事、今、お考えなの

か、懸念というか心配があるのか。あと、また、あるのであればその理由、なければその

理由みたいな、そのへんのところをですね、知事のお考え聞かせてください。 

 

知事 

はい、ありがとうございます。まず、仙台空港と山形空港というようなお話であります

けれども、東北の観光、宮城県の、山形県の観光を考えた場合にですね、やはり空港間の

連携というのはとても大事なものになってくると思います。空港間の連携も、ですね、大

事になってくると思われます。 

と言いますのは、やはり仙台空港というのが東北の玄関というような形で、たくさんの

訪日外国人客があそこから入ってこられるといいますか、そういう役割を果たしてくださ

っているところかなと思うのですけれども、そこから東北各県にですね、たくさんの方々

に観光に行っていただくということが大事だと思っています。 

そして各県、空港があるわけでございますので、空港、そうですね、その各県の空港も

利用していただくということが大事ではないかと思っています。 

チャーターの場合ですとですね、定期便というとちょっとあれで、チャーターの場合で

すと、仙台インで山形アウトとかですね、その逆も考えられますし、外国人のお客様は例

えば仙台のような都市部でお買い物をしたいというようなこともあり、また、山形のです

ね、いろいろなその精神文化、出羽三山とかですね、山寺とか、あと温泉めぐりというよ

うなこともね、両方やはりやりたいと、両方楽しみたいという方々がたくさんおられると

思いますので、やっぱり私は両空港がですね、ウィンウィンになれるような関係を作って

いければいいなというふうに思っております。 

そして空港と空港だけではなく、それぞれのその交通があるわけで、交通関係もですね、

仙台まで例えばバスを送り迎え出すとかですね、いろんなことが考えられると思っていま

す。仙台空港はやはり大きな東北の玄関口ということで大変期待しておりますし、そこに

よってほかの空港も活性化するというような、良い好循環といいますか、お互いにウィン

ウィンになるような仕組み、関係ができていけばいいなと私は考えているところです。 

そして山形空港のご心配もあるかと思いますけれども、まったく心配ないというふうに

は思っていませんけれど、ただ、絶対存続しなきゃいけないと思っています。というのは、

東日本大震災の折にですね、仙台空港が被災した時に山形空港が活用されました。24 時間

開放で、山形空港から様々な方々がですね、自衛隊でありましたり、アメリカの空軍であ
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りましたり、それから警察、消防、本当に全国から山形空港経由で仙台に行かれました。 

あの時のことを思い出しますと、やっぱり有事、災害が起きた際にですね、代替空港と

いいますか、補完機能をしっかり持っているのが山形空港でありますので、山形空港はな

くしてはいけない、必ず存続させていかなければならない重要な空港だと私は認識をして

おります。 

それをきちんと打ち出しながらですね、仙台空港と良い方向に連携していければいいな

というふうに思っております。 

 

記者 

おはようございます。山形新聞の田中です。2点お願いします。 

関連 1 点目が、今の河北さんの質問の関係で、その仙台空港を拠点にして利用するとな

った場合、どうしてもやっぱり二次交通の問題が出てくると思います。知事、今、バスと

いう話にも触れましたけども、かつて直接 JRの乗り入れということで 5千万円を拠出した

という経験も山形ではあったかと思います。そうしたところの仙台空港を拠点にして活用

するという場合のその交通対策、知事、今現在お考えになっているところの所感を教えて

いただきたいのが１点目。 

2点目がですね、ちょっと話題が変わるのですけれども、合計特殊出生率になります。 

東北大学がですね、毎年独自に出しているのですけれども、先般国勢調査の結果も出ま

したけれども、東北大学の独自算定によるとですね、国勢調査だと 1.50、山形、速報値、

というものだったのが、東北大学だと 1.48 ということで、全国順位も国勢調査の 24 から

33にダウンする、と。 

これ、その時その時なのでしょうけども、ずっとこう継続して見ていくとですね、東北

大学、2 年前、昨年と 1.50、と。逆に国の調査、厚生労働省の調査よりも上がっている状

況を示している中でも、今回が 1.48、と。知事、1.70ですね、特殊出生率、現在の短期ア

クションプランでも数値目標掲げられていますけども、その目標の達成の可能性というと

ころも含めて、なかなか上がっていかないというところの要因も含めて、所感を教えてい

ただければと思います。 

 

知事 

はい。まず 1 点目でありますけども、仙台空港の二次交通というのが大変重要だという

ご指摘でありまして、その通りだと思っております。大きな課題だと思っています。 

山形空港の二次交通も課題なのですけれども、さらにですね、仙台空港の二次交通、本

県にとって非常に大きな課題だなと思っております。 

以前に、しばらく前になるかと思いますけど、県が 5 千万円を拠出して、ということは

私も聞いておりますけれども、その後どうなっているのかというのは、今日はちょっとま

だお話できない状況でございます。調べてみたいと思っております。 



10 

 

ただ、現在できることで、民間のやはり交通会社さん方がですね、観光関連協会と一緒

になってどういうことができるか、どういうことを考えて実行していくのかということを

ですね、しっかりとお話し合いをさせていただいて、サポートしていければいいなという

ふうに思っているところです。バスもあるだろうし、タクシー、乗り合いタクシーとか、

いろんなことが考えられるのかなとは思っているところです。 

それから 2 点目は、ちょっと今初めてお聞きしたので、私もちょっとがっかりしてしま

いましたけれども、1人の女性が一生の間に出産する数字でございますので、それがイコー

ル人口ではないですね。それがイコール人口増ということでもなくて、女性、分母の女性

の数が少なくても出産、出生数が多ければ高くなりますので、案外人口少ないところが、

それが大きくなったりもするということもあると聞いておりまして、それがすべてではな

いとは聞いておりますけれども、ただ、動向としてとても大事な数字であることは認識を

しておりますので、下がってしまったのかという思いで、今、お聞きしました。 

なお、また確認をしてですね、その 1.70というのを中間目標にしていたわけでございま

すけれども、どういうふうにやっていけるのかですね、また考えてみたいと思います。 

今ちょっと即答できかねますので、大変申し訳ありませんけれども、やはり出会いとい

うのが一番今、試練、ネックになっている、課題になっているのかなと思いますので、そ

の出会いサポートセンター、あるいはハッピーサポーターと言っていますけど、昔で言え

ばお仲人さんですけれども、そういった方々が増えていると思いますので、まず出会いか

ら始めて結婚、そして出産というふうにいきますので、またしっかりとですね、そういっ

た行政でできるところ、サポートということにもなるかと思いますけれども、さらに力を

入れていかなければいけないなというふうに感じたところでございます。 

 

記者 

はい。朝日新聞の米澤です。 

じゃあ、簡潔に。モンテの J2残留が決まったということと、それから監督、石崎監督が

退任する見通しだということについて、知事の所見をお伺いしたい。 

 

知事 

はい。本当にモンテディオですね、正直に申し上げまして、残留が決定したというのを

お聞きした時はちょっとホッとしました。 

ただ、やはり J1にですね、やっぱりこう昇格してもらいたいという気持ちは、私ももち

ろんだし、県民の皆さんの大きな願いだろうなというふうに思っているところです。 

それで、今、記者さんのご質問の監督の件はですね、株式会社モンテディオのほうから

報告を受けました。会社でお決めになったことなので、私からは特に言うことはありませ

ん。 

ただ、石崎監督はですね、ずいぶん前にもモンテのために尽力してくださった方だと聞
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いておりますし、本当に一所懸命やって下さった方なので、これからもサッカー界では活

躍されるのではないかと思いますので、これからもお元気で活躍していただきたい、と。 

これまでモンテのために働いてくださって本当にありがとうございましたということ

と、お疲れさまでしたという二つを申し上げたいというふうに思っております。はい。 


