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平成28年11月30日(水) 知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。 

まずですね、今週の28日に、私が会長を務めております、奥羽・羽越両新幹線建設促進

同盟会による要望活動を行ってまいりました。 

秋田県の佐竹知事も初めて参加していただいたところです。 

新潟県の寺田副知事や各県の代表の方々と一緒に、国交省の根本政務官及び藤井政務官

に対して、「奥羽・羽越両新幹線の建設促進」について要望してまいりました。 

私から、地方創生の実現や、東日本大震災を踏まえたリダンダンシー確保など国土強靭

化の観点などから、奥羽・羽越両新幹線の整備が必要不可欠であり、早期実現を図るよう

要望をいたしました。 

さらに、同じ日の午後に、政府主催の全国都道府県知事会議が開催されたのですけれど

も、私から、末松国土交通副大臣に対して、地方創生の基盤となる高速道路や奥羽・羽越

新幹線などの交通インフラの早期整備について、迅速かつ強力に推進していただくよう要

望をいたしました。 

それに対して、末松副大臣からは、「地方創生の実現にはインフラ整備が重要であること

から、来年度予算において、今後の地域間の幹線鉄道のあり方についての調査経費を要求

していることなど、政府としてしっかり対応していく」との力強いコメントをいただいた

ところであります。 

引き続き、奥羽・羽越両新幹線の整備実現に向けて、関係県とも連携を図りながら、要

望活動などの取組みを展開してまいりたいと考えております。 

また、「東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催効果の東北への波及」につい

て、私から東北各県知事へ呼びかけまして、東北6県の知事名で小池東京都知事に要望を行

ってまいりました。当日は、私のほかに、達増岩手県知事、佐竹秋田県知事、青山青森県

副知事などの参加のもと、要望を行ったところであります。 

私から、復興に取り組む東北の姿を世界に発信するとともに、開催効果を東北地方に広

く波及させるため、各種イベントに東北の祭りなどを取り入れることや、大会の施設への

東北の木材の活用、また、食材、選手村で食材を活用してもらうこと、それから、外国人

誘客、観光客に対して東北をアピールしていただくこと、及び組織委員会に対して、東北

全体をルートとした聖火リレーの実施について働きかけるよう要望をいたしました。 

小池知事からは、「東京大会は、東北の復興の姿を世界に発信してもらえる最高の機会で

あり、要望を受け止めて皆様とともに進めてまいりたい。国際オリンピック委員会に対し

ても、東北の知事の皆様から被災地復興の後押しとなるよう、要望があったことをしっか

り伝える。」などの意向を表明していただきました。 

今回の要望が、東京大会の成功となるとともに東北の復興に結びついて、本県をはじめ
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東北への活力につながるように今後とも取り組んでまいりたいと考えております。 

それでは、恒例となりました、祭りやイベントのご紹介であります。 

いよいよスキーシーズンが近づいてまいりました。12月3日には、鶴岡市の湯殿山スキー

場が、そして12月10日には、山形市の蔵王温泉スキー場、東根市の黒伏高原スノーパーク

「ジャングル・ジヤングル」、金山町のグリーンバレー神室スキー場がオープン予定でござ

います。 

また、12月17日からは、西川町で「西川・月山スノーシューパーク」が始まります。「西

洋かんじき」のスノーシューを履いて、ガイドの案内のもと、広い雪原や林の中を散策し

ます。ブナの原生林の息吹を感じたり、雪化粧をした雄大な山々を眺めることができます。

ぜひ御家族で「冬の山形」をお楽しみいただきたいと思います。 

 

では、私から発表が3点ございます。 

1点目であります。「冬の省エネ県民運動」と県機関の「冬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。 

冬季におきましては、暖房の使用などで、エネルギー消費が大きくなることから、今年

度も、12月から3月までの4か月間、「冬の省エネ県民運動」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、昨年度同様、12月から2月までの電気使用量を平成22年度対比3％の削減を目

安に、省エネ・節電の取組みを広く呼びかけてまいります。 

なお、健康に留意する必要のある方や、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。 

今年度の主な取組みとしましては、新たに、小学校高学年向けに省エネチラシを配布し、

家庭での省エネの取組みの促進を図るほか、ポスター等による周知啓発、省エネに関する

川柳・標語のコンテストを引き続き実施いたします。 

こうした県民運動にあわせ、県も一事業主として、同じ期間に、「冬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。 

県民の皆様には、健康に十分ご留意いただきながら、この冬の運動にご理解・ご協力く

ださるようお願いいたします。 

2点目でございます。「オールやまがた若者定着推進会議」の開催について申し上げます。 

人口減少、少子高齢化が加速する中、若者をはじめとする産業人材の確保は、活力ある

地域の創出や県内産業の発展に向けて極めて重要と考えております。 

このたび、高校生や大学生などの若者とともに、産・学・官をはじめ、金融界、労働界

及びメディアの皆様による各関係機関が連携して、県内各界各層の参画による「オールや

まがた若者定着推進会議」を新たに設置し、12月5日に設立総会を開催いたします。 

このたびの開催を契機として、本県で働く魅力や県内企業の良さなどをより強く発信す
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るとともに、若者との対話も十分に行いながら、山形で働くことを決意し呼びかける宣言

を採択するなど、本県に定着する気運を醸成することにより、オール山形で産業人材の県

内への定着・回帰の促進に努めてまいりたいと考えております。 

報道機関の皆様から、県民の皆様への周知・広報について、ご協力をお願いしたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

3点目であります。来年の7月に、本県を幹事県として南東北3県で開催されるインターハ

イの開催機運を盛り上げるため、そのプレイベントを12月11日、日曜日に山形ビッグウイ

ングで開催しますのでお知らせするものであります。 

カウントダウンボードの除幕、「友情の花の種の伝達」などのセレモニーや、県内各高校

による音楽やダンスなどのパフォーマンス、それから、農産物や加工品の販売、学校活動

の紹介などを行いますほか、リオデジャネイロオリンピック銀メダリストのケンブリッジ

飛鳥選手によるゲストトークも予定しております。是非、多くの県民の皆さんからご参加

いただきますよう、報道機関の皆様からもPRにご協力よろしくお願いいたします。 

私からは以上であります。 

 

☆代表質問 

記者 

河北新報の阿部と申します。よろしくお願いいたします。 

代表質問として、モンテディオ山形の新スタジアム推進事業体制、検討委員会について

お伺いしたいと思います。サッカーJ2山形を運営するモンテディオ山形は、先日本拠地と

なる新スタジアムの建設に向けて、新スタジアム推進事業体設立検討委員会を発足させ、

今日も会合があるというようなお知らせもいただいているところなのですが、株主でもあ

る山形県がこの新スタジアム構想をどう支援していくつもりなのか、ということが1点と、

あと、モンテディオ山形のJ1定着など、従来より新スタジアム建設に必要としてきた条件

は今と変わらないのか、県として設定している新たな条件などが、もしあれば教えていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

知事 

はい、株式会社モンテディオ山形が設置する「新スタジアム推進事業体設立検討委員会」

につきましては、民間レベルで新スタジアムの整備に向けた議論を広げていくとお聞きし

ております。本日、1回目の委員会が開催され、今から民間レベルでの議論が始まるという

ところでありますので、県の支援について申し上げられることはないところであります。 

それから、従来から新スタジアム建設に必要としてきた条件、と言われましたけれども、

私、条件という言葉は使ったこともありませんし、そのような強いあれではございません

ので、条件というのは当たらないかなと思っているのですけれど、サッカースタジアムの

整備に関する基本的な考え方につきましては、これまでJ1定着の先の課題ではないかと申
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し上げてきております。ですが、民間レベルでの議論が始まったばかりでありますので、

県として申し上げられることはないところです。新たなと言われましても、特に、はい、

ございません。はい。 

 

記者 

そうすると、J1定着があって、その先の話ではないかという基本スタンスは特に変わり

はないという理解でよろしいですか。 

 

知事 

そうですね。はい。 

 

記者 

 ありがとうございました。 

 

☆フリー質問 

記者 

時事通信の梅崎と申します。よろしくお願いします。 

先日報道機関のほうに、知事が上京された際に安倍総理とお会いになった写真を提供い

ただきまして、我々も大変驚いたところであったのですけれども、数年前だと、あまりこ

ういうふうに与党の方と、何と言うのでしょう、一緒にお会いになって懇談されたりとい

う機会も少なかったのかと思うのですけれども、最近になって、二階幹事長ですとか、お

会いになれるような状況ができてきたことについて、知事としてはどのように受け止めて

いらっしゃいますでしょうか。 

 

知事 

そうですね。二階先生にはフル規格のことで前から幹事長になられる前から、ちょっと

お願いをしてきているところであります。 

ただ、今回の総理との面談でありますけれども、それはですね、実は、皆さんにとって

は突然かもしれないのですが、実は数年前に、私、ラ・フランスの宣伝に伺いたいという

ことは、首相と私との共通の知り合いというのがおりまして、その人に申し上げたことが

あります。ずっとそれが実現はしなかったのですけれども、今回ですね、政府主催の知事

会議というのがあるということがちょうど良かったのかもしれませんけれども、お会いす

るということ、お話をちょうだいしまして、急だったのですけれども、それで数年前から

の私の希望と言いますか、ラ・フランスを宣伝したいというのがありましたので、それが

成就したと言いますか、そういうストーリーと言いますか、そういうことが背景にござま

した。さくらんぼは全国的に有名でありますし、ただ、ラ・フランスをもっとですね、宣
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伝してほしい、PRしてほしいということは、よく言われておりましたので、それを発信し

たいという思いがとてもありましてね、今回というのはちょうどラ・フランスの時期でも

あったわけなのですけれども、私としてはそういうことが今回叶ったということで、その

ラ・フランス農家の方に喜んでいただきたいという思いがあったので、それで皆さんに写

真とですね、内容をお知らせしたものであります。はい。 

 

記者 

わかりました。こういう形で与党の方々ともたくさんお会いになれるような状況という

のを、それこそ今回の場合だとラ・フランス農家の方々とか、心強く大変思っていらっし

ゃる方もいらっしゃるかと思うのですが、そういう、いろいろお会いになれるような状況、

パイプが増えているのかなという、推察されるような状況についてはどのようにお考えで

すか。 

 

知事 

そうですね、どういうふうにと言われましてもですね、私としては、それは数年前にそ

れを希望していたことでありましたし、それが急にと言いますかね、それが叶ったという

ことでありまして、だからどういうことかと言われても、私もそれはよくわからないので

ありますけれども、ただ、本当に2日くらい前に急にお話が来たものですから、もう慌てて

そのラ・フランスを東京で買い込んでですね、持って行ったという、持ち込んだというこ

ともありましたので、県民の皆さん、今回はラ・フランス農家の皆さんに大変喜んでもら

えるなと思っております。 

あとは、どういうと言われましても、私にとっては、そうですね、自然体だったので、

菅官房長官にもずっと高速道路で、もう官房長官になられた時からお願いしてきておりま

すので、特別最近とかいうことではないのですね。 

だから、いきなりとか、最近とかいうことではないのではないかと思っておりますけれ

ども。はい。 

 

記者 

わかりました。あと、ちょっと1点、細かいことなのですけれど、今、東京でラ・フラン

スをお買いになったということだったのですが、銀座のアンテナショップでお買いになっ

たということなのですか。 

 

知事 

東京事務所に頼みましたので、はい。どこで買ったかは、ちょっと聞いてみないと。は

い。でも、とても立派なラ・フランスでした。山形のラ・フランスです、間違いなく。は

い。 
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記者 

ありがとうございます。 

 

記者 

共同通信の神戸と申します。 

知事選の関連なのですけれども、先日、27日の日曜日にですね、自民党の県連のほうで、

これまで擁立作業を行っていた独自候補に関して、断念するというような方針が正式に決

定しました。 

それに関するですね、知事のご所感と、現時点ではですね、ほかに対抗馬となる方がい

らっしゃらないということで、無投票になる可能性というのもあるわけですけれども、そ

ういう中でですね、どのように知事選に臨んでいかれるかという部分について、お聞かせ

願えればと思います。 

 

知事 

はい。私も報道で知っただけであります。 

先般、知事会議が都道府県ビルの中でありました時に、県連会長でいらっしゃる遠藤先

生がオリンピック・パラリンピックの組織委員会の担当として来られましてね、その折に

お話して戻られる時に、私から、報道を私は承知していたので、「よろしくお願いします。」

と申し上げたのでしたけれども、それくらいでありますし、そういうふうに決定したとも

特に聞いたわけではございませんし、ただ報道で承知をしているだけですので、私としま

しては、その同じ報道の中にですね、これから何が起こるかわからないというようなこと

も書いてございましたし、やっぱり選挙までまだ間があります。何が起こるかわからない

ということでありますので、もう今までどおりですね、しっかりと戦う姿勢というものを

堅持して、闘いはあるものという考えでしっかり対処していきたいというふうに思ってい

るところです。 

 

記者 

今、知事会の中で遠藤県連会長とお会いになったということだったのですけども、その

時に今回の決定に関して、何か遠藤さんの側からお言葉というのはありましたか。 

 

知事 

いや、なかったです。本当に、お話をされて帰る、帰られる時に私が立ち上がって「よ

ろしくお願いします。」と申し上げただけでしたので、それに対するお答えはございません

でした。はい。 
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記者 

先ほどの安倍首相との会談の話、ちょっと戻ってしまうのですけれども、急な話だった

というふうに先ほどおっしゃっていました。報道写真の提供も夜で、非常に急だったので

すけども。 

 

知事 

すいません。撮れるかどうかもわからなかったものですから。 

 

記者 

ええ。はい。急だったということですけれども、官邸のほうから連絡が知事に来たのは、

いつごろ、どういうふうな形で来たのでしょうか。 

 

知事 

私の知り合いからですね、電話で、金曜日ではなかったかと思います。土曜日ではなく

て金曜日だったと思いますけれども、電話でお会いするということをお聞きしました。 

 

記者 

そうですか。官邸のほう、知事のほうの側からではなくて官邸のほうの側から連絡が来

たという、官邸サイドのほうから通して連絡が来たということですね。 

 

知事 

はい。 

 

記者 

当日で、知事で首相とお会いしたのは、単独でお会いしたのは吉村知事だけだったと思

いますけれども、どういうふうな理由でというふうな話は何かされていましたでしょうか。 

 

知事 

いや、特にされていなかったのです。それで、先ほどお話したように、数年前に、一度

ですね、ラ・フランスを首相にちょっと宣伝したいということを申し上げてあったことが

ありましたものですから、私としてはやはりそれを実行したいというふうに思ったわけで

あります。はい。 

 

記者 

わかりました。首相から何か励ましの言葉とか、あったのでしょうか。 
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知事 

いや、そういうのはですね、特に。あまり細かいことまではちょっと言えないですけれ

ども、私からはとにかく山形県の話、「山形県の果物はおいしいですね。」と首相のほうか

らおっしゃいましたし、今年、サクランボ農家をご視察いただいたので、そのお礼を申し

上げて、「実はラ・フランスも日本一なのですよ。」と申し上げたら「そうなんですか。」と

おっしゃって、「山形県は競争力の高い農産物がたくさんありますね。」とおっしゃいまし

て、「はい、たくさんあります。」と申し上げて。 

あと、山形のその4ブロックに分かれている山形の特徴とかですね、そういったことを私

はお話申し上げました。その4つ、4ブロックというのが昔4つの藩だったのです、と、それ

ぞれ殿様が治めておりました、というお話をしたら、大変首相は興味深げな感じでありま

した。山形のことをちょっといろいろとお話をしてまいりました。はい。 

 

記者 

選挙の話というのは、特になかったですか。 

 

知事 

そのことはちょっと、まったくないということではないのですけども、そんなに、はい。

特に、ということで、あまり、こう、選挙の話はそんなに、全然なかったわけではないの

ですけども、主にはその山形のことということでお話をしたので、あまり細かいことはち

ょっと申し上げられないかな、と。 

 

記者 

ああ、そうですか。選挙というのは、ちなみに知事選の選挙のほうなのか、衆院選の選

挙のほうなのか、どっちのほうだったのですか。 

 

知事 

そうですね、衆院選という話は出なかったですね。はい。そんなに、でも、選挙、選挙

という話ではなかったかと思っています。はい。 

 

記者 

わかりました。 

 

知事 

河北新報です。よろしくお願いします。先ほど来お話のあった奥羽・羽越両新幹線の関

連でちょっと教えていただきたいんですが、知事、非常に実現に力を入れてらっしゃって、

フル規格の新幹線の必要性もずっとおっしゃられてるかと思うんですが、山形県の特に村
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山と東京の行き来ということを考えた場合、現状だと山形新幹線と、あと山形空港の羽田

便というのが移動方法としては考えられると思うのですが、やはり今の新幹線ですと、な

かなか時間がかかるということで、ちょっと関係者の方から「逆に時間がかかるからこそ

羽田便が生きてくる」というようなお話も聞いたことあるんですけれども、将来的にその

フル規格が実現した場合、山形空港との共存していくことに関して知事がどのようなビジ

ョンをお持ちなのかということについて教えていただけますでしょうか。 

 

知事 

ビジョンですか。大変それはそうですね、これぞといったビジョンではありませんけれ

ども、現時点での今の考えでありますと、やはりフル規格というのはですね、大量の人や

物を運びます。本当に観光客も運んでくるし、また企業、ビジネスというものも運んでく

るわけでありまして、本当にその地域の発展につながるというふうに思っております。そ

れでこれはどうしても、何がなんでもですね、実現したいと思っています。そして昭和の、

たった 1 年前に基本計画路線とされたところはもうほぼめどがついているのに、そのたっ

た 1 年後に基本計画に 1年遅れただけでですね、もう 30 年以上待たされているわけですよ

ね。「置き去りにされている」という言葉を私は使いましたけれども、そこはですね、や

っぱりこの地方の発展っていうことを考えた場合には、もう全部やはり、つなげるという

ことを政府主導でしっかりやっていくのが国土の発展につながると、これが地方創生だろ

うと私は思っていますので、もう地方創生の基盤としてしっかりこれは実行していただき

たいっていうことを申し上げてきたし、これからも申し上げていこうと思っております。 

空港のお話ですと、また県民の足でもありますけれども、ビジネスの足、観光の足でも

あるのですが、空港といいますとどうしても遠距離といいますかね、インバウンド、遠距

離、国内でもまあ遠いところからとかですね、それから海外からというようなことに使わ

れると思いますので、仙台空港とやはりね、いろいろと連携を図りながら東北全体の発展

につながっていくような、やっぱりそういうことを模索していくべきではないかと思って

います。 

あと有事のときに感じたんですけれども、東日本大震災のときには、陸の交通も空の交

通も海の交通も、陸･海･空ですね、軍隊ではないですけれども全部必要だと思いました。

あのときはですね、新幹線が止まってですね、道路が通れなくなったりして、結局空から、

空港から本当にいろんな政府の要人でありましたり、いろいろな機関がですね、外国から

も、山形空港から入って仙台に行かれたんですね。 

それから救援物資的なものは酒田港から入りました。そういうことを考えると、私は有

事の際にもその空港というのは絶対、地方空港は維持していかなければならないという強

い考えを持っております。ちょっとお答えになったかどうかは分からないんですが、そう

いう基本的なところだけお話はさせていただきます。 

 



10 

 

記者 

そうしますと今のお話ですと、やはりその、より遠いところというか例えば大阪であっ

たり名古屋であったりとか、あとは他空港からの乗り継ぎというところでやはり将来的に

も…。 

 

知事 

あとインバウンドですね。本県も観光立県を掲げておりますし、インバウンドを考えた

場合にはやはりフル規格や、それからその空港というのは、地方空港というのは、もう必

要不可欠だっていうふうに思います。あと有事の場合ですね、はい。 

 

記者 

NHK の池川です。よろしくお願いします。2点伺いたくて、1 点目が阿部賢一元県議会議

員の政務活動費の不適切な使用についてですね、先週も県議会の中で新たな不正、不適切

な使用というところでまた指摘あったわけですけれども、県議会の野川議長は刑事告発も

視野に検討していくという考えを示していますが、県としての対応をまずお聞かせくださ

い。 

 

知事 

はい、政務活動費ということで、その使い道が不適切なものがあったということは、県

民視点で見て本当に納得できるものではありませんで、大変遺憾に思っております。議会

の議長のことも承知をしておりますけれども、このたびの議会における調査結果について、

私としましても内容を確認して今後どのような対応をとっていくかということを検討して

いきたいというふうに考えております。 

 

記者 

具体的なその刑事告発というところは議会との調整というかですね、県として刑事告発

するのか、それとも議会にゆだねるのかというところのお考えは今いかがでしょうか。 

 

知事 

そこもですね、議会からもっと詳しくお話をお聞きして考えていきたいと思います。 

 

記者 

もう 1点、ちょっと話題は変わるんですが、鳥インフルエンザウイルス、隣県とかです

ね、青森、新潟でアヒル、ニワトリから発見されて、昨日も県としての会議開かれてると

思うのですが、県内の養鶏業者さん等心配している声もあるのかと思いますけれども、こ

のあたり県としての対応、知事のお考えをお聞かせください。 
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知事 

はい。本当に秋田県で、そして新潟県でもということなので、山形県はその中間、真ん

中で、両側で、それがもう起こっているわけでありますので、非常に私としても心配して

おります。昨日会議も開きましたけれども、副知事をトップに開いたかと思いますけれど

も、やはりしっかりと対処してですね、本県で鳥インフルエンザが発生しないように、発

生した場合はとにかく速やかに対処するようにということを、力を入れていきたいと思い

ます。 

 

記者 

現時点では特にその発生という話は今のこの時点では特に知事の耳には入ってないって

ことでしょうか。 

 

知事 

ええ、今の時点では入っていないのですが、なお担当から、入ってないということでよ

ろしいですよね。 

 

危機管理監 

ございません。 

 

知事 

はい、ないということであります。 

 

記者 

すみません、山形新聞田中です。今、NHK さんの質問で政務活動費の件です。今後、議会

の調査内容を詳しく確認して検討するということですが、知事ご自身、今回のこの一連の

問題を通じてですね、議員辞職ということで社会的制裁を受けて、返還したということで

金銭的な補償もなったと、この 2 つはなったと思うんですけども、法的な責任の取り方で

すね、その辺のことについてはその不正があった場合はきちんと法制度的な責任を取るべ

きだとお考えなのか、そこは問わなくてもいいんではないかと思うとか、そこはどちらか

のほうか、ちょっと教えていただければと思います。 

 

知事 

はい。議会で調査をするということを聞いておりましたし、その調査をしてどういう結

果であったのか、事務方のほうで概略は聞いているようでありますけれども、私としまし

てもその詳細をお聞きしてですね、それで法的なところまで踏み込むのかどうかというよ
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うなことも考えていきたいというふうに思っております。今の時点でどっちかということ

ではなく、詳しくお聞きをして判断してまいりたい、議会の判断もお聞きしながらですね、

総合的に判断していくということを前に申し上げているのですけれども、そういうことで

考えていきたいというふうに思っております。 

 

記者 

すると現時点ではまだ、どちらともまだ判断はしていないということになるわけですか。 

 

知事 

はい、お話をお聞きして判断するということになると思います。はい。 

 

記者 

河北新報の宮崎と申します。よろしくお願いします。安倍首相とのあの写真の件でお伺

いしたいんですけども。 

 

知事 

写真、はい。 

 

記者 

ええ、すみません、知事のですね、その写真を各社に送ったっていう、ラ・フランスを

アピールしたいっていうですね、意図はよく分かりましたが、一方で知事選まで 1 か月ぐ

らい、約 1か月に迫っていて、そういう中央政権と、いわゆる政権与党とですね、近いっ

ていうことをアピールしたいんじゃないかっていう政治的な意図もあるんじゃないかって

勘ぐる声もありますし、実際そういうふうな意見もね、そういう方もいる、そういう有権

者もいらっしゃいました。その件については知事どういうふうにお考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、やっぱり時期というのがね、今記者さんおっしゃるように、時期なんです

けれども、でもあの、ラ・フランスの時期でもありまして、しかも数年前に私が共通の知

り合いに頼んでいたということもあって、私も忘れていたぐらいのもう月日が経っている

のですけれども、まあちょうどラ・フランスの時期で、しかも官邸主催の知事会もあって

っていう、そこのピンポイントでこれは実現しましたので、私は本当にラ・フランス農家

の方に喜んでいただきたいなという、すごく単純な思いで写真を撮って、皆さんに配信し

ていただきたいなと思ったところでありますので、できれば選挙とは切り離して考えてい

ただきたいなと思います、はい。 

以上 


