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知事記者会見の概要 

 

日 時：令和元年8月6日(火) 10:00～10:38 

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1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) 東北観光推進機構主催「バンコクトップセールス事業」への 

知事参加について 

代表質問 

(1) 最低賃金について 

フリー質問 

(1) ＪＡ庄内みどりに対する県弁護士会の勧告・要望等について 

 (2) 県立河北病院への山形大学医学部からの医師派遣中止について 

 (3) 代表質問に関連して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：読売・日経・YTS＞ 
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☆報告事項 

知事 

おはようございます。毎日猛暑が続いております。日曜日までの一週間の間に熱中症で

搬送された方の数は、150 名を超えております。現時点での情報ですと、2 名の方が熱中症

の疑いでお亡くなりになったということであります。心からお悔やみを申し上げます。 

そして、本日は山形花笠まつりの 2 日目となりますが、夏祭りやレジャー、農作業など

屋外での活動では、特に熱中症に注意していただきたいと思います。また、自宅など屋内

で過ごされる場合も注意が必要です。こまめに水分を補給していただき、エアコンなどを

適切に使用して温度管理を行っていただき、くれぐれも熱中症予防に努めてくださいます

ようお願いいたします。 

 

次にですね、公共・民間施設の内装木質化のモデルとして取り組んでいる県庁ロビーの

木質化工事について、お知らせをいたします。 

県庁ロビーの木質化につきましては、1 階の玄関ホールと 2 階吹抜けの壁面を、35 市町

村それぞれの木を配した「市町村の木」コーナーや、県の花べにばな、県の魚サクラマス

などをモチーフしたマーク、さらには本県の高い木工技術を象徴する組子などを配置し、

山形県らしく、木のぬくもりを感じられる空間にしたいと考えております。 

これまで、材料となる木材の不燃処理や加工などの準備を進めてまいりましたが、いよ

いよ 8 月 10 日の土曜日から本格的に県庁舎での工事を開始することとなります。工事は、

土日のみの作業で、完成は 9 月末を見込んでおります。 

平日は作業を行いませんが、施工箇所に触れないよう、壁際への立ち入りを制限するほ

か、保護塗料による匂いも発生する可能性があります。ご迷惑をおかけしますが、来庁さ

れる皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 

 

では、恒例となりました、イベントや祭りのご紹介であります。 

これから多くの地域でお盆を迎えますが、県内各地で花火大会や夏祭りが開催されます。 

まず、花火大会ですが、8 月 9 日金曜日に「大蔵村納涼花火大会」、11 日の日曜日に「川

西夏まつり」、川西町ですね。それから、14 日水曜日に「第 40 回山形大花火大会」、15 日

の木曜日に「水郷大江夏まつり灯ろう流し花火大会」、16 日金曜日に「大石田まつり最上川

花火大会」と「金山まつり納涼花火大会」、それから 17 日には、「真室川まつり花火大会」

が行われ、各地の花火が真夏の夜空を彩ります。同じく 17 日土曜日には鶴岡市で、全国ト

ップクラスの花火師が競い合う「全国デザイン花火競技会」を兼ねた「第 29 回赤川花火大

会」が開催されます。 

続いて、お祭り関係でありますが、8 月 23 日から 25 日まで、村山市で「むらやま徳内

まつり」が行われます。約 2,000 人の踊り手が、軽快なお囃子に合わせて華麗に舞い踊り、

豪華な山車（だし）とともに躍動します。 
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また、8 月 24 日から 26 日まで、新庄市で、ユネスコ無形文化遺産に登録された「新庄

まつり」が開催されます。古式ゆかしい神輿渡御（みこしとぎょ）行列、歌舞伎・歴史物

語の名場面を見事に表現した絢爛豪華な 20 台の山車（やたい）行列やお唯子など、藩政時

代をしのばせる歴史絵巻が繰り広げられます。 

それから、8 月 27 日と 28 日には、花笠踊り発祥の地である尾花沢市で「おばなざわ花

笠まつり」が開催されます。県内の夏祭りの最後を飾る盛大なお祭りで、3 千人を超える踊

り手が豪快で華麗な伝統踊りを披露し、街中が花笠一色に染まります。 

夏休みを利用して山形県に帰省される親戚の方や、ご友人など一緒に、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 1 点だけございます。 

東北観光推進機構主催「バンコクトップセールス事業」への参加について、お知らせを

いたします。 

8 月 25 日から 29 日までの 5 日間、東北観光推進機構が主催する「バンコクトップセー

ルス事業」に、東北 6 県、新潟県、仙台市、関係団体とともに参加してまいります。 

この事業につきましては、東南アジア諸国の中で東北への旅行者数が最も多いタイ市場

に向けて、東北の官民トップが一体となって現地を訪問し、タイの行政関係者、航空会社

及び観光・旅行団体等との懇談・交流を行うことで、タイにおける東北の露出を高めると

ともに、相互の関係構築を図ることを目的に実施するものであります。 

また、今回のタイ訪問に合わせて、独自に現地旅行会社を訪問し、10 月に運航が再開さ

れる仙台―バンコク線を活用して本県を周遊する旅行商品造成に向けた働きかけを行いま

す。 

タイは、観光誘客など山形県国際戦略の重点地域に位置付けている市場であります。ま

た、県内企業の現地拠点や取引先企業なども多く、本県産業との関わりも深い国でござい

ます。今回のトップセールスを契機に、山形県とタイ王国とのつながりを一層深め、相互

交流の拡大に努めてまいりたいと考えております。 

私からは、以上です。 

 

☆代表質問 

記者 

日本経済新聞の浅山です。よろしくお願いします。 

今のバンコクの関係で、これは、たぶん何度も行ってらっしゃったかと思うのですが、

何回目くらいになるのでしょうかね。 

 

知事 

バンコクですか。 
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記者 

はい。 

 

知事 

私の記憶だと、2 回行ったような気がしますので、今度が 3 回目かなと。 

（補足：正確には今回が 2 回目。後から訂正。） 

 

記者 

3 回目ですか。バンコク便が再開するということで、このへんの期待はどういう点にあり

ますか。 

 

知事 

そうですね。 

東南アジアの国々は大変暑いところが。私 2 回確か行って、大変暑い、気温の高い国だ

ったなというふうに記憶がございまして、春夏秋冬の四季が非常に豊かな東北は、大変訪

れたくなる地域ではないかなと思っております。特に雪に対して魅力を感じてくださるの

ではないかなというような思いもございますので、そうですね、山形の、東北の雪、そし

て山形県のスキー場でありましたり、雪遊びできるところでありましたり、雪まつりであ

りましたり、いろいろな PR を行ってですね、東北・山形にしっかりと、タイの方々にも訪

れていただければと、交流が深まればというふうに思っております。 

 

記者 

代表質問で 1 点あります。 

最低賃金の関係なのですが、国の目安とか、山形労働局の審議会の答申も打たれて、大

幅な引き上げの方向なのですが、これは一方で、引き上げられたと言っても、まだまだ大

都市部との格差が大きくてですね、今回、東京とはさらに格差が広がるような感じです。

一方で、中小企業や零細企業にとってはこれが非常に経営面でもですね、打撃になるとい

う声もあります。そういう点で、知事としては、この水準の引き上げは、この点に何かご

意見ご見解ありましたらお願いします。 

 

知事 

はい、わかりました。 

7 月 31 日、厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会から、地域別最低賃金額改

定の目安が示されました。都道府県を A から D の 4 つのランクに分け、東京などの A ラン

クは 28 円、B ランクは 27 円、C ランクと山形県を含む D ランクは 26 円でありました。 
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この答申を受けて、昨日、山形地方最低賃金審議会が開催されまして、現行の最低賃金

763 円を 27 円引き上げ、790 円とするよう、山形労働局長に対して答申がなされたと聞い

ております。これは、中央最低賃金審議会から示された地域別の引上げ額の目安、D ラン

クで言えば 26 円ということだったので、それよりも 1 円高い 27 円を引き上げるべきとの

答申でありました。 

最低賃金について、4 年連続で引上げ率が 3％を超える答申となったことは、評価すべき

ことだと思っておりますが、都道府県ごとにランクを設ける現行制度では、都市と地方の

賃金格差が年々拡大することとなり、答申どおりとなれば、最上位と最下位の差は 224 円

だったのが、226 円に広がるわけであります。このことが地方の人口流出の大きな要因にも

なっていると思います。 

また、世界の量低賃金制度の状況を見てみますと、全国一律または、業種ごとに全国一

律となっている国がですね、約 9 割と多数を占めております。地域別の最低賃金制度を導

入しているのは、日本を含む 4 か国、日本、中国、カナダ、インドネシアだけでございま

す。こうした点からも地域別の制度は見直すべきではないかと考えております。 

このため、県では平成 30 年度の政府の施策等に対する提案の時から、最低賃金のランク

制度を廃止し、全国一律の適用を行うよう働き掛けを行っております。 

令和 2 年度の施策提案におきましても、6 月に大口厚生労働副大臣に対して、直接提案を

してきたところであります。併せまして、最低賃金の引上げによって影響を受ける中小・

小規模事業者への支援の充実についても提案をしておりまして、継続して最低賃金制度の

見直しを働き掛けていきたいというふうに思っております。更に、県では、中小・小規模

事業者の生産性向上を支援することで、労働者の賃金引上げを図る「業務改善奨励金」を

平成 30 年度に全国で初めて創設し、中小・小規模事業者の支援に努めているところであり

ます。非正規雇用労働者の正社員化と所得向上を目的とする「正社員化・所得向上促進事

業奨励金」と併せて、労働者の所得向上と雇用の安定を一体的に推進しているところでご

ざいます。 

この度の答申を受け、今後は使用者及び労働者からの異議申出の審議などを経て、8 月下

旬に改定額が決定される見込みと伺っております。 

県としましては、山形労働局と連携して最低賃金の周知啓発を図るとともに、地域間格

差の是正に向けた最低賃金の全国一律の適用などについて、引き続き政府に対し提案して

まいりたいと考えております。 

 

記者 

よろしいですか、1 点。今の関係で、そうしますと経営者に対してはですね、ある種生産

性向上でがんばって賃金を引き上げてほしいということを、強く訴えたいということでよ

ろしいですか。 
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知事 

そうでありますし、地方は中小企業がほとんどだと思っておりますので、影響を受ける

事業者の方々も多いと見込まれます。ですから全国一律にもっていくということと併せて、

影響を受ける中小企業等に対する支援の充実についても提案をしているところであります。 

 

記者 

 しつこいのですけれど、結局全国一律にやると当然賃金が上がると。その点、経営者サ

イドとしてはなかなか厳しいという声が出ている面もあるかと思うのですが、それに対し

てはいろんな支援策を使って、生産性向上をしながら。 

 

知事 

きちんと、はい。支援をしっかり、政府と地方と一体となってそういった支援も充実さ

せていくべきだと思っております。そこをきちんとやっていかないとね、地方創生と言っ

ても、やはり都市集中、賃金が多いところに人口が流れるというのは止められないという、

構造的なことがやっぱりやまないというふうに思いますので、そのことはしっかりと、ま

すます都会と地方との賃金格差が広がっていくわけでありますので、今の地域制度ですと

ね。そこはやはりちょっと見直したほうが良いんじゃないかなというふうに思っておりま

すので、しっかり提言をしていきたいと思います。 

 

記者 

 ありがとうございます。 

 

☆フリー質問 

記者 

 河北新報の岩田と申します。よろしくお願いします。酒田市の庄内みどり農協でですね、

生産者の同意なく米販売代金の一部を差し引いたのは違法だとして組合員が正当な精算を

求めた訴訟を巡って、原告団に加わる組合員の個人情報のリストを作成して戸別訪問して、

訴訟参加の撤回を求めたりだとかという人権侵害が繰り返されていて、県弁護士会が農協

に改善を求めるよう改善の勧告また要望を行いました。その点について、当然農協の問題

なので県も無関係ではないと思うのですが、県のトップとしてどのように受け止めていら

っしゃるか教えてください。 

 

知事 

 そうですね。報道で承知をしているところはございますけれども、何と言いましても現

在訴訟中となっている案件でありますので、訴訟中というのが大変大きなことであります

ので、コメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。訴訟の中でいろい
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ろなことが明らかとなって解決をされていくというふうに思っているところであります。 

 

記者 

訴訟の内容は米の販売代金の精算方法の問題だと思うのですけれど、今回の提訴妨害と

いうのはですね、訴訟の前の段階の話だと思うのですけれど、それは裁判に関わる話だか

ら答えられないというのはちょっといかがかと思うのですが。 

 

知事 

 そうですね。訴訟という内容についてはもちろんコメントはできないのですけれども、

できる範囲のことはしてきたのではないかと思いますので、ちょっと担当に聞いてみたい

と思います。 

 

農林水産部次長 

 農林水産部次長の高橋でございます。JA 庄内みどりの米販売代金精算訴訟に関連いたし

まして、原告団が県弁護士会に人権救済の申立てを行いまして、県弁護士会がこれを認め

まして、JA 庄内みどりに是正を求める勧告・要望を行ったことにつきましては承知をして

いるところであります。本件に関しましては、これまでも県として個人情報の取扱い、そ

れから会議室の貸出等の取扱いなどについて、訴訟の原告になった方々からの相談をいた

だいておりまして、その相談内容に応じまして JA 庄内みどりに事実関係を確認し、個人情

報保護法の主旨に則した取扱いを指導するなど対応してきたところであります。今後とも

今般の勧告・要望を踏まえた JA の改善策などにつきましては、JA の改善策などをお聞き

しまして、引き続き必要な指導、助言を行ってまいりたいというふうに考えているところ

です。以上です。 

 

知事 

 よろしいでしょうか。 

 

記者 

 今、個人情報の漏えいのおそれだとか、戸別訪問の問題について、相談を受けられて対

応をしたというお話がありましたけれども、一連の問題で提訴妨害に関わる個人情報の漏

えいだとか戸別訪問があった際に、県の指導もあったと聞いているところで、他にも個人

情報の漏えいがあれば、農協の規定ではおそれがある段階で県への報告をするというふう

に決めているようですけれど、その報告もなくですね、提訴妨害につながる行為への県の

指導後もそういった行為が続けられていたことが確認されていますけれども、県の指導だ

とか助言、対応がですね、まったく無視されていたという状況について、知事はどのよう

に受け止めていらっしゃいますか。 
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知事 

 その提訴妨害などが繰り返されているという、そこまでの事実関係はちょっとまだ掌握

しておりませんので、担当のほうではそういうことはわかっているかとは思うのですけれ

ども、ちょっと詳細のことをまだ私までは承知をしておりませんので、しっかりと担当か

ら話を聞いていきたいというふうに思います。 

 

記者 

 県の指導後もそういうことがあったということを、細かく把握していないということで

すか。 

 

知事 

 はい。 

 

記者 

 それは担当から報告は特にきていないのですか。 

 

知事 

 そうですね、そういう細かいことの報告までは。訴訟が起きているというような報告は

ございましたけれども、それ以上の細かいことについてはちょっとまだ聞いていないとこ

ろでございます。 

 

記者 

 個人情報の漏えい、戸別訪問があって、提訴、訴訟に参加しないようにという働きかけ

があった中で、先ほど相談というお話もありましたけれど、その後、指導した後もそうい

う提訴妨害のような行為が行われていたのですけど、そういったことを把握していないと

いうことですか。 

 

知事 

 私のところまではそれは上がってきていないです。ですから、報告の途中なのかどうか

も併せて聞いてみたいと思います。ということで、今日の段階では、大変申し訳ないので

すけれどもそういう状況でございます。 

 

記者 

今後、かなり組合員の方も不利益を被ったところがあったと思うのですけれど、県とし

て農協に対してどのように改善なり対応をしていくお考えなのかというところは。 
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知事 

 そうですね。このことにつきましては、やはりしっかりと検証して、どういったことで

あって、どういうところ、訴訟中の案件であるということが非常にやはり大きくあって、

今すぐどういうことができるかわかりませんけれども、県としても、生産者でありました

り、農協、JA さんといろいろな関わりもございますので、今回のことをしっかり県なりに

検証して、今後に活かしていきたいというふうに思っております。 

 

記者 

現時点では、こうした問題が表面化してきている中で、これまでの県の対応というのは

適切であったというふうにお考えですか。 

 

知事 

県の対応。いろいろ具体的な、相談されて、それに対して助言してきたとか、そういっ

たことが。 

 

記者 

はい。 

 

知事 

それが細かいところまで、ちょっと私掌握をしておりませんので、今の時点では答えら

れないところであります。 

 

記者 

恐れ入ります。テレビユー山形の結城と申します。よろしくお願いします。 

県立河北病院の経営健全化計画案というものがもとになって、県と山大医学部との中で、

ある種確執とも取れるような行き違いが起きているということに関しての、知事の今のと

ころの受止めをお聞かせいただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

知事 

はい。河北病院経営健全化計画というものが 7 月の 12 日に策定・公表されたわけであり

ます。経営改善に向けた具体的な検討・調整はこれからと聞いておりましたので、9 月から

休止の可能性があるというお話を聞いた際には、大変驚きました。 

河北病院の外来患者さんの中には、9 月からどうすればいいのか困惑されている方もおら

れると思いますし、地域の皆様には、河北病院の今後について不安を感じられた方も多く

おられるかと思います。 
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健全化計画につきましては、検討の方向性を示したものであって、これから病院事業局

において具体的な検討を進めようとしている段階だと聞いております。 

見直しの内容が現段階で決まっているわけではありませんので、病院事業管理者が、9 月

以降の医師派遣中止を撤回していただくように、山形大学医学部長に 2 回にわたって要請

書を提出したというふうに聞いております。が、いずれも返送されてきたというふうに聞

いているところであります。 

病院事業局では今後も引き続き、医師派遣の継続について山大医学部と調整を続けても

らいたいというふうに思っております。 

なかなか、時間もどんどん過ぎるわけでありますけれども、年度の途中でというような

ことはできる限り避けたいと言いますか、住民の皆さんの医療というものは非常に大事な

ところでありますので、引き続きしっかりと山大医学部にですね、中止を撤回していただ

くように働きかけていただきたいというふうに思っております。 

 

記者 

やはり、利用者の方の利益というものを第一に考えるべきだというその考え方というの

は基本的には県も、おそらく山大医学部側にもおありになるというふうに我々は信じてい

るのですが、ただ、今回の行き違いに関して、なぜこのような問題が起きたというふうに

知事は今受け止めていらっしゃるのか、何が今回のこの行き違いの問題のもとになってい

るというふうにお考えなのか。今後ですね、両者が歩み寄るためにはどうすればいいとい

うふうに具体的に思われているのかも合わせて、今のところの所感をお聞かせいただけま

すか。 

 

知事 

そうですね。山大医学部長がですね、記者会見を開いて、「県がいらないと言ったから」

というようなことはテレビで放送されまして、テロップでも流れたということを聞いてお

りまして、やはり大変私としても驚いたわけなのでございますけれども、河北病院経営健

全化計画ということをですね、計画だというのをなにか廃止というふうに誤解されたので

はないかというふうに思っておりますので、その誤解をしっかり解くということがまず第

一でありますし、そして、途中で診療中止というようなことにはならないようにですね、

やはり県民の皆さんの、患者さんたちのことも考えていただいて、できる限り継続をして

いただくように県としても要請をしていきたいというふうに思っています。 

何が原因だと言われても、やっぱり誤解というようなことがあるのではないかなという

ふうにも思っております。病院事業局でも説明しに行ったというふうなことも聞いている

ところでございますし、引き続き働きかけをしっかり行っていただきたいと思っておりま

す。 
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記者 

山大医学部のほうにですね、医師の派遣を継続してほしいという要望を 2 度書面で送っ

たと、その上で返送されてきたということを知事はおっしゃっていました。 

 

知事 

そのように聞いております。 

 

記者 

医師の派遣に関しては、山大医学部の言い分としては、医師の派遣に関しては山大医学

部と県と、そして県内の病院関係者で組織している蔵王協議会が決める問題なので、そも

そも我々のほうに話を持ってくるものではないというような認識があるようにも聞いてい

るのですが、そうなるとですね、具体的に、今回の問題を解決するには、なかなか県と山

大医学部単体でのやり取りだと難しいのかなというところも考えていまして、そのあたり

の対策みたいなものというのは、残り 1 か月という期限がある中で、1 か月を切っていると

いう状況の中で、利用者の利益を守るために、具体的にどのように、何をどうアクション

として起こしていくべきなのかということを考えていらっしゃるのか、それこそ具体的に

やっぱり利用者は知りたいと思っているのですけど、どのようにお考えでしょうか。 

 

知事 

そうですね、医師派遣中止の連絡というのがですね、山形大学医学部のほうから河北病

院のほうに直接連絡を受けたというようなことは病院事業局からは聞いておりまして、で

すからやはりそういったことでありますので、ぜひ継続をしていただきたいというような

ことは医学部に対して要請をしたと聞いておりますので、そのこと自体はね、それで私も

そういうことだというふうに思っております。新しく配置するとかそういうことではござ

いませんので、そういうことであります。 

ただ、筋論でいけばそうなりますけれども、ただ、蔵王協議会のほうにも出してくれと

いうようなことを医学部長がおっしゃっておりますので、こちらとしてはですね、筋論と

してやはり山大医学部長宛にそれはお出しするのがもちろんなのですけれども、蔵王協議

会のほうにお出しするのも検討するというようなことで、やはりいったほうがいいのかな

というふうにも思っているところでございます。 

 

記者 

最後に 1 つだけ。蔵王協議会で話し合うべきことなので、ということを理由にして山大

医学部は今回の県の要請を取り合っていないという流れがあるのですが、ただ、そんな中

で、向こうがそう言ってきているにも関わらず、実は「医師の派遣を取りやめますよ」と

いう連絡は山大医学部から来ているという、この矛盾についてはどうお感じになっている
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か最後にお聞かせください。県としての今のお気持ちですね。 

 

知事 

そうですね、今本当にやり取りをしている最中でございますので、非常にデリケートな

ことでありますから、今そのことについて所感を申し上げるのはちょっと私からは控えさ

せていただいて、できる限り良いほうに解決、持っていければというふうに思ってござい

ますので、いろいろあってもですね、そのことはちょっと控えさせていただければなとい

うふうに思います。 

 

記者 

わかりました。ありがとうございました。 

 

記者 

日本経済新聞の浅山です。 

もう 1 点だけ確認なのですが、さっきの最低賃金のところで、要は全国一律にするとで

すね、平均値で取っても 100 円以上のアップということで、当然経営者側としてはですね、

なかなか飲める話ではないかと思うのですが、それに対する知事のメッセージといいます

か、それはそういう県の施策であったり、国にいろんな支援策を求めていくと、なので、

経営者サイドとしても、しっかりそこは賃金引上げに耐えられるような経営をやってほし

いということを要請しているという理解でよろしいでしょうか。 

 

知事 

今要望してね、すぐ何か月後にとか、半年後になるとか、そういうことではございませ

んので、まずそっちの方向に、全国一律に向けて見直すという方向でしっかり考えていた

だきたいというふうに思っております。 

やっぱり、それに向けて政府、そして地方自治体。やっぱり一緒になって、それぞれの

地域の企業さんたちと、さまざまな組織もございますけれども、やはり対話をしながらで

きる限りの支援をやっていくべきではないかと思っております。 

と言いますのは、このままの制度で行きますと、賃金の格差が毎年のように拡大をして

いって、結局地方で人材不足になったりするわけですよね。賃金の高い都市部に人口が流

出する要因のひとつにもなっておりますので、そうなると地方ではいろんな、IT 化であり

ましたり、ロボット化でありましたりいろんなこと、外国人とかいろんなことをやっても

やはり労働力不足ということが起きていくということが見込まれますので、やはり将来に

向けてのそのビジョンといいますか、そういったことをやはり政府、そして地方自治体、

そして業界の皆さんと一緒になってね、将来をしっかり見据えて取り組んでいくべきでは

ないかなと思っております。 
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今すぐそうしてくれというようなことではないのですね。ただ、やはり地方創生という

ようなことも考えた場合に、方向性としてはそういうふうにしていくべきではないかと。

世界的な流れもやはり一律というようなことになってございます。そういったこともしっ

かりとね、考えながら、やはり将来に向けて、動いていく中でいろんな課題を解決するよ

うな施策を打っていくべきではないかと思います。 

 


