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幸せを実感できる“希望の京都”をめざして

（京都府知事）山田啓二さん

（京都自治総研副理事長・自治労京都府本部執行委員長）橋元信一さん

（京都自治総研専務理事・自治労京都府本部書記長）司会／ さん谷口富士夫

写真の右端は、自治労京都府関係職員労働組合書記長の山田恭平さん。

今年 4月の知事選挙では、みごとに 3選谷口

を果たされ、おめでとうございます。今日は、

選挙の時に掲げられたマニフェストを中心に、

お話しをうかがいたいと思います。

まず、知事が今回のマニフェストに込められ

た基本的な思いというものは、どのようなもの

だったのでしょうか。

知事に就任して 2 期 8年が経ちました。山田

1 期目は、乳幼児医療や少人数教育の充実とい

った、行政の水準を上げることに重点をおいて

きました。2 期目に入って、それだけではどう

も十分ではない。地域全体の力が弱まっている

のではないかと考え、地域力再生や府民公募型

安心・安全整備事業といった、府民の力を生か

していける府政に転換することに重点をおいて

きました。さらに、住民福祉の向上や地方自治

の実現、府独自の施策に取り組むとともに、同

時に、経済危機にも遭遇したため、雇用･経済

対策にも全力を挙げてきました。

マニフェストで訴えたかったことは、これか

らの 10 年が非常に重要な時期になるのではな

いかということです。社会構造が急速に変化し

ているなかで、その変化にうまく適合し、21

世紀にふさわしい京都府づくりを進め、完成さ

せていかなければならない。そういう大切な時

期にきているのではないか、という思いをマニ

フェストの中に込めました。

その 1 つは “安心・安全”に対する考え方、

が大きく揺らいでいることです。これまでの終

身雇用制に代表される雇用などの制度が、高齢

こんにちは「京都府知事」 1



化・国際化に

よって揺らぎ、

社会的矛盾が

生じています。

その結果、住

民心理にも大

きな閉塞感を

もたらしてい

ます。安心・安全の再構築に重点をおかないと、

未来に希望がもてる社会がつくれないのではな

いかと強く思っています。今こそ、地域全体で

支え合い、補い合っていく社会をつくりながら、

地域の力を高めていくことを、真剣に考える必

要があると思っています。

そのうえで、京都に誇りがもてる成長戦略を

立てていきたいと考えています。文化や観光だ

けでなく、中小企業も含めた、京都の“ものづ

くり力”に徹底的に投資する。また京都は“み

やこ”だと言わますが、それぞれの地域がみん

な“みやこ”としての誇りがもてる地域にして

いこうではないか。それが 21 世紀の京都のあ

り方だというところに焦点をあてて、マニフェ

ストを書かせていただきました。

社会変化に対応し た公共サービ ス に

橋元さんは、連合京都の副会長もされて谷口

いて、知事とは選挙などをともに戦ってこられ

ました。そういうお付き合いの中で、多くを期

待されていると思いますが、いかがですか。

今日は、有り難うございます 『京都フ橋元 。

ォーラム』では、府内自治体の長と順次、対談

を行い、まちづくりの現状や課題をお話しいた

だいております。

知事は、今春の選挙で “希望の京都”をめ、

ざしたマニフェストを出されました。私は、そ

の中でも特に “地域共生のまちづくり”をど、

うつくっていくかということが、非常に重要だ

と思っています。地域づくりにとって、自治体

職員は重要な役割を果たします。地域と連携し

ながら公共サービスを提供していかなければな

りません。しかし現在、公務員に対する批判が

非常に強いですね。それに、十分な公共サービ

スを提供するには、財源の問題もあります。京

都は、大企業が少なく中小企業が中心ですから、

大きな財源は期待できない。そのため、京都独

自の財源をどう確保するかが課題です。

公共サービスのあり方は、基本的なとこ山田

ろは戦後からあまり変わっていません。世の中

は大きく変化しているのに変わっていない。そ

の理由には、住民ニーズを把握しきれていなか

ったことがあり、そこが公務員批判につながっ

ているように感じます。そういう意味では、社

会構造の変化に合わせて公共サービスのあり方

を変化させていかなければならないと思います。

一番いい例が、就労支援です。今まで就労支

援はハローワークで、生活支援は福祉事務所や

市町村の窓口で行ってきました。しかしそれで

対応できるかというと、対応できていない。仕

事がない人は家もない場合が多いのです。昨年

末にクローズアップされた派遣の雇い止めでは、

寮を追い出されて住むところを失った人が大勢

いました。そういう人は、ハローワークに行っ

ても家がないから仕事が見つからない。といっ

て福祉事務所に行くと、生活保護の申請になる。

生活保護は働けないことが前提になっています

から、就労に結びついていかない。生活支援と

就職支援が別々の窓口では、対応できなくなっ

ています。

高齢者医療も同じです。昔は、高齢者の割合

は 10 ％以下でした。ですから医療の中心は、

どうやって高度な医療を提供するかということ

でした。しかし今後、65 歳以上が 30 ％を超え

ます。地域によっては 40 ％、50 ％になろうと

している時代では、高齢者ですから調子の悪い

人が多くなっていくだけに、介護や福祉、医療
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を一体的に提供していかないと、対応できない

時代がきます。だいたい京都でも、死者だけで

も統計を見ると、10 年後には 5000 人～ 6000

人くらい増える。ではそうした人達の死ぬ場所

として、病院や施設のベッド数を増やすのかと

いうと物理的にも難しい。したがって、10 年

後には在宅を中心に地域で支え合いながら、必

要に応じて病院や施設に通える仕組みをつくる

必要があります。そのためには、サービスのあ

り方を根本的に変えて、医療、福祉、介護が連

携しなければならない。

同時に、公共サービスを提供する側も、これ

までのように、国、都道府県、市町村と分かれ、

省庁ごとの縦割りでは、そういう課題を超えら

れません。意識して超えていかなければ、公共

サービスの質は上がらないと思っています。

“福祉安心型社会の再構築”のためには、社会

状況の変化に対し、公共サービスのあり方を根

本的に問い直すことが求められています “地。

域主権”という考え方は、なにも基礎的自治体

を重視するということではなく、地域で支え合

う仕組みが も重要であり、主役は住民だとい

う考え方です。

公共サービスを提供するうえでの、財源谷口

確保については、どうお考えですか。

財源問題では、どういうサービスを提供山田

するのに、どういう税がいるのかということを

明確にする必要があります 「財政が苦しくな。

ったから、税を上げます」では、理解が得られ

ない。高コスト構造のままでは、税が増えても

国民が満足する公共サービスを提供できず、そ

のためにまた税を上げるという悪循環になりま

す。成長戦略とともに “福祉安心型社会”は、

どういった社会かを具体的に描き、受益と負担

の関係を明確にした税制へと変えていくことが

必要です。そのときに、固定資産税のような資

産税が基礎的自治体の税だとするならば、地域

の偏在が少なく、ある程度の税収が見込める消

費税を都道府県や広域的な自治体の税とする。

国は、法人税や所得税でやっていくという考え

方になると思います。ですから、今、国の税と

して消費税が取りざたされていますが、それは

違うのではないかと感じています。

府民満足度が向上する

“ 福祉安心型社会” の再構築

以前、橋元

フィンランド

のヘルシンキ

に、福祉と教

育分野の視察

に行ったこと

があります。

フィンランド

の消費税は 30 ％近いですね。その多くが福祉

分野に使われていて、高齢者福祉のあり方も日

本とは大きく異なります。日本の老人ホームは、

施設に高齢者を入所させる。ヘルシンキでは、

老人ホームが一つの村になっています。介護の

基本的考え方は入所者の社会復帰で、一人ひと

りに介護メニューがあり、驚いたことに、83

歳の女性が筋肉トレーニングをしていました。

周囲には公団住宅があって、時間がくるとみん

なが集まってきて、いろいろなサークル活動が

始まります。そこで働く公務員は、一時、民間

委託によって半数以下に減ったそうですが、決

められた時間がくると帰ってしまうなど不都合

が生じたため、再度、2 倍の公務員を採用した

そうです。

財源として消費税がクローズアップされてい

ますが、どのような展望をもっておられますか。

私もデンマークに行きましたが、デンマ山田

ークでは教育も福祉も医療も無料ですね。する

と、国民はあまり貯蓄をしないそうです。生活

に必要なサービスは無料ですから、必死になっ
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て貯蓄する必要がない。所得は消費に回ってい

ます。こういう社会的システムのうえで消費税

があると、財政的に回っていきます。ところが、

消費税をあげれば消費が落ち込む経済システム

では、国としては地獄です。ですから、どうい

う社会をつくるのかという前提がないまま、消

費税率の議論をすることに、私は非常に懐疑的

です。こうしたことからマニフェストの 初に

“福祉安心型社会の再構築”を掲げました。

では、そういったサービスをどこが提供する

のかについては、民間と公的なところとの役割

分担が必要だと考えています。民間は効果的・

効率的にできるけれども、どうしても利益優先

になってしまいます。それは是正していかなけ

ればならない。公的なところは、利益を考えず

に均等にサービスができます。これは福祉安心

型社会をつくるうえでは絶対に必要です。その

ためのサービス水準をつくる心構えを、我われ

公共は持たなければならない。

今の日本は、貯蓄は多いけれど、閉塞感があ

って、国民満足度が低い。イギリスレスター大

学のエイドリアン・ホワイトさんが作成した

「世界の幸福度マップ （2006 年）によると、」

国民満足度は、デンマークが 1 位、日本は 90

位だそうです。私たちは、お金を持っていても

不幸な社会をつくってしまった。それに対する

答えをこれから出していくのが、我われ公共に

携わる人間のつとめだと思います。

｢国民主権｣を実現するための

｢地域主権｣

1995 年に、総理大臣の諮問機関として谷口

「地方分権改革推進委員会」が設置されて以降、

地方自治体には権限や税源の移譲がされました。

民主党政権になって “地域主権”という考え、

方が出てきて、6 月には「地域主権戦略大綱」

が閣議決定されましたが、これについてどうお

京都テルサに開設した「マザーズジョブカフェ」

考えになりますか。

“地域主権”というのは、地方公共団体山田

に財源と権限を与えることではないと考えてい

ます。それは手段にすぎない “地域主権”と。

言いますが “地域”に主権があるわけではな、

く、主権はあくまでも“国民”にあります。

“国民主権”を前提とした“地域主権”です。

具体的に申しますと、府では、8 月 9 日に、

お母さんの就労を支援する「マザーズジョブカ

フェ」をつくりました。お母さんが就労するに

は、子どもの問題を解決しなければなりません。

しかし保育は市町村の事務です。だから、短期

の職業訓練を受けるにしても、まず市町村の窓

口に行って、子どもを預ける保育所を探さなけ

ればならない。やっと見つかった頃には、お母

さんは疲れ果てています。だったら、職業訓練

を受ける期間くらいは、一時預かりの保育施設

を設けてもいいのではないか。

マザーズジョブカフェは、一時保育、職業訓

練や研修、さらに市町村の保育所情報、国のハ

ローワークもすべて同じ施設に入り、一人ひと

りにワンストップで対応しています。これが

“地域主権”の考え方です。つまり、サプライ

側の権限や財源の問題ではなく、ユーザー側の

立場、住民がサービスを総合的に受けられる体

制をつくることが“地域主権”の基本です。

地方公共団体は、国からいろいろな枠が橋元

はめられていますが、地域主権を実現するには、

やはりその枠を取り払うべきですね。京都は京
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都の枠でやるべきで、国が定めた枠は、京都に

全然あっていないものがたくさんあります。知

事には京都の枠を示してほしいのですが。

マザーズジョブカフェは、国からも大変山田

評価を受けています。こうしたことを積み重ね

ていかないと、なかなか理解してもらえない点

がありますね。ジョブパークがハローワークと

連携できるまでには、2 年かかりました。ハロ

ーワークがなくなるのではないかという危機感

を払拭するのに、それだけの時間がかかったの

です。公務員は、組織を守るためにいるのでは

なく、サービスを提供するためにいるのです。

しかし、ときには組織を守ることを優先します。

現実とかけ離れてしまった組織は、守っている

つもりでもいずれ消滅します。

地方分権を実現するうえで避けなければなら

ないことは、国と地方公共団体、都道府県と市

町村が争って、住民から乖離してしまうことで

す。国もひどいけど、地方もひどいじゃないか

という諦めが、行政不信につながっていく。

府では 「府民公募型安心･安全整備事業」を、

実施しています。保護者の方々や学校が、通学

路が危ないからガードレールを設置してほしい

と思ったら、要望してもらい、それを公開の審

査会で審査し、事業を決定するというものです。

そうすれば、ユーザーが必要とする事業ができ

ます。実際やってみたら、地図や、デジカメ写

真の付いた立派な指示書が出てきました。これ

で、住民も府も両方ハッピーです。

自分たちが住む地域をよくするために活動す

る団体を支援する「地域力再生プロジェクト支

援事業」は、 初、お金のバラマキだと批判さ

れました。しかし、バラマキというのは無差別

にまくことを言うのであって、地域を良くしよ

うと思って頑張っている人を支えるのは、バラ

マキではありません。これまでに 1000 くらい

の団体が名乗りを上げました。自治体も、団体

の取り組みから新しい施策をつくり出すことが

できます。これは、公務員だけが頑張ってもで

きることではありません。両方がハッピーにな

れることを大切にしていく、これが京都の“地

域主権戦略”です。

公務員の体制についても、国が枠組みを橋元

定めていることで、困っているところがありま

す。保育所で働いている保育士の人数は、児童

数によって決められています。しかし、保育所

によっては、身障者や外国の子どもなど、いろ

いろな子どもを受け入れていますから、決めら

れた人数では十分な保育ができない場合があり

ます。人手が足りない部分は、パートやアルバ

イトで補っています。

2008 年に自治労が行った調査によると、自

治体で働く非正規雇用者は 60 万人にのぼると

推定されています。公務員バッシングが強いこ

ともあって、人件費が大幅に削られていますが、

必要なところに必要なサービスが提供できるよ

う、サービスを利用する住民とともに枠組みを

決めていく仕組みも必要ではないかと思います。

南北軸の確立で､京都市の中心効果と

府域の均衡ある発展

マニフ谷口

ェストでは、

住んでいる地

域が輝く“み

やこ”になる

ような“地域

未来構想”を

実現するとし

ておられます。しかし現実は、府北部や南部の

自治体は厳しい財政難で、地域間格差も生まれ

ています。そういったところの活性化をどのよ

うにはかっていかれるのでしょうか。

今は地域間格差が拡大しているため、国山田

にもっと国家的な政策を考えてほしいと要望し
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ています。国土交通省が出したスーパー港湾整

備は、すべて太平洋側です。高速道路整備も東

京－名古屋間に 3本もつくった。リニアもそう

です。これではますます地域間格差が広がりま

す。今、経済成長が著しいのは、アメリカでは

なく中国なのに、日本海側の構想がない。

地域間格差があるところは、それぞれ良いも

のを持っているにもかかわらず、これまで投資

が少なかったところです “みやこ構想”は、。

北部では食の王国や日本海観光、舞鶴港ランド

ブリッジ、里山回廊など、南部では宇治茶の郷

づくりや学術研究・未来の都など、それぞれの

特色を生かした構想を掲げて、地域づくりを進

めていきます。

政令市は、都道府県と重なる権限をたく橋元

さん持っているため、これまで都道府県との連

携は難しい面もあったと思いますが、政令市で

ある京都市とは、今後はどのような連携を図っ

ていかれますか。

京都市は、これまで 1200 年にわたって山田

投資をされてきたところですが、周辺部も栄え

ないと京都市の力も発揮できないと思います。

京都府は東西が狭いので、国土軸で考えたら発

展が難しい。しっかりした南北軸を確立するこ

とで、京都市の中心効果を発揮し、周辺の発展

にもつながる構想です。

古いものと新しいものとの調和をどう図橋元

るかは、非常に難しい問題ですね。京都市には、

“京町家”と言って、玄関が狭くて奥行きが長

い“うなぎの寝床”のような家屋が、細い道の

両横に数多くあります。阪神淡路大震災をきっ

かけに、防災関係のいろいろな法律ができ、老

朽化した家屋を建て替える場合、面した道路が

6 ｍなければセットバックが必要になっていま

す。道路が行き止まりだと、建て替えもできな

い。京都のよさである“京町家”の保存や再生

には、非常に高いハードルとなり、住民は困っ

ています。京都は京都なりの、住民が住みやす

いようなまちづくりができる環境を整える必要

があると思います。

そのとおりだと思います。一戸建ての住山田

宅で、建築基準の 終確認をしている住宅は、

50 ％を切っていたはずです。隣との距離が狭

い住宅は、窓に金網を入れなければならないけ

れど、そうしたら、京都市内の住宅はみんな金

網だらけの家になります。地域にあった行政を

どうつくるか。そして、住民にその状況に応じ

た防火体制を整備していただく。地域に任せる

かわりに地域も責任をもつ。それが“地域主

権”であり“地方自治”だと思います。

活躍するス ポーツ 選手の育成に

まずは施設の整備から

橋元さんは、京都府ラグビー協会のレフ谷口

リー委員長兼副書記長の任に就いていて、スポ

ーツ振興には強い関心があります。知事はスポ

ーツをされていますか。

私は、中学校から大学まで、ずっとフェ山田

ンシング部に籍をおいていましたから、もとも

と体育会系人間です。大学時代にはインカレに

も出ていました。

スポーツは投資をしないと、なかなか良橋元

い選手が生まれません。今年はサッカーのワー

ルドカップで日本チームが活躍したこともあっ

て、サッカーに人気が集まり、行政もサッカー

場の整備などに力を注いでいます。しかし。他

の競技にももっと投資をしていほしいですね。

府ではスポーツ振興に力を入れていて、山田

国体では愛知県や兵庫県といった、京都府の人

口の 2倍も 3倍もある府県と競い合って、いい

成績を残しています。この前は、府立洛北高校

女子ハンドボール部がインターハイで優勝しま

した。体づくり、健康づくり、精神づくりに、

スポーツの果たす役割は大きいと思っています。

これからは特に、地域と密着したスポーツ振
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興が重要です。地域の総合型スポーツクラブの

さらなる充実や、スポーツが強いわりには、施

設が貧弱なだけに施設の充実も必要ですね。今

は、地域のつながりも弱くなっているので、そ

れを再構築するためにも、積極的に振興してい

きたいと思っています。

人件費の総額は予算の一定比率で

求めら れる自治体の裁量

後に､行財政改革についておうかがい谷口

します｡マニフェストでは､府民満足 大化プラ

ンに従い､ 600 億円の行財政改革を実施すると

しています｡“給与費プログラム”では､この 4

年間で、知事部局等の一般職員を削減したり、

年功序列型給与体系の廃止などによって 988 億

円を削減されました。労働組合としては、人件

費や職員数の削減に非常に関心があるのですが､

今後､どのように取り組まれていかれますか。

“給与費プログラム”の基本は、人件費山田

の総額を、あらかじめ設定した上限額以内に抑

制するという「キャップ制度」です。予算は、

府民の税金や国からの交付金などにより金額が

定められます。その中で人件費だけ増えれば、

サービスを減らさなければならない。私たちは、

定められた予算の範囲で仕事をしなくてはなり

ません。したがって、予算が減少したら、給与

水準を下げるか、職員数を削減しなければ、

終的に地方公共団体はやっていけなくなります。

ただ、残念ながら、理想どおりにはいきませ

ん。というのは、今、交付税が大幅に減り、自

治体は強制的に職員数を減らされています。都

道府県の人件費のうち、学校の先生と警察官は

法律で定数が決まっています。今は、減るどこ

ろかかえって増えている。それなのに総務省が

5 ％の人件費削減を交付税の減少というかたち

で押し付けるのは一体どういうことなのだと、

私はいつも知事会で言っています。国家公務員

は、5 ％削減を目標として掲げながら、実際は

減らしていません。地方公務員は 10 ％以上減

らされているのに、国家公務員はわずかに 2、

3％です。

人件費の基本的な考え方は、パイに応じた一

定割合でなければならないということですが、

もう少し自治体に裁量の自由が必要ですね。年

金の支給が 65 歳になった場合は、再雇用する

ときにも、ワークシェアリングや時間制のよう

な、柔軟で多様な制度を取り入れていかないと、

人材の損失です。学校のベテラン教師が 60 歳

でやめなければならないというのは、私は損失

だと思います。

ただ、忘れてはいけないのは、民間と比較し

て公務員は非常に厚遇されていると、府民が感

じていることです。ある会合で、旅費の請求が

話題となったとき、今までは庶務がしていた旅

費の請求を職員が自分でするようになって面倒

だという発言をした職員がいました。それを聞

いた民間の人は、唖然として「民間では自分で

請求するのは当たり前で、公務員はそんなこと

まで甘えているのですか」と批判されました。

公務員は、どういう環境におかれているのかを

常に考えておかないと、気がついたときには周

りに誰も味方がいないということになってしま

います。

言われるように、国の関与には、交付税橋元

も含めていろいろな問題があります。先般、人

事院勧告が出ましたが、あれは国家公務員の勧

告であって、地方公務員の勧告ではない。しか

し地方自治体は、右にならえとばかりに、勧告

に準拠します。

給与制度で一番おかしいのは、地域手当山田

です。自治労を中心に廃止運動をしてもいいの

ではないですか。地域手当は、東京が 18 ％、

大阪は 15 ％で、離島や過疎地などの条件が悪

いところで働く学校の先生は 0％です。そうい

うところで働いている先生の方こそ、高くする

こんにちは「京都府知事」 7



べきです。国家公務員は、本府省業務調整手当、

いわゆる｢霞が関手当｣というのもあって、東京

の 18 ％に上乗せがあります。どう考えてもお

かしいと、地域手当を、総額を考えて配分して

いたら、今、住民から監査請求されています。

政府も自治体も、国民の批判に非常に敏橋元

感で、すぐに左右されます。人事院勧告にも安

易にし従います。2 年ほど前、京都市の職員給

与を民間と比較したら、職員給与の方が 17 円

くらい低かったのですが、マスコミの批判が強

いため、結局、上がりませんでした。もちろん

地域手当は大きな矛盾をはらんでいますから、

自治労としても継続して反対運動をしています

が、なかなか是正されません。

広域連合は自治体間の支え合い

今年 1月、京都市を除く府内市町村で、谷口

税務の共同化を担う広域連合が設立されました。

広域連合は、後期高齢者医療がすでにできてい

て、国民健康保険の分野でも検討されています。

また、府県レベルでは、関西広域連合が年内の

設立に向けて動き出しました。

効率化できる事務事業は、共同化などによっ

て無駄を省くことが必要だとは思いますが、規

模の小さな自治体では、経費負担が増えた割に

はメリットが少ないという指摘もでています。

今後は、そうしたデメリットの克服も重要にな

ってきますが、どのような方向で取り組んでい

かれますか。

広域連合は、自治体同士、支え合えるこ山田

とは一緒にしようという、単純な考え方にもと

づいています。住民には、相互の協力や連携を

求めておいて、自分たちはなにもしないという

のはおかしい。都道府県は都道府県同士で、市

町村は市町村同士で、協力できるところは協力

すべきだということです。

先日、調べていて分かったことですが、関西

の都道府県などでつくっている協議会等が、大

小合わせて 200 以上あります。協議会には議会

がないので、チェックがかからない。広域連合

は、ガバナンスの効いた組織になります。ヨー

ロッパの EU や国際連合と同じように、協力す

るための組織を関西につくって、協力できるこ

とは協力し合おうと進めています。

「税」も協力し合うメリットが大きい分野で

す。小さい自治体では、実際問題として、複雑

な税制度への対応が難しくなっています。また、

徴収率の高い自治体と低い自治体では 15 ％の

開きがあります。住民にとっては、都道府県税

と市町村税を別に納めるより一緒の方が便利で

す。また滞納整理は、まず市町村が滞納計画を

たて、次に都道府県がつくりますが、双方に矛

盾があるかは誰もわからない状態です。住民に

とって、公平公正であって、効果的で便利な徴

税制度をいかにつくるのかが重要です。

広域連合に関しては、労働組合からみて橋元

問題だと感じる点があって、そこへ出向してい

る職員の給与が、出身自治体の給与規程に従っ

ているため、不平等が生まれていることです。

同じ職場で同じ仕事をしているのに、職員の間

で給与に差が出る。管理職が、一般の職員より

も低いというケースも起こってきます。調整に

は困難が予想されますが、是非、是正の検討を

お願いしたいと思います。

いろいろ問題点があることはわかってい山田

るのですが、理想と現実はなかなかうまく噛み

合いません。理想を追いながら、いつも現実と

の調和を考えざるを得ない状況です。

広域連合は、まだ道半ばですから、今後、い

ろいろな問題を一つずつクリアしながら、進め

ていきたいと思います。

お忙しい中、今日はお時間をとっていた谷口

だき、本当に有り難うございました。3 期めの

山田府政によって、希望のもてる京都となるよ

う、心からご期待申し上げます。
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