
インフォメーション

＜新着図書・資料＞

▼政府・行政

統計京都１月号／2000年世界農業センサス結果

速報（京都府総務部統計課：01.1）

統計京都２月号／平成12年度学校保健統計調査

結果概要（京都府総務部統計課：01.2）

統計京都３月号／平成10年度地域別・市町村別

所得統計推計結果概要（京都府総務部統計課

：01.3）

財政関係資料集（参議院予算委員会調査室編：

01.3）

▼全国地方自治総合研究所等

自治総研12月号／公立大学と独立行政法人（地

方自治総合研究所：00.12）

自治総研１月号／新地方自治法における地方公

共団体の役割・権能・事務（地方自治総合研

究所：01.1）

自治総研２月号／わが国における「規制改革」

（地方自治総合研究所：01.2）

自治総研３月号／政党「相乗り」傾向続く自治

体首長選挙（地方自治総合研究所：01.3）

自治総研叢書11／分権改革と地方財政（澤井勝

著、地方自治総合研究所：00.12）

自治総研ブックレット69／住民自治が拓く自治

（地方自治総合研究所：01.1）

地方自治動向1999年／下半期（地方自治総合研

究所：00.12）

月刊自治研１月号／民主主義展望（自治研中央

推進委員会事務局：01.1）

月刊自治研２月号／自治体サービスとコミュニ

ティー労働（自治研中央推進委員会事務局：

01.2）

月刊自治研３月号／自治体自主課税の実践（自

治研中央推進委員会事務局：01.3）

市政研究130号／大阪市の税財政を考える（大

阪市政調査会：01.1）

かがわ自治研ブックレット８／市町村合併につ

いて考えるⅡ（香川県地方自治研究センター

：01.2）

▼その他

地方自治職員研修１月号／２１世紀自治体の政

策転換（公職研：99.１）

地方自治職員研修２月号／コミュニティーと教

育、分権（公職研：01.2）

地方自治職員研修３月号／ドキュメント・首長

交代（公職研：01.3）

地方自治職員研修臨時増刊号／自治体研修マニ

ュアル21（公職研：01.4）

月刊廃棄物１月号／環境省が目指す新世紀（日

報：01.1）

月刊廃棄物２月号／２段方式でごみを有料化し

た５市の取り組み（日報：01.2）

月刊廃棄物３月号／医療廃棄物の処理適正化に

向けて（日報：01.3）

検証！ スタートした介護保険／現況とこれか

らの課題と展望（全労済協会：01.2）

＜京都新聞自治体情報＞１・２・３月

▼環境

京都府と滋賀県が環境学習でタイアップ、地球

市民カレッジ開設へ（1.13）

府、産廃不法投棄倍増、告発など対策強化

（1.20）

京都市、市内の2000年度ＣＯ 排出量が目標よ２
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り13％増（1.23）

府、2000年度版環境白書、ダイオキシンなど58

種調査で大半が基準内（1.24）

京都市、左京区に市内最大規模のごみ処理施設

完成（1.29）

京都市、低公害車の普及など自動車公害防止計

画の基本的考え方を発表（1.31）

福知山市、ごみの減量と分別徹底へ向けて有料

化を開始（1.31）

府 「広域緑地計画」案をまとめる、公園面積、

は10年で倍増（2.2）

京都市、新たに清掃工場建設の整備計画に着手

（2.16）

網野町、鳴り砂保護などを検討してきた「環境

保護対策審議会」が条例案を提出、７月施行

を目指す（2.16）

京都市、ディーゼル微粒子除却装置を市バスに

導入（2.18）

府、京都テルサに都市ガスによる「コージェネ

レーションシステム」を導入（2.26）

府、府立高校のＰＣＢ使用蛍光灯をすべて交換

（2.28）

府、伊根町での風力発電を11月に本格稼働、年

間収入は１億円（3.2）

府、来年度から企業を対象にＣＯ 排出削減の２

マニュアルづくり開始（3.3）

京都市、ごみの回収効率化のために第３セクタ

ー「環境事業協会」を発足（3.8）

京都市、府にバイオ燃料課税の非課税化を要請

（3.13，15）

京都市、ごみ減量化に関する市民意識調査結果

を発表、75％がレジ袋受け取る（3.16）

京都市、バイオ燃料市バス、府の支援表明を受

けて４月１日から運行再開(3.29）

京都市、自動車公害防止計画発表、公共交通や

自転車利用促進(3.30）

▼福祉

京都市、４月から全国初の介助犬育成に１頭30

万円までの補助金助成（1.5）

厚生労働省、障害者就労支援へ新制度、2000人

を試験的に雇用（1.5）

京都市、初の児童虐待実態調査の中間報告発表、

親の半数が体罰容認（1.15）

国道交通省、新築建築物を対象にバリアフリー

を義務化（1.30）

京都市、少子化対策で児童手当拡大の結果、財

政負担が４倍に（2.5）

京都市、市営住宅改善の基本計画策定、20団地

1500戸建て替え（2.22）

京都市、主要駅とその周辺のバリアフリー調査

に着手（3.6）

府、京田辺市に「こども発達支援センター」を

整備、障害児教育に新拠点（3.7）

京都市、敬老乗車証を財政負担増加で見直しも

（3.9）

府 「新青少年プラン」まとめる、ボランティ、

ア活動育成に補助制度（3.17）

府、少子化対策として不妊相談施設や産後ヘル

パー派遣制度を新設（3.20）

府、３大疾病抑制に「総合的な府民の健康づく

り指針」まとめる（3.27）

京都市、住宅審議会が答申素案を発表 「地域、

居住」支援に耐震診断士やケアマネジャー派

遣（3.3）

▼介護保険

府、社会福祉法人の介護保険料減免制度活用は

３割どまり（1.9）

京都市、12月現在の65歳以上の保険料納付率が

８割を越す、督促状が効果（１1.11）

府、介護サービス利用状況の実態調査を実施、

結果は９割が「内容に満足 （1.16，3.22）」

京都市、介護保健サービスで事業者に自己評価
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と利用者評価を実施（1.22）

府、介護保険審査会、認定不服審査は４件、見

込みを極端に下回る（1.31）

府、12月までの認定状況発表、申請は10万9348

件、認定者は５万6364人（2.6）

京都市、76年創設の介護激励金の支給打ち切り

を検討（2.25）

京都市、介護保険利用者アンケート調査で８割

が「一定満足 （3.10，20）」

▼教育

園部町、小中学校の教室すべてにＬＡＮを施設

（2.3）

京都市教育委員会 「学校評議員制度」の試行、

アンケート調査を発表、地域の声は伝わるが

メンバーに偏り（2.7）

京都市、児童虐待や不登校対策に対応する「小

規模児童養護施設」や活動の場新設（2.9）

文部科学省、学校教育法と社会教育法の改正案

を国会に提出（3.8）

▼行財政

総務省、今秋から自治体の財源確保策として宝

くじを創設（1.23）

府・市町、情報技術の普及に向けて公民館や学

校現場でＩＴ講習会を実施（1.24，2.11）

京都市、伏見桃山・中書島の活性化にむけ基本

計画策定委が骨子を発表、３セク中心に整備

（1.26）

京都市、４万8000人を対象に新年度からＩＴ講

習会を実施（2.6）

京都市、４年ぶりに国民健康保険料を値上げ

（2.7）

府、2001年度一般会計予算案は前年度比0.6％

増の8630億円、80億円の税収増を見込む

（2.8，14，15）

府、企業誘致促進策として補助金制度や不動産

取得税の減免措置などを検討（2.8）

京都市、2001年度の一般会計予算案は前年度比

4.3％減の6874億円（2.9，15，16）

向日市、2001年度の一般会計予算案は前年度比

1.9％増の281億円、５年ぶりに増額（2.15）

城陽市、2001年度の一般会計予算案は前年度比

4.9％減の221億円、安全対策に重点（2.16）

宇治市、2001年度の一般会計予算案は前年度比

1.9％減の514億円、不況対策などに特別枠

（2.16）

府、2001年度予算案に生活関連施設の補修費を

別枠で20億円盛る（2.16）

長岡京市、2001年度の一般会計予算案は前年度

比1.8％減の230億円（2.17）

向日市、向日町競輪の売り上げ減速、府への繰

入金はゼロ（2.23）

亀岡市、2001年度の一般会計予算案は前年度比

12％増の314億円、市債発行も大幅増

（2.24）

福知山市、2001年度の一般会計予算案は前年度

比4.9％増の278億円、駅周辺整備など

（2.27）

宮津市、2001年度の一般会計予算案は前年度比

18.1％増で過去最高の130億円、大型事業を

継続（2.28）

綾部市、2001年度の一般会計予算案は前年度比

0.7％増の170億円、新規事業控え横這い

（2.28）

政府、国と地方の「隠れ借金」３兆5652億円

（3.7）

府、発注の大型建設事業、大半が予定価格の上

限で入札（3.8）

健康保険組合、経常赤字最悪の4904億円、全体

の90％が赤字（3.9）

京都市、包括外部監査人が報告書提出、課税公

平性に問題点（3.30）
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▼行政改革

府、府税事務所９カ所を３カ所に統廃合、大口

滞納へ専属組織も整備（1.1）

府、地方振興局の統廃合議論が浮上、再編に市

町村の反発も（1.5）

京田辺市、コンピューター室の入室者を指紋認

証システム導入でチェック強化（1.16）

府、公文書公開審査会が情報公開条例改正案を

提出、公安委・府警も対象に「説明義務」も

明文化（1.23，2.15）

府、廃止となった府税事務所の半数を売却して

財源確保（1.26）

京都市、交通局が経営改善策として市バス車体

に広告募集（1.27）

総務省、市町村合併推進策として合併推進費の

交付税単価を倍増（1.31）

府、公用自転車75台を10台に削減（2.4）

総務省 「特定事務の郵政官署取り扱い法案」、

を国会提出、郵便局で住民票交付（2.5）

府、市町村行財政研究調査会が合併試案を盛り

込んだ報告書を提出（2.6）

京都市、北区と下京区で総合庁舎建設に着手

（2.11）

京都市 「新世紀市政改革大綱」を策定、旅費、

削減などを追加（2.16）

府、合併情報や支援体制の充実を図るための

「２１世紀の市町村づくり事業」に着手

（2.19）

京都市、外郭団体の指導強化に「改善支援チー

ム」設置（3.8）

府、府内43市町村を対象とする「合併要綱」を

提出（3.24）

京都市、公共工事のコスト削減に向けた「新行

動計画」まとめる（3.28）

▼人口

京都市、マンション建設が相次ぐ中心市街地で

人口増加が国勢調査結果で判明（2.3）

京都市、合計特殊出生率1.20人、少子化さらに

加速（2.22）

府、有権者数207万5375人、精華町は増加、伊

根町は減少（3.3）

乙訓統計研究会（向日市・長岡京市・大山崎

町）調査、戦後初の人口減少（3.29）

▼まちづくり

京都市、都心部の町並み保全などを検討する審

議会を発足（1.10，19）

京都市、二条駅周辺整備で関西最大級シネコン

建設を計画（1.13）

京都市、都計審が迎賓館建設を承認（1.17）

京都市、京都駅南口周辺地区の基本計画策定目

標と住民アンケート調査結果を公表（2.1）

京都市都計審、元修得学区の地区計画を承認

（3.29）

府、都計審が新光悦村の予定地用途変更し着工

を承認（3.30）

▼交通

京都市、地下鉄天神川駅周辺整備へ住民らと検

討会発足（1.31）

京都市、新年度に交通社会調査実施、自動車流

入抑制策など検討（1.5）

府、ＪＲ山陰線の京都市－園部間を2005年度完

成めどに複線化に着手（2.8）

京都市、2001年度当初予算に観光地交通対策調

査費用を計上（2.18）

▼防災

府、98年度防災計画と直下型地震災害の救援な

どの見直しをまとめる（1.16）

京都市、2001年度予算に「消防活動総合センタ

ー」計画の策定費を計上（2.16）
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▼地域経済

国土交通省調査、コンピューターソフト開発な

どのＩＴ連産業は30％が地方に立地（1.20）

京都市、2000年度農林業センサスで、就農者５

年で25％減、45％が65歳以上（1.28）

府・京都市、府内住宅地の短期地価動向を公表、

平均１％の下落続く（2.17）

府、産業活性化を図る「京都産業技術振興財

団」などの支援３団体を再編統合し「京都産

業２１」を新設（2.20）

近畿農政局、食糧自給率を公表、京都は13％、

全国平均は40％（2.24）

京都市、企業家学校の修了者に最高1000万円の

無担保融資制度を導入（3.2）

近畿農政局、2000年度産茶生産量は２％増加の

３万400トン（3.4）

府 「けいはんなプラザ」でのベンチャー企業、

向け格安貸し区画を倍増（3.6）

府、公示地価が依然、底値みえず、住宅地の下

落幅拡大（3.23）

府 「新しい農林水産振興構想」の中間案を発、

表、農・林・水産ごとに作成していた振興構

想を一本化し、都市との交流強化などを打ち

出す（3.31）

▼人権

府・京都市など、留学生に対し「地域留学生在

宅保証制度」を開始（2.17）

京都市、男女共同参画懇話会「第３次市女性行

動計画」への提言を答申（3.29）

▼労働

総務省、2000年度平均の完全失業率は4.7％、

近畿は最悪の5.9％（1.30）

府、知事給与や管理職手当削減を来年度も継続

（2.8）

京都市、市政改革のため幹部給与を大幅カット

（2.9）

府、緊急不況・雇用対策本部開催、来年度も最

重要課題に（2.20）

府、福祉職場就職フェア開催、専門資格が必要

となり人材難（2.20）

府、財政健全化のため職員をさらに260人削減

（2.27）

政府、行政改革推進本部が公務員制度改革の大

枠を了承（3.27）

、総務省、１月の完全失業率は過去最悪の4.9％

20カ月ぶり低下（3.2）

府、40歳以上を対象とした早期勧奨退職者制度

が終了、退職者は２年間で228人（3.13）

▼議会

京都市、市議調査費を条例化、領収書は求めず

（3.15）

府、政務調査費の条例案を提出、領収書を義務

づけ（3.23）

京都市、議員報酬を１人当たり５％削減で合意

（3.23）

京都市、各会派が議員定数見直しの特別委員会

設置で合意（3.23）

山城町、初の女性議員誕生（3.26）
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