
インフォメーション

＜新着図書・資料＞７～12月

▼政府・行政

統計京都７月号／平成13年京都府鉱工業生産指

数（京都府総務部統計課：02.7）

統計京都８月号／平成14年度学校基本調査結果

速報（同上：02.8）

統計京都９月号／平成13年度人口動態統計（概

数）の概要（同上：02.9）

統計京都10月号／平成13年事業所・企業統計調

査結果速報（同上：02.10）

統計京都11月号／平成14年10月１日現在、京都

府の推計人口（同上：02.11）

統計京都12月号／平成13年社会生活基本調査結

果概要（同上：02.12）

▼全国地方自治総合研究所等

自治総研７月号／男女共同参画社会への施策と

住民自治の発展 １（地方自治総合研究所：

02.8）

自治総研８月号／「分権一括法後の法環境研究

会」報告にあたって（同上：02.8）

自治総研９月号／地域再生とまちづくり（同上

：02.9）

自治総研９月号／地方自治と司法（同上：02.

9）

自治総研10月号／環境政策・施策の形成と実施

への市民参画（同上：02.10）

自治総研11月号／政令指定都市と都道府県（同

上：02.11）

自治総研12月号／宅地開発指導要綱の軌跡と地

方分権（同上：02.12）

自治総研叢書12／新地方自治の思想、分権改革

の法としくみ（佐藤英善、敬文堂：02.9）

自治総研叢書13／交付税改革（高木健二著、敬

文堂：02.10）

第６回全国福祉地図（同上：02.10）

地方財政レポート2002／地方財政改革の現段階

（同上：02.10）

月刊自治研７月号／協働型まちづくりの模索

（自治研中央推進委員会事務局：02.7）

月刊自治研８月号／市町村合併と近隣政府（同

上：02.8）

月刊自治研９月号／地方自治と司法（同上：02.

9）

月刊自治研10月号／「新しい公共」をつくる

（同上：02.10)

月刊自治研11月号／地域金融と自治体（同上：

02.11)

月刊自治研12月号／韓国から見た日本の地方自

治（同上：02.12)

市政研究 夏号／高失業時代の自治体雇用政策

（大阪市政調査会：02.7）

市政研究 秋号／創立40周年記念特集（同上：

02.10）

福祉から社会サービスへⅡ（大谷勉等著、大阪

地方自治研究 センター：02.9）

水・緑・流域／分権型環境保全型社会（徳島地

方自治研究所編：02.10）

新潟地域自治総研ブックレット１／ＮＰＯが創

る新潟（新潟地域総合研究所：02.11）

茨城県内の環境問題の変遷と現状（茨城県地方

自治研究センター：02.10）

▼その他

地方自治職員研修７月号／福祉・医療のまちデ

ザイン（公職研：02.7）

地方自治職員研修８月号／ＮＰＯを活かす自治

体、殺す自治体（同上：02.8）

地方自治職員研修９月号／自治体頭脳の可能性

（同上：02.9）
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地方自治職員研修10月号／自治・分権とコミュ

ニティの新しい関係（同上：02.10）

地方自治職員研修11月号／アメニティ・シティ

へ（同上：02.11）

地方自治職員研修12月号／2002年地方自治ダイ

ジェスト（同上：02.12）

地方自治職員研修臨時増刊号／政策創造ハンド

ブック（同上：02.7）

地方自治職員研修臨時増刊号／自治基本条例・

参加条例の考え方・作り方（同上：02.11）

月刊廃棄物７月号／進みゆく！ 剪定枝葉リサ

イクル（日報：02.7）

月刊廃棄物８月号／「ごみ処理手数料動向調査

結果」からみえるもの（同上：02.8）

月刊廃棄物９月号／廃棄物とエネルギーの近未

来（同上：02.9）

月刊廃棄物10月号／リサイクル製品認定制度と

グリーン購入（同上：02.10）

月刊廃棄物11月号／「循環型社会」を考える

（同上：02.11）

月刊廃棄物12月号／自治体と不法投棄防止対策

（同上：02.12）

月刊廃棄物増刊／食品リサイクルハンドブック

（同上：02.11）

＜京都新聞自治体情報＞７～12月

▼環境

環境省、最終処分場のごみ資源化の「ルネサン

ス事業」に予算要求（7.6）

府、来春からペットボトル分別収集を府内全市

町村に拡大（9.2）

府「不法投棄規制検討委員会 、検査と同時に」

搬入禁止できる条例を提言（9.8）

府、水道事業の2001年度「環境会計」結果発表、

経済効果は8500万円（9.14）

京都府・滋賀県の知事会談、産廃規制で統一制

度創設を確認（9.19）

京都市、オフィスの古紙回収徹底のため、地域

単位のグループ回収を実験調査（10.4）

京都市、10月９日から小型金属を分別回収、プ

ラスチックも全域に（10.7）

府、放置竹林伐採に補助金制度創設（10.17）

府、府中・北部の農産漁村を訪ねるエコツーリ

ズムを実施（10.26）

京都市、東北クリーンセンターが住民と協定書

を締結、両者で運営協発足（11.12）

京都市、食品リサイクル推進のため生ごみをバ

イオガス化（11.12）

京都市 「自然に戻るプラスチック 「蚕の有用、 」

タンパク質で人工皮膚製造」などのバイオ産

業実用化に調査費（11.14）

府環境審議会、答申を提出、廃棄物削減に厳格

目標（11.16）

環境省、不法投棄防止に自治体の権限強化、生

産者責任の拡大（11.24）

府、公害苦情調査結果を公表、不法投棄クレー

ム３倍（12.16）

▼教育

京都市教委、小１に35人学級を検討、政令市で

初（8.22）

府、府立高校で授業料減免適用が最高の７％越

（10.17）

府教委、公立小学校２年生にも教師２人指導体

制に拡大（10.24）

府、決算特別委員会で本年度の私立高校授業料

減免補助金が昨年の４割増（11.20）

府教委、府立学校で校長に共鳴する教職員公募

制の人事制度を来春新設（11.27）

府内自治体、教育委員に保護者や住民を任用す

る自治体増加（11.28）

府教委、教員評価の新制度を06年導入めざす

（11.28）

京都市教委、小中学校の２学期制を検討、来春

小学校20校で導入（12.3）

京都市立中学校長会、府教委へ中高一貫校導入

の白紙撤回を要望（12.19）

▼福祉

障害者団体アンケート、障害者支援費制度の来
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年度実施に、市町村の半数が準備に不安

（7.11）

長岡京市 「交通バリアフリー基本構想」策、

定 （7.31）」

京都市、10月から学童保育を有料化（8.27）

京都市、高齢者人口推計値は27万4330人、前年

比0.7％増の18.7％に（9.15）

総務省、高齢者比率が最高の18.5％、75歳以上

1000万人突破（9.15）

府、京田辺市に障害児療育の新拠点を10月に着

工（9.17）

地方分権改革推進会議、国庫補助負担金削減で

幼稚園と保育所統一（10.19）

京都市障害者施策推進協議会、障害者が参加し

基本計画を検討（10.19）

府、府内25団体で「京都児童虐待防止ネットワ

ーク」発足（10.23）

京都市 「交通バリアフリー全体構想」まとま、

る、重点整備は14地区（10.29）

京都市、自宅担保に生活費を融資する「リバー

スモーゲージ」制度に独自上乗せを検討、対

象を低所得者層から拡大（11.25）

太秦の住民グループ、高齢者や障害者の大型ご

みをボランティアで回収（12.5）

京都市、山科・桂駅の交通バリアフリー、地元

と連絡会議発足（12.10）

厚労省、児童扶養手当に特例措置、物価スライ

ド制の適用延期など（12.17）

政府、社会保障給付軒並み下げ、年金・生活保

護などの物価スライド制解除（12.19）

▼介護保険

厚労省、来年度見直しの介護保険料、利用増見

込み全国平均10％値上げ（8.8）

府、サービスの質向上へ評価検討委員会を発足

（8.28）

、府内44市町村、2001年度の介護給付費974億円

見込みを27億円上回る（9.2）

京都市、来年度からの介護保険料、月額1000円

値上げ案を発表（10.23）

府、府内の介護保険料、来年度から平均486円

アップ（10.31）

▼行財政

府、６月府会閉会、雇用・不況に50億円の補正

予算成立（7.14）

総務省、本年度の交付税総額18兆3722億円で２

年続き減（7.26，27）

府、2001年度決算概要を発表、一般会計の実質

収支は25年連続黒字（8.3）

京都市、住基ネットスタート、不参加400万人

（8.5）

府、住基ネット稼働状況を発表、42市町村は正

常（8.6）

全国都道府県、義務教育費の国庫負担、知事の

半数が廃し・見直しを要望（8.18）

政府、有事法案の国民保護法制、都道府県が避

難計画策定（9.8）

府、９月補正予算で鴨川防災対策を強化(9.13)

京都市、2003年度予算で730億円財源不足、税

収80億円減の見通し（9.19）

総務省、商業地の固定資産税上限を55％にした

場合、2000～3000億円減収の見込み（9.23）

京都市、住民票コードの受け取り拒否2506世帯

に（9.26）

会計監査院、市町村への国保補助金、大半が有

効に使われず（10.1）

府、本年度の自動車税減収、台数減り小型化響

く（10.1）

府、当初予算の税収見込み額が下回る恐れ、８

月末実績が前年の76.6％（10.3）

全国自治体、売れ行き好調の公募地方債、ペイ

オフ対策で加速（10.14）

府、来年度予算にシーリング方式廃止、課題対

応型に転換（10.22）

府・京都市、大規模災害時に高所カメラ画像共

有などの連携（11.3）

京都市、財政難で、学校・社寺・農協などの法

人市民税減免を廃止（11.13）

府、税収が大幅減、2400億円割れも（11.20）
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総務省、交付税抑制で、地方単独事業を４年で

３兆円減（11.20）

八幡市、財政難で市長給与20％カット、一般職

員も３％減（11.27）

府内43市町村、01年度決算で歳入とも２年連続

減、財政硬直化進む（11.27）

京都市土地開発公社、10年以上利用されない

「塩漬け土地」競売に（11.28）

総務省、03年度の地方財政計画、財政不足が過

去最大、法人税落ち込み地方債増発（12.8）

府、来年度から初の給与カット、平均4.5～７

％（12.9）

自民党税務調査会、04年度から大企業対象に外

形標準課税導入を検討（12.10）

政府、税制改革大綱固まる、企業優遇、家計厳

しく（12.13）

与党３党、来年度税制改正で特定扶養控除は存

続、児童手当は対象拡大（12.13）

総務・財務省、03年度地方財政計画は２年連続

減の86兆円台、投資的経費を抑制（12.16）

政府、03年度予算で赤字国債30兆円（12.24）

政府、03年度予算で京滋の公共事業費は要求通

りほぼ確保（12.25）

国土交通省、03年度予算案で補助金４％削減、

市町村道は800億円減（12.30）

▼行政改革

総務省、2003年度から地方税の留保財源率アッ

プ、自治体裁量増す（7.7）

府、土木事業に事前評価制度を新設（8.16）

外務省、自治体独自の国際協力事業を全面支援

（8.19）

京都市交通局、経営健全化のため市バスの半数

民間委託、労組と大筋合意（9.9，12.14）

府、2001年度の公共工事コスト縮減対策結果を

公表、コスト削減47億円(96年比)に（9.10）

府・京都市、二重行政改善へ実務者の研究会設

置（9.19，21）

京都市、市民活動センターをＮＰＯが運営へ

（9.21）

府、新府総の数値目標、達成率は21％（9.21）

府、条例や基本計画策定時のパブリックコメン

ト制度の導入を本格化（10.12）

京都市、行政区調査会で「区」への権限移譲を

検討（10.22）

府、公園管理や啓発事業などの事務事業をＮＰ

Ｏに委託（10.28）

地方分権改革推進会議、最終報告提出、義務教

育費5000億円削減（10.30）

京都市、市民からの寄付金を積み立てて、ＮＰ

Ｏ法人を支援（11.23）

京都市、来春に政令市初の内部告発制度を創設

（11.27）

京都市、公共工事入札前に最低価格と予定価格

公表、透明性確保（11.28）

京都府警、統廃合も視野に警察署再編を検討

（12.6）

京都市、来年度から導入予定の「政策評価制

度」素案を発表、市民満足度と客観指標の２

本立て（12.21）

▼市町村合併

相楽７町村、任意の合併協議会を設立（7.4）

京北町、京都市との合併を要望、町議の多数賛

成（7.16，9.27）

宮津・与謝５首長、合併法定協議会設置で合意

10月１日設立（7.17，9.26）

金融庁、地域金融機関再編で合併促進へ公的資

金枠を新設（8.21）

丹後６町合併協議会、合併後の新庁舎は峰山に

（9.26）

宮津・与謝郡１市４町、合併法定協議会が宮津

市に発足（10.2，29）

宮津・与謝郡１市４町、知事に合併重点地域指

定の要望書提出、19日に指定（10.10，19）

宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山

町・井手町・宇治田原町、任意合併協議会を

発足（10.11）

宮津・与謝郡１市４町、合併で住民意識調査実

施（10.20）
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地方制度調査会副会長の西尾勝氏、１万人未満

町村の権限縮小を盛り込んだ合併に関する私

案発表（11.1）

京北町、京都市に編入合併を申し入れ（11.8）

京都市、京北町、年明けに「合併研究会」を発

足（11.22）

丹後６町、04年３月１日合併で合意（11.23）

京北町を除く船井・北桑田７町、京北町にご

み・し尿処理施設の建設反対を申し入れ

（11.30）

府町村会、合併進めば会員数減少で、弱体化を

懸念（12.1）

船井・北桑田７町、12月２日に任意合併協議会

を設置、法定は来年３月（12.3）

相楽７町村、合併法定協議会設置の可否、各議

会で議決を確認（12.4）

丹後６町、合併後の新市の名称は「京丹後市」

（12.25）

木津町議会、相楽７町村の合併を否決、合併は

白紙に（12.25）

▼地域政策・経済

国会、市街地の大学・工場の立地制限を撤廃す

る「改正近畿圏整備法」成立（7.4）

農水省、条例で市町村が農地を転用できるため

の法整備を検討（7.7，8.16）

政府「総合規制改革会議 「規制改革特区」は」、

地方主導で（7.24）

府知事、学研都市を「知的特区」の指定めざす

（7.27）

伏見区醍醐地区、市民の手でコミュニティ・バ

ス運行を模索（7.29）

国税庁、路線価10年連続下落、京都は7.1％下

げ（8.2，3）

政府、改革特区に全国から300の提案（8.31）

府 「南丹ダム」の調査中止（9.21）、

府内自治体 「特区」構想は11、高すぎる規制、

の壁（9.26）

府、振興局など地域機関再編、04年度春めどに

実施（10.2）

国土交通省「淀川流域委 、最終提言にダム建」

設の賛否両論併記（10.30）

府、水需要見込めず南丹ダム建設中止（11.2）

京都市都計審、容積率制限緩和を京都市では適

用せず（12.20）

京都市、嵐山のパークアンドライド利用者アン

ケート集約 「良かった」９割越す（12.20）、

府、03年度府内減反面積500ヘクタール増、過

去最大に（12.20）

府、地域自主防災組織率アップし80％、京都市

内は100％（12.22）

▼議会

府議会、定数３減の条例改正案を、最終本会議

に議長裁決で可決（7.13，14）

府選挙管理委員会、12月の府内有権者数、前回

調査から微増、票格差は拡大（12.3）

▼労働

府、2001年勤労統計調査で府内零細事業者のパ

ート労働者雇用比率６年ぶりに減少（9.16）

総務省、2001年社会生活基本調査を発表、働く

時間は週に16分減少（10.1）

政府・連合・旧日本経営者団体連盟、ワークシ

ェアリングによる雇用創出に舞鶴市の事業所

を認定（10.3）

厚労省、雇用保険制度の見直しで就業促進手当

を検討（10.4）

府、フリーター増加に対し「就業支援センタ

ー」開設を計画（10.19）

総務省、７～９月の失業率、近畿最悪の7.1％

（10.29）

厚労省、05年度の完全失業率6.8％と試算、雇

用保険の赤字は8800億円に（11.25）

総務省、10月の失業率5.5％（11.29）

府、労働組合組織状況調査で、組織率は最低の

22％、倒産リストラも一因（12.23）

京都市「男女共同参画懇話会 、推進条例に盛」

り込む基本事項を答申（12.27）

総務省、11月の完全失業率5.3％に改善

（12.27）
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