
インフォメーション

＜新着図書・資料＞1・2・3月

▼政府・行政

統計京都 月号／平成 年国勢調査第 次基1 17 1

本推計結果 その （京都府総務部統計課：2

）07.1

統計京都 月号／平成 年国勢調査第 次基2 17 2

本集計結果（同： ）07.2

統計京都 月号／平成 年度きょうとの市町3 16

村民経済計算推計結果概要（同： ）07.3

▼全国地方自治総合研究所等

自治総研 月号／イギリスの地方分権改革と権1

限踰越の法理（地方自治総合研究所： ）07.1

自治総研 月号／ 年度地方財政計画の特2 2007

徴と自治体の課題（同： ）07.2

自治総研 月号／自治体選挙の非政党化と地域3

政治の課題（同： ）07.3

月刊自治研 月号／民主主義の原点、議会改革1

07.1)（自治研中央推進委員会事務局：

月刊自治研 月号／退職者のためのコミュニテ2

ィ活動の手引き（同： ）07.2

月刊自治研 月号／指定管理者制度・現場の苦3

悩（同： ）07.3

市政研究 号／問われる自治体のセーフティ154

ネット（大阪市政調査会： ）07.1

＜京都新聞自治体情報＞1・2・3月

▼環境

京都市、家庭ごみと廃食用油から出るメタンガ

スを水素ガスに改質する実験に国内初の成功、

燃料電池に送り発電（ ）1.30

▼教育

教育再生会議、第 次報告最終案の全容判明、1

「ゆとり」見直し授業時間 ％増（ ）10 1.19

京都市、市民税非課税世帯の高校生に給付して

いる奨学金を全面廃止、格差拡大に反発も

（ ）3.7

八幡市、マイカーを学校に乗り入れている教職

員の駐車を有料化、月額最大 円の徴収2000

料金は教育振興に（ ）3.8

▼福祉

文科省、発達障害児の支援強化のため、専門支

援員を現在の 倍に拡充（ ）2.3 1.7

日本司法支援センター、生活保護で市町村拒否

が相次ぎ、申請に弁護士同行を開始（ ）1.13

府、京都テルサに総合就業支援拠点「京都ジョ

ブパーク」開設、若者・女性・高齢者を総合

的にバックアップ（ ）1.13

府・京都市、 年度から乳幼児医療費の助成07

200制度を拡充、入院は小学校卒業まで月額

円（ ）1.25

厚労省、生活保護の母子加算廃止し、一人親世

帯の就労支援を強化（ ）1.27

社会保障審議会 「結婚」と第 子出産増加に、 2

重点をおいた提言まとめる（ ）1.27

7連合総研、アンケート調査実施、現役世代の

％が「社会保障負担は損」と回答（ ）4 1.31

府内全市町村、後期高齢者医療制度を目前に

「広域連合」を発足、保険料設定など運営全

般を担う（ ）2.2

府、発達障害者支援の拠点を新年度、京田辺市

に開設（ ）2.10

厚労省、都道府県に在宅介護の認知症モデル地

域を新年度創設、はいかい者捜査、家族の相

談に助言（ ）2.15

府、介護保健事業者情報を で公表、第 者HP 3
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評価も（ ）2.25

伊根町、府内で初めて、国民健康保険証に臓器

の提供意思表示欄設ける（ ）3.3

府、新年度から子育て家庭に「パスポート」配

布、支援店舗で購入料割引き（ ）3.19

▼人口

厚労省 「仮定出生率」を講評、 年までに、 2040

最大 倍まで回復（ ）1.75 1.20

厚労省、 年度合計特殊出生率 台回復、2006 1.3

人口も 万 人の自然増（ ）2 6885 2.2

京都市、隠れた地域遺産を発掘し、観光資源と

して行事に補助金（ ）2.8

▼行財政

府、 大学と府内市町村との連携策として47

「大学との協働による新しい京都創造推進プ

ラン」策定、推進会議設置（ ）1.14

府、地元産木材を使用した住宅建設に「緑の交

付金」初支給、 戸に 万円（ ）9 160 1.20

総務省、自治体新再建法案で財政 指標悪化な4

ら外部監査を義務づけ（ ）1.20

京都市、指定管理者制度の参入資格緩和、所在

地・実績不問も（ ）1.21

府、 年度予算案は一般会計 億円、実2007 8210

質 年連続減、地域力再生や子育て支援を拡6

充（ ）1.29

府教委、文化財保護条例の改定案を議会提出、

住民主導のとり組みを選定（ ）1.30

府、全国初「消費生活安全条例」を提案、不当

取引は信販会社に通知（ ）1.31

京都市、 年度一般会計当初予算案は ％2007 0.7

減の 億円、市税収入が 億円台回復6908 2500

（ ）2.14

京丹後市、関電が 億 万円寄付、原発計4 7000

画中止でも地域振興名目で（ ）2.14

宇治市、 年度一般会計当初予算案は ％2007 5.3

増の 億円、都市基盤に重点（ ）536 2.15

2007 3.5京田辺市、 年度一般会計当初予算案は

％減の 億 万円、市長選控え骨格型191 6000

（ ）2.17

向日市、 年度一般会計当初予算案は ％2007 0.8

減の 億 万円、市長選控え骨格型135 8800

（ ）2.17

八幡市、 年度一般会計当初予算案は ％2007 4.7

増の 億 万円、退職手当など膨らむ211 2800

（ ）2.17

2007 1城陽市、 年度一般会計当初予算案は実質

％減の 億 万円（ ）223 8100 2.20

2007 1.3京丹後市、 年度一般会計当初予算案は

％増の 億 万円、合併 年でまちづ288 3000 4

くりの推進へ（ ）2.24

宮津市、 年度一般会計当初予算案は ％2007 0.1

減の 億 万円、財政再建が柱（ ）99 1600 2.27

2007 6.8福知山市、 年度一般会計当初予算案は

減の 億 万円（ ）% 360 5000 2.27

綾部市、 年度一般会計当初予算案は ％2007 3.6

減の 億 万円の緊縮型（ ）136 1500 2.28

府、 年までに男女共同参画施策の方針公2010

表、審議会女性委員を 割など、数値目標施4

策を に大幅増（ ）43 3.6

府、 月の機構改革で消費生活相談や就労支援4

拡充のため担当課を出先機関へ、地方分権の

ための政策法務課を新設（ ）3.10

3府、府職員出前語らい・専門職員派遣制度が

年間で 件到達、子育て支援・食品衛生1000

分野が人気（ ）3.11

▼行政改革

全国知事会 「道州制に関する基本的考え方」、

の統一見解を決定、位置づけは地方分権の推

進（ ）1.19

全国市長会 「都市分権政策センター」設置、、

税財源や教育問題がテーマ（ ）1.25

総務省・国交省、自治体談合を国が防止策、全

市町村で一般入札、通報制も新設（ ）2.17
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京都市、いわゆる口利き防止条例「市会議員倫

理条例案」を可決、不当な圧力禁止（ ）2.20

府、一般競争入札の対象工事を 万円以上2500

から 万円以上に引き上げ（ ）1000 2.24

宮津市、時間外手当削減のため、府内初の時差

勤務制を導入（ ）3.9

300日本経団連、道州制を提言、基礎自治体は

～ に（ ）500 3.26

▼市町村合併

木津・加茂・山城町、合併で「木津川市」誕生、

人口は 万 人（ ）6 6000 3.11

宇治・城陽・宇治田原・井手町任意合併協議会、

10 45財政シミュレーションで合併効果 年で

億円（ ）3.21

▼地域開発・経済

文化庁、京都国立博物館内に「関西元気文化圏

推進・連携支援室」を開設、自治体や企業が

取組む文化芸術活動を支援（ ）1.25

府、京都縦貫自動車道を平成 年度に全線開14

通予定、丹波綾部道は 年に着手（ ）07 1.30

京都市、新景観条例を議会全会一致で可決、高

さ、デザインの規制強化（ ）3.14

▼労働

総務省、 年平均の完全失業率は ％に改2006 4.1

善、前年度比 ％減（ ）0.3 1.30

総務省、 年国勢調査労働力集計で非正規2005

雇用 万人増加、格差拡大裏付け（ ）100 2.1

府、中小企業の子育て支援策に「京都モデル」

認証制度を新年度創設（ ）2.9

府、退職の団塊職員を対象に人材バンク創設、

再就職先を透明化（ ）2.9

府、 との人事交流に全国初の相互出向をNPO

新年度から実施、期間は 年間（ ）1 2.10

京都市、若年者就労支援施設（ヤングジョブス

3ポットきょうと）を国の事業費打ち切りで

月末に閉鎖（ ）3.3

▼防犯・防災

国交省、洪水時に瀬田川洗堰の全閉操作を撤廃、

リスクは流域全体で（ ）1.13

京都市、町家耐震診断法を独自に開発、診断士

の認定制度を新年度に導入（ ）1.19

京都市 「国民保護計画」公表、観光客や留学、

生に多言語で避難誘導（ ）2.9

京都府警、春の人事異動で空き交番を完全解消、

児童虐待防止強化も（ ）3.7
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