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▼政府・行政

統計京都 月号／平成 年毎月勤労統計調査4 18

地方調査結果概要（京都府総務部統計課：

）07.4

統計京都 月号／平成 年中の交通事故概要5 18

（同： ）07.5

統計京都 月号／平成 年国勢調査 従業6 17

地・通学地集計結果（同： ）07.6

▼全国地方自治総合研究所等

自治総研 月号／倉敷市「美観地区」の文化と4

伝承（地方自治総合研究所： ）07.4

自治総研 月号／第 次分権改革の始動（同：5 2

）07.5

自治総研 月号／分権改革の手法（同： ）6 07.6

新しい自主財源論の探求（同： ）07.4

07.地方自治からみた市公安条例の問題（同：

）5

月刊自治研 月号／職場を襲うストレス（自治4

07.4)研中央推進委員会事務局：

5 07.月刊自治研 月号／点検！ 防災行政（同：

）5

月刊自治研 月号／自治体「市場化テスト」の6

実際（同： ）07.6

市政研究 号／特集・大変動期の大阪市財政155

（大阪市政調査会： ）07.4

笑顔を取り戻した女たち（東京自治研究センタ

ー： ）07.6

阿波の遍路文化（徳島地方自治研究所： ）07.6

葉っぱを宝に変えたまち「川勝町」に学ぶ（同

： ）07.3

平成大合併と広域連合（長野県地方自治研究セ

ンター： ）07.4

＜京都新聞自治体情報＞4・5・6月

▼環境

舞鶴市、由良川の水質を金魚で監視、動きを数

値化し油や毒物を探知（ ）4.25

▼教育

府・京都市教委、来春の教員採用は 人超、300

大学・院から推薦制、社会人推薦も（ ）4.17

京都市、七条中学校で「新・七条寺子屋」を６

月に開講、地域住民と中学生が方を並べて篆

刻など学習（ ）5.23

政府教育再生会議、第 次報告案がまとまる、2

学校選択制の促進や 日制廃止も（ ）5 5.27

京都市、放課後対策事業検討委員会が初会合、

自主的な学びの場として「放課後まなび教

室」を開設（ ）5.30

府教委、ワーキングチーム発足、保護者対応で

増加する教員業務の見直しを開始（ ）6.23

京都市教委 「放課後まなび教室」を設置する、

小学校を発表（ ）50 6.23

▼福祉

府、北部に医師 人増加、小児救急・透析を確9

保（ ）4.17

舞鶴市、経営難の市民病院再建へ検討委員会を

発足（ ）5.12

05 8300政府、 年国勢調査、京都府内のニート

人、うち京都市は 人（ ）5300 5.15

4.8国民健康保険中央会、国保料金は自治体で

倍の格差、府内は２倍（ ）5.27

京都市、本年度に児童館 カ所、保育所 カ10 2

所など市内 カ所で福祉施設整備（ ）20 5.30

府、 年度に児童相談所で受理した虐待通告06

数が過去 多の 件、前年度比 ％増、381 30

長岡京事件後に関心高まる（ ）6.14

京都市、胃・肺・大腸・乳房・子宮のガンセッ
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ト検診を政令市の実施、低い受診率を改善

（ ）6.22

府、高齢者向け住宅の入居支援事業展開、契約

仲介や生活相談、有料賃貸認定も（ ）6.23

京都市、悪徳商法による被害防止のため、独居

老人見回り活動「くらしのみはりたい」発足

（ ）6.23

▼人口

総務省、人口推計で 歳未満の人口は過去15

低の ％、 年間連続減少（ ）13.6 33 5.5

厚労省、 年の人口は 道県で 割超減少、2035 19 2

京都は ％、東京に一極集中（ ）14 5.30

210 6571府選挙管理委員会、府内有権者数 万

人、前回調査比 人増（ ）89 6.5

▼介護保険

厚労省、ボランティア活動をした 歳以上の65

お年寄りに自治体判断で介護保険料を軽減す

る制度導入（ ）5.10

▼行財政

府、 年度導入の新型交付税の影響を試算、07

京都市や舞鶴市など６市で減少（ ）4.12

府、 年度の行政運営目標 項目の達成状06 738

況まとまる、達成率は ％、前年度よりマ87

イナス ％（ ）7 5.8

京都市、赤字路線へ小型バスとジャンボタクシ

5100ーの代替運行実験で、赤字削減効果は

万円、乗客４割増、全線増収（ ）5.5

政府 「ふるさと納税」創設に、住民税の一部、

で格差是正（ ）5.10

府市町村長会、府内 市町村長が出席して会26

議開催、地域格差是正の意見続出（ ）5.12

全国市町村会、三位一体改革による交付税削減

の影響を調査、 市で福祉カット（ ）326 5.14

府、 年度公共事業計画で土木事業 ％減、07 6.6

道路・街路は 億円（ ）224 5.19

政府、経営不振の中小企業再生へ「地域産業再

生機構」創設を検討、三セク処理も（ ）5.20

府・向日市・長岡京市、浄水場の集約化で水道

料金を値下げ（ ）5.25

木津川市、合併後初の 年度予算案を発表、07

一般会計は 億 万円、旧３町合計比207 8500

の ％増（ ）2.8 6.1

府、各部局の本年度運営目標を公表、地域力再

生に向けた のモデル事業や、向日町競輪10

の単年度黒字など 件を設定（ ）787 6.1

府、事業の必要性や実施主体を第 者の視点を3

加えて見直す「事業仕分け」を実施（ ）6.2

全国知事会など地方 団体、地方税源の充実を6

求める決議採択（ ）6.6

▼行政改革

政府、地方分権改革推進委員会が初会合、 月9

に中間報告の予定（ ）4.3

府・ 市町村、京都市を除く全市町村と府で25

税務一元化のための広域連合設置へ（ ）4.27

京都市、全ての競争入札で電子入札を導入、年

件をネットで募集（ ）4000 5.10

京都市 「行政活動・外郭団体経営評価条例、

案」を策定、市民の意見を反映（ ）5.16

京都市、公共事業で指名競争入札を全廃、政令

市初の「ボンド制」も導入（ ）5.19

2府・府内自治体・府内自治体議会、政府の第

次地方分権改革本格化に対応し、分権社会推

進に向けた緊急アピール発表（ ）6.15

▼市町村合併

舞鶴市、加佐地区で合併 周年の記念式典開50

催、活性化へ決意（ ）5.28

宇治市・城陽市・宇治田原町・井手町合併協議

会、新都市基本構想 終案を決定、目標人口

は 万人（ ）30 6.1

▼地域開発・経済

府 「地域力再生プロジェクト推進本部」初会、

合、 億円を希望団体に交付（ ）3 5.22

舞鶴市 「赤れんがパーク」構想を本格化、海、

と港を借景に赤れんが倉庫群をＰＲ（ ）6.7

府、北部活性化拠点の整備構想を公表 「丹後、

ものづくり産業パーク」として、機械金属工
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業や織物の体系的学習体制を整備（ ）6.28

府 「地域力再生プロジェクト推進会議」がア、

クションプランの概要を公表、助言できる人

材育成や支援組織を創設（ ）6.5

▼議会

府議会、選挙直後の 月臨時議会の批判を受け5

て、人事議会として定例化（ ）5.30

京丹後市議会、議員定数を から に削減す30 24

る条例を可決（ ）6.27

▼労働

政府・自民党、公務員制度改革で新法提出へ

（ ）4.5

京都市、職員の心の病で「第 次メンタルヘル2

スケアプラン」を策定（ ）4.12

府、職員の地域給与を財政悪化を受けて、 市9

町村で引き下げ（ ）5.14

総務省、 月の完全失業率 ％、 年 カ月5 3.8 9 1

ぶりに ％台下回るが、非正規社員の増加で4

賃金上昇なき雇用増（ ）5.29

府労働局、 年の個別労働紛争解決制度の運06

用状況を公表（ ）5.30

06 5085府労働局、 年度労働相談が過去 多の

件、半数が非正規社員（ ）6.4

▼防災

府、新防災システムが完成、大容量回線で全市

町村データを共有（ ）4.22

京都市、隣接する宇治市・亀岡市・向日市・長

岡京市・八幡市・南丹市・大山崎町・久御山

町の 市町と、有事や新インフルエンザの流8

行に備え、避難体制整備で連絡会議設置

（ ）6.2

府、本格的な大雨や水害シーズンを前に、消防

局・府内市町村・京都地方気象台・府警など

と合同で、 月に導入した「新防災情報シス4

テム」で訓練（ ）6.14
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