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▼政府・行政

統計京都 10 月号／平成 18 年事業所・企業統計

)調査結果速報（京都府総務部統計課：07.10

統計京都 11 月号／平成 19 年 10 月 1 日現在、

京都府の推計人口（同：07.11）

統計京都 12 月号／平成 18 年社会基本調査結果

概要（同：07.12）

▼全国地方自治総合研究所等

自治総研 10 月号／大和市における市民活動団

体のサービス調査・中間報告（地方自治総合

研究所：07.10）

自治総研 11 月号／平成の大合併における地域

自治の試み・上（同：07.11）

自治総研 12 月号／女性行政の視点からのスポ

ーツ政策・健康維持増進政策の検討 等

（同：07.12）

自治総研叢書 24 ／地方分権改革の法学的分析

（田村達久著、同：07.10）

自治総研ブックス／自治体職員制度の設計（同

：07.12）

月刊自治研 10 月号／子どもをめぐる政府責任

)（自治研中央推進委員会事務局：07.10

月刊自治研 11 月号／夕張が問いかけるもの

（同：07.11）

ICT月刊自治研 12 月号／市民参加のツール・

の活用（同：07.12）

市政研究秋号／自治基本条例 ―― 到達点と課

題（大阪市政調査会：07.10）

平成大合併 新潟県の奇跡（社団法人新潟地方

自治研究センター：07.9）

分権改革の地平

（島田恵司著、コモンズ：07.10）

＜京都新聞自治体情報＞７・８・９月

▼環境

府、2008 年度から 5 年間の「分別収集促進計

画」公表、紙製容器が課題（11.1）

京都市、京大などと連携して生ごみ・剪定枝を

燃料化、3年後に実用化が目標（11.21）

国交省近畿地方整備局、安定的な水資源確保へ

国に意見書提出（12.5）

▼教育

府・京都市教委、京都市と乙訓地域の公立高校

普通科の入試制度や通学圏見直し、南北 2通

学圏に、Ⅱ類は全域から選抜（10.18）

教育再生会議、改革素案を公表、小中学校の

「4.5」年制移行を検討（10.21）

京都市教委、教職員の人事異動方針公表、校種

を越えて人事交流（11.7）

京都市教委、携帯電話利用状況を調査、中学生

の 24％が悪口を経験（12.6）

文科省、給食の目的を「栄養補給」から「食

育」に転換、法改正案提出へ（11.26）

▼福祉

府、高齢の困窮世帯対象に「リバースモーゲー

( )ジ」を制度化、自宅担保に生活費貸与 10.4

府、障害者就労支援プランの中間案公表、雇用

率 2％を目標に（10.6）

府、児童相談業務外部評価委員会が初会合、定

期的に検証へ（10.16）

府児童虐待防止ネットワーク会議、相談件数は

増加傾向（10.23）

総務省、自治体病院を初調査、京滋の 29 病院

で患者滞納金 11 億円（10.24）

府、障害者自立支援計画中間案を公表、グルー

プホーム支援や空店舗に憩いの場（10.19）

京都新聞社、救急車の搬送時間が延びる傾向に、

20



医師不足や件数増加（10.29）

舞鶴市、舞鶴医療センターが脳外科と精神科を

除き夜間救急を原則休止（10.31）

府、高齢者医療費の助成制度を継続、窓口負担

が当面 1割に（11.9）

府・福知山市、与謝の海病院と福知山市民病院

が災害時相互支援を協定、国内 2例め

（11.13）

府、地域ケア確保推進指針中間案公表、療養病

床は 5年後に 3000 台（11.29）

舞鶴市、地域医療あり方検討委員会が答申、公

的 4病院を 1～ 2 に再編（11.29）

府後期高齢者医療広域連合、初会合で保険料の

条例可決、平均は年 8万 2500 円（12.2）

厚労省、生活扶助費の格差縮小へ調整、都市部

減額、地方は上昇（12.14）

府・府内市町村、酸素療法等を在宅で行う身体

障害者対象に、医療費自己負担を 1割に軽減

（12.18）

▼人口

京都市、10 月 1 日付の総人口 146 万 8588 人、

前年比 0.3 ％減（10.23）

京都市、合計特殊出生率 1.14、30 代後半が増

加し 6年ぶりに上昇、3（12.5）

▼行財政

関西広域機構分権改革推進本部、第 1回会議を

開催、関西広域連合設立を検討（10.23）

府、4～ 7 月の公共工事平均落札額が初めて 90

％を割り 83.5 ％に、最低制限価格は全体の

4分の 1 と低価格競争が激化（10.24）

府、08 年度当初予算編成方針を公表、社会的

弱者対策や少人数教育に重点（10.27）

京都市、06 年度国保決算見込みは 9 億円の黒

字、累積赤字は 85 億円に減少（11.1）

府、府内市町村の 06 年度決算を公表、大山崎

町が実質収支で赤字、笠置町・井手町の財政

が深刻（11.2）

府、06 年度府内公営企業決算を公表、7公立病

院が赤字（11.5）

京都市、政府予算編成に向け重点要望まとまる、

項目の半数は「京都創生 （11.6）」

府、友好提携のジョグジャカルタへ、ジャワ島

地震復旧で文化財専門家を派遣 （11.6）、

府 「20 年債」導入、金利リスクを超長期で緩、

和（11.7）

地方分権改革推進委員会、中間報告素案まとま

る、国道・河川管理の移譲を提言（11.9）

南丹市 「女性の館」指定管理者の第 3 セクタ、

ーが業務返上、直営に移行（11.16）

福知山市 「農匠の郷やくの」など 6 施設の指、

定管理者「やくのふる里公社」に指定取り消

し、公社は破産手続開始（11.16，17）

京都市、外郭 40 団体の 06 年度経営評価を公表、

財政は全般的に改善（11.17）

府、外郭 15 団体の 06年度決算を公表、公園公

社も債務超過に（11.18）

▼地域開発・経済

国交省、7 月の建築確認数は前年同月の 39.3

％減、府内は 65.1％の大幅減（10.4）

舞鶴市 「まいづるの水 東郷源水」が人気、、

今年は 8000 本を追加製造（10.16）

京丹後市、京丹後地域産業活性化協議会の基本

計画に経産省が同意（10.17）

綾部市、限界集落「水源の里」に都市との交流

拠点「老富会館」を竣工（10.13）

綾部市、全国水源の里シンポジウムを開催、限

界集落の再生へ議論（10.18）

府 「地域再生支援プラン」中間案を公表、市、

民活動支援センター設置や市民団体の交流を

重視（10.31）

政府、農家への補助金で、対象を大規模中心か

ら小規模にも拡大（11.15）

京都市、地元木材活用へ「みやこ杣木認証制

度」創設（11.20）

共同通信、郊外大型店抑制の「広域調整」は京

都府含む 24 道府県が指針作成（11.25）
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府、農地保全制度を府内対象地 49 ％で活用、

地域ぐるみの水路整備や減農薬実践に助成

（11.28）

福知山市、三和町の工業団地で誘致業種を拡大、

製品輸送や保管にも（11.30）

改正都市計画法施行で、大規模小売店舗立地

法・中心市街地活性化法と合わせた「まちづ

くり 3法」が完成（11.30）

近畿農政局、06 年度農業算出額を公表、総額

は 710 億円、天候不順で 23 億円減（12.2）

国交省・府・宇治市、宇治市ウトロ地区の住環

境改善へ協議会を設置（21.5）

府、地域力再生事業で新たに 183件追加、竹林

整備などへ 9300 万円（12.13）

経産省、企業誘致成功例として、京丹後市含む

全国 20 市町を選定（12.14）

山田知事、総合計画を今後作成せず、具体性あ

る中期計画で対応と表明（12.7）

全国水源の里協議会、設立総会開催、会長に四

方綾部市長就任（12.1）

府、第 3セクターの「けいはんな」が再生法申

請、負債は 109億円、関西経済連合会が全面

支援を表明（12.1，4）

府、けいはんなプラザの「住友ホール」所有へ

前向き（12.14）

府・府内市町村、税務の広域連合設立に向け組

織デザイン案まとまる（12.14）

与党税制協議会、税収格差是正で法人事業税

2.6 兆円を地方特別税に、再配分は 3600 億

円（12.12）

財務省、08 年度予算で交付税は 6800 億円増の

15.6 兆円（12.19）

総務省・国交省・財務省、公共工事入札実態調

査まとまる、政令市を除く一般競争入札導入

の市区町村は 53 ％、事務作業に人的余裕が

必要（12.20）

府、08 年度予算の途中経過を公表、社会保障

費が増加、限界集落対策も柱（12.27）

総務省、法人事業税見直しにともなう各都道府

県への影響額を公表、京都府は 26 億円の増

収（12.27）

▼防災

府、消防団員減少に応援団を結成、京都ゆかり

の著名人が魅力を （11.9）PR

府、府内自治体の耐震改修計画策定状況を公表、

策定済み 1 市、本年度予定 13 市町、来年度

3 市、データ処理負担が重く低迷（11.11）

府、法改正で雌ジカ捕獲区域が府内全域に拡大、

農林被害抑制へ（11.14）

▼議会

府議会、政務調査費の内容報告を義務化

（10.4）

府・京都市議会、議員の資産を公開、府議平均

2154万円、市議平均 1325 万円（10.10）

京都市議会、政務調査費の領収書添付を 5万円

以上から 1円以上に（11.9）

府議会、政務調査費交付条例の改正案まとまる、

全支出を公開（12.12）

府議会、府の基本計画や外郭団体の経営状況な

ど議決対象拡大を提案（12.19）

京都市議会、政務調査費に使用指針、食料費や

携帯料金は割合に応じ上限（12.29）

▼労働

人事院、2007 年度給与は 41 都府県で年収増を

勧告（10.23）

府・京都市、全国 1位となった財務省の職員給

与試算に、誤解を与える数値と抗議（11.7）

府成長力底上げ戦略推進円卓会議、休職者の

「ジョブ・カード」構想を報告（11.23）

文科省、06 年度公立小中高校職員の病気休職

総数は最多の 7600人、うち 61 ％が精神疾患

（12.29）
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