
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 1 月号／平成 18 年度府民経済計算推

計結果概要（京都府総務部統計課：09.1）

統計京都 2 月号／平成 20 年度学校保健統計調

査結果概要（09.2）

統計京都 3 月号／毎月勤労統計調査平成 20 年

特別調査地方調査結果概要（09.3）

▼全国地方自治総合研究所等

自治総研 1月号／制度化の政治学（地方自治総

合研究所：09.1）

自治総研 2 月号／ 2009 年度地方財政計画の特

徴と自治体の課題（09.2）

自治総研 3月号／激増する無党派首長と政党対

決の行方（09.3）

自治総研叢書 27／日本の自治体外交（ﾌﾟﾙﾈﾝﾄﾞ

ﾗ･ｼﾞｪｲﾝ著、今村都南雄訳、09.3）

月刊自治研 1月号／わがまちの人口（自治研中

央推進委員会事務局：09.1)

月刊自治研 2月号／やっぱり地方自治（09.2）

月刊自治研 3月号／かしこい自治体経営(09.3)

市政研究 162 号／どうつくる、市民のセーフテ

ィネット（大阪市政調査会：09.1）

▼その他

公共サービス研究 1／第三者への影響からみる

公共の概念など（大阪公共サービス政策セン

ター：09.3）

＜京都新聞自治体情報＞ 1・2・3月

▼環境

京都市：電気自動車普及に自動車税免除や購入

費補助、無料充電コンセント設置（1.28）

府・京都市・京都商工会議所：京都議定書発効

5周年で「地球環境の殿堂」創設（1.29）

府森林・環境対策検討委員会：森林税導入検討

を求める報告書まとまる（2.12）

府・大阪府：大戸川ダム周辺整備負担金支払い、

3年連続留保（2.21）

京都市：バイオ燃料、法改正で使用料大幅減、

一律規制に疑問（2.26）

府：間伐材利用促進にむけ「京の木の香り整備

事業」で製品購入に助成（3.1）

府：近畿整備局に大戸川ダム中止の意見書を提

出（3.3）

鴨川府民会議：鴨川利用は散歩が最多（3.6）

府：京都水づくり賞に 9団体表彰（3.21）

京都市：特例で 20 ％混合のバイオマス燃料使

用再開（3.31）

国交省：4 知事意見を受け、大戸川ダムの建設

を凍結（3.31）

▼教育

府教委：私立高校生対象に、緊急修学支援金制

度を 09年度創設（1.30）

文科省：公立小中学校の給食食材に占める地場

産物の割合は、07 年度全国平均は 23 ％、京

都 32位で 22 ％（2.24）

▼福祉

厚労省： 生活福祉貸付制度」の貸付残高半分「

どまり、周知不足や「住所」が壁（1.20）

京都市： ホームレス自立支援等実施計画」案「

まとまる、新たに生活指導を実施（1.20）

府：国民健康保険の都道府県一元化や、診療報

酬決定権限移譲などを知事会に提案（1.27）

総務省：公立病院に財政支援、産科小児科に交

付税 4割増、過疎地域へも手厚く（1.30）

府：全国で始めて療養病床確保へ助成金創設、

国の削減策に反発（1.30）

京都市：重度障がい者入院時のヘルパー緊急派
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遣制度、09 年度実施へ検討開始（2.2）

厚労省：08 年 11 月時点の生活保護受給者数は

159 万人、昨年同月比 4 万 6000 人増（2.5）

府：消費者の安心安全や産業支援に、府職員や

専門家等で 6つの協働チーム設置（2.11）

府後期高齢者医療連合：09 年度当初予算を提

案、保険給付費 340 億円増（2.14）

府：京丹波厚生施設の傷害事件受け、引きこも

り支援へガイドライン策定へ（2.16）

京都市：視覚障がい者の外出サポートに、ヘル

パー養成講座開設（2.19）

厚労省：国保料滞納者の資格証交付、府内は過

去最高の 5020世帯､うち京都市は 8割(2.19)

府：妊婦健康診断の公費負担回数、4月から 14

回に拡充（2.20）

京都市：障がい者雇用促進にシステムづくり着

手、経験者 2人をプロモーターに（2.22）

京都市：介護保険料減免を拡大、年収 60 万円

以下は半額（2.26）

府：高齢者などの身体拘束防止へ推進会議発足

（3.2）

府：1 月の府内生活保護申請者数は前年同期比

の 80 ％増、京都市は 52 ％増（3.11）

府：兵庫県・鳥取県と共同でドクターヘリ運行、

基地は豊岡病院（3.13）

京都市： 相談支援センター設置（3.22）DV

▼人口

府選挙管理委員会：府内有権者数 1007 人減の

210 万 4438人（3.3）

▼行財政

府：景気後退で 09 年度財源不足 600 億円、府

税は 500 億円超の減収（1.6）

京都市：入札業者格付けで新指標、育児休業日

数など女性の働きやすさを評価（1.11）

府・府内 25 市町村：徴税広域連合を 7 月に発

足、業務は 10年 1 月から（1.24）

京丹後市： 丹後温泉はしうど荘」指定管理者「

取消しへ、利用者減で業者が申請（1.24）

京都市：全国唯一の自治体直営オーケストラ

「京都市交響楽団」を財団に移管（1.26）

府：07 年度公共工事コスト縮減対策実績まと

まる、工事費カットは 42 億円（1.27）

府： 花空間けいはんな」検討委員会が会合、「

入園者減で新たな役割を模索（1.27）

政府：09 年度地方財政計画を決定、地方税収

は 10％減、計画総額は 1％減（1.28）

府：身近な道路・河川整備に、全国初の住民の

よる「公募型公共事業」制度を導入（1.29）

府：09 年度予算案、一般会計 3 ％増の 8481 億

円、雇用創出で積極型（2.3,4）

京都市、09 年度予算案、一般会計 3 年ぶり増

の 6940 億円、雇用などに重点（2.5,13）

京都市：卸売第二市場、公設民営化推進の基本

構想案まとまる（2.11）

京田辺市：09 年度予算案、一般会計 9.2 ％増

の 213 億円、緊急事業で積極型（2.11）

府・京都市：相互に所有地を売買契約、壬生庁

舎 15億円、御所南小学校 5億円（2.13）

京都市教委：学校耐震化に全国初の 導入、PFI

授業に影響少なく低予算（2.13）

宇治市：09 年度予算案、一般会計は過去最高

の 565 億円、重点は経済対策（2.17）

城陽市：09 年度予算案、一般会計 13.3 ％増の

241億円、福祉に重点（2.18）

向日市：09 年度予算案、一般会計は 1.9 ％減

の 142 億円、税収減響く（2.18）

南丹市：09 年度予算案、一般会計は 3.7 ％減

の 209 億円、財政再建めざす（2.18）

亀岡市：09 年度予算案、一般会計 3 年ぶり減

の 287 億円、税収減が影響（2.19）

八幡市：09 年度予算案、一般会計は微増の 213

億円、教育関連事業を充実（2.20）

長岡京市：09 年度予算案、一般会計 1.6 ％減

の 220 億円、阪急新駅関連施設整備（2.20）

木津川市：09 年度予算案、一般会計 2.1 ％減

の 222 億円、重点に子育て支援など（2.21）
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府：税務の共同化にともない、一斉にコンビニ

納税、10 年 1 月からまずは滞納税（2.21）

綾部市：09 年度予算案、一般会計は 8.7 ％増

の 151 億円、雇用など重点（2.25）

京丹後市：09 年度予算案、一般会計 3.1 ％減

の 299 億円、雇用や生活支援を最優先（2.2

4）

舞鶴市：09 年度予算案、一般会計 322 億円、

雇用・医療などに重点配分（2.24）

福知山市：09 年度予算案、一般会計 5.1 ％減

の 374 億円、妊婦歯周病検診を導入（2.24）

宮津市：09 年度予算案、一般会計は 4.2 ％増

の 104 億円、生活支援を重視（2.27）

京都市、新景観政策の影響を試算、突き出し看

板設置料 3000万円が減収（3.9）

府：10 市町村へ給水する水道事業、2倍の格差

がある水道料金を見直しへ（3.28）

▼地域開発・経済

京都市：市立動物園一新、アフリカの草原、猫

ワールドなど 6ゾーンに再編（1.6）

府：地域力再生プロジェクト支援事業に 163 件、

8000 万円を追加（1.9）

府：植物園一体の「北山ゾーン」再整備構想策

定、文化や環境の世界的発信拠点に（2.3）

府： 丹後あじわいの郷」運営の京都たんごフ「

ァームから撤退、民営化へ（2.4）

近畿地域活性化推進連絡協議会：環境モデル都

市の京都市と堺市が事業を紹介（2.7）

府：地域力再生に と連携、亀岡に「パーNPO

トナーシップセンター」を新設（2.18）

京丹後市：｢丹後あじわいの郷｣運営の京都たん

ごファームから撤退､株式無償譲渡（2.24）

水源の里連絡協：東京都内で討論会、国土保全

の役割を発信（3.1）

地域活性化統合本部：08 年度地方の再生事業

の評価結果公表、綾部市に最高評価（3.7）

府：向日町競輪検討委員会、1 年をめどに存続

を判断（3.19）

▼議会

府議会：09 年度から｢出前議会｣実施（3.24）

府議会：知事に 34 項目の政策提言（3.25）

▼労働

府：緊急雇用対策で、失職者 50 人を臨時職員

に雇用、市町村に財政支援も（1.7）

京丹後市：緊急雇用対策で離職市民 25 人を 2

カ月臨時職員に雇用（1.16）

京都市：臨時雇用対策で始めて臨時職員 50 人

採用、対象は解雇者ら（1.22）

政府：交付税法等改正案に「地域雇用創出推進

費」の創設を盛り込む（1.28）

京都労働局：事業者を対象とした「雇用助成

金」の支給要件緩和で、申請急増（2.3）

京都市：雇用創出事業開始、間伐材搬出や保育

所遊具のペンキ塗りなど 36 職種 （2.5）、

府：09 年度採用人数をワークシェアで拡大、

即戦力に 30・40 代の社会人経験者（2.17）

府：ジョブパーク職員を府内各地に派遣、離職

者に再就職斡旋や職業訓練（2.17）

京都市：失業対策に延べ 2500 人の観光 スPR

タッフ雇用、着物でチラシ配布（2.27）

府労働委員会：08 年度あっせん申請 30 件、個

別紛争は過去最高の 15件（3.23）

京都市：介護職増へ講習会開催（3.25）

府： 雇用政策監」新設、振興局に緊急経済・「

雇用対策担当を増員（3.26）

京都市： 人材活性化プラン」策定、 制度「 FA

導入や全職員に人事評価（3.27）

▼安全・安心

府：私立学校対象に耐震工事の補助を増額

（1.28）

京丹後市：防災時に自動放送する「全国瞬時警

報システム 、府内初の導入（320）」

京都府警： 子どもと女性を守る特命捜査室」「

を 18署に設置（3.21）
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