
インフォメーション

＜新着図書・資料＞ 4・5・6月

▼政府・行政

統計京都 4 月号／平成 20 年毎月勤労統計調査

地方調査結果概要（京都府総務部統計課）

統計京都 5 月号／平成 20 年中の交通事故概要

（同）

統計京都 6月号／「仕事と家庭の両立支援状況

調査」結果の概要（同）

▼全国地方自治研究所（自治研センター）等

自治総研 4 月号／フィンランドにおける地方

（地域）をめぐる（地方自治総合研究所）

自治総研 5月号／地域医療の危機と自治体病院

財政（同）

自治総研 6月号／公務遂行主体の民間化の受け

とめ方（同）

自治総研ブックレット 7／分権改革の今をどう

みるか（辻山幸宣・上林陽治編、同：09.4）

自治総研ブックス 5／男女平等参画社会へ（建

石真公子編、同：09.4）

共同研究／自治体公益法人の実態に関する調査

報告（同・調査委員会：09.4）

月刊自治研 4月号／信頼社会と公共（自治研中

)央推進委員会事務局

月刊自治研 5月号／貧困と社会的排除（同）

月刊自治研 6月号／今だからワークライフバラ

ンス（同）

市政研究 163 号／自治体コミュニティ政策再考

（大阪市政調査会：09.4）

清掃工場の契約を考える（八王子自治研センタ

ー：09.4）

＜京都新聞自治体情報＞ 4・5・6月

▼環境

経産省：電気自動車モデル地区に、京都府を含

む 8都府県を指定（4.1）

環境省： 生物多様性保全推進支援事業」で、「

アライグマ駆除を本格化（4.4）

バイオ燃料：レボ・インターナショナル社が、

宇治田原町工業団地に国内最大級のバイオ燃

料工場を建設（4.4）

府環境審議会：2050 年を目標とした「新環境

基本計画」の策定を検討（4.5）

京都市：中小企業への環境融資、温暖化防止に

転換（4.5）

政府： 環境モデル都市」京都市へ、補助金 3「

億円、電気自動車充電設備も整備（4.21）

府：太陽光発電設備の「エコポイント 、従来」

の 5倍に拡充（4.26）

京都市：電気自動車普及に向け、来年度から 5

年間を免税（5.21）

▼教育

文科省：有識者懇談会で、家計の教育費軽減に

授業料減免の拡充を提言（6.18）

▼福祉・医療

政府：追加経済対策で、医師不足対策の地域医

療に 1兆円基金（4.3）

厚労省：1 月時点の生活保護受給者数 162 万人、

京都は 5万 2500人（4.3）

京都市： 長寿すこやかプラン」策定、老人保「

健施設 200 人増、特養 500 人増（4.3）

府知事・市町村会議：研修医数上限設定や医師

の定員削減率 30 ％で、厚労省に撤回を要望

（4.10）

府：府庁内に障害者が働く喫茶店オープン、時

給 431 円には疑問の声（4.22）

京都市：高齢者の結核罹患率が年々上昇、60

歳以上が 7割超に（4.17）

府・京都市：新型インフルエンザの国内発生に

備え、対策本部設置（4.28）

府：北部（舞鶴市）と南部（京都市）の「精神
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科救急情報センター」を南部に統合（5.5）

京都市：4 年ぶりに保育園の待機児童が増加、

不況で共働き家庭が拡大（5.10）

府知事：新型インフルエンザ対策に追加補正で

2 億円、薬の追加購入や医療機材に（5.15）

府：国保料滞納で保険証がない人たちの「窓口

3割負担」を、市町村に要請（5.22）

府自治体病院等開設者協議会：総会で意見交換、

「医師不足は制度災害」と指摘（5.29）

厚労省：市区町村の妊産婦公費助成は全国平均

8万 5759円、格差は最大 7万円（6.5）

厚労省：3 月時点の生活保護受給者数は推計で

165 万人、13 年連続増加（6.6）

京都市：4 月 1 日の保育所待機児童 180 人、昨

年同期の 2倍（6.7）

京都市：出産一時金を 4 万円増の 42 万円に、

期間は 11 年 3月末まで（6.17）

京都市：08 年の消費生活相談結果、最多は架

空請求 1521件、多重債務が倍増（6.27）

共同通信社調べ：09 年度当初予算で医師確保

対策費 2.3 倍、手当など待遇改善（6.28）

▼人口

総務省：08 年度 10 月 1 日現在の都道府県推計

人口公表、戦後生まれが 4分の 3（4.17）

総務省：人口推計公表、15 歳未満の子ども数

は 1714 万人、28年連続して減（5.5）

府選挙管理委員会：府内有権者数が 431 人減の

210 万 4007人（6.3）

▼行財政

府：行財政改革で「府民満足最大化プラン」策

定、600 億円の財源工面に授業料減免見直

し・公共事業工期短縮など（4.6）

国交相・総務相・農水相・全国知事：直轄事業

の地方負担金問題で、知事らが見直しを要求

（4.9）

府知事・市町村長会議：直轄事業の地方負担金

問題で、軽減を要望（4.10）

府・府内 25 市町村：税務共同化をめざす「設

立準備委員会」で全国初の広域連合、規約案

を合意し来年 1月から実施（4.10）

府：向日町競輪の見直しで検討委員会が初会合、

存続に厳しい意見（4.22）

京都市：定額給付金で 被害者に独自支給DV

（4.22）

府：定額給付金の事務費は府内 16 億円、府内

最高額は京都市 9億 8000 万円（4.16）

府内自治体： ふるさと納税」の最高額は、京「

都市 1007 万円、次いで府 857 万円（4.18）

府： 府民公募型公共事業」に道路舗装など 55「

件の提案集まる（5.2）

関西広域機構：関西広域連合設立で 2府 4県議

会議長と意見交換、慎重姿勢が多数（5.9）

国交相：国直轄事業の地方負担問題で、金子国

交相が見直しを発言（6.2）

総務省：市区町村の連結財務書類作成状況を調

査、作成ずみは 76 ％（6.5）

府：追加経済対策を受け、6 月議会の補正予算

は 745 億円、介護職報酬を月額 1 万 5000 円

引上げ（6.17）

京都市監査委員会：保育園連盟の不正流用問題

で、援護費の直接支給など制度の抜本的見直

しを要求（6.18）

総務省：不採算の 3 セクの、5 年で抜本的処理

を求める指針を自治体に通知（6.24）

▼市町村合併

第 29次地方制度調査会： 平成の合併」打ち切「

りの答申を決定、今後は小規模自治体の事務

補完が課題（6.8）

▼地域開発・経済

中小企業庁： がんばる商店街 77 選」を公表、「

京都は伏見大手筋と三条通り商店街（4.1）

府：農林水産分野の関係 8機関を統合し「農林

水産技術センター」を亀岡市に開設（4.2）

全国水源の里連絡協議会：新過疎法制定へ提言

（4.14）

府：府内耕作放棄農地は 1004 、最高は福知ha

山市の 206 （4.9）ha

京丹後市：3 セク会社「京丹後製茶 株 」が製( )

インフォメーション 2



茶工場を久美浜町に建設（4.11）

府： 地域力再生プロジェクト」募集、総額 3「

億円で 1団体は 400 万円が上限（4.20）

総務省： 地域力創造アドバイザー事業」で、「

京丹後市に石川県羽咋市職員を派遣（4.22）

京都市：東京に着物アンテナショップ開設、ス

タッフは雇用対策に配慮し、失業者が対象

（5.13）

東映・松竹・府・立命館大学・京都造形芸術大

学・京都嵯峨芸術大学：京都映画復活に人材

育成に向けた連携組織を設立（6.24）

府：4 月の鉱工業生産指数は前月比 6.6 ％上昇

し 79.2、中国向け需要が回復（6.25）

▼議会

南丹市：議員定数を 4 人減の 22 人に削減する

条例案を可決（6.25）

▼労働

府：緊急雇用対策で、京都ジョブパークと北部

のサテライトに求人コーナー開設（4.28）

府・京都市・京都商工会議所・京都大学： 京「

都未来を担う人づくり推進事業」実施計画を

公表、離職者や非正規 100 人を公募（5.12）

府人事委員会：夏の期末・勤勉手当の 0.2カ月

減額を勧告（5.16）

八幡市：派遣職員を直接雇用し、3 年以上勤務

の職員も月額嘱託職員として再契約（6.2）

政府「人材調整準備本部 ：国家公務員の地方」

移籍で協議、給与体系や財源が課題（6.4）

府中小企業相談所：08 年度の労働相談件数は

過去最多の 1250 件、不況で労働環境悪化が

深刻化（6.12）

府・社会福祉団体：福祉職場の人材確保へ「ウ

ェルジョブネット」発足（6.24）

厚労省：5 月の完全失業率 5.2、有効求人倍率

は調査開始以来最低の 0.44（6.30）

▼交通

京都市： 自転車・京都街角セッション」が、「

免許制や道路の優先帯設置を提言（4.22）

▼防災

府防災会議： 戦略的地震防災対策指針案」が「

まとまる、個人住宅の耐震化率を 90％に

（4.1）

府：調査で、災害時に孤立する集落は 465カ所、

2万 6800 世帯と判明（4.12）
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