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＜新着図書・資料＞ 10・11・12 月

▼政府・行政

統計京都 10 月号／平成 20 年度一般労働市場の

概況（京都府総務部統計課：09.10）

統計京都 11 月号／ 2008 年度漁業センサス（海

面漁業調査）結果概要（同：09.11）

統計京都 12 月号／平成 20 年工業統計調査結果

速報（同：09.12）

▼全国地方自治総合研究所等

自治総研 10 月号／介護従事者の賃金労働条件

改善の取り組みと課題、など（地方自治総合

研究所：09.10）

自治総研 11 月号／市町村合併検証研究の論点

など（同：09.11）

自治総研 12 月号／事業仕分けから予算案監査

へ、など（同：09.12）

自治総研ブックス⑥／わたしの行政学研究（今

村都南雄著、同：09.7）

自治総研ブックレット 8／赤池町の財政再建と

財政課長安武憲明（同：09.10）

月刊自治研 10 月号／農業ルネッサンス（自治

研中央推進委員会：09.10)

月刊自治研 11 月号／教育を地域に取り戻す

（同：09.11）

月刊自治研 12 月号／消費者と行政(同：09.12)

市政研究号 165号／転換期の大都市行政（大阪

市政調査会：09.10）

おおさか自治体政策／「協働」によって行政は

変わったか（大阪自治センター・大阪地方自

治研究センター：09.10）

循環型社会に向けた動き 2009（ 法人環境NPO

安全センター：09.6）

介護職の賃金改善をめざして（東京自治研セン

ター：09.11）

＜京都新聞自治体情報＞ 10・11・12 月

▼環境

府：上賀茂神社と大覚寺に、府の補助で電気自

動車の充電無料コンセントが完成（10.31）

京都市：環境保全対策 7 億 2000 万円の税収を

めざし 「森林環境税」導入を検討（11.12）、

府：温暖化対策条例の改正に、環境審議会地球

環境部会を開催（11.12）

京都市：2007 年の 2 総排出量は 1990 年比 6CO

％減、目標に届かず（11.23）

京都市： 環境にやさしいライフスタイルを考「

える市民会議」の提案骨子まとまる、コンビ

ニの深夜営業規制はふみこまず（11.25）

府：環境保全の知恵を満載した 開設、ライHP

フスタイルや暮らしの知恵満載（11.25）

▼教育

府情報公開審査会：2008 年度全国学力・学習

状況調査非公開を原則開示と答申（11.26）

政府：高校授業料無償化の制度内容決定、地方

負担は 31 億円、私立校支援は年収 350 万円

未満に（12.24）

▼福祉

京都市：入院中の重度障がい者にヘルパー派遣

国の制度不備を補完（10.4）

舞鶴市：公的 4病院再編からの共済病院脱退を

受け、3 病院の再編案を公表、基幹病院 100

床を縮小（10.7）

厚労省：失業者や高齢者の増加で、2008 年の

生活保護世帯数、月平均 114 万 8766 世帯に

（10.8）

厚労省： 相対的貧困率」を初めて発表、2007「

年は 15.7 ％と 7人に 1人（10.20）

舞鶴市：地域医療再生基金の減額を受け、再生

計画案を修正、総事業費は 127 億円から 90
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億円に（10.27）

京都市：児童相談所が 2008 年に認定した児童

虐待件数は 622件と過去最多、うち育児放棄

は 282 件（11.7）

府「がん対策検討会議 ：初会合、府が提示し」

た工程表に患者の視点求める意見（11.10）

府：府内自治体の国保料、最大で 1.8 倍の格差、

年間では 13 万円（11.17）

厚労省：2008 年度の高齢者虐待数が 12 ％増加、

加害者の 4割は息子（11.21）

政府：廃止されていた母子加算を復活、府内は

4800 世帯が対象（12.2）

京都市：里親制度を拡充、大家族が暮らす「フ

ァミリーホーム事業」を来年度開始（12.2）

京都市： 食の安全・安心条例」の骨子案まと「

まる、食品自主回収の報告義務化（12.6）

府：2010 年 4 月から開始するドクターヘリの

発着場に、60 ～ 70 カ所を選定（12.9）

府社会福祉協議会：生活福祉資金の利用者が急

増、前年比 3倍、300 件超（12.13）

舞鶴市：公的病院の再編協議に舞鶴日赤病院が

離脱（12.24）

▼行財政

地方分権改革推進委員会：国の義務づけ廃止を

含む、第 3次勧告を提出（10.7）

府：府内自治体の 2008 年度決算をベースにし

た財政健全化判断比率を公表、早期健全化基

準はクリア（10.11）

府：府内自治体の 2008 年度普通会計の決算を

公表、11 市町村が実質赤字、経常収支比率

は高止まり（10.21）

府：府内自治体の 2008 年度公営企業会計の決

算を公表、資金不足 54 億円、赤字 11 事業

（10.22）

総務省：地方分権推進委の第 3次勧告を受け、

保育所の最低面積や生活道路の歩道幅など、

義務付け 103項目を見直し（10.22）

近畿ブロック知事会議：国の出先機関廃止に、

受け皿を検討するため事業仕分けを各府県で

実施することに合意（11.5）

総務省：国の「義務付け」62 項目の見直しを

関係省庁が了承、通常国会に新分権一括法案

として提出（11.6）

政府： 地方分権改革推進委員会」の後継とし「

て「地域主権戦略会議」を設置（11.8）

政府：行政刷新会議の事業仕分けで、交付税に

ついて「抜本見直し必要」と判断（11.13）

府・京都市除く府内 25 市町村：広域連合「京

都地方税機構」の職員体制固まる、府 100 人、

市町村 86 人（11.22）

府：国の 2010 年度予算編成に対し 12項目を要

望、民主議員に説明会（11.26）

総務省：有識者会議で、京都府の行政システム

や京大病院電子カルテを、先進事例として紹

介（12.10）

府・京都市除く府内 25 市町村：広域連合「京

都地方税機構」の臨時議会開催、事務所設置

などを可決（12.15）

府：亀岡市の府有地を 30 年無償貸与、監査の

指摘で売却へ（12.21）

政府：2010 年度税制大綱を閣議決定、1兆円規

模の増税に（12.23）

京都市：2010 年度予算編成で、財源不足 110

億円に拡大（12.25）

府： 地域貢献項目」を導入した入札改革で逆「

転落札半数超、拡充の方向（12.28）

、府：2010 年度予算案で部局要求額は 9.2％増

景気対策で増加（12.29）

▼地域開発・経済

府：府民から小規模な公共工事の提案を受ける

「府民公募型安心・安全整備事業」に、応募

2300件超、予算枠拡大を検討（10.29）

由良川流域 6市町：由良川治水促進同盟が地元

国会議員 3人と意見交換会（10.30）

近畿農政局：水稲作況指数を発表、府は 95 と

やや不良、収穫量は 7％減（10.31）

インフォメーション 2



京都市：路面電車が走る 11 都市が広島でサミ

ット、 整備などで連携を確認（10.31）LRT

京都市：日本最大のファッションショー「東京

ガールズコレクション」に、西陣織や京友禅

の着物を出店（11.9）

京都市：コミュニティーセンターの転用に、市

民から活用案を募集（11.27）

科学技術振興機構：産官学拠点に 40 地域が応

募、京都は 10億円の交付（12.5）

笠置町：ふるさと納税で、大阪市内の 80 歳代

男性から 1億円の寄付（12.8）

京都市： 歩くまち・京都」で四条・東大路通「

りの歩道拡幅と一般車両の流入抑制、課題は

地元の合意（12.17）

▼労働

総務省：8 月の完全失業率は 5.5 ％と 7 カ月ぶ

りに改善、京都府の求人倍率は 0.48 倍と 10

カ月連続低下（10.2）

厚労省：12 月までに職を失う非正規労働者 23

万 8752 人、前回より 2.7 ％増加（10.3）

府人事委員会：職員給与 2.5 ％減額、削減幅は

過去 2番目（10.3）

府： 雇用創出・就業支援計画」の中間案まと「

まる、常用雇用の 4万人創出や安全網の充実

盛る（10.19）

厚労省：9 月の有効求人倍率は 0.43 倍、2 年 4

カ月ぶり改善、失業率は 5.3 ％（10.30）

総務省：9 月の完全失業者数 363 万人、昨年暮

れに比べ 90 万人増加（11.22）

、総務省：10 月の完全失業率 5.1 ％と少し改善

求人倍率は 0.44 倍と悪化、近畿は 6.1 ％に

悪化（11.27）

厚労省：雇用保険切れ未就職者 1 万 1600 人、

京都ジョブパークに支援窓口開設（12.17）

総務省：11 月の完全失業率 5.2 ％と悪化、有

効求人倍率は 0.01％改善（12.25）

府：6 月末の府内労働組合推定組織率は 19.6

％、16年ぶりに下げ止まる（12.27）

総務省：218 市町村が不適切高給制度採用、京

都は 4市町 156 人（12.29）

▼防災

京都市：大規模地震発生を想定した、外国籍住

民の避難所宿泊訓練を、国際交流会館で初め

て実施（10.18）
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