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行 政 視 察 調 査 報 告 書

中核市移行に関する調査特別委員会

委 員 長  久 高 将 光

中核市移行に関する調査特別委員会は、平成 23年 1月 17日 (月 )から 1月 21日

(金)までの 4泊 5日の日程で、函館市、青森市、柏市、岡崎市及び岐阜市の 5つの先

進都市の行政視察を行つたので、次のとおり報告する。

1.函館市 (中核市移行年度 :平成 17年 10月 )

面積 :677.94平方 km
人□ :281,266人 (平成 23年 2月末)

(1)中核市移行について

◆中核市移行までの経緯 :

○ 当市では、予てより、より質の高い、そ して迅速性のある市民サービスの提供

や、地域特性を活か した施策の推進を図るため、中核市の移行を目指 していたと

ころであり、平成 7年にも市町村合併前の単独での移行を検討 していたが人□が

30万を害」つて しまい断念 した経緯がある。

○ また、平成 12年 11月 には、全国で最初の「特lpJ市」に移行 し、中核市に次

ぐ権限の移譲を受け、高質の市民サービスの提供に努めてきた。

○ 平成 16年 12月 には近郊 4町村との合併により、平成 12年の国勢調査人□

が 30万人を超えたるめ、改めて中核市移行への取り組みを進めることとした。

○ この FB3、 庁内では中核市への移行に伴う権限移譲による財源等を含む効果等に

ついて議論を進めており、最終的には、より質の高い、迅速性のある市民サービ

スの提供や、地上或特性を生か した施策の推進を図るため、中核市への移行を決定

した。

○ 当市では、平成 15年 9月 に北海道矢□事に対 し、平成 16年 12月の市町村含

併に伴い、中核市移行について市長から協力依頼を行つている。

○ 市議会においても、平成 16年 7月 には、市及び市議会が含同で「中核市指定

に関する要望書」を国や北海道に対 し提出した。

○ また、当市においては、中核市制度や手続きについて、所管委員会への報告を

行い、議会の意見や理解を求めた (※特別委員会は設置 していない)。

○ 中核市移行に伴う省庁ヒアリングは、平成 17年 1月 に総務省行政体制整備室

及び公務員部給与能率推進室から行われ、ヒアリングの内容については、調査表

に基づき、①定員管理関係(職員削減計画の内容)、 ②定員管理や給与関係の公表、
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③給与関係 (ラスパイレス指数、給料表、特殊勤務手当の内容など)、 ④移譲事務

に関する人員配置、⑤行財政改革 (アウトソーシング関係)、 ⑥その他 (日程や含

併の状況など)についてヒアリングが行われた。

○ その後、平成 17年 10月 1日 に中核市の政令施行 (中核市へ移行)した。

◆中核市移行に伴う人員増及び経費 :

○ 当市においては、既に「保健所設置市」であつたことや「特lpJ市」によリー定

権限が委譲されていたことから、福祉関連業務において配置増とした。

・社会福祉施設の指導監査関連 :職員3名増 (組織の新設)

・障害者手帳交付関連 :職員 1名増、嘱託 2名配置

・母子資金等貸 し付け業務関連 :職員 1名 1曽、嘱託 1名配置

○ 中核市移行に伴う経費負担は、「軽費老人ホーム運営費補助金」や「包括外部監

査委託料」など歳出ベースで約 2憶 5千万円 (平成 18年度予算ベース)が新た

に増え、道補助金の財源振り替え分を含め、約 13億 2干万円の影響 (平成 18

年ベース)となるが、これらの負担1曽は金額地方交付税により措置されることと

されている (※実際には、三位一体改革の最終年近 <であり、交付税全体が落ち

込んでいる状況もあり、思つたような財源が入つてこないという現状があつた )。

◆中核市移行に伴う組織、機構の変化 :

○ 中核市移行に伴う組織機構について、社会福祉法人の指導監査にかかる組織(参

事 1、 主査 1、 係員 1)を新設 したのみで、他は既存課の1曽員配置 (職員 2、 嘱

託 3)により対応。

◆中核市移行に伴つて新たに立ち上げた施策及び移行後実施 した新規施策 :

○ 中核市移行に伴い、屋外広告物対策、社会福祉法人指導監査、障害者手帳の交

付など移譲権限による業務を実施 している。

◆中核市移行に伴うメリット・デメリッ ト (対市民・対職員):

○ メリット :

(対市民): 中核市に移行することにより、新たな事務権限が移譲され、そのこ

とによつて、より質の高い市民サービスの提供や、当市の地 i或特性を活

か した施策の推進などが可能となり、具体的には、

○直接市民サービスにかかるもの

。身体障害者手帳の交付

・母子福祉資金・寡婦福祉資金の貸付けに係る事務

これらの事務権限が移譲されることにより、事務処理の時間が短縮さ

れる。

○地 1或特性を活か した施策の推進

・屋外広告物の条 lp」 による設置制限に係る権限が移譲されることによ

り、屋外に掲出される広告物について、市独自の基準により設置の

禁止または制限が可能となり、当市の歴史ある街並みの保全や景観

形成の向上を図ることができる。

○市全体の活性化

・中核市に移行することにより、自主 。自立 した都市としてイメージ
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アップにつながり、それに伴い市全体の活性化や経済の振興につな

がるなどの波及効果が期待される。

(対職員): 中核市移行に伴い、様々な権限が移譲されることからその事務に携わ

る職員一人ひとりのスキルアップが図られる (※行財政改革による職員

数を減らすなかでの権限移譲による業務増により、以前と比べて職員―

人ひとりの負担が1曽えていると思われるが、スキルアップで乗り切つて

いきたいと考えている)。

○ デメリット:特にないが・・・

・交付税等の不安要素はある。

・包括外部監査を毎年契約しないといけないが、包括外部監査人となる人材が市

内には少ない (弁護土、公認会計上、もしくは税理士となっているが、公認会

計上が主であり、市内に公認会計上は3人 しかいない)

◆質疑応答 (Q&A):
Q:地方交付税のヨ1下げ等、予定額が見込めない場合の財源の対応について

A:三位一体改革に伴う交付税の自然減、制度湖分であるとのことであつたが、財

源不足については、財政調整基金や減債基金等の取り崩し (多い時で約 100
億程度)や退職手当債、行政改革推進債等の活用により対応。

財政が厳しい場合、移譲事務の廃止は可能か (県へ返すことができるか)

中核市として移譲を受けた権限については、執行していかないといけないと考

える。権限以外の部分で、事業の統廃含等の見直しは必要になる。厳しい財政

状況の中でも、なんとか予算編成をしている状況である。

社会福祉法人指導監査の内容について

幅広く社会福祉法人への監査ということで、設置基準や運営基準が国のほうで

細か<定められており、それらを毎年監査していくものである。たとえば、保

育園を運営している社会福祉法人から介護サービスを運営している社会福祉

法人まで、設置基準が適切か、施設管理が適切か等について、毎年、何施設か

ピックアップして、運営監査から施設監査まで、幅広く指導監査を実施してい

る。

Q:包括外部監査は義務付けか、また対象はどのようなものか

∧ :地方自治法により、中核市以上 (都道府県、指定都市)の都市については義務

付けされている。本市においては、平成 17年 10月 1日 付けで中核市へ移行

したが、移行後すぐに義務が発生 し、 10月から半年分の包括外部監査を実施

した。

対象については、通常の行政監査ではな<財務監査的なものであるが、地方自

治法上、「最小限で最大の効果を」という本旨に基づいて監査をすることとさ

れているので、幅広いものになってくると考えている。また、本市の財政援助

団体も監査の対象になっており、補助金の包括外部監査も受けている。

Q:移譲事務の中で、法定事務と任意事務の害」合について、また、任意事務の移譲

を受ける場合の判断基準について

A:既 に「特例市」であつたため、移譲事務については 1,340項目から最終的に

Ｑ

Ａ

Ｑ

∧
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|ま 566項目となつたが、すべて法定事務の移譲を受けた。北海道の特例条例

による権限移譲もあつたため、まず中核市移行に伴う権限移譲を整理するため、

法定事務のみ移譲を受けた。特例条 lp」 による任意事務の移譲については別の議

論として、関係部局と調整をしながら話を進めている。

:行財政改革により 10年で 1,○OO名の職員減をするなかで、中核市移行に伴

う職員増は実質 5名となつているが、職員の負担感の問題について

:職員の負担感については、新たな業務増やそれに伴う責任等により、実際はか

なりの負担増になつていると思われるが、職員一人ひとりのスキルアップで乗

り切つていきたいと考える。

:権限移譲により、屋外広告物の規制等は進んでいるか

:実際には、中核市移行当時、函館市独自の制限をかけることがなかなかできず

緊急避難的に北海道の条例をまる写 しで条例化 した。今後、オリジナルの屋外

広告物条例への改正に向けて、鋭意作業を進めているところである。

:外部包括監査人は、全国的に見ても/AN認会計士がほとんどと思われる。外部包

括監査人の選任は議会承認が必要であるが、任期は何年か

:任期は 1年。また、地方自治法上、同一の者に連続 して 4回以上契約をしては

ならないとされている。本市では 3カ年を公認会計上 (同一人物 )、 次の 3カ

年を税理土協会へ依頼をし、税理土を 3カ年 (同一人物 )、 次に平成 23年度

から切り替えがあるが、次は公認会計上を予定 しており、公認会計上協会へ推

薦依頼を予定 している。

:40市ある中核市の中で 10月 1日の移行は 3市だけであるが、その理由につ

いて

:平成 17年の国勢調査の結果が 30万人を下回る可能性があり、平成 12年の

国勢調査値を使えるうちに、駆け込み的に移行 したというのが実情である。

:なぜ、駆け込みでも中核市へ移行 したのか

:住民に近い権限のものはできるだけ市で処理をするというのがこれまでの函館

市の流れでもあり、歴史景観や独自のまちづくりを進めていくためにも、多く

の権限を持ち行政を進めていきたいという当時の市長の考えが大きかつたの

ではないかと考える。

(2)議会改革に関することについて

◆これまでの議会改革 :

○ 当市議会では、平成 11年 7月 に議会運営委員会の内部に「議会改革検討委員

会」を設置 し、「開かれた議会、わかりやすい議会」を目指 し、集中的に改革に取

り組んだ経緯がある。その主な取り組みとして、

・質問者の時間害」の事前公表 (平成 13年 2月 )

・地域 FM放送での議会広報 (平成 13年4月 )

・ホームページの開設 (平成 13年 4月 )

。手話通訳・要約筆記の実施 (平成 14年 6月 )

・ホームページでの会議録検索 (平成 14年 7月 )

Q

Ｑ

∧

Q

Q

Ｑ

Ａ
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・一間―答制 (再質問から)の導入 (平成 14年 2月 )

・委員会行政調査報告書のホームページヘの掲載 (平成 16年 5月 )

。その他、本会議ビデオテープの貸し出し、広報委員会の設置など

これらの改革は、議会活動の市民広報や傍聴の促進に主眼を置いたもので、現

在も実施しており、一定の効果を上げているところである。

◆この度の「議会改革検討ワーキンググループ」設置の経緯 :

○ 平成 12年の地方分権一括法の施行に伴う、国の三位一体改革による地方交付

税の削減等により、「函館市行財政対策実施計画」を策定し、職員定数の大幅肖」減

など行財政改革に取り組んでいる。

○ このような中、平成 18年 1月 31日の議会運営員会において、「市職員が給与

や定数を削減する中、議会も経費の節減に協力すべき」との提案があり平成18
年4月から政務調査費を月額了万円から5万円へ減額することを決定した。その

後、政務調査費にとどまらず、事務局体制の縮小を見据えた議会運営や分権時代

に対応して議会の機能をより発揮するための運営の在り方など、さらなる議会改

革が必要であるという考えで一致し、平成18年 2月 22日 に議会運営委員で構

成する「議会改革検討ワーキンググループ」を設置し、議会改革について検討す

ることとなつた。

○ 検討項目については、各会派 。議員の意見・要望を取りまとめ、①本会議に関

すること、②委員会の運営に関すること、③議会費に関すること、④その他、の

4つの大項目について検討することとし、その中で、一FoO一答制、投票システム

の導入、常任委員会数の見直し、委員同土による議論・協議の促進、行政調査、

陳情の処理方法など、具体的な事項について検討していくこととした。

◆今回の議会改革の視点 :

○ この度の検討にあたり、議会改革に先進的に取り組んでいる、①栗山町議会、

②登別市議会、③四日市市議会、④三重県議会を調査したが、いずれの議会にお

いても、議会と市民が協働しながら能動的に活動することを目標とし、そのため

には「二元代表制の一翼を担う機関として、議員同士が議論する過程で諸課題を

住民に明らかにし、政策を決定する」という議会制度が持つ本来の機能や役害」に

着目し、これらをどのようにして実現するかという視点で改革に取り組んでいた。

○ 当市議会においても、この度の議会改革では、目新しい改革にとらわれず、質

疑や質問の意義の確認や委員会における委員同土の協議の促進、所管事務調査の

在り方など、議会制度や法令の原点・趣旨に立ち返り、「議会本来の機能や役害」を

いかに発揮するか」に視点を置き検討を行つた。

◆終わりに :

○ 平成18年 2月 22日 に議会改革検討ワーキングが発足して以来、先進議会の

調査も行いながら、 10月 31日の最終会議まで、延べ14回にわたり会議を開

催した。一間一答制や投票システムの導入など、一部、今後も検討すべき課題を

残したものの、議会制度の原点に一度立ち返り検討することで、議会本来の姿を

再認識することができた。
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○ 住民から信頼される議会となるために、次の2点を大切にしたい。

①議会本来の機能と役害」を発揮すること。

・議会は二元代表制の一翼を担う機関として極めて大きな権限を有している。

そして、その権限を行使するには、含議体であるが故に議決を経ることが要

求される。しかし、一方では、議決に至るまでの議論により、問題点が明ら

かになり、よりよい政策決定ができるという大きな利点がある。議会制度は

権力の一極集中を防ぎ、住民の多様な意見を民主的に反映するための、人類

の長い歴史の中で培われた素晴らしい制度である。

②政治倫理の確立
。議会は地上或の未来を託されており、その構成員たる議員は高い倫理観と使命

感を持ち、住民から信頼される存在であることが求められる。その思いが、

同じ<未来を託されている子供達に連綿と受け継がれるなら、議会はその地

域にとって大きな存在になる。

○ 最後に、現在、各地の議会において「議会基本条lpJ」 の策定の動きがみられる

が、当市議会においても、条lp」 によつて上記2点を住民に明言することは、今後

検討していく価値があろう。

◆質疑応答 (Q&∧ ):

Q:調査費を減額した理由はなにか、中核市移行に伴つてむしろ増額になるかと思

ったが、合併に伴つての配慮等があつたのか

A:執行の状況を踏まえての肖」減

Q:広報活動について、議会だよりとは別に地方紙へ事前広報を掲載しているとの

ことであつたが、傍聴者は年間を通じてどのような状況なのか

A:案件にもよると思うので、一概には言えないが、新聞広告を始めてすぐに実施

したアンケート調査や傍聴者の実績からすると、4年前の同時期と比較すると

約25%程度の増となつている。新聞広告のおかげだけとは言えないと思うが、

効果はあつたのではないかと目う。

Q:この改革見直しについては、各会派、全会一致を旨として進めてきたのか、あ

るいは多数決などでやつてきたのか

∧ :極力全会一致を目指していたが、決まらないような事項については最終的には

多数決で決めたこともあったと思う。

Q:議員の職業はどうなつているか、議員だけの専従でやつているのか

A:専従が3害」程度いると目う。

※入手資料等 (別添参照)

①中核市移行に関する資料 (平成 23年 1月 17日視察資料)

②函館市議会議会改革報告書 (平成 19年 3月 19日 )

③函館市の概要

④議会報の編集等について

⑤函館浪漫 (バンフ)
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函館市視察状況 (1日 目)
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2。 青森市 (中核市移行年度 :平成 18年 10月 )

面積 :824.54k耐

人□ :303,441人 (平成 23年 2月 28日現在 )

(1)中核市移行について

◆中核市移行までの経緯 :

○平成 17年 4月 :旧青森市と旧浪岡町が合併。新 しい青森市が誕生。

○  ノノ   5月 :総務部自治体経営課内に中核市推進チームを設置

○  ′′  11月 :総務部自治体経営課の課内室として「中核市移行準備室」を

設置 (※ 自治体経営課長を室長兼務とし、従前の中核市推進

チームに加え、移行事務関係課のチームリーダー等を兼務発

令)

○平成 18年 4月 :中核市移行に向けた機構改革

≪保健所関係≫

。中核市移行後スムーズに保健所業務を執れるよう準備を進めてい<ための

組織として健康保健部内に「青森市保健所開設準備事務所」を設置

。地域保健対策に係る企画 。調整や保健所の管理、医事・薬事、精神保健や

感染症 。難病対策を行う「保健予防課」を新設

・環境部から「生活衛生課」の事務見直 しをした上で移管 し、食品衛生、環

境衛生、医事・薬事等における監視指導等の対物保健サービスを一元的に

提供

・市民生活に身近な対人保健サービスを総合的に提供するため、保健所組織

に「健康づ<り推進課」を改称せず設置

≪その他≫

。中核市移行に伴い、環境保全に係る廃棄物関連の業務を総合的な環境施策

として位置付けて取り組むため、環境部に「廃棄物対策課」を新設

○平成 18年 10月 1日 :中核市移行

・健康福祉部内に「青森市保健所」を開設

◆中核市移行に伴う人材の確保 (基本的な考え方 )

○中核市移行による業務量の増に伴う必要人員については、各部局において事務事

業や組織機構の見直 しにより生み出 し、原則として新たな採用はせず庁内から調

達

○医療職等 (保健師、獣医師、薬剤師、臨床検査技師等)については新規採用補充

○中核市移行によるスムーズな事務執行を可能とするため、移行前に事務担当職員

を県へ派遣 (17名)するとともに、移行後一定期 FB5、 県職員の派遣 (11名 )

を受ける

(2)保健所の設置について

◆保健所設置までの経緯 :
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○

○平成 17年 9月 :青森県と保健所設置に関する協議開始

○  ′′  11月 :総務部自治体経営課に中核市移行準備室を設置

○  ノノ  12月 :市職員 4名 (事務 1名、薬斉」師 1名、保健師 2名)を県ヘ

派遣

○平成 18年 1月 :市職員 2名 (臨床検査技師 1名、化学技師 1名 )を県へ派

遣

4月 :県東地方保健所庁舎の一部を借り上げ、保健所開備事務所を

設置。同時に市職員 7名 (薬剤師 3名、イヒ学技師 1名、農

林技師 1名、臨床検査技師 1名、診療放射線技師 1名)を

県へ派遣

※結核業務については、他の中核市でも医師会等へ委託 してい

る事例が多く、青森市も現時点で診療放射線技師はいない。

10月 :青森市保健所開設 (健康福祉部 )。 県への派遣者 13名が市ヘ

戻る。県から市へ職員 10名 (譲医師 3名、薬剤師 3名、保

健師 3名、臨床検査技師 1名 )派遣

※この段階で、青森市としては、読医師の確保に苦労 した。

9月 :県から市への派遣職員 9名、派遣期 FB5終了

3月 :県から市への派遣職員 1名、派遣期間終了

3月 :市健康i曽進センター敷地へ保健所移転予定

○平成 19年
○平成 20年
○平成 23年

◆質疑応答 (Q&A):
Q:県保健所の一部を借り上げしているということであるが、無償なのか

∧ :有償である。県の行政財産使用規程に基づき、年F8046万 円程度で、かなり安

く借りている。施設自体が昭不□43年に建設されたもので、かなり老朽化 して

いるため、健康増進センター (元気プラザ)敷地へ別館として建設中であり、

3月 に現施設から移転する予定である。

Q: 薬剤師あるいは獣医等は、もともと市の職員か、民間からの採用か

∧ :平成 17年開設に前に派遣 した人はすべて市職員である。

Q:中 核市移行に伴 つて、事務の移譲だけでなく財源の移譲もあったかと思うが、

市の持ち出 しや負担等、どうだつたか

∧ :交付税はすごく増えるが、内訳が明確ではないので、整理 しに<い部分がある。

一般的には、中核市移行に伴つて 7憶 5,OOO万円程度が支出で、10数億円

の歳入があるというlS~、 うに対外的には説明してきている。

Q:移行に向けた準備期間の短さにびつくりしているが、移譲された事務件数はど

の程度だつたのか

∧ :業務でいうと 2,OOOを超えていた。移行準備期間は全国でもたぶん最短だと

悪う。通常は 2～ 3年だと目う。確かに驚異的かもしれないが、中核市につい

ては、浪岡市との合併前から、並行 して検討 してきた経緯はある。

Q:中核市移行のメインは保健所だと思うが、保健所の準備期FB5も 1年ちょつとだ

つたのか
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A:保健所の開設は確かに大変であつたが、ただ、青森市保健所が他と多少違うと

ころがあるとすれば、法定で義務付けられた最低減の移譲 しか受けていないと

いうところかもしれない。県単独事務で移譲を受けたものは非常に少ない。ま

た、法令で受けなければならないとされていないものは受けていない。それで、

県としてはその後、市に移管 したいという話が来ており、まだ協議すべき部分

が多少残つている。

Q:県 と市の保健所で業務分担 しているところがあるか

∧ :たとえば、難病の相談等は市の保健所で受けているが、実際に特定疾憲として

給付を受けるのはまだ県の保健所で行つている。また、診療所の許可や監視は

市の保健所でやるが、病院は県でやつている。診療所の監視は薬斉」師等でもで

きるが、病院の監視は、医師が立ち会わないといけないし、時間的にもかなり

大変で、現在の青森市保健所の状況では難 しい。

はつきり言えば、短い期間で解決 しないといけなかつたため、最低限はまず受

けま しょう、それを超えた部分に関 しては協議の上で、ということであつた。

Q:市民サービスという面ではどうか

∧ :来庁者の多くは食品の許可申請等、日に 10～ 20程度で、業者が多い。一番

多いのは保健所から出向いたり、電話相談等で、そういう意味では市民の不便

は特にないと思う。むしろ、市の保健所と健康増進センター業務が一緒になる

ことによって、市民の利便性が高<なつたと考えている。

Q:青森市も平成 18年 10月 1日、年度途中で中核市に移行 しているが、理由は

人□要件か

∧ :正確ではないが、平成 17年度の国勢調査の結果を踏まえてということもあつ

た。また、準備の段階で年度当初というよりも 10月以降のほうがスムーズに

いくとの考えもあつたとか日う。

Q:獣医師の確保が難 しいということであったが

∧ :現在 2名採用 しているが、まず採用試験での応募が少ない。必要な時にすぐ集

まればいいが、難 しい状況である。

Q:保健所の所長は ドクター (医師)か
A:保健所の所長は通常医師である。医師でなくても、特別にそういう矢□識がある

とか、研修を受ければ所長になれるが、全国の保健所で医師ではない保健所長

のいる保健所はないと思う。青森市保健所の現所長は、平成 18年 3月まで国

立弘前病院で麻酔科の課長として勤務をしていたが、定年退職になり、当初の

本人との約束では 5年間の期限付きでの採用であり、今年 3月で 5年の期限が

切れるが、後任者が見つからず 1年づつ延長 していただくことをお願いしてい

る。

Q:所長の人材確保が厳 しいと問いているが貴市の状況はどうか

A:行政に入つてくる医師自体が 1,000人に 1人 <らいと聞いている。ホームペ

ージ等を見てもいろんなところで募集をかけているが、なかなか応募 してくれ

る人がいないのが現状である。県自体も、行政の医師の確保が難 し<、 2カ所

の保健所長を兼務 しているところもある。秋田県では病院の ドクター、たとえ
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Ｑ

∧

ば副委員長級の方を期限付きで保健所長になってもらい、2年程度で□―テー

シ∃ンをしていたという話も聞いたことがる。

:面積が那覇市の約20倍以上あるので、ごみの量も多いと思うが、環境部の清

掃管理課の中に清掃施設準備室があるのは、現在2カ所の焼却炉を増やす計画

があるのか

:まったくの逆で、現在の2つの焼去]炉が非常に老朽イヒしており、集約して新し

い焼却炉を1つ建設する計画である。ごみの量としては、ごみ減量化が進んで

おり、年々減つてきている。

:移行後の業務量に対する職員の状況はどうなのか

:合併を経て、平成18年に集中改革プランという職員削減の計画を策定した。

中核市移行に係る増員については、薬剤師等の専門職以外は、業務の見直し、

指定管理者制度の導入等で減になった分をあてがい、現在の職員の数の中で対

応するということで、実際にはどんどん減になっていった。机上の計算ではう

まく納まることになつていたが、実際にはなかなか計画通りにはうまくいかな

くて、さまざまなところで、再任用を活用したり、臨時職員で対応をしたり、

財政の厳しい状況で、職員の肖」減のなか、何とかやつてきている状況である。

:保健所長の役所内での位置付けについて、議会笞弁もあるのか

:所長は部長相当級の職員であるが、議会笞弁は行つていない。副所長も部長級

の職員がなつており、健康福祉部の職員が兼務しているので、その健康福祉部

職員が保健所関係の議会答弁をやつている。

:保健所施設は新設するのか、健康増進センターに増築するのか

:現在、青森市保健所は保健予防課、生活衛生課、健康づ<り推進課の3課体制

となつており、健康増進センター (元気プラザ)の中に健康づ<り推進課が既

に入つているが、今後保健予防課もそこへ入居する予定である。また、健康増

進センター (元気プラザ)は妊婦や子供の出入りが激しいため、保健所に特化

した感染症、エイズ、動物関係等の検査室関係は別棟にすべきとの意見があり、

現在建設中の別棟へ生活衛生課や理化学検査室、微生物検査室、エイズ検査室

等が入居を予定している。

Ｑ

∧

Ｑ

∧

※入手資料等 (別添参照)

①中核市移行に向けた組織体制の変遷

②青森市中核市移行に伴う機構改革 (参考資料)

③青森市保健所の沿革

④青森市保健所の沿革概要

⑤議会要覧 (平成22年度版)

⑥広報あおもり (平成 18年 9月 15日、中核市移行特集号写し)

-11-



青森市視察状況 (2日目)

0東 地方保健′″→

第 ■ 姜 書森市保障所

青森市保健所

青森市保健所 青森市保健所
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3.柏市 (中核市移行年度 :平成 20年 4月 )

面積 :114.90k耐
人□ :404,983人 (平成 23年 3月 1日現在 )

(1)中核市移行について

◆中核市移行までの経緯 :

○平成 16年  3月 :合併協議会 (旧柏市 。旧沼南町)にて、中核市移行 (合併協

定項目)を目指すことが77K認される。

○  ′′   5月 :新市建設計画に中核市移行を目指すことが位置付けられる。

○平成 17年 3月 :旧柏市及び旧沼南町が合併 し、新「柏市」が誕生する。

○  ′′   4月 :企画部内に中核市準備室、保健福祉部内に保健所準備室を設

置する。

○  ′′   6月 :市長が市議会総括質問にて、中核市移行時期について、平成

20年 4月 を目途とする旨を表明する。

○平成 18年  4月 :柏市第四次総合計画「中期基本計画」に、自立都市実現を目

指す取組として、中核市移行が位置付けられる。

第 1回千葉県・柏市中核市移行準備連絡会議を開催 し、事務

事業の移譲にあたつての基本的な考え方、スケジュールにつ

いて協議する。

○  ′ノ   7月 :第 1回千葉県・柏市中核市移行準備連絡協議会の調整部会を

開催 し、県から県甲府幾支部を除<分野の移譲事務の内容が

提示される

○  ′ノ   8月 :県から健康福祉分野の移譲事務の内容が提示される。

○  ′ノ   9月 :訳医師 2名、薬斉」師 3名を採用 し、 10月から県関係部署ヘ

派遣する。

○  ノ′  12月 :県及び市において、保健所政令市移行に伴う厚生労働省との

事前相談を実施する。

○平成 19年  1月 :県及び市において、中核市移行に伴う総務省との事前相談を

実施する。

○  ノノ   2月 :県及び市において、保健所政令市 。中核市移行に伴う厚生労

働省及び総務省のヒアリングを受ける。

○  ′′   3月 :中核市移行に関する調査特別委員会が設置される。

○  ′′   4月 :保健所政令市への移行を円滑に進めるため、野医師 2名、薬

剤師 1名、精神保健福祉± 1名、保健師 1名 を採用する。ま

た、市職員 21名 を県関係部署に派遣するとともに、県から

獣医師 1名 と薬斉」師 1名が市へ派遣される。

○  ノノ   5月 :第 4回千葉県・柏市中核市移行準備連絡会議を開催 し、支援

措置要望事項について協議する。

○  ′′   6月 :第 2固定例会で「中核市指定の申出」議案を上程、可決 (賛
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成多数 )、 市から県へ同意の申し入れを行つた。

○  ノノ   9月 :県において、 9月定lyj会で「中核市指定の申出の同意」議案

を上程、可決する。

○  ′ノ  10月 :県から市に対 し、中核市指定の申出についての同意が通矢□さ

れる。

市から総務大臣に対 し、「中核市指定の申出」を行う。

中核市の啓発用リーフレット作成、町会を通 じて全戸配布。

○  ′′  11月 :平成 19年 11月 21日付けで「中核市の指定に関する政令」

が公布される

○  ノノ  12月 :第 4固定 15」 会で「中核市移行関連条例」議案を上程、可決。

○平成20年 3月 :第 5回千葉県・柏市中核市移行準備連絡協議会を開催 し、移

譲事務に係る最終確認と事務引継書 (案 )について協議する。

第 1固定 lp」会で「中核市移行関連条例」議案を上程、可決。

千葉県と柏市間において、事務ヨ1継書の調印をする(27日 )。

○  ノノ   4月 :中核市へ移行、柏市保健所の開設。

◆中核市への移譲事務の概要 :

○法定移譲分 2,371項目、その他移譲分 (千葉県が独自に実施 している事務等 )

484項目、合計 2,801項目の事務移譲を受けた。

法定分 (項目) その他分 (項目) 合計

1.民生行政 462 27 489

2.保健衛生 328 52 380

3.環境行政 256 75 331

4.都市計画・建設行政 646 ○ 646

5。 産業・経済行政 46 ○ 46

6.文教行政 ○

7。 その他 6 ○ 6

8。 保健所政令市 562 330 892

計 2,317 484 2:801

◆中核市移行に伴う財源影響額 :_

○平成 20年度当初予算における経費として

①法定移譲分

区分 主な事業 影響額 (千円)

民生行政
生活保護扶助費、児童福祉施設等運営事業、

母子寡婦福祉資金貸付事業等
426,234

保健衛生行政
小児慢性特定疾患治療研究事業、不妊治療

医療費助成、食品衛生指導等
350,428
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環境行政 産業廃棄物適正指導、ダイオキシン測定等 23,416

都市計画行政 屋外広告物事業、開発審査会等 945

産業経済行政 計量事務 9,973

教育行政 県費教職員の研修 2,561

合 計 813,557

②その他分

区分 主な事業 影響額 (千円)

民生行政 在宅重度知的障害者福祉手当給付事業等 94,234

保健衛生行政 野大等の捕獲及び抑留等 2851

環境行政 産業廃棄物収集運搬車両の標章等 359

合 計 97,444

③包括外部監査委託

・17,783千円

④人件費 (常勤職員60名分)

・524,OOO=F円

⑤その他 (中核市市長会等)

・730千円

※財政影響額 :①+②+③+④+⑤=1,453,514千円

※基準財政需要額増加分 (平成20年度):2,500,○○○千円

◆中核市移行によるメリット :_

○これまで、県が行つていた市民生活に身近な福祉や保健衛生、環境、都市計画等

多<の事務権限が県から市に移譲されることから、市の自主的・主体的な判断の

中で取り組める事務の範囲が拡大し、市民に身近な行政として、よリー層市民の

声が反映された行政が実現する。その主な効果として

①行政サービスに効率化
。これまで、市の窓□で申請を受け県が認定していた身体障害者手帳の発行な

どの県と市が二元的に行つていた事務を市が一括して行うことになり事務

処理のスピードアップが図られる (※ これまで身体障害者手帳の発行には

90日程度かかつていたが、中核市移行後は 60日程度で発行できるように

なつた)。

②きめ細かな行政サービスの提供

・産業廃棄物の不法投棄対策に関して不法投棄があつた場合に、より迅速に対

応することが可能となる。

・市が直接身体障害者相談員を委託したり、母子相談員を配置することができ

ることにより、より密接な連携が可能となり、きめ細かな対応が行えるよう

になる。

③独自のまちづ<り の展開

・屋タト広告物の規制に関する事務が移譲されたことにより、きめ細かなパ トロ

ールを行うことができ景観保持に寄与することになる。
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・都市計画に関する事務が移譲されることにより、地 i或の実情に応 じた独自の

まちづくりを展開 していくことが可能になる。

④独自の保健所により総合的な保健行政の展開

・市が保健所を設置することにより、これまで県と市が分担 して取り組んでき

た母子福祉保健事業の各種検診・指導・相談等の各種サービスが―元化 し、

これまで以上に効率的で市民ニーズを反映 したきめ細やかな行政サービス

の提供が可能となる。

・医療機関等への監視指導の実施により、市民が安心 して受診できる医療供給

体制の確保が図られる。

⑤その他

。中核市に移行することにより、政令指定都市に準 じた都市と位置付けられ、

交流人□の上曽加や企業立地の促進など、市全体の活性化や地域経済の振興に

つながる波及効果が期待される。

・さらに、中核市に移行することにより、国との折衝が多くなり職員の資質の

向上や意識改革につながる。

◆中核市移行によるデメリット :

○財政面について (デメリットではなく懸案事項として )

。中核市に移行すると、中核市の財源は地方交付税の基準財政需要額の中で措

置されるが、柏市は地方交付税不交付団体であつたため、中核市移行に伴う

財源影響額約 15億円 (試算)は自主財源での対応となる。中核市移行のデ

メリットというわけではないが、財源影響額については地方交付税の中で導

入するのではなく、地方独自の財源として目に見える形で措置 してもらわな

いと、議会や住民の理解はなかなか得に<い。

(2)保健所の設置について

◆保健所設置までの経緯 :

○平成 7年    :千 葉県から保健所設置を打診される

○平成 16年  5月 :旧柏市 。旧沼南町による市町合併を想定 し、新市建設計画を

策定。その中で「豊かな水と緑に囲まれ、多様性に満ちた活

力ある、れる中核市」と目標設定。合併後早い時期に「中核市」

移行を目指すことが77K認

○平成 17年 3月 :旧柏市・旧沼南町による市町合併

○  ′ノ   4月 :保健福祉部保健福祉総務課内に保健所準備室を設置 (6名体

市」)

千葉県庁及び千葉県柏保健福祉センター (柏保健所)に職員

各 1名を研修生として派遣

○平成 18年 3月 :柏市地上或保健構想を策定

○  ノノ   4月 :保健所準備室を保健所準備課に組織改正 (12名体制 )

千葉県から職員 1名の派遣を受入

千葉県柏健康福祉センター (柏保健所)への研修派遣職員を
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6名に増員

千葉県・柏市中核市移行準備連絡協議会及び下部組織の保健

所設置準備部会を設置

○  ′ノ   9月 :保健所準備課の職員を1曽員 (17名体制 )

○  ′′  10月 :千葉県柏健康福祉センター (柏保健所)への研修派遣職員を

11名 に1曽員

○平成 19年  2月 :総務省移譲事務事前ヒアリング

厚生労働省移譲事務事前ヒアリング

○  ′′   4月 :保健所準備課の職員を増員 (26名体制 )

千葉県からの派遣職員を 1名 1曽員

千葉県動物愛護センター東葛飾支所に職員 1名を研修生とし

て派遣

千葉県柏健康福祉センター (柏保健所)への研修職員を 17
名に増員

○  ノ′   6月 :市議会で中核市指定の申出を決議

○  ノ′   7月 :千葉県議会で中核市指定の同意を決議

○  ノノ  10月 :市長/DNら 総務大臣に中核市指定の申出

○  ′′  11月 :閣議決定 。中核市指定に関する政令の公布

○平成 20年 3月 :千葉県矢□事から市長に事務∃|き継ぎ (事務引継書に調印)

柏市保健所施設として使用するため、千葉県柏健康福祉セン

ター (柏保健所)の施設を改修

保健所敷地内に動物一時預かり施設を設置

○  ノノ   4月 :中核市に移行、保健所を設置 (110名 体制)

旧千葉県柏健康福祉センター (柏保健所)の施設を借用 して

保健所業務を開始

○  ′′   7月 :医療安全相談窓□を設置

○平成 22年  1月 :柏市柏下65番地 1に「総含保健医療福祉施設 (ウ ェルネス

柏 )」 竣工

○  ノ′   4月 :柏保健所が部へ昇格

「総含保健医療福祉施設 (ウ ェルネス柏 )」 へ移転

◆柏市総含保健医療福祉施設 (ウ ェルネス柏)に係る経緯 :

○平成9010年 度 :保健・医療施設のあり方に関する基礎調査

(医療施設調査及び市民意識調査を実施)

○平成 11年度   :基 本構想策定

○平成 12年度   :基 本計画策定

○平成 13年度   :本白市第四次総合計画

(総合保健医療福祉施設の整備を位置付け)

基本設計策定

○平成 14年度   :用 地取得

○平成 15年度   :PFI導 入可能性調査
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(民間資金の活用による
/AN共

施設の整備手法)

○平成 16年度   :新 市建設計画

(旧柏市 。旧沼南町合併に伴い総合施設を位置付け)

柏市地域健康福祉計画策定

(総含施設を重点プロジェク トに位置付け)

○平成 17年度   :整 備手法をPFIか ら従来方式へ変更

○平成 18019年 度 :基本設計、実施設計

○平成20年度   :工 事発注

○平成 21年度   :愛 称募集 (『 ウェルネス柏』に決定)

施設竣工

○平成22年度   :4月 開所

◆ウェルネス柏 :施設概要 :

①敷地面積 :7,259.82ぽ
②構造・階数 :鉄筋コンクリート5階建て

③建築面積 :3,354.81雨
④延床面積 :9,920.57面 (約 1/3が保健所部分)

⑤総工費  :約 33億円

◆ウェルネス柏 :施設内機能 :

①保健所部門

・健康診断、検査、相談、健康1曽進他機能

②医療サービス部門

・夜間急病診療、特殊歯科診療、薬局機能

③福祉サービス部門

・地1或生活支援センター

(子ども、障害者、高齢者などを対象とした福社の総合相談窓□)

。こども発達センター

(知的障害児通園施設機能、肢体不自由児通園施設機能、言語指導機能)

④総合サービス部門

・総合相談、情報提供、団体活動支援機能

⑤管理部門

・施設内各部P]の管理調整機能

◆中核市移行に伴い保健所の設置による効果及び課題 :

○効果

①国と直接情報交換が可能となつたため、国から提供される情報量が増え、伝達

速度が向上した。

②住民に身近な幅広い業務を担うことにより、市民の利便性の向上が図られる。

③健康危機管理事案への対処を通じて行政内部の危機管理意識が向上した。

○課題

①保健所業務に関する市職員の育成・配置(千葉県から職員の派遣を受けながら、

計画的に職員の確保と人材の育成を行つているところである)。
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②医師の確保が難しい。

◆質疑応答 (Q&∧ ):

Q:産業廃棄物の取り締まり等への対応について

∧ :県警から1名来てもらつて対応している。

Q:他都市でも共通して医師の確保が厳しいということであるが、保健所の総務企

画課の医師の資格を持つた職員の業務内容について

∧ :感染症の告矢□等、通常の医者の業務プラス医療監視業務、診療所ではなく病院

の監視業務に携わつている。

Q:平成 18年策定の地域保健構想の役害」について

∧ :今後の柏市として、保健所機能を活かしてどのような保健衛生業務を行うか、

各年度について、保健所の5カ年分の計画を立てたものである。平成18年 3
月には策定していたので、中核市移行に伴う保健所の組織体制等細かい点は述

べていない。

※ウェルネス柏 施設見学

※入手資料等 (別添参照)

①新たなステージヘ ー自立都市かしわ―(平成20年 4月)(中核市ガイドブック)

②柏市保健所の概要

③ウェルネス柏 施設概要

④柏市第四次総合計画 中期基本計画 (概要版)

⑤議会要覧 (平成22年度版)
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柏市視察状況 (3日 目)

r~~ず Iギ
~
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4。 岡崎市 (中核市移行年度 :平成 15年 4月 )

面積 :387.24k雨

人□ :376,467人 (平成 23年 3月 1日現在)

(1)議会改革に関することについて

◆岡崎市議会基本条例制定の目的と経緯 :

○ 議会基本条例制定の目的として、

① 地方分権一括法に基づ<地方分権のB寺代に相応 しい議会としての改革を進め

るため、まず、議会基本条 lp」 を制定 し、それを集大成として改革の礎とする。

② 議会活動とは、どういう目的で、どういうことをやるのか住民へ理解 しても

らい、住民の信頼を回復 し、議会の存在意義を改めて理解 してもらうきつかけ

とする。

○ 平成 20年 11月 臨時会において「議会基本条lpj設置特局」委員会」を設置 し、

委員会において、条lyjについての調査・協議を重ねる (計 13回 )とともに、パ

ブリックコメン トも実施 し、条 lp」案を制定 した。

その後、全員協議会における最終確認を行い、平成21年 11月臨時会におい

て、特冒」委員会提出による条lpj議案を上程、可決 した。

○ 条例制定に対する市民意見の把握について

。平成 21年 8月 3日 ～ 9月 3日 までパブリックコメン トを実施。議会だより 。

市政情報センター・ホームページ・議事課にて条例案を掲示・配布 し、郵送・

巨メール・フアックス・直接持参により意見を受け取る。

・ 11人から43件 (実質27件)の意見の提出があり議会基本条例設置特別委

員会で協議 した。

○ 議会の基本的なあり方を定めたもので、会議規貝」、委員会条例をはじめとした

本市議会における各種取り決めの頂点 (最高規範)となるべきもの (理念や活動

原貝」を定めた「基本条 lpJ」 であり、個々の具体的な活動内容について規定 したも

のではない)。

今後は、本条lpjの趣旨に沿った活動を行うことにより議会の活性化を図つてい

くが、具体的な活動については、規貝」、要綱、申し合わせなど、他の取り決めに

基づき実施 していく。

◆議会基本条例制定後の議会の取り組み :

○ 本条例の目的が達成されているか常に検証 し、必要に応 じて見直 しを行う。少

な<とも年 1回以上議会運営委員会において検証する。

○ 平成 21年 11月 に防災基本条例設置特局」委員会を設置 した。

◆議会基本条例制定による効果 (現在の取り組み等):

○ 議員が市民への議会活動の説明を充実させることとした。

○ 一般質問での一問一笞方式の採用など、議会をわかりやす <するよう議会改革

が進んできた。

○ 議員の意識が変わり政策立案、提言などについて研究を始めた。
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○ 議会基本条 lp」 の議会 。議員情報発信規定に基づ<会派、議員活動報告調査票を

議長あて提出するとともに、議員の活動を活発化するようにした。

◆今後の課題 :

○ 附属機関の設置、自由討議の保障、政策討論会、出前講座、交流連携の推進、

議決事件の拡大など、今後の課題としたものの取り扱い。

○ 議会の充実と政策立案等について協議 していく予定。

◆議会基本条例以外の議会改革について :

○ ―間一笞方式の採用 (議会運営委員会において決定)。 ①一間一答方式のみで行

う、②―括質問―括答弁 。一間―答併用方式、③一括質問―括答弁方式 (従来方

式)の 3種類の中から選択する方法となつている。

○ 一般質問において反間できることとした。

○ 理事者倶」に向かつた新質問席を設置。後ろの傍聴席から議員の顔、表情が見え

るように正面の議場モニターに質問 している映像を映す。

◆質疑応答 (Q&A):
Q:一 Po3-答方式の採用において、3種類からの選択制となつているがこれまでの

実績としてどちらが多いのか

∧ :平均 20人が一般質問をすると、一括質問は4人程度で、残りが半々程度とな

っている。

Q:一間一答方式を採用 しての評価について

∧ :傍聴者やケーブルテレビの視聴者から、わかりやすい、また議論が進むと好評

である。 しか し、その分、逆に細かくなり、通告段階で事前のヒアリングを行

つているが、 3回 日、 4回 目の再質問に理事者が対応できなくなる場面も出て

きている。そのため、理事者が 2回同じ笞弁をした場合、 3回 目は同じ質問を

しないという取り決めをしている。

Q:反間権の事例について

∧ :実際には制定 したが、やはり使用は難 しい。一間―笞方式を採用 した場合に反

間することができるという規定になつているが、市長以外はなかな/Dh反間でき

ない、部長としてはできない状況である。制定後間もなく、市長が一度反問 し

たが、相手がたまたま一括質問の議員への反間であつたため、議長に止められ

て しまい、それ以降は市長も使つていない。

Q:議会基本条例第 3条において、本条例が議会における最高規範である表現につ

いて、通常最高規範は憲法を指すと理解 しているが、何か議論はなかつたか、

また、あえてこの表現を使つた理由について

A:確かに非常に問題になつた。 しか し、議会の中の条例規則の中では、この基本

条例が最高規範であり、それを規範として規定するという意味ではなく、規範

というものを理念として考えるという意味で採用 した。基本条 lp」 の冊子の中の

体系図では、日本国憲法、地方自治法に基づく基本条 15」であるという形で位置

付けている。

Q:第 18条の政策立案等について、具体的にどのような政策立案をしているのか

A:現在、防災基本条例設置特別委員会を設置 し、議員立法による防災基本条例の
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制定を予定 している。

(2)保健所の設置 (岡崎げんき館)について

◆岡崎げんき館 :運営体制 :

○ 岡崎げんき館は岡崎市が整備する公共施設であるが、岡崎市で初めての「PF
I(プライベート・ファイナンス・イニシアテイブ)手法」と「指定管理者制度」

とを用いて、民間事業者である「岡崎げんき館マネジメント株式会社」が施設の

維持管理・運営を行つている。

○ 岡崎げんき館は岡崎市、岡崎げんき館マネジメント株式会社、岡崎げんき館市

民会議の三者で運営され、岡崎げんき館運営協議会を構成している。

◆岡崎げんき館 :施設概要 :_

①敷地面積 :13,263.56耐
②構造・階数 :(既設棟)鉄骨鉄筋コンクリート3階建て (一部4階 )

(新設棟)鉄筋コンクリート造一部鉄骨造3階建て

③延床面積 :7,563.25面 (既設 3,281.01耐含む)

④総工費  :約 112億円 (うち施設整備費約 32億円)

※25年間の害」賦手数料含む

補助事業 (安lb安全な学校づくり交付金、まちづ<り交付金 (十王・

若宮地区)を活用)

⑤事業年度 :平成18年 11月 16日 着工

平成20年  1月 31日 竣工

平成20年  3月  1日 開館

◆岡崎げんき館 :施設内機能 :

①保健衛生ゾーン (岡崎市保健所)

・保健所事務所、相談室、子供検診コーす―、保健コーナー。X線撮影室

②健康づ<リ ゾーン

・健康増進プール、リラクゼーションプール、屋外ジャグジー、スタジオ、 トレ

ーニングルーム、ヘルスチェックコーす―、リラクゼーションルーム健康広場、

健康回廊、功]琲亭「はんなり」、ショップ (健康サービスステーション)

③子供育成ゾーン

・プレイルーム、プレイホール、利用者向け一時託児コーす―、病後期一時託児

コーす―、子ども相談コーす―、子ども広場

④市民交流ゾーン

・情報ライブラリー、市民ギャラリー、市民活動室・禾□室、調理実習室、多目的

室、総合受付、講堂

※岡崎げんき館施設見学
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※入手資料等 (別添参照)

①岡崎市議会基本条例について

②岡崎市げんき館施設概要バンフ

③岡崎げんき館 事業検討の経緯と業務の目的

④岡崎げんき館 利用者人数報告書 (平成21年度)

⑤議会要覧 (平成22年度版)

⑥岡崎げんき館オープン記念D∨ D(平成20年 3月 1日 )
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岡崎市視察状況 (4日 目)

岡崎市議会 柴田泉議長

岡崎げんき館

¶ 暉
r‐辟

岡崎市役所庁舎
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5.岐阜市 (中核市移行年度 :平成 8年 4月 )

面積 :202.89kぶ

人□ :420,034(平 成 23年 3月 1日現在)

(1)中核市市長会の取り組みについて

◆中核市市長会とは :

○ 中核市で組織する「中核市連絡会」は中核市制度発足から 10年目となる平成

17年、「中核市サミット2005 in豊橋」の開催を契機に、「中核市市長会」と

して新たなスター トを切つた。

中核市は住民にもっとも身近な基礎自治体として、与えられた権限を活か し住

民の生活に密着 した行政サービスを行う一方で、地上或の拠点都市にバ、さわ しい都

市づくりに取り組むなど、真の地方分権型社会の実現を目指 している。

中核市市長会では、地方分権に係る中核市共通の課題に対応するため、組織の

役害」を市長協議に重点化するとともに、平成 18年からはプロジェク ト方式で分

野毎の課題について検討を進めている。

そ して、国等に対 し、中核市からの政策提案や意見表明を―層充実させてい <。

◆中核市市長会の組織 :

○ 現在、中核市40市、中核市候補市 7市、計47市で構成。

会長 :岐阜市長、冨」会長 :宮崎市長・豊橋市長、監事 :横須賀市長・福山市長、

、顧間 :長崎市長で構成する (事務局 :岐阜市 )。

◆経緯 :

○平成 7年以前  :「中核市制度研究都市連絡協議会」(候補市による連携の場 )

○平成 7年    :地 方分権推進法の設立 (「中核市制度」施行)

○平成 8年  5月 :「中核市連絡会」設立総会

○平成 12年    :地 方分権一括法の施行

・機関委任事務制度の廃止

。事務権限の一部移譲

○平成 17年 11月 :「中核市市長会」へ組織変更

・市長同上の協議に重点を置く

・プロジェクトによる機動的な政策立案・提言

※平成 8年 :「中核市サミット&地万分権シンポジウム in堺」

～ 平成22年 :「中核市サミット201 0 in郡 山」

各市持ち回りで、毎年「中核市サミット」を開催

◆中核市固有の課題 :

①事務権限の移譲

≪現状 ≫

。同一事務でも、一部の決定・執行権限が県に留保

・事務権限移譲が部分的であ り、責任ある迅速な対応に不安

≪課題 ≫
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・包括的な事務権限の移譲

。二重行政の解消、役害」分担の明確化

≪解決策≫

・役害」分担に基づいた、包括的な事務権限移譲が必要

(lp」 :県費負担教職員の任免、定数、学級編制、給与負担に係る権限)

②確実な財源措置

≪現状 ≫

。中核市移行により、地方交付税算出根拠の補正係数がアップ

≪課題≫

・交付税不交付団体は交付税による恩恵がない

。交付団体も、移譲された事務に係る歳出額によっては、財政的メリットが薄い

。都道府県からの補助金等も肖」減

≪解決策≫

。地万交付税以外の安定した財政措置の獲得が必要

(ly」 :市県民税における、県と市の配分見直し)

③都市制度のあり方

≪現状≫

。都市部の中核市は、近郊に複数の政令指定都市、中核市、特 lp」 市が存在

≪課題≫

。中核市であることによる周辺都市、地上或活性化への影響が薄い

。中核市指定要件は緩和されてきているが、都市部での移行は進んでいない

(地方と都市部で中核市の果たすべき役害」に差がある)

≪解決策≫

。
1平来の都市制度の在り方についての検討が必要

(lpj:自 治体構造、自治体間連携、道llll制の検討 )

◆中核市市長会のレベルアップのために :

①ソフト事業 (活動内容)の検討事項

・サミットの見直し

・ホームページの充実
。全国市長会等との連携強化

・提言に至る体制強化

②現在の事務局体制 (会長市持ち回り)の問題点

・会長市に重い負担

・専任職員の不在
。会長市の事情が活動に影響

・課題の先送りの懸念
。他団体との連携が困難

※ これに対し、指定都市市長会の体制は、事務局 10名 (総務・広報G:3名、

税制 。財政G:4名、企画G:3名 )となつており、専門分野毎の関係課長会議

を開催 (課題の顕在化と共有化、より実践的な提言の発言、各市職員のスキルア
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ップ)

※ 中核市市長会のレベルアップのため、事務局体制とソフト事業の見直しが必要

◆平成23年度より、東京に事務所を設置 (体制と効果):

≪体制≫

①事務局はこれまで通り会長市に置く

②独自に東京に事務所を借り上げ、職員を3名配置

③派遣する職員は、会長市のほか、役員市または派遣を希望する市の職員とする

④これまで会長市が行つていた業務を、主に東京事務所で行う

⑤会長市は、重要案件の決定や会長の意向の反映、調整を行う

≪効果 (メ リット)≫

①持ち回りによる事務局体制の問題が解消

②固定された専任職員

・活動の安定化と新たな事業展開が可能に

③各市から職員を派遣

⇒会長市の負担軽減、負担の均等化、各市が運営に関わる機会を設ける、職員

のスキルアップ

④東京に事務所を設置

⇒他団体等からの情報収集、連携にメリット、国政の動きを素早<、 正確にキ

ャッチ、より効果的な提言活動が可能に、政府、省庁等への存在感おアップ

◆質疑応答 (Q&∧ ):

Q:中核市移行に伴い保健所を設置することとなるが、どれほどのメリットがある

のか

∧ :本市はもともと保健所政令市であつたので、その差がなかなか見えに<いとこ

ろではあるが、保健行政と予防行政を一体的にやつていこうという部分では、

保健所が自分の機関の中にあるということは大きな意味があると思う。

昨年の新型インフルエンザの対応については、本市保健所を所管する健康部は

大変であつたと悪うが、市民からすれば県よりも市にあるほうが、より身近な

保健所、身近な相談先ではないかと思う。

特に、予防が重視されるような時代になつてきており、一体的な行政が進めら

れると思う。

Q:中核市市長会はあるが、議会関係はないか

A:中核市議長会がある。また、教育長の集まりのようなものもある。

Q:中核市市長会は任意団体で加入義務はないと思うが、中核市になつても市長会

へ入らないという場合もあるのか

∧ :それはないです。

Q:平成23年度から東京事務所を設置するということであるが、運営はどのよう

に行うのか

∧ :現在、会長市に事務局として事務長、課長、職員の3人を配置し運営している

が、東京事務所を設置した場合、東京事務所長を会長市から派遣し、役員市ま

たは希望市から職員を計2人派遣して、合計3人体制を予定している。
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現在、各市 30万円の負担金で運営 しているが、当面同額での運営を予定 して

おり、人件費については、派遣市で負担するということを考えている。

Q:地域主権改革について、民主党政権になつて、人□ 30万都市へ事務権限と財

源移譲の話があり、中核市がそれに該当すると思うが、政府として具体的な動

きがあるのか

A:都市制度のあり方については、総務省の地方行財政検討会議の中で、どういう

制度がいいのか、まず根本の部分の議論がされている段階であり、今のところ

具体的な動きはない。

Q:中核市固有の課題の中で、事務権限の移譲がうまくいつていない部分があると

いうことであつたが、どういつた理由なのか

∧ :同一の事務でも一部の決定 。執行権が県に留保されており、実務は市で行つた

としても、最終的な判断は県になっているとか、教員関係では主体はやはり県

であり、市に任命権はないといつた部分がある。地 1或主権戦略大綱でも見直 し

の動きがあるが、まだ進んでいない状況である。

来る 2月 に総務大臣との懇談会を予定 しており、これら中核市固有の問題も提

案 していきたいと考えている。

Q:中核市移行後の財源の問題についての政府の見解はどのようになつているのか、

またプロジェクト等で研究 。取りまとめた政策提言等について、成果を上げた

ものはあるか

∧ :まず、成果というものについては、なかなか難しい。プロジェクトの大きな課

題というものは、もともと中核市が持つている課題だと考えており、すぐに変

わるようなものではないと思つている。それぞれの課題について研究をし、提

言をし続けていかなければならないと考えている。

また、財源のFo5題については、地方交付税算出根拠の補正係数や市県民税にお

ける市と県の配分の見直し等、中核市固有の問題について提言しているが、な

かなか進んではいない (具体的な回答はない)。

Q: 中核市移行後、または準備している市からの問い合わせ等について、どのよ

うなFo5い含わせが多いのか

A:や はり、一番心配な保健所設置の問題が多いと思う。あと、財政面で、交付税

についての問い合わせが多い。

Q:各中核市が保健所長となる医師の人材確保で苦労しているが、中核市市長会と

して、医師会等を通して斡旋等事務的なサポートをしているのか。

A:特にしていない。各市で対応している。

※入手資料等 (別添参照)

①中核市の課題と中核市市長会の活動について

②中核市市長会バンフ

③岐阜市議会の概要
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岐阜市視察状況 (5日 目)
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6。 まとめ

まず、中核市移行について、最大の課題は保健所の設置であり、法定・任意合わせて

3,OOO項目を超える移譲事務のうち、保健所関連事務が 1/3近くを占める。

今回の視察に先立ち、事前に沖縄県中央保健所の視察も行つたが、他都市でも

共通の問題として、保健所長となる医師や各専門職 (薬斉」師、獣医師、診療放射

線技師、管理栄養土、その他)、 また包括外部監査人となる公認会計上等、人材確

保が大きな課題となつている。

中核市への移行時だけではなく、1晋来にわたる安定した人材を確保するために

は、県とも連携をし、琉球大学等へ必要な専門職を育成する学部・学科倉」設の働

きかけや沖縄県中央保健所及び那覇市立病院との人事交流の検討等、早期の対応

が必要ではないかと考える。

さらに、保健・医療・福祉の一元的な市民サービスの提供を図るためには、保

健所設置時には単独施設としてではな <、 ウェルネス柏や岡崎げんき館のような、

関連する部署を含めた複合施設としての整備が望ましいと考える。

事務移譲に伴う事務量の増加への対応については、職員各自のスキルアップも

必要となるが、過度な職員負担増とならないよう、県との移譲事務協議と並行し

て、適正な職員定数の配置についても再検証する必要がある。

また、財政負担1曽への対応についても、地方交付税で全額措置されることとな

つてはいるが、県からの補助金の肖断 や試算したとおりの地応交付税が措置され

るのか内訳が明確ではないため、不安材料となつているのが現状のようである。

ちなみに、柏市においては、中核市移行当時、地方交付税不交付団体であり、

試算上約 15億円の財政負担増について地方交付税の恩恵がないにも関わらず、

より身近な住民サービスの提供、独自のまちづくりの実現のため、中核市への移

行を決断している。

那覇市では平成 25年 4月の中核市移行に向け、市長部局において鋭意作業に

取り組んでいるところであるが、議会においても、今回の視察で得た多<の成果

を市長への提言等、本特別委員会の今後の取り組みへ反映させていきたい。

次に、議会改革につしヽては、各市議会でいろいろな取り組みをしており、議会

基本条例の制定等、先進的な取り組みの事例が多くなつてきている。

本市議会においても、市民へ開かれた議会、わかりやすい議会に向けて、他都

市に劣らず、これまでいろいろな議会改革に取り組んできており、現在、議長を

中lbと して会派を超えた議会総意の政策提言を取りまとめるシステムにつしヽて、

検討・協議を進めているところである。

また、現在建築中の新庁舎議事堂では、円形議場の整備を進めており、これを

契機に、各先進都市の取り組みも参考にしながら、さらなる議会改革へ向け、調

査・研究を進めてい<予定である。

最後に、今回の各視察地で得た多<の成果を、本特別委員会における今後の取り組

みへ活かしていきたい旨申し上げ、視察の報告といたします。
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