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１．はじめに 
 WHO によれば，健康とは「完全な肉体的、精神的及び社会福祉の状態であり、

単に疾病又は病弱の存在しないことではない」（WHO 憲章前文より）1)とされてい

ます。また，近年 EU 諸国で実施されはじめた健康影響評価（Health Impact 

Assessment (HIA)）2)では，健康に影響を及ぼす因子として，人の生物的因子，

生活スタイル因子，社会・コミュニティーの因子，生活条件・労働条件，そし

て社会経済的・文化的・環境の因子を取り上げ，健康を維持増進するためには

そのような重層的因子を取り上げて対処していくことが求められているとして

います。この健康影響評価（HIA）とは、政策，施策，事業のポジティブおよび

ネガティブな潜在的健康影響を評価することであり、予測されるポジティブな

健康影響を高め、ネガティブな健康影響を最小限に抑えるための勧告を行なっ

て、公共政策決定の質を向上させることとされています。 

 日本には 2008年 3月時点で約 1,800の地方自治体があり 3)，4)，基礎的自治体

である市町村がコミュニティーの単位と考えられます。コミュニティーの健全

性がコミュニティーの構成要素である住民の健康を維持増進する上で大切であ

り，コミュニティーに影響を及ぼす政策，施策，事業に対し，健康影響評価（HIA）
を適用して潜在的健康影響を評価し，予測されるポジティブな健康影響を高め、

ネガティブな健康影響を最小限に抑えるための勧告をまとめることは，有意義

なことと考えられます。しかし，この健康影響評価（HIA）を日本の政策，施
策，事業に適用された事例はわずかに 1 例のみであり 5)，その 1 例も国の施策
を取り上げたもので，身近なコミュニティーに関するものではありません。 
 本調査の目的は，2008 年 3 月現在で中核市である 35 中核市 6)に対してアン

ケート調査を行い，中核市移行に伴う健康面の影響を明らかにすることです。

本調査で得られた結果は，2008年 4月に中核市に移行する久留米市に健康影響
評価（HIA）を適用し潜在的健康影響を評価し助言をまとめるという研究の一
環として活用することにしています。なお，中核市とは，少しコミュニティー

としては規模が大きいものですが，人口 30万人以上で，あらかじめ当該市およ
び都道府県の議会の承認の決議を経て，総務省令に基づいて指定された市で，

中核市市長会のホームページに解説されています（参考資料として後掲しまし

た）。 
 
２．方法 
2.1 アンケート調査内容 

 アンケート調査の内容は，中核市移行が決まっている久留米市のホームペー
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ジ 7)に記載されていた中核市移行に伴う県からの委譲事務について，実施状況を

中心に質問するものとして作成しました。アンケート調査用紙は，(1)民生行政
に関する項目，(2)保健衛生に関する項目，(3)都市計画などに関する項目，(4)
環境保全行政に関する項目，(5)教育に関する項目，そして(6)市の活性化に関す
る項目，合計で 6 項目，37 質問で構成しました。質問の中に 13 の自由記述の
質問を含めたものとし，自由記述質問は各項目で特色点を記載する質問としま

した。アンケート調査用紙は電子ファイルとして作成しました。 
 
2.2 アンケート調査用紙の送付と回収 

 アンケート調査用紙をできるだけ直接に担当者の手に届けるため，中核市に

関する事項の担当課をインターネット上の各中核市のホームページから推定し，

電話連絡しました。アンケートの趣旨を説明し，実際の担当者にアンケート調

査の趣旨が伝わるようにしました。アンケート調査用紙は電子メールで 2008年
2月中旬に送付し，2008年 3月初旬を締切りとし（約 3週間），2008年 3月中
旬で回収最終打ち切りとしました。 
 
３．結果および考察 

3.1 アンケート回収率 

 アンケートの回答は，35市中 27市から得ました（回収率：77%）。なお，自
由記述質問で記載された市および県の名前および関連する地域名は，本報告書

では削除しました。 
 
3.2 アンケート調査回答の特色 

 アンケート調査回答では，中核市に移行したことのデメリットは少なく，メ

リットの方が多いというものでした。財政および業務量の負担が確かに増える

が，自主的・自立的に運営できる領域が増え，窓口業務等が強化され，ひいて

は職員としての誇りが高まり，よって市民サービスが充実したものとなってい

ることが見てとれました。特に，中核市に移行する際に新たに保健所を設置し

た市は（県の保健所を引き継いだ場合も含む），大きな変化を経験したことがは

っきりしました。 
 
 以下，各項目ごとに要点をまとめることとします。 
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3.2.1 民生行政に関する項目 

 民生行政に関する項目について，選択質問の回答結果を図 1 に，自由記述質
問の回答結果を表 1，2に示しました。 
 1-2)および 1-3)の質問に対して「いいえ」が比較的多くみられましたが，これ
は中核市に移行する以前から実施し中核市移行に伴って変化が生じなかったと

する追加コメントもあり，いくつかの中核市では従来から同様の業務をこなし

ていたものと推定されます。その他では，「はい」が多数を占め，市への権限集

中を好意的に受け止めていることが伺えました。 
 迅速化，効率化についての自由記述回答では，市への権限の集中化によって

事務処理の迅速化・効率化が進んでいること，また，きめ細かな行政サービス

についての自由記述回答では，保健・福祉の連携，統一的な対応，廃棄物対策，

屋外・景観対策および公害対策での市の権限強化が有効であることが認められ

ました。 
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3.2.2 保健衛生に関する項目 

 保健衛生に関する項目について，選択質問の回答結果を図 2 に，自由記述質
問の回答結果を表 3-1 に示しました。なお，中核市に伴って変化したと回答し

た保健所業務を，保健所の既設と新設で分類して表 3-2 に示しました。 

 保健所の新設は 3 分の 2 の市が「はい」と回答し，中核市移行に伴って多く

の市が保健所を新設したことが伺えます。中核市移行に伴って影響を受けた保

健所業務としては，「12．エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関

する事柄」がもっとも多く，「３．栄養の改善と食品衛生に関する事柄」，「５．

医事と薬事に関する事柄」，「10．精神保健に関する事項」，そして，「11．治療

方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病により長期に療養を必要とする

者の保健に関する事柄」がつづいていました。また，表 3-2 から，保健所を新

設した場合には，とくに「10．精神保健に関する事項」，「1.地域保健に関する

思想の普及と向上に関する事柄」，「14. その他地域住民の健康の保持と増進に

関する事柄」が，新たな業務あるいは大幅に変化した業務となったことが伺え

ました。以上のことから，基本的に県からの委譲業務は実施されていることが

伺えました。なお，犬の抑留施設での予防接種が必ずしもできていないとする

コメントが数件見られました。 

 保健衛生の業務での変化についての自由記述回答では，直接市民と接する業

務が増加したこと，市の行政組織の強化で一元的対応ができるようになったこ

と，他市等からの情報収集ができやすくなったこと等がポジティブな面として

捉えられ，また一方で，人員・財政上の厳しさや業務量の増大が負担となって

いることが認められました。 
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3.2.3 都市計画などに関する項目 

 都市計画などに関する項目について，選択質問の回答結果を図 3 に，自由記
述質問の回答結果を表 4に示しました。 
 いずれの選択質問に対しても「いいえ」の回答が他の質問と比べて多く，宅

地造成等規制法等の規制を受け，広域開発などでは中核市独自の都市計画

を立てるにはまだまだ制限があることが伺えました。 
 また，都市計画上の変化についての自由記述回答では，自主性が高まっ

て効率化したこと，きめ細かな対応ができるようになったことがポジティ

ブな評価としてあげられる一方で，県との関係で課題として感じられるこ

とがあるように推測されました。 
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3.2.4 環境保全行政に関する項目 

 環境保全行政に関する項目について，選択質問の回答結果を図 4 に，自由記
述質問の回答結果を表 4に示しました。 
 環境保全行政についても，権限委譲に伴って一元的に業務が行えていて，中

核市移行を肯定的に捉えられていることが伺えました。ただし，いくつかの市

は中核市移行以前から県から事務が移管されていて，大きな変化が感じられな

かったことが伺えました。 
 また，環境保全行政の変化についての自由記述回答では，委託された事務が

多く一元的な対応が可能となったとするポジティブな評価が多く見られたが，

一方，業務量も増大したことも感じられる結果でした。 
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3.2.5 教育に関する項目 

 教育に関する項目について，選択質問の回答結果を図 5 に，自由記述質問の
回答結果を表 5に示しました。 
 教育に関して，教育センターの設立に至っていない中核市が多いことが伺え

ました。また，教職員の人事権は中核市に委譲されてないため，そのことが現

在の課題に取り上げられていることも伺えました。 
 教育の変化についての自由記述回答では，多くの中核市が研修を独自に行え

るようになったことを肯定的に評価していました。 
 
 
 
 
 
 



 - 15 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!"#$%&'()*+,-./012345+6789:;./<=

>?##@ABCDEFG9:H

IJK LMFGCD

45N
O P Q
ERS

T45NOPQU'(),-V<WXY.Z[/83'(),-+\[]4^E_`abcdY
.Z[ef0E_`ab8ghij1klmnoEpqTrsctu.Z[e/v3w)ESx
ykhEzQ{+|}./_`ymn82~e��+��/f
T'(),-+\[34��E�wmn�Emn��8����3�wmn��+w)�LE
��mnc���e��1�e)��45NOPQcX�.34��E_`�E��c��Z[
ef
T;/3w)2U���� ¡¢E��45NOPQX�+�£¤¥c�vZ[e10¦29ef
T'()+,-./§ ¨E��©# §¢©ª<W«�:4��Emn��8,���¬45NO
PQ24��mnc®./f

T«¯°t4��Emncw)8a±²+-[3w)ESx+�³´/mnESµ8¶·1��/f
Tmn��8,���¬w)8¸¹e45²º»y4��EzQ{c²¼+½¾�´/f
Tw)�LEmncSµ�e018¶·+��/f
T«¯4��¿EmnU3'(),-V+À[ZÁ45mÂÃ+À[Z�LEÄÅÆÇÈÉ2Sµ.Z[
/83'(),-¨+Sµ8ÊËÌ£W�/ÍÎmn@ÏÐÑmn3ÒÓ Ômn�HcÕvZmnÖq
c×Ø./f;/3ÙÚEIg1ÛÜ./mnyw)8��.Z[eÝÞµß1EÛÜ�à+�:3w)E
º»ySá+|}./âEã[mncSµ.Z[ef0E01+�:3äåÑ8æåç�+9ef
T«45��oaèEmn�8)éê2Sµ2~e��+�:3)Eëì+�³´/íî9emn+ï:
ðñb82~e��+��/f
T)òrsóô8345+Øõ2~e��+��/f
T�F!"©+9ebË�8)2öõ�ef
T)Eº»+÷�/4��mn8Sµ2~e��+��/f
T)1.Z4��mncSµ�e0182~e/v)E45_ô+�ø./CD2Sµ�e0182~ef
Tw)ESì+}ù/úû²�mnüT)C2mnc-�01+�:3ýþ²°tÿ!üT"¯2E#¯°
tÿ!f
T4�EmnymÂ8$%+��/f
TÏÐÑmncUùv&1'àEmnc)�L2-���+�:34��8()c*¹/91mnc+,2
~e��+��/f4��E-â��1[�.2ú/89e10¹ef
T4��mnE�13,���/EUÏÐÑmnyÒÓ 234Ñmn29�/8)�L+�T5TÒÓ 3
4ÑmncUùvmnCDc�:)ESáy45º»c½¾./ÁE1.Z[ef@6+�e01c0¹e3
789c:;Zemn�àH
T'()+,-�e01+�:ÏÐÑmn34�34Ñmn�àE4�mn)Ë8«45��o<W)4
5��o¿,<��e@Ù4-ÍHf)ËEæå1[�=>7E?ó3)E45_ô+:�/mnESµ3
)Eº»@A+�£ZEBC5�8¶·+�e1[�DE89ef
TmnFo8æ¹¬4��E�G��¿EHI8ã;�/f
T«¯°t4��+|�emn��8'()+,���/01+�:¬)Eëì1º»+|}./mnc
�L+ÖqTSµ�e018¶·1��/f;/¬mnCD+��ZU¬«45��o1EJè2Sµ�e
01Á2~¬mnCDERS8�W�Z[ef

T4�+|�emn�8,���/0123)�K'ghEzQ{+}ù/mnc�e018¶·+��
/f
Tw)�LEº»+|.ZmncRS�´Z[ef
T4��EmnE��8æ¹/83:�LM+Uí+�[f
T'()c|N1./oO¿Eäå3POQQRSTEõ/UV�+�:3WE'()E45-òEïð
ìX8J<:3w)E45-òEµßE�YT��+Z<�0182~/f

4��
EBb
�

T4��Bb�E'()¿E,�8���e1��ZÀ:345��o1.ZE|}y¤¥8Z
[e01+�e83ë\E10¦3:E]~8^7.Z[ef

Û_`
ERS

T'()þ2Eao8æ¹¬xUbcTde�e012¬µßfEä01��/f

ghiâj!"#$ELMFGCD

mnj
kEl
m



 - 16 - 

3.2.6 市の活性化に関する項目 

 市の活性化に関する項目について，自由記述質問の回答結果を図 6および表 6

~表 13に示しました。 

 「6-1)「中核市」移行に伴い、何人が増員となりましたか？ またその職種

を教えてください。」の質問の回答から，増員数について，図 6に全中核市（平

均 38.6 人），図 7 に保健所が新設された中核市（平均 48.4 人），図 8 に保健所

が既設であった中核市について（平均 9.2 人）の増員数をヒストグラムとして

示しました。中核市移行時に，1市を除いて，増員が行われていたことが伺えま

した。特に，保健所が新設された中核市では大幅な増員が行われていました。 

 また，職種別では，詳細な記載があった 12市で多い順に，事務職：平均 15.6

人（0~36 人），保健師：10.3 人（0~33 人），獣医師：8.9 人（0~22 人），薬剤

師：6.6 人（0~11 人），化学職：3.4 人（0~13 人），臨床検査技師：2.1 人（0

~6人），管理栄養士：1.2 人（0~4人），医師：1.0 人（0~2 人）などでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 6 中核市移行時の人員増加数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 中核市移行時の人員増加数   図 8 中核市移行時の人員増加数 

    (保健所が新設)                (保健所が既設) 
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 表 7に示したように，「6-2)「中核市」に移行したことにより、市としてステ

ータスが向上したと実感できる具体的な事例を挙げてください。」の質問の回答

から，大きく分類すると，自主性の向上，保健所の新設，国と直接やりとりが

できること，知名度の向上，が主なものであることが伺えました。 

 表 8に示したように，「6-3)「中核市」となって住民の意見はどの様にお聞き

していますか？」の質問の回答から，大きく分類すると，ネット利用，窓口の

充実，が主なものであることが伺えました。ただし，中核市だからということ

ではなくて様々な事業を行っていることから，従来と変わらないとの回答も多

く寄せられました。 

 表 9 に示したように，「6-4) 良い面ばかりではなく、中核都市になったこと

でのデメリット（または予想外であったこと）は何かありますか？」の質問の

回答から，大きく分類すると，交付税がカットされたこと，新たな財政的な負

担が発生したこと，仕事の負担が増加したこと，県および国との関係で未整理

の部分が残っていること，が主なものであることが伺えました。 

 表 10 に示したように，「6-5)「中核市」になって何が最も変わりましたか？」

の質問の回答から，大きく分類すると，サービスの向上，都市行政としての機

能の向上，権限が集中して一元化できていること，行政組織の機能向上，が主

なものであることが伺えました。 

 表 11 に示したように，「6-6)「中核市」になっての市民の健康面への影響は

何かありますか？」の質問の回答から，大きく分類すると，保健所機能をうま

く生かせて充実したサービスを提供できていること，福祉関係でもサービスを

充実できていること，健康診断も行えていること，が主なものであることが伺

えました。 

 表 12 に示したように，「6-7)｢中核市｣移行に伴い最も良い影響を受けた人や

組織はありますか？」の質問の回答から，大きく分類すると，保健部門の組織，

その他の部門の組織，市民，職員とそれぞれの視点で良い影響を受けた人・組

織が上げられていました。 
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４．まとめ 
  (1)民生行政に関する項目，(2)保健衛生に関する項目，(3)都市計画などに関
する項目，(4)環境保全行政に関する項目，(5)教育に関する項目，そして(6)市の
活性化に関する項目，合計で 6項目，37質問からなるアンケート調査用紙を全
国の 35中核市に送付したところ，27の中核市から回答を得られました。 
 アンケートの回答から，中核市移行に伴って，財政および業務量の負担など

が増えることが課題であることが示されていましたが，一方で，自主的・自立

的に運営できる領域が増え，窓口業務等が強化され，ひいては職員としての誇

りが高まり，よって市民サービスが充実したものとなっていることが見てとれ

ました。すなわち，中核市に移行したことのデメリットは少なく，メリットの

方が多いというものでした。特に，中核市に移行する際に新たに保健所を設置

した市は（県の保健所を引き継いだ場合も含む），大きな変化を経験しつつも，

肯定的な評価をしていました。ただし，今回の結果は行政の立場の意見・評価

であり，市民の立場からの意見・評価を今後まとめる必要があります。 
 今後，新たに中核市が指定される予定になっていますが，新たな中核市も，

中核市市長会の場などによる他の中核市との情報交換や経験交流により，行政

組織の充実，職員の士気の向上，市民サービスの充実などが図られるものと期

待されます。 
 
参考文献 
1) WHO神戸センター：http://www.who.or.jp/faqsj.html，accessed 2008/3/7. 
2) IMPACT: http://www.hiaconnect.edu.au/files/ephia.pdf ， accessed 

2008/3/17. 
3) 国土地理協会：http://www.kokudo.or.jp/book/sub/sub01.html，accessed 

2008/3/17. 
4) 白川一郎：自治体破産（増補改訂版） NHKブックス 1080，日本放送出版
協会，2007. 

5) 藤野善久，松田晋哉：「新しい自律的な労働時間制度」に関する Health 
Impact Assessment，産衛誌(2007): 49:45-53. 

6) 中 核 市 市 長 会 ： 中 核 市 市 長 会 ホ ー ム ペ ー ジ ，

http://www.chuukakushi.gr.jp/change/index.html，accessed 2008/1/11. 
7) 久 留 米 市 ： 久 留 米 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ ，

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2040keikaku/3090chuuka
kushi/，accessed 2007/12/05. 
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 トップ　→　中核市とは

｜　中核市が処理する主な事務　｜　中核市制度の経緯　｜

 
全国には、人口１，０００人以下の村から１００万人を超える大都市まで約１，８００の市町村があ
ります。しかし、これらの市町村は、政令指定都市を除き、法律等によって、ほとんど同じような事
務権限が認められていました。そこで・・・

●人口３０万人以上

以上の要件を満たす政令指定都市以外の規模や能力などが比較的大きな都市の事務権限を強化し、で
きる限り住民の身近なところで行政を行なうことができるようにした都市制度が中核市制度です。
 

政令指定都市 は、大都市特有の行政ニーズに対応し、総合的な行政運営を行えるようにするた
め、事務権限や財政上で一般の市町村にない多くの特例が認められています。 
法律上人口５０万人以上が指定要件とされていますが、実際は人口その他都市としての規模、行
政能力、機能が既存の政令指定都市と同等の実態を有する都市が指定されています。現在、札幌
市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都
市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市の１７市が指定されています。

 
>>このページのトップ

 
民生行政に関する事務
・地方社会福祉審議会の設置・運営
・社会福祉法人（法人の活動区域が一の中核市にとどまる場合）の設立認可及び指導監査
・社会福祉施設（保育園・特別養護老人ホーム等）の設置認可及び指導監査
・民生委員の定数決定、指導訓練等
・身体障害者手帳の交付
・母子相談員の設置
・母子・寡婦福祉資金の貸付け

保健衛生行政に関する事務
・伝染病予防のための住民の隔離等の措置
・結核予防に係る指定医療機関の指定
・エイズに係る報告・通報の受理
・飲食店、興行場、旅館、公衆浴場の営業許可
・墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可
※保健衛生に関する多くの事務は、保健所を設置し、処理することになります。

都市計画等に関する事務
・屋外広告物の条例による設置制限
・市街化区域又は市街化調整区域内の開発行為の許可
・土地区画整理組合の設立認可
・高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築及び維持保全計画の認定

環境保全行政に関する事務
・騒音、悪臭、振動の規制地域の指定・規制基準の設定
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平成元年7月17日
全国市長会が、人口３０万人以上の都市及び都市機能の集積度や圏域における拠点性が高い都市に対し、政令指定都市に
準じた事務配分を行なうべきと提言

平成元年12月20日
第２次行革審が、地域に中核都市として人口規模その他一定条件を満たす市に対して、地域行政に関わる事務を中心に都
道府県の事務権限を移譲すべきと提言

平成元年12月29日
第２次行革審の趣旨に沿い、地域中核都市の具体化を図ることを閣議決定

平成3年7月4日
第３次行革審が、内閣総理大臣に対し、地方制度調査会での積極的取組みを期待する旨を答申

平成5年4月19日
第２３次地方制度調査会が内閣総理大臣に対し中核市制度創設を答申

平成6年6月22日
地方自治法の一部を改正する法律案等成立（中核市制度法制化）

平成6年6月29日
地方自治法の一部を改正する法律等公布

平成6年12月21日
中核市制度関係政令公布

平成7年4月1日
地方自治法の一部を改正する法律等施行（中核市制度発足）

平成11年7月8日
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律成立
（平成11年7月16日公布、平成12年4月1日施行。人口30万人以上50万人未満の市に対する昼夜間人口
比率要件廃止）

平成14年3月28日
地方自治法等の一部を改正する法律成立
（平成14年3月30日公布、同年4月1日施行、人口50万人以上の市の面積要件を廃止）

平成18年6月7日
地方自治法の一部を改正する法律
（平成１８年６月７日公布、面積要件を廃止）
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 トップ　→　中核市の紹介

 

1.函館市
2.旭川市
3.青森市
4.秋田市
5.郡山市
6.いわき市
7.宇都宮市
8.川越市
9.船橋市
10.横須賀市
11.相模原市
12.富山市
13.金沢市
14.長野市
15.岐阜市
16.豊橋市
17.岡崎市

18.豊田市 
19.高槻市 
20.東大阪市
21.姫路市
22.奈良市
23.和歌山市
24.岡山市
25.倉敷市
26.福山市
27.下関市
28.高松市
29.松山市
30.高知市
31.長崎市
32.熊本市
33.大分市
34.宮崎市
35.鹿児島市

 
（中核市移行を目指している市）

1.前橋市　2.高崎市　3.柏市　4.八王子市　5.四日市市　6.大津市　7.吹田市　8.枚方市
9.尼崎市　10.久留米市　11.盛岡市　12.松戸市　13.西宮市　14.豊中市　15.藤沢市
 

 

上記都市の主要な都市指標と決算資料をとりまとめたもの。（平成19年4月1日時点）

ダウンロード→ ダウンロード→
 

　
平成８年４月１日
宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、堺市、姫路市、
岡山市、熊本市、鹿児島市（１２市移行） 
平成９年４月１日
秋田市、郡山市、和歌山市、長崎市、大分市（５市移行）
平成１０年４月１日
豊田市、福山市、高知市、宮崎市（４市移行） 
平成１１年４月１日
いわき市、長野市、豊橋市、高松市（４市移行）
平成１２年４月１日
旭川市、松山市（２市移行） 
平成１３年４月１日
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http://www.city.funabashi.chiba.jp/
http://www.city.akita.akita.jp/
http://www.city.nagano.nagano.jp/
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
http://www.city.okazaki.aichi.jp/
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/
http://www.city.gifu.gifu.jp/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/
http://www.city.kochi.kochi.jp/
http://www.city.nara.nara.jp/
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/
http://www.city.toyota.aichi.jp/
http://www.city.kagoshima.lg.jp/
http://www.city.oita.oita.jp/
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
http://www.city.okayama.okayama.jp/
http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/
http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/
http://www.city.himeji.hyogo.jp/
http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
http://www.city.kashiwa.chiba.jp/
http://www.city.hirakata.osaka.jp/
http://www.city.maebashi.gunma.jp/
http://www.nishi.or.jp/
http://www.city.takasaki.gunma.jp/
http://www.city.otsu.shiga.jp/
http://www.city.suita.osaka.jp/
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/
http://www.city.morioka.iwate.jp/
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/toyonaka/
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/
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平成１３年４月１日
横須賀市（１市移行） 
平成１４年４月１日
奈良市、倉敷市（２市移行）
平成１５年４月１日
川越市、船橋市、相模原市、岡崎市、高槻市（5市移行） 
平成１７年４月１日
東大阪市（1市移行※静岡市は政令指定都市へ移行）　　　　　　　　　　　　　　
平成１７年１０月１日
函館市、下関市（２市移行） 
平成１８年４月１日
（※堺市は政令指定都市へ移行）
平成１８年１０月１日
青森市
平成１9年4月１日
(※新潟市、浜松市は政令指定都市へ移項)
 

http://www.chuukakushi.gr.jp/introduction/index.html#top


                                    平成 20年 2月 13日 

「中核市」移行の影響についての調査への協力のお願い  

                                  
極寒の候ではございますが貴団体におかれましては、益々のご清祥のことと

存じます。 
さて、私たちは、政策，施策，事業の健康面への影響を評価するためにＥＵ

等で行なわれ始めた｢健康影響評価｣方法が日本に適応できるかの試みを行なっ

ています。    
「健康影響評価（HIA）」とは、政策，施策，事業のポジティブおよびネガテ
ィブな潜在的健康影響を評価することであり、予測されるポジティブな健康影

響を高め、ネガティブな健康影響を最小限に抑えるための勧告を行なって、公

共政策決定の質を向上させることです。 
すでに「中核市」に移行された貴市にご意見を頂き、本年 2008年 4月 1日か
ら「中核市」に移行することになる久留米市の移行に伴う健康面の影響を「健

康影響評価」方法で評価を行ないたいと考えております。 
つきましては御多忙の中誠に恐れ入りますが、以下の質問事項につきご回答

をお願いしたく存じます。結果につきましては，貴市の回答が特定されるよう

な取扱いは致しません。 
 
 
 
 
 
 
連絡先）〒830-0011 
福岡県久留米市旭町 67 
久留米大学医学部環境医学教室 
星子 美智子 

  原 邦夫 
  石竹 達也  
電話 0942-31-7552    ファックス番号 0942-31-4370 



「中核市」移行に伴う健康・福祉･環境への影響に関する質問  

以下の質問は、現時点での実状でご回答ください。 

選択質問は（  ）内に○を記入して下さい。  

貴市名（                  ） 記入日；平成 20 年  月   日  

 
1)   民生行政に関する項目  

1-1)  身体障害者手帳の交付にかかわる期間は中核市になる前と比較して短縮されましたか？                

                                                  １．はい（  ） ２．いいえ(   )   

1-2）心身障害児の補装具や日常生活具の給付・貸与にかかる期間は中核市となる前と比較して  

   短縮されましたか？               １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

1-3) 建設確認申請を伴う屋外広告物設置の場合、設置の許可を全て市で行い、 

   申請者の手数が軽減されるようになりましたか？ １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

1-4) サービスの迅速化・効率化ははかられていますか？はかられている場合には、 

     どういった点でそう思われますか？具体的な記載をお願いします。 

 

 

 

 

 

 
1-5）母子相談員は設置されていますか？        １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

1-6) 母子・寡婦(未亡人)の福祉資金の貸付けは出来ていますか？  

１．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

1-7）民生委員の定数を決定し指導訓練などは出来ていますか？  

                                                    １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

1-8）社会福祉施設（保育園・特別養護老人ホームなど）の設置許可及び指導監査は出来ていま

すか？                     １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

1-9) 産業廃棄物の不法投棄対策に関して、不法投棄があった場合、より迅速に対応することは

可能となりましたか？            １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

1-10) 屋外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なう

ことができ、撤去件数が大幅に増加し、景観保持に寄与することが可能となりましたか？

        １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

 

 

 



1-11) きめ細かな行政サービスは提供できていますか？ 

差支えがなければサービス内容の記載をお願いします。 

 

 

 

 

 

 
2）保健衛生に関する項目 

2-1）「中核市」となって保健所を新設されましたか？ １．はい（  ） ２．いいえ(   )  

2-2）保健所の業務で大きく変化したことを下記から３つ、選択をお願いします。 

  数字を○で囲んで下さい。 

１．地域保健に関する思想の普及と向上に関する事柄 

２．人口動態統計学、その地域保健に係る統計に関する事柄 

３．栄養の改善と食品衛生に関する事柄 

４．住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃そのほかの環境の衛星に関する事柄 

５．医事と薬事に関する事柄 

６．保健師に関する事柄 

７．公共医療事業の向上と推進の関する事柄 

８．母性，乳幼児，老人の保健に関する事柄 

９．歯科保健に関する事項 

10．精神保健に関する事項 

11．治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病により長期に療養を必要とする者の保

健に関する事柄 

12．エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事柄 

13．衛生上の試験と検査に関する事柄 

14．その他地域住民の健康の保持と増進に関する事柄 

15．地域保健に関する情報を収集、整理、活用する 

16．地域保健に関する調査と研究を行なう 

17．歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行なう 

18．試験・検査を行ない、また、医師等に試験・検査に関する施設を利用させる 

19．市町村相互間の連絡調整を行い、市町村の求めに応じ技術的助言等の援助を行なう 

 
選択した番号    （   ）(    )（    ） 

 

 



2-3) 1歳児・3歳児健診の受診率は上昇していますか？ １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

2-4）未熟児への訪問指導や養育医療の給与ができていますか？  

                          １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

2-5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関して、定期外健康診断の実

施と結核患者に対する施設への入所命令はスムーズに行なえていますか？          

                          １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

2-6）感染症予防(法定伝染病など)のための住民の隔離などの設置は行なえていますか？      

                                                   １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

2-7）エイズに係わる報告・通報の受理は円滑に行えていますか？ 

１．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

2-8）動物に対する予防注射の実施、犬の抑留施設の設置を行なえていますか？ 

             １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

2-9)飲食店・興行場・旅館・公衆浴場の営業許可、立入検査、営業停止命令（興行場法・旅館業

法及び公衆浴場法）は必要に応じて行なえていますか？ １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

2-10)食中毒患者などの報告（食品衛生法）は受けていますか？  

                                                    １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

2-11)墓地・納骨堂又は火葬場の営業の許可を出していますか？   

                                                    １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

2-12) 「中核市」に移行したことで保健衛生の業務に何か変化がありましたか？ 

   差し支えがなければ、記載をお願いします。     

 

 

 

 

 

 

 

 
3）都市計画などに関する項目  

3-1）宅地造成の規制区域内における宅地造成工事の許可により宅地開発が円滑に進むようにな

りましたか？                 １．はい（  ） ２．いいえ(   )  

3-2) 都市計画に関する事務が移譲されたことにより、地域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となりましたか？     １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

 

 

 



3-3) ｢中核市｣に移行したことで、都市計画に何か変化はありましたか？ 

   差し支えがなければ、記載をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
4）環境保全行政に関する項目  

4-1）工場等に対する規制権限が一元化されることにより、今まで以上に独自性を持った総合的

な環境行政の推進が図られるようになりましたか？ １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

4-2）騒音や悪臭や振動の規制地域の指定・規制基準の設定を行なっていますか？ 

               １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

4-3）ばい煙発生施設・一般粉塵発生施設の届出をさせていますか？ 

                           １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

 
4-4) ｢中核市｣に移行したことで、環境保全行政に変化はありましたか？ 

  差し支えがなければ、記載をお願いします。  

 

 

 

 

 

 
５）教育に関する項目  

5-1）小・中・養護学校の教職員の研修に関して、新たに教育センターを設け 

    教職員の人材育成を進めていますか?                １．はい（  ） ２．いいえ(   ) 

5-2) ｢中核市｣に移行したことで、教育に変化がありましたか？ 

   差し支えがなければ、記載をお願いします。 

 

 

 

 

 



６）市の活性化に関する項目など  

6-1）「中核市」移行に伴い、何人が増員となりましたか？またその職種を教えてください。 

         （    人）               （   人） 

         （    人）               （   人） 

         （    人）               （   人） 

 

 
6-2）「中核市」に移行したことにより、市としてステータスが向上したと実感できる具体的な事

例を挙げてください。 

 

 

 

 

 
6-3）「中核市」となって住民の意見はどの様にお聞きしていますか？ 

 

 

 

 

 

 
6-4) 良い面ばかりではなく、中核都市になったことでのデメリット（または予想外であった 

こと）は何かありますか？   

   

 

 

 

 

 

 
6-5）「中核市」になって何が最も変わりましたか？ 

          

 

 

 

 



6-6）「中核市」になっての市民の健康面への影響は何かありますか？ 

    

 

 

 

 

 

 

 
6-7）｢中核市｣移行に伴い最も良い影響を受けた人や組織はありますか？                               

 

 

 

 

 

 

  
ご協力有り難うございました。 
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