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鳥取市の中核市移行と市庁舎問題

鳥取大学地域学部 藤 田 安 一

は じ め に

1.日 本の大都市制度        |

(1)大都市制度とは ―一 地方 自治法によつて制定され都市行政に対応するための制度

(2)政令指定都市、中核市、特例市と何か

・政令指定都市 一  大都市側の要求 とそれに反対する府県側 との妥協の産物

1956年 に府県から独立 した特別市にかわる制度 として設置

当初、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市、横浜市の 5市

→ 現在 20市に拡大

・中核市 -1994年設置、人 口 30万以上、

・特例市 -1999年設置、人口 20万以上、

2.鳥取市における中核市への移行

(1)鳥取市における特例市から中核市への移行

・2004年 市町村合併により新鳥取市が誕生

-2005年、一般市から特例市に移行b約 300の権限 (環境、都市計画分野が

主に)が県から鳥取市へ移譲

(2)2015年 4月 地方自治法の改正により特例市が廃止、特例市と中核市の統合

1)人 口20万以上でも中核市ヘ

・特例措置として、人口20以下の特例市は、地方自治法施行後 5年以内 (2020

年 3月 末)であれば中核市になれる

2)鳥取市は 2018(平成 30)年 4月 に中核市全の移行を表明

・中核市移行への今後の予定 (行程表参照)

・中核市になると県から2211の権限が移譲される

・2211の権限のうち保健所に関わる権限が半数を占める

3.中核市への移行と保健所の設置

(1)保健所が鳥取県(東部)から鳥取市ヘ

・中核市の移行によつて鳥取市に保健所の設置が義務付けられる

これまでの鳥取県東部保健所にかわつて鳥取市が保健所を設置

現在 45市、政令指定都市の 7割の権限

現在 39市、中核市の2割の権限
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鳥取市は東部 4町 (岩美町 0人頭町・若桜町 ?智頭町)の保健業務を県から

の委託事業として行 う。市保健所の設置場所は駅南庁舎。保健センター、子青   |  |
て支援機能などと総合してサービスを行う予定

(2)保健所設置をめぐる問題点

1)専門職員 (医師、保健師、栄養士、薬剤師、臨床検査技師など)の確保        |
2)財源の確保 (地方交付税、県からの委託料など)                   |
3)サービス低下への懸念

4.中核市への移行における問題点 ・一 鳥取市庁舎問題とも関係して

(1)権限の移譲は、それ自体では決して地方自治の発展をもたらさない   '
・権限移譲には財源移譲や市民参加をともなわないと地方自治は後退する

(2)中核市への移行にともなう財政負担を軽視してはいけない  1
｀ますます不確定な地方交付税や国庫支出金に依存する財政 (2003～2006年二位

一体改革によつて地方交付税が 5兆円削減された事実を想起せよ)

(3)中核市移行が与える鳥取市新庁舎建設への影響

・建設費の増大 下 65億 6000万円 ―→ 98億 4000万円ヘ

・駅南庁舎から庁舎機能がなくなり、防災上、一カ所に本庁機能を集中させる危

険性

(4)市町村合併の教訓は生かさないまま、さらなる改革 (中核市へ)なのか

・行政の量よりも質の充実が必要

。中核市になることによって住民へのサービスの低下が懸念

・住民自治が弱体

(5)道丼制への地ならしではないか

1)権限の中核市への移譲 二→ 府県の存在意義の低下(①広域、②連絡・調整、

③補完機能の弱体化)→ 「府県の空洞化」→ 府県制度の廃止、道州制今の

移行

2)道州制のもとでの県庁所在地の衰退

3)道州制への移行にともなって、さらなる市町村合併の実施
→ 地方自治の危機

お わ り に
‐



■`中核市つてなに?

①都市の人□規模によつて定められた大都市制度の■つです。

②政令指定都市に次ぐ事務の権限を持つことで、

住民に身近なサービスが充実します。

移
権 垂

457"
(姫路市、倉敷市など)

30万人以上

【改正】H27.4月 以降

20万人以上

(注)鳥取市「鳥取市は中核市へ」より

201悔
(大阪市、広島市など)

50万人以上

一 般 の 市

68671

|

3971
(鳥取市、松江市など)

ノ

(平成 27年 4月 1日現在)

※制度改正の経緯
・鳥取市は、平成17年 10月 に「特例市」になりましたが、

この制度は地方自治法の改正により平成27年 4月 より

廃上になり、一般市に戻ることになりました。

・特例市の廃上に合わせて、中核市の要件が人口「30万

人以上」から「20万人以上jに緩不0されました。

※特例措置
・鳥取市の人□は、現在20万人を下回つていますが、特

例市であつた市は特例措置が適用され、平成32年3月

末まで (法施行後5年間)であれば中核市になること

ができます。

薔中核市の主な事務は?

環境分野
・産業廃棄物処理業の許可、規制 。指導

。ばい煙発生施設の設置の届出受理 など

都市計画分野
・屋外広告物の許可等、

屋外広告業の登録
・サービス付高齢者向け

住宅事業の登録 など

・保健所の設置

・感染症の予防およびまん延防止対策

`特定疾患 (難病)対策

・精神保健に関する相談

・食品衛生監視指導

・飲食店(旅館業、公衆浴場等の

営業許可、監視指導 など
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甍ざ1分野
。母子・父子家庭や寡婦に対する福祉資金の貸付け
。障害者手帳の交付

・認可外保育施設支援

・養護老人ホームの設置

認可・監督 など
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■ 資料編

資料1 指定都市、中核市、施行時特例市の指定状況

①全国の指定都市、中核市、施行時特例市の指定状況

(備考)都市名の次の ()は、人口。人口は、平成 22年国勢調査人口の確定値を用いた人口 (1万

人未満切捨て)を表記。

(平成 27年 4月 1日 現在 )

(注)松江市「中核市移行に関する基本的な考え方」(1915年 8月 )よ り

:::|=き

=1,|■

■11■

全 国 20F打 45司ド 39市

北海道 札幌 (191) 旭川 (34)、 函館 (27)

,こ 1ヒ
仙台 (lo4) いわき(34)、 郡山(33)、

秋田(32)、 青森 (29)、 盛岡(29)

山形 (25)、 人戸 (23)

首都圏

横浜 (368)、 川崎 (142)、

さいたま (122)、 千葉

(96)、 相模原 (71)

船橋 (60)、 宇都宮 (51)、 横須

賀 (41)、 柏 (40)、 高崎 (37)、 前

橋 (34)、 川越 (34)、 人王子 (58)、

越谷 (32)

川口(56)、 所沢(34)、 水戸 (26)(

平塚 (26)、 草加 (24)、 春日部

(23)、 茅ケ崎(23)、 厚本02)、

大和 (22)、 大 田 (21)、 つ くば

(21)、 伊勢崎 ωo)、 熊谷 (20)、

小 田原 (19)、 甲府 (19)

Jヒ陛撞 新潟 (81) 金沢 (46)、 富山 (42) 長岡(28)(福 井 (26)、 上越 (20)

中部圏

名 古 屋 (226)、 浜 松

(80)、 静岡 (71)

豊田 (42)、 岐阜 (41)、 長野 (38)、

豊橋 (37)、 岡崎 (37)

一宮 (37)、 春 日井 (30)、 四 日

市 (30)、 富士 (25)、 松本 (24)、

沼津 (20)

近畿圏

大阪 (266)、 神戸 (154)

京都 (147)、 堺 (84)

姫路 (53)、 東大阪 (50)、 西宮

(48)、 尼崎 (4り 、豊中(38)、 和

歌山(37)、 奈良(36)、 高槻 (35)、

大津 (33)、 枚方 (40)

吹田 (35)、 明石 (29)、 茨本 (27)t

八尾 (27)、 加古川 (26)、 寝屋

川 (23)、 宝塚 (22)、 岸和国 (19)

中国 広島 (117)、 岡山 (70) 倉敷 (47)、 福山(46)、 下関(28) 呉 (23)、 松江 (20)、 鳥取 (19)

四国 松山(51)、 高松 (41)、 高知 (34)

九州
福 岡 (146)、 北 九 州

(97)、 熊本 (73)

鹿児島 (60)、 大分 (47)、 長崎

(44)、 宮崎 (40)、 久留米 (30)

佐世保 (26)、 佐賀 (23)

沖縄 那覇 (31)



資料 1

中核市移行に係る県から市への移譲事務について

鳥取市中核市推進監

県 地 域 振 興 課

1 移譲事務の項目数について
1 鳥取市の中核市移行に伴い、鳥取県から市に移譲される法定移譲事務 (1,411事務)に
加え、関連する県単独事業や一体的な実施を検討してきた事務事業など計2, 645事務につ

いて、本年 7月 末現在、2,211事務を市に移譲を行う方向で県・市において事務調整を行
いました。

これをべTスに、職員・組織体制、財政影響等の検討を行うこととします。

※各件数については、法改正等の影響により今後変更することがあります。

※「事務所取扱項目数」は、現在、東部福祉保健事務所及び東部生活環境事務所において事

務実施をしているもので内数

[参考]

■ 区分について

1 法定移譲事務 =法令上、中核市へ移譲される事務

総務省から、中核市今移譲される事務として示された事務.

特例市、景観行政団体、特例条例で、既に鳥取市の権能とならている事務を除く。
2 県単独事務

中核市への法定移譲事務に関連して、現在、県が県条例等に基づき実施している事務。
3 関連事務 =関連して鳥取市へ移譲することを検討した事務

法令上は中核市の事務ではないが、法定移譲事務に関連して一体的に処理することを検討
した県 (知事)権限の事務。

■ 県で引き続き実施する主な事務

“県全域で実施する試験、講習会の指定・実施
。身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所に係る事務
・障がい者虐待防止・権利擁護に関する事務

―

・県補助金事務 (保育所関係、産体代替、エコクラブ、PCB,不法投棄)

・鳥取県地下水保全条例に基づく事務 等

(平成 27年 7月 末現在)

区 分
検討項目数

県から市への移譲項 目数

i  うち事警F~f

i 取扱項 目数

県で引き続き

実施する項目数

1法定移譲事務 1,411 1,411 778 0

2県単独事務 2ol 231 206 30

3関連事務 973 569 368 404

合 計 2,645 2,211 1,352 434

3
2 移議事務の主な内容について

(1)民生行政に関する事務

番号 根拠法令等による区分 移譲事務の主な内容

1 行旅病人及び行旅死亡人取扱法 ・行旅病人又はその同伴者の引取り、又はその救護費用 (療養

費等}の弁償を得られない場合の引取り又は費用の弁償

2 児童福祉法 児童福祉審議会の設置

小児慢性特定疾病医療費の支給

児童福祉施設等の設置許可・費用補助

3 民生委員法 ・民生委員の定数の決定

・厚生労働大臣に対する民生委員の推薦に係る事務

4 身体障害者福祉法 。身体障害者手帳の交付事務

・身体障害者社会参加支援施設の設置に係る事務

5 生活保護法、中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律

保護施設の設置

保護施設に対する補助金交付

指定医療機関の指定及び指導等

6 社会福祉法 ・社会福祉審議会の設置

・社会福祉施設の設置許可

7 老人福祉法 ・社会福祉法人が設置する養護老人ホームの認可

・社会福祉法人への補助

8 母子及び父子並びに寡婦福祉法 。母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

・日常生活支援事業、就業支援事業等の実施

9 母子保健法 ・指定養育医療機関への養育医療の絵付の委託

・特定不妊療費助成事業等に係る事務

10 障害者総含支援法 ・指定障害福祉サービス事業者等の指定等に係る事務
。地域生活支援事業の実施

´

(2)保健衛生行政に関する事務

番号 根拠法令等による区分 移譲事務の主な内容

1 地域保健法 ・保健所の設置、職員の配置

・保健所総括事務

2 医療法 ・病院・診療所 。助産所に係る報告聴取、立入検査

・エックス線装置を備えた場合の届出

3 健康増進法 国民健康・栄養調査の実施

専Fl的な栄養指導・保健指導の実施

特定給食施設への立入検査等

4 予防接種法 ・保健所長への定期・臨時の予防接種の実施事務の委任

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

感染症予防に関する事務

結核接触者健康診断の受診勧告。措置 '通知・検診実施に係

る事務



・感染症の予防等に関する検査

6 難病の患者に対する医療等に関す

る法律※H27,1,1施行

・指定難病に係る医療費助成

・難病患者医療相談会、訪間相談

7 精神保健及び精神障害者の福祉に

関する法律

・精神保健及び精神障がい者福祉に関する相談指導

8 医薬品、医療機器等の品質、及び安

全性の確保等に関する法律

・薬局の開設の許可

・薬局及び販売業者に対する報告の徴収、立入検査

9 食品衛生法 ・食品衛生監視指導計画の作成

・飲食店営業等を行う者に対する許可

10 食品表示法 ・食品関連事業者に対する表示事項の表示等の指示、命令

・立入検査

旅館業法 ・旅館業等の営業許可

・営業者等からの報告聴取、立入検査

12 公衆浴場法
。公衆浴場営業の許可

・営業者等からの報告聴取、立入検査

13 狂大病予防法 ・野犬の捕獲、抑留、返還、処分

(3)環境行政に関する事務

番号 根拠法令等による区分 移譲事務の主な内容

大気汚染防止法 ・ばい煙発生施設設置者からの報告徴収

・ばい煙発生施設等の立入検査、

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・産業廃棄物の収集運搬業 (直送)の許可

・産業廃棄物管理票を扱う事業者等に対する勧告等

(4)都市計画に関する事務

番号 根拠法令等による区分 移譲事務の主な内容

1 屋外広告物法 ・屋外広告業を営もうとする者の登録の義務付け

・屋外広告業を営む者に対する指導、助言、勧告

2 高齢者の居住の安定確保に関する法

律

・サニビス付高齢者向け住宅事業の登録

・登録業務を行う機関の指定

(5)文教行政に関する事務

番号 根拠法令等による区分 移譲事務の主な内容

1 地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律

・県費負担教職員の研修に係る事務

・学校保健に関する教育委員会からの協力要請の受話

2 文化財保護法 ・重要文化財に関する現状変更等の許可等に係る事務

・重要文化財の保存に係る立ち入り検査に係る事務
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中核市移行に向けた保健所設置への支援を求める要望書

中核市・特例市の各都市はその制度創設以来、住民に最も身近な基礎自治体としてだけでなく、
地域の中心的都市としてその役割を果たしてきました。
そうした申、よリー層の地方分権の推進を目指した全国特例市市長会の活動に加え、この間の

政府 。与野党の御尽力もあり、中核市指定要件の引下げ (人 口20万人以上)が盛り込まれた地方
自治法の改正案が成立・公布されました。
法改正を踏まえ、全国特例市市長会の会員市を対象としたアンケー トによれば、「中核市移行を

希望する」、または「移行を検討中」という市が大半を占め、地方分権時代の中で、自律した都市
自治体を目指す動きは加速しているところです

びそぃよ軍:財政的な面での財政負担を大きな課題として挙ダェいます
そこで、今般の制度改正がより多くの基礎自治体によって活用される、実り多きもあとなるよ

う、中核市移行に向けた保健所の設置に際し、次の3点について要望します。

1 専門職の確保の問題について対策を講じること

| Lる よう、実情に合わせた保健所長の資格要件の
設定等、問題解決に向けた対策を図ること。

2 保健所設置に係る財政的支援をすること
府県からの派遣職員受△れに係る人件費、施設やシステム等のインフラ整備に係る多額の費用

負担及び保健所の運営に係る事業費等の大幅な増額が見込まれる。こうしたインフラ整備に係る
経費や人件費、事業費等に対し、激変緩和措置として補助金等を創設するなど適切な財政的支援
を図られたい6

また、現行の中核市 (人 口30万人以上の都市)と 新制度での中核市 (人口20万人以上の都市)

では事業所税などの税財源等あ違いもあるため、税財源等の移譲も含めた財政的な措置を講ずる
こと。

3 保健所の所管区域の見直しに関して国、都道府県及び特例市が課題を共有し、問題の解決に
向けて取り組むこと

保健所所管区域は医療法や介護保険法に規定する区域を参酌し設定されているが、 1市 1保健
所ではなく複数の市町村を圏域として設定されていることが多い。しかしながら、近年め市町村
合併の進展や中核市移行の増加に伴い、保健所所管区域 (圏域)の中で残されたエリア、いわゆ
る「飛び地」や「虫食い」の問題が発生している。現在の特例市の中にも当該特例市を含む複数
の市町村で一つの保健所所管区域 (圏域)と して設定されているところが多く、今後の中核市移
行の流れの中で市保健所設置数がllu加 した場合、同様の問題が発生することが想定される。「飛び
地」問題やそれに伴う圏域の見直しは保健所設置市単独では解決できないことから、国と都道府
県、市でその圏域見直しに関する課題を共有し、解決に向けて対策を図ること。

平成 26年 11月 5日

全国特例市市長会会長 服 部  信 明
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(2)駅南庁舎の概要
(注)鳥取市「鳥取市保健所設置基本構想(案 )」 (2015年 7月 )ょ り

建 築 年 平成元年

構  造 鉄骨鉄筋コンクリー ト造 (SRC)o階 地下 1階

面  積 敷地面積 5,781ポ、延床面積 27,648ポ

1庁舎和1用 6,100ぽ (内 2,283ぷ は地下会議室及び倉庫)

1庁舎以外 21,548ポ (内駐車場 9,499ぽ、6Fプール、 2F図書館)

駐車台数 来訪者用 204台 (そ の他プール利用者用等 122台 )

(3)利用計画の概要

駅南庁合に保健所、保健センター、子育て支援機能等を配置し、保健医療、環

境衛生、子育て支援の総合拠点として整備します。

妊産婦や辛L幼 児が集える場や、手続きや相談中の親から見える場所に子どもが

遊べる場の設置を検討します。

【配置rll】

配置機能 有効面積  階数

16階

5階

4階

3階

2階

1階

2,283ポ
1地階

(4)保健所業務の関連施設の検討

以下の保健所に関連する施設について、今後、

・大・ねこ等の収容施設

・衛生検査業務を行う施設 など

検討・協議を進めていきます。



県から市への事務移譲等による市への財政影響について (試算)

県地域振興課

中核市移行に伴 う県から市への事務移譲により、市の財政に与える影響額について試
算 したもの。歳出として、①移譲事務 (県から市への事務委託を含む)に係る事業費、

事務処理に必要な人件費丁③保健所設置など施設や資機材の整備経費等。歳入として
県 か らの (主に平成25

歳 歳  入

移議事務に係る人件費

施設・資機材等の整備・運営経費

事業①

②

③

① 普通交付税
国から中核市へ交付される普通交付税

② 国庫支出金
中核市の事業に交付される国の負担金等

③ 事務手数料
新たに市が担う事務の手数料等

④ 権限移譲交付金
・中核市の法定移譲事務のうち現に条例移譲に

より市において実施している事務に係る交付
金の減

・法定移譲事務に併せて任意に移譲を受ける知
事権限事務に係る交付金の増

⑤ 県委託料
県から委託を行う4町に係る保健所関連事務等
の委託料

⑥ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業に係る特別会計
特別会計設置に係る貸付原資

【参考】
1 歳出影響 (県試算)

(1)事業費 (法定移譲事務、法定外 (県単独事務、関連事務)移譲事務、県からの委託事務
を含む。平成25年度の県事業として実施していたものについて平成25年度決算
をベースに試算したもの)

約9.3億円
【試算方法】
=整譲・‐fr.務 に係る県の決算額 (平成 25年度)をべTスに取りまとめたもの
・法改正等による新たな事務は含まれていない。
・鳥取市、東部4町分の事業費は、各事業ごとに県全体または東部全体の歳出決算額を

人口、対象者数等により事業毎に接分する等により算出したものを積み上げたもの。

(2)鷲
灘野麗鶴銹

係る人件費

・王成 27年度普通交付税 市町村給与費単価を用いて試算
保健所長 (医師):部長級 (10,497千円)× 2⇒ (20,994千円)※手当分を考慮
課長級     :課 長級 (9,366千円)

その他の職員  :職員A(8,257千円)職員B(5,286千円)の平均⇒ (6,772千円)

に、 41i「 に

(1人 )

課 長 級  (5人役)各事務所の課長人数 (福祉企画課、障がい福祉課、健康支援課、
環境。循環推進課、生活安全課)

その他の職員 (61人役) 事務所人役 (56人役)、本庁人役 (5人役)

各事務所従事の非常勤職員の人件費は、移譲事務事業費に含まれるため計算しない。
(福祉)母子・父子・寡婦福祉資金償還協力員 (2名 )

(環境)廃棄物適正処理推進指導員 (1名 )

狂大病予防技術員 (2名 )
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(先行市における導入・運用経費を参考)(3)施設・資機材等の整備 口運営経費
① 初度整備費 (施設・設備費) 約 1.2億円

・保健所工事費 ,修繕費  15,000千 円  ※施設は既存の建物の改修を想定
・保健所検査機器・試薬等 42,000千円
,システム導入経費    63,000千 円

② 運営経費・維持管理経費   約0.6億円
。システム運用経費    28,000千円
。保健所運営費      32,000千円

2 歳入影響 (県試算)

(市で算出)(1)普通交付税
中核市の移行により基準財政需要額が増力置することから、基準財政収入額との差で国か

ら交付される普通交付税の額が増加することが見込まれる。

(2)国庫支出金 (県負担全等)

中核市移行により、法令上の財源負担割合の変更によりt国・県の交付金 (負担金)がな
くなり、市の負担となるものの例

【中核市移行後】(例)  【現 行】    →
          ,1国 1/2、 中核市1/生県1/4、 市1/4  →国1/2、

【試算方法】
・平成 25年度 県歳出決算額より推計

<主な事業とH25県歳出決算額 (県試算)>
・隣保館運営費等補助金
,   (国 1/2、 県1/4、 市1/4)→ (国 1/2、 中核市1/2)

額     →  0千 円H25実績
→ 57,548千 円市 28,776千円

・重度訪間介護等の利用促進に係る市町村支援事業
(国 1/2、 県1/4、 市1/4)→ 国庫補助対象外 (中核市10/10)

→   0千 円H25実績額 県 31,934千円
→ 42,579千 円市 10,645千円

・生活保護費負担金 (住居不定者扶助)

(国 3/4、 県1/4)→ (国 3/4、 中核市1/4)
→   0千 円   ′H25実績額 県 37,731千 円
→ 37,731千 円市   0千 円

(3)権限移譲交付金
伴い固有事務となるもの (県試算)  約7.5百万円① 中核市移行に

知事権限特例条例により、現在、市が任意に移譲を受けている事務について、中核市
の法定移談事務となることにより、県からの権限移譲交付金が交付されなくなるもの
として試算
<該当事務と鳥取市へのH25年度交付額>
・化製場法、浄イヒ槽法、屋外広告物法に基づく事務分  7,451千円

② 法定移議に併せて市に新たに移譲する任意事務
※金額は、歳出の (1)事業費及び (2)人件費に含まれる。(今後、県で試算)

(4)手数料収入 (事務所取扱証紙収入)約 20.0百万円
<主な手数料とH251R・ EI紙収入額 (県試算)>

829千円Q術生事業許可等手数料
(診療所開設、薬局開設、医療機器等販売業・賃貸許可、毒物劇物販売登録ほか)

486千円・動物愛護管理手数料
・食品営業許可等手数料  16,076千 円

※移譲事務のうち経由事務に係る手数料等は含まない。

(5)県委託料
1 県から委託をする4町に係る保健所関連事務等に係る県からの事務委託料

※金額は、歳出の (1)事業費及び (2)人件費に含まれる:(今後、県で試算)
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0負担割合の変更に伴 う県補助金等の減額

。私立保育所運営費負担金
・住居不定者保護費         等

(例)現 在 国 1/2、 県 1/4、 市 1/4

↓

中核市 国 1/2、 市 1/2

※法令上の負担割合の変更により県から
の交付金がなくなり、市の負担が増える

もの。

0現在、任意に移譲を受けている事務が中核市の

本来事務となることによる県交付金の減

【歳出の増加】

※グラフの高さは、金額の大小を正確に表したものではありません。

※中核市移行により、市民の税金等の負担が増加することはありません。

(注)松江市「中核市移行に関する基本的な考え方」 (1915年 8月 )よ り

【歳入の増加】

普通交付税の増加

※中核市移行 によ り基準財 政需要

額が増加 し、基準財政収入額 との

差で国か ら交付 され る普通交付

税の額が増 えるもの。

普通交付税

=基準財政需要額 一基準財政収

入額

国庫支出金の増加
※県が実施する事業に交付されている

国の負担金等が市に交付されるよう
になるもの。

手数 料等
※新たに市が担 うことになる事務の手
数料等

その他
※母子父子寡婦福祉金貸付事業に係る特別会計

島根県の交付金
※任意移議事務に対する県の交付金

移譲される事務の事業費
嬢生行r■

l

・母子及び父子並びに寡婦福祉金貸付事業
・民生児童委員活動費

際健衛生行政|

・特定不妊治療費助成
・食品衛生監視指導

際境行政|

,大気汚染防止対策
・産業廃棄物対策

教育行政   ヽ

・県費負担教職員の研修       等

その他

・包括外部監査拇度の経費
・保健所等施設維持管理経費
・職員人件費

賃葎婁
穣琴警

1手かかる■業資'職員

5 建設費等
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(注)鳥取市「みんなでつくるとっとり市庁舎の考え方」(2015年 7月 )よ り

建設費等の概算事業費は、次のとおり想定しますが、設計時に建設単価の精査や新本庁合の建物

面積の縮減などに取り組み、費用の抑制に努めます。

区分■
1事業彙: 説明

設計 口監理費 約3.2億円 業務報酬基準 (国土交通省告示第 15号)に基づき算定

建設費 約93.2億円 新本庁舎の想定面積

万円/だ、下記参照)

(約 23,000ボ )

を乗じて算定

に、建設単1面 (約 40.5

その他経費 約 2.0億円 調査徹、移転費など

これまでの調査検討の結果や見積もりなどを基に算定

計 約 9a4億円

※消費税等を含む。現在の本庁舎と第二庁舎の敷地活用方法が未定であることからぞれぞれの解体鍵|ま含
めず想定しています。

o想定する建設単価

建設単価|よ、近年の建築資材や労務単価の高騰、消費税率の増、鳥取地域の換算率を勘案し、次
のとおり約40.5万円/ボに想定しますが、今後も変動の可能性があることから、設計時に精査する
こととします。

:単価 議崩

建設単価の想定 約42.1万円/ぶ 平成 29年度の建設単価 (税込)の想定 (資料編 P38参照)。

鳥取地域の換算単価 約40.5万円/ぶ 上記に鳥取県の地域Ell工事費指数 (0.96)を乗じで算定。
※地域潟1工事費指数…圏土交通省新営予算単1面に基づく、東京の工事費単価を 1と したときの各地域別

の工事費指数.鶏取県における鉄骨鉄筋コンクリート造の地域工事費指数|よ 0.96.

財源は、次のとおり想定します。

有利な財源である合併特例債、積立て済の基金を活用するとともに、今後も国庫補助金など他の

有利な財源の活用などの検討を積極的に進め、市の負担を抑制します。

合併特例債 約 90.9億円 制度の説明は次項参照。

基金 約7.5億円 公共施設等整備基金 (残高 :約 45.5億円、H26決算見込)

計 約 98.4億円

◆市の実質負担額 約38.5億円

①当初約7.5億円 十②合併特例債の返済額のうち市の実質負担分約31.0億円

これは、庁舎整備のために計画的に積立ててきた 45.5億円)でまかなうことがで


