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 調査地点の概要  

 

 

3. 鹿児島市旧桜島町 
 

 

鹿児島市 旧桜島町地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（2004年11月１日合併） 

 庁舎分類      ：支所 

 生活圏分類     ：非拠点型、最も通勤率が

高い市町村が本庁(拠点)

地域 

 通勤５％以上の市町村：鹿児島市（30.3％） 
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▼人口関係基礎データ 
 

2010年国調人口 人口増減率 面積 人口密度 

（新自治体における人口シェア） （2005－2010）   

3,907人（0.6％） －11.7％ 32.20㎢ 121.3人/㎢ 

世帯総数 １世帯あたり人員 18歳未満同居世帯割合 高齢独居世帯割合 高齢夫婦世帯割合

1,660世帯 2.32人 18.5％ 20.4％ 42.9％ 

 

▼選 挙 
 

最後の首長 
最後の首長選挙での 

得票率（直近） 

最後の議会選挙 

の投票率 

定数 

(うち無所属) 
特例利用 

竹ノ下 光 

（２期目） 

76.95％ 

 

95.29％（２回前） 

 

16（15） 

 

在任・増員：○

定数   ：－

選挙区  ：－

議員１人あたり有権者数 281.7人 → 9,586.6人（34.0倍） 

 

▼合併直前年度における財政状況（決算年度：2003年） 
 

基準財政需要額 

1,580,723千円 

基準財政収入額 

262,507千円 

標準財政規模 

1,651,229千円 

財政力指数 

0.16 

実質収支比率 

3.7％ 

公債費負担比率 

21.7％ 

公債費比率 

18.7％ 

起債制限比率 

12.2％ 

経常収支比率 

99.0％ 

左のうち人件費 

33.3％ 

左のうち公債費 

27.4％ 
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 調査報告  

 

 

合併で真に失うもの 
 

 

飛 田 博 史 

 

 

(１) 鹿児島市旧桜島町の概要 

   2004年11月１日、鹿児島市への５町（吉田町、喜入町、松元町、郡山町、桜島町）の編入合併

により、人口60万人の新しい鹿児島市が誕生した。 

   合併前年の人口は鹿児島市が約55万人に対し、吉田、喜入、松元が、それぞれ約１万２～３千

人､郡山が約8,500人､桜島が4,700人と､県庁都市の中核的機能充実型合併ということができる(１)。 

   旧５町いずれも通勤圏内ということからすれば、住民の生活圏域と合致したごく自然な合併と

みることができる。 

   しかし、今回調査対象とした桜島地区（旧桜島町を指す、以下同じ）は、鹿児島湾を回り込ん

で陸続きではあるが、生活圏域としては、湾を隔ててフェリーで市内とつながる実質的な離島と

しての特殊性を有する。 

   本レポートは、合併後の増員選挙の一期を経て地元選出議員を失った（いわゆる議員ゼロ）

ケーススタディとして桜島地区をとりあげ、その要因と地域代表を失った影響を、当時を知る元

町議、元役場職員、住民、ＮＰＯ関係者などのヒアリングを通じて検証するものである。 

   結論からいえば、議員ゼロの要因は、単に60万都市の一部における地元票数の問題にとどまら

ず、いわば桜島の民力の衰退の結果ということができる。 

   すなわち、合併後の人口急減(２)、少子高齢化の進展によるコミュニティ力の低下や地元代表

者の人材不足、長年の町長選対立による地域政治の疲弊、地域産業の衰退などが、長年にわたり

積み重なっていった結果である。市町村合併と議員ゼロの状況はその延長上の出来事である。 

   したがって議員ゼロの影響についても、民意を反映するルートとしての喪失感には、関係者に

よって温度差があり、必ずしもこの点から合併を一義的に評価することはできない。 

   そうしたなかで、少なくともヒアリングを行った関係者に共通していたのは、合併にともない

旧町の様々な独自政策が旧鹿児島市の目線で廃止され、鹿児島市標準として還元されたことへの

不満、住民の声が市政に伝わらないいらだち感であった。とりわけ、戦前からの歴史をもつフェ

リー事業の大幅な見直し、あるいは市内と桜島地区で極端に異なる降灰状況に関する住民と行政

との認識の相違などは、住民からすれば、新市の政策から島が放逐されたとの思いがある。本稿

では桜島地区における議員ゼロの意味を探る。 

 

                                                                                           

(１) 森川洋「九州における『平成の大合併』の比較考察（下）」、『自治総研』2012年７月号参照 

(２) 旧桜島町地区の2010年度国調人口は3,907人、対2005年度比11.7％減であり、2005年度対2000年度比5.4％減の

２倍超の減少となった 
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(２) 合併の経過と地域性 

  ① 久米哲学 

    今回の議員ゼロのてんまつを検証する上で、桜島の歴史的背景は重要の意味を持っている。

そこで、まず旧桜島町の歴史と哲学について触れておこう。 

    1889年、明治の合併において江戸時代からの集落であった旧桜島郷から北大隅郡西桜島村、

同東桜島村が成立した。西桜島については旧11村（横山、白浜、二俣、松浦、西道、藤野、武、

赤生原、小池、赤水、新島（飛び地の島））が合併し大字となった。これらの地名は新島を除

けば平成合併後も「桜島＊＊町」として引き継がれている（図表１参照）。 

    1914年の大正噴火は、桜島の集落に多くの犠牲者と農産物への壊滅的な被害を与え、溶岩に

よる南北の地理的分断ももたらした。とりわけ東桜島は中心集落に溶岩が流れ込み、村の社会

経済に甚大な被害を与え、1950年の鹿児島市への編入合併の決定的な要因となった。 

    当時、国の合併推進を背景に西桜島村にも合併の働きかけがあったが、久米芳季村長（村長 

1929～47年）のリーダーシップのもと独立機運が高かった村では、1949年３月に鹿児島市との

合併を議会で否決するにいたった。合併後の東桜島の衰退を見るなかで、住民たちの意識のな

かに合併に対する抵抗感が根付いたという証言もある。 

    ところで、当時の独立機運の背景には、村と鹿児島市とのいわば村民差別を内包する格差と 

 

＜図表１＞ 旧桜島町の地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）ゼンリン「Mapion」の地図に加筆作成 

http://www.mapion.co.jp/m/basic/31.582339557553823_130.65935370694854_6/t=simple/size=600x550 
/icon=home,130.65935370694854,31.582339557553823/ 
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   そこからの脱却を図る久米村長の哲学があった。 

    村長のお孫さんにあたる民生委員（久米氏）の話によれば、もともと地理的に恵まれなかっ

た村は極めて貧しく、各集落の農産物を部落船で市内に売りに行き、その売り上げで日用品な

どを購入して帰島することで生計を立てていた。部落船から下ろされた農産物は半ば露天売り

のような状況で仲買人に買いたたかれ、わずかな売り上げしかなかったという。 

    1923年に村農会長に就任した久米芳季氏は、1926年に市内小川町に西桜島村農会が経営する

桜島青果卸売り市場を創設し、対等な農産物の取引や販路拡大に尽力した。久米氏の回顧録に

よれば「従来の蒙昧屈辱的不合理の販売方式を改め合法合理的市場機構の出現活用｣(３)を目的

に創設したと書かれており、当時の惨めな取引状況に対する強い憤りと反骨の意思がうかがえ

る。 

    もう一つの村長の哲学を最も象徴する政策は村営船事業の取組である。 

    1929年に村長に当選すると、これまで各集落の個人経営や営利企業により営まれてきた渡船

事業に村営船として参入し、公共交通として安定的かつ安価な運航を図った。 

    当初、民間客船14隻を抱える航運組合から別途新造船１隻を借りるかたちで事業を開始する

も、その後、はなはだずさんな運航をしていた民間船への利用者不満を受けて(４)、全船舶の

買収による村営事業化に着手し、村と組合との激烈な対立を経て1935年についに事業の一本化

にいたった。 

    さらに1939年に事業を開始した村営バスと船車連絡運輸を行い、船の運航に合わせた島内交

通の利便性を図った。また、1944年には３台の車載が可能な国内初のフェリー船の自動車航送

を開始した(５)。 

    久米村長は回顧録で、こうした公共交通の発展に尽力した理由を次のように述べている。

「……一朝にして全島全山悉く荒廃の巷と化し財宝世襲財産は喪失され、悲惨凄愴の生活に喘

ぐことの歴代祖先より繰り返さるる災厄の事情に因み、其の対策として教育方針を樹立。青少

年に知能を高め技術を習得せしめ、情操豊かなる若人に仕立て、如何なる場合如何なる場所で

も自己を啓発し、自己を創設する素養と人格を習得せしむべく、鹿児島市内の中等学校高等学

校、其の他専門学校へ自宅より通学の道を與へ、普遍的に村の知識水準を高むべく交通事業に

按配し、通学時間表に織込み、運賃に特例を設けその実現を期した……｣(６) 

    このように村長の公共交通整備の最も大きな目的は教育にあった。当時、島内では中高等教

育が受けられないなかで、たとえ噴火の被害に遭い、財産を失おうとも生きていける人材を育

成することを重視したのであった。見方を変えれば、村長の政策は、10年20年先の村の将来像

を視野に入れたものであったということができる。 

    村長は「民度低ござんどん」（民度は低くありますが）としばしば口癖にしていたそうだが、

これはやがては人材育成して村を興す強い意志を象徴していたのだろう。 

    後述する平成合併のてんまつ、そのなかでのフェリー事業の見直しは、久米村長の哲学が失

われた瞬間とみることができる。 

                                                                                           

(３) 久米芳季「公僕三十二年の歩み」pp.5-6参照 

(４) 民間船は運賃、運行時間、運行ルートなどが一貫せず、たとえば目的地途中の指定地で多くの客が乗ると、遠

方の指定地を回らずに引き返すなどの行為が常態化していたという（前掲「歩み」参照） 

(５) フェリー船の建造は1941年 

(６) 前掲「歩み」参照 
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  ② 桜島町合併の経緯 

    桜島町の合併のきっかけは、2000年11月に県が８市町村（鹿児島市、桜島町、吉田町、喜入

町、松元町、郡山町、三島村、十島村）による合併パターンを提示し、鹿児島市から呼びかけ

があったことによる。 

    その後、2001年５月に８市町村の事務局レベルによる合併研究会が設置され、市町村の現状

や合併にともなう課題などが検討され、10月には報告書にまとめられた。翌年１月には関係首

長の会合が開催され、報告書の内容が確認された。４月には関係市町村による住民アンケートが

実施され、５月には同首長会議で結果が報告された。 

    図表２は各市町村のアンケート結果であ

る。島しょ部を除けば、桜島町の合併が必

要であると考える回答は57.1％と５町のな

かでは低く、また、必要はないという回答

が27.8％と高かった。 

    当時の結果では、桜島町民が比較的合併

に慎重な姿勢をもっていたことがうかがえ

る。 

    研究会はアンケート結果を踏まえ、合併

協議不参加を表明した三島村、十島村を除

く６市町による枠組みを確認したうえで、

８月に解散した。 

    同年９月に合併準備協議会における議論を開始し、2003年１月24日に法定協議会である「鹿

児島地区合併協議会」が設置された。 

    協議会組織は、赤崎義則鹿児島市市長が会長に就任し、委員が各町長、助役、議長、議員、

学識経験者を含む39名。各市町の企画担当課長による幹事会。個別分野を検討する部長及び主

管課長から構成される12の専門部会。その他11名の事務局体制で構成された。 

    2003年１月31日から都合19回（～2004年10月18日）の協議が行われた。この間、2004年３月

３日に合併協定書の調印、その後、各市町の廃置分合議案等の議決、県議会の議決を経て、７

月16日に市町廃置分合の告示がなされ、11月１日に当初の予定通り鹿児島市への編入合併にい

たった。 

    なお、新市の議員定数については定数特例を適用することとなり、11月18日に投票が行われ、

桜島町は元町長の竹ノ下光氏が市議となった。2008年４月13日に任期満了にともなう全市域を

対象とした市議選の投票が行われたが、竹ノ下氏は健康上の理由から立候補を見送り、有力な

地元候補者が現れずに議員ゼロとなり現在にいたっている。 

  ③ 鹿児島まちづくり会議 

    合併後の地域別の課題を議論する任意の協議の場として、2005年１月「鹿児島まちづくり会

議」および「地区まちづくり会議」が設置され、同年２月から2007年10月にわたり15回の協議

を経て、11月27日に各地区のまちづくりに関する報告書が市長に提出された。 

    地区まちづくり会議では元町長、行政関係者、有識者などが会長となり、それぞれに地区の

要望をまとめ、鹿児島まちづくり会議では各地区会議の会長や公募市民などがメンバーとなり

＜図表２＞ 合併の必要性     
                     （％） 

 必要がある 必要はない わからない

鹿児島市 39.4 32.6 26.8 

吉 田 町 82.7  6.7  7.6 

桜 島 町 57.1 27.8 11.4 

喜 入 町 56.6 23.6 17.3 

松 元 町 83.0  8.5  8.5 

郡 山 町 74.4  9.3 14   

三 島 村 18.9 54.9 26.2 

十 島 村 40.9 37.5 21.6 

（資料）当時の調査結果資料をもとに作成 
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議論がなされた。（メンバーは巻末資料参照） 

    もともと、委員は１年程度の任期で会議自体は期限を設定したものではなかったが、結果的

に報告書のとりまとめというかたちで３年程度で終了し、その後この種の会議は設置されな

かった。 

    桜島地区は１期目の会長として萩原道也（桜島自治公民館連絡会会長）、２期目に時村悟

（元桜島町総務課長）が就任した。 

    ２期目の会長を務めた時村氏によれば、会議全体の印象として、新市の「一体化」の名の下

に鹿児島市全体にかかわる政策議論が中心で、地区別の施策の議論は低調であり、いわばガス

抜きの場に過ぎなかったということである。 

    時村氏は桜島の特殊性を踏まえた政策を求めたが、新市の一体化の名の下に議題とならず、

他の地区の代表者も桜島の特殊性に対する理解は薄く、支持する声もなかったという。 

    そうしたなかで、島の急勾配を理由に電動車いすの購入助成などの要望は、地区名を明記せ

ずに意見書に盛り込まれたものの、全く実現にいたっていない。 

    わずか３年での協議の終了に対し、協議の継続を要望する委員もいたが、現在にいたるまで

同種の会議の設置はされていない。 

 

(３) 議員ゼロの背景 

   桜島の議員ゼロへいたる背景には町の政治構造が大きく影響している。 

  ① 桜島町の政治構造と合併 

    桜島の政治構造は町長選挙に色濃く表れている。とりわけ、今回の合併から議員ゼロにいた

る背景に町を二分する激しい町長選挙の歴史があった。 

    1991年、横山金盛町長勇退後、元総務課長の竹ノ下光氏と元収入役の竹山勇氏が町長選を戦

い、竹ノ下氏が当選した。 

    その後1995年の選挙では、竹ノ下氏が推進する競艇場外舟券売り場（ポートピア桜島）誘致

に反対した竹山氏の勝利。 

    1999年はマリンポートかごしま建設を推進する竹山氏に対し、厳しい財政を背景に行革の必

要性と福祉の充実などを訴えた竹ノ下氏が返り咲いた。 

    長年にわたる両者の政争は激しく、両陣営が投票所に行けない高齢者に車を手配して囲い込

みを行ったり、相手候補の運動員が支持者の自宅訪問をしないよう見張りをつけるといったこ

ともあった。 

    こうした対立構造は町全体に波及し、選挙になると議員が両支持派にわかれ、役場職員ある

いは町民でさえ、両支持派の色分けをされ、職員は人事面でも影響を受ける有様だったという。 

    2003年４月の町長選では竹山氏は出馬せず、合併中立を表明する町長と合併推進の立場をと

る市民グループ代表の酒匂俊一氏の戦いとなったが、竹ノ下氏が圧勝し事実上の合併信任当選

となった。 

    町長再選後、同年６月に町長は議会に対し合併の住民投票を提案し、議会で承認された。当

時、合併推進派の元町議（村山氏）によれば、これは合併推進派の町議グループから申し入れ、

町長を支持する合併反対派も合意したことによる。 

    元総務課長（時村氏）や元町議（村山氏）によれば、町長は桜島の独自政策にこだわり、合
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併反対が真意だったという。彼が合併に消極的であったことは、住民投票決定後、総務課に合

併の財政シミュレーションの策定を指示し(７)、そのなかで単独の可能性を示したことからも

うかがえる。このほか、2002年の住民アンケートの結果が合併に消極的であったことも、住民

投票へ踏み切るハードルを下げたとみられる(８)。 

    同年12月14日の住民投票へ向けて、町長支持派と反町長派の対立が、合併の是非をめぐる場

で再燃することになった。反町長派の町議４名は11月14日に「合併をすすめる議員の会」を立

ち上げ、町長支持派６名も反町長派の動きに危機感をもち、12月に入ってから「桜島を思う会」

を立ち上げた。 

    合併推進派は交付税カットによる財政危機などを、一方の反対派は住民サービスの低下の可

能性などを住民に訴えた。当初全戸へのビラまきを中心に展開されたが、やがて街宣車まで動

員する激しい運動へとエスカレートしていった。 

    住民投票の結果は賛成1,855、反対1,422、投票率82.23％。アンケート調査では合併に慎重

な意見が多かったことを踏まえれば、433票差というのは必ずしも僅差とはいえないだろう。 

    このような結果についての新聞報道では、高齢化のなかで将来的な財政見通しへの不安が高

まったことを主要因としてあげている。当時、三位一体改革による交付税削減の方向が示され

るなかでは要因の一つと考えられる。 

    しかし、元総務課長が私見として述べたなかに、長年の町を二分する政治対立に嫌気を起こ

したのではないかという指摘があった。住民が町に根付いた因縁を、合併により払拭しようと

した見方も正鵠を射ている。 

    2004年11月18日には合併後の市議増員選挙が行われ、竹ノ下光元町長が、合併推進で反町長

派の山村一光元町議を903票差で破り当選した。合併後も旧町時代の対立構造を引きずる結果

となった。 

    その後、竹ノ下市議は健康上の理由から二期目に出馬することなく、地元からの候補者を擁

立できずに旧桜島町の議員はいなくなった。 

  ② なぜ議員ゼロになったのか 

    いわゆる議員ゼロとなった要因について、ヒアリングを通じて次のような点があげられる。 

   ・旧町の政治対立構造を引きずった 

     市議選でも明らかなように、合併後も旧町長へ支持派、不支持派のしこりが残り、これが

４年後の市議選にあたっても後を引いて、有力な候補者を擁立することができなかった。 

   ・人材不足 

     元町議の多くが指摘したところであるが、適当な次世代の候補者が見いだせなかったこと

がある。この背景には少子高齢化や人口流出による若手リーダーの減少。町議への政治的な

ステップとなっていた農協などの合併にともなう弱体化などがあげられる。 

   ・支持者層の力不足 

     単なる地元有権者の減少だけではなく、合併後の町に対して諦観する雰囲気が広まった。 

     自治公民館（自治会）の後継者不足などから、地元の要求をとりまとめる人材が不足して

                                                                                           

(７) 当時の広報誌によれば、現行のまま推移した場合、2004年から10年間で一般会計で52億円、全会計で38億円の

赤字となり、行財政改革をした場合、一般会計で５億円、全会計で36億円の黒字が出る予想だった 

(８) 投票結果後、町長は400票以上の差に「意外だった」と感想を述べている（南日本新聞 2003年12月16日朝刊） 
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いた。また、県議後援会がないため、市議選に動員する選挙力がなかった（村山氏）。 

  ③ 議員ゼロの影響 

    ヒアリングでは、地元議員がいないことによる地元民意の反映について懸念を抱く関係者が

多かった。 

    ただし、ＮＰＯ代表者（福島氏）は、議員が住民の代表としての役割を果たしていないとい

う感想を述べており、島の地域政治の外延からの見解も看過できない。 

    いずれにしても、合併後、フェリー運賃の優遇策などの旧時代の政策を廃止し、鹿児島市標

準となっていくなかで、島の特殊事情を市政に伝えるルートが希薄になっている現状の焦燥か

らくるものであり、合併により地元選出議員を失った実感ではない。 

    一期を務めた竹ノ下市議は、就任まもなく旧町の決算審議で不承認を受けた。町長時代の財

調基金の全額取り崩しが問題視されたのである(９)。 

    元町議（村山氏）によれば、これを機に議会での立場が悪くなり、地元利害に関する発言が

弱くなったという。別の元町議（西元氏）も同様の指摘をしている。他のヒアリングでも合併

後の利益代表としての市議の具体的な活動に言及するものがなかったことを踏まえれば、議員

ゼロのデメリットはあまり実感されていなかったと推察される。 

    ただし、他の地域の状況をみると必ずしもそうとはいえない。 

    喜入地区の市議（堀氏）によれば、議員のいない地域は不利だと指摘する。事実、喜入地区

では合併特例債事業として観光農業公園整備事業を実現しており、一定の信憑性はある。 

    また、桜島支所長（宮脇氏）によれば、市内の谷山支所（旧鹿児島市内）では、地域住民の

要望は地元議員と支所のやりとりで対応し、議会では他の政策議論に集中できるという。一方、

支所側も議員を通じて議会の動きを把握するメリットがあり、議員が地元利害にとって重要な

役割を果たしている。 

  ④ 地域代表輩出への模索 

    先述の通り、市議候補を直ちに出す状況にはないが、2015年４月の統一地方選で地元出身の

上山貞茂氏が当選した。上山氏は元県庁職員で小中学校を桜島で過ごし、現在は市内在住であ

る。選挙では県職労などの支持のほか、上山氏のいとこにあたる桜島元町議（村山氏、有村氏、

西元氏等）も、市議が出せない状況下で桜島の声を届けるために支援にまわった。県議の応援

地盤を地元に作ることは、市議を出すステップになるという。 

    また、かつて、地元出身県議が農業対策や過疎対策で、永田町、霞ヶ関への陳情に尽力した

記憶もその期待の背景にはある。ただし、あくまで県政レベルの代表であり、国地方を通じた

財政健全化の時代にあって、桜島の利益が実効性を持ってどこまで代表されるかは未知数であ

る。 

 

(４) 桜島地区の民意反映の状況 

  ① 合併前の自治公民館 

    桜島は歴史的に旧町単位（離島の新島含む）で11の自治公民館（町内会）があり、現在の会

員は二俣地区で176人、小池・横山町地区で786人と地域差がみられる。 

                                                                                           

(９) 旧町11の自治公民館に「地域活力創出事業基金設置補助金」として1,000万円ずつ配付した。なお、このうち島

しょ部となる新島については100万円が配分された 
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    桜島支所長によれば、加入率はほぼ100％で比較的活動は活発ではあるとのことである。た

だし、高齢化による公民館長（町内会長）の後継者不足は否めず、地域の行事や清掃などの集

落機能は低下しているという。 

    また、民生委員（久米氏）によれば新住民のなかには、自治公民館組織に加入しない住民も

おり、全般的には住民自治の機能が落ちている。 

    このほか、自治公民館単位の老人クラブ、婦人会、母子会などの組織もあったが、いずれも

後継者不足で廃止や市の組織に合併吸収された。 

    合併前の自治公民館は有力な民意反映のルートであった。 

    図表３に示したのは合併前の自治会組織を通じた役場への要望のルートをまとめたものであ

る。 

    自治公民館では、各公民館長が集まる「公民館連絡協議会」を年に数回開催して、各地区の

課題や要望を議論して意見を集約し、役場に申し入れていた。 

    また、公民館長は役場の審議会のメンバーであることもしばしばあり、もう一つの行政ルー

トを通じた意見反映の場として機能した。 

    このほか、地元議員が公民館役員を兼任する場合が多く、議員ルートで地域の要望をするこ

ともあった。 

    全体として地域の要望は、議員ルートよりも公民館ルートのほうが、有効に機能していたと

みられる。 

 

＜図表３＞ 合併前の民意反映の組織的ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 合併前後の住民と行政の関係 

    こうした民意反映のルートは合併により大きな構造変化をもたらすことになった。 

    役場が支所に代わり、窓口業務の機能にとどまり、地域の要望を吸い上げる力は大きく低下

した。 

    また、公民館連絡協議会自体が合併から２年後に廃止され、これに代わり校区公民館協議会

が桜州校区、桜峰校区の２カ所にできたが、教育委員会所管の社会教育の拠点としての性格が

強く、従来の公民館ルートは脆弱になった(10)。 

    住民と行政の直接の関係も大きく変わった。 

                                                                                           

(10) 支所長によれば、公民館長と支所との対話の機会はあるという 
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    民生委員（久米氏）によれば、地元を知らない議員や職員が多くなったという。たとえば教

育委員会が中心部に移ったことで、島特有の校区と集落のずれを知らないまま、入学案内を誤

るケースがあった。 

    また、役場時代には町内の保健センターの保健師が、高齢者一人一人の健康指導をきめ細か

に行っていたが、現在では必ずしも現場に明るくない非常駐の保健師が担当しており、保健セ

ンターの管理能力も低下しているという。 

    元総務課長（時村氏）も、市内とは大きな差がある降灰などの実情を議員や職員が認識して

いないという。 

    このほか、役場職員が現場に出て行って、住民要望に柔軟に対応してきたが、合併後は行政

の中立性、公平性の視点からそうした対応には消極的である。 

    一方、支所の関係者は、少なくとも住民と支所の距離間は近いと述べており、住民と行政と

の認識の差がある。 

    合併後、民意の吸い上げの仕組みとしては、年間数回、市長が各地区を訪れて住民の要望を

聞く「市長とのふれあいトーク」がある。合併直後は市全体で年間12回開催され、その後は７

～８回程度で、市のホームページで確認すると桜島については合併以後、延べ７回程度の実績

がある。なお、途中から子育てや観光などのテーマ別の集会も開催されており、必ずしも地区

の要望だけではない。 

    参加経験のあるブレーン21代表幹事（篠原氏）などによれば、集会開催の告知は個人ではな

く公民館などの団体が中心で、当日も事前にＱ＆Ａが用意されているなど、民意吸い上げの実

効性を疑問視している。また、支所長も住民の細かい要望を把握するには限界があると指摘し

ている。 

    そうしたなかで、日常的な民意の吸い上げは支所が基本ルートとなる。 

    現在の桜島支所の機構は、総務市民課（地域振興係・総務市民課市民係）、税務課、桜島保

健福祉課、桜島農林事務所、桜島建設事務所、農業委員会事務局桜島支局からなり、職員は

2015年６月現在32名であり、取り次ぎ業務が主体である。 

    しかし、先述のように地元住民と支所との直接的な関わりが少なくなったなかで、支所ルー

トで住民の要望が本庁に上がる力も、また要望に対する本庁からの応答性も弱くなっている。 

    ただし、支所長は個人的見解として、役場時代のような行政が住民の要望に何でも融通を利

かせ、住民が行政依存になる関係について疑問をいだいている。その点で合併は「市民として

の一体化」であり､行政の中立性､公平性という観点からの割り切りという意味があると述べた。 

    行政側の地域の実情への認識が薄いという住民側。合併により行政と住民との新たな関係性

を形成しようとする市側。両者には根本的な認識のズレがあるように思う。 

  ③ 新たなコミュニティ形成 

    鹿児島市は合併後、特に旧町のコミュニティ施策を講じてこなかったが、地域の様々なコ

ミュニティ組織の総合的な活動の活性化を図るため、2011年３年に「鹿児島市コミュニティビ

ジョン」を策定し、総合的なコミュニティ組織として「地域コミュニティ協議会」の設置を進

めている。 

    組織の概要は図表４の通りで、校区単位での整備を図っている。 

    既存の校区公民館を含む、地域の各活動主体により構成される地域コミュニティ協議会を設 
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＜図表４＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（鹿児島市ホームページより引用） 

 

   置し、それぞれが参画する総会、役員会のもとで、５つ部会に分かれ、地域の課題に総合的に

対応することが主旨である。 

    地域コミュニティ協議会への財政支援としては設立時２年間で100万円。コミュニティ協議

会で採用する専任臨時職員人件費について年額50万円となっている。 

    協議会の全市設置の目途は2018年度としており、桜島地区は桜峰校区（６町）が2015年10月、

桜州校区（４町）が2016年度前半に創設予定である。なお、３校区をもつ東桜島地区は、2015

年度５月と８月に１カ所ずつ創設している。 

    ただし、「ビジョン」では取組の柱に「地域主体性の強化」「意識改革」「行政の支援」を

掲げており、新たな民意の吸い上げよりもむしろ、地域の自立を促す組織づくりが主眼である。 

    地域の人材が疲弊している桜島では、こうした多様な主体の参画自体が困難であり、本庁目
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線の地域づくりの論理がうかがわれる。自治の力が低下しつつある桜島地域に対し、コミュニ

ティ組織による地域の自立を求めることは、市の政策から地域を切り離す方策と見なさざるを

えない。 

 

(５) 合併後の桜島地区の政策 ― フェリー事業の見直しを中心に 

   合併協議の段階から鹿児島市の一体化を目指し、合併にともなう政策は、鹿児島市標準を適用

することが確認され、従来の旧町の独自施策の廃止や行政サービスに対する住民負担などが一律

化された。 

   旧桜島町については、青少年国際交流事業、パソコン購入、敬老パス、自家用車フェリー通勤

用回数券助成などの単独事業の廃止が合併協議の段階で決定された。そのなかで、フェリー助成

については住民の市内への重要な交通手段であることから、その存続が望まれたが、最終的には、

これまでの経緯を踏まえつつ、フェリー事業者（公営企業会計）の経営判断に委ねることになり、

大幅な見直しが図られた。 

   フェリー事業は合併により桜島地区の暮らしにもっとも大きな影響を与えたものである。この

見直しが与えた桜島への影響について詳述する。 

  ① フェリー事業の沿革 

    桜島フェリー事業は、1934年12月に部落船14隻を買収し村営船舶事業を立ち上げた後、1944

年７月に貨物自動車３台搭載可能な桜島丸で始まった。桜島－鹿児島間の運行は旅客船２隻と

ともに行われ、戦後は航路の拡大と新造のフェリー船の投入により増強が図られ、1947年の１

日12便から1974年には83便まで増加した。 

    フェリー事業の発展とともに、村は1956年に機構改革により交通部を独立させ、観光事業も

同部署が担当した。また、1963年には企業助役を置く(11)など組織を拡大していった。 

    経営の危機が訪れるのは、1974年の南海郵船の垂水－鴨池（鹿児島市内）間の就航である。

南海郵船の就航申請が1970年に県議会で採択されたことを受けて、村民あげての激しい反対運

動が展開された末のことであった。 

    就航により桜島フェリーの利用者数は急減し、同年度の決算では予算規模10億円に対し、減

収額３億円という危機的状況に陥った。 

    その後も路線や便数の拡大を進める南海郵船に対し、公共交通としての責任のなかで経営路

線の見直しを余儀なくされ、1974年に1954年から据え置いてきた運賃を値上げした。さらに

1956年に開始された島内集落を回る旅客船の廃止縮減(12)、地方公営企業法の財務関連の適用、

財務管理を徹底して人件費や物件費の合理化なども図った。 

    一方、1978年には納涼船観光事業を本格導入するなど、観光事業としての事業は拡大しつつ

経営改善を図った。 

    経営の建て直しに苦慮しながらも、公共交通としての役割を重視する姿勢は変わらず、1984

年には24時間運行が開始された。当時住民は夜間の急病人や急なお産などがあると、漁船を手

配して市内の病院に運ぶ不確実な対応しかなく、長年の住民の要望が実現したのである。こう

                                                                                           

(11) 当時、県内の助役二人制は鹿児島市と西桜島村だけであった。なお1968年に廃止された 

(12) 旅客不定期船として、主に通学などを目的に各集落の港と鹿児島港を結ぶものであったが、1976年までに段階

的に廃止された 
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した突発的な状況にフェリー運航は柔軟に対応し、救急車が乗船する場合などはダイヤ変更ま

でしていた。 

    また、開業当時の船車連絡運行の方針も変わらず、合併前は町営バスとフェリーとの連絡も

相互に融通を図っていたという。 

    町民を対象としたフェリー料金の優遇策は町民の通勤通学、お年寄りの市内への移動にとっ

て大きな恩恵をもたらした。 

    1997年には自家用車の通勤用回数券助成を開始し、一冊42,800円に対し18,900円の助成を

行った。2000年には助成を拡大し、通勤に限らず一世帯年間１冊について半額の助成を行った。 

    合併後、フェリー事業は旧町の企業部から市の船舶局へと独立させ、観光課は本庁に移管さ

れ、折からの原油値上がりのなかで本格的な経営合理化に着手した。 

    料金の優遇策については既述の通り合併協議において廃止が決定された。 

    さらに運行ダイヤの減便を2010年（176便から172便）、2011年（172便から166便）、2015年

（166便から140便）と相次いで実施した。 

    各種業務も見直し、船舶常務嘱託員の採用（2006年）、桜島港駐車場の有料化（2007年）、

桜島港車両料金所運賃収納業務の全面委託（2008年 2006年に一部委託）。人件費の見直しな

どを行った。 

    2013年度には向こう10年の「鹿児島市船舶事業経営計画」を策定し、2015年に就航した二層

型新造船（サクラフェアリー)(13)の導入にともなう６隻体制から５隻体制への削減などを盛り

込んだ。 

    観光事業面では大幅なてこ入れを行い、納涼船の専用運賃の設定（2006年）、各種観光企画

への参加（2008年ＳＵＮＱパス全九州への参加など）、よりみちクルーズ船の正式運行開始

（2011年）、錦江湾魅力再発見クルーズ正式運行開始（2013年）などを実施している。 

  ② 町財政とフェリー 

    町村時代、フェリー事業は特別会計（交通事業特別会計）をもって管理しており、1952年度

決算では一般会計への繰入金を開始し、早い時期から事業収益が順調であったことがわかる。 

    一般会計への繰入金は1960年代半ばには１億円超に達することもあり、当時の税収の４～５

倍の一般財源をもたらし、フェリーの購入も一般会計からの負担を不要とした。 

    当時の広報で1990年代半ばから2000年代初頭の町の一般会計決算をみると、町税並みの繰入

金が収入される年度があり、基金取り崩しなどの他の要因を除いても、多額の繰入が継続して

いた。 

    フェリー事業は、それ自身の経営だけでなく、村の観光事業と一般会計を支える経常的な財

源として、合併まで長きにわたり町の財政を支え続けた。 

    ただし、決算指標では1998年の経常収支比率が90％を超えており、当時の全国町村平均の

80％台弱を大きく上回る状況にあり、合併前の旧町の財政は悪化していた。その要因の一つは

年々の普通建設事業にともなう公債費の増大によるもので、町長選ごとの事業公約が放漫財政

                                                                                           

(13) 2011年就航のサクラエンジェルに続く、省エネ型の電気推進船で、従来の倍の車両を積載可能な二層構造の新

造船である。建造費は19億7,400万円で、鉄道運輸機構との共有をするかたちで同機構が半分を負担し、船舶局が

使用料を払う。また残額の８億円を公営企業債、その他25％を機構の財投債でまかなった。公営企業債の元利償

還金の半分については初めて一般会計からの繰入を行っている 
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を招いたと推察される。 

    フェリー事業収益は、町長選の政策合戦に巻き込まれるなかで財政悪化のあだになったので

ある。 

  ③ フェリー事業の見直しの影響 

    今回のヒアリングで当時の合併に賛否に関わらず、旧町関係者の多くが合併後のデメリット

として、ダイヤの減便やバスとの接続の悪さを指摘している。また、市役所関係者も住民の苦

情が多かったことを認めている。 

    とりわけ、二層式フェリーの導入にともなう輸送効率の向上を理由とする26便の減便は、船

舶部が独自に決定したもので、元町議（村山氏）は住民への事前の説明はなかったとしている。

これについて船舶部の関係者は告知はしたとしており認識のすれ違いがみられる。 

    減便は早朝から日中にかけておおむね各時間帯で１便程度（15時のみ３減便）であったが、

ブレーン21代表（篠原氏）の当時の証言では、桜島港から市内への通学時間帯のピークである

６時台が４便から３便（６時15分）に減らされたことで、生徒達は６時00分に乗船しないと間

に合わない状況にあった。しかも、この出航時間のバス接続がないため、保護者が港まで送迎

せざるを得なくなったという。 

    また、これらのダイヤ改正で鹿児島港側と桜島港側相互の出発時間がずれて、防波堤外で出

港を待つ「沖待ち」が発生して、到着時間が遅くなったことへの不満も多かった。 

    バス接続の問題はこれにとどまらない。旧町営バスは合併後南国交通への委託運行となった

が、その後のダイヤ改正によりフェリーとの接続が悪くなったという指摘が複数からきかれた。

改正にあたってはわずか住民３名のアンケートにもとづいたという証言もあるが、真相は不明

である。いずれにしても船舶部側はフェリーのダイヤ改正にあわせて、バス会社が調整してい

るという説明であったが、住民の受け止め方は異なる。 

    一連のフェリー事業の見直しは、単なる交通の利便性の低下よりも、むしろ桜島の人々と鹿

児島市との心理的距離を遠ざけたといえるだろう。 

    なお、2015年12月１日のダイヤ改正で６時15分の便が復活し、他のダイヤ見直しとあわせて

沖待ちの問題も解消した。多くの住民の声を踏まえた対応と推察される。 

 

おわりに 

 合併後の鹿児島市標準の政策に対し、桜島の住民の間には諦観にも近い喪失感が漂う。 

 しかし、合併せずに従来通りの政策を続ければ、島の将来展望が見いだせたという証言もなかった。

その点では、現在議員を求める声は、かつての地域政治を取り戻すということではなく、地域の将来

を市政へつなぐ一手段としての可能性を求めているに過ぎないのではないか。合併前の政争の経験を

経て、住民は必ずしも強い地域政治を求めていないように思える。 

 もちろん、桜島町が独立を選択し、ポスト竹ノ下の町長のもとで政争が止み、安定した町政を取り

戻す可能性もあったかもしれない。しかし、その基礎となる地域の力は、少子高齢化、産業衰退のな

かで衰退しつつあり、引き続き、従来通りの町政が続けられたという確信も抱けない。 

 ＮＰＯ代表者は桜島の政治風土は保守的で、住民の問題意識は低く、行政への依存心が強いと評価

する。もしそうであるならば、もっぱら住民が町政に期待する地域のあり方そのものにも問題があっ

たのではないだろうか。 
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 桜島町が合併で本当に失ったものは、議員でも、独自の政策でもない。それは久米村政に象徴され

る哲学なのではないだろうか。 

 「教育立村」、それは人を大切に思い、地域の将来を支える人材を育て上げる政策哲学であり、そ

れを具現化していたのがフェリーである。フェリーの存在は、わずか15分で市内と結ぶことで、島と

市内を生活圏域として一体化するだけでなく、政策哲学を実現する舞台を整える基礎であった。それ

ゆえに６時15分の減便は、単に乗船時間や運航の合理性だけではとらえることのできない、住民と市

行政との距離感を大きくするものだったと考えられる。 

 かつての村政が船車連絡運輸を重視したことを思えば、度重なるダイヤ改正により失われたものは、

目に見えるよりも大きい。合併の賛否にかかわらず多くの証言から漏れた不満の声は、単なる公共交

通としての利便性の低下にとどまらない、町の核心が看過されたことへの潜在的な批判である。 

 合併とは何か、あくまで一般論であるが、潜在的、顕在的にかかわらず、地域のある「核」を喪失

することかもしれない。 

 ただし、桜島の場合、多くの住民の声が６時15分のダイヤを復活させたのであれば、必ずしも「核」

が喪失したとはいえないであろう。 

 あるヒアリング先で、旧役場職員の家族で、現在は市内在住の二児の母親から話をうかがう機会が

あった。中学校受験を機に市内に転居したが、お子さんたちは「島のよさ」を思い、週末には島内の

母親の実家に通っているという。彼らの「島のよさ」が何であるのか確認することはできなかったが、

それを見つけ出すことが、見失いかけている地域の「核」を再認識することだろう。桜島には、まだ、

地域の新しい芽が残されている。 

（とびた ひろし 地方自治総合研究所研究員） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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桜島フェリーの航路

（資料）ゼンリン「 Mapion」に桜島フェリーホームページ資料を参考に加筆
出典地図アドレスは前掲
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（資料）地域・かごしままちづくり会議報告書より抜粋
（資料）地域・かごしままちづくり会議報告書より抜粋
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