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 調査地点の概要  

 

 

6. 長崎市旧香焼町 
 

 

長崎市 旧香焼町地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（2005年１月４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：長崎市（55.0％） 
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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）   

3,923人（0.9％） －6.5％ 4.49㎢ 873.7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

1,587世帯 2.45人 22.8％ 15.6％ 27.4％ 

 

▼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 

徳永 繁富 

（３期目） 

52.17％ 

 

83.33％（１回前） 

 

13（10） 

 

在任・増員：○

定数   ：○

選挙区  ：○

議員１人あたり有権者数 287.9人 → 9,004.1人（31.3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 

1,108,336千円 

基準財政収入額 

818,391千円 

標準財政規模 

1,373,263千円 

財政力指数 

0.68 

実質収支比率 

8.2％ 

公債費負担比率 

13.3％ 

公債費比率 

16.8％ 

起債制限比率 

10.1％ 

経常収支比率 

98.2％ 

左のうち人件費 

35.9％ 

左のうち公債費 

17.1％ 
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 調査報告  

 

 

長崎市旧香焼町における市議会議員非選出の影響について 
 

 

幸 田 雅 治 

 

 

(１) 長崎市旧香焼町の概要 

   長崎市は、長崎県の県庁所在地であり、人口は443,766人（2010年国勢調査)､面積は405.8㎞2で、

1997年４月に中核市に指定されている。長崎市香焼町（こうやぎまち）は、2005年１月に長崎市

に編入合併されるまでは、西彼杵郡香焼町（こうやぎちょう）であった。古くは、1898年７月１

日、深堀村より香焼村として分村し、その後、1961年11月３日に町制施行し、香焼町となった。 

   長崎湾沿いの北東部から長崎半島との間の埋め立て地にかけて三菱重工業長崎造船所がある。

同造船所は、1900年、松尾造船所が操業を始め、1925年に一旦閉鎖されるが、1936年、川南工業

が買収し香焼町造船所として再開した。戦時中は輸送船を大量に建造して活況を呈するが、戦後

に経営破綻した。良質の製鉄用炭を産出し、1950年代には設備の近代化が進み、炭鉱労働者の社

宅は、木造長屋から４階建てアパートに姿を変え、映画館や病院が立ち並び、従業員数は約

1,300人に膨れ上がったが、1964年には閉山した。 

   昭和40年代になると、三菱重工業が造船所を取得して埋立地に造船所を拡張し、造船の町とし

て栄えていった。エネルギーの主役であった石炭は、石炭にくらべて安くて使い易く、供給も安

定している石油に取って代わられ、全国各地の炭鉱は閉山を余儀なくされることとなった。急激

な炭鉱の閉山は、多くの失業者と転職による人口減少など、深刻な社会問題を発生させた。香焼

町も、このエネルギー革命の影響により、炭鉱の町から造船所の町へと代わっていった。香焼町

はもともと離島であったが、戦前戦後の造船・石炭産業の活動等により海面埋め立てが進み、

1971年、県の臨海工業用地埋立てにより長崎市と陸続きとなった。 

   現在、三菱重工業は、2015年10月から2018年３月まで産業競争力強化法に基づく事業再編計画

の認定を受け、海外からのガス船

建造の需要を見込み、船舶建造部

門を長崎造船所内と長崎造船所香

焼工場構内に分社化し、専門性を

活かした生産量の拡大と生産性の

向上を目指している。 

 旧香焼町の人口は、2010年国勢

調査で、3,923人で、高齢者率は

26.4％であり、合併町の中では、

旧琴海町の25.5％に次いで低い数

値となっている（図表１）。 

＜図表１＞ 年齢別人口（旧香焼町） 
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   なお、香焼町は、合併した７町の中では、法定協議会の設置された時点の2002年度で見ると、

財政力指数が0.65と最も裕福な町であった。他の市町の財政力指数は、当時、長崎市0.55、伊王

島町0.12、高島町0.05、野母崎町0.18、三和町0.31、外海町0.20、琴海町0.37であった。 

 

(２) 合併の経緯 

   西彼杵郡15町で西彼杵郡市町村合併調査研究会による最初の合併協議が行われていたが、2002

年１月に、１市11町(１)からなる長崎地域任意協議会が設置された。任意協議会が同年９月まで

に６回開催され、参加していた市町の意向確認が行われ、同年10月４日に１市５町（香焼町・伊

王島町・高島町・野母崎町・外海町）による長崎地域合併協議会（法定協議会）が発足した。こ

の時点で、長与町、時津町、多良見町は不参加の意思表示をし、三和町と大瀬戸町は参加を保留

した。なお、三和町は第４回合併協議会から参加し、協議会は１市６町によって構成されること

となった。 

   香焼町では、長崎市への吸収合併により、町民の生活への影響を懸念する声は多く、任意協議

会の時期から、合併に反対する住民運動が展開されるようになった。2002年５月から、「香焼町

の合併問題を考える会」が、長崎市などとの合併の是非を問う住民投票条例の制定を求める直接

請求のための署名活動を始め、６月には、長崎市との合併の是非を問う住民投票条例の制定を求

める1,293人の署名を町選管に提出した。この署名数は有権者の約３割にも相当する数であった。

７月には、この直接請求を受けて、長崎市などとの合併の是非を問う住民投票条例案が、徳永町

長からの同条例に反対する意見書を付け町議会に付議されたが、反対多数で否決された（反対９

賛成４）。 

   2003年11月には、反対派の住民グループや町議が署名活動を展開し、町長解職と町議会解散の

直接請求が行われた。請求後、町議会は、これまで２回否決した合併の是非を問う住民投票条例

を可決した。この条例では、「この条例の施行期日（2003年12月１日）から30日を経過した日で、

町長が定める日に行う。」とされていたが、町長は、住民投票を実施せず、町長解職（リコール）

と町議会（定数13）解散の是非を問う２つの住民投票が2004年１月11日に実施された（投票率は

ともに74.3％）。町長解職は、賛成1,233票、反対1,186票で、賛成が過半数を占めて、町長は失

職し、議会解散は、賛成1,271票、反対1,353票で不成立となった。これを受けて、２月10日予定

の合併調印式は延期された。そして、町長選には、解職された前町長も出馬し、２月15日に投開

票され、前町長が当選した。 

   選挙後の２月23日招集の町議会では、「町長選挙で再出馬した合併を推進する徳永町長が再選

された。この町長選挙の結果により、町民の皆さんの意思が合併推進であると確認されましたの

で、住民投票を実施する必要がない。」との理由から、議員の発議により、住民投票条例を廃止

する条例が提案され、可決された。その後、３月４日に第16回合併協議会が開催されるとともに、

引き続いて、合併協定調印式が行われた。 

   以上のような経過を経て、2005年１月４日に、長崎市は、香焼町・伊王島町・高島町・野母崎

町・三和町・外海町を編入合併した。その後、旧合併特例法失効直前の2006年１月４日に、任意

協議会の時期に離脱していた琴海町が、長与町、時津町との合併を断念して長崎市に編入合併し

た。長崎市のベッドタウンである長与町（人口42,535人）、時津町（人口30,110人）は、任意協

                                                                                           

(１) 長崎市に編入合併した７町以外に、長与町、時津町、大瀬戸町、多良見町。 
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議会の段階から離脱し、単独存続を選択している。 

   合併に至るまでの香焼町の広報誌である「広報こうやぎ」について見てみたい。「広報こうや

ぎ」は、2002年10月から合併特集号を毎月発行するようになった。当初は、合併協議会での決定

事項を伝える内容を掲載していたが、合併協議の進捗に合わせ、2003年７月号（合併特集号№10）

から、合併による住民サービスや負担（税、使用料）の変化についての説明を行うようになった。 

   同年９月には、「広報こうやぎ（合併特集号№12）」とは別に、「広報こうやぎ（特集号）」

を発行し、表紙に「平成18年度には財源不足（赤字）を予測！」と大書し、「わが町の税金の収

入が減っても国が援助してくれるのでは？」（国からの援助が減ることはあっても、増えること

は期待できません。）、「町で独自に行っている福祉制度を今後も続けていくのは困難です！ 」

（すべての助成制度は、廃止か縮小するなどの見直しをする必要があります。）、「役場の仕事

は、ますます増加し、難しくなります。」（私たちの町のような小さな自治体では、対応できな

いことが予測されます。）などと述べ、最後に、「今、合併しなくても遅かれ早かれいずれ合併

しなければならない時はやってきます。合併するのであれば、国や県が合併に対して支援をして

くれる今の時期が一番良いと考えています。」と結んでいる。「広報こうやぎ（合併特集号）」

の最終号は、2004年12月で26号に相当する。 

   本来は、合併のメリット、デメリットを公平に示して、住民に合併の是非の判断を求めるべき

であるが、「広報こうやぎ」の内容は、これとは対極にあるもので、住民への一方的な「押しつ

け行政」と言わざるを得ない。 

 

(３) 新市建設計画の概要 

   長崎市の合併に伴う新市建設計画は、合併の時期によって、２つに分けて作成されている。一

つは、「長崎地域市町村建設計画」（旧長崎市、旧香焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、

旧外海町、旧三和町にかかる計画）であり、2004年２月に作成され、2014年６月に変更計画が作

成されている。もう一つは、「長崎市・琴海町市町村建設計画」（旧長崎市、旧琴海町にかかる

計画）であり、2005年２月に作成され、2014年６月に変更計画が作成されている。 

   長崎地域市町村建設計画は、当初、計画期間は、2005年１月から2014年度までの概ね10年間と

し、第Ⅰ章では(１)合併の必要性(２)合併の効果(３)計画策定の方針、第Ⅱ章では１市６町の概

況、第Ⅲ章では主要指標の見通し、第Ⅳ章ではまちづくりの基本方針、第Ⅴ章ではまちづくりの

ための施策、第Ⅵ章では長崎県事業の推進、第Ⅶ章では公共施設の適正配置と整備、第Ⅷ章では

財政計画について記載されている。その後、2012年６月27日に「東日本大震災に伴う合併市町村

に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、合併特例債を活用できる

期間が５年間延長され、これにより、計画期間が、2005年１月から2019年度までの概ね15年間に

変更された。変更内容としては、計画期間の延長の他、財政計画及び人口等主要指標の修正（対

象施設を拡大するための一部文言の修正）が行われている。 

   香焼地区の整備方針（第Ⅳ章）では、「住みよいまちづくり」、「住んでよかったまちづく

り」、「住みたくなるまちづくり」を施策の柱としている。ここでは、都心部と一体となった整

備を進めること、ベッドタウンとしての機能の拡充を図ることとされており、長崎都心部への通

勤・通学圏としての位置づけを明確にしている。 

   香焼地区の具体的な施策（第Ⅴ章）としては、伊王島香焼線橋梁整備事業、長崎港改修事業、
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丹馬団地住宅建替事業、田の浦団地住宅建替事業、本村地区における老人福祉施設及び多目的広

場整備事業、丹馬地区道路改良事業、香焼町２号線道路改良事業、長崎港海岸局部改良事業、花

のあるまちづくり事業の計９事業が合併関連事業として位置づけられている。地元の反対で休止

状態にある長崎港改修事業及び整備内容について検討中の本村地区における多目的広場整備を除

き、その他の事業は、完成又は完了している。 

 

(４) 香焼町在住の議員がゼロとなった経緯 

   合併前の長崎市議会議員の定数は、長崎市条例で44と定められていたが、市町村合併特例の適

用により、2005年から2007年においては、50から51（44＋旧７町より１議席ずつ）となった。そ

の後、2009年２月に、市議会議員定数見直し条例案が可決され、合併前の議員定数よりも４議席

少ない40に減員され、2011年４月の選挙から適用された（図表２参照）。 

   2005年１月の増員選挙は、香焼選挙区、定員１名で行われ、候補者２人で争われ、津村国弘氏

（共産党）が1,203票で当選（落選者は、1,100票）した。2007年４月の一般選挙も、同様に、香

焼選挙区、定員１名で行われ、候補者２人で争われ、津村国弘氏（共産党）が1,231票で当選

（落選者は、1,086票）した。 

   2011年４月の選挙では、香焼選挙区はなくなり、長崎市全市を選挙区とする選挙となった。津

村氏は引退し、香焼地域からは立候補者が出ず、香焼地域在住議員はゼロとなった。2015年４月

の選挙では、香焼地域から大石史生氏（共産党）が立候補し、3,318票（最下位当選者は2,536票）

で当選した。2011年４月の選挙で立候補者が出なかったのには、この地域の特殊性によるところ

が大きい。この地域は、2005年及び2007年の選挙からも分かるように、共産党の強い地域である。

共産党は、選挙にあたって地区割りをしており、2011年の選挙の際には、津村氏の引退に伴い、

南部の合併地域（香焼、伊王島、高島、三和、野母崎）は内田隆英氏（伊王島出身）が担当する

ことになった。共産党の候補としては、内田氏の他に、中西敦信氏、牧山隆氏、原口一二美氏の

合計４人が立候補したが、共倒れとなった。2015年の選挙では、内田氏の他に、大石氏、中西氏 

 

＜図表２＞ 議員定数の推移 
 

市・町名 
合併前 

合   併   後 

（定数特例期間） （定数特例期間） （特例期間終了後） 

議員数 議員数 任 期 議員数 任 期  議員数 

選 
 
挙 
 
区 

長 崎 市  44 44 

2007年 

５月 

44 

2011年 

４月 
長崎市 40 

香 焼 町  13  1  1 

伊王島町  10  1  1 

高 島 町   9  1  1 

野母崎町  16  1  1 

外 海 町  15  1  1 

三 和 町  16  1  1 

琴 海 町  18  1  1 

議員総数 141 
50（2005) 

51（2006) 
 51   40 

適用選挙  

合併後の増員選挙 

（2005年１月、2006年１

月（琴海選挙区）） 

一般選挙 

（2007年４月） 

一般選挙 

（2011年４月） 
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  の３人に立候補者を絞り、全員が当選した。この選挙では、内田氏は、香焼、三和、野母崎地域

の担当を外れ、伊王島、高島地域及び旧長崎市の一部地域を担当することとなり、香焼、三和、

野母崎地域は大石氏が担当することとなった。 

 

(５) 地域審議会の設置と審議の概要 

   合併後に、市町村の合併の特例に関する法律第５条の４第１項の規定に基づき、旧町ごとに地

域審議会が置かれた。設置期間は、2005年１月４日から2007年５月１日まで（琴海地域審議会は

2006年１月４日から2007年５月１日まで）とされた。 

   地域審議会の所掌事務は、第一に、市長の諮問に応じ調査審議する事項として、「市町村建設

計画の変更に関する事項」、「市町村建設計画の執行状況に関する事項」、「各種計画の策定及

び変更に関する事項」、「その他市長が必要と認める事項」、第二に、市長に意見を述べること

ができる事項として、「市町村建設計画の執行状況に関する事項」、「公共施設の設置及び管理

運営に関する事項」、「福祉、廃棄物処理、消防等の対人的施策の実施状況に関する事項」、

「その他地域の振興に関する事項」、第三に、地域のまちづくりその他の行政事務に関する調査

研究を行うこと、第四に、地域の住民の多様な意見を把握するとともに、地域の住民と行政との

調整等を行うことが定められている。そして、地域審議会は、合併の日の前日に町議会議員で

あった者（合併後長崎市議会議員になった者を除く。）をもって組織するとされた。 

   香焼地域審議会は、他の地域の審議会と同様、月１回のペースで開催され、合計29回開催され

た。第一に、市長の諮問に応じ調査審議する事項としては、「市有地（尾ノ上地区）の活用」、

「落矢ダム水源の活用」、「市有地（堀切西地区）の活用」が諮問され、答申書が提出された。

いずれも2005年５月に諮問され、同年９月～12月に答申されている。これらの答申に対しては、

2006年３月の回答では、いずれについても、新たな措置は取られず、従来の形態は変えないとの

回答であったが、2007年３月には、「落矢ダム水源の活用」については、「これまで落矢ダムの

水を利用してきた旧香焼町民の思いを一定理解し」前向きな回答に変更されている。第二に、市

長に意見を述べる事項としては、2006年９月に、「香焼本村埋立地の活用」の意見書が提出され、

2006年11月には、「市営丹馬住宅建替事業（早期着工）」、「市道香焼町２号線改良事業」、

「私立香焼中学校体育館建替事業」、「市道香焼町81号線」、「まちづくりのための祭り助成事

業（補助金の復元）」の６件の要望書が提出されたが、前向きな回答は１件もなかった。 

 

(６) まちづくり連絡協議会の設置と実態 

   合併後に、地域住民の声を反映するための組織として、まず出来たのが、連合自治会の組織で

ある。これは、自治会の連合組織であるが、香焼町内の20の自治会を統合するもので、この連合

自治会を通して長崎市への要望を出すこととなった。自治会と行政との関係に関して言うと、香

焼町の時には、直接、自治会から町へ要望を出すことができたのが、長崎市に合併された後は、

連合自治会を通じて要望を出すという間接的な関係になり、住民の声の反映は制限されることと

なった。 

   次に、合併時に策定した「市町村建設計画」を補完するものとして、合併７地区ごとに地域振
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興計画(２)を作成することになり、住民から計画に盛り込む事業についての意見を聴取するとと

もに、市民活動団体(３)の情報交換の場として、2011年に「地域づくり協議会（仮称）」が組織

された。会議は、2011年７月、10月、2012年３月の計３回開催された。この組織は、2012年11月

からは、「まちづくり連絡協議会」として、正式な組織となった。委員は、41名で、内訳は、自

治会長が20名、ＰＴＡ会長、商工会支所長、老人クラブ連合会会長、民生委員・児童委員協議会

会長などの地域で公共的な活動を行っている団体の長、小学校校長、中学校校長、行政センター

所長などが構成員となっている。任期は１年である。 

   まちづくり連絡協議会は、当初の申し合わせにより、年２～３回程度を目安に開催することと

され、地域振興計画の報告（2013年６月開催）、地域コミュニティ活性化事業費補助金の説明な

ど、報告事項が主となっている。2015年度は、７月10日に、香焼本村埋立地（多目的広場）検討

部会が開催され、８月29日に、香焼保育所の民間移譲の件が話し合われている。 

 

(７) 香焼町在住の議員を選出できなくなった影響 

   合併後に議員を輩出できなくなった地域については、①区域内に通す力がなく、立候補者もい

ない、②区域内に通す力はないが立候補者はいる、③区域内に通す力があり、立候補者もいる、

④区域内に通す力があるのに、立候補者がいない、という４つに分類されているが、長崎市香焼

町は④に該当する。 

   ここまで、長崎市香焼町の置かれてきた社会的環境や合併の経緯とともに、なぜ、通す力があ

るのに立候補者が出ないのかという背景事情について振り返ってきた。以下では、香焼地域にお

いて、合併前は独立した自治体として、住民の民意を直接反映する存在としての首長がいて、町

議会議員が13名いたのが、合併によって独立した自治体としての存在を失い、首長はいなくなり、

唯一住民の民意を直接反映する存在である長崎市議会議員が合併直後に１名になり、その後、ゼ

ロになったことによって、どのような影響が生じたのかについて考えてみたい。 

   まず、市議会議員がゼロになったことによる影響を見てから、次に、市議会議員がいない場合

の住民の民意を反映する代替的機能を担いうる香焼行政センター、地域審議会、まちづくり連絡

協議会の役割について考察してみることにする。 

  ① 市議会議員の存在による影響 

    2011年４月から2015年４月までの期間は、香焼地域在住の議員がいなくなったが、そのこと

の影響はどのようなものであったか。市議会の議事録及び市議会議員のヒアリングによると、

この期間の市議会での質疑において、香焼地域のことが取り上げられることはほとんどなく

なった。例外として、梅原和喜議員（民主党）が香焼地域と旧長崎市とをつなぐ道路整備につ

いて質問したことがあるぐらいである。梅原議員は香焼地域と接する旧長崎市深堀地域の出身

議員であり、香焼地域の住民の要望を受けとめていたという事情があったようである。 

    その後、2015年４月には、香焼在住の大石議員が当選した。2015年11月時点では、当選後１

年を経過していない時期であるが、香焼地域の市立保育園の民営化問題、小学校のグランド整

備や屋外トイレの問題など、香焼地域の案件が積極的に取り上げられている。 

                                                                                           

(２) 2013年５月に策定（http://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/792000/792800/p025381.html）。 

(３) 自治会、商工会、ＰＴＡ、老人クラブなどの公共的な位置づけがされる団体を意味しており、ＮＰＯ団体は含

まれていない。 
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    当然のことであるが、議員が存在するということは、市議会という公の場で、香焼地域の案

件を取り上げて、地域の課題を明らかにし、長崎市当局に直接、課題解決を迫ることが可能と

なるのであるから、１人とはいえ、議員が存在するかどうかは住民の民意の反映という点では、

重要なことであると言わざるを得ない。しかし、その影響度合いはどの程度のものであろうか。

合併前と比較した場合、その影響度合いは各段に低下していると言わざるを得ないだろう。 

    議員がいるかどうかは、香焼地域に関して言うと、せいぜい１人の議員が当選できるかどう

かということになる。１人の議員は、長崎市議会の定数40人の中での１人の発言力しかなく、

合併によって吸収された地域の住民の声を市議会全体に反映させることはなかなか難しく、地

域の衰退を押しとどめる力を当該議員が発揮する余地は、合併前に比較して、相当に小さく

なっていると言わざるを得ないだろう。 

    図表３は、国勢調査人口の減少率の推移を比較したものである。これを見ると、旧町の人口

減少率は旧三和町を除き、合併後において、より大きくなっているのが分かる。旧三和町は、

合併後に人口減少率は緩和されたものの、次の国勢調査では、合併前よりも悪化している。そ

れに比較して、旧長崎市域は合併後の２回の国勢調査において、いずれも人口減少率が改善さ

れている。２桁を超える人口減少率となっているのは、周辺部に位置し、合併によってより周

辺化した伊王島、高島、野母崎、外海の地域である。ちなみに、野母崎地域については、岩永

敏博氏（自民党）が2011年及び2015年の選挙で当選しており、合併後も継続して議員が選出さ

れているが、吸収合併された地域の中では、衰退が激しい地域となっている。３か所あった保

育所は１か所となり、人口減少もかなり大きい。 

    以上から分かるように、合併による影響は極めて大きいが、これに比較すると、議員がゼロ

になったことによる影響は大きいとは言えないだろう。なぜならば、合併自体が地域の衰退を 

 

＜図表３＞ 国勢調査人口増減率 
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   加速させているのであって、それをとどめる影響力を議員に期待することはかなり難しい。し

かし、市議員は、唯一住民の民意を直接反映する存在であるから、民意を受けとめて、最大限

頑張ることが求められていることは言うまでもない。 

  ② 香焼行政センターの役割 

    行政組織としては、香焼町役場に相当する組織として、香焼地域を所管する香焼行政セン

ターが設置された。「広報こうやぎ」合併特集号№24（2004年10月号）によれば、「合併後、

香焼町役場は、長崎市役所香焼行政センターに生まれ変わります。」と説明されているが、住

民の民意を反映する役割をどの程度果たしているのだろうか。 

    現在の香焼行政センターの組織は、図表４の通りであり、住民票の発行、各種福祉事業、道

路、公園等の維持管理など、住民に身近な事務を行っている。 

    合併により、香焼町の時に比べて、大幅な人員減となり、その後も、毎年のように人員削減

が行われ、2015年４月の職員数（18名）を合併直後の行政センターの職員数（45名）と比較す

ると、60％減となっている。香焼町時代と比較すると、80％を超える減となった（図表５参

照）。一方、長崎市職員数は、旧６町との合併直後の2005年１月４日に4,430人となり、旧琴

海町との合併直後に4,487人となったが、その後、行政センター職員を重点的に削減し、2011

年４月時点で、3,764人となった。その後は、本庁を削減し、2015年４月時点で、3,098人と

なった(４)。つまり、合併によって、旧７町の行政センター職員数は全体で、行政センター職

員の重点的削減が落ち着いた2012年４月で見ると、合併直後との比較で54％減、2006年４月と

の比較で36％減となっている。これに対し、行政センターを除く長崎市職員数は、合併直後と

の比較及び2006年４月との比較のいずれでも25％減となっている。 

    行政センターは、長崎市役所本庁の出先機関に過ぎないので、権限は極めて限られている。

行政センター限りで執行できるのは、130万円までとされている。行政センターの所管事務に

ついては、合併時には、香焼行政センターで行う窓口事務は、「住民票発行」、「児童・高齢

者・心身障害者への福祉事業」、「水道・下水道の手続き・管理」、「就学援助、高校生通学

助成」、「国民健康保険、介護保険の手続き」、「町営住宅の申込み、補修」、「公園、公民 

 

＜図表４＞ 香焼行政センターの組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

(４) 長崎市職員数は、正規職員数による。したがって、定員管理調査による職員数とは異なる。定員管理調査によ

る職員数は、再任用職員及び常勤の教育長が含まれるため、例えば、2013年度は3,223人（常勤の教育長１人を含

む）、2014年度は3,185人（再任用職員17人と常勤の教育長１人を含む）、2015年度は3,111人（再任用職員13人

を含む）となっている。 
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＜図表５＞ 行政センター職員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 編入時点は、旧６町は2005年１月、旧琴海町及び長崎市は2006年１月の職員数を記載。なお、2005年１

月時点の長崎市職員数は、4,430人。 

 

   館、体育館の申込み」、「学校施設、図書館、公民館の補修」、「保健師」であるとされてい

た。その後、2013年度から、料金徴収事務を除く「水道・下水道の手続き」及び「保健師」の

事務は、三和行政センターに移管された。 

    現在、長崎市は、行政サテライト機能再編成プロジェクトを進めており、現在ある支所11か

所、行政センター７か所を、窓口機能を有する「新たな支所」と、「新たな支所」で対応が困

難な業務や市民生活に密着した業務を行う「総合支所」に再編することを計画している(５)。

現在行政センターで行っている業務は基本的には「新たな支所」で継続して行うことが想定さ

れているが、土木業務（道路の維持補修等）及び教育センター業務（学校施設の小規模修繕、

公民館の運営等）は、「総合支所」に移管される方向にある(６)。そうなると、現在ある「建

設産業係」はなくなることになる。「新たな支所」と「総合支所」のイメージは、図表６の通

りである。 

    なお、現在の長崎市における出先機関である「支所」と「行政センター」の業務の違いは、

図表７の通りであり、「支所」は、住民票の交付や戸籍の届出など純粋な意味での窓口業務の

みを行っている出先機関との位置づけとなっている。したがって、支所の職員数は、４～５人

程度と、行政センターに比較してかなり少ない。 

                                                                                           

(５) http://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/792000/793100/p025368.html 
(６) http://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/792000/793100/p025368_d/fil/shinkanagasaki.pdf 
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＜図表６＞ 「新たな支所」と「総合支所」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表７＞ 支所と行政センターの業務 

(１) 支所・行政センター業務 

  業 務 名 具 体 的 内 容 

 

支 

所 

各種証明交付事務 住民票、戸籍、印鑑登録、市税等証明交付等 

 各種届出・申請受付業務 

戸籍届出、住民異動届出、国民健康保険に係る届出・申請、後期高齢者

医療に係る届出・申請、介護保険に関する届出・申請、乳幼児医療資格

認定申請、児童手当資格認定申請等 

 地域支援業務 地域とのパイプ役、まちづくり支援等 

行
政
セ
ン
タ
ー 

福祉・保健業務 

妊産婦やこどもの保健に関する相談・訪問指導 

成人の健康増進等に係る相談・訪問指導 

予防接種、各種健診、生活保護の新規申請受付、各種障害者手帳の交付

申請受付等 

土木業務 市道等の維持管理・占用許可、公園の使用許可等 

水産農林業務 農道、林道、漁港の維持管理・占用許可、災害調査等 

公の施設の管理業務 所管区域内の施設の管理 

 

(２) 行政センターに設置されている他組織の業務 

業 務 名 具 体 的 内 容 

上下水道事務所業務 上下水道料金の徴収、施設の維持管理等 

教育センター業務 学校施設の小規模修繕、公民館の運営等 

 

    香焼町は、教育、福祉に力を入れており、独自の施策を数多く行っていたが、長崎市の制度

に統一されたため、生活保護者に対する福祉見舞金、重度心身障害者介護手当、児童養育手当、

被爆者交通費助成金、敬老祝金、腎臓機能障害者入通院交通費助成金、高校生奨学資金貸付、
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短大生奨学資金貸付、小中学生就学援助、文化協会・体育協会等への団体補助金などが廃止さ

れるとともに、障害者医療費助成金、急傾斜地崩壊事業負担金の大幅増など、独自の施策はこ

とごとく廃止となった。 

    以上から分かるように、行政センターでは窓口業務などの受付はできるものの、重要事項に

関する最終的決定権限は市役所本庁にある。行政センターは、道路の維持管理など若干の権限

を有しており、支所よりはまだ良いが、それもいつまで続くか分からない状態にある。 

    合併により、役場職員の多くは旧長崎市域に移ってしまった。香焼地域の住民からは、行政

センター職員は人事異動によって来るので、なじみのない人が多く、コミュニケーションも取

れないし、職員も地元の地域住民の顔も知らないという。住民の切実な要望を受けとめる組織

とは言えないだろう。また、香焼地域住民が行政センターに就職できるというルートがなく

なった。仮に、市役所に就職できたとしても、香焼地域のために働くという夢を叶えることは

できなくなった。地元の保育所の保育士になろうという夢も実現できなくなったという声も聞

かれた。このことは、雇用面でのマイナス効果が大きいことを示しているだけでなく、地域の

発展力を支える住民の地域への思いが実現できなくなったことによるダメージが極めて大きい

ことを明らかにしている。 

  ③ 地域審議会の役割 

    香焼地域審議会は、先に述べたように、設置期間は、2005年１月４日から2007年５月１日ま

でと、限られた期間で経過措置的に設けられたもので、住民のニーズを汲み上げる組織として

機能するには不十分なものであったと言わざるを得ない。構成員が、合併の日の前日に町議会

議員であった者（合併後長崎市議会議員になった者を除く。）をもって組織するとされ、月額

報酬は、会長118,000円、委員107,000円とされていることからも分かるように、合併に伴い身

分を失うことになる町議会議員への懐柔策、宥和策として取られた措置である。 

    したがって、もともと、制度的に継続的な効果を期待できないことはもとより、設置の本来

の目的から考えても根本的な意味での住民サイドのニーズに応え得る組織とはなり得ないもの

であったと言える。また、実際にも、先に述べたように、答申、意見書、要望書のいずれにつ

いても、長崎市の回答は、「落矢ダムの活用」に関して、時間が経ってから前向きな回答が

あった以外は、「長崎市全体の中で決定していく必要がある」、「困難である」、「総合的に

判断し検討していきたい」などの回答で、具体的な進展を約束する回答はなかった。 

  ④ まちづくり連絡協議会の役割 

    まちづくり連絡協議会の設置経緯等は、先に述べた通りであるが、協議会がどのような位置

づけとなっている組織であるかについて見てみたい。香焼まちづくり協議会規約第２条（目的）

では、「協議会は、地区内の市民活動団体等が連携して、安心で暮らしやすい香焼のまちづく

りを考えることで、社会福祉の向上に資することを目的とする。」とされ、第３条（事業）で

は、「協議会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。」とし、以下の６項目が列挙さ

れている。 

   「(１) まちづくりの調査及び研究に関すること 

    (２) まちづくりに向けた事業の企画、立案及び実施に関すること 

    (３) まちづくりを推進するために必要な関係機関との協議、調整及び協働に関すること 

    (４) 地域コミュニティ活性化事業の企画、立案に関すること 
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    (５) 地区内の市民活動団体の連携強化に関すること 

    (６) その他協議会の目的を達成するために必要なこと」 

    以上からも分かるように、全国的にもほとんど機能していないと評価されている地域審議会

が持っている「市長の諮問に応じる」機能も「市長に意見を述べる」機能さえも有していない

ものである。発足時には、市当局の考えとして、本協議会は、「香焼地区内で活動する市民活

動団体の情報交換の場として発足し、協議会に係る事務は香焼行政センターにおいて行う。」

と説明されており、単なる「情報交換の場」としての位置づけしかないものに過ぎない。また、

開催回数も年２～３回と少なく、内容的も、行政センターが説明する場になっているのが実態

である。 

    こういった地域自治組織又はコミュニティ関連組織（以下「住民関連組織」という）を実質

的な意味で住民の民意を吸い上げる組織として機能させるためには、住民関連組織の権利や行

政の責務などを明確にした枠組み、制度が必要である。ここでの権利とは、情報を共有する権

利や政策形成へ参加する権利などである。また、行政の責務とは、情報の公開や提供、多様な

地域住民の声を聞く体制づくりや住民関連組織の活動への財政支援などである。先に触れた地

域審議会における「市長からの諮問」や「市長への意見表明」は、その一部となり得るもので

あるが、それだけでは十分とは言えない。例えば、「市長からの諮問」について言えば、一定

の重要事項に関しては、住民関連組織への諮問を義務付けるとともに、尊重義務や応答義務を

課すなど実効性を担保する仕組みとする必要があるだろう。 

 

(８) おわりに 

   香焼町において、議員ゼロとなった選挙については、候補者を当選させるだけの人口を香焼地

域が抱えているにも関わらず立候補者が出なかったのは、現職議員の引退や香焼町での支持基盤

を持つ政党の事情等が背景としてあった。その影響については、議員ゼロとなった期間において、

長崎市議会で香焼地域の諸課題を取り上げられることがほとんどなくなるなどの影響はあったが、

仮に当選して市議会議員がいる場合でも、長崎市議会議員定数40名の中の１名を占めるにとどま

り、香焼地域の住民の要望を市議会の中で実現するには、相当の困難を乗り越えて初めて可能と

なる状況となった。 

   つまり、議員ゼロか議員１名かによる影響は、合併によって蒙った影響に比較すると相対的に

小さな影響であると評価することができるのであり、合併に当たっては、よくよく熟慮して判断

しなければ、後になって後悔することになるということが言えよう。 

   さらに、議員とは別の、住民の民意を反映するルートとして、香焼行政センター、連合自治会、

地域審議会、まちづくり連絡協議会などの役割がどの程度であるかについて考察したが、香焼地

域においては、いずれの組織も不十分な役割しか果たせていない状況に留まっていた。これらの

組織が、どうすれば住民の民意をより反映する役割を果たせるのかという点については、全国の

他の地域の状況等も調査してみた上で、更なる考察を行う必要があると思われる。 

（こうだ まさはる 神奈川大学教授） 
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