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はじめに

平成２２年 8 月より、これまで１2 回にわたり長崎市における支所、行政センターの将

来のあるべき姿について議論をしてきた。

日本はこれまで２０年の間、世界で類を見ないほど長期にわたる景気停滞のただ中にい

る。税収の伸び悩みや、景気刺激策の副産物である赤字国債の大量発行、そしてその残高

は今や GDP の 200%に達するまでに増加している。リーマンショック後顕在化したヨーロ

ッパの経済危機を俯瞰すると、日本の債務残高はギリシャやイタリア等と比較しても危機

的水準にある。

景気の低迷が続く中、日本の将来に影を落とすのが人口の減少傾向である。黎明期の経

済学で強調されたように、人口は経済の基盤をなす。人口に比例して経済規模は拡大する。

人口が減少する日本においては、経済規模は縮小していくのは自明である。

長崎に目を移すと、首都圏と比較して景気の状況は極めて厳しく、また人口の自律的減

少と首都圏への流出の増加から、人口減少率は全国平均を遥かに上回ることは確実である。

財政余力が他の同規模の市に比較して脆弱な長崎市にとっては、現状の行政を継続するな

らば、遠くない将来、財政上極めて憂慮すべき問題に直面する。公的部門の経済に占める

重要性が高い地方においては、市役所の果たす役割は大きく、また経済活動への影響は首

都圏の比ではない。

長崎市民の置かれたこのような環境を考えるとき、現在の本庁、支所、そして行政セン

ターのあり方を見直す機会は今をおいてない、あるいは今が最後のチャンスであると言え

よう。市町村合併を契機に設置された行政センターをはじめ、支所、出張所の役割や配置

について、これまで本質的な議論はなされていない。市役所は市民生活にとって基盤とな

るサービスを提供している。それは、市民生活の質的基盤を支えているとも言えよう。こ

のようなサービスへのアクセサビリティーは、地域の生活の質的基盤の水準を規定するも

のと考えられる。

市町村合併に伴う広域化と高齢化、財政の悪化に直面する中で、市役所のサービスへの

アクセサビリティーをいかに担保するか、という課題は長崎市における生活の質的基盤を

いかにして確保するか、という問題であることが分かる。経済等の環境が悪化する中で、

長崎市が、市民の生活の質的基盤を現状と全く同じように確保し続けることは困難である。

我々が今この時点で成すべきことは、我が街長崎をどのような街にしたいのか、その際に

は我々を取り巻く環境を直視し、たとえ痛みを伴うとも、将来世代に長崎の伝統、文化を

継承し、長崎に住んで良かった、長崎に生まれて良かったと言える、長崎独自の価値基準

を確立し、その実現のための議論を開始することである。



本委員会には、市内の幅広い地域、団体を代表する委員が参加した。また、年齢層も幅

広い。それぞれの委員が自らの所属する団体や地域の考え方を率直にぶつけ合い、忌憚の

ない意見の交換を行った。厳しい議論を通じて、長崎市の財政上の問題、地域や団体毎の

課題を共有し、我々の与えられた環境のもとで次の世代に長崎市を引き継ぐための、支所

や行政センターのあり方を検討した。

高齢化の進展や市の財政の逼迫を考えたとき、市役所の果たす役割を再考し、また必要

なサービスを民間部門や市民が協働することが求められる。地域が拡大した長崎市におい

ては、必要な生活基盤を維持するためのサービス体制も見直さなければならない。我々市

民の意識を変革し、民でできることを民で行い、また不便さという費用を市民で分かち合

うことで、拡大した長崎市において、市民が等しく生活基盤を維持するためのサービスを

享受することができる。

一定の市民の負担をもって実施される支所や行政センターの新たな体制は、具体案の作

成においては透明性を確保してなされなければならない。また、担保されるべき行政サー

ビスについても、慎重に議論されることが必要である。このような過程を経て、本委員会

の提言も踏まえつつ将来世代に長崎市を引き継ぐことのできる新たな支所や行政センター

の体制を構築して頂くことを切に願うものである。

長崎市支所等あり方検討委員会 委員長

須齋正幸
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Ⅰ 支所・行政センター等の沿革

1 市域の変遷と支所・行政センター等の設置状況

長崎市は明治22年4月1日の市政施行以来周辺町村との合併により市域を広げてきた。

市域の変遷について、次の図-1で市域の拡大の推移を地図で示し、2ページの表-1で合

併による面積と人口の増加状況についてまとめた。これをグラフ化し推移を示したもの

が図-2である。

また、町村合併に伴い設置された支所・行政センター等について、3 ページと 4 ペー

ジに支所・行政センター等の所管区域を、5 ページに支所・行政センター等にふれあい

センター等を含めた地域活動施設について図及び表により整理した。

図-1 市域の変遷（長崎市第三次総合計画後期基本計画より）

※旧町村名に付している番号は、合併の順番である。
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表-1 市域の変遷と支所等の配置

区分
拡 張
年月日

拡張区域 支所等の設置
面積

（km2）
人口

（人）

市制施行 M22.4.1 市制施行当時 7.00 54,502

第 1 次 M31.10.1
淵村、戸町村、下長崎村、浦
上山里村の一部、上長崎村の
一部

16.00 113,307

第 2 次 T9.10.1 浦上山里村、上長崎村 41.10 232,912

第 3 次 S13.4.1 西浦上村、小ケ倉村、土井首
村、小榊村

小榊支所 、土井首支所 、
小ケ倉支所、西浦上支所

90.54 268,945

第 4 次 S25.4.1 福田村の一部（網場の脇） 90.60 247,248

第 5 次 S30.1.1 福田村、深堀村
深堀支所 、福田支所 、地
区事務所（西部）

114.23 292,765

第 6 次 S30.2.1 日見村 日見支所 121.32 296,323

第 7 次 S37.1.1 茂木町、式見村 茂木支所、式見支所 165.41 372,027

第 8 次 S38.4.20 東長崎町
東長崎支所 、地区事務所
（戸石、古賀）

206.62 392,072

第 9 次 S48.3.31 三重村 三重支所 238.12 431,181

第 10 次 S48.4.1 時津町横尾地区及び巡り地区 241.32 433,196

第 11 次 H17.1.4 香焼町、伊王島町、高島町、
野母崎町、外海町、三和町

香焼行 Ｃ、伊王 島行Ｃ、
高島行 Ｃ、野母崎行 Ｃ、
連絡員事務所 （樺島、高
浜、脇岬）、 三和行 Ｃ、
外海行Ｃ、事務所（黒崎、
池島）

338.72 447,103

第 12 次 H18.1.4 琴海町 琴海行Ｃ、事務所（村松） 406.35 454,739

※表中の「行Ｃ」は、「行政センター」を表す。

図-2 市域の変遷と面積、人口の推移

表－1、図－2 に示すとおり、昭和 13 年以降の周辺町村との合併に伴い、市域の拡大や

人口増加に対応するために、旧町村ごとの役場を支所・行政センター及び事務所等として

位置づけ、行政サービスを提供してきた。

※人口は推計人口
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2 支所・行政センター等の概要

（1）支所、行政センター、地区事務所、連絡員事務所の所管区域（28 箇所）
開庁時間：月曜日から金曜日の午前 8 時 45 分から午後 5 時 30 分まで
※池島事務所については午前 8 時から午後 4 時 45 分まで

名称 位置 所管区域

小ケ倉支所 長崎市小ケ倉町 2 丁

目 21番地 2
新小が倉 1 丁目、新小が倉 2丁目、小ケ倉町 1 丁目、小ケ倉町 2
丁目、小ケ倉町 3丁目、大山町、ダイヤランド 1 丁目、ダイヤラン

ド 2 丁目、ダイヤランド 3 丁目、ダイヤランド 4 丁目

土井首支所 長崎市柳田町 45番

地 3
磯道町、古道町、三和町、土井首町、毛井首町、平瀬町、鶴見台 1
丁目、鶴見台 2 丁目、米山町、柳田町、草住町、京太郎町、鹿尾町、

竿浦町、江川町、八郎岳町、末石町、平山町、平山台 1 丁目、平山

台 2 丁目

小榊支所 長崎市小瀬戸町

1015 番地 7
木鉢町 1 丁目、木鉢町 2 丁目、みなと坂 1丁目、みなと坂 2丁目、

小瀬戸町、神ノ島町 1 丁目、神ノ島町 2 丁目、神ノ島町 3 丁目

西浦上支所 長崎市千歳町 5 番 1
号

滑石 1丁目、滑石 2丁目、滑石 3 丁目、滑石 4 丁目、滑石 5丁目、

滑石 6丁目、大園町、大宮町、北栄町、北陽町、虹が丘町、葉山 1
丁目、葉山 2 丁目、エミネント葉山町、岩屋町、住吉町、住吉台町、

中園町、若葉町、家野町、千歳町、花丘町、泉町、泉1 丁目、泉 2
丁目、泉 3 丁目、文教町、赤迫 1 丁目、赤迫 2 丁目、赤迫 3丁目、

西北町、若竹町、柳谷町、錦 1 丁目、錦 2丁目、錦 3 丁目、音無町、

西町、白鳥町、清水町、緑が丘町、江里町、三芳町、油木町、昭和

1 丁目、昭和 2 丁目、昭和 3丁目、女の都 1 丁目、女の都 2丁目、

女の都 3 丁目、女の都 4 丁目、大手 1 丁目、大手 2 丁目、大手 3
丁目、三川町、川平町、けやき台町、三ツ山町、畦別当町、横尾 1
丁目、横尾 2丁目、横尾 3 丁目、横尾 4 丁目、横尾 5 丁目

滑石事務所 長崎市滑石 5丁目 1
番 44号

福田支所 長崎市福田本町 10
番地

大浜町、小浦町、福田本町、小江町、柿泊町、手熊町、上浦町

西部地区事務所長崎市手熊町390番
地の 5

（柿泊町、手熊町、上浦町）

深堀支所 長崎市深堀町 5丁目

182 番地

深堀町 1 丁目、深堀町 2丁目、深堀町 3 丁目、深堀町 4 丁目、深堀

町 5 丁目、深堀町 6丁目、大籠町

日見支所 長崎市界2丁目1番

19号

芒塚町、宿町、界 1 丁目、界 2 丁目、網場町、春日町、潮見町

茂木支所 長崎市茂木町 75番

地 10
茂木町、田上 1 丁目、田上 2 丁目、田上 3 丁目、田上4 丁目、早坂

町、北浦町、飯香浦町、太田尾町、田手原町、宮摺町、大崎町、千々

町

式見支所 長崎市式見町357番
地

式見町、向町、相川町、見崎町、牧野町、園田町、四杖町

東長崎支所 長崎市矢上町 19番

1 号

矢上町、平間町、高城台 1 丁目、高城台 2 丁目、鶴の尾町、現川町、

田中町、東町、かき道 1 丁目、かき道 2 丁目、かき道3 丁目、かき

道 4 丁目、かき道 5 丁目、かき道 6 丁目、松原町、古賀町、つつじ

が丘 1丁目、つつじが丘 2丁目、つつじが丘 3 丁目、つつじが丘 4
丁目、つつじが丘 5 丁目、中里町、船石町、川内町、上戸石町、戸

石町、牧島町

古賀地区事務所長崎市古賀町948番
地 1

（松原町、古賀町、つつじが丘 1丁目、つつじが丘 2丁目、つつじ

が丘 3丁目、つつじが丘 4 丁目、つつじが丘 5 丁目、中里町、船石

町）

戸石地区事務所長崎市戸石町 1740
番地

（川内町、上戸石町、戸石町、牧島町）
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三重支所 長崎市三重町 1098
番地 1

松崎町、三重町、三重田町、樫山町、畦町、三京町、京泊 1丁目、

京泊 2丁目、京泊 3丁目、さくらの里 1 丁目、さくらの里 2丁目、

さくらの里 3丁目、畝刈町、豊洋台 1 丁目、豊洋台 2 丁目、鳴見町、

鳴見台 1 丁目、鳴見台 2 丁目、多以良町

香焼行政センター 長崎市香焼町 1070
番地 32

香焼町

伊王島行政センター 長崎市伊王島町1 丁

目甲 3271番地

伊王島町 1 丁目、伊王島町 2丁目

高島行政センター 長崎市高島町 1728
番地 1

高島町

野母崎行政センター 長崎市野母町 1665
番地

以下宿町、野母崎樺島町、黒浜町、高浜町、南越町、野母町、脇岬

町

樺島連絡員

事務所

長崎市野母崎樺島町

307 番地

（野母崎樺島町）

高浜連絡員

事務所

長崎市高浜町 3203
番地 73

（高浜町）

脇岬連絡員

事務所

長崎市脇岬町 3309
番地

（脇岬町）

外海行政センター 長崎市神浦江川町

657 番地 2
永田町、上黒崎町、下黒崎町、西出津町、東出津町、新牧野町、赤

首町、神浦扇山町、神浦北大中尾町、神浦上大中尾町、神浦下大中

尾町、神浦丸尾町、神浦江川町、神浦上道徳町、神浦下道徳町、神

浦口福町、神浦向町、神浦夏井町、上大野町、下大野町、池島町
黒崎事務所 長崎市下黒崎町

1914 番地

池島事務所 長崎市池島町911番
地 6

三和行政センター 長崎市布巻町111番
地 1

蚊焼町、川原町、為石町、椿が丘町、藤田尾町、布巻町、晴海台町、

宮崎町

琴海行政センター 長崎市長浦町 2664
番地

琴海尾戸町、琴海大平町、琴海形上町、長浦町、琴海戸根原町、琴

海戸根町、琴海村松町、西海町

村松事務所 長崎市琴海村松町

703 番地 14
※平成 24 年 4 月 1 日現在

（2）市民サービスコーナー（4 箇所）

市民サービスの向上のため、休日や時間外に各種証明書の交付を行っている。

設置場所 住所 開設日・時間

消費者センター 長崎市築町 3番 18号
・月曜日         午前9時～午後5時
・火曜日～金曜日     午前9時～午後7時
・土曜日、日曜日及び祝日 午前 10 時～午後 6 時

西浦上支所 長崎市千歳町 5 番 1号
土曜日及び日曜日
午前 9 時 30 分から午後 6 時まで

三重地区市民センター 長崎市畝刈町 28番地 7 ・毎週月曜日以外
午前 8 時 45 分から午後 5 時 30 分まで

村松事務所 長崎市琴海村松町 703番地 14 土曜日及び日曜日
午前 8 時 45 分から午後 5 時 30 分まで

※いずれも年末年始（1 月 1 日～3 日、12 月 29 日～31 日）は閉庁している。

※平成 24 年 4 月 1 日現在
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（4）世帯数及び人口の状況

平成 23 年 12 月末現在の本庁、支所・行政センター管内の住民基本台帳に基づく世

帯数と人口を比較したのが次の表－2 である。世帯数は 203,485 世帯、総人口は 441,706
人であり、本庁管内が占める人口は 185,018 人、全体の人口における割合は 41.9%、

支所・行政センター管内においては 256,688 人、58.1％となっている。

また、長崎市の人口における 65 歳以上の構成割合は 25.1%で、本庁管内は 26.6%、

支所・行政センター管内は 24.1%となっている。

しかし、地区別に見ると本庁管内では大きな差はないが、支所・行政センター管内に

ついては差が大きく、近年団地開発のあった東長崎地区、小榊地区、三重地区において

は高齢化率は低いが、外海地区、伊王島地区、高島地区においては 40％を超えており、

この地域では平成22年度国勢調査の結果によると単身または二人世帯の割合が70％を

超えている。

表-2 住民基本台帳にもとづく世帯数と人口

地区 世帯数 人口
人口

割合

高齢化

率
地区 世帯数 人口

人口

割合

高齢化

率

長崎市全体 203,485 441,706 100.0% 25.1% 南部 47,510 103,529 23.5% 27.2%

本庁地区 91,890 185,018 41.9% 26.6% 本庁地区 18,237 36,302 8.2% 28.2%

支所・行政センター地区 111,595 256,688 58.1% 24.1% 支所・行政センター地区 29,273 67,227 15.2% 26.7%

東部 51,946 112,679 25.5% 24.4% 小ヶ倉地区 3,886 9,511 2.2% 21.6%

本庁地区 33,403 65,734 14.9% 27.9% 土井首地区 6,673 15,919 3.6% 22.2%

支所・行政センター地区 18,543 46,945 10.6% 19.5% 深堀地区 3,209 7,473 1.7% 22.1%

日見地区 3,858 8,119 1.8% 26.4% 茂木地区 5,130 11,834 2.7% 30.0%

東長崎地区 14,685 38,826 8.8% 18.0% 香焼地区 1,871 4,032 0.9% 27.8%

西部 35,999 83,646 18.9% 24.5% 伊王島地区 451 775 0.2% 49.3%

本庁地区 13,840 29,074 6.6% 26.7% 高島地区 323 496 0.1% 53.8%

支所・行政センター地区 22,159 54,572 12.4% 23.4% 野母崎地区 2,915 6,183 1.4% 39.0%

小榊地区 2,098 5,434 1.2% 17.8% 三和地区 4,815 11,004 2.5% 26.9%

福田地区 4,192 10,254 2.3% 23.2% 北部 68,030 141,852 32.1% 24.6%

式見地区 1,525 3,479 0.8% 34.6% 本庁地区 26,410 53,908 12.2% 23.9%

三重地区 7,071 18,365 4.1% 16.7% 支所・行政センター地区 41,620 87,944 19.9% 24.9%

外海地区 2,234 4,398 1.0% 41.3% 西浦上地区 41,620 87,944 19.9% 24.9%

琴海地区 5,039 12,642 2.9% 26.4%

※世帯数、人口及び高齢化率は、平成 23 年 12 月末現在
※地区割は「長崎市行政区域の区分」に基づいている。
※高齢化率とは、全人口又は所管区域内人口に占める 65 歳以上の人口の割合である。
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（5）処理件数

本庁並びに支所、行政センターの所管人口と処理件数を比較したのが次の表－3 で

ある。処理件数の対象となる事務は、窓口業務の中でも代表的な住民記録関係届出、

印鑑登録関係届出、住民票等交付の件数を用いることとした。

人口の割合は本庁が 41.9%、支所が 49.1%、行政センターが 9.0%となっているが、

市内全体から見た取扱件数の割合は、本庁が 57.6%、支所が 35.3％、行政センターが

7.1％となっており、必ずしも人口割合と処理件数が比例せず本庁へ事務が集中してい

ることが分かる。

表-3 人口と処理件数等

区分 人口
人口

割合

処理件数の合計 住民記録届出処理件数 印鑑登録届出処理件数 住民票等交付件数

件数 件数割合 件数 件数割合 件数 件数割合 件数 件数割合

本庁計 185,018 41.9% 358,150 57.6% 83,923 70.1% 13,527 50.5% 260,700 54.9%

支所計 217,158 49.1% 219,622 35.3% 29,069 24.3% 10,932 40.8% 179,621 37.8%

小ヶ倉支所 9,511 2.2% 14,057 2.3% 1,288 1.1% 522 1.9% 12,247 2.6%

土井首支所 15,919 3.6% 10,960 1.8% 1,123 0.9% 538 2.0% 9,299 2.0%

小榊支所 5,434 1.2% 5,491 0.9% 491 0.4% 208 0.8% 4,792 1.0%

西浦上支所 87,944 19.9% 108,162 17.4% 16,613 13.9% 5,696 21.3% 85,853 18.1%

福田支所 10,254 2.3% 10,746 1.7% 1,080 0.9% 434 1.6% 9,232 1.9%

深堀支所 7,473 1.7% 4,574 0.7% 562 0.5% 289 1.1% 3,723 0.8%

日見支所 8,119 1.8% 10,802 1.7% 1,401 1.2% 507 1.9% 8,894 1.9%

茂木支所 11,834 2.7% 6,805 1.1% 629 0.5% 379 1.4% 5,797 1.2%

式見支所 3,479 0.8% 3,501 0.6% 347 0.3% 184 0.7% 2,970 0.6%

東長崎支所 38,826 8.8% 37,500 6.0% 4,368 3.6% 1,697 6.3% 31,435 6.6%

三重支所 18,365 4.1% 7,024 1.1% 1,167 1.0% 478 1.8% 5,379 1.1%

行政センター計 39,530 9.0% 44,026 7.1% 6,730 5.6% 2,328 8.7% 34,968 7.4%

香焼行政センター 4,032 0.9% 3,720 0.6% 627 0.5% 236 0.9% 2,857 0.6%

伊王島行政センター 775 0.2% 891 0.1% 146 0.1% 60 0.2% 685 0.1%

高島行政センター 496 0.1% 605 0.1% 95 0.1% 45 0.2% 465 0.1%

野母崎行政センター 6,183 1.4% 5,104 0.8% 692 0.6% 292 1.1% 4,120 0.9%

外海行政センター 4,398 1.0% 4,744 0.8% 652 0.5% 295 1.1% 3,797 0.8%

三和行政センター 11,004 2.5% 14,060 2.3% 2,185 1.8% 624 2.3% 11,251 2.4%

琴海行政センター 12,642 2.9% 14,902 2.4% 2,333 1.9% 776 2.9% 11,793 2.5%

市内合計 441,706 100.0% 621,798 100.0% 119,722 100.0% 26,787 100.0% 475,289 100.0%

※人口は、平成 23 年 12月末現在

※住民記録届出処理件数等の件数は、平成 23 年度実績

※住民票等交付件数とは、主に住民票の写し、戸籍謄本（抄本）、印鑑登録証明書である。
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Ⅱ 支所・行政センターのあり方の基本方針

1 長崎市を取り巻く状況

  長崎市においては、次の図‐4 で示すとおり、今後一層人口減少、少子高齢化が進展す

ることが予測されている。全体の人口は減少していくにもかかわらず、65 歳以上の人口

はほぼ横ばいであり、構成割合については、平成 12 年が 19.5%であったのが、平成 42
年には 36.9%になると長崎市第 4 次総合計画で示している。

  地域においては、少子高齢化の進展や生活様式の多様化などに伴い、地域社会の一体感、

連帯意識が希薄となり、「地域の支えあい」といった機能が低下しつつある。このまま高

齢化が進行すると、地域の支えあいの力はますます低下する可能性があり、市民にとって

身近な行政機関である支所・行政センターが果たす役割は増し、これまで以上の機能を求

められるものと考えられる。

  しかしながら、現在の長崎市の財政状況は、その弾力性を表す経常収支比率が平成 23
年度決算で 94.9％と極めて高く、事業を行うに当たっての市の裁量の余地が少なくなっ

ている。

そういった中、高齢化率の上昇に伴い、就労人口が減少することによる市税収入が減少

することや、医療や介護といった扶助費等の財政負担が増加すると考えられ、今後、長崎

市の財政状況はさらに厳しくなることが想定される。

  そのため、今後は、新たに行政サービスを行うための財源を確保することは厳しいため、

限られた財源を有効活用し、市民にとって必要なサービスを提供していく必要がある。

※経常収支比率：職員の人件費や生活保護費等毎年経常的に支出する経費に、市税や普通交付税等毎
年経常的に収入される一般財源がどの程度使われているかを示した割合。市町村では 75％程度が妥当
とされており、この値が大きくなるほど、自由に使える資金が少ない。

図‐4 人口と高齢化率の推移

※出展：長崎市第 4 次総合計画
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2 今後の支所・行政センターのあり方についての視点

  現在の支所・行政センターは、周辺町村との合併の際に合併地区の市民の利便性を保つ

観点から、旧町村役場を支所・行政センターとして設置してきたが、その後現在まで大き

な見直しが行われていない。支所では、最後の三重村との合併から約 40 年も経過してお

り、交通事情の変化や情報化の進展により、当時とは市民を取り巻く環境は大きく変化し

ているものと思われる。

また、今後の少子高齢化の進展により地域を支える力が弱まる恐れもあることから、地

域コミュニティ機能の低下を防ぐために、限られた財源の中でよりよいサービスを提供で

きるよう、今後の支所・行政センターのあり方について検討する必要がある。

検討にあたって、重要な視点について次のとおり整理した。

（1）市民全体への均一的なサービスの提供

遠方の市民は本庁まで出向くことが大きな負担となっており、拠点を分散すること

で、遠方の市民が身近な業務について本庁まで来庁しなくても手続きや相談ができる

ように、基本的に市内どこに住んでいてもバランス良く同じサービスを受けられるこ

とが必要である。

（2）高齢者等弱い立場の市民への配慮

   高齢者や小さな子供を抱えている市民にとっては、行政の手続きのために遠方への

外出が困難であることが多い。そのため、身近な場所で行政手続きや相談が行えるこ

とは大切なことであり、身近な支所等はかけがえのない存在であるため、市民にとっ

て身近な業務は身近な場所で行えるよう、十分に配慮する必要がある。

   また、公共交通機関の便が悪い地域の市民は移動手段が限られており、自家用車で

の来庁が想定されるため、そういった地域の窓口には駐車場の整備等を配慮する必要

がある。

（3）行政以外との協力やネットワークの強化

     市民にとって必要なサービスは時代とともに変化することも想定され、地域と協力

しないと対応できないことも出てくると考えられるため、地域の民生委員・児童委員

やボランティア団体等と地域の情報の共有や協力体制の強化を図ることと、市から委

託を受けている福祉の専門的な機関である地域包括支援センター等とのネットワー

クの強化・充実を図ることで、地域のことは地域で解決できるように地域全体での協

力体制を構築する必要がある。

（4）行政の効率化

  今後想定される人口減少、少子高齢化の進展が財政状況に少なからず影響を与える

と考えられるが、社会・経済情勢を反映したサービスの提供を行うためには、限られ

た財源を有効に活用する必要があり、そのためには行政の効率化が不可避である。

9



3 基本的な考え方

  前記 2の視点を踏まえ、今後の支所・行政センターのあり方について検討するための基

本的な考え方を次のとおり整理した。

（1）市民にとって身近な業務は身近な場所で対応

  現在、支所・行政センターで行っている窓口業務（各種証明交付、届出・申請受付）、

地域支援業務については、引き続き身近な場所で対応する。

（2）市民生活に密着した専門的な業務については集約して拠点で対応

  現在、行政センターで対応している市民生活に密着した専門的な業務（相談や訪問

指導等を中心とした福祉・保健業務、道路や漁港等の維持管理を中心とした土木・水

産農林業務、上下水道事務所業務、教育センター業務、公の施設の管理等）について

は拠点に集約し、拠点となる場所で対応する。

（3）本庁を中心に行っている業務を拠点へ分散

  現在、本庁を中心に職員を配置して対応している業務のうち、現場に近い拠点で対

応することが市民の利便性の向上や事務の効率化につながる業務（生活保護のケース

ワーカー業務、福祉・保健の訪問指導業務等）については、本庁から拠点となる場所

に職員とともに移管する。

4 「新たな支所」と「総合支所」の定義

  現在の支所・行政センターについて、上記 3の考え方に基づき次のとおり整理した。

（1）新たな支所

   各種証明書交付、届出・申請受付、地域支援業務等の市民にとって身近な業務を行う

支所。

   また、これまでの支所では明確に位置付けられていなかった地域支援業務を強化し、

行政センターのみでしか行っていなかった届出・申請受付等についても「新たな支所」

で行うことで機能を充実させる。

   ⇒ 上記（1）

（2）総合支所

   現在、行政センターで行っている市民生活に密着した専門的な業務や「新たな支所」

では対応が困難な業務に対応するとともに、現在は本庁で行っている業務のうち市民に

近い場所で行うことが市民の利便性や事務の効率化につながる業務について職員や権

限を移管し対応する拠点となる支所。

   また、所管区域内の「新たな支所」を支援・補完する機能を有し、総括する。

   ⇒ 上記（2）、（3）
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Ⅲ 今後の支所・行政センターのあるべき姿

1 現在の支所・行政センターの業務

現在の支所においては市民にとって身近な各種証明書の交付や届出・申請の受付とい

った窓口業務を中心に行っており、行政センターでは支所で行っている業務に加え、福

祉・保健業務や土木業務といった市民生活に密着した専門的な業務を行っている。

（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

2 「新たな支所」、「総合支所」で行う業務

現在の支所・行政センターで行っている業務を、「市民にとって身近な業務」と「市民

生活に密着した専門的な業務」に整理し、申請受付業務や地域支援業務等については「新

たな支所」で行い、「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「総

合支所」で行うことで職員や業務の集約を図るとともに、直接的に市民と接する業務に

ついては本庁から一定の権限と業務も移管し、機能を充実・強化することとする。

  また、現在、住民記録、税、福祉等の基幹業務については電算システムの見直しが行

われているが、新システムの稼働によりさらなる市民サービスの向上を図る必要がある。
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（1）「新たな支所」の業務

  ア 窓口業務

    各種証明交付業務をはじめ、現在は行政センターでしか受付していなかったもの

を含め各種申請・届出の受付業務を行うことにより、住所変更等で支所へ来庁して

もそれに付随する各種手続きのために本庁まで出なおす必要をなくし、今後はどの

支所でもすべての申請等に対応する。

○業務の具体例（一部）

申請・届出 出来事
現在の
支所

行政
センター

新たな
支所

住民票、戸籍の交付 － ○ ○ ○

住民異動届出 転居、転入、転出等 ○ ○ ○

戸籍届出 出生、死亡、婚姻等 ○ ○ ○

印鑑登録 － ○ ○ ○

市税の納付・証明交付 － ○ ○ ○

転入学届の交付 転入 ○ ○ ○

児童手当、乳幼児医療資格認定申請
受付

出生、転入等 ○ ○ ○

介護保険被保険者証取得、住所変更、
喪失申請

転入、転居、転出、
死亡

○ ○ ○

国民健康保険加入、喪失受付
出生、死亡、転入、
転出等

○ ○ ○

後期高齢者医療高額医療費支給申請
受付

入院時等 ○ ○ ○

国民健康保険療養費支給申請
受付

入院時等 × ○ ○

国民健康保険減免申請受付 － × ○ ○

各種障害者手帳交付申請受付 － × ○ ○

各種障害者手帳の返還、住所変更受付 転入、転居、死亡等 × ○ ○

障害者、被爆者に関する各種手当支給
申請受付

－ × ○ ○

被爆者手帳の返還受付 死亡 × ○ ○

児童扶養手当、特別児童扶養手当支給
申請受付

－ × ○ ○

保育所の入所申込、退所届受付 転入、転居、転出等 × ○ ○

原動機付自転車の変更手続き 転入、転居、死亡等 × ○ ○

生活保護の新規申請受付 出生、転入等 × ○ ○

生活保護の住所変更受付 転居 × ○ ○
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イ 地域支援業務

    現在の支所では明確な位置付けがなされていなかったが、「新たな支所」に業務と

して位置付け、地域と行政のパイプ役や地域のまちづくりの支援等を行う。

  ウ ワンステップ窓口機能の強化

    多くの市民は困りごとをどこに相談すればよいかわからないことが多いため、「新

たな支所」では、相談すれば確実に関係機関へつなぐ、もしくは紹介するといった

機能を強化し、市民にとってより身近な場所とする。

※ワンステップ窓口：全ての申請・相談等を一旦受付け、そこで対応ができないものについて、
所管課や関係機関へ確実につなぐ窓口

（2）「総合支所」の業務

ア 「新たな支所」業務

  「新たな支所」で行う業務については、「総合支所」でも行う。

イ 「新たな支所」の総括

  所管区域内にある「新たな支所」について支援・補完する機能を有し、総括する。

ウ 市民生活に密着した専門的な業務

    現在行政センターで行っている保健や土木業務等の市民生活に密着した業務につ

いては、職員を拠点に集約して行い、また、生活保護のケースワーカー業務等の本

庁で行っている業務のうち現場に近い場所で行うことが市民の利便性の向上につな

がる業務については、職員を本庁から拠点へ分散して行い、業務の質及び市民サー

ビスの向上を図る。

エ 地域情報の共有

    地域支援業務について取りまとめの機能を付加し、「新たな支所」管内の地域で情

報の共有を行う。

また、災害時には管内の情報の取りまとめ等を行う。

3 「総合支所」の権限と組織

（1）権限の付与

     「総合支所」で行う市民生活に密着した専門的な業務については、権限も付与し、「総

合支所」で解決する。

（2）組織編成

      「総合支所」が円滑に機能するため、本庁を含めて組織の組み替えを行う。
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4 体制のイメージ

支所 行政センター

5 サービスのあり方の変更

市民からの相談等については「総合支所」から現在の支所管内も含めた「新たな支所」

管内へ出向く等の対応をし、本庁まで来庁しなくてもサービスを受けられるようにサービ

スのあり方を変えることで、長崎市全体としてサービスの質の向上を図る。

（1）現場へ直接訪問することなどでの対応

   「新たな支所」に電話等で福祉・保健に関する相談があれば「総合支所」へ連絡し、「総

合支所」の専門職員が現場へ訪問する、もしくは「総合支所」に相談しその場で対応す

るなど、外出が困難な市民に対し来所しなくても相談等が行える体制を作る。

（2)「新たな支所」での対応

   「総合支所」の職員が定期的に「新たな支所」を巡回したり、「新たな支所」へ相談が

あった場合は「総合支所」の職員が出張しその場で相談を受けることで、市民が本庁ま

で出向かなくても身近な「新たな支所」で相談等が行える体制を作る。

（3）地域での対応

    地域の問題は地域で解決できるよう、「新たな支所」は適切な関係機関や民間団体等に

つなげるよう地域で活動している団体などとのネットワークを強化する。

・・・

「総合支所」 「総合支所」

「新たな支所」 「新たな支所」 「新たな支所」 「新たな支所」・・・

再編

本庁から一定の権限と

業務を移管

「総合支所」の下に

「新たな支所」を組織する
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6 「総合支所」と「新たな支所」のイメージ

(1) 相談の体制

（2） 総合支所が市民サービスを担保する体制

適切な機関へつなぐ又は紹介

相
談
・
対
応

①相談

③
訪
問
・
調
査
・
対
応

②-2 専門職員へ連絡

②-1 適切な機関へつなぐ
又は紹介

市民

総合支所

専門職員の集約配置

新たな支所
市民にとって身近な場所

民間等の専門機関

市民

新たな支所

総合支所

定期的な巡回、
出張

地域の情報の提供・
取りまとめ、調整

相
談
、
要
望
・

対
応

対応困難事案・
補完

相談、要望
・対応
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Ⅳ 支所・行政センターのあり方の提言

8 ページでも述べたとおり、今後の少子高齢化の進展により地域コミュニティ機能の低下

に伴う行政の支援や高齢者等への相談支援が増加することが想定されるが、一方では長崎

市の財政状況が悪化することが見込まれている。そのため、現体制でこれまでどおりの行

政サービスを維持することは難しく、行政のみでのサービスの提供に限界があることを踏

まえ、民間との協力体制を強化しながら、市民が安心して暮らしていくことができるよう

市民生活に密着したものを設置する必要がある。

見直しにあたっては、高齢者や小さな子供を抱えた市民等外出が困難である市民への配

慮や、合併で広くなった長崎市の中で交通の便が悪い地域などを考慮するとともに、地域

において支所・行政センターに本来期待される役割を担保する形で今後のあり方を検討す

ることが望ましい。

併せて、市民の利便性の向上や行政の効率化、事務の簡素化・迅速化を図る観点から、

各種証明書の自動交付機、コンビニエンスストアでの交付や、インターネットを利用した

各種申請等 ICT の積極的な活用を検討すべきである。

また、支所や行政センターは行政サービスを担う末端の組織としてのイメージが強いが、

地域の情報が集まりやすい場所であり、今後は集まった情報を市民サービスに活かし、ま

た積極的に情報収集を行うための最先端の組織として位置付けをし、地域に密着した行政

機関となることが望まれる。

1 再編にあたっての留意点

（1）市民が安心して暮らせる地域に密着した地域づくりの拠点

   長崎を出た人がまた戻って来たいと思えるような「まち」になるように、市民が安

心して暮らせるよう、相談等を一旦受け解決できないものは確実に所管課等へつなぐ

ワンステップ窓口機能を充実させるとともに、地域の特性を活かし、地域活性化のた

め地域支援業務に積極的に取り組むことにより地域に密着した拠点をつくる。

（2）支所等の設置箇所・数

     「新たな支所」、「総合支所」の設置箇所や設置数については本報告書では触れない

が、それらについては、単に人口や取扱い件数だけで決めずに交通の便や高齢化等を

考慮することが必要である。

（3）均一的なサービスの提供

     合併により広くなった長崎市全体で、どこに住んでいても同じサービスを受けられ

ることが大切である。

また、今回の再編は、地域によっては環境が大きく変化することも想定されるため、再

編については一定期間の経過措置を設けることも考慮すべきである。
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