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佐賀市役所



市役所の色々な媒体に
広告を掲載しませんか？

佐賀市では、公共施設や印刷物等を広告媒体として、⺠間企業
等の皆さまにご利⽤いただける事業を⾏っております。
市の資産を活⽤して得られた広告料収⼊は、市政の財源として
有効に役⽴てます。

事業者のみなさまへ
佐賀市では、各種資産を広告媒体として積極的に活⽤しています。
募集については佐賀市公式ホームページや市報さがでお知らせします。
ぜひ広告の掲載をご検討ください。
募集する広告は、公共性、品位を損なう恐れのないものに限るなど、一定
の制限を設けています。
詳しくは「広告掲載取扱要綱」「広告掲載基準」のほか、各媒体の募集要
領等をご覧ください。

公共施設 印刷物 車両 WEB

下記のような媒体に広告を掲載できます︕



有料広告媒体⼀覧
広告媒体 担当課 ページ 備考

施設 市庁舎エレベーター 財産活用課 4

施設 総合窓口モニター 市⺠⽣活課 ５ 代理店

施設 ほほえみ館アトリウム 健康づくり課 ６

施設 佐賀市⽴野球場フェンス スポーツ振興課 ７

印刷物 市報さが 広報課 ８ 代理店

印刷物 公用封筒 契約監理課 ９

印刷物 ごみカレンダー 循環型社会推進課 1０

印刷物 納税通知書送付用封筒 市⺠税課
保険年⾦課 1１

WEB 佐賀市公式ホームページ 広報課 1２ 代理店

WEB 市⽴図書館ホームページ 図書館 1３ 代理店

WEB 上下水道局ホームページ 上下水道局 1４

バス・公用⾞ 公用⾃動⾞ 総務法制課 1５

バス・公用⾞ ごみ収集⾞ 環境保全課 1６

バス・公用⾞ 佐賀市営バス 交通局 1７

その他 ごみ指定袋・帯封 循環型社会推進課 1８

その他 佐賀市⽴図書館 雑誌カバー 図書館 1９



市庁舎エレベーター

掲示場所 市役所本庁舎

掲示箇所 エレベーター内壁面

募集区画 4基（各1箇所）

広告規格 B2横サイズ（縦515mm×横728mm）／箇所

掲示料⾦ 5,000円／箇所・月
※別途⾏政財産目的外使⽤料500円程度／月

製作費⽤ 広告の作成・掲示・撤去は広告主負担

応募方法 所定の申込書を提出ください。（郵送可）

選 考 市が応募内容を審査し決定します。

募集時期 随時

申込み
問合せ

総務部 財産活⽤課（本庁中棟2階）
TEL︓0952-40-7046
mail︓zaisan@city.saga.lg.jp

市役所に来庁された方や市職員が毎日多
数利⽤する庁舎内のエレベーターに、広
告を掲示できます。
本庁には、年間約26万人の方が訪れてい
ます。
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総合窓口モニター

掲示場所 市⺠⽣活課及び保険年⾦課の総合窓口

掲示箇所 番号案内表示モニター付近

掲示期間

広告規格

掲示料⾦ 下記問合せ先へお尋ねください。

募集方法

募集選考

募集時期 随時

申込み
問合せ

⻑⽥広告株式会社 久留⽶営業所
TEL︓ 0942-43-0766

市⺠⽣活課及び保険年⾦課では、
お客様をお呼び出しする番号案内
表示モニターを設置しています。
企業広告や⾏政情報を放映するこ
とで、１階ホールで手続きを待つ
お客様に、各種情報をお届けして
います。
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ほほえみ館アトリウム

掲示場所 ほほえみ館（佐賀市保健福祉会館）

掲示箇所 アトリウム内柱

募集区画 7箇所

広告規格 B1サイズ（縦1,030mm×横728mm）／箇所

掲示料⾦ 3,000円〜5,000円／箇所・月
別途、⾏政財産目的外使⽤料110円／月

製作費⽤ 広告の作成・掲示・撤去は広告主負担

応募方法 所定の申込書に広告原稿等を添えて提出ください。（郵送可）

選 考 市が応募内容を審査し決定します。

募集時期 随時

申込み
問合せ

保健福祉部 健康づくり課（本庁1階）
TEL︓0952-40-7280
mail︓kenko@city.saga.lg.jp

ほほえみ館では、健康診査や各種教室
等が開催されています。
小さなお子様連れの方から高齢の方ま
で、年間約62,000人にご利⽤いただ
いています。
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佐賀市⽴野球場フェンス

掲示場所 佐賀市⽴野球場（ブルースタジアム）

掲示箇所 内壁ラバーフェンス（外野・内野）

募集区画 外野11区画 内野７区画

広告規格 縦0.9m×横10m／箇所

掲示料⾦ 外野15万円／年 内野10万円／年

製作費⽤ 73,500円程度（広告主負担）

掲示方法 フィルム粘着（ベージュ色）

応募方法 所定の申込書に広告原稿を添えて提出ください。

選 考 市が応募内容を審査し決定します。

募集時期 随時

申込み
問合せ

地域振興部 スポーツ振興課（大財別館1階）
TEL︓0952-40-7361
mail︓sports@city.saga.lg.jp

施 設

佐賀市⽴野球場の内・外野壁面等の
ラバーフェンスに広告を表示してい
ます。
野球場は、県内のケーブルテレビで
放映する夏の高校野球選手権大会を
はじめ、年間約30の大会が開催さ
れ、学⽣から一般まで約13,000人
の方々に幅広くご利⽤いただいてい
ます。
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市報さが

掲示場所 市報さが 毎月1日号

掲示箇所 佐賀市の事業、募集等に関する記事を掲載した
「おしらせページ（５段組）」の最下段１段分

募集区画 1ページにつき1枠（全６枠）

広告規格

掲示料⾦

製作費⽤ 下記問合せ先へお尋ねください。

応募方法

選 考

募集時期 随時

申込み
問合せ

株式会社佐賀新聞サービス
TEL︓0952-32-4848

印刷物

市が発⾏している「市報さが」は、市内全域
の各家庭に配布されます。
佐賀市には、令和４年2月末現在で102,267
世帯あります。
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公用封筒

掲示箇所 ⻑3封筒（カラー）及び角2封筒（単⾊）の裏⾯

募集区画 各4枠分

広告規格 ⻑3封筒︓縦40mm×横100mm／枠
角2封筒︓縦80mm×横100mm／枠

掲示期間 広告を印刷した封筒の使⽤が終了するまで

掲示料⾦

作成枚数 ⻑3封筒1枠 ⻑3封筒2枠 角2封筒1枠 角2封筒2枠
5万枚 5万円 7万5千円 10万円 15万円

10万枚 10万円 15万円 20万円 30万円
15万枚 15万円 22万5千円 30万円 45万円
20万枚 20万円 30万円 40万円 60万円

応募方法 所定の申込書に広告原稿（完成品データ）を添えて提出くだ
さい。

選 考 枠を限度として先着順に受付し、市が応募内容を審査して決
定します。

募集時期 随時

申込み
問合せ

総務部 契約監理課（本庁南棟5階）
TEL︓0952-40-7047
Mail︓keiyaku@city.saga.lg.jp

佐賀市役所の全ての部署が使⽤す
る公⽤の封筒です。
市内の各家庭や企業などに発送さ
れます。
⻑3封筒で年間約20万枚、
角2封筒で年間約10万枚が使⽤され
ています。
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ごみカレンダー

掲載箇所 ごみカレンダー（諸富町・三瀬地区除く）

募集区画 ３枠（1団体1枠）

広告規格 縦45mm程度×横135mm程度／枠

掲載期間 契約した翌年度４⽉から３⽉末までの１年間

掲載料⾦ 30万円／枠

応募方法 所定の申込書に広告原稿を添えて提出ください。

選 考 申し込み多数の場合は抽選

募集時期 12月頃

申込み
問合せ

環境部 循環型社会推進課（佐賀市清掃工場内）
TEL︓0952-30-2430
Mail︓junkan@city.saga.lg.jp

家庭で必ず目にするごみカレンダーに、広告を掲載しませんか。
市内約１０万世帯で使⽤されています。
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納税通知書送付用封筒

掲示箇所 納税通知書 送付用封筒裏⾯

募集区画 各納税通知書 1枠

広告規格 縦60mm×横70mm／枠

掲示期間 契約年度中

掲示料⾦ 最低申込価格（印刷予定枚数×単価1円）
※納税通知書ごとに枚数が異なります。

応募方法 所定の申込書に広告掲載内容を添えて提出ください。

選 考 納税通知書ごとに広告内容を審査後、申込価格が最高価格の
申込者を決定とします。

募集時期 11月頃

申込み
問合せ

市⺠⽣活部 市⺠税課（本庁南棟3階）
TEL︓0952-40-7060
Mail︓shiminzei@city.saga.lg.jp

保健福祉部 保険年⾦課（本庁1階）
TEL︓0952-40-7272
Mail︓hoken@city.saga.lg.jp

個人の市県⺠税、固定資産税・都市計画税、軽⾃動⾞税の
3種類の納税通知書及び国⺠健康保険税の納税通知書の発
送⽤封筒に広告を掲示し、納税者の方に発送します。
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佐賀公式ホームページ

掲示場所 佐賀市公式ホームページ

掲示箇所 トップページ下部（バナー）

広告規格

掲示料⾦

製作費⽤ 下記問合せ先へお尋ねください。

応募方法

選 考

募集時期 随時

申込み
問合せ

株式会社佐賀広告センター
TEL︓0952-28-3888

W E B

佐賀市では、ホームページを通して
市⺠・事業者等のみなさんに市政情
報を幅広く発信しており、年間70万
件以上のアクセス実績があります。
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市⽴図書館ホームページ

掲示場所 佐賀市⽴図書館ホームページ

掲示箇所 サイトトップページ下部（バナー）

広告規格

掲示料⾦

製作費⽤ 下記問合せ先へお尋ねください。
応募方法

選 考

募集時期 随時

申込み
問合せ

佐賀広告センター
TEL︓0952-28-3888

W E B

佐賀市⽴図書館ホームページでは、資料検索や予約･貸出の確認をすること
ができます。
多くの皆さんに閲覧されており、年間約５０万件のアクセス実績があります。
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佐賀市上下水道局ホームページ

掲示場所 佐賀市上下水道局ホームページ

掲示箇所 ホームページ下部（バナー）

広告規格

掲示料⾦

製作費⽤ 下記問合せ先へお尋ねください。

応募方法

選 考

募集時期 随時

申込み
問合せ

佐賀市上下水道局 水循環部 総務課
TEL︓0952-33-1330 
Mail︓suisomu@city.saga.lg.jp

W E B

ホームページを通して市⺠・事業者
等のみなさんに各種情報を幅広く発
信しており、年間約40万件のアク
セス実績があります。
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公用⾃動⾞

掲示箇所 公用⾞ ⾞体 両側⾯ドア部分

掲示期間 契約年度中（月単位の契約も可）

広告規格 （軽乗⽤⾞）縦50cm×横150cm程度（×2箇所）
（軽貨物⾞）縦50cm×横140cm程度（×2箇所）

掲示料⾦ 48,000円／台（年額）

製作費⽤ 広告の作成、取付、撤去費⽤は広告主負担

応募方法 所定の申込書に広告原稿等を添えて提出ください。

選 考 申込み多数の場合は抽選

募集時期 2月頃

申込み
問合せ

総務部 総務法制課（本庁中棟2階）
TEL︓0952-40-7010
Mail︓somu@city.saga.lg.jp

バス・公用車

公⽤⾞は佐賀市内の隅々まで走り回
ります。
広告媒体として活⽤してみませんか。
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ごみ収集⾞

掲示箇所 ごみ収集⾞ ⾞体 両側⾯

掲示期間 契約年度中

広告規格 縦80cm×横150cm（×2箇所）

掲示料⾦ 60,000円／台

製作費⽤ 広告作成、⾞両への取付・撤去は広告主負担

応募方法 所定の申込書に広告原稿を添えて提出ください。

選 考 申込み多数の場合は抽選

募集時期 随時

申込み
問合せ

環境部 環境保全課（旧佐賀市清掃センター）
TEL︓0952-30-2436
Mail︓kankyohozen@city.saga.lg.jp

バス・公用車

市内を走るごみ収集⾞を事業活動・
業務の宣伝に活⽤いただけます。
市内一円を、決まった時間に、定期
的に走⾏します。
3ヶ月に1度収集コースを変更して
います。
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佐賀市営バス

掲示箇所 市営バス ⾞体 両側⾯および後⾯

掲示期間 原則1年以上（継続・中止の意思表示は1ヶ月前までに）

製作費⽤ デザイン費、作成費、添付・取剥作業費等は広告主負担

掲示料⾦

⾞種 月額広告料 広告制作費（参考） 備考
大型バス 100,000円 90〜100万円 前面を除く
中型バス 100,000円 80 〜 90万円 前面を除く
小型バス 80,000円 50 〜 60万円 前面を除く
小型バス 20,000円 15 〜 20万円 後面のみ

掲示方法 制作については、原則スコッチフィルムを使⽤
ガラス部は⾞内から⾞外が⾒える素材を使⽤

応募方法

選 考

募集時期 随時

申込み
問合せ

佐賀市交通局 総務課
TEL︓0952-23-3155
Mail︓kotsu@city.saga.lg.jp

バス・公用車

佐賀市交通局では、路線バス全面を広
告媒体としたラッピングバスを運⾏し
ています。
｢街角を走る広告塔｣として、企業、商
品、イベント等の宣伝広告に大きな効
果があります。

下記問合せ先へお尋ねください。
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ごみ指定袋・帯封

掲歳場所 ごみ指定袋及び帯封（諸富・三瀬地区除く）

募集区画 右記レイアウト参照

掲載期間 契約年6月〜翌年5月末までに作成するもの

種類及び
広告規格

○ごみ指定袋
燃えるごみ（大）縦60mm程度・横360mm程度
燃えるごみ（大）以外の全8種類

（中）及び（小）縦45mm程度・横270mm程度
（極小）縦35mm程度・横210mm程度

○帯封
（表に出る部分）縦30mm程度・横90mm程度
（隠れる部分）縦100mm程度・横60mm程度

掲載料⾦ ごみ指定袋︓25万円／枠 帯封︓10万円／枠

応募方法 所定の申込書に広告原稿を添えて提出ください。

選 考 申し込み多数の場合は抽選

募集時期 2月頃

申込み
問合せ

環境部 循環型社会推進課（佐賀市清掃工場内）
TEL︓0952-30-2430
Mail︓junkan@city.saga.lg.jp

その他

事業活動（特に環境面の取り組み）などのＰＲ
に活⽤いただけます。
燃えるごみ（大）は年間約７０６万枚、その他
の袋は年間約６２４万枚、帯封は年間約1２５
万枚程度を作成しています。
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佐賀市⽴図書館 雑誌カバー

掲示箇所 雑誌カバー 前⾯及び裏⾯

掲示期間 4月〜翌年3月（年の途中からの場合も年度末まで）
更新可能

応募資格 企業、商店、組織・団体等
※個人不可。ただし個人事業所等は可。

対象雑誌 市⽴図書館（本館）で購⼊している雑誌のうち、約230タイ
トル。

掲示料⾦ カバーに広告を掲示したい雑誌の購⼊代⾦（1年分）を一括
前払い

応募方法 所定の申込書に広告原稿を添えて提出ください。

選 考 佐賀市⽴図書館雑誌スポンサー制度審査委員会による選考

募集時期 随時

申込み
問合せ

佐賀市⽴図書館 総務企画係
TEL︓0952-40-0001
Mail︓tosyokan@city.saga.lg.jp

その他

佐賀市⽴図書館（本館）で所蔵する
雑誌の購⼊代⾦を負担していただく
ことで、その雑誌カバーの表面と裏
面に広告を掲示することができます。
図書館本館は、年間約50万人が利⽤
しています。

19



佐賀市役所 企画調整部 企画政策課
☎ ︓0952-40-7029
✉ : kikakuseisaku@city.saga.lg.jp
佐賀市栄町1番1号（本庁中棟2階）

広告事業の総合窓口


