
◎これまでの優良提案等～佐賀市職員提案制度～

項目 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度
提案件数 ５０件 ４９件 ２８件 ３２件
提案者数 ２０組の個人又はグループ ２５組の個人又はグループ １９人 ２４組の個人又はグループ

優良提案数 〔優秀賞〕２件〔佳良賞〕３件
〔努力賞〕５件

〔優秀賞〕１件〔佳良賞〕１１件
〔努力賞〕７件

〔優秀賞〕１件〔佳良賞〕４件 〔優秀賞〕１件〔佳良賞〕９件

〔優秀賞〕 ○電話使用料の一括管理
○情報化による戦略的構造改革プラン

○入札改革 ○行政評価に活用できる事業分析及び人
件費分析シート

○障害者相談事業の充実及び支援費制度
業務の効率化

〔佳良賞〕 ○パソコンのスクリーンセーバーを全庁
的に省電力設定にして、節電効果を高め
る。
○庶務事務改善ソフト作成（超過勤務手
当整理システム作成）
○水草処理舟の開発

○建築物の管理保全システム整備事業
○外郭団体会計システムよる事務処理の
効率化
○一係（課）一改善（予定）実施報告
○市民税等を始めとする債権等の効率的
な徴収方法
○窓口部門のアウトソーシング
○繁忙期における休日窓口の開設の試行
について
○ＩＴ講座「行政実務方法論の基礎」の
開講
○障害者就労支援
○佐賀市職員による「市民活動支援基
金」の設置について
○職員採用試験の二次試験の方法につい
て
○土地又は家屋の基準年度の価格若しく
は批准価格の登記所への通知の方法につ
いて

○入札改革（申込同時郵便入札枠の拡
大）
○画像データライブラリとその活用
○佐賀市民 緑のオーナー制度
○新人職員による広報公聴コーナーをつ
くる

○「市政への提言」について、様式等の
広報的観点からの見直し
○施設見学会と現地研修の一本化
○バス利用者が安心して、迅速に乗降が
出来る対策について
○ＪＲ通勤者の定期を３ヶ月定期から
６ヶ月定期にする
○市が受け付ける各種申請への証明書添
付の免除
○収納体制の見直し
○佐賀の食文化開拓について
○介護サービス相談会の休日実施につい
て
○教育施設から排出する廃プラスチック
の処理方法の改善について

〔努力賞〕 ○１階事務スペースの確保、市民を歩か
せないための窓口及び窓口のローカウン
ター化
○庶務事務改善ソフト作成（資金前渡内
訳書と委任状の帳票システム作成）
○公民館の機構改革について
○市職員の観光意識向上に関する研修
○観光イベントの実施と活用について

○各課所有の備品等の有効活用
○経費のいらない、効果的な佐賀市のＰ
Ｒ法
○係単位での業務の棚卸しを全庁的に行
い、目的体系図を作成する
○排水設備等の工事検査の見直し
○「職員パブリシティー」の活用
○担当業務課への表示
○通勤手当の適度な削減について



◎これまでの優良提案等～佐賀市職員提案制度～

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度
提案件数 １９件 ２３件 １１件 ２２件
提案者数 １７組の個人又はグループ １６組の個人又はグループ 　９人 １３人

優良提案数 〔優秀賞〕３件〔佳良賞〕１件 〔佳良賞〕３件 〔優秀賞〕２件〔佳良賞〕２件 〔佳良賞〕１件
〔優秀賞〕 ○エアダスターの使用禁止

○保育所（園）を紹介する冊子の改善
○各課備品の共有化 －

○工事現場とこども１１０番の家
○子育てガイドの作成

－

〔佳良賞〕 ○１階トイレの案内について ○携帯メールを活用した災害発生時の初
動体制の確立について
○庁舎窓ガラスへの断熱フィルム貼付
○公務上の移動手段としての市営バスの
利用促進

○視覚障害者誘導ブロックの設置につい
て
○市営バスの積極的な利用促進

○交通事業の経営改善策、増収策（バス
チケット）

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
提案件数 ２２件 ２４件 １８件 ３２件
提案者数 １７人 １９組の個人又はグループ １７人 ２９組の個人又はグループ

優良提案数 〔優秀賞〕２件〔佳良賞〕３件 〔優秀賞〕２件〔佳良賞〕３件 〔佳良賞〕１件 〔優秀賞〕１件〔佳良賞〕４件
〔優秀賞〕 ○小中学校における電気基本料金の削減

○河川維持費の縮減について
○ＮＨＫ受信料の事業所割引への契約に
ついて
○佐賀市のＰＲのための広報戦略・Ｐａ
ｒｔ１

－

○新工業団地より発生する表土の利活用
及び収入について

〔佳良賞〕 ○限界集落にも対応できる新たな行政
サービス
○私有財産の有効活用（先立山）
○市営バス法人用定期券

○パンフレットコーナーの設置について
○佐賀市斎場３施設の統合運営
○災害時における職員の動員態勢につい
て

○市民団体との協働と企業（法人）のＣ
ＳＲとのマッチング

○固定資産税の税収アッププロジェクト
○企業局等の職員の研修参加について
○人材育成における「メンター制度」の
導入
○研修報告発表会の開催



◎これまでの優良提案等～佐賀市職員提案制度～

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
提案件数 ２４件 ３３件 ２６件 １６件
提案者数 ２１組の個人又はグループ ２２組の個人又はグループ ２１組の個人又はグループ １４組の個人又はグループ

優良提案数 〔佳良賞〕２件 〔優秀賞〕１件〔佳良賞〕３件 〔優秀賞〕２件〔佳良賞〕１件 〔優秀賞〕１件〔佳良賞〕１件
〔優秀賞〕

－

○児童クラブのおやつを授産商品に ○Ｊｕｎａｉｏ（ジュナイオ）を用いた
情報発信について
○産前産後休暇・育児休業中の職員フォ
ローアップ体制の構築について

○基幹系ＧＩＳシステムの活用による業
務改善提案

〔佳良賞〕 ○東西エレベーター前のモニターの設置
○マナーアップ週間（月間）の設置

○ＳＮＳを利用した、佐賀市の魅力的な
写真・動画の募集
○佐賀市ホームページへの国保税試算
シート（表）アップ
○全庁的な行事予定管理の導入（ノーツ
を利用）

○職員採用試験前の職場説明会について ○事故の防止について

平成２８年度
提案件数 １４件
提案者数 １１人の個人

優良提案数 〔佳良賞〕３件
〔優秀賞〕
〔佳良賞〕 ○市職員を対象とした、災害時の行動に

関する知識の向上について
○公務に使用する自転車の一括管理
○時差勤務制度の導入



◎これまでの優良提案等～佐賀市職員提案制度～

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
提案件数 １５件 ７件 ７件 ―
提案者数 １１組の個人又はグループ ６人の個人又はグループ ７人の個人 ―

優良提案数 なし 〔優秀賞〕３件〔奨励賞〕１件 ―
〔最優秀 なし なし なし ―

〔優秀賞〕 該当なし 該当なし ○写真の位置情報を活用した災害マップ
の作成と公開
○ゾンビランドサガを活用した市域活性
化
○地図修正業務のＡＩ活用による自動化

―

〔奨励賞〕 該当なし 〔奨励賞〕
○将来の佐賀市を担う積極的人材育成は
業務以外の場所にある！

〔奨励賞〕
○梱包荷物についてくるＰＰバンドの売
却について

―

令和３年度 令和４年度
提案件数 ― ７件
提案者数 ― ６人の個人又はグループ

優良提案数 ― ５件
〔最優秀 ― なし

〔優秀賞〕 ― ○佐賀市総合アプリ（仮称）導入に向け
たコンテンツマネジメント体制の構築
○災害時におけるスマホ３次元測量アプ
リを活用した事務効率の向上

〔奨励賞〕 ― ○Ｗｅｂ会議の円滑な運用方法と業務の
効率化
○個人最適化した1人1人のカン（観・
感・関）光アプリ
○佐賀市をＤ先進都市とするための施策
提案


