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2007佐賀インターナショナル

バルーンフェスタ
■期間 月 日 ～ 月 日㈰

■ 場 嘉 川河川敷

■ 技

第23回パシフィックカップ」

第24回日本選 権」

2007熱 球ホンダグランプリ第4戦」

2007S AGAバ ーンマスターズカップ」

■イベント

キッズデー」11月1日㈭

バ ーンファンタジア2007」期間中毎日

ラ・モンゴルフィエ・ノクチューン」

11月3日㈯・4日㈰

☆同時開催

スポーツ＆レジャーフェスティバル

11月3日㈯・4日㈰

◎問い合わせ 熱 大会佐 運営委員会 ☎29・9000

（今号の主な内容）



平成19年10月1日

新「佐賀市」がスタートします

佐賀市の市章【平成18年4月1日制定】

新佐賀市 431.42 241,361 87,731
佐賀市の頭文字である「Ｓ」

をモチーフに、人と人とのふれ

あいをイメージし、二つの円は、

はじき出る個性とはぐくみ成長

する英知を表しています。

また、青色は空を、緑色は大地を表し、佐賀の

豊かな自然を表現しています。

新佐賀市の概要（平成17年国勢調査より)

面積(㎢) 人口(人) 世帯(戸)

“人と自然が

織りなす「やさしさと活力にあふれるまち さが」”



◆ 佐賀市の 点プロジェクト◆
合併により有明海は、 佐賀市の大きな 長の一つとなりました。

有明海の魅力を十分に活用するために、関連する 業を“有明干潟エコツーリズムのまちづくり”

として 点プロジェクトに掲げています。

佐賀市では、これまでの4つの 点プロジェクトとともに、 進していきます。

IT 推進でまちづくり 医療福祉産業のまちづくり

佐賀城公園を活かしたまちづくり 森と湖に囲まれた交流と滞在のまちづくり

有明干潟エコツーリズムのまちづくり

◎問い合わせ 本庁 企画課 ☎40・7025 29・2095

高速大容量で常時接続できる情報通信基盤は、市民

生活や企業活動に不可欠なものとなっています。そこ

で、情報通信基盤の充実を図り、情報通信産業の誘致

を行います。新市の産業振興策として取り組んでいき

ます。

医療福祉の拠点となる佐賀大学と、諸富町の家具業

界が持つ技術、北部の木材資源を組み合わせて、医療

福祉関連の新産業の創出と、高齢化社会に対応した医

療福祉制度や、都市空間・住環境の整備を進めていき

ます。

佐賀城本丸歴史館のある佐賀城公園を観光の拠点と

して位置づけ、雰囲気のある快適な周辺空間の形成を

図るため、歴史的環境遺産と調和した環境整備に努め

ます。

佐賀市の山ろく部の豊かな自然を活かし、農山村と

のふれあいができる地域づくりによって、福岡都市圏

の住民を主なターゲットに、交流・定住人口の拡大に

よる地域の活性化を図り、市内観光と結び付けて、総

合的な展開を図ります。

有明海沿岸の南部地域には、森林公園や昇開橋展望公園、有明佐賀空港公園、干潟よか公園、佐野記念

公園などが整備されています。また、干潟の動植物の保護活動や環境教育と、潮干狩り・海釣りなどの観

光資源があります。

新市では、これら有明海の干潟

に面する南部地域の豊かな資源を

活かし、面白く遊びながらエコロ

ジー（生態系）について学ぶ エ

コツーリズム>をコンセプトとし

て、各種施設を連携させ、新しい

観光交流エリアの創出をめざしま

す。



新配置案内図 移動部署案内

◎問い合わせ 本庁 企画課

☎40・7025 29・2095

市役所本庁舎

7階 人事課、財政課、管財課、情報政策課

6階

環境課、下水道企画課、河川砂防課、

緑化推進課

・監査事務局 ほほえみ館2階へ

・用地対策課 大財別館4階へ

・消防防災室、住宅福祉課 1階北東へ

・商工振興課企業誘致室 3階商工振興課内へ

・企画課統計分室 地階へ

5階
納税課、市民税課、資産税課 ・環境課、下水道企画課、河川砂防課、緑化推進課 6階へ

・下水道建設課 水道局4階へ

4階 建築課、道路課、都市政策課、契約検査課

3階

選挙管理委員会、農業委員会、農業振興課、

農村環境課、街づくり推進課、

商工振興課企業誘致室、観光・文化課

◇農業水産振興課は、水産振興課の新設に伴い農業振興課と

なります 場所は変わりません。

◇水産振興課を新設します 川副支所2階へ

2階 秘書課、企画課、総務課

1階
【北側】

消防防災室、保護課、福祉総務課福祉

政策係、高齢福祉課、住宅福祉課、

市民生活課、保険年金課、

こども課、総務課情報公開係

・市民税課、資産税課、納税課 5階へ

・保護課 西側から東側へ

・総務課情報公開係 東側から西側へ

1階
【南側】

出納室、福祉総務課母子福祉係、

障がい福祉課

◇社会福祉課社会係は、福祉総務課福祉政策係になります

1階北東へ

◇社会福祉課障がい福祉室は、障がい福祉課になります 場

所は変わりません。

◇こども課母子福祉係は、福祉総務課母子福祉係になります

場所は変わりません。

・こども課保育幼稚園係 1階北西へ

地階 企画課統計分室

ほほえみ館

2階

人権・同和政策課、健康づくり課、

監査事務局

◇長寿・健康課の健康企画係、保健予防係、母子保健係は、

健康づくり課になります 場所は変わりません。

◇長寿・健康課の長寿推進係、地域包括支援係は、高齢福祉課

になります 本庁舎1階へ

大財別館

4階 用地対策課 ・佐賀市土地開発公社 交通局2階へ

3階 学事課、生涯学習課、文化財課

2階 教育総務課、学校教育課 ・こども課子育て支援係 本庁舎1階北西へ

※課名（係名）が枠書き表示のところが、今回、新設及び移動となった部署です。



10月１日の佐賀市、川副町、

東与賀町、久保田町の合併に伴い

《保健福祉部》《農林水産部》

《環境下水道部》

機構改革の主な内容

本庁舎1階

・福祉政策部門及び障がい福祉部門の強化のため、社

会福祉課を廃止し、福祉総務課及び障がい福祉課

を新設します。

・教育委員会事務局こども課母子福祉係については、

福祉部門と密接な関係があることから、福祉部門に

関する業務を整理・統合し、福祉総務課母子福祉係

とすることで、福祉部門の窓口の利便性の向上及び

一貫した福祉政策の充実を図ります。

・健康づくり部門の専門化及び高齢者福祉部門に関す

る業務を整理・統合し、一貫した高齢者福祉政策を

行うため、長寿・健康課を廃止し、健康づくり課及

び高齢福祉課を新設します。

・水産行政推進体制の確立、発展及び強化のた

め、水産振興課を新設します。

・水産振興課の新設に伴い農業水産振興課の名

称を農業振興課とします。

・佐賀地区衛生処理組合の構成市町村が合併後

の佐賀市のみとなるため、衛生センターを新

設します。

・川副町・東与賀町清掃組合が佐賀市に編入さ

れるため、川副地区及び東与賀地区のごみ処

理施設として川副･東与賀清掃センターを新

設します。

水道局

4階 下水道建設課

交通局

2階 佐賀市土地開発公社

東
玄
関

出納室

南玄関

総合案内

【こども課】
保険年金課 市民生活課

【福祉総務課】

福祉政策係

消防防災室

障がい福祉課

【総務課】

情報公開係

西
玄
関

【福祉総務課】

母子福祉係

保護課

【高齢福祉課】

住宅福祉課

●佐賀銀行

窓 口 番 号

家庭児童相談室／子育て

支援／保育所・幼稚園

①・②

保険・年金コーナー

③～

総合窓口 届出コーナー

～

総合窓口 証明コーナー

～

水道料金支払窓口

市民相談コーナー

・

介護保険／高齢者福祉／

地域包括支援センター

～

援護・恩給／市営住宅

生活保護

障がい福祉 ～

障がい者相談コーナー

母子福祉 ～

①
②

③～
～

～

～

～ ～




