
当市では，平成 11年度に「新・佐賀市行政改革大綱・実施計画」を策定し，「市

民が主役」という基本視点のもと，簡素で効率的な行政運営を図るため，行政改革

の推進に努めています。

11年度，12年度に引き続き，13年度に取り組んだ内容及び得られた成果につい

て，以下のとおり報告します。

13 年度の主な成果(数値)

12 億 5,000 万円の経費節減。
※ 11 年度節減額 6 億 2,000 万円

12 年度節減額 10 億 8,600 万円

(取組の成果)

推 進 方 策 項目数 取組数 節減額(千円)

１ 事務事業の見直し 5 5 6 4 3 7 ,1 8 3

２ 組織･機構の見直し 1 5 1 7 ―

３ 定員管理の適正化 1 2 8 6 ,4 0 0

４ 給与の適正化 1 2 7 9 ,7 2 4

５ 財政の健全化 1 1 1 2 3 4 1 ,2 7 9

６ 公共工事のコスト削減 1 1 7 0 3 ,8 1 4

７ 行政の透明性の向上 4 6 2 ,0 0 0

８ 広域行政への対応 2 2 ―

９ 情報化の推進 8 8 ―

1 0 人材の育成確保 7 7 ―

計 1 0 5 1 2 1 1 ,２5 0 ,4 0 0

平 成 １ ４ 年 ６ 月

企画課行政改革推進室



１　事務事業の見直しについて

　(1) 徹底した事務事業の見直し

　　①事業の廃止・縮小及び類似事業の統合

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

学校訪問の見直し 　 各学校に対し年3回実施していた学校訪問に
ついて， それぞれの目的に応じた見直しを行
い， より 一層の学校の実情や課題の把握に努
めた。

的確な指導・ 助言・ 支援
の実施

学校教育課

学校体育行事の見直し 　 小学校陸上記録会の出場者を5， 6年生から6
年生のみに変更し6年生の出場枠を広げた。 ま
た， 競技種目を日常の体育授業に合わせたも
のに見直した。

6年生の参加機会の拡大。
体育授業との一体化

学校教育課

各種イベントの見直し 　 佐賀城下ひなまつり 実行委員会事務局に佐
賀観光協会を加え， 入場料収入関係業務を委
託することによって事務量を軽減し， イベン
ト 企画(灯篭流し雛等) ， 広報Ｐ Ｒ等を充実し
た。

期間中来場者72,100人
(前年比62%増)

観光・ 文化
課

　長崎街道まつり (歩こ う 会)を佐賀歴史街道
フェスティ バルに統合し，旧長崎街道を活か
したイベント の重複開催を解消した。

678千円経費削減 観光・ 文化
課

　バルーンフェスタ開催期間中に中心商店街
で実施しているサテライト イベント と ライト
ファンタジーの所管課を商工振興課に一本化
し， イベント をより 効果的に実施した。

イベント 内容の充実。職
員1名減

商工振興課

　 ｢金立公園コスモス祭｣の開催方法を見直
し，地元主体による公園の特性を生かした内
容に変更した。

イベント委託料511千円
削減

都市計画課

　 関係各課(健康づく り ・ 市民スポーツ・ 児
童・ 保険年金･社会福祉協議会)が実施する各
種イベント を統合し， ｢ほほえみフェスティ バ
ル｣を開催した。

開催効果の増大。 2,108
千円経費節減

健康づく り
課
市民スポー
ツ課
児童課
保険年金課

用地取得業務の一元化 　 事業原課の方針や調査結果に基づき，補償
金の算定，用地交渉，契約，登記，代金の支
払い等の一連の業務について，全庁的な用地
取得契約を集約して取り 組んでいる。

全庁的交渉及び単価調整 用地対策課

佐賀市分収造林事業の
縮小(新規)

　分収造林で契約期間が満了した11物件を土
地所有者に返還した。

169千円経費削減。事務
の軽減

農林水産課

(別表)　　　　平成13年度　行政改革実施状況一覧
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　　②事務の効率化・簡素化

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

各種収入の口座振替の
促進

　市営住宅の新入居者に口座振替を指導。既
入居者には納付書発送時，夜間･休日訪問時に
加入指導を実施。

加入率0.58%増(73.01%→
73.59%)

住宅施設課

　当初の納付書(自主納付分)に口座振替依頼
書を添付。 11月に市報特集号を納税課と共同
で発行。資格得喪の手続時に受付窓口で口座
振替を勧奨。

加入率0. 9%減( 56. 3%→
55. 4%)

保険年金課

　 ガス料金納入の口座振替を促進し，集金制
の廃止により ，徴収委託手数料を削減した。

9,041千円削減。加入率
0.2%増(88.0%→88.2%)

ガス局

　口座振替制のＰ Ｒ ，督促手数料の賦課によ
り 収納率向上を推進。納期内未納者の削減に
向けたＰ Ｒ ，納期内未納者へのお知らせの簡
略化・ 現地清算方法の検討及び導入により 収
納コスト を削減。

経費節減及び収入増217
千円。加入率0.2%減
(87.7%→87.5%)

水道局

人事給与総合情報シス
テムの導入

　 12年度に開発した人事システムに続き，給
与・ 出退勤管理・ 健康管理システムの導入開
発を行った。

事務の軽減により 人件費
1,513千円節減

人事課

旅費計算システムの導
入

　 12年度に開発した旅費システムの運用を開
始した。

事務の軽減により 人件費
2,450千円節減

人事課

女性行政費における経
費の節減(新規)

　 日本女性会議への参加者を厳選して旅費を
節減した。 また，女性行動計画推進会議委員
報償金を節減した。

307千円節減 総務課

電話使用料の一括管理
(新規)

　市が契約している約400の電話回線の支払い
を可能な限り 一括化し， 大口需要家向け及び
マイライン等の各種割引サービスを活用し
た。

13,000千円削減。出納事
務の大幅な軽減

管財課

行政事務支援システム
用パソコンの配置(新
規)

　職員へのパソコンの配置を計画的に推進
し，ペーパーレス化， グループウェアの有効
活用， ファイル共有による情報の一元化等を
推進した。

約9割の配置完了 情報政策課

庁内ネットワークシス
テム機器に関するヘル
プデスク要員の配置
(新規)

　外部委託による汎用機の運用要員(FM)を1名
減員し，代わり に庁内ネッ ト ワークシステム
機器に関するヘルプデスク要員1名を配置し，
庁内パソコンの障害発生時の迅速な対応を
図った。

パソコン修繕外注の減
少。委託料差額1,710千
円節減

情報政策課

軽自動車税納税通知書
のメールシーラー式へ
の変更(新規)

　 ｢軽自動車税口座振替システム｣開発に伴
い，納税通知書をド ライシーラーと して，口
座振替用をはがき式に， 一般用を封書式に変
更した。

発送事務の大幅な軽減 市民税課

家屋図及び土地図のパ
ソコン管理(新規)

　市街化調整区域の路線価や一画地等の評価
情報を地図上に表示し，市街化区域と併せて
評価基図の整備を推進する。

資料整備による課税事務
の迅速化

資産税課
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督促状のメールシー
ラー化(新規)

　従来封詰めしていた督促状をメールシー
ラーに変更した。

作業42時間削減。郵送料
897千円節減。印刷製本
費186千円節減

納税課

庁内ＯＡ(ロータス
ノーツ)の有効利用に
よる事務の効率化(新
規)

　文書収発簿のデータベース化による係単位
での文書管理。データベース上に「 保険年金
会議室」 を作成し，ペーパーレスでの課内情
報の共有化。データベース上に「 保険年金資
料室」 を作成し，制度の改正事項，官庁速報
等の最新情報を掲載。

事務の効率化。文書の
ペーパーレス化

保険年金課

国民健康保険税還付の
為替の種類の変更(新
規)

　為替還付の際に普通為替を購入して郵送し
ていたのを定額為替に変更した。

手数料6千円節減 保険年金課

出納事務の効率化(新
規)

　 業務内容をマニュアル化し， 情報を共有。
担当業務抽出による業務内容の一本化。ペイ
オフ解禁を控えた公金の管理・ 運用方針の見
直し。 出納帳簿類の電算化。 出納室保管文書
の見直し。

業務の迅速化。正確性の
向上

出納室

　　③効果的な事務事業の運用

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

市民生活課窓口一線方
式の検討

　総合窓口の開設によって，市民サービスの
向上と効率的な職員配置を実施した。

来庁者の利便性向上。接
遇面の向上

市民生活課
管財課

窓口ローカウンターの
設置

　総合窓口開設に伴い， １ 階窓口を高齢者や
車椅子利用者に便利なローカウンターに整備
した。

利用者の91%が高評価 市民生活課
管財課

総合窓口の設置(新規) 　お客様の視点に立った｢便利｣で｢早く ｣て｢わ
かり やすい｣窓口とするため，庁舎1階に｢総合
窓口｣を開設し，住所異動に伴う 手続を一つの
窓口で済ませることができるワンスト ップ
サービスを導入した。

来庁者の利便性向上。接
遇面の向上

市民生活課
管財課
企画課
関係課

窓口受付業務の時間延
長(新規)

　毎週火・ 木曜日に庁舎1階の市民生活課，保
険年金課，福祉窓口(社会福祉課)，市民税課
( 12月まで) ，及びほほえみ館の社会福祉課，
児童課の窓口の受付業務を午後6時まで延長し
ている。
　窓口が混雑する4月の1か月間と 14年3月18日
から31日までの間の平日には毎日実施した。

来庁者延べ1,828人(1日
平均15.6人)

企画課
市民生活課
保険年金課
社会福祉課
児童課
市民税課

休日窓口の開設(新規) 　 3月30日(土)及び31日(日)の午前10時から午
後4時まで，住所変更の手続と それに伴う 市役
所関係の手続の受付を実施した。

来庁者延べ483人(1日平
均241.5人)

企画課
市民生活課
関係課

有償刊行物の販売業務
の一元化

　有償刊行物頒布要綱案を作成した。 引き続き検討 総務課

ダイヤルインの導入の
検討

　庁内電話設備の更新を行い， 9月から庁内電
話にダイヤルイン方式を導入した。

交換業務の事務軽減。話
中・ 応答不能の解消。市
民の利便性の向上

管財課
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公用車の集中管理 　本庁内公用バイクの保有台数の見直しによ
り ， 41台中23台を廃車した。

900千円節減。公用バイ
ク廃車23台廃車(56.1%)

総務課

学校施設地域開放事業
の促進

　神野小， 城南中，鍋島中において｢市民・ か
んたん・ ネッ ト セミ ナー｣を開催した。 一部で
は身障者の参加も受け入れることができた。

計10回，延べ40日開催。
参加者293人(定員充足率
87.5%)。学校財産の利用
価値向上

教育総務課

入札，契約制度に係る
新たな取組

　 JVによる一般競争入札6件，抽選方式1件，
公募型指名2件，郵便による申込同時入札3件
を試行した。 また，談合行為に対するペナル
ティ の強化を図り ， 指名停止期間の延長のほ
か誓約書を改定し，刑法談合に対応できる様
式を整備した。

落札率2.5%減(96.9%→
94.4%)。郵便による申込
同時入札の平均落札率
76.5%(従来比18ﾎﾟｲﾝﾄ低
下)

建設政策課

　金額に関わらず， すべての発注見通し工事
の公表を行った。

入札・ 契約業務の透明性
向上。 情報公開の推進

建設政策課

　 入札に付するすべての工事及び業務委託に
ついて，予定価格の事前公表及び入札結果の
公表を行った。

入札・ 契約業務の透明性
向上。 情報公開の推進

建設政策課

今後の学校給食のあり
方推進事業（新規）

　食に関する教育指導の手引を作成。嘱託栄
養士を配置。児童の食事状況等調査の実施及
び結果説明会を開催。野菜と り と り キャン
ペーン( 2学期)及び牛乳・ 乳製品をとろう キャ
ンペーン( 3学期) を実施。
　 また， 学校給食食材への地場産品の導入と
して，国産小麦使用パン，県産米を導入し
た。

効率的で，安全な学校給
食の提供。食環境の整
備。 14年度から市産米( 1
等米ヒ ノ ヒ カリ ) を完全導
入( JA佐賀市からの直接供
給)

学校教育課

一般施策対応による｢
同和｣行政への移行(新
規)

　同和対策推進協議会において個人給付事業
についての協議を行い，所期の目的が達成さ
れ一般施策で対応できるものについて見直し
を行った。

14年度からの中小企業振
興貸付事業の廃止を決定

人権・ 同和
対策課

人権行政と人権教育
(啓発)の確立(新規)

　 ｢人権教育のための国連10年｣佐賀市行動計
画に示した基本方針と施策の方向に基いて人
権教育，啓発を全庁体制で推進していく に当
たって， 各課事業の取り まと めを実施した。

「 人権教育のための国連
10年」 佐賀市実践計画
(案) を策定

人権・ 同和
対策課

隣保館運営の見直し
(新規)

　嘱託職員の事業分担を的確に確認し，隣保
館の適正な運営を図るため，嘱託職員から提
出された調査票に基づきヒ アリ ングを行い，
課題と問題点を把握した。

引き続き検討 人権・ 同和
対策課

隣保館運営費予算の組
替え(新規)

　 生涯学習課から隣保館に派遣されていた社
会同和教育指導員を人権・ 同和対策課に配置
換えし，命令指示系統を一本化した。 また，
予算を組替えたことにより ，国庫補助金等の
増額が可能と なった。

国庫補助金等800千円増
額

人権・ 同和
対策課
生涯学習課

交際費支出基準の見直
し(新規)

　交際費のう ち従来の｢せん別｣を｢激励金｣と
することによって， その使途の範囲を小中高
生の各種全国大会出場， 一般市民の国際大会
出場，海外派遣等と明確にした。

前年度比80千円減少 秘書課
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名義後援の見直し(新
規)

　 佐賀市後援等取扱要綱を制定し，当該行事
に関係ある課で名義後援等の受付，承認を行
う こと と した。

事務の円滑化。名義後援
承認に対する市と しての
意思統一

秘書課

補助金の見直し(新規) 　 各種大会協賛補助金等交付基準を制定し，
当該行事に関係ある課で報償費や補助金等の
交付を行う こと と した。

報償費や補助金等の交付
額に対する市と しての意
思統一

秘書課

施工体制の適正化(新
規)

　 4月1日から施行された公共工事の入札及び
契約の適正化の促進に関する法律に基づき，
検査時に施工体制把握表の点検結果の提出を
義務付けた。

不良不適格業者の排除 工事検査課

身体障害者に関する軽
自動車税減免手続きの
簡素化(新規)

　毎年納期限7日前までに申請書の提出を必要
と していたのを， 減免を受けた事由に変更が
ない間は，翌年度以降も自動的に減免適用を
継続するよう に改正した。

手続き負担の軽減。申請
受付等事務の軽減

市民税課

無料施設の貸出手続の
見直し(新規)

　無料施設(神野公園グランド ・ 蓮池公園グラ
ンド ・ 嘉瀬川河川敷グランド )の利用手続を，
市役所での申請許可方式から， ファッ クスに
よる利用届出書の提出方式に変更した。

手続の利便性の向上，簡
素化

市民生活課

催告状様式の変更(新
規)

　催告状へのプライバシー保護シール貼付け
機のリ ース契約満了に伴い，納付書付き密封
式ハガキの催告状に変更し，改善を図る。

14年度固定資産税から実
施。

納税課

排水機場保守点検業務
の見直し(新規)

　基幹水利施設技術管理強化特別指導事業に
基づく 国，県からの補助により ，丸目排水機
場業務費の支出をこれまでの40%の負担で可能
と した。

1,170千円節減 農村環境課

生活保護適正化事業の
推進(新規)

　成年後見人制度についての勉強会や毎月の
課内会議によって職員研修を実施すると と も
に，保健福祉部内でのサービス調整会議を通
じて， 生活保護以外の社会保障制度の活用に
ついて研究・ 検討を実施した。

職員の資質向上。 生活保
護事業の適正な実施

保護課

老人医療受給者証の交
付説明会の開催(新規)

　 9月から老人医療受給者証の個別交付を月ご
と にまとめて行う よう に改め，同時に医療制
度についての説明を行い，窓口での受付事務
の軽減を図った。

窓口での受付・ 説明時間
の大幅な削減。 対象者
1, 157人中786人出席(出席
率67. 9%)

保険年金課

本会議のモニターテレ
ビ放映(新規)

　定例会・ 臨時会の本会議の模様を，執行部
控室及び市役所市民ホールのモニターテレビ
に放映した。

14年度からぶんぶんテレ
ビで放映

議会事務局

本会議場発言残時間表
示板の設置(新規)

　本会議場の前方と後方の2ヶ所にデジタル式
発言残時間表示板を設置した。

本会議のスムーズな運営 議会事務局

スポーツに関する情報
発信(新規)

　 スポーツイベント ， 教室等の開催のお知ら
せを， その都度市報， インターネッ ト 等に掲
載した。 また， インターネッ ト で施設の予約
状況が閲覧できるよう に整備した。

参加者の促進。利用者の
利便性の向上

市民スポー
ツ課

生涯学習基本計画の策
定(新規)

　市民16歳以上2, 000人， 小中学生463人，及
び公民館利用者401人を対象に市民意識調査を
実施した。

14年度中に生涯学習基本
計画を策定

生涯学習課
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　(2) 新たな評価手法等の導入

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

事務事業評価システム
の導入

　 各係１ 事業(継続事業)及び各課1事業( 14年
度新規事業)について， 事務事業評価を試行し
た。提出された評価票をもとにヒ アリ ングを
実施し，評価についての意識付けを行った。

14年度分から本格実施 企画課

　(3) 民間委託等の推進

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

ごみ収集体制の見直し 　 7月から9月まで雇用していた月3名の日々雇
用職員を廃止した。

1,440千円削減 清掃セン
ター

ガス事業の民間譲渡
(新規)

　 ガス事業を民間に譲渡するために，所要の
議案を上程したが，賛成20，反対15，棄権1で
3分の2の同意が得られず否決された。

引き続き検討 ガス局
企画課

学校給食の一部民間委
託推進事業(新規)

　安全で温かく ，おいしい給食を前提と した
一部民間委託の試行について，全小学校での
保護者説明会及び市民公聴会を開催した。 ま
た，市報や市のホームページ， 各種媒体を
使って広報・ 公開し， ｢より よい学校給食のあ
り 方｣を目指して保護者や市民の理解を得るよ
う 努めた。

14年度から兵庫小，西与
賀小での試行を開始

教育総務課

学校図書館事務職員の
嘱託化(新規)

　退職者不補充等による段階的な嘱託化を進
めており ， 14年度当初において6名の嘱託化を
決定した。

14年4月1日現在，芙蓉中
学校を除き嘱託化完了(延
べ27名)

教育総務課

学校事務員(用務員)の
嘱託化(新規)

　退職者不補充等による段階的な嘱託化を進
めており ， 14年度当初において1名の嘱託化を
決定した。

14年4月1日現在，延べ6名
の嘱託化

教育総務課

市営住宅の管理委託
(新規)

　 一般住宅を含めた住宅政策を実施するた
め，市営住宅28団地の入退去及び維持管理業
務の公社等への外部委託を検討する。

引き続き検討 住宅施設課

開栓及び閉栓の外部委
託(新規)

　 事務の効率化及び委託による業務減分を天
然ガス導入事業の業務に振り 分けるため， 委
託方法等について調査を行う 。

引き続き検討 ガス局

２　組織・機構の見直し

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課
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審議会等の見直し 　効率的な行政運営の観点から必要性を考慮
し，審議会の整理･合理化を図ると と もに，女
性登用率を30%以上とすることにより ，女性委
員の登用拡大を推進する。

引き続き検討
女性登用率3. 3%増(25.3%
→28.6%)

関係課
総務課

　要望，陳情等の改善策について関係機関が
検討する交通安全要望検討会の開催を最小に
留め経費を節減すると と もに， 直接現地立会
を行う など事務の簡素化， 協議手法の効率化
を図った。

経費節減。 事務の簡素
化。 協議手法の効率化

総務課

工事検査部門の強化 　今後の工事検査の充実強化及び建設リ サイ
クル法の施行に伴う 事務移管に対応するた
め，財政課の課内室であった｢工事検査室｣を｢
工事検査課｣に昇格させる。

14年4月1日から実施 人事課

　工事検査の対象を契約金額1, 000万円以上か
ら130万円以上にして，強化する。

14年度から実施。専門検
査員1人増( 3人→4人)

工事検査課

　
観光産業の育成・振興
(新規)

　 観光産業の育成・ 振興のため，民間企業( Ｊ
Ｒ )から優秀な人材を招へいし，産業部副理事
兼観光・ 文化課長と して配置する。

14年4月1日から実施 人事課

　

下水道課の充実(新設) 　 下水道事業の早期整備を強力に推進するた
め，他市から下水道専門家の派遣を受け， 下
水道課の充実を図る。

14年4月1日から実施 人事課

　
佐賀市民活動センター
の充実(新規)

　 佐賀市民活動センターの開設に伴い， ｢国際
交流室｣， ｢男女共同参画室｣及び｢消費生活係
(新設) ｣を移転し，併せて市民活動プラザの利
活用促進のため｢市民活動推進係｣を新設す
る。

14年4月1日から実施 人事課

　

総務課業務の効率化，
命令系統の一本化(新
規)

　従来の総務課業務に｢消費生活係｣， ｢情報公
開係｣及び｢市民活動推進係(新設) ｣の業務を加
え， 業務の効率化，命令系統の一本化を図
る。

14年4月1日から実施 人事課

　
建設リサイクル係の新
設(新規)

　建設リ サイクル法の施行に伴う 事務移管に
対応するため，建築指導課内に｢建設リ サイク
ル係｣を新設する。

14年4月1日から実施 人事課

　
余熱利用対策推進室の
新設(新規)

　余熱利用施設を建設して住民の健康増進を
促進するため，健康づく り 課内に｢余熱利用対
策推進室｣を新設する。

14年4月1日から実施 人事課

　
都市計画の充実強化
(新規)

　都市計画の充実強化を図るため， これまで
の｢計画・ 区画整理係｣を｢計画係｣と ｢区画整理
係｣の二係とする。

14年4月1日から実施 人事課

　
学校教育の充実強化
（新規）

　 学校教育の充実強化のため，県から新たに2
名の指導主事を配置し， う ち1名は環境課と連
携しながら環境教育の普及啓発に当たる。

14年4月1日から実施 人事課

　
公聴係の新設(新規) 　秘書広報課に市民ニーズの把握に努めるた

め｢公聴係｣を新設し， 課名を｢秘書課｣とす
る。

14年4月1日から実施 人事課

　
街づくり推進課の廃止
(新規)

　 Iスクエアビルが完成し，バスセンター改修
事業に着手したため，街づく り 推進課を廃止
し， 関連事務を商工振興課に移管する。

14年4月1日から実施 人事課
商工振興課
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設備係新設の検討(新
規)

　全庁からの設備関連委託業務に対しスムー
ズにかつ高レベルに対応するため，住宅施設
課内に｢設備係｣の新設を検討する。

引き続き検討 住宅施設課

　
隣保館への正規職員の
配置(新規)

　人権・ 同和行政の充実強化のため， ｢隣保
館｣に正規職員を配置する

14年4月1日から実施 人事課

　
隣保館運営審議委員の
見直し(新規)

　 12年度末で委員の任期( 2年)が満了したの
で， 委員10名の中から行政職員2名をはずし，
学識経験者1名，地域住民代表1名を加えた。
なお，地域住民代表は男女共同参画基本法の
趣旨に基づき女性と した。

行政主導の払拭。女性の
登用率の向上( 10%→20%)

人権・ 同和
対策課

３　定員管理の適正化

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

定員管理の適正化 　定員抑制を基本と し，退職不補充や職員の
配置転換等を行い，引き続き職員数の縮減に
努める。

主な減員(総合窓口開設3，街づく り 推進課廃
止2， 年金業務減4， 学校図書司書嘱託化6， 学
校給食委託2， 学校事務員嘱託化1，バス運転
手嘱託化3)。
主な増員(国等への派遣9，建設リ サイクル係
新設2， 下水道事業増2，精神障害業務2，県教
委からの割愛2) 。

12名減
86,400千円削減

人事課

　

　 事業経営規模を縮小し，退職者不補充や嘱
託職員等の活用により 職員数を削減する。

(3名減) 交通局

　

４　給与の適正化

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

給与の見直し 　 行財政を取り 巻く 厳しい環境のもと ，給与
については国，県及び他都市と の均衡に留意
しながら適正化に努める。

引き続き検討 人事課
各企業

　定期昇給の3ヵ年凍結，特殊勤務手当の全
廃，管理職手当の2割削減などを引き続き継続
して実施した。

79,724千円削減 交通局
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５　財政の健全化

　　①財政運営システムの改善

　　②一般行政経費の見直しと節減

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

見舞金制度の見直し 　遺児修学助成金について，児童手当年齢拡
大及び交通遺児支援対策など制度改革の動向
に合わせ， より 効果的な福祉施策を検討する
ため，他自治体の関連施策の実施状況につい
て調査を行った。

引き続き検討 社会福祉課

　必要な人に必要な福祉サービスの提供を行
う ため，重度心身障害者見舞金支給事業の必
要性について検討を行った。

廃止の方向で引き続き検
討

社会福祉課

経常経費の見直し 　当初予算編成時に経常予算の原点からの見
直しを実施した。

当初予算で140,000千円
削減

財政課

市債借入れの見直し 　決算に対する市債依存度を1桁台に抑制す
る。

最終予算市債依存度
19.1%。新焼却炉建設関
連経費を除けば8.0%

財政課

人件費の見直し 　定員管理の適正化，嘱託職員の適正配置及
び給与等の見直しにより 人件費の節減に努め
ている。

(12名減，86,400千円削
減)

人事課
財政課

乗合バス車両の中古車
購入

　老朽車両の更新の際に中古車を購入した( 5
台) 。

80,975千円節減 交通局

ISO14001の認証取得
(新規)

　環境側面調査及び環境影響調査，推進組織
及び監査組織体制の確立， マニュアル等文書
類集の作成，職員の教育・ 訓練の実施， 目
的・ 目標の設定， システムの運用と見直し等
を主な内容とする認証取得に向けた取組を
行った。

認証取得(14年3月1日)
10月以降紙の消費量
2,576千枚減・排出ごみ
量2.4ｔ減・電気使用量
385,703kwh減

環境課

市庁舎省エネ改修事業
(新規)

　新エネルギー・ 産業技術総合開発機構
( NEDO)の補助を受け，庁舎の空調，照明及び
エレベータ設備の改修を実施した。 また，工
事の実施に併せ，市民ホールに環境表示板を
設置し，本事業で削減された電気量をリ アル
タイムで表示することで， 佐賀市の省エネに
対する取組を啓発している。

NEDOからの補助金額
90,381千円。電気料
6,325千円削減

管財課

設計委託の見直し(新
規)

　赤松公民館(建築，電気， 機械)及び兵庫小
学校(建築)の自家設計を行い，職員の技術力
の向上と経費節減を図った。

20,000千円節減 住宅施設課

超過勤務の見直し(新
規)

　 事務分担の見直しにより ，超過勤務手当の
10%削減を図った。

315千円節減 選挙管理委
員会
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選挙管理委員会の法令
外負担金の見直し(新
規)

　県内7市の選管と協議の上，法令外負担金で
ある佐賀県七市選連委員長会負担金及び経常
負担金を各5%削減した。

2千円節減 選挙管理委
員会

小中学校のプールの水
の入れ替えの廃止(新
規)

　 学校教職員への水質管理講習会を開催する
と同時に，保健所による水質検査や1日3回の
水質検査を徹底し，循環ろ過装置設置校( 19
校)において1シーズン4回程度行っていた水の
入れ替えを廃止することができた。

プール利用可能日4日/校
増加。 3,281千円削減。
河川等への排水量減

教育総務課

　　③受益者負担の適正化

６　公共工事のコスト削減

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

公共工事のコスト縮減 　 ｢佐賀市公共工事コスト 縮減対策に関する行
動計画｣の着実な実施によって公共工事のコス
ト 縮減の推進を図る。

703,814千円削減
新行動計画(14～20年度)
策定

建設政策課

７　行政の透明性の向上

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

情報公開の実施 　 佐賀市個人情報保護制度懇話会を設置し， 9
月に個人情報保護制度についての提言を受け
た。議会の議決を経て，個人情報保護条例を
制定した。

14年4月1日から条例施行 総務課

　 情報公開条例の対象と なっていない市から
出資， 出捐，又は補助金等の交付を受けた団
体についても， その保有する情報の公開に努
め，市民の知る権利を保障し，説明する責任
を果たすこと と している。

14団体中4団体が手続中 総務課

　水道局のホームページを手作り で作成し，
事業内容やお知らせ等を広報するだけでな
く ，市民からの意見や要望などの投書も可能
と し，市民と一体となった事業運営を目指し
ている。

委託費2,000千円節減 水道局

定例教育委員会の公開 　 12月定例教育委員会において佐賀市教育委
員会会議規則の一部改正を行い，人事事件等
を除き，従来の｢会議は，傍聴することができ
る。 ｣から ｢会議は， これを公開する。 ｣と情報
公開を積極的なものにした。

14年1月11日から施行 教育総務課
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外部監査制度の導入 　監査事務局の事務量増，外部監査人の確
保， 委託料の予算確保，監査室及備品等の確
保について検討を行う と と もに， 情報公開制
度の実施，住民監査制度など社会情勢の情勢
などを考慮し実施の検討を行う 。

引き続き検討 企画課
監査事務局

財政援助団体等(公の
施設の管理受託者及び
出資団体)監査の実施
(新規)

　 14年2月に佐賀市文化振興財団を実施し， 各
種業務委託料，及び使用料等について監査を
行った。

団体事業の効率的運営の
推進

監査事務局

８　広域行政への対応

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

公共施設の広域的調
整・利用等

　 14年度からの公共施設の相互利用研究会で
の検討に向け， 12月に広域圏内16市町村の状
況を調査した。

引き続き検討 企画課

広域圏内での共同事務
処理の検討

　 広域市町村圏組合構成市町村において， 下
水道，国保及び図書館ネッ ト ワークの共同事
務処理の研究会を設置している。

引き続き検討 企画課

９　情報化の推進

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

戸籍の電算化 　総合窓口の開設と同時に戸籍情報システム
を稼動させ，戸籍関係原簿をデジタルデータ
化したほか，戸籍の異動処理事務の電子処理
をシステム化した。

戸籍係5人減(14人→9
人)。事務処理のスピー
ド アップ。戸籍情報の正
確性向上

市民生活課

総合福祉情報システム
の構築

　共通管理及び児童扶養手当，高齢者・ 障害
者福祉システムを開発し，福祉総合情報デー
タベースを構築した。

14年度から稼動 社会福祉課

窓口業務支援システム 　総合窓口の開設に伴い，窓口事務を高度
化，効率化し， ワンスト ップサービスを実施
している。

来庁者の利便性向上。接
遇面の向上

市民生活課

施設予約案内システム 　市のホームページ上に各種公共施設の予約
状況の案内システムを構築し， 11月から情報
発信を行っている。

市民の利便性の向上 情報政策課

住民基本台帳ネット
ワークの検討

　県，国の機関への本人情報提供のシステム
構築及びその運用試験を実施し， 機器の設
置・ システム改修・ 運用試験を完了した。

14年8月に国・ 県の機関の
電算機に接続予定

市民生活課

11



電算システムの開発
(新規)

　現在行っている複数の電算システムを一本
化するシステムについて，県及び他市の実施
状況を調査した。

15年度当初からの実施に
向け，引き続き検討

住宅施設課

建築行政データの地図
情報化(新規)

　建築物と敷地及び道に関する諸情報を電子
化及び地図情報化し一元化するための業務委
託経費の見直しを行った。

引き続き検討 建築指導課

高額療養費支給処理シ
ステムの導入(新規)

　他市の調査等によって単独導入を検討した
が，経費の面で実施困難であったので， 導入
の計画のある県国保連合会の早期導入に向け
て協議，要望を行っていく 。

引き続き検討 保険年金課

10　人材の育成確保

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

職員提案制度の充実 　 すでに実施され，効果を挙げたものについ
ても表彰の対象に加え， そのう ち特に大きな
効果を挙げた1件を市長特別賞と して表彰し
た。

49件提案。市長特別1
件，優秀1件，佳良11件，
努力7件

企画課

職員派遣研修の充実 　他の地方公共団体等への派遣に加え，民間
企業への職員派遣を実施している。

㈱岩田屋に1人派遣。そ
の他総務省，佐賀県，諸
富町，大和町等へ計6人
派遣

人事課

女性職員の積極的登用 　有能な女性職員について，積極的に管理職
への登用を図り ， また， これまで男性職員の
みが従事していた業務へ女性職員を配置し，
可能な限り の職域の拡大を図る。

登用(課長5人，係長17
人)。職域の拡大(新規配
置4部門，増員6部門)

人事課

政策形成能力の強化 　従来の政策形成育成研修や政策課題研究研
修に加え，政策及び法令立案までの能力を向
上させるため新任係長級を対象に政策法務能
力養成研修を実施した。

新任係長級28人参加 人事課

人事評価制度の導入
(新規)

　昨年未実施の技能労務職を含めて実施し
た。

9月1日と 3月1日を基準日
と して人事評価を実施

人事課

人材育成，監査研修の
充実強化(新規)

　複式簿記研修や住民監査などの研修の受講
により ，監査担当者と しての人材を養成し，
監査チェッ ク機能の強化を図る。

複式簿記3級取得 監査事務局

官庁速報アクセスライ
センスの拡充(新規)

　 行政事務支援パソコンの新規導入配置に合
わせて，既配置のパソコンを含めた全パソコ
ンから官庁速報( J-Si t eJAMP)へのアクセスが
できるよう にした。

政策形成能力向上の支援 情報政策課
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