
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

進に努めてきました。

平成 14年度までの取組に引き続き，平成 15 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。

15 年度の主な成果(数値)

効果額 14 億 2,400 万円

11 年度 6億 2,000 万円

12 年度 10 億 8,600 万円

13 年度 12 億 5,000 万円

14 年度 41 億 1,800 万円
（うちガス事業譲渡収入 32億 8,700 万円）

(取組の成果)

推 進 方 策 項目数 取組数 効果額(千円)

１ 事務事業の見直し 3 9 4 0 3 3 5 ,5 1 5

２ 組織･機構の見直し 9 9 ―

３ 定員管理の適正化 1 1 1 5 6 ,4 0 8

４ 給与の適正化 1 3 ―

５ 財政の健全化 9 1 1 1 4 ,8 8 5

６ 公共工事のコスト削減 5 6 9 1 8 ,1 8 3

７ 行政の透明性の向上 3 ４ ―

８ 広域行政への対応 1 1 ―

９ 情報化の推進 3 3 ―

1 0 人材の育成確保 6 6 ―

計 7 7 8 4 1 ,4 2 4 ,9 9 1

平 成 １ ６ 年 ６ 月

企画課行政改革推進係

これまでの
効果額



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

遊休資産の売却 将来に渡って活用見込みがない土地を売却
し，収入増を図った。

売却件数7件
売却額26,414千円

管財課

市民体育大会及び市民
参加型スポーツ大会の
見直し

市民体育大会の競技種目の新設や競技種別
の増加等により，参加者の増加を図った。

市民体育大会参加者
4,800人→5,039人

市民スポー
ツ課

各種イベントの見直し 生涯学習フェスティバルについて，所期の
目的である生涯学習の啓発と推進，公民館活
動の広報については一定の役割を終えたこと
から，廃止した。

2,740千円削減 生涯学習課

吉野ヶ里菜の花マーチ事業について，費用
対効果を検証した結果，平成15年度をもって
廃止することとした。

1,250千円削減見込み 観光・文化
化

Ｑ州マイ・コンシェル
ジェ活用事業の廃止

Ｑ州マイ・コンシェルジェを活用したイン
ターネットによる観光情報の発信について，
費用対効果を検証した結果，平成15年度を
もって廃止することとした。

630千円削減見込み 観光・文化
課

情報イベント開催補助
事業の廃止

佐賀市のイメージ向上につながるイベント
開催への補助である情報イベント開催補助事
業について，事業効果を検証した結果，平成
15年度をもって廃止することとした。

500千円削減見込み 企画課

協和館の廃止 佐賀城公園整備構想に伴う見直しにより，
廃止した。（移築に適当な場所が見つかるま
で，部材として保管）

2,430千円削減見込み 観光・文化
課

中心商店街緊急総合支
援対策事業の廃止

空き店舗への新規出店の支援補助につい
て，事業効果を考慮した結果，中心市街地活
性化基本計画の見直しが先決であり，平成15
年度をもって廃止することとした。

3,410千円削減見込み 商工振興課

牛削蹄助成事業の廃止 牛の削蹄は農家が自主的に取り組む事業で
あることから，平成15年度をもって廃止する
こととした。

180千円削減見込み 農業水産振
興課

新品種作付け推進事業
の廃止

新品種の大豆，小麦の商品化のための栽培
実証事業について，事業効果を考慮した結
果，平成15年度をもって廃止することとし
た。

400千円削減見込み 農業水産振
興課

特定美化地区活動の廃
止

佐賀駅周辺を特定美化地区にモデル指定
し，ごみステーションの美化活動等を実施し
てきたが，アダプトプログラムによる地域環
境美化推進事業との統合により，平成15年度
をもって廃止することとした。

15千円削減見込み 環境セン
ター

(別表)　　　　平成15年度　行政改革実施状況一覧
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電話相談及び教育相談
パンフレット作成事業
の廃止

他事業との整理等により，平成15年度を
もって廃止することとした。

140千円削減見込み 学校教育課

子育て支援事業の見直
し

私立保育園での父親の参加事業（ヤングパ
パ子育て事業）について，事業効果を考慮し
た結果，平成15年度をもって廃止することと
した。

200千円削減見込み こども課

青少年育成事業の見直
し

地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験
活動推進事業として，青少年体験活動支援セ
ンターを設置し，指導者の紹介等をしてきた
が，他事業との一本化により，平成15年度を
もって廃止することとした。

573千円削減見込み 青少年課

国民健康保険税納税報
奨金制度の廃止

納付団体の活用について，地域社会の変
化，プライバシーの問題等を考慮し，平成15
年度をもって制度を廃止することとした。

4,405千円削減見込み 保険年金課

市税の前納報奨金制度
の廃止

納税意識の向上や税収の早期確保などの当
初の目的達成，給与天引きとの不公平是正，
経費節減の必要性から，平成15年度をもって
制度を廃止することとした。

約40,000千円削減見込み 市民税課

　　②事務の効率化・簡素化

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

農業所得に関する資料
収集及び申告受付業務
軽減

農業所得課税が平成14年度分，15年度分は
収入金実額方式となるため，
①収入金額計算書の記載指導会の実施
②税務署主導による収入金課税方式の農家説
明会の実施
③標準外経費算定等について農協と協議
④個人課税職員の農業資料収集業務の軽減
⑤農業台帳作成及びチェック業務の軽減
により，農業所得自書申告の推進を図り，所
得算定業務及び経費の軽減を図った。

事務の軽減により
人件費760千円節減

市民税課

出納事務の効率化 収納代理金融機関との協議を重ね，公金収
納の振替を月2回の収納から日々収納すること
にした。

資金管理におけるペイオ
フ対策，公金収納事務に
おける正確性・迅速性の
向上

出納室

財務会計システムの更
新

財務システムのリース期間満了に伴う新財
務システムへの移行に当たり，Ｃ／Ｓ方式か
らＷＥＢ方式に更新することで，利用者の幅
を広げ，業務効率の向上が図れるシステムを
構築した。

平成16年度運用開始 情報政策課

ＩＰ電話の導入 本庁舎にインターネット回線を利用するＩ
Ｐ電話を導入することで，市外電話料金の節
減を図ることとした。

平成16年4月から導入
（900千円削減目標）

管財課

給水装置工事の前受金
制度の見直し

工事申込者から前受金を受領し，水道局か
ら指定工事店に委託していたが，工事申込者
と指定工事店の直接契約とすることで，精算
事務等の削減を図った。

事務の効率化 水道局
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　　③効果的な事務事業の運用

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

公民館運営の見直し 平成16年3月に策定した生涯学習基本計画に
おいて，公民館を核とした地域コミュニ
ティーづくりの推進を掲げ，自治会等も含め
た地域主体の公民館運営を図ることとした。

コミュニティー機能の充
実,住民自治の向上

生涯学習課

生活保護適正化事業の
推進

被保護者で医療機関へ月15回以上での外来
受診を3ヶ月以上受診している頻回受診者(36
人)について，嘱託医及び主治医の意見を徴し
被保護者に対して､適正かつ的確な受診指導を
行い，医療扶助費の抑制を図った｡

医療扶助の適正化 保護課

生活保護適正化事業の
推進（職員研修）

新任職員研修のほか，介護保険制度や自己
破産制度についての研修を実施した。

職員の専門知識の向上及
び関係法令等の周知徹底

保護課

日曜窓口サービスの実
施

3月27日(土),28(日)4月3日(土),4日(日)の
休日窓口開設（繁忙期対応）に加え，2月15日
から6月27日までの試行として，毎週日曜日の
午前10時から午後4時まで各種証明，住所異動
関連手続の受付を開始した｡

市民サービス，利便性の
向上

市民生活課
関係課

学校事務の運営方法の
見直し

小中学校の事務診断を実施し，新たな需用
に対応するための学校事務改善の方向性を定
めた｡

学校配置の市費事務職員
28人をH17年度からH19年
度の3年間で非常勤嘱託
職員化する。

教育総務課

ＣＳ（市民満足度）向
上への取組

市民満足度調査を実施し，その結果を現場
改善活動に反映させ，市民満足度の向上を目
指した。（前年度からの継続実施）

3歳6か月健診，障害者福
祉相談，図書館，神野公
園，窓口サービス（住民
票交付），つくし斎場，
神野公民館，テニスコー
トの8部門において実施

企画課
関係課

図書館案内カウンター
の設置

館内入口に専用の案内カウンターを１ヶ所
設置し，10時から17時まで職員を配し，資料
検索，貸出状況確認，イベントの案内などの
各種問い合わせに関して案内を実施した。

市民サービスの向上 図書館

図書館授乳コーナーの
設置

平成16年1月に児童図書コーナー内に，カー
テンで仕切ることのできる授乳コーナーを1か
所設置した。

市民サービスの向上 図書館

非常用電源兼用ＮＡＳ
電池の導入

停電時の電源確保と夜間電力利用による充
電で昼間の電気使用量を補うことにより電気
使用料の削減を図るため，非常用電源兼用と
してナトリウム硫黄（ＮＡＳ）電池を設置し
た。

電気使用料の削減
（約6,200千円削減目標）

管財課

市庁舎バリアフリー事
業

市庁舎西側通路のバリアフリー改修を実施
した。

来庁者の利便性の向上 管財課

郵便入札の実施 平成14年度中途から始めた郵便による申込
同時型条件付一般競争入札を原則1,000万円以
上の工事入札について実施し，入札の透明
性・公平性を図った。

郵便入札実施件数121件
平均落札率90.55％
実施前平均落札率価格比
262,028千円削減

契約検査課
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ホームページバナー広
告の掲載

ホームページに民間企業の広告を掲載し，
広告料の収入を得た。

バナー掲載料720千円 情報政策課

郵送物へのカスタマ
バーコード印字

郵送物にカスタマバーコードを印字するこ
とで，郵送料の軽減を図った。

選挙通知，税関係通知で
1,938千円節減

情報政策課

情報セキュリティーポ
リシーの策定

佐賀市の情報資産を適切に保護するため，
佐賀市情報セキュリティーポリシーを策定
し，明文化するとともに，職員研修を実施し
た。

情報資産の適切な保護 情報政策課

　(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

次年度予算要求の842事業について事前評価
を実施した。 ①拡充15事業 ②改革改善702
事業 ③縮小11事業 ④終期設定73事業 ⑤
休止3事業 ⑥廃止16事業 ⑦改善の余地なし
22事業

事業廃止効果57,553千円 企画課

　(3) 民間委託等の推進

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

清掃工場管理の委託 新設・本稼動した清掃工場の運転管理を民
間委託した｡

民間活力の活用 環境セン
ター

施設管理における民間
活力の活用

指定管理者の指定の手続等に関する条例
（平成15年12月議会）を制定し,指定管理者制
度を導入した。平成16年5月開設の健康運動セ
ンターについて，初めて施設の管理を民間事
業者を指定して行わせることとした｡

民間活力の活用 企画課
長寿・健康
課

○廃止事業一覧

事　　　業　　　名 課　名
H15事業費

（千円）

東京事務所運営事業 総務課 20,620

情報イベント開催補助事業 企画課 500

中心商店街緊急総合支援対策事業 商工振興課 3,410

Ｑ州マイ・コンシェルジェ活用事業 観光・文化課 630

吉野ヶ里菜の花マーチ事業 観光・文化課 1,250

協和館管理運営事業 観光・文化課 2,470
牛削蹄助成事業 農業水産振興課 180

新品種作付け推進事業 農業水産振興課 400

特定美化地区活動 環境センター 15

重度心身障害者見舞金支給事業 社会福祉課 21,500

特定疾患見舞金支給事業 社会福祉課 600

納付団体の活用事業 保険年金課 4,405

電話相談及び教育相談パンフレット作成事業 学校教育課 140

ヤングパパ子育て経費 こども課 200

遺児修学助成金支給経費 こども課 660

地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業 青少年課 573
合　　計 57,553
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保育所の民営化 市立保育所民営化の方針を決定した。 平成17年4月1日から鍋島
保育所の管理・運営を民
間法人に移管予定

こども課

学校給食の一部民間委
託推進事業

兵庫小，西与賀小の一部民間委託の試行を
本格実施し，2学期からは新たに赤松小，鍋島
小においても一部委託を実施した。

4校で40,915千円の節減
今後さらに委託校を拡大
予定（H16に循誘小，巨勢
小）

学事課

２　組織・機構の見直し

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

市町村合併対策の強化 総務部合併対策室を新設する。 平成16年4月1日から実施 人事課

情報通信技術の急速な
進展及び厳しい財政状
況下における見直し

総務部総務課東京事務所を廃止する。 平成16年4月1日から実施
20,620千円削減見込み

人事課

高齢者・障害者等に重
点をおいた住宅施策の
展開

建設部住宅施設課を廃止し，保健福祉部住
宅福祉課を新設する。住宅施設課建築１係，
建築２係は，建築係として統合し，建設部建
築課（建築指導課の名称変更）に移管する。

平成16年4月1日から実施 人事課

事務事業に対応した見
直し

法定外公共物譲与申請事務が終了するた
め，都市政策課業務係を廃止する。

平成16年4月1日から実施 人事課

道路管理事務の円滑化 道路課管理係を予算関係等を担当する庶務
係と市道の管理業務を行う管理係に分離す
る。

平成16年4月1日から実施 人事課

学校教育に対するニー
ズ，課題への迅速な対
応

児童・生徒の就学事務，学校保健，学校教
育等の学事事務を行う学事課を新設し，学校
教育課の学務係と保健体育係を移管する。

平成16年4月1日から実施 人事課

農業委員会協力員の廃
止

農業委員会協力員と類似業務を行なってい
た農業水産振興課農区員との業務を一本化す
ることにより，業務の効率化を図るととも
に，コスト削減を図る。

平成16年4月1日から実施
2,108千円削減見込み

農業委員会

公園管理の一元化 こども課が所管する児童遊園について，都
市公園を管理するみどりの課に移管する。

平成16年4月1日から実施 みどりの課
こども課

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。

女性登用率30%超える
(H14:28.1%→H15:30.4%
各年6月比)

総務課
関係課
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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 平成15年度までの定員適正化計画（50人削
減）は，86人削減（達成率172％）となった。
更に，16年度当初で23人の定員削減を行っ
た。

実職員数21人減
156,408千円削減（7,448
千円E21人）

人事課

　

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 各種制度を見直し，平成16年度（一部平成
15年9月）から適用することとした｡
①退職手当制度の見直し（調整率10/100→
4/100）
②日日雇用職員の賃金削減（日額6,500円→
6,350円）
③旅費支給制度の見直し（佐賀駅発往復割引
切符の適用/H15.9，日当廃止，雑費新設，旅
費等級区分廃止）
④通勤手当の見直し（2㎞未満の手当支給廃
止，減額）
⑤住居手当の見直し（持家5年目以降3,000円
→2,000円）

55,384千円削減見込み 人事課

平成16年度から市長20％，助役15％，収入
役・水道局長・教育長10％の給与カットを行
うこととした。

8,608千円削減見込み 人事課

第２次佐賀市行政改革推進会議からの提言
を踏まえた交通事業経営改革に当たり，平成
16年度から平均11％（局長30％，副局長
20％，課長及び参事15％，一般職員10％，嘱
託職員5％～3％）の給与カットを行うことと
した。

58,326千円削減見込み 交通局

５　財政の健全化

　　①財政運営システムの改善

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

予算編成における枠配
分方式の導入

平成16年度の当初予算編成に当たり，経常
経費について対前年度比85％（部長枠5％を除
く）での予算編成とし，平成15年度6月補正後
予算と比較し，約12％，約9億円の削減を図っ
た。

予算の総額抑制 財政課
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インセンティブ予算の
導入

各部等における事務事業の自主的・積極的
な見直しが行われるよう，経費節減努力を予
算編成に還元するに当たり，節減予算の再配
分に関する次の事項を決定した。
・節減予算の対象は一般財源ベースとし，市
が支出することが義務的であるものや単なる
契約差金など対象外となる場合を設けた。
・節減分については，翌年度予算の枠対象経
費のシーリングの対象とせず50％（創意工夫
には乏しいが，予算執行の節減努力は認めら
れる場合には25％）を再配分することとし，
1,000万円を上限とした。
・翌々年度予算要求に当たっては，再配分さ
れた事業も翌年度の現年予算に含めシーリン
グの対象とすることとした。

平成16年度予算執行から
導入（平成17年度当初予
算編成に反映）

財政課

　　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
（廃止）

　重度心身障害者見舞金支給事業について，
福祉施策と所得保障（障害年金）の充実によ
り，所期の目的を達成しているため，平成16
年度から廃止することにした｡

21,500千円削減見込み 社会福祉課

　特定疾患見舞金支給事業について，福祉施
策と所得保障（障害年金）の充実により，所
期の目的を達成しているため，平成16年度か
ら廃止することにした｡

600千円削減見込み 社会福祉課

　遺児修学助成金支給事業について，他事業
により同様の効果が得られているため，平成
16年度から廃止することにした｡

660千円削減見込み こども課

保育所の勤務体制見直
し

人件費の抑制を図るため，超過勤務対応と
していた延長保育について，時差出勤での対
応とした。

14,375千円削減 児童課

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。市債対象事業であっても，交付税の算入
率が悪いものは借入れをせず一般財源で賄っ
た。

平成15年度最終予算にお
ける市債依存度 11.6％
新炉関連等の特殊要因を
除けば市債依存度 8.5％

財政課

選挙管理委員会超過勤
務の見直し

事務分担の見直しを図り，超過勤務を削減
した。

510千円節減 選挙管理委
員会

交通事業特別会計への
繰出金の見直し

市営バスの経営努力を求め，平成16年度か
ら繰出し基準に基づかない補助金などは削減
することとした。
霊柩事業経営補助 3,300千円
バスセンター乗入負担金補助 15,659千円
繰延勘定償却費補助 19,985千円
生活交通路線市町協調補助 11,228千円
ノンステップバス購入補助 22,232千円

計 72,404千円

72,404千円節減見込み 交通局
企画課
社会福祉課

アウトソーシング推進
指針の策定検討

第２次佐賀市行政改革推進会議からアウト
ソーシング（外部委託）推進についての提言
を受けたことから，官民の役割分担を踏まえ
た指針を策定することとした。

平成16年度策定予定 企画課
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　　③受益者負担の適正化

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

敬老優待市営バス乗車
券交付事業の見直し

75歳以上の全市民に交付している市営バス
の無料優待乗車券について，平成16年度から
ワンコインシルバーパス券（1回乗車につき
100円）を自己負担1,000円で購入する制度と
した。

98,449千円節減見込み 長寿・健康
課

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新
行動計画（14～20年度）｣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。
縮減目標：16年度10％(10年度標準コスト比)

787,054千円縮減
縮減率：9.28％

都市政策課
関係課

清掃工場から発生した溶融スラグを市が実
施する工事の埋め戻し材として利用し，砂資
源枯渇問題の軽減及びコスト縮減を図るとと
もに，最終処分場の延命化を図った。

639千円縮減
（公共工事のコスト縮減
の効果に含む）

環境課

ホテイアオイ除去の計
画手法の見直し

ホテイアオイの摘み取り時期を従来の繁殖
が完了した10月頃から，芽が出始めた6月下旬
に実施した。これに伴い低費用で広範囲を除
去できたことにより，成果を落とすことなく
コストを縮減できた。

38,949千円縮減 河川課

自歩道照明設置工事に
おける発注方法の見直
し

従来の工事方式（材料費＋設置にかかる費
用）から，材料（照明器具）と工事（設置に
かかる費用）を分離発注したことにより，材
料の低価格落札を発生させ，総事業費の24％
が削減された。

6,513千円縮減 道路課

学校建設事業へのＣＭ
（コンストラクショ
ン・マネジメント）方
式の試験的導入

高木瀬小学校校舎改築工事について，発注
代行による低価格での工事発注を実現し，約
15％コスト縮減を図った。

必要経費を差し引き
80,250千円縮減

教育総務課

入札における複合業種
の指名指定

樋門改修，調査測量，建築外溝ほか9件につ
いて，異種業者を混合して入札を実施し，競
争性を高めた。

5,417千円縮減 契約検査課

７　行政の透明性の向上

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

市民参加型まちづくり
の推進

平成16年1月からパブリックコメント制度を
導入し，市の計画や条例等の立案に当たり市
民の意見等を求めることとした。

市民とのパートナーシッ
プによる市政の推進

秘書課
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ＮＰＯ法の17分野に対応する行政の担当部
署を明確にするとともに，ＮＰＯからの行政
に対する協働事業の相談窓口を市民活動推進
課に一本化した。

ＮＰＯとの協働推進 市民活動推
進課

監査機能の強化 局内の実務研修や研究・検討会を実施する
ほか，各種外部研修に参加した。

職員の資質の向上及び監
査技術のレベルアップ

監査事務局

内部監査（事務考査）
体制の確立

効果的かつ合理的な監査の実施のため，各
課，庶務担当者等に対し，事務のチェックリ
ストの作成など，基本的な内部監査について
の指導を行った。

内部チェック機能による
単純ミスの発生抑制，職
員一人ひとりの認識向上

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

市町村合併の取組 佐賀市・佐賀郡６町の合併協議会におい
て，合併の是非を含めた協議を行った。ま
た，協議内容や佐賀市の合併についての方針
について，広く市民に知らしめ市民意向を把
握するため，平成15年11月に市民説明会
（1,532人参加）,出前講座（477人参加）を開
催し,参加者アンケートや市民約5,000人を対
象とした郵送アンケートを行った（有効回答
数3,254件）

平成15年12月をもって協
議会解散。佐賀市・諸富
町・大和町・富士町・三
瀬村の5市町村での合併特
例法の適用期限内の合併
に向け取組を開始

企画課

９　情報化の推進

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

住民基本台帳ネット
ワークの導入

住基ネット２次稼動を開始し，住基カード
の交付，市町村間を超えた住民票の写しの広
域交付，転入，転出の簡素化を行った。ま
た，将来的に申請手続きが自宅パソコンから
できるようになるための住基カードを利用し
た公的個人認証サービスを開始した。更に，
16年度からはじめる住基カード多目的サービ
スに向けてのシステム開発を行った。

事務の効率化，市民の利
便性の向上

市民生活課

総合行政ネットワーク
システム（ＬＧＷＡ
Ｎ）運用事業

地方公共団体間の相互接続に加え国のネッ
トワークとも接続するシステム導入に当た
り，接続用サーバ導入，サービス提供設備導
入を行った。

より迅速，広範な情報交
換・情報共有，組織認証
等，国と地方公共団体を
通じ一体化されたサービ
スの提供

情報政策課

スポーツ施設予約シス
テムの構築

インターネットに接続したパソコンや携帯
電話などから，施設の空き情報の照会や使用
の申込みができるシステムを構築した。

利便性の向上（平成16年4
月稼動）

情報政策課
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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 職員提案に対するインセンティブを強化す
るため，初回提案者へのチャレンジ賞を創設
し，提案活動の推進を図った。

提案審査32件
優秀賞1件，佳良賞9件

企画課

職員派遣研修の充実 　国，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た。

総務省1人，文部科学省1
人，環境省2人，地方自治
情報センター1人，早稲田
大学1人，東与賀町1人，
JR九州1人
合計8人を派遣

人事課

政策形成能力の強化 現在の市が抱える課題や問題点を抽出・研
究し，それに対する政策案及び条例案を作成
する「政策法務研究研修」を実施し，実務へ
のより実践的な応用が図られた。

2グループ9名参加 人事課

自主研究グループ支援 自主的に結成された職員の研究グループに
おいて，市政に関する事項等の研究を行なっ
た。

5グループ参加 人事課

女性職員の積極的登用 平成15年度の人事異動により，女性職員の
新たな職域の拡大及び監督職への登用を行っ
た。

企業誘致担当への職域拡
大，係長登用4人（秘書課
副課長兼広報係長，保護
課保護第２係長，住宅政
策課住宅政策係長，教育
総務課庶務係長）

人事課

窓口業務マニュアルの
作成と計画的な窓口研
修の実施

『窓口業務マニュアル』を改訂するととも
に，新任者には43時間（21科目）の集中的な
研修，窓口職員には，4時間（2科目）の住基
ネットに関する業務（住基２次稼動に伴う
サービス・公的個人認証サービス）の研修を
行い，窓口受付の水準を統一化した。

顧客満足度の向上
（来庁者アンケートで
99％が満足）

市民生活課
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