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平成 17年 10 月 1日、それまでの佐賀市、諸富町、大和町、富士町及び三瀬村の１

市３町１村が合併し、新しい佐賀市が誕生しました。市町村合併は、危機的な財政状

況の中で、これからの地方分権時代を生き抜いていくための基盤づくりであり、最も

大きな行政改革となりました。

これまで、旧市、あるいは旧町村でも、それぞれ種々の行政改革に取り組んできま

したが、新佐賀市におきましても積極的に行政改革を推進していかなければならない

と考えます。

こうした状況のなか、平成 17 年度に取り組んだ主な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。

17 年度の主な成果(数値) （把握分のみ）

効果額(旧佐賀市＋佐賀市) 21 億 9,900 万円

（旧町村分） 1億 7,700 万円

(取組の成果)

推進方策 取組数 効果額(千円)

１ 事務事業の見直し ３０ 179,058

２ 組織･機構の見直し １０ ―

３ 定員管理の適正化 ２ 436,804

４ 給与の適正化 ６ 422,110

５ 財政の健全化 ３ ―

６ 公共工事のコスト削減 １ 1,162,000

７ 行政の透明性の向上 １ ―

８ 広域行政への対応 １ ―

９ 情報化の推進 １ ―

10 人材の育成確保 ４ ―

計 ５９ 2,199,972

旧町村 取組数 効果額(千円)

１ 旧諸富町 ７ 36,663

２ 旧大和町 ７ 88,880

３ 旧富士町 １０ 37,880

４ 旧三瀬村 ５ 13,946

計 ２９ 177,369

（企画課行政改革推進係）

平成 18年 6 月 28 日 第４回佐賀市行政改革推進会議
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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。（乳児保育所跡地
ほか）

売却件数8件
売却額53,233千円

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

市民体育大会が市民に身近な大会となる
よう改善を図った。
・ニュースポーツであるソフトバレーボー
ル種目(１校区２チーム参加可)を新設し、
より市民が参加しやすい大会とした。

主要競技参加者
3,378人→3,638人

市民スポー
ツ課

心身障害者扶養共済掛
金助成事業の廃止

　事業効果を考慮した結果、17年度をもっ
て廃止した。

助成費110千円の削減見
込み

社会福祉課

　　②事務の効率化・簡素化

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

ごみ収集車への２人乗
務の実施

毎週木曜日及び金曜日に限り実施してい
た2人乗務を毎日実施に切り替えた。（16年
度平均8台→17年度平均12台）

ごみ収集体制の簡素化
（職員5人減）

環境セン
ター

市税徴収率の向上 納期限を過ぎても納付がない場合は督促
を行い納付を促す。督促にも応じない場合
は、財産を調査し、財産がある者に対して
は滞納処分と納付指導を行い、財産がない
者（担税能力がない者）に対しては必要に
応じて滞納処分の執行停止を行った。

徴収率0.9％向上
H16 91.1％→H17 92.0％
滞納繰越分0.1％向上
H16 20.8％→H17 20.9％
滞納処分件数
債権
H16 214件→H17 617件
　（対前年比288％増）
不動産
H16 133件→H17 262件
　（対前年比197％増）

納税課

基幹行政システムの運
用

基幹行政システムの運用に関し，競争入
札を実施することで，これまで随意契約で
行ってきたシステム関連経費の削減を図っ
た。

17年度実施分で75,536
千円の節減

情報政策課

基幹行政システムの統
合

各市町村でそれぞれ運用している住民情報
システムを統合し、電算システム使用料，
機器借上げ料，保守費，電算システム開発
経費などの運用経費の削減を見込む。

合併期日に，住民サービ
スに支障をきたさないよ
う基幹行政システムに
データ統合を行った。

情報政策課
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自動交付機事業 自動交付機利用のＰＲ活動や、合併後の
新佐賀市カードへの無料引換により旧町村
カード所有者も発行可能とし、窓口交付か
ら自動交付機での発行割合を高めることが
できた。
　所得課税証明書、納税証明書の新規発行
を開始した。

・自動交付機での発行割
合の増加（本庁）
　印鑑証明28.9%→35.6%
　住民票9.4%→14.9%
・市民サービス、利便性
の向上

市民生活課

住民基本台帳ネット
ワークの導入

住基ネットワークサーバへの送信・アクセ
スを行うことによって各市町村の住民基本
台帳情報が共有でき、市民サービス向上と
住民記録事務の軽減を図った。

本人確認情報利用により
諸手続きの住民票添付が
不要になった。

市民生活課

ＩＰ電話の導入 本庁舎に導入したインターネット回線を
利用するＩＰ電話の運用を開始し、市外電
話料金の節減を図った。（17年度2回線
（4ch）増設）

電話料金の削減
4,197千円削減（H16年
度比）

管財課

新市例規集の作成 例規システムの統合・整備を実施し、イン
ターネットによる例規集の閲覧が新市全域
で可能にした。

追録作成及び例規システ
ムの整備に係る経費につ
いて9,161千円の節減

総務課

　　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 地域主体による公民館運営（公民館業務
の一部委託）を実現した。

平成18年4月1日から18公
民館において委託（旧市
19公民館）

生涯学習課

余裕教室の利活用 学校施設開放事業実施要綱の制定を促進
した。（H17制定校4校：高木瀬小、金立
小、日新小、開成小／計10校)

地域子供教室311回
利用者数延べ19,883人

教育総務課

学校事務職員の嘱託化 学校事務職員の嘱託化に向けた校務支援
を16年度に整え、17年度学校配置の市費事
務職員10人の嘱託化を実施した。
（H19年度までの3年間で事務職員28人を非
常勤嘱託職員化する。）

人件費削減
（学校支援部署（3人）
を新設）

教育総務課
学事課

学校事務員の嘱託化 学校事務員の退職不補充による嘱託化を
実施した。

人件費削減
（H17年度嘱託化2人増／
計11人）

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。（継続実施）

17年度は調査対象に健康
運動センターを追加し計
9部門おいて実施した。

企画課
関係課
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非常用電源兼用ＮＡＳ
電池の導入

非常用電源兼用として市庁舎に導入した
ナトリウム硫黄（ＮＡＳ）電池を本格運用
し、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った。

電気使用料の削減
4,678千円削減（H15年
度比(導入年度)）

管財課

文化会館省エネルギー
改修事業

ＥＳＣＯ事業の手法を活用した省エネル
ギー改修を行い、光熱水費の削減を図っ
た。

電気使用料1,935千円削
減

観光・文化
課
管財課

電子入札システムの構
築

電子入札システムを使用した模擬入札を
実施し、入札参加者に対してシステムの周
知徹底を図った。平成18年度に稼動し安定
運用を図る。

入札参加業者の負担軽減
及び競争促進

契約検査課

情報セキュリティーポ
リシーの運用

情報セキュリティ維持体制の確立のた
め、職員研修、情報セキュリティー監査の
実施に取り組んだ。

市全体としてのセキュリ
ティ強度が向上した。

情報政策課

傍聴席案内表示等の改
善

入口から傍聴席までにある全ての案内表示
を再検討し、案内表示を修正・追加した。

案内表示サービスの向上
が図られた。

議会事務局

航空写真撮影事業の一
本化

　これまで税務地図作成と都市計画図作成
のため各々発注していた撮影業務を一本化
し、一度の撮影でいずれにも活用できるよ
う改めた。

撮影業務にかかる経費が
削減できる。

資産税課
都市政策課

公営企業の経営改善に
向けた財産の運用

　平成16年度の貸切事業撤退に伴う貸切車
両売却によって生じた空きスペースを有料
駐車場化した。

3,498千円の増収 交通局

コピー機の一元管理 　各課で個別に契約、納入を行っていたコ
ピー機の利用につき、一括導入によるス
ケールメリットを確保し、印刷サービス利
用契約形式とすることによって機器賃借費
用の零減等を図った。（53台のコピー機を
更新もしくは新規導入）
・機器賃借費用　0円
・１枚あたり印刷費用（税抜）
　モノクロ　4.5円→3.5円
　カラー　25円→22円

削減効果として、
・コピー機賃借費用削
減
　66,000千円程度/48月
・印刷費用の削減
　モノクロ　2,760千円
　カラー　　　560千円
　（H17.7月～H18.3
月）
・FAX購入費用の削減
　1,200千円程度

情報政策課

土木センター業務の見
直し

　重機、重機運搬車及びクレーン車の導入
によって、業務委託で対応していた道路の
維持補修が土木センター直営で行われ、委
託費の縮減と工期の短縮が図られた。

5,800千円の経費削減 道路課

市政情報の発信 　広報紙の発行回数の増及び広報紙以外の
広報媒体による市政情報の発信に取り組ん
だ。

情報発信対象者
166,750人（合併前）
→206,973人（合併後）

秘書課
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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

行政評価システムの運
用

平成18年度当初予算新規事業評価及び平
成16年度事後評価を行い、全庁的な視点で
評価した。

ＰＤＣＡサイクルによる
総合計画の実現

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 可燃ごみ収集事業の業務診断結果を検
討・分析し、18年度以降の収集体制を計画
するとともに、民間並みの収集コストを目
指し、段階的な民間委託への切り替えを図
る。

18年度以降の収集体制の
決定
・可燃ごみ収集台数1台減
（21台→20台）
・可燃ごみ収集車は原則2
人乗務

環境セン
ター

学校給食の一部民間委
託

既存の委託校６校（西与賀小・兵庫小・
赤松小・鍋島小・循誘小・巨勢小）の安定
した給食運営の実施を図った。このうち西
与賀小・兵庫小の２校について、委託業者
の再選定を行った。

18年度から新たに2校
（勧興小、高木瀬小）に
ついて委託予定

学事課

水道事業改革の取り組
み

抜本的な経営改革の一環として、
　・業務手当の廃止
　・事務事業の見直し等により職員数削減
に取り組んだ。

平成18年4月1日から実施
業務手当の廃止　16,610
千円削減見込み
職員14人削減見込み
（122人→108人）

水道局

２　組織・機構の見直し

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

防災体制の見直し 　総合的な防災行政推進のため、総務課防
災係を廃止し新たに総務課内に消防防災室
を新設する。

平成18年4月1日から実施 人事課

企画業務体制の再編 　企画課企画係を企画第一係、行政評価係
を企画第二係に名称変更し、総合計画の策
定、南部３町との合併の検討及び行政評価
への対応を両係で分担して行う。

平成18年4月1日から実施 人事課

情報システム管理体制
の見直し

市町村合併に伴うシステム統合関連業務完
了のため情報政策課システム統合係を廃止
する。またシステム管理運用業務の増大に
より、ＯＡ管理係をシステム管理一係、シ
ステム管理二係に分割する。

平成18年4月1日から実施 人事課
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旧町村の活性化を支援 　旧町村の中心部の振興策検討、活性化支
援のため街づくり推進課まちづくり係を新
設する。

平成18年4月1日から実施 人事課

全国高校総体（19年度
開催）への対応

市民スポーツ課内の全国高校総体準備室を
廃止し、市民生活部内に全国高校総体推進
室を新設する。

平成18年4月1日から実施 人事課

各支所の税収納事務の
統合

　諸富、大和支所の収納係を廃止し、本庁
納税課整理係を整理一係と整理二係に分割
する。

平成18年4月1日から実施 人事課

障がい福祉行政の強化 社会福祉課障害福祉係を廃止し、新たに障
がい福祉室を新設する。

平成18年4月1日から実施 人事課

地域支援事業への対応 　介護保険制度改正に伴う地域支援事業に
対応するため、長寿・健康課内の長寿推進
室を長寿推進係と地域包括支援係に分割
し、地域包括支援係において地域包括支援
センター事業を行う。

平成18年4月1日から実施 人事課

各支所の分室・出張所
の見直し

　各支所出納分室、農業委員会各出張所を
廃止し、本庁出納室、本庁農業委員会に業
務を集中した。

平成18年4月1日から実施 人事課

公民館運営業務の見直
し

公民館運営業務の地域委託に伴い、公民
館への指導助言等に当たるため生涯学習課
公民館支援係を新設する。

平成18年4月1日から実施 人事課

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 合併前の早期退職及び合併に伴い適正な人
員配置を行った。

旧市(4月～9月)
・職員数7人減
・人件費25,207千円減
（7,202千円õ7人
　õ6/12）
新市
・職員数57人減
・人件費411,597千円減
（7,221千円õ57人）

人事課

50歳以上の職員に対し、退職勧奨を実施
した。

平成17年9月末　5人(旧
市)
平成18年3月末　13人

人事課
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４　給与の適正化

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

各種手当等の見直し 　各種制度を見直し、17年度から適用し
た。
(1)管理職手当
20％を削減（H17.9まで）
15%～５％を削減（H18.１～H19.3）
(2)扶養手当
月額13、500円から13、000円へ削減
（H17.12～）
(3)退職手当
①支給率の見直し：年功序列的な上昇を抑
制し、中途採用者の増加に対応するため、
中期勤続者の率を引き上げ、長期勤続者の
率を減少
②調整額の創設：在職期間中の貢献度を反
映させるため新設

10,081千円削減 人事課

特別職給与の減額 市長20％、助役15％、収入役・水道局長
10％の給与を削減した。（9月まで）
　市長20％、助役・収入役・水道局長10％
の給与を削減した。（1月から）

4,840千円削減 人事課

合併に伴う議員報酬の
減額

議員数の減により報酬を削減した 193,060千円削減 人事課

合併に伴う三役、教育
長、監査委員給与の減
額

旧町村分の減により特別職給与を削減し
た。

177,090千円削減 人事課

人事評価結果の給与反
映（管理職）

人事評価結果に基づき、管理職の６月期
勤勉手当に反映させた。

適正な給与支給 人事課

公営企業の経営改善に
向けた給与の減額

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％）の給与カットを行っ
た。（継続）

37,039千円削減 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

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

経常経費の見直し（枠
配分予算の実施）

平成18年度の当初予算編成時において、
義務的経費、操出金等を除く経常経費につ
いて、平成16年度から導入した枠配分予算
を引き続き実施し、対前年度比95％（部長
枠5％を含む）での予算編成を行った。
　平成19年度の当初予算編成からは、新た
な施策枠配分を検討している。

旧市町村16年度枠配分相
当額と比較して、5％、
315,602千円の削減
【参考】旧佐賀市：7%、
486,975千円の削減

財政課

インセンティブ予算制
度の活用

各部等において予算執行方法の見直しを
行い、創意工夫により予算執行額を節減し
た場合は、翌年度予算において再配分し、
各部等の自由な判断により他の事業に活用
できる仕組みを構築し、限られた予算を最
大限に活用し市民満足度を向上を図った。

申請件数：3課 3事業
　　2,779千

円
対象件数：3課 3事業
　　　　　　　1,279千
円
再配分額：491千円

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

市債借入れの見直し 旧市町村で借入れ予定をしていた起債を再
度見直し、交付税の算入率が悪いものは借
り入れをせず一般財源で賄った。また、市
中金融機関への借入れについては入札を行
い、利率が上昇傾向にある中で、より条件
のよい借入れを行った。

入札することで、借入れ
利率の抑制を図った。

財政課

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：17年度10％(10年度標準コスト
比)

継続実施中
17年度目標達成見込み
・縮減率13.5％
・縮減額1,162,000千円

都市政策課
関係課

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

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、市民
向け事業説明会や職員研修を開催した。

相談件数 2件
事業説明会参加者20人
職員研修出席者204人

市民活動推
進課
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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 　平成17年4月28日、配置分合の総務大臣告
示が行われ、合併へ向け事務事業の調整を
図った。

平成17年10月1日、佐賀
市・諸富町・大和町・富
士町・三瀬村の1市3町1
村の合併により、新・佐
賀市誕生

企画課
関係課

９　情報化の推進

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

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を運用
するに当たり、佐賀市認証局関連規程類を
整備し、電子文書収発体制の整備を図っ
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

10　人材の育成確保

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

職員提案制度の実施 事務能率及び職員の政策形成能力の向上
を図るため、インセンティブ（褒賞）のあ
る職員提案制度を実施し、職員の提案活動
を推奨した。（継続実施）

提案審査23件
佳良賞3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。

経済産業省1人、厚生労
働省1人、環境省1人、総
務省1人、地方自治情報
センター1人、早稲田大
学1人、JR九州1人
合計7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7人参加 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。

4グループ39人参加 人事課
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推進方策 実 施 項 目 取組 成果等

事務事業の見直し 遊休資産の売却 将来に渡って活用見込みのない土地を売却
し、収入の増加を図った。（法定外公共
物・・里道及び水路、旧町営住宅千歳団地跡

売却件数5件
売却額
16,441千円

事務事業の見直し 負担金の見直し 佐賀市郡・佐城地区事務連絡協議会負担金の
見直しを行った。（31協議会全額削減、6協議
会一部削減）

削減額
3,773千円

事務事業の見直し 徴収事務の外部委託 農業集落排水事業及び公共下水道事業の使用
料徴収事務を佐賀東部水道企業団に委託し、
事務の軽減による人件費の削減、水道料金と
の一括徴収による未納防止を図った。

効果額
6,577千円
人件費減
6,718千円
委託料増

141千円

事務事業の見直し 管理体制の一元化 公共下水道諸富汚水中継ポンプ場の年間運転
管理委託業務を、佐賀市下水浄化センター等
の既存施設と一元管理委託することで、効率
的な維持管理体制を確保すると共に、佐賀市
との一括発注によって委託料のコスト削減を
図った。

削減額
1,618千円

給与の適正化 議会議員の費用弁償の廃
止

議会議員の議会等への出席にかかる費用弁償
を廃止した。

削減額
746千円

財政の健全化 町単独補助金の見直し 各種団体への運営補助金の見直しを行い、組
織の成熟したものについて補助金の減額を
行った。
社会福祉協議会、体育協会等（17団体）

削減額
3,577千円

財政の健全化 敬老祝金の見直し 敬老祝金の支給対象者と金額の見直しを行っ
た。
77歳以上85歳未満3,000円、85歳以上88歳未満
5,000円、88歳以上8,000円を、88歳時に
10,000円、100歳以上30,000円と改めた。

削減額
3,931千円
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旧諸富町における主な成果　　　(7件　36,663千円）



推進方策 実 施 項 目 取組 成果等

事務事業の見直し 遊休資産の売却 将来に渡って活用見込みのない土地を売却
し、収入の増加を図った。（法定外公共
物・・里道、旧法務局大和出張所跡地等）

売却件数8件
売却額
55,530千円

事務事業の見直し 負担金の見直し 佐賀市郡・佐城地区事務連絡協議会負担金の
見直しを行った。（28協議会全額削減、6協議
会一部削減）

削減額
3,932千円

組織・機構の見直
し

消防団の部の統廃合 第1分団第2部の団員数の減少に伴い、第1分団
第1部と合併し、経費の削減を行った。

削減額
129千円

定員管理の適正化 定員管理の適正化 合併に伴う合併前の早期退職（勧奨・自己都
合）により５人の削減効果があった。

職員数
5人減
削減額
19,093千円

給与の適正化 助役、収入役の未設置 助役、収入役を置かないことにより、人件費
を厳しい財政状況に応じたものとした。

削減額
9,126千円

給与の適正化 管理職手当の減額 管理職手当の20％カットを行った。 削減額
896千円

財政の健全化 町長、議長交際費の削減 町長交際費は40％、議長交際費は30％の削減
を行った。

削減額
174千円
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旧大和町における主な成果　　　(7件　88,880千円）



推進方策 実 施 項 目 取組 成果等

事務事業の見直し 負担金の見直し 佐賀市郡・佐城地区事務連絡協議会負担金
（27協議会全額削減、5協議会一部削減）、及
び北部山間地域広域開発推進協議会（ぺんた
共和国）負担金の見直しを行った。

削減額
3,088千円

事務事業の見直し 消防用動力ポンプ付積載
車の更新の見直し

小型動力ポンプ付積載車４台を15年更新から
20年更新に改めることで25％の経費削減を
行った。

削減額
2,678千円

組織・機構の見直
し

議員定数及び議会の常任
委員会の見直し

議員定数を13人から11人に減じた。 削減額
6,300千円

定員管理の適正化 定員管理の適正化 合併に伴う合併前の早期退職（勧奨・自己都
合）により３人の削減効果があった。

削減額
12,206千円

給与の適正化 非常勤嘱託職員の人員の
見直し

非常勤嘱託職員のうち、運転業務嘱託職員を1
名減じて、16名から15名にした。

削減額
3,200千円

給与の適正化 日々雇用職員の人員の見
直し

日々雇用職員を4人減じて、16名から12名にし
た。

削減額
4,013千円

給与の適正化 管理職手当の減額 管理職手当の20％カットを行った。 削減額
1,341千円

給与の適正化 非常勤特別職員の費用弁
償の減額

非常勤特別職員の費用弁償の額を1,700円から
1,000円に減額した。

削減額
370千円

給与の適正化 4役の報酬の支給額の減額 特別職の報酬を町長は10%、助役、収入役、教
育長はそれぞれ5%減じた。

削減額
2,648千円

財政の健全化 敬老祝金の見直し 敬老祝金の支給対象者と金額の見直しを行っ
た。
77歳～79歳まで  5,000円を 2,500円
80歳～84歳まで  6,000円を 3,000円
85歳～89歳まで  7,000円を 3,500円
90歳～94歳まで10,000円を 5,000円
95歳以上        20,000円を10,000円に
それぞれ減額した。

削減額
2,036千円
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旧富士町における主な成果　　　(10件　37,880千円）



推進方策 実 施 項 目 取組 成果等

事務事業の見直し 負担金の見直し 北部山間地域広域開発推進協議会（ぺんた共
和国）負担金の見直しを行った。

削減額
500千円

定員管理の適正化 定員管理の適正化 合併に伴う合併前の早期退職（勧奨・自己都
合）により３人の削減効果があった。

削減額
11,502千円

給与の適正化 議員報酬の減額 議員報酬を3％減じた。 削減額
364千円

給与の適正化 管理職手当の減額 管理職手当の20％カットを行った。 削減額
752千円

給与の適正化 4役の報酬の支給額の減額 特別職の報酬を村長は6%、助役3%、収入役
1%、教育長1%をそれぞれ減じた。

削減額
828千円
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旧三瀬村における主な成果　　　(5件　13,946千円）


