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平成 17 年度の１市３町１村の合併から 1 年以上が経過しましたが、危機的な財政

状況に変わりはなく、さらに、今年の 10 月には南部 3 町との合併も控え、地方分権

に耐えうる自治体としての基盤を築いていくためにも、さらなる行政改革を推進して

いかなければなりません。

また、これからの佐賀市の行政改革については、今年度からスタートした新たな佐

賀市行政改革大綱に基づき推進することとしており、市民満足度の向上に努めてまい

ります。

こうした状況のなか、平成 18 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。

18 年度の主な成果(数値) （把握分のみ）

効果額 19 億 5,800 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 ３3 122,492

２ 組織･機構の見直し １3 ―

３ 定員管理の適正化 ２ 260,280

４ 給与の適正化 4 16,681

５ 財政の健全化 ３ 65,706

６ 公共工事のコスト削減 １ 1,493,792

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 63 1,958,951

（企画課行政改革推進係）



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。（蓮池土地改良区
事務所跡地、光法団地ほか）

売却件数38件
売却額53,354千円

管財課

　旧久富回転場を売却し、収入増を図った。 売却額4,679千円 交通局

ごみ収集業務等の整
理・統合

　旧大和町及び旧富士町のごみ収集等の委
託料の算定方法と、有価物の売り払い方法
を統一し、事務の効率化を図った。

類似事務の統合 環境セン
ター

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。
・バレーボール女子を一般の部と家庭婦人
の部に分けて実施し、より市民が参加しや
すい大会とした。

主要競技参加者
3,638人→4,262人

市民スポー
ツ課

議員連絡用情報機器
リースの廃止

　使用者の減少により、議員連絡用のFAX貸
与の廃止と、パソコンの普及により、議員
利用図書室パソコンを、平成１９年５月を
もって撤去する。

リース費用（280千円の削
減見込み）

議会事務局

　　②事務の効率化・簡素化

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

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電話の運用を行い、市外電話
料金の節減を図った。(18年度4回線（8ch）
運用)

市外通話料金の削減
2,088千円削減
(H16年度比(導入年度))

管財課

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。

18年度実施分で17,612千
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
データ統合を行う。

情報政策課

ごみ収集車への２人乗
務の実施

収集車20台全てにおいて、2人乗務を毎日
実施した。（16年度平均8台→17年度平均12
台→18年度20台）

ごみ収集体制の簡素化
（職員10人減）

環境セン
ター

(別表)　　　　平成18年度　行政改革実施状況一覧
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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、印鑑証明、
住民票、所得課税証明書、納税証明書の発
行を、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。

・自動交付機での発行割
合の増加（本庁）
　印鑑証明35.6%→37.4%
　住民票14.9%→16.3%
　所得課税証明0.4%→0.7%
納税証明0.5%→0.4%

・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。
住基カード発行数1,465枚
住基カード普及率2.06％

市民生活課

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1.2％向上
H17 92.0％→H18 93.2％
滞納繰越分3.1％向上
H17 20.9％→H18 24.0％
滞納処分件数
債権
H17 617件→H18 1,356件
　（対前年比118％増）
不動産
H17 262件→H18 278件
　（対前年比6％増）

納税課

工事監査の見直し 　従来は９月に繰越事業、２月に現年度事
業を対象に工事監査を実施していたが、１
１月頃に実施することにより繰越事業と現
年度事業を併せて監査できることとなり、
コスト削減を行った。

工事技術調査業務委託料
262千円削減

監査事務局

　　③効果的な事務事業の運用

実 施 項 目 取　　　　組 成　果　等 担当課

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）

18年度は、8部門において
実施した。

企画課
関係課

電子入札システムの実
施

電子入札システムを使用した入札（工
事、委託）を本格実施し、入札参加業者の
負担軽減を図った。

入札参加業者の負担軽減
及び競争促進
H18→56件

　　　工事47件
　　　委託9件

契約検査課

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
3,981千円削減
（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。

光熱水費の削減
3,203千円削減

管財課
観光・文化
課
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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。（25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→3.0円
　カラー　25円→18円

削減効果として、
・コピー機賃借費用削減
　30,000千円程度/48月
・印刷費用の削減
　モノクロ　3,256千円
　カラー　　　643千円
　（H18.5月～H19.3月）

情報政策課

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

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1,964千円 情報政策課

ごみ収集車への有料広
告の掲載

　ごみ収集車に有料広告掲載を募集し、19
年度から4台に広告を掲載することを決定し
た。

広告掲載料（170千円見込
み）

環境セン
ター

余裕教室の利活用 学校施設開放事業実施要綱制定の促進
と、利用促進のための周知広報を行った。
（H18年度末：制定校計10校)

地域子供教室441回
利用者数延べ21,619人

教育総務課

学校事務員の嘱託化 H17年度までに、学校事務員の退職不補充
による嘱託化した11名の嘱託職員を、引き
続き任用した。

人件費削減
（H17年度計11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、18年度学校配置の市費事
務職員8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
H17→14名嘱託化済
H18→8名嘱託化済
H19→6名嘱託化予定

教育総務課
学事課

学校における経常経費
の節減

　共通の物品について共同購入、備品の学
校間での共同使用、光熱水費の節減など、
学校における経常経費の節減を図った。

経費の削減額3,450千円
(H16年度比(開始年度))

学事課

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。

18年度、旧市19公民館全
てにおいて委託実施。

生涯学習課

基金の効率的運用 　定期預金の整理を行い、利率が有利な１
億円以上の定期預金の数を増やし、１千万
円未満の定期預金の数を減らすことで、運
用件数の減少させるとともに、運用利息の
増加を図った。

定期預金の数が減少し
た。
H18：155件→49件

出納室

接遇マニュアルの策
定・実践

　病院業務に適した接遇マニュアルを策定
し、実践につなげる研修を行い接遇能力の
向上を図った。

接遇に関する苦情が減少
した。

富士大和温
泉病院
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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

事務事業評価の実施 平成19年度当初予算新規事業評価及び平
成17年度事後評価を行い、全庁的な視点で
評価した。

ＰＤＳサイクルによる総
合計画の実現

企画課

施策評価の導入 　平成18年度に策定した「第1次総合計画」
の38施策ごとに統括責任者を設置し、政策
展開の基本方向やまちづくりの達成水準、
市民満足度の向上など大きな視点で、事務
事業を包括する施策単位での評価を行っ
た。

施策評価の結果を基に、
施策単位で予算の枠配分
をおこなった。

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
・可燃ごみ収集台数1台減
（21台→20台）
・可燃ごみ収集車2人乗務

環境セン
ター

学校給食の一部民間委
託

勧興小及び高木瀬小の2校の調理業務を新
たに一部委託した。（西与賀小、兵庫小、
赤松小、鍋島小、循誘小、巨勢小と合わせ
て8校実施）

2校で28,000千円の節減
（8校全体では直営時に比
べ109,000千円の節減）

学事課

水道事業改革の取り組
み

「地域水道ビジョン」を策定し、安心・安
全・安定的な給水を確保を前提として改革
を進める。また、機構改革や事務事業の見
直し等により職員数削減に取り組んだ。

職員19人削減見込み（108
人→89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

防災体制の強化 　総合的な防災行政推進のため、総務課防
災室を廃止し新たに総務部に消防防災室
（課）を新設する。

平成19年4月1日から実施 人事課

旧ガス局関係業務終了
に伴う組織の廃止

　旧ガス製造設備解体業務の平成１８年度
終了に伴い、管財課ガス譲渡整理室を廃止
する。

平成19年4月1日から実施 人事課
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産業部門の組織見直し 　広範化した産業部の業務に専門的に対応
するため、産業部を分割し、新たに経済部
及び農林水産部を設置する。

平成19年4月1日から実施 人事課

森林行政推進体制の強
化

　農林水産部に森林整備課を新設し、農林
水産課林政係及び富士支所産業振興課林業
係を廃止する。また、農林水産課の名称を
農業水産振興課に変更する。

平成19年4月1日から実施 人事課

簡易水道事業推進体制
の強化

　環境課に簡易水道室を新設する。 平成19年4月1日から実施 人事課

下水道事業にかかる組
織の効率化

　下水道企画課の下水浄化センターを課と
し、下水道企画課の維持係を排水設備・浄
化槽係に変更する。また、下水道建設課に
計画係を新設し、調整係を地域整備係に変
更するとともに、事業第一係、第二係及び
第三係をそれぞれ中部整備係、北部整備
係、南部整備係に変更する。加えて、諸富
支所及び富士支所の環境下水道課の環境係
及び下水道係を統合し、環境下水道係を設
置する。

平成19年4月1日から実施 人事課

市民サービスセンター
運営体制の整備

　パスポートの発行等をエスプラッツで行
うための準備と、設置後の運営を行う市民
サービスセンターを新設する。

平成19年4月1日から実施 人事課

国民年金業務の縮小に
伴う組織の見直し

　保健年金課の国民年金室を廃止し、国民
年金係を新設する。

平成19年4月1日から実施 人事課

市営住宅管理体制の見
直し

　指定管理者制度導入による管理業務の縮
小に伴い、住宅福祉課の住宅管理係を住宅
政策係に統合する。

平成19年4月1日から実施 人事課

体育施設管理・運営体
制の見直し

　諸富文化体育館の指定管理者制度の導入
に伴い、市民サービス課文化体育館係を廃
止する。

平成19年4月1日から実施 人事課

富士大和温泉病院の事
務体制の見直し

　事務部門の庶務係と会計係を統合し、経
営企画係を設置し、営繕業務、物品管理及
び契約業務を分離し、管理係を設置する。

平成19年4月1日から実施 人事課

子育て支援の強化 　エスプラッツにこども課子育て支援セン
ターを設置する。

平成19年4月1日から実施 人事課

図書館運営体制の効率
化

　合併による増館に伴う調整業務等に対応
するため、サービス２係及び、サービス３
係を統合する。

平成19年4月1日から実施 人事課
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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 　定員の適正化に取り組み、対前年比36人
減を実現した。

・職員数36人減
・人件費260,280千円減
（7,230千円E36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19年3月末　17人 人事課

　

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。
・管理職手当
15%～5％を削減（H18.4～H19.3）

・今後の予定
（１）住居手当の見直し
（２）通勤手当の見直し
（３）特殊勤務手当ての見直し

9,785千円削減 人事課

特別職給与の減額 　市長20％、助役・収入役・水道局長10％
の給与を削減した。

6,896千円削減 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・１２月期の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10％（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）

25,575千円削減 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（施
策別枠配分予算編成の
実施）

平成19年度当初予算の編成に当たって
は、裁量経費（義務的経費、繰出金等を除
く経常経費）について施策別枠配分予算編
成を新たに導入し、対前年比89％での予算
編成を行った。

18年度裁量経費相当額と
比較して、11％、
1,110,783千円の削減

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。
なお、平成１９年度当初予算から、事業見
直しによる職員削減分についても対象とし
た。

節減額
・(事務事業)
　1課1事業　1,379千円
・（人件費）
　小中学校事務職員等
　32,482千円
　公民館職員
　31,845千円

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 起債対象事業であっても、交付税の算入率
が悪いものは借入をせず一般財源で賄っ
た。今後は、合併により借入れができる合
併特例債等についても、年度ごとに計画的
に借入れを行っていく。

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：18年度10％(10年度標準コスト
比)

継続実施中
18年度目標達成見込み
・縮減率10.6％
・縮減額1,493,792千円

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 5件
事業説明会参加者67人
職員研修出席者270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 　佐賀市・川副町・東与賀町・久保田町の1
市3町の合併に向け取組を開始し、H18年6月
～8月に任意合併協議会、9月～11月に法定
合併協議会を開催した。また、すべての関
係市町の11月臨時議会で合併関連議案が可
決され、12月に合併調印、県知事申請、H19
年3月に県議会可決、総務大臣届出がなされ
た。

平成19年10月1日合併決定 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
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

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11件
優秀賞2件
佳良賞2件

企画課

職員派遣研修の充実 　国への派遣に加え、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、総務省1人、早稲
田大学1人、JR九州1人
合計5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。

3グループ18人参加 人事課
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