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ⅠⅠⅠⅠ 平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度のののの施政方針施政方針施政方針施政方針についてについてについてについてⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度のののの施政方針施政方針施政方針施政方針についてについてについてについて平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度のののの施政方針施政方針施政方針施政方針についてについてについてについて

ⅡⅡⅡⅡ 平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度のののの当初予算当初予算当初予算当初予算についてについてについてについてⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度のののの当初予算当初予算当初予算当初予算についてについてについてについて平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度のののの当初予算当初予算当初予算当初予算についてについてについてについて

ⅢⅢⅢⅢ 平成平成平成平成2５５５５年度年度年度年度のののの重点課題重点課題重点課題重点課題についてについてについてについてⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ 平成平成平成平成平成平成平成平成22５５５５年度年度年度年度のののの重点課題重点課題重点課題重点課題についてについてについてについて５５５５年度年度年度年度のののの重点課題重点課題重点課題重点課題についてについてについてについて

ⅣⅣⅣⅣ トピックストピックストピックストピックスⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ トピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックストピックス
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平成平成平成平成平成平成平成平成2525年度年度年度年度のののの施政方針施政方針施政方針施政方針についてについてについてについて年度年度年度年度のののの施政方針施政方針施政方針施政方針についてについてについてについて

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全をををを一番一番一番一番にににに（（（（暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい地域地域地域地域にににに））））安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全をををを一番一番一番一番にににに（（（（暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい地域地域地域地域にににに））））
○市民生活の目線に立ったきめ細かな取組を強化し、「防災・減災体制の強化」や
「環境」「福祉」の充実に取り組む。

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 地域力地域力地域力地域力アップアップアップアップ（（（（夢夢夢夢のあるのあるのあるのある地域地域地域地域へのへのへのへの再生再生再生再生））））地域力地域力地域力地域力アップアップアップアップ（（（（夢夢夢夢のあるのあるのあるのある地域地域地域地域へのへのへのへの再生再生再生再生））））
○地域内外からの集客力の向上を図るため、地域の資源を磨き上げ、活気にあふれる
「賑わうまち」を創出する。

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ 教育教育教育教育のののの充実充実充実充実（（（（まちづくりはまちづくりはまちづくりはまちづくりは人人人人づくりづくりづくりづくり））））教育教育教育教育のののの充実充実充実充実（（（（まちづくりはまちづくりはまちづくりはまちづくりは人人人人づくりづくりづくりづくり））））
○子どもたちは「佐賀市の宝」であるとの想いのもと、子育てから学校教育までの
一貫した取組を展開する。特に次世代を担う子ども達への「確かな学力」を育てる。

「「「「市民市民市民市民のののの生活生活生活生活」」」」をををを最優先最優先最優先最優先「「「「市民市民市民市民のののの生活生活生活生活」」」」をををを最優先最優先最優先最優先

◆昨年の政権交代以降、輸出環境の改善や経済対策の効果などを背景に、再び景気回復へ
向かうことが期待されるものの、国内産業の後退の影響や雇用・所得環境の停滞など、
依然として国民生活の不安が続いている。

◆本市でも生活保護者数が毎月過去最高を更新し、また、待機児童数が毎年増加するなど、
市民生活の不安が続いている。

背景背景背景背景背景背景背景背景
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平成平成平成平成２５２５２５２５年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算のののの規模規模規模規模平成平成平成平成２５２５２５２５年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算のののの規模規模規模規模

１３６１３６１３６１３６億億億億８８８８，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業

１１１１８８８８億億億億９９９９，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円富士大和温泉病院富士大和温泉病院富士大和温泉病院富士大和温泉病院事業事業事業事業

１１１１，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円工業用工業用工業用工業用水道事業水道事業水道事業水道事業

５６５６５６５６億億億億２００２００２００２００万円万円万円万円水道事業水道事業水道事業水道事業

１１１１１１１１億億億億４４４４，，，，００００００００００００万円万円万円万円自動車運送事業自動車運送事業自動車運送事業自動車運送事業

３２１３２１３２１３２１億円億円億円億円特別会計特別会計特別会計特別会計
（国民健康保険など３会計）

８５２８５２８５２８５２億円億円億円億円一般会計一般会計一般会計一般会計

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度のののの予算予算予算予算総額総額総額総額
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歳入予算歳入予算歳入予算歳入予算のののの概況概況概況概況歳入予算歳入予算歳入予算歳入予算のののの概況概況概況概況
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【歳入総額 ８５２億円】
（単位：百万円）

※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。

その他
0.6%

地方譲与税
0.9%

市税
33.6%

地方交付税
22.8%

国・県支出金
21.0%

市債
11.4%

諸収入
2.8%

地方消費税交付金
2.7%

使用料及び手数料
1.8%

分担金及び負担金
1.2%

繰入金
1.2%

(28,605)

(19,400)

(17,871)

(9,676)

(2,355)

(1,020)

(1,554)

(738)

(2,290)

(1,057)

(634)



歳出予算歳出予算歳出予算歳出予算のののの概況概況概況概況歳出予算歳出予算歳出予算歳出予算のののの概況概況概況概況
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【歳出総額 ８５２億円】 （単位：百万円）
≪款別≫ ≪性質別≫

※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。

その他
1.8%

維持補修費
2.8%

扶助費
24.0%

人件費
17.1%

繰出金
12.9%

公債費
12.2%

投資的経費
10.8%

物件費
10.8%

補助費等
7.6%

(20,428)

(14,552)

(10,976)

(9,238)

(10,366)

(2,360)

(1,587)

(9,208)

(6,485)

商工費

3.0%
議会費

0.7%
その他

0.5%

消防費

4.5%

農林水産業費

3.4%

土木費

6.4%

教育費

9.8%

総務費

11.4%

衛生費

12.0%

公債費

12.1%

民生費

36.2%
(30,868)

(10,335)
(10,217)

(8,384)

(5,443)

(3,863)

(2,897)

(2,579) (631)

(260)

(9,723)
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（単位：億円）

◎一般会計の実質的投資の額

※実質的投資の額：主な繰上償還や用地購入費などを除いて算出したもの

※点線部分は、国の経済対策等に伴う３月（２月）補正前倒し分（Ｈ２５は前倒し予定分）

82.7

94.9
98.8

107107.2.2



健康づくりの推進と福祉の充実

子育て支援と未来を担う人材の育成

平成平成平成平成平成平成平成平成2525年度年度年度年度のののの重点課題重点課題重点課題重点課題についてについてについてについて年度年度年度年度のののの重点課題重点課題重点課題重点課題についてについてについてについて

経済・産業の活性化と街なか再生

くらしの安心・安全と環境にやさしいまちづくり１

２

３

４

地域や行政との絆づくり５

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明 8



くらしの安心・安全と環境にやさしいまちづくり

○排水対策基本計画策定経費（河川砂防課）○排水対策基本計画策定経費（河川砂防課）

１

9平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

○防災訓練経費（消防防災課）○防災訓練経費（消防防災課）

■予算 13,428千円
■概要 佐賀市平野部の排水対策を進めるため、排水路整備、水門や排

水ポンプの効果的操作運用、更には雨水流出抑制策などの事業
効果判定を行い、平成２５年度中に事業の優先度を評価しなが
ら「排水対策基本計画排水対策基本計画排水対策基本計画排水対策基本計画排水対策基本計画排水対策基本計画排水対策基本計画排水対策基本計画」を策定する。

（（（（１１１１））））防災防災防災防災・・・・減災体制減災体制減災体制減災体制のののの強化強化強化強化（（（（１１１１））））防災防災防災防災・・・・減災体制減災体制減災体制減災体制のののの強化強化強化強化（（（（１１１１））））防災防災防災防災・・・・減災体制減災体制減災体制減災体制のののの強化強化強化強化

■予算 3,329千円
■概要 今年は「大規模事業者」が立地する兵庫校区で実施予定であり、

住民と事業者が一体となった防災訓練を実施するほか、防災に
関する啓発についても事業者の協力を得ながら展開する。
【事業者との連携による訓練内容】

・商業施設内における企画展の開催
・商業施設からの物資補給訓練 等

九州北部豪雨により冠水した佐賀市街

防災訓練（平成24年11月）



○○清掃工場バイオマスエネルギー利活用促進事業（循環型社会推進課）清掃工場バイオマスエネルギー利活用促進事業（循環型社会推進課）

○空き家等適正管理事業（環境課）○空き家等適正管理事業（環境課）

10平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

■■■■予算 31,152千円
■概要 バイオマスエネルギーのさらなる活用を進めるため、

清掃工場のごみ処理過程で発生する排ガスから二酸化
炭素を回収し、回収した二酸化炭素を農産物の栽培や
生産の過程で有効に利活用するシステム構築の研究を
行う。
【事業内容】

・二酸化炭素の回収設備の設置
・回収した二酸化炭素の利活用方法の調査研究

（（（（２２２２））））環境都市環境都市環境都市環境都市さがのさがのさがのさがの実現実現実現実現（（（（２２２２））））環境都市環境都市環境都市環境都市さがのさがのさがのさがの実現実現実現実現（（（（２２２２））））環境都市環境都市環境都市環境都市さがのさがのさがのさがの実現実現実現実現

くらしの安心・安全と環境にやさしいまちづくり１

清掃工場清掃工場清掃工場清掃工場清掃工場清掃工場清掃工場清掃工場
COCO 22
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光合成を光合成を
促進！促進！

バイオバイオバイオバイオ燃料燃料燃料燃料 飼料飼料飼料飼料

炭素循環社会炭素循環社会炭素循環社会炭素循環社会のののの創造創造創造創造炭素循環社会炭素循環社会炭素循環社会炭素循環社会のののの創造創造創造創造

■■■■予算 9,332千円
■概要 市民の安心・安全な暮らしの実現及び良好な生活環境の保全に寄与するため、危険な状態

にある空き家等の適正管理を図り、倒壊などの事故、犯罪又は火災の発生を未然に防止する。
【事業内容】

・空き家等の所有者調査、危険度の確認 ・所有者等への指導勧告、氏名等公表、改善命令
・解体費の一部助成 ・寄付受納（市で解体除去）

※解体費助成：1/2以内（上限50万円）ただし、市県民税非課税世帯に限る。



経済・産業の活性化と街なか再生

○○熱気球世界選手権大会誘致事業熱気球世界選手権大会誘致事業（観光振興課）（観光振興課）

２

11平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

○バルーンミュージアム整備事業（観光振興課）○バルーンミュージアム整備事業（観光振興課）

○森林・林業再生拠点づくり事業（森林整備課）○森林・林業再生拠点づくり事業（森林整備課）

■予算 4,500千円
■概要 「熱気球のまち佐賀市」を国内外に広くアピールし、本市のバルー

ンフェスタの国際的地位の向上を図るため、2016（平成28）年に
開催予定の「第第第第第第第第2222222222222222回熱気球世界選手権回熱気球世界選手権回熱気球世界選手権回熱気球世界選手権回熱気球世界選手権回熱気球世界選手権回熱気球世界選手権回熱気球世界選手権」を誘致するための活動を
行う。

■予算 4,000千円
■概要 観光客及び市民が年間を通してバルーンに関する情報に触れるこ

とができる、バルーンをテーマとした国内初の常設の展示館「ババババババババ
ルーンミュージアムルーンミュージアムルーンミュージアムルーンミュージアムルーンミュージアムルーンミュージアムルーンミュージアムルーンミュージアム」の基本構想を策定する。

■予算 221,694千円
■概要 森林・林業再生計画に基づき、市産木材の加工流通体制を再構築し、

木材の安定供給と利用促進を図るため、木材加工施設を整備する富
士大和森林組合に対し事業費の一部を助成する。

（（（（１１１１））））魅力魅力魅力魅力あるあるあるある地域資源地域資源地域資源地域資源のののの充実強化充実強化充実強化充実強化（（（（１１１１））））魅力魅力魅力魅力あるあるあるある地域資源地域資源地域資源地域資源のののの充実強化充実強化充実強化充実強化（（（（１１１１））））魅力魅力魅力魅力あるあるあるある地域資源地域資源地域資源地域資源のののの充実強化充実強化充実強化充実強化

佐賀インターナショナルバルーンフェスタ

バルーンミュージアム（イメージ）



○中心市街地公共的団体等移転整備事業（商業振興課）○中心市街地公共的団体等移転整備事業（商業振興課）

○○恵比須恵比須ステーション設置ステーション設置支援支援事業（商業振興課）事業（商業振興課）

■予算（債務負担行為）H24年度～H40年度 限度額 1,998,000千円（2月補正）
■概要 中心市街地の活性化を図るため、佐賀玉屋、エスプラッツ、佐嘉神

社・徴古館周辺及び柳町・呉服町地区を結ぶ４核地域に、ＮＨＫ佐
賀放送会館及び佐賀商工会館を誘致する。
【取組状況】

H22：ハローワーク佐賀のオープン
H23：佐賀県国民健康保険団体連合会の誘致
H23：ＮＨＫ及び佐賀商工会館を誘致する基本合意の締結
H25：新佐賀商工ビル（仮称）の着工及び竣工

■予算 5,634千円
■概要 恵比須像の歴史や魅力を紹介する「恵比須恵比須恵比須恵比須ステーションステーションステーションステーション恵比須恵比須恵比須恵比須ステーションステーションステーションステーション」を設置する

市民団体に設置経費の一部を助成することにより、活発なまちづくり
活動を促進し、中心市街地の活性化を図る。

12平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

経済・産業の活性化と街なか再生２

（（（（２２２２））））中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの活性化活性化活性化活性化（（（（２２２２））））中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの活性化活性化活性化活性化（（（（２２２２））））中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの活性化活性化活性化活性化

佐賀市の中心市街地（４核構想）



健康づくりの推進と福祉の充実

○ラジ＆ウォーク推進事業（健康づくり課）○ラジ＆ウォーク推進事業（健康づくり課）

３

13平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

■予算 3,855千円
■概要 市民自らが健康づくりに取り組むことを促すため、歩行距離や体重

等を自己管理できるウォーキングシステムを市民や事業所等へ提供
する。また、希望する地域団体や事業所等に講師を派遣してラジオ
体操講習会を開催する。

○健康運動センター拡張整備事業（スポーツ振興課）○健康運動センター拡張整備事業（スポーツ振興課）

■予算 724,000千円
■概要 市民のスポーツ競技の場及び県内のプロサッカーチームであるサガ

ン鳥栖等の練習場として、健康運動センターに併設してサッカー場
等を整備し、市民のスポーツを通した健康増進を図る。

（（（（１１１１））））生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進（（（（１１１１））））生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進（（（（１１１１））））生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

ラジ＆ウォークスタンプラリー

サッカー場完成イメージ



○若年者就労意欲喚起等支援事業（福祉総務課）○若年者就労意欲喚起等支援事業（福祉総務課）

○○在宅障がい在宅障がい者就職支度金給付事業（障がい福祉課）者就職支度金給付事業（障がい福祉課）

■予算 4,257千円
■概要 若年者に対する就労支援を強化するため、引きこもり等の問題を

抱えた生活困窮世帯の若年者に対して家庭訪問などのきめ細かな
支援を行う。

■予算 540千円
■概要 障がい者の経済的な負担を軽減し就労意欲の喚起を図るため、

在宅の障がい者が障がい者就労施設等を通じて一般就労をした
場合に、就労に要する経費の一部を補助する。

14平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

健康づくりの推進と福祉の充実３

（（（（２２２２））））就労支援就労支援就労支援就労支援のののの充実充実充実充実（（（（２２２２））））就労支援就労支援就労支援就労支援のののの充実充実充実充実（（（（２２２２））））就労支援就労支援就労支援就労支援のののの充実充実充実充実

○○障がい障がい者就労施設等販路拡大支援事業（障がい福祉課）者就労施設等販路拡大支援事業（障がい福祉課）

■予算 11,370千円
■概要 授産商品の販路拡大のため、広く商品の宣伝を行い、障がい者の

収入（工賃）の向上と経済的な基盤の確立を図る。
（・パンフレットの作成 ・販売促進会の実施 等）

チャレンジドショップ



子育て支援と未来を担う人材の育成４

15平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

○私立保育園整備助成経費（こども課）○私立保育園整備助成経費（こども課）

■予算 119,076千円
■概要 認可保育施設として開設予定の「江楠学園保育園（仮称）」の施設

整備に対して補助することにより、市内における入所定員総数を大
幅に拡充し、待機児童の解消を図る。
【補助対象施設の概要】

・設置者 学校法人江楠学園
・所在地 鍋島町大字蛎久６４６番地３外
・定員 ９０名（予定）

○保育所分園促進○保育所分園促進経費経費（こども課）（こども課）

■予算 3,600千円
■概要 待機児童の解消を図るため、認可保育所分園の運営に係る経費の

一部を補助し、保育所分園の開設を促進する。
【平成25年度の分園定員（予定）】

・掘江保育園分園 15人
・ひなた村自然塾分園 25人
・日新保育園分園 30人（新規）

（（（（１１１１））））次世代育成次世代育成次世代育成次世代育成のののの支援支援支援支援（（（（１１１１））））次世代育成次世代育成次世代育成次世代育成のののの支援支援支援支援（（（（１１１１））））次世代育成次世代育成次世代育成次世代育成のののの支援支援支援支援



○ＩＣＴ教育環境整備事業○ＩＣＴ教育環境整備事業 （学事課）（学事課）

16平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

■予算 363,490千円
■概要 ＩＣＴを活用した教育により授業の質を高め、子どもたち

の学力の向上を図るため、市立小学校及び中学校の全学級
及び特別教室の一部に年次的に電子黒板電子黒板電子黒板電子黒板電子黒板電子黒板電子黒板電子黒板を整備する。また、
ＩＣＴ支援員を配置し、電子黒板をより効果的に活用でき
るための支援を行う。

子育て支援と未来を担う人材の育成４

（（（（２２２２））））教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備（（（（２２２２））））教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備（（（（２２２２））））教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備

電子黒板を使用した授業風景

２０５台

・市内全小学校

１年～３年

Ｈ２７

・普通教室、特別支援教室、特別教室導入教室

２４７台３１１台整備台数

・市内全中学校

１年～３年

・市内全小学校

４年～６年
対象

Ｈ２６Ｈ２５整備年度

【整備概要】



地域や行政との絆づくり５

○自治基本条例制定検討経費（○自治基本条例制定検討経費（総合政策総合政策課）課）

○地域コミュニティ推進事業（総合政策課）○地域コミュニティ推進事業（総合政策課）

17平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

■予算 3,866千円
■概要 活力あるまちづくりの実現に向けて、自立した地域社会を構築するため、本市の自治に

関する基本的な理念や市政運営の基本的事項などを定める自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例の制定を目指す。

■予算 22,773千円
■概要 住民ニーズの多様化等により、従来のような画一的なサービスでは全ての課題に対応し

ていくことが困難になっているため、住民自らが地域の課題に向き合い、行政と一体と
なって解決する仕組みを構築することにより、住民自身の手によるまちづくりを進める。

（（（（１１１１））））住民主体住民主体住民主体住民主体のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり（（（（１１１１））））住民主体住民主体住民主体住民主体のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり（（（（１１１１））））住民主体住民主体住民主体住民主体のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり

○市民活動応援事業「チカラット」（市民活動推進課）○市民活動応援事業「チカラット」（市民活動推進課）

■予算 12,778千円
■概要 佐賀市に拠点を置く市民活動団体が行う公益的な事業に対し、応援したい事業を市民に

投票してもらい、投票数に応じて支援補助金を交付することにより、市民活動団体の
活動基盤を強化するとともに、市民のまちづくりへの参画・実践を促進する。



○○シルバー人材センター助成事業シルバー人材センター助成事業（（高齢福祉高齢福祉課）課）
～市民生活ガイド支援センター設置助成～～市民生活ガイド支援センター設置助成～

○遠隔相談支援事業（行政管理課）○遠隔相談支援事業（行政管理課）

■予算 2,000千円
■概要 行政では対応が困難な市民からの問い合わせや相談への対応を充実

するため、公益社団法人佐賀市シルバー人材センターが新設する
『市民生活市民生活市民生活市民生活ガイドガイドガイドガイド支援支援支援支援センターセンターセンターセンター市民生活市民生活市民生活市民生活ガイドガイドガイドガイド支援支援支援支援センターセンターセンターセンター（仮称）』の運営に対し助成を行う。
【予想される相談・問合せ内容】

・個人宅での羽虫の大量発生
・ペットの火葬 等

18平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

■予算 1,708千円
■概要 支所窓口において対応や回答が困難な相談等についても迅速な対応が

できるよう、支所の窓口と本庁との間に、遠隔相談支援遠隔相談支援遠隔相談支援遠隔相談支援システムシステムシステムシステム遠隔相談支援遠隔相談支援遠隔相談支援遠隔相談支援システムシステムシステムシステム
（映像及び音声で通話できる仕組み）を構築し、さらなる窓口サービス
の充実を図る。

（（（（２２２２））））住民本位住民本位住民本位住民本位のののの市役所市役所市役所市役所づくりづくりづくりづくり（（（（２２２２））））住民本位住民本位住民本位住民本位のののの市役所市役所市役所市役所づくりづくりづくりづくり（（（（２２２２））））住民本位住民本位住民本位住民本位のののの市役所市役所市役所市役所づくりづくりづくりづくり

地域や行政との絆づくり５

遠隔相談支援システム
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国際リニアコライダーの誘致に向けた取組国際リニアコライダーの誘致に向けた取組

◆ トピックス（１）

19平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

国際リニアコライダー（直線衝突型高エネルギー粒子加速器）の脊振地域への立地に資する
ため、研究者への協力とあわせて、基礎科学や国際リニアコライダー計画の意義について、
佐賀県及び経済界等と連携し、市民の理解促進を図る。

現状現状現状現状とととと課題課題課題課題現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

・国際リニアコライダー（ILC）計画の有力な国内候補地の１つとして、
佐賀県と福岡県にまたがる脊振地域が挙がっている。

・研究者間では、今夏までに候補地一本化の動きがある。
・国際リニアコライダー（ILC）計画の実現には、科学技術への国民的な

理解と、国による科学技術政策の強力な推進力が必要である。

推推推推推推推推 進進進進進進進進 組組組組組組組組 織織織織織織織織

【名 称】ILCアジア－九州推進会議
【設立日】平成25年2月14日
【目 的】ILCの九州での実現・ILCの理解促進

目目目目目目目目 的的的的的的的的

国際リニアコライダーのイメージ図
「Rey. Hori/KEK」

佐賀市も会員として、
九州でのILC計画実現を目指す。



さらなる地方分権を推進し、自己決定と自己責任による積極的
なまちづくりを進めるため平成２６年４月に特例市特例市特例市特例市特例市特例市特例市特例市への移行を
目指す。

・市民サービスの向上
・地域の実情に即した迅速な行政事務の遂行
・市の知名度やイメージの向上

・大都市制度のひとつで都市の規模に応じて市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度
・指定要件：人口２０万人以上
・市からの申し出に基づき市議会及び都道府県議会の議決を経て政令で指定
・特例市が処理する事務：環境保全行政に関する事務（水質汚濁防止法に関する事務等）

都市計画等に関する事務（開発審査会の設置等）
計量法に関する事務

◆ トピックス（２）

20平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明

特例市への移行特例市への移行

特例市概要特例市概要特例市概要特例市概要特例市概要特例市概要特例市概要特例市概要

移行移行移行移行によるによるによるによるメリットメリットメリットメリット移行移行移行移行によるによるによるによるメリットメリットメリットメリット
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第１回佐賀市民芸術祭第１回佐賀市民芸術祭 ＳＡＧＡＳＡＧＡルネサンスルネサンス ～～～～みるみるみるみる、、、、きくきくきくきく、、、、よろこぶよろこぶよろこぶよろこぶ～～～～

○○○○○○○○主主主主主主主主 催催催催催催催催

佐賀市民芸術祭実行委員会佐賀市民芸術祭実行委員会佐賀市民芸術祭実行委員会佐賀市民芸術祭実行委員会佐賀市民芸術祭実行委員会佐賀市民芸術祭実行委員会佐賀市民芸術祭実行委員会佐賀市民芸術祭実行委員会 佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市

○○○○日日日日○○○○日日日日 時時時時時時時時

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～１７１７１７１７日日日日（（（（日日日日））））平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～１７１７１７１７日日日日（（（（日日日日））））

○○○○○○○○会会会会会会会会 場場場場場場場場

佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市文化会館文化会館文化会館文化会館文化会館文化会館文化会館文化会館

○○○○内内内内○○○○内内内内 容容容容（（（（予定予定予定予定））））容容容容（（（（予定予定予定予定））））

・・・・市内市内市内市内のののの文化芸術団体文化芸術団体文化芸術団体文化芸術団体によるによるによるによる演奏演奏演奏演奏・・・・展示展示展示展示・・・・市内市内市内市内のののの文化芸術団体文化芸術団体文化芸術団体文化芸術団体によるによるによるによる演奏演奏演奏演奏・・・・展示展示展示展示

・・・・九州交響楽団九州交響楽団九州交響楽団九州交響楽団コンサートコンサートコンサートコンサート・・・・九州交響楽団九州交響楽団九州交響楽団九州交響楽団コンサートコンサートコンサートコンサート

指揮指揮指揮指揮・・・・西本智実西本智実西本智実西本智実指揮指揮指揮指揮・・・・西本智実西本智実西本智実西本智実 ピアノピアノピアノピアノ・・・・副島響子副島響子副島響子副島響子ピアノピアノピアノピアノ・・・・副島響子副島響子副島響子副島響子

・・・・佐賀大学文化教育学部美術作品展示佐賀大学文化教育学部美術作品展示佐賀大学文化教育学部美術作品展示佐賀大学文化教育学部美術作品展示・・・・佐賀大学文化教育学部美術作品展示佐賀大学文化教育学部美術作品展示佐賀大学文化教育学部美術作品展示佐賀大学文化教育学部美術作品展示 などなどなどなどなどなどなどなど

Photo 大木大輔

◆ トピックス（３）

21平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明



平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明当初予算概要説明 Thank you for listening to my presentation.

ご清聴

ありがとうございました。

ご清聴

ありがとうございました。


