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はじめに 
 
日本経済は，若干回復の兆しが見られるが，先行きは依然として不透明であり，引き

続き，国・地方を問わず非常に厳しい財政状況が続くものと思われる。 
このような中，「民間にできることは民間に」，「地方にできることは地方に」という骨

太の方針に基づき，持続可能な経済成長を求めてさまざまな分野において規制緩和が進

展しており，公共サービスの供給方法が多様化するとともに，我が国の経済社会の活性

化を図るため，各分野における構造改革が推進されている。 
 
また，地方自治体全体の収支見通しに当たる来年度の地方財政計画は，予算規模が今

年度に比べて１．８％減，さらに地方交付税の総額は１兆１，８００億円削減としてお

り，自治体にとって非常に厳しい歳出カットを迫るものとなっている。 
これを佐賀市に置き換えると，約１３億円が削減される予定であり，今後５年間で新

たに約５８億円もの財源不足が見込まれることとなった。このような危機的財政状況の

中では，なお一層の経常経費の節減や自主財源確保の努力を行っていくことはもちろん，

さらなる行財政改革に取り組み，行政経営の一層の効率化を推進するとともに，歳出全

体を圧縮する必要がある。 
 
このような時代にあって，第２次佐賀市行政改革推進会議は，第１次佐賀市行政改革

推進会議で積み残された課題について意見を求めるため，平成１４年１０月２１日に設

置され，それ以降延べ１１回の会議を開催し，各分野から委嘱された委員による活発な

議論を重ねてきた。 
 
私たち委員が常に念頭に置いてきたことは，「行政改革の目的は，最小のコストで最大

のサービスを提供する」及び「現在世代が作った膨大な借金の縮減に努め，できるだけ

将来世代への負担を少なくする」ということであった。このような基本的な考え方に基

づき，具体的には，「市営バス事業の経営のあり方」，「アウトソーシング推進のあり方」

について提言としてまとめることになった。 
なお，その他の審議事項に関しては，積み残すことになるが，今後の会議に引き継が

れることをお願いしたい。 
 
佐賀市におかれては，この提言を真摯に受け止め，今後の具体的な取り組みを推進さ

れることを切に求めたい。 
 

平成１６年３月２５日 
佐賀市行政改革推進会議 
会長  吉  野  徳  親 
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Ⅰ．市営バス事業の経営のあり方 
 
１．市営バス事業の現状と課題 
 （１）乗合バス利用者の減少と規制緩和の影響 
市営バス事業は，昭和１１年の創業以来順次路線網を拡大し，佐賀市及び周辺６町

の生活交通手段として，通勤・通学・買物・通院などの日常生活を支え，都市機能と

しての役割を果たしてきた。しかし，近年，全国的に見ても，乗合バスの乗客数は，

モータリゼーションの急速な発展，景気低迷の影響による企業の雇用調整や週休２日

制の普及による通勤利用者の減少，少子化による通学利用者の減少等により，毎年３

～５％程度の減少が続いている。 
 
市営バス事業においても，利用人員は昭和４３年度の約１，５００万人をピークに，

平成１４年度では約３３０万人と約５分の１にまで落ち込んでいる1。ダイヤ改正等の

影響を除き，平成１１年度以降３％程度の自然減少が続いているが，今後はさらに減

少することが予想される。 
 
さらに，平成１４年２月から乗合バス事業の大幅な規制緩和が導入された。これま

では，事業者間での不当な競争を避けるため，運行にかかる免許や料金の認可基準に

おいて一定の制限が加えられていたが，今後は競争が促進され，サービス水準の向上

が期待される。これにより，市交通局も民営バス事業者との競争にさらされ，経営環

境は一層厳しくなると予想される。 
 
特に，市交通局と民営バス事業者とでは，人件費に大きな違いがあることなどから

経営効率に格差があり，市交通局で運行している赤字路線であっても民営バス事業者

が運行した場合は黒字になる可能性がある。したがって，需給調整規制が撤廃された

以上，民営バス事業者が市交通局の路線に進出することが考えられる。 
これにより，市営バス事業の事業収支はさらに悪化することが推測される。 

 
 （２）民営バス事業者とのコスト比較にみる不十分な経営効率化 
バス事業は，労働集約型の産業であるが，民営バス事業者が人件費の削減を進める

なかで，市営バス事業の運送コストは，佐賀市内に路線を開設している民営バス事業

者２社と比べると実車１km 当たり約１．７倍も高い。この最も大きな要因は人件費で

あり，実車１km当たり約２．０倍とかなり高い水準2である。これは，人事制度，勤務

制度，賃金制度の改革が十分なされていないことに起因する。この問題をどのように

                                                   
1 参考資料１「輸送人員実績」参照。 
2 参考資料３「実車走行キロ当たりの経費原価比較」参照。 
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解決するかが，今後の経営形態を考える上での重要な判断要素となる。 

また，厳しい収支状況にありながら，路線の約８割を占める赤字路線3に対して抜本

的な改善への取り組みが不十分であり，民間バス事業者であれば当然取り組んでいる

はずの路線再編の諸施策が十分に講じられていない。 

 

これらの背景として，曖昧な経営責任等，「公営」という経営形態が経営の効率化を

制約している面は否定できない。 

 
当行革会議は，公営企業といえども，経済性を発揮して効率的な経営を行い，最小

のコストで最大のサービスを提供しながらも，補助金や負担金等の一般会計からの繰

入金（以下「補助金等」という。）に頼らず独立採算で経営すべきであると考える。 

 

 （３）厳しい経営状況への対応と今後の収支見通し 
市交通局では，昭和４８年度から昭和５７年度までの１０年間，国の第二次再建指

定（以下「再建指定」という。）により大幅な合理化，経営改善を進め，さらに，その

後も健全化に取り組んできたが，乗客数の減少傾向に歯止めがかからず，運送収益の

減少を補う料金改定も平成９年１２月実施を最後として，バブル崩壊の影響などもあ

り値上げができない社会情勢となっている。 

 
このため，補助金等は，経営の悪化に伴い徐々に増加し，再建期間が終了した昭和

５８年度に約１億５，０００万円であったのが，平成５年度には３億円を，平成１３

年度には４億円を超えている。市交通局の中期財政計画4によると，現行制度に基づく

補助金等を毎年３億円以上見込まなければ収支改善の見通しは立たないと予想される。 

 
また，民間会計事務所の経営分析（以下「経営分析」という。）によると，期首の時

点で既に補助金等を当てにしなければ経営が成り立たないほど資金が不足しており，

このことは，民間企業で言うと，すでに倒産している状態である。さらに，総資産に

対する他会計借入金の依存割合が高く，補助金等を持ってしても賄えないほど経営状

態が悪化していると指摘している。 

 
これまでの右肩上がりの経済状況であれば，補助金等を受ける現行制度を維持し市

営バス事業を継続することが可能であるかもしれない。しかし，佐賀市では，地方交

付税の大幅削減や新焼却炉建設分の借金返済等により非常に危機的な財政状況に直面

しており，平成２０年度までに約１５０億円もの財源が不足する見込みである。この

ような中で，市営バス事業へ毎年度３億円以上もの繰入れを続けることはできない。 

                                                   
3 参考資料２「 路線の収支状況」参照。 
4 参考資料４「佐賀市交通局中期財政計画」参照。 
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こうした現状においては，従来型の健全化策では補助金等を抑制することは不可能

である。そこで，危機的な経営状況を乗り越えるためには，これまで以上に抜本的な

改革を断行しなければならない時期に来ていると判断する。特に，市交通局も市執行

部も危機感を全面に打ち出し，固定観念にとらわれず“変革の勇気と創造の知恵”を

持って，さまざまな改革を行わなければ再建はあり得ないという意見が多く出された。 
 
 （４）危機打開策としての市交通局の「経営改革プラン」 
市交通局は，今日の厳しい収支見通しを前提に，今後の経営計画として「佐賀市交

通事業経営改革プラン5（平成１６年度～平成２４年度）（以下「経営改革プラン」と

いう）を打ち出してきた。その中で示された今後の経営改善のための主な施策は次の

とおりである。 

 （ア）主な改革項目 
①貸切バス事業からの撤退 

     貸切収入は，運送収入の２８％を占める収入源ではあるが，長引く経済不況及

び需給調整規制の緩和による貸切バス需要の減少，価格競争の激化等により，平

成９年度以降減収傾向にある。また，平成９年度以降，経常収支は毎年赤字であ

り，今後も好転の見込みがないので平成１６年度をもって事業から撤退する。 
②車両数の削減 

     貸切車両の売却及び乗合車両の効率的運用により現有車両を３５台削減し，車

両整備費などの維持管理経費の大幅な削減を図る。 
③職員数の削減 

     貸切事業の撤退，乗合勤務数の削減及び業務の外注化等により，非乗務部門を

中心に職員数を削減し，正規及び嘱託合わせて６７人の職員を削減する。 
④給与の削減 
ⅰ平均１１％の給与カット（平成１６年４月１日適用） 
ⅱ給料表を行政職二表へ移行する。（平成１６年４月１日適用） 

  ⅲ５５歳以上の昇給を停止する。（平成１６年４月１日適用） 
  ⅳ希望退職者の募集を行い，正規職員の人件費の抑制を図る。 
⑤業務の民間委託 

     不採算路線から６路線程度を民間委託することで，輸送コストを削減し，生活

路線の維持及び新規需要の可能性を高める。（平成１７年４月１日から） 
⑥乗客サービスに対する職員の意識の徹底を図り，バスの利便性と乗客サービスの

向上に努め，バス利用の促進と増収対策に努める。 
       

以上の施策の実現を通して，平成２０年度までに，累積赤字を解消し経営健全化の

                                                   
5 参考資料５「収益的収支予測（交通事業経営改革プラン）」参照。 
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達成に努める。 
 
２．市営バス事業改革の方向 

 （１）早急に取り組むべき課題 

 （ア）公共交通サービスの見直し 

当行革会議は，今後市営バス事業が担うべき最も大きな役割は，乗合バス事業を通

して地域に必要な生活交通を確保することであり，特に，これからますます増加する

高齢者や障害者に対応する交通弱者にやさしいまちづくり，地球温暖化防止に対応す

る環境にやさしいまちづくりを実現するために，その果たす役割は重要であると考え

た。 

    しかし，このような基本的視点に立ちながらも，今後の問題としては，各委員の

間で以下のような意見が交わされた。 

      ①障害者や高齢者などの移動の確保は重要な問題であり，一層の経営努力に努め

ながら公営を維持することによりサービス水準の確保に努めるべきである。 

      ②市の厳しい財政状況や市営バス事業の厳しい経営見通しの中で，民営化による

徹底した効率化を進め，赤字体質からの脱却を図るべきである。 

等の意見である。 

 

さらに一部には，合理化により，路線の廃止や職員の意欲阻害及びサービス低下

が懸念されるとの意見，あるいは，バス事業は公営で行わなければならない事業と

は言えないとの意見もあった。ただ，このように幅広い意見がある中でも，今後一

層厳しい経営状況が見込まれる中にあっては，市営バス事業においても，単に赤字

だから漫然と財政支援をするというのではなく，地域にとって真に必要な輸送サー

ビスの水準と財政負担のバランスの確保が求められるというのが，各委員の共通し

た意見であった。 

 

これらを踏まえて，今後は公営存続か民営化か，あるいは運行委託等，地域の実

情に応じた選択を行うことが求められるが，生活路線は乗車密度が少ないために廃

止されるという不安を抱える市民が少なくないのが実情である。そのため，生活路

線維持の方策については，県を中心とする地域協議会が設置されており，佐賀市と

しても市民の足を守るという責任の重要性を認識し，公共交通サービスを維持する

方策に取り組むべきである。 

 

 （イ）コスト削減の推進 

  早急に取り組むべき第二の課題として，人件費を中心とした「コスト構造の抜本

的な改革」がある。市営バス事業では，これまで各種手当ての廃止や運転士の嘱託

化などにより一定程度の人件費抑制に取り組んできた。しかし，収益に対する人件

費比率が非常に高くなっており，補助金等がないと人件費が賄えない状況である。 
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このため，人事給与制度や勤務体系の抜本的な見直しを行うことにより，人件費

の大幅な抑制を目指すべきである。また，調達コストの削減や，業務改革による事

務経費の削減，設備投資の見直しなど，人件費だけでなく運営費全体のコスト削減

に積極的に取り組むべきである。 

 

これらの諸施策を実施することにより，補助金等に依存しない経営を実践でき，

財務体質の強化を実現することが可能となる。 
 

 （ウ）バス利用の促進と増収策の推進 

昨今の社会情勢では，料金の引き上げは市民の理解を得ることは不可能であり，

逆に公共交通の利用を促進することを主眼とした料金制度について検討する必要が

ある。現行の乗車券制度だけでなく，さらなるサービス向上に努めるべきである。 

さらに，増収策としては，市民のニーズを的確に把握することにより魅力的なサ

ービスを開発することが必要であるとともに，既存のサービスに関しても広く市民

に周知され利用促進が図られるよう積極的な広報活動を展開すべきである。 

 

また，土地・建物などの資産については，引き続き有効活用を図るとともに，広

告媒体の新規開発など輸送事業に付帯するサービスの向上に向けた施策を徹底的に

講じる必要がある。 
 

 （２）市営バス事業の今後についての選択肢 

市営バス事業の改革の方向性については次のような三つの選択肢があり，それぞ

れについて各委員から下記のような意見が述べられた。 

 

（ア）民営並みの経営効率化に取り組み，公営企業として存続する。ただし，収支改

善できなければ民営化する。 
①より経営の自由度の高い民間へ移行することが望ましい。 
②民間ではサービス低下が懸念されるが，厳しい時代であり，企業努力をしても

改善しなければ民営化は仕方がない。 
③人員，人件費削減の実現性，採算性を明確にした上で，３年くらい見てから最

終的に判断してもいい。 
④存続する条件がクリアできれば，しばらく公営維持でも構わない。 
ただし，クリアできない場合，職員の処遇を含めて民営化スケジュールをきち

んと決めておくべきである。 
⑤きびしい監視のもとで存続する条件がクリアできない場合は，半年後にも民営

化する。 
 
（イ）民間バス会社へ全面譲渡（民営化）する。 
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①民間と行政の役割分担を考え，民間でできるものは民間にまかせればよい。 
②サービスの質，受け皿，職員の処遇，この３つの基準の見通しで最終判断すべ

きである。 
③生活路線の確保は必要だが，サービスを低下させないという前提で，より少な

い経費で路線を維持するべきだ。 
④税金で赤字の補填をすることに対し，市民から理解を得られない。 
⑤課題の先送りは市民にツケを残すことになる。より効率的に運営できる民間に

移管することに躊躇する理由はない。 
⑥民間は，常に利用者の立場に立って，いかにコストを安く，安全に，サービス

を充実するかに努めており，民営化すれば，効率化と利用者満足度が向上する。 

⑦新会社を設立し株式を売却するという方式が考えられる。 
 
（ウ）現行路線を公営で維持する。 
①輸送サービスの安定化，市民の足の確保，まちづくり，福祉政策との連動等か

ら公営で維持すべきである。 
②民営化は早すぎる。公営を続け，改めて検討すればいい。 

 
  さらに一部には，市営バス事業の改革が，市，市交通局及び市民の中で危機感を持

って共有されていない。そこで，真剣に議論するために，あえて全路線を廃止しては

どうかという意見もあった。 
  ただ，このような幅広い意見がある中でも，今後一層厳しい経営状況が見込まれる

中にあっては，将来のあり方としては，民営化の方向であるということが，大方の委

員の共通した考えであった。 
 

 （３）市営バス事業の将来方向について 

公営バス事業が取りうる選択肢のうち，市営バス事業がどの方向に進むべきかにつ

いての意見を総合すると，「生活路線」としての公共交通を確保していくことには全員

異議のないところである。よって，当行革会議は「経営改革プラン」を達成するとと

もに，さらなる努力を期待し，以下の提言を行う。 
 「民営並みの経営効率化に取り組み，公営企業として存続する。ただし，繰出し基

準以外の補助金はカットし，３０％の給与削減を行うこととし，累積赤字が解消する

見通しが３年以内に立たなければただちに民営化を図るべきである」と思料する。 
 
（ア）結論に至った理由 
①財務諸表分析結果では，期首においてすでに資金繰りができないという状況で

あり，これは民間企業に当てはめれば，すでに倒産状態に当たると指摘される

ほど，公営での経営は危機を迎えていること。 
②市営バス事業の赤字の大きな要因は，収益に対する人件費比率の高さにあり，
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このような高コスト構造の抜本的な解決策を講じるべきであること。 
 
（イ）提言を実現する際に注意すべきこと 
①企業として成り立つ収益事業路線と行政が対応しなければならない生活路線に

区分し，後者における生活路線の確保は行政が責任をもって対応すること。 
ⅰ交通弱者の実態を把握するため，赤字の大きい路線から徹底したニーズ調査

を行うこと。 
ⅱ市民の税金の有効活用を目指すため，行政が行う生活路線対策に必要な経費

は，現在の補助金等総額の半額以下の水準に保つこと。 
②路線の民間委託等に伴い，市交通局職員が職場を失うことになる場合には，職

員の処遇に充分配慮して進めること。 
③路線の見直しに関しては，当行革会議の各委員から種々の意見が表明された。

たとえば， 
      ⅰ黒字路線を拡大するため全路線を見直すとともに，赤字路線は廃止する。ま 

た，ニーズに見合った運行ダイヤを編成すべきである。 
      ⅱ受益市町と協議し応分の負担を求めていくとともに，見直しの必要な路線に

ついては代替サービス（コミュニティーバス，乗合タクシーなど）等を含め

関係市町との協議，連携を図るべきである。 
等である。 

④「経営努力」については，事業管理者をはじめ職員が一丸となって，さらなる

内部努力を傾けるべきであるというのが各委員一致した意見であり，たとえば， 
      ⅰ企業経営に対する職員の意識改革を徹底し，経営能力の高い民間企業経験者

の登用など職員の採用・配置等の人事面において，経営意識，専門性を高め

る必要がある。 
      ⅱ組織及び人員配置の見直しを検討すべきである。 
      ⅲ積極的なマーケティングによる需要の掘り起こしや，企業用資産の有効活用

を図るとともに，反面，「供給過多」の恐れのある場合には，時刻表や路線の

再編などについて他者との調整も考慮すべきである。 
      ⅳ現行運賃体系の見直しや運賃徴収方法のあり方等についても更に検討の余地

があるのではないか。 
等の意見である。 

 
    なお，当行革会議で将来の方向性を議論する中で，その他，傾聴に値する意見，今
後さらに議論を深める必要がある点など，いくつかの課題も残された。これらの点を

次に列挙しておきたい。 
 
（ア）利用者に市営バス事業の経営実態を知ってもらい，バスの積極的利用を働きか

けるべきとの意見があった。その実現には単なる需要喚起策としてのマーケティ
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ングにとどまらず，地道だが一つの大きな「運動」にまで高めるくらいの熱意が

求められるが，市，市交通局，利用者全てに対しこの努力を期待したい。 
（イ）路線の見直しや再編の必要性については，言及したが，特に地域の足としての

生活路線の維持をいかに低廉なコストで達成させるかの工夫，また，路線の実績

を踏まえた今後の在り方の検討が不可欠である。 
（ウ）最後に，今後の市営バス事業の運営にあたって，関係市町や利用者の代表等の

外部からの意見を反映させるための何らかの仕組みが必要との意見もあった。 

 
３．事業改革を進める上での留意事項 
 （１）情報公開と市民参加による改革の推進 
市営バス事業の改革を推進するにあたっては，職員一人一人の継続的な努力が必要

であるとともに，時期に応じてその成果を検証して次の行動に反映することが求めら

れる。当行革会議もその役割を担っているところであり，今後も継続的にその責任を

果たしていきたいが，この改革に関しては市民意識も高まっているところである。 
 
そのため，改革の推進にあたっては，市民不在の議論となることのないよう経営状

況の適時適切な開示と，広く市民の意見を聴取する窓口の設置など，事業者と利用者

の双方向による情報交換が必要となっている。 
今後，公共交通利用促進に対する市民意識の啓発や，市営バス事業の改革に関する

理解を得るためにも，こうした取り組みを積極的に推進する必要がある。 
 
 （２）数値目標の設定とその検証 

市営バス事業は，第１章第１項（４）で述べたように「経営改革プラン」が策定さ

れており，その推進にあたっては社会経済情勢の変化に対応するため，単年度ごとの

進捗状況を的確に把握することが肝要である。また，「経営改革プラン」が目指すべき

目標の設定だけではなく，それを達成するためのステップについて，具体的な数値設

定や行動計画などを年次別に定めるべきである。 
 

とくに，今後，バス事業においては，公営・民営を問わず非常に厳しい状況が予想

されることから，「経営改革プラン」による損益の改善効果を十分に検証するとともに，

毎年の予算編成や四半期毎の決算報告等を通して，計画の実施結果の検討と計画の見

直しを専門家の評価をもとに厳しくチェックし，累積赤字が減少しているかどうかを

監視する体制を構築すべきである。  
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Ⅱ．アウトソーシング（外部委託化）推進のあり方 
 

１．外部委託の現状と課題 

佐賀市では，これまで，公共施設の管理，駐車場整理，警備業務や学校給食調理な

どの業務を中心に委託を推進してきた。しかしながら，委託を取り巻く状況が変化し，

規制緩和などにより民間サービス活動領域が拡大し，ＮＰＯ等の市民活動が活発化す

るなど，公共サービスの担い手が急速に多様化し，さらに，地方自治法の一部改正に

より公の施設の管理を民間企業にも行わせることが可能となったことや，労働者派遣

事業の規制緩和など各方面で改革が進展している。 

 

  今後は，経営の観点から，また，限られた行政資源を重要施策に集中配分するため

にも，市全体の業務全般を対象に大胆な委託の推進を図り，外部活力を活用していく

ことが必要となる。 

また，規制緩和等により活動領域を拡大する民間サービスや，ＮＰＯ等の市民活動

といった新たな公共サービスの担い手を適切に活用していくことが肝要である。 

 

２．外部委託推進の基本的考え方 

（１）行政が担うべき役割の明確化 

業務の細分化や専門化が進んでいる今日，市民ニーズの拡大や多様化に対応した行

政サービスを提供するには，市自らが業務を行うよりは，むしろ業務内容によっては，

専門的な技術や知識を持つ民間の活力を導入したり，ボランティア，ＮＰＯなどの市

民活動に任せたりする方が，より有効かつ効率的な場合がある。 

また，こうした業務の外部委託化（アウトソーシング）は，行財政運営の減量化や

簡素化にもつながるものである。 

 

外部委託に当たっては，まず，行政が担うべき役割は何かを捉えた上で，民間が実

施主体として役割を担うべきもの，担うことが十分可能なものについては，行政は実

施主体から撤退することを考えるべきである。 

 

（２）検討対象業務 

「市の職員が直接執行すべき事務」以外のすべての業務を検討対象とする。 

「市の職員が直接執行すべき事務」とは，おおむね「公権力の行使に関すること」

と「政策形成に関すること」の二つであると考えられる。 

一部には，市の職員が直接執行すべき事務は，強制力を伴って市民の自由意思を阻

害する権力として「公権力の行使」があるのは分かるが，「政策形成に関すること」と

いうのは，市民の意思決定過程への参加権をもう少し保障すべきではないか。必要最

小限「公権力の行使」に限定するという表現がいいのではないか，という意見があっ

た。 
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そこで，「行政と民間」の担うべき役割を具体的に分類・整理した。 

（ア）行政が担うべき役割（民間が行わない，または行い得ない活動等） 

  ①政策形成（意思決定過程への市民参加の保障を含む。），公権力行使（許認可・

処分など）に関すること。 

  ②秘密性や公平性，安定性の確保，公的関与が不可欠なもの 

  ③民間の育成・誘導，活性化などに関すること。 

（イ）民間の役割（市場原理，あるいは市民や民間の自主性に委ねるべきもの） 

①受益者負担による採算性や収益性があるもの 

  ②市場の競争性に委ねることでサービスの質の向上が図れるもの 

  ③市が役割を廃止縮小することで，市民の自主活動の活性化等が期待できるもの 

 

市の業務は，大きくはすべてこれらに含まれるが，具体の検討に当っては業務内容

を細分化し，行政の役割に係るあらゆる分野で行政責任の確保を前提としつつ,職員自

らが担うよりも外部活力の活用が有効な業務は, 以下の観点からこれまで以上に大胆

に外部委託を検討・推進するべきであると考える。 

 

（ア）業務類型 

  ①定型的業務 

   ごみ収集運搬，警備業務，機械保守点検業務，学校給食調理，データ入力，ア

ンケート等調査，施設の管理運営等，各種統計・調査業務など 

  ②専門性の高い業務 

   情報システム開発･運用，事業計画策定に係る調査研究，設計監理業務，検査業

務など 

  ③その他，臨時的・一時的な業務や変則的な業務 

   除草・樹木剪定，害虫駆除，各種講座・教室，イベント企画・運営，研修会事

業の実施など 

※秘密性の確保が厳重に求められる業務や受託先が当面見込めない業務について

は,秘密保持などの委託手法の検討や民間市場の発展･成熟を待っての委託を検討

する必要がある。 

 

（イ）重点業務 

①一部委託にとどまっている業務 

業務の性質からは委託の方向であるが，委託開始当初の社会環境などから業

務の一部のみの外部委託にとどまっている業務，施設の管理運営など委託の実

施・未実施が混在するもの 

②新たな業務 

  ⅰ諸証明受付交付等の業務，文書管理等の庶務的業務やその他の内部管理業務 

  ⅱＩＴなど技術革新が著しく，かつ市場での競争性が見込まれるもの 
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  ⅲＮＰＯ等をはじめ担い手の多様化が進んでいる福祉サービス分野等に係る業

務 

③現業業務 

その業務の性質から，将来に向けて外部委託を基本に当面可能な限り委託の

推進に努めるべきである。 

 

３．外部委託推進の留意点 

（１）委託の方法・相手方の選択 

業務委託や人材派遣，性能発注6や複数年契約,類似業務の一括委託や関連業務の包

括委託について検討・実施すべきである。なお，ＰＦＩ等の新たな事業手法について

も事業の性質に応じて活用すべきである。 

また，企業，財団･社団法人等の公益法人等をはじめ，ＮＰＯやボランティア，地域

まちづくり組織等の市民活動団体の中から事業実施において最も効果的な相手方を選

択すべきである。 

 

特に，公の施設の管理運営のあり方については，「公の施設の指定管理者制度」が地

方自治法改正により導入され，「佐賀市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例」が施行された。今後，市のすべての施設について管理運営のあり方を検討す

ることが必要である。 

 

（２）委託業務の適切な管理 

  サービス実施の責任は第一義的に市が負うものであるため，リスク分担や受託先の

ノウハウの内部還元･留保，効果の検証･評価などにも充分留意し,委託業務及び委託先

業者を主体的に管理するよう努めるべきである。 

 

（３）組織・定員管理面との整合性の確保 

  実施に当たっては，組織･定員管理の適正化，採用に係る方針や計画，臨時･非常勤

職員，再任用や社会人採用など多様な任用形態の活用方針との整合性を確保すること

が必要である。 

なお，平成１７年度予定の合併に向けた市町村間の事務事業の調整状況や，合併後

の執行体制のあり方などを踏まえ，柔軟に対応することが求められる。 

 

４．推進計画策定と進行管理 

「アウトソーシング推進計画」を策定し，行政経営全体としての効率的・総合的な

進行管理を図るべきである。なお，具体的なアウトソーシング対象業務を示しながら，

                                                   
6  発注者が詳細な仕様を定めず，必要な性能項目について一定の品質を満足することを条
件として発注すること。 
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費用対効果などを市民から見て分かるような形で検討すべきである。 

そこで，「アウトソーシング推進計画」については，第３次行政改革推進会議におい

て審査することを提案する。 

 

 

Ⅲ．第２次行政改革推進会議で積み残した課題，今後の進め方 
 
１．積み残した課題 

当行革会議において，積み残された審議事項は，基本的には，「市民サービスの見直

し」，「事務，事業，補助金の見直し」及び「行政と市民との役割分担の見直し」が，

具体的には，特に，「水道事業の改革」，「補助金の見直し」，「アウトソーシング推進計

画の審査」，「新行政改革大綱及び実施計画の審査」である。 

 これらについては，第３次行政改革推進会議で引き続き審議していくことになる。 

 

  また，「第１次佐賀市行政改革推進会議の提言」に対する進捗状況の管理も審議事項

であった。これに関しては，佐賀市として提言を最大限尊重し，概ね成果を上げてい

るところであるが，特に，改革が遅れているものとして，「可燃ごみ収集の民間委託」，

「幼稚園民営化の検討」，「公民館運営の見直し」が上げられる。 

これらについては，具体的なビジョンを平成１６年中に策定し，平成１７年度から

ビジョンを実施すべきである。 

 

２．今後の進め方について 

 これまで，行政改革というと，行政のスリム化など「削減」・「縮減」が強調されが

ちであるが，本来は，市民との関係を含めた行政の役割・あり方や組織・職員体制，

行政サービスの提供方法など行政全体を抜本的に見直すものである。 
これからは，「市民満足度の向上」という行政の究極の使命を踏まえ，市民との関係

を見直す「市民協働」と，行政サービスの質の向上を目指す「成果重視」という，２

つの戦略により市政全般の改革に取り組むべきであると考える。 

 

さらに，地方分権時代に入り，自己決定と自己責任の原則を踏まえ，既存の制度や

法令を効率的・効果的に運用する「運営」という考え方を活かしつつ，自らの判断と

責任で法令等を積極的に活用し，自立的に行動する「経営」という考え方に立ち，こ

れまで以上に簡素で効率的な行政経営はもとより，中長期的な財政見通しと民間経営

の視点に立った抜本的な改革を断行していくことが求められる。 

 

―以上― 
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参考資料 



１  輸送人員実績

◎佐賀市営バス事業の輸送人員

区　　　　分 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

乗合輸送人員 4,141,540 3,871,330 3,511,393 3,459,500 3,349,341 3,263,302

貸切輸送人員 223,710 225,860 197,509 173,029 117,245 122,684

合　計 4,365,250 4,097,190 3,708,902 3,632,529 3,466,586 3,385,986

２  路線の収支状況

営業係数区分ごとの路線収支（平成１４年度）
営業係数
区分

路線数
(本) 構成比 営業収益

（千円）
営業費用
（千円）

差引損益
（千円）

黒字路線 ～100 5 19.2% 163,681 143,130 20,551

赤字路線

100～200 15 57.7% 415,258 537,915 -122,657

200～ 6 23.1% 58,702 141,662 -82,960

計 26 100% 637,641 822,707 -185,066

（注）営業係数とは, １００円の収入を得るのに要する費用をいう。

（単位：人）

＜第４回行革会議　参考資料１－２　Ｐ１より抜粋＞

輸送人員

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

（人）

100,000

150,000

200,000

250,000

乗合輸送人員 貸切輸送人員
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３  実車走行キロ当たりの経費原価比較

実車走行１キロ当り運送費

341.1

316.9

341.1

218.9228.2235.7

184.2194.4198.9

0
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350

400

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ （年度）

（単位：円）

市交通局

競合Ａ社

競合Ｂ社

実車走行１キロ当り人件費

296.3

267.7

298.0

146.4153.6164.7
137.7148.2148.9

0
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100
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300

350
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市交通局

競合Ａ社

競合Ｂ社
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４  佐賀市交通局中期財政計画

１収益的収支 （単位：千円）
　　　年　　度

　区　　分

1 営業収益　 (A) 932,439 918,465 906,510 922,043 910,756 899,808 889,189

　(1) 運賃収入 675,752 646,362 634,367 673,141 661,854 650,906 640,287

　(2) パス券収入 218,127218,127218,127218,127 233,139233,139233,139233,139 233,139233,139233,139233,139 209,898209,898209,898209,898 209,898209,898209,898209,898 209,898209,898209,898209,898 209,898209,898209,898209,898

　(3) その他 38,560 38,964 39,004 39,004 39,004 39,004 39,004

2 営業外収益 (B) 267,008 229,373 213,698 212,229 210,143 210,415 208,704

　(1) 補助金 249,876 222,187 204,648 203,179 201,093 201,365 199,654

他会計補助金 186,476186,476186,476186,476 142,171142,171142,171142,171 124,273124,273124,273124,273 122,804122,804122,804122,804 120,718120,718120,718120,718 120,990120,990120,990120,990 119,279119,279119,279119,279

国県町補助金 63,400 80,016 80,375 80,375 80,375 80,375 80,375

　(2) その他　 17,132 7,186 9,050 9,050 9,050 9,050 9,050

　　　収入計 (C) 1,199,447 1,147,838 1,120,208 1,134,272 1,120,899 1,110,223 1,097,893

1 営業費用 1,065,125 1,047,515 1,040,912 1,032,910 1,023,278 1,014,626 1,013,141

　(1) 職員給与費 770,447770,447770,447770,447 763,400763,400763,400763,400 755,175755,175755,175755,175 750,704750,704750,704750,704 743,504743,504743,504743,504 736,074736,074736,074736,074 735,864735,864735,864735,864

基本給 318,247 309,444 302,815 295,031 283,068 272,660 267,067

手当賃金等 452,200 453,956 452,360 455,673 460,436 463,414 468,797

　(2) 経費 254,402 246,505 248,501 247,688 246,883 246,086 245,297

燃料油脂費 63,461 62,351 67,842 67,842 67,842 67,842 67,842

修繕費 74,613 65,521 67,428 67,428 67,428 67,428 67,428

その他経費 116,328 118,633 113,231 112,418 111,613 110,816 110,027

　(3) 減価償却費 40,276 37,610 37,236 34,518 32,891 32,466 31,980

2 営業外費用 116,756 74,996 67,050 62,101 55,845 56,494 51,665

　(1) 支払利息 4,804 2,188 4,593 4,049 4,052 3,885 4,188

　(2) その他　 111,952 72,808 62,457 58,052 51,793 52,609 47,477

　　　支出計 (D) 1,181,881 1,122,511 1,107,962 1,095,011 1,079,123 1,071,120 1,064,806

経常損益    (C)-(D) (E) 17,566 25,327 12,246 39,261 41,776 39,103 33,087

特 別 利 益 (F)

特 別 損 失 (G)

特 別 損 益    (F)-(G) (H)

当年度純利益　　(E)+(H)当年度純利益　　(E)+(H)当年度純利益　　(E)+(H)当年度純利益　　(E)+(H) 17,56617,56617,56617,566 25,32725,32725,32725,327 12,24612,24612,24612,246 39,26139,26139,26139,261 41,77641,77641,77641,776 39,10339,10339,10339,103 33,08733,08733,08733,087

累積欠損金累積欠損金累積欠損金累積欠損金 (I)(I)(I)(I) -329,773-329,773-329,773-329,773 -304,446-304,446-304,446-304,446 -292,200-292,200-292,200-292,200 -252,940-252,940-252,940-252,940 -211,164-211,164-211,164-211,164 -172,060-172,060-172,060-172,060 -138,973-138,973-138,973-138,973

＜第６回行革会議　「佐賀市交通局中期経営健全化計画」　Ｐ８＞

収
　
　
　
　
益
　
　
　
　
的
　
　
　
　
収
　
　
　
　
支

収
　
　
　
入

支
　
　
　
出

１９年度１４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度１３年度
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５  収益的収支予測（交通事業経営改革プラン）

（単位：千円）
　　　年　　度

　区　　分

1 営業収益　 (A) 932,439 918,465 906,510 848,635 573,923 551,533 518,937

　(1) 運賃収入 675,752 646,362 634,367 674,641 410,329 383,139 350,543

　(2) パス券収入 218,127218,127218,127218,127 233,139233,139233,139233,139 233,139233,139233,139233,139 131,390131,390131,390131,390 131,390131,390131,390131,390 131,390131,390131,390131,390 131,390131,390131,390131,390

　(3) その他 38,560 38,964 39,004 42,604 32,204 37,004 37,004

2 営業外収益 (B) 267,008 229,373 213,698 119,823 119,823 119,823 119,823

　(1) 補助金 249,876 222,187 204,648 110,773 110,773 110,773 110,773

他会計補助金 186,476186,476186,476186,476 142,171142,171142,171142,171 124,273124,273124,273124,273 30,39830,39830,39830,398 30,39830,39830,39830,398 30,39830,39830,39830,398 30,39830,39830,39830,398

国県町補助金 63,400 80,016 80,375 80,375 80,375 80,375 80,375

　(2) その他　 17,132 7,186 9,050 9,050 9,050 9,050 9,050

　　　収入計 (C) 1,199,447 1,147,838 1,120,208 968,458 693,746 671,356 638,760

1 営業費用 1,065,125 1,047,515 1,040,912 929,414 566,741 552,602 540,745

　(1) 職員給与費 770,447770,447770,447770,447 763,400763,400763,400763,400 755,175755,175755,175755,175 662,786662,786662,786662,786 390,166390,166390,166390,166 384,358384,358384,358384,358 379,640379,640379,640379,640

基本給 318,247 309,444 302,815 245,027 223,461 220,339 218,660

手当賃金等 452,200 453,956 452,360 417,759 166,705 164,019 160,980

　(2) 経費 254,402 246,505 248,501 247,688 159,529 155,818 151,040

燃料油脂費 63,461 62,351 67,842 67,842 48,998 48,998 48,998

修繕費 74,613 65,521 67,428 67,428 38,840 38,840 38,840

その他経費 116,328 118,633 113,231 112,418 71,691 67,980 63,202

　(3) 減価償却費 40,276 37,610 37,236 18,940 17,046 12,426 10,065

2 営業外費用 116,756 74,996 67,050 60,148 54,515 42,439 24,778

　(1) 支払利息 4,804 2,188 4,593 2,096 2,722 2,123 678

　(2) その他　 111,952 72,808 62,457 58,052 51,793 40,316 24,100

　　　支出計 (D) 1,181,881 1,122,511 1,107,962 989,562 621,256 595,041 565,523

経常損益    (C)-(D) (E) 17,566 25,327 12,246 -21,104 72,490 76,315 73,237

42,000

当年度純利益当年度純利益当年度純利益当年度純利益 17,56617,56617,56617,566 25,32725,32725,32725,327 12,24612,24612,24612,246 20,89620,89620,89620,896 72,49072,49072,49072,490 76,31576,31576,31576,315 73,23773,23773,23773,237

累積欠損金累積欠損金累積欠損金累積欠損金 -329,773-329,773-329,773-329,773 -304,446-304,446-304,446-304,446 -292,200-292,200-292,200-292,200 -271,305-271,305-271,305-271,305 -198,815-198,815-198,815-198,815 808808808808 302,504302,504302,504302,504

◎収支予測の前提条件

収
　
　
　
入

支
　
　
　
出

特別利益（固定資産売却益）

収
　
　
　
　
益
　
　
　
　
的
　
　
　
　
収
　
　
　
　
支

１４年度 １５年度 １６年度 １７年度１３年度 ２４年度２０年度

＜第１１回行革会議「交通事業経営改革プラン」Ｐ７より抜粋＞

実績 予測

１　貸切バス事業からの撤退（平成１６年度）
２　車両数の削減（平成１６年度：３５台削減）
３　職員数の削減（平成１６年度：正規及び嘱託合わせて６７人削減）
４　給与の削減
　・平均１１％給与カット（平成１６年４月１日適用）
　・給料表を行政職二表へ移行する。（平成１６年４月１日適用）
　・５５歳以上の昇給を停止する。（平成１６年４月１日適用）
　・希望退職者の募集を行い，正規職員の人件費の抑制を図る。（平成１６年度）
５　業務の民間委託（平成１７年４月１日から：不採算路線から６路線程度を民間委託）
６　増収策（平成１６年度：市職員への回数券販売,ラッピングバスの増車,交通局敷地の有料駐車場化等）
※乗車人員は，現行路線に基づく乗車人員をベースとして，対前年同期減少率▲３％で見込む。
※敬老パス券は，福祉施策として交付基準を見直す。（平成１６年度）
※繰出金は，総務省の繰出金基準を基本とする。（平成１６年度）
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１．公共サービスの民間開放の背景 
「民間でできることは，できるだけ民間に委ねる」 

⇒公共サービスの民間開放の推進 
＊経済産業省「日本版 PPP研究会中間取りまとめ」（平成 14年 5月）より抜粋 
パブリック・プライベート・パートナーシップ（PPP）1 

［サービス提供責任主体の関係］ 

民間 
○完全な自由競争市場 

規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和    
○公共の間接的関与（補助金，規制等） 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
責
任
主
体

公共 

○民間への包括的な委託 
 
○民間への個別業務の委託 
 
○直轄での実施 

２．公共サービスの民間開放の目的・効果・対象 

 
◎民間開放の検討対象となり得る公共サービスの例 
新規施設整備を伴う事業  病院，学校，保育所，社会福祉施設 等 
既存施設の運営・更新中心となる事業 上下水道事業，河川・道路管理 等 
施設整備を伴わずに公共サービスを提

供する事業 
各種申請・登録の受付，交付などの窓口事

務，公園等の管理運営事務 等 
行政事務の支援 コンピュータ等の保守・運用業務，消耗品

調達業務，庁舎管理業務，職員研修 等 
 
                                                   
1 公的部門による社会資本の整備・運営を民間の協力により効率化しようという政策手法。 
2ベスト・バリュー・フォア・マネーの略。金額に見合う最高の価値。 

「公共サービスの提供主体が市場の中で競争にさらされる仕組み（日本版ＰＰＰ）に

転換し」，最も効率の良い質の高い公共サービスを提供することを目指す。 
（Best・ＶＦＭ2の実現） 

Ⅰ）サービス産業の振興・雇用創出 
Ⅱ）行政コストの削減による財政再建 
Ⅲ）サービス水準の向上 等 

効果

①主体の変更①主体の変更①主体の変更①主体の変更    

＜第８回行革会議 「アウトソーシング（外部委託化）の基本的な考え方」 Ｐ３～４＞

６ 公共サービスの民間開放のあり方 

②効率化②効率化②効率化②効率化    
（民間開放の拡大）（民間開放の拡大）（民間開放の拡大）（民間開放の拡大）    
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３．公共サービスの民間開放推進の考え方 

 
４．公共サービスの民間開放を推進する上での課題と対策 

 
５．今後の展開 
行財政改革を推進し，納税の対価としての公共サービスの提供を受ける国民の満足

度の最大化を図っていくことが重要である。 
 

公共サービスの民間開放を推進するにあたっては，以下の５つの方向性が重要であ

る。 
① 競争環境の構築と透明性の確保 
② 顧客主義の確立 

��顧客満足度向上のため，公共サービスを評価することが重要になる。 
③ 最適な手法を選択できる環境整備 

��ＰＤＣＡサイクルを機能させるメカニズムの導入が必要である。 
④ 新たな官民の役割定義 

��民間の経営手法や管理概念を導入することが不可欠である。 
⑤ 「新しい公益」の多元的な提供の考え方 

��官民の役割分担が見直され，企業と並んでＮＰＯや個人が公共サービスの

多元的な提供主体として，重要な役割を担う。 

公共サービスの民間開放を推進する上での課題と対応策を整理すると，以下のとお

りになる。 
① 公物管理等の制度的課題 

��地方自治法による民間への管理委託制限の見直し 
② 予算会計制度に関する課題 

��監査機能の強化，契約期間の弾力化，補助金等の優遇，調達手法の改善 
③ サービス供給の担い手となる民間企業に関する課題 

��税制，補助制度等の環境整備 
④ 雇用等のその他の実施面での課題 

��公務員の処遇見直し，インセンティブ手法の導入 
��サービス・技術の評価能力向上 
��規制改革特区の設置，アウトソーシング計画の策定 
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第２次佐賀市行政改革推進会議  審議経過 

 

回数 開催日 議事概要 

第1回 平成14年 

10月21日 

(1) 委嘱状交付 

(2) 市長あいさつ 

(3) 趣旨説明 

(4) 正副会長選出 

(5) 会議の公開について 

(6) 第１次行革会議提言の対応進捗状況について 

(7) 今後の会議の進め方 

第１次行革会議提言への市の対応状況，今後の会議の進め方等につ

いて意見交換を行う。 

第2回 11月20日 (1) 財政の中期的な見通し 

(2) 審議事項について 

(3) 諸報告 

審議事項と今後の議論の進め方について意見交換を行う。佐賀市財

政の中期的な見通し（H15～H19年度），出先機関の窓口開設時間の実

態及び市民満足度調査についての説明を受ける。 

第3回 平成15年

1月15日 

(1) 審議事項の確認 

(2) 行政評価による事務事業の見直しについて 

(3) 交通事業について 

①  交通事業の現状について 

②  各都市における交通事業の経営改善について 

審議事項と議論の進め方についての確認，及び佐賀市が取り組んで

いる行政評価システムについて意見交換を行う。交通事業についての

議論を開始する。 

第4回 3月18日 (1) 交通事業について 

(2) 水道事業について 

(3) 総合窓口の土日開設，業務時間延長について 

佐賀市営バス事業の長期財政計画，民営バス事業者との経営比較に

ついて説明を受ける。水道事業の経営分析のほか，市役所総合窓口の

土日開設及び平日の業務時間延長について説明を受ける。 

第5回 5月20日 (1) 交通事業について 

(2) 水道事業について 

交通事業の経営分析結果，水道事業の概要と経営の効率化の計画に

ついて説明を受ける。 
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第6回 7月23日 (1) 交通事業について 

交通事業の経営分析結果（貸切部門）と交通局中期経営健全化計画

（案）について説明を受ける。水道事業の議論は中断する。 

第7回 8月27日 (1) 交通事業について 

交通局中期経営健全化計画（案）の改善効果額について説明を受け

る。坂田委員から交通事業経営分析資料が提示される。 

第8回 10月22日 (1) アウトソーシング指針の策定について 

(2) 交通事業について 

アウトソーシング指針について，基本的な考え方の説明があり，そ

の方向でまとめることを決定する。 
給与カット等を内容とした佐賀市交通事業中期健全化計画の追加

分が提示され，また，亀﨑委員からは経営改善資料が提示される。 

第9回 11月20日 (1) 交通事業について 

再度の経営改革案が提示される。事務局からはＡ案（収支改善でき

なければ民営化：民営化の結論の先送り）とＢ案（５年後を目途に民

営化）が示され，各委員の考える方向性が示される。 

第10回 12月25日 (1) 交通事業について 

再度の経営改革プランが示されるが，敬老パス制度見直しの影響で

黒字化が図れないため，給与カットの労使交渉をしているとの説明を

受ける。久保山委員・諸泉委員からは公営堅持の意見書，島田委員か

らはＡ案を採用する案も提示される。会長からは条件付きのＡ案とし

て，交通局の労使交渉結果を見て，人件費削減が可能ならＡ案，見込

みがないならＢ案という方向性が示され，行革会議としてその方向で

まとめることを決定する。 

第11回 平成16年

2月17日 

(1) 提言のまとめについて 

(2) 第１次行政改革推進会議提言への対応状況について 

市営バスの条件付公営存続及びアウトソーシング推進のあり方に

ついて提言書をまとめる。提言書は後日会長から市長に提出すること

になる。第１次行革会議提言への対応が遅れているものについて，説

明を受ける。 
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第２次佐賀市行政改革推進会議委員名簿 

（５０音順） 

役  職 氏    名 所  属  等（就任時） 

会  長 吉 野 徳 親 佐賀新聞社 会長 

副会長 田 中 豊 治 佐賀大学 文化教育学部教授 

委  員 香 月 道 生 (株)北島 副社長 

委  員 亀 﨑 重 則 西日本鉄道(株) 元常務取締役 

委  員 北 村 和 秀 (株)サガテレビ 報道情報部長 

委  員 久保山 幸 敏 自治労佐賀県本部 副執行委員長 

委  員 坂 田 期 雄 西九州大学 大学院教授 

委  員 貞 森 比呂志 佐賀市文化会館 館長 

委  員 島 田 雅 夫 日本銀行 佐賀事務所長 

委  員 田 島 広 一 (社)佐賀青年会議所 直前理事長 

委  員 田 中 みゆき 元佐賀市街角リポーター 

委  員 西 村 俊 範 佐賀リコー(株) 代表取締役社長 

委  員 原 口   尚 佐賀市自治会協議会 会長 

委  員 船 津 秋 男 (社)建築設備技術者協会 九州支部長 

委  員 三 村 かほる 佐賀市女性の会 会長 

委  員 諸 泉 定 次 連合佐賀神埼地域協議会 事務局長 

※ 委員の任期は，平成１４年１０月２１日から平成１６年３月３１日まで 

 

 


