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１．計画策定の趣旨 

  本町では、これまで第一次から第二次の行財政改革大綱等に基づき、事務事業の

見直しや職員の採用抑制等の取り組みを着実に推進してきました。 

  一方で、地方分権の推進、社会経済情勢の変化、複雑・多様化する町民ニーズへ

の対応等により、本町が担う業務量は増大し、行政課題に迅速かつ柔軟に対応でき

る体制整備を図りながら、町民サービスの一層の向上に努めていく必要があります。 

  平成２７年３月には、第三次入善町行財政改革大綱の策定に加え、その大綱に基

づいた「第四次入善町職員定員管理計画」を策定し、その運用において職員数の適

正化に取り組み、不足する職員数については、一定の基準に基づいて年次計画的に

補充し、業務量に応じた適正な職員数の確保に努めてきました。 

 

  今後に向けては、更なる事務事業の見直し、その整理・合理化に努め、限られた

人的資源を最大限に活用し、一段と複雑多様化している町民ニーズや刻一刻と変化

する行政課題に柔軟に対応していくとともに、政府が掲げる「働き方改革」につい

ては本町においても真摯に取り組み、職員負担の平準化、事務事業の適期処理等の

事務改善を進めつつ、行政運営の硬直化の防止に努めることが肝要であります。 

 

  このような現状と課題を総合的に考慮し、第三次入善町行財政改革大綱の後期と

なる令和２年度から令和６年度までの５年間を推進期間として、「第五次入善町定

員管理計画」を策定するものです。 

 

 

２．これまでの取り組み 

 (1) 第四次入善町職員定員管理計画（平成 27年３月策定）の目標と検証 

   平成 27 年３月に策定した第四次入善町職員定員管理計画においては、その計

画を策定するにあたり、職員数と業務量の実態把握のための基礎調査として、第

三者機関により、客観的な視点に基づく行政診断を実施しました。 

   この診断における業務量調査では、一般事務職※では 30人分の労働力が不足す

る結果となりました。 

   しかしながら、不足数のすべてを職員数の増員で対応することは、自治体経営、

運営面の観点からも困難であることから、組織機構の再編、事務事業の見直し、

あるいは、職員のスキルアップ等にも十分に取り組んだ上で、不足する職員数に

ついては、年次・計画的な増員を図ることとしました。 

※一般事務職･･･ 一般事務職には、技師、保健師、管理栄養士、社会福祉士を含む 
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 【一般事務職における労働力不足への対応】 

 

 

 

 

 

 

 

   計画の進捗の状況としましては、まず、職員数の増員による対応においては平

成 26年度における一般事務職 141人に対し、令和元年度においては 11人増とな

る 152人となり、目標を達成しています。 

   次に、事務事業の見直し等については、主に庁舎内を対象とした業務実態調査

を実施し、計画目標に対する進捗状況の把握を行ったところ、第四次入善町職員

定員管理計画の策定時（平成 27 年３月）から、事務事業の見直しや業務縮減に

よる 6.9人分の削減効果となり、おおよそ目標の７割の達成となりました。今後

も引き続き、事務改善等に取り組み、効率・効果的な業務運営に努めていきます。 

   また、職員のスキルアップ等による対応においては、職員研修の枠組みを見直

し、研修の体系化に着手しました。 

   具体的には、職員に求める能力及び研修メニューを役職別に体系化することで、

職員が自らの役職に必要な能力を意識し、研修効果の向上を図るものです。 

今後においても、効果的な職員研修への取り組みを行い、職員の能力向上に努

めていきます。 

 

 

 (2) 「ストップ人口減少」実現にむけた施策の重点化 

   日本各地で大きな問題となっている「人口減少・少子高齢化問題」については、

本町においても克服するべく喫緊の最重要課題となっています。 

   本町における総人口の推移をみますと、平成２年の約 30,000人をピークに年々

減少しており、令和元年 10月１日時点においては 24,611人となっています。 

   年齢別人口割合の推移をみますと、年少人口割合（14 歳まで）が平成２年の

18.1％から令和元年 10月には 9.8％と減少している一方で、老年人口の割合（65

歳以上）は、平成２年の 16.4％から令和元年 10月には 35.2％と大幅に増加して

おり、急激に少子高齢化が進行しています。 

   次に出生数の推移をみますと、平成２年には 297 人でありましたが、平成 20

 労働力不足への 
 対応策 

 1/3  年次計画的な職員数の増員による対応 

 1/3  組織機構、事務事業の見直し、 
         アウトソーシング、システム導入等による対応 

 1/3  職員のスキルアップ等による対応 
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年以降 200 人を割り込み、平成 30 年には 119 人となっている一方で、死亡数は

出生数を上回り、自然減の状況が続いています。 

   さらに、転入・転出状況の推移をみますと、平成 20 年以降は転出超過となっ

ており、平成 30年には 94人の社会減となっています。 

 

   そのような状況の中、本町においては「ストップ人口減少」に向け、子育て支

援や少子化対策を中心に次のように施策を重点化し、町の未来への布石となる

様々な事業を積極的に展開しています。 

 

    【「ストップ人口減少」実現にむけた施策の重点化】 

   〇 子どもを産み育てやすい環境づくりによる出生数の増 
   〇 健康寿命の延伸による人口の自然減の抑制 
   〇 ＩターンやＵターンの促進と地域活性化による人口の社会増の促進 
 
 
 

また、重点施策における各事業を効果的・効率的に執行するため、業務遂行に
必要な体制を整備するとともに、必要な人員を確保し、事業の推進体制を整えた
ところです。 

 
   〇 結婚・子育て応援課を創設 （平成 27年度） 

「それ行け!結婚プロジェクト」を立ち上げ、結婚から出産､子育てまで､そ
れぞれのライフステージごとに既存の制度見直しや新たな取り組みを推進 

 
   〇 保育サービスの拡大 （平成 28年度） 
     休日保育をはじめとする特別保育の実施 
 
   〇 保健センターに子育て世代包括支援センターを設置 （平成 28年度） 

妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育てのワンストップ拠点を整備
し、子育てに係る相談・ケア体制の充実を図る 

 
   〇 定住促進係を創設 （平成 29年度） 
     Ｉターン・Ｕターンと人口の社会増を促進 
 
   〇 元気わくわく健康課を創設 （平成 30年度） 

子供を産みやすい環境づくりと町民の健康寿命の延伸を推進するため、
保健センターに「元気わくわく健康課」を創設するとともに課長を配置 

 
 

 (3) 職員数の推移 

平成 27年４月に策定した第四次入善町職員定員管理計画では、平成 26年度の

職員数 233 人を基準とし、令和元年度までの５年間で 11 人を増員（一般事務職

10人増）し、244人体制を目指してきました。 
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加えて、町の最重要課題である「ストップ人口減少」に係る重点事業を推進す

るための一般事務職、保育士、調理師の増員により、令和元年度４月現在におけ

る職員数を計画値から 12人増とする 256人としたところであります。 

 

その結果、平成 26年度と比較し、職種別では一般事務職１１人、保育士９人、

調理師３人の計 23人を増員しています。 

 

【表１】第四次入善町職員定員管理計画の目標      各年４月１日時点（単位：人） 

区分 
H26 H27 H28 H29 H30 R1  
基準 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 対H26比 

職員数 233 238 243 245 245 244 ＋11 
一般事務職 
保育士 
調理師 

助手・労務職 

141 
 67 
 20 
  5 

145 
 69 
 19 
  5 

149 
 70 
 19 
  5 

151 
 70 
 19 
  5 

151 
 70 
 19 
  5 

151 
 70 
 19 
  4 

＋10 
 ＋3 
 △1 
 △1 

前年度比  ＋5 ＋5 ＋2 ±0 △1  

 
 
【表２】 実際の職員数の推移（H26→R1）        各年４月１日時点（単位：人） 

区分 H26 H27 H28 H29 H30 R1 
 

対 H26比 
 職員数 233 233 247 251 258 256 ＋23 
 前年度比  ±0 ＋14 ＋4 ＋7 △2  

 （内訳） 

一般事務職 141 141 148 147 152 152 ＋11 
保育士 67 68 72 76 77 76 ＋9 
調理師 20 19 21 22 23 23 ＋3 

助手・労務職 5 5 6 6 6 5 ±0 

 

 

 (4) 職員の年齢構成 

   令和元年度における年齢別の職員数（５歳階級別）は、【表３】のとおりです。

また、【表４】は、10年前となる平成 21年度と令和元年度における年齢別構成割

合を比較したものです。 

   職員の年齢構成については、これまでも平準化に努めてきたところであり、比

較的、バランスが取れている状況にあります。特筆事項としては、令和元年度に

おける年齢構成比を見ると、25 歳～29 歳の割合が 18％と高くなっています。こ

れは、第四次入善町職員定員管理計画（平成 27 年度～令和元年度）の期間にお

ける一般事務職の労働力不足への対応や保育サービスの拡大による保育士の確

保といった職員数の増が要因としてあげられます。 
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   今後においても、職員配置や行政運営上の課題があることなどから、引き続き、

年齢構成の平準化に配慮した計画的な職員採用に努める必要があります。 

 

 

【表３】令和元年度における年齢別職員数  

                  年齢は令和元年４月１日時点 

 

 

 

【表４】年齢別構成割合の比較 －平成 21年度と令和元年度－ 

               ４月１日時点（平成 21年度の値は消防職除く） 
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 (5) 今後の退職予定者数 

   令和５年度末までの今後５年間で、一般事務職 19 人、保育士７人、調理師６

人の計 32 人の退職が見込まれています。また、令和 10 年度末までの 10 年間で

は、さらに 21人の計 53人の退職が見込まれています。 

 

【表５】 退職予定数（R1→R5）           各年度３月 31 日時点（単位：人） 

区分 R1 R2 R3 R4 R5 R1-R5計 
一般事務職 7 5 1 4 2 19 
保育士 - 5 2 - - 7 
調理師 2 2 2 - - 6 

助手・労務職 - - - - - - 

計 9 12 5 4 2 32 

 

 

 

３．職員をめぐる現状と課題 

 

 (1) 職員をめぐる社会的な背景 

  ① 職場環境の改善に向けた取り組み 

    （働き方改革） 

平成 31 年４月１日より、働き方改革関連法案の一部が施行され、民間企業

にとって「働き方改革」は、重要な経営課題の一つとされております。 

「働き方改革」では、労働力人口の低下を背景に、「長時間労働」、「非正規

と正社員の格差」、「高齢者の就労促進」などを課題とし、働く人それぞれが多

様で柔軟な働き方を、自ら選択できる社会を実現するため、長時間労働の是正

や雇用形態に関わらない公正な待遇の確保などを推し進めることとしており

ます。 

この民間企業を対象とした「働き方改革」が進められる一方、公務員におけ

る長時間労働の問題も取り沙汰され、国家公務員をはじめ、地方公務員におい

ても超過勤務の上限等に関する措置が講じられるなど、公務員の「働き過ぎ」

を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」の実

現を目指しております。 

本町における具体的な取り組みとしましては、国家公務員への措置と同様、

超過勤務の上限の設定や、各部署ごとに所属職員の残業の実態把握に努めるこ

となどにより、職員の超過勤務の縮減に努めています。 

また、「残業が美徳である」という考え方についても改め、職場全体による
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意識改革にも取り組み、職員が仕事と子育て、あるいは、介護との両立といっ

た、職員の「ワーク・ライフ・バランス」を実現すると同時に、より質の高い

住民サービスを提供できるよう努めていきます。 

 

    （ハラスメント対策） 

職場のいじめ・嫌がらせについての都道府県労働局への相談が平成 29 年度

においては７万２千件超となっており、国においては、男女雇用機会均等法の

改正によるセクシュアルハラスメント防止対策の強化等や、労働施策総合推進

法の改正によるパワーハラスメント防止対策に関する義務等の法制化を行い、

ハラスメントのない社会の実現を目指しております。 

総務省からは、職場におけるハラスメント対策については、必要な措置を講

じることなどの通知があり、本町としましても、職場内におけるハラスメント

防止のため、職員を対象とした研修の実施をはじめ、相談体制の強化などを進

めていきます。 

 

  ② 働き方の多様化の実現 

    （女性職員の活躍推進） 

我が国の生産年齢人口（15 歳から 64 歳まで）の女性の就業率は、昭和 61

年には 53.1％であるのに対し、平成 28 年は 66.0％と、最近 30 年の間に約 13

ポイント上昇しています。このように女性の社会進出が進み、女性に対する就

労支援や、活躍できる社会の醸成への取り組みが求められる中、平成 27 年９

月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）

が一部施行し、平成 28 年４月からは完全施行となりました。この法律では、

女性の就業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、また、働く場面で活

躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮でき

る社会の実現等を目的としています。 

本町においては、平成 28年４月に、この法律において策定義務とされる「入

善町特定事業主行動計画」を策定し、職員の子育て支援と合わせ、女性職員の

活躍の推進に関する取り組みを推進しています。また、本町における女性職員

の管理・監督職※への登用の状況としましては、平成 27年度の 27.8％に対し、

令和元年度においては 32.1％を占めており、女性の管理・監督職への登用の推

進と合わせ、女性職員の視点に立った職場の課題に対する提案が浸透しやすい

体制の整備を進めています。 

   ※管理・監督職･･･係長以上の職。保育所長は含まない  
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    （高年齢者の雇用安定） 

ＷＨＯが平成 30 年に発表した統計によりますと、我が国の平均寿命は男女

平均で 84.2 歳で世界１位、また、健康寿命※は 74.8 歳で世界２位となってお

り、世界的に見ても長寿社会となっています。このような背景の中、国におけ

る「人生 100年時代構想会議」では人づくり革命の基本構想が策定され、その

構想においては「高齢者雇用の促進」を重点項目の一つとして掲げ、65歳以上

の継続雇用年齢の引上げに向けた環境整備について取り上げております。 

また、平成 30年６月 15日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方

針 2018」では、公務員の定年を段階的に 65 歳に引き上げる方向で検討するも

のとされております。 

本町においても、国家公務員における定年延長に係る法改正の動向に注目し

ながら、検討を進めていくものであります。 

   ※健康寿命･･･健康上の理由で日常生活が制限されることなく生活できる期間 

 

    （障害者雇用の推進） 

障害者の就労意欲は近年急速に高まっており、国においては、障害者が職業

を通じ、誇りをもって自立した生活を送ることができるよう、障害者雇用対策

を進めています。 

障害者の雇用対策としては、現在、企業に対しては、雇用する労働者の 2.2％、

国、地方公共団体等については 2.5％に相当する障害者を雇用することが義務

付けられています。 

本町においても法令を遵守し、障害者雇用の推進に取り組んでいきます。 

 

 

  ③ 会計年度任用職員制度の活用 

全国的に厳しい地方財政事情の中、特に教育・子育てなどの分野で、増大・

多様化する行政需要に対応するため、地方公務員における臨時・非常勤職員数

は増加しております。 

一方で、非常勤職員の任用制度においては、法令上、採用方法が明確に定め

られていないことや、臨時的任用については、地方公共団体によっては制度の

趣旨に沿わない任用が行われていることが表面化したことから、国において、

これまでの臨時・非常勤職員の任用制度の在り方についての検討がなされたと

ころです。 

とりわけ、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であることか
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ら、一般職の非常勤職員である「会計年度任用職員」に関する規定が設けられ、

その採用方法や任期等の明確化が図られました。 

 

会計年度任用職員制度の任期については、１会計年度の範囲内とし、また、

給与面においては、期末手当が支給対象になる等、待遇が改善されることにな

ります。加えて、服務に関する各規定が適用されるなど地方公務員としての性

質が備わることにより、自治体における効果的な運用が期待されています。 

 

本町においても令和２年４月からの運用にむけての準備を進めており、制度

の施行後においても適宜見直しを図りながら、効果的な運用を進めていきます。 

 

 

 (2) 類似団体比較と業務実態調査の結果 

本計画の策定に当たり、現行の職員数が類似団体と比較して、どの程度の水準

にあるのか、また、類似団体と比較して特に不足が見られる一般事務職における

業務の実態について把握するべく、全課、全係を対象に、業務量、超過勤務の状

況、業務・事務上の課題及び改善点などについて調査を実施しました。 

 

  ① 類似団体との比較 

類似団体とは全国すべての市区町村を対象にして、その人口と産業構造の２

つの要素を基準として類型区分したものです。 

本町の区分については、次の表における類型区分「Ｖ－１」に該当し、平成

30 年４月１日現在における当該区分の自治体は 49 団体となっており、県内で

は、本町のほか、上市町が同区分となっています。 

 

   【表６】類似団体区分表（町村） 

 

   

 

 

 

 

 

 

      産業構造 

人 口 

Ⅱ次、Ⅲ次 80％以上 
Ⅱ次、Ⅲ次 80％未満 

Ⅲ次 60％以上 Ⅲ次 60％未満 

 以上     未満 
    ～   5,000 

Ⅰ－２ Ⅰ－１ Ⅰ－０ 

 5,000  ～   10,000 Ⅱ－２ Ⅱ－１ Ⅱ－０ 

10,000 ～  15,000 Ⅲ－２ Ⅲ－１ Ⅲ－０ 

15,000 ～  20,000 Ⅳ－２ Ⅳ－１ Ⅳ－０ 

20,000 ～ Ⅴ－２ Ⅴ－１ Ⅴ－０ 
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比較分析の結果、職員の総数としましては、本町の 258人に対し、類似団体

（V-1）49団体の平均（消防職員を除く）は 238人となっており 20人多くなっ

ています。また、類似団体のうち、より本町と人口が類似する団体との比較と

して、人口が本町と 1,000人差以内の８団体の平均（平成 30年４月１日現在。

消防職を除く）についても 19人多い状況となっています。 

これについては、本町の保育所すべてが直営であることから、他の団体と比

べて保育所に多く職員を配置していることが理由とされます。 

一方、町全体の定員管理を進める上で、一般事務職の職員数の増員が困難な

状況となっています。 

なお、【表７】におけるその他部門については、病院医師等が含まれ、本町

においては、公営の病院事業等がないことによるものです。 

 

 【表７】類似団体平均との職種別比較表     平成 30年４月１日時点（単位：人） 

区分 
 一般 
 事務職 

保育士 調理師 助手等 その他 計 

①類似団体平均 
 （V-1）･･･a 

181 29 5 5 18 238 

②類似団体（抽出）平均※  
 （V-1）･･･b 

171 33 5 10 20 239 

入善町  ･･･c 152 77 23 6 0 258 

①増減  ･･･（c-a） △29 ＋48 ＋18 ＋1 △18 ＋20 

②増減  ･･･（c-b） △19 ＋44 ＋18 △4 △20 ＋19 

※②類似団体（抽出）平均･･･入善町人口（H30.1）と 1,000人差以内の類似団体８団体平均 

 

  ② 業務実態調査の結果 

本計画の策定にあたり、一般事務職における業務の状況・超過勤務の実態把

握、各事業・事務改善等の検討や職員からの提案を取りまとめました。 

また、調査にあわせて、仕事の進め方や働き方の改善についても検討をしま

した。 

 

平成 25 年度に実施した行政診断に基づく一般事務職における労働力不足へ

の対応については、平成 27 年度から運用しております「第四次入善町職員定

員管理計画」に基づき、前述のとおり、職員数の増や、事務改善、職員のスキ

ルアップ等により、概ね達成したものと捉えております。 

しかしながら、業務量における調査結果からは、なおも、職員一人ひとりの
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業務量は増大している状況にあり、これについては、目まぐるしく変化する社

会経済情勢の中、行政ニーズが複雑・多様化し、各業務の専門性が高まってい

ることが理由として考えられます。 

 

一方で、業務改善の実績の調査からは、外部委託や優良事例導入、あるいは、

業務縮減等の業務改善の実績も多くあり、職員の創意工夫・組織的取り組みな

どによって、行政サービスの水準を堅持しつつも、業務の効率化・縮減が行わ

れてきたものと捉えております。 

また、事業・事務処理に係る改善案についても複数の提案があり、今後にお

いても、継続的に事務事業のスクラップ＆ビルドを行い、職員の働き方の改善

にも努めてまいります。 

 

 

 (3) 保育所の運営について 

   保育所の入所児童数は、平成 15 年度の 939 人をピークに減少し続けており、

近年は年間、約 700人強で推移しています。 

   しかしながら、核家族化の進行、保護者の勤務形態等ライフスタイルの多様化

に伴い、年々、入所児童の低年齢化が進んでおり、近年は、３歳未満児、とりわ

け０歳児の入所者数が急増しています。加えて、多動性や、衝動性、また、アレ

ルギーを持つ児童数の増加など、保育現場におけるきめ細かな対応の必要性が高

まっています。 

 

   本町においては、これらを踏まえ、平成 28年度において、全保育所での早朝・

延長・乳児保育の実施、また、全小学校下で１カ所以上の土曜一日保育の実施、

にゅうぜん保育所での休日保育の実施などによる保育サービスの大幅な拡充を

行い、また、未入所児童を持つ保護者を対象とした子育て相談についても継続的

に取り組んでいます。 

 

   このため、保育の実施に必要な保育士数については、児童数が減少する中にお

いても横ばいで推移しており、慢性的な保育士不足の状態が続いています。 

   現在、推し進めている「１小学校区１保育所」体制に向けた統合整備に加え、

民営化、指定管理者制度の導入等に係る検討状況などを踏まえるとともに、令和

２年４月から施行となる会計年度任用職員制度の効果的な活用を行いながら、必

要な保育士数を確保していくことが必要であります。  
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４．新たな定員管理における目標 

 

 (1) 職員数における目標について 

社会的問題とされる「働きすぎ」の防止のための勤務時間の改善や、職員の育

児支援、女性の就労支援等の働き方の多様化の実現等にむけた勤務環境の整備に

ついては、本町においても今後、更なる町民サービスの向上にむけての重要課題

とし、また、多様な価値観と個性を持つ職員が自身の能力を最大限に発揮できる

職場づくりのためにも真摯に取り組むことが必要となっています。 

 

これらに加え、刻一刻と変化する社会経済情勢と行政ニーズの複雑・多様・高

度情報化への対応等各業務の専門性の高まりなど、特に一般事務職における職員

の一人ひとりの業務量は増大しており、今後、町が推進するべき事務事業に対す

る推進力の低下が懸念されています。 

また、類似団体との比較結果及び業務実態調査の結果からも一般事務職の職員

数の不足の状況が現れていることや、町の最重要課題である「ストップ人口減少」

に向け、本町においては、業務のスクラップ＆ビルド、組織体制の見直し、また、

仕事の進め方などの事務改善に取り組みながらも、業務量に見合った必要な職員

数を確保していく必要があります。 

 

具体的には、一般事務職の増員として、多様化・複雑化する福祉ニーズに対応

するための相談体制の充実や、子育て支援・少子化対策については結婚、出産、

進学等ライフステージごとの支援体制を充実するための各種事業の展開のほか、

健康寿命の延伸にむけた事業の推進体制の強化に向け、民生部門における５人程

度の増員、また、Ｉターン・Ｕターンの促進などによる地域活性化による人口の

社会増の促進にむけた事業展開その他円滑な行政運営を確保するための産業部門、

教育部門等への職員の増とあわせ、７人程度の一般事務職員の増員を計画します。 

なお、その他の職種を含め、次のとおり職種別の定員管理の目標を設定します。 

 

  ① 一般事務職 

一般事務職は、現行におけるサービス水準の向上に加え、重点事業における

確実な取り組みを行うため、計画最終年度となる令和６年度までに７人程度を

増員します。また、育児・介護を行う職員の仕事と生活との両立への支援や、

国における定年の引上げに係る検討状況等を踏まえ、職員数の調整については

柔軟な対応をしていきます。 
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なお、一般事務職には、技師、保健師、管理栄養士、社会福祉士が含まれ、

職種間の人員調整については行政ニーズ等を踏まえがら、随時、調整していき

ます。 

 

  ② 保育士 

児童数の減少傾向の状況や、「１小学校区１保育所」体制に向けた統合整備

の状況、あるいは、民営化や指定管理者制度の導入等に係る検討状況などを踏

まえ、正職員による退職補充、また、会計年度任用職員の任用を行いながら、

保育サービスの向上を図るために必要な職員数の確保に努めていきます。 

 

  ③ 調理師 

調理師は、児童・生徒に安全・安心な給食を提供するため、原則として現行

の体制を維持するものとしますが、今後の保育所の統合整備の促進、学校給食

における拠点化等を検討しながら調理師数の適正化に努めていきます。 

 

  ④ 助手・労務職 

助手・労務職については、原則として、正職員による退職者補充を行わず、

会計年度任用職員の任用や業務委託等による対応を検討していきます。 

 

 

本町における重点的施策への取り組みや、職員をめぐる社会的な背景、職員の

業務負担の状況などを踏まえ、職員の定員管理については、平成 31年４月１日現

在の職員数 256 人を基準とし、令和６年度までの５年間で７人を増員し、263 人

体制とすることを目標とします。 

なお、今後も新たな行政需要に的確な対応ができる体制を整備するため、必要

に応じて、本計画の見直しをしていくものとします。 

 

【表８】定員管理における職員数の目標値       各年４月１日時点（単位：人） 

区分 
R1 R2 R3 R4 R5 R6  
基準 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 対 R1比 

職員数 256  254 258 260 262 263 ＋7 

一般事務職 

保育士 

調理師 

助手・労務職 

152 

 76 

  23 

5 

152 

   74 

  23 

5 

154 

 76 

  23 

5 

156 

  76 

  23 

5 

158 

  76 

  23 

5 

159 

 76 

  23 

5 

＋7 

  ±0 

 ±0 

±0 

前年度比  △2 ＋4 ＋2 ＋2 ＋1  



- 14 - 

 

 (2) 職員定数における目標について 

職員定数については、入善町職員定数条例により、本町が置き得る職員の限度

を規定しております。 

 

これまでの定数管理における取り組みとしましては、地方分権の推進や三位一

体改革を背景として全国的にも職員数抑制の取り組みが行われ、本町においても

町民サービスを低下させることなく、スクラップ＆ビルドの徹底を基本として職

員数の抑制に努めてきました。 

平成 11 年には 340 人であった定数を平成 17 年には 290 人とする 50 人の削減

とし、また、平成 25年には消防の広域化により、消防機関の定数 26 人を削減と

する 264人としました。その後、平成 27年には「第四次入善町職員定員管理計画」

の策定にあわせ、実際の職員数と定数管理の硬直化を防止する観点から、定数と

職員数の乖離をなくすものとし、当該計画期間内の令和元年度までの最大職員数

となる 245人に若干名を上乗せした 255人を現行の職員定数としています。 

 

職員定数の目標としましては、本町における重点的施策への取り組みや、職員

をめぐる社会的な背景、職員の業務負担の状況などを踏まえ、【表８】による職員

数の目標値を水準として検討を行います。 

 

平成 31年４月１日現在の総数は定数外とする派遣職員６人を含め、256人とな

ります。 

今後においては、流動的である派遣職員数を定員管理の目標値に含め、【表８】

における計画期間内における最大職員数である 263 人に若干名を上乗せした 265

人を定数の目標値とし、引き続き、適正な定数管理に努めていきます。 

 

 

職員定数の推移                         各年４月１日時点 

区 分 平成 11年 平成 17年 平成 25年 
平成 27年 
（現行） 

令和２年度 
以降の目標 

計 ３４０人 ２９０人 ２６４人 ２５５人 ２６５人 

 

 

 


