
平  成  3  1  年  ２  月 1 2 日
高知市行政改革推進委員会
資               料                ７■職員定数管理に関する取組状況

平成31年度
計画 実績 見直し後(ｱ) 内容・実績等 当初計画 実績 見直し後(ｲ) 内容・実績等 当初計画 実績(ｳ) 内容・実績等 当初計画 実績(ｴ) 内容・実績等 当初計画

総　　務  446  447 【447】  446  446 【446】  457 【458】  458 【455】 法務理事▲１・広聴広報▲２・市民税▲１・
地コミ＋１  462 

民　　生  609  611 【611】  616  618 【618】  612 【619】 保育幼稚園+3・子ども家庭支援C+4  612 【610】 臨時特例▲５・保育園▲４  615 

衛　　生  337  336 【336】  336  337 【337】  336 【342】 斎場+1・地保+2・生食+1・母保+1・環業+1  336 【342】  336 

経　　済  103  103 【103】  102  104 【104】  102 【105】 産団+1・観光+1・耕地+1  101 【104】 農林水産▲１  96 

土　　木  230  229 【229】  230  227 【227】  230 【227】  230 【225】 市街地▲１・道路整備▲１  230 

 159  158 【158】  159  159 【159】  159 【160】  159 【160】  159 

 1,884  1,884 【1,884】  1,889  1,891 【1,891】  1,896 【1,911】  1,896 【1,896】  1,898 

 △45  △46 【△46】 再任用の活用46人(想定定数外再任用8人
除く)  △50  △53 【△53】 再任用の活用51人(想定定数外再任用10人

除く)  △69 【△44】 再任用の活用44人(想定定数外再任用18人
除く)  △69 【△45】 再任用の活用45人(想定定数外再任用18人

除く)  △71 

生活支援相談ｾﾝﾀｰ業務ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ2人役

【△49】 育休49人(うち臨職対応39人) 【△50】 育休50人(うち臨職対応37人) 【△52】 育休52人(うち臨職対応40人) 【△46】 育休46人(うち臨職対応36人，その他３条
任期付職員)

(1,839) (1,839) (1,839) (1,839) (1,840) (1,840) (1,827) (1,840) (1,827) (1,825) 条例定数▲15 (1,827)

 1,839  1,838 【1,789】  1,839  1,838 【1,788】  1,827 【1,815】  1,827 【1,805】  1,827 

【1,754】 【1,705】 派遣46人除く・休職13人含む 【1,773】 【1,723】 派遣43人除く・休職15人含む 【1,734】 派遣48人除く・休職11人含む 【1,745】 派遣48人除く・休職11人含む

【△84】 【△84】 欠員84人(うち臨職対応48人) 【△65】 【△65】 欠員65人(うち臨職対応61人) 【△81】 欠員81人(うち臨職対応56人) 【△60】 欠員60人(うち臨職対応45人，その他 任期
付短時間職員等）

 51  51 【51】  51  51 【51】  51 【51】  51 【51】  51 
 0  0 【0】  0  0 【0】  0 【0】 想定定数外再任用1人除く  0 【0】 想定定数外再任用1人除く  0 

【△1】 育休1人(うち臨職対応0人) 【0】 【△1】 育休1人(うち臨職対応1人) 【△2】 育休2人(うち臨職対応２人)

(53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53)

 51  51 【50】  51  51 【51】  51 【50】  51 【49】  51 
【51】 【50】 【51】 【51】 【50】 【49】
【0】 【0】 【0】 【0】 【0】 【0】

 248  248 【248】  248  248 【248】  248 【248】  248 【248】  248 
 0  0 【0】  0  0 【0】  0 【0】  0 【0】  0 

【△1】 育休1人 【0】 【0】 【0】
(250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250)

 248  248 【247】  248  248 【248】  248 【248】  248 【248】  248 

【238】 【237】 職員定数内再任用14人含む
派遣3人除く・休職1人含む 【242】 【242】

職員定数内再任用11人含む(想定定数外再
任用2人除く)
派遣3人除く・休職2人含む

【240】
職員定数内再任用9人含む(想定定数外再
任用3人除く)
派遣2人除く・休職3人含む

【238】
職員定数内再任用5人含む(想定定数外再
任用2人除く)
派遣4人除く・休職1人含む

【△10】 【△10】 欠員10人 【△6】 【△6】 欠員6人 【△8】 欠員8人 【△10】 欠員10人

 354  354 【354】  354  354 【354】  380 【354】  380 【369】  380 
 0  0 【0】  0  0 【0】  △11 【0】  △11 【0】  △11 

【0】 【△1】 育休1人(うち臨職対応1人) 【0】 【0】
(354) (354) (354) (354) (354) (354) (369) (354) (369) (369) 定数+15 (369)

 354  354 【354】  354  354 【353】  369 【354】  369 【369】  369 

【348】 【348】 想定定数外再任用3人除く
派遣20人除く 【347】 【346】 想定定数外再任用7人除く

派遣27人除く 【347】 想定定数外再任用14人除く
派遣20人除く 【349】 想定定数外再任用11人除く

派遣32人除く（消防学校22人）

【△6】 【△6】 欠員6人(うち臨職対応3人) 【△7】 【△7】 欠員7人(うち臨職対応3人) 【△7】 欠員7人(うち臨職対応3人) 【△20】 欠員20人(うち臨職対応３人)

 363  363 【363】  392  359 【359】  392 【348】  392 【352】  392 
(注4) 385 (注4) 363 (注4) 359 (注4) 359 

 △7  △7 【△7】  △29  △8 【△8】  △33 【△4】  △33  △33 
学校給食調理業務ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ7人役 (注4) △22 学校給食調理業務ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ8人役 (注4) △4 学校給食調理業務ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ4人役 (注4) 0 (注4) 0 

【△5】 育休5人(うち臨職対応2人) 【△10】 育休10人(うち臨職対応5人) 【△7】 育休7人(うち臨職対応4人) 【△4】 育休4人(うち臨職対応４人)

(364) (364) (364) (364) (363) (363) (361) (363) (361) (363) (361)
 356  356 【351】  363  351 【341】  359 【337】  359 【348】  359 

【335】 【330】 職員定数内再任用11人含む
派遣2人除く・休職3人含む 【331】 【321】 職員定数内再任用10人含む

派遣2人除く 【327】
職員定数内再任用13人含む(想定定数外再
任用1人除く)
派遣2人除く

【333】
職員定数内再任用15人含む（想定定数外
再任用０人除く）
派遣2人除く

【△21】 【△21】 欠員21人(うち臨職対応19人) 【△20】 【△20】 欠員20人(うち臨職対応13人) 【△10】 欠員10人(うち臨職対応6人) 【△15】 欠員15人（教員等５人含む）（うち臨職対
応３人，その他任期付短時間職員等）

 2,900  2,900 【2,900】  2,934  2,903 【2,903】  2,967 【2,912】  2,967 【2,916】  2,969 
(注4) 2,927 (注4) 2,938 (注4) 2,934 (注4) 2,936 

 △52  △53 【△53】  △79  △61 【△61】  △113 【△48】  △113 【△45】  △115 

(注4) △72 (注4) △84 (注4) △80 (注4) △82 
【△56】 【△61】 【△60】 【△52】

(2,860) (2,860) (2,860) (2,860) (2,860) (2,860) (2,860) (2,860) (2,860) (2,860) (2,860)
 2,848  2,847 【2,791】  2,855  2,842 【2,781】  2,854 【2,804】  2,854 【2,819】  2,854 

 2,726 【2,670】  2,744 【2,683】 【2,698】 【2,714】
【△121】 【△121】 【△98】 【△98】 【△106】 【△105】

注１：一般行政部門:市長事務部局合計から，一般行政部門以外（注２）を除いたもの
注２：一般行政部門以外:公営事業事務所，卸売市場，介護保険事業，国民健康保険事業，アニマルランドの職員
注３：市長事務部局以外の一般行政部門:議会，監査委員，公平委員会，選挙管理委員会，農業委員会の各事務局及び固定資産評価審査委員会の職員
注４：上段数値は当初の計画値、下段下線付き数値は、前年度までのアウトソーシングによる定数削減効果反映後の計画値
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れ込んだことによる。
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一般行政部門以外（注２）
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