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【取組④詳細取組①成果物１】 

機動的で最適な人員配置の仕組みに関する基本方針 

平成 26年 1月 28日 

総 務 部 人 事 課 

 

１ 趣旨 

 一時的な業務量の増加による職員の負担軽減を図るとともに，育児・介護休

業により一時的に職員が減少する職場の負担軽減を図るため，業務経験や知識

のある職員を機動的に配置する仕組みを構築するものとする。 

 

２ 本市の現状と課題 

（１）現状 

① 時間外勤務時間数からの考察 

   本市では，毎年度発生する繁忙期を主に時間外勤務により対処している。

このことは，１か月単位の時間外勤務時間数を見れば明らかであり，特に

忙しいところでは，１人当たりの時間数が２００時間を超える職場も存在

する。 

   職場別に捉えると，昨年度１人当たり平均の時間外勤務時間数が，年間

３６０時間以上（月30時間以上）の職場は以下の１７職場であった。 

   秘書広報課  長寿社会課  生涯学習課  企画課  市民税課 

財政課  防災危機管理課  学校教育課  消防総務課  斎苑 

河川課  商業観光課  生活支援課  子育て支援課  指導課 

消防課  選挙管理委員会事務局 ※平均時間数順 

 これらの職場の中でも，市民税課（申告相談から納付書発送までの期間），

商業観光課（バルーンフェスティバル等イベント開催時）及び選挙管理委員
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会事務局（選挙期間中）については，繁忙期と閑散期における時間外勤務時

間数の差が顕著に現れている。それぞれの職場においては，時間外勤務のほ

かに臨時職員の期間雇用や，選挙事務経験者による支援体制等により繁忙期

を乗り切っているが，現状としては繁忙期における職員の負担は大きく，時

間外勤務時間数の削減までには至っていない。 

 

② 機動的人員配置に係る各職場のニーズ調査の結果 

   基本方針を策定するに当たり，各職場の機動的人員配置を望む業務に係

る調査を行った。調査対象71職場中，機動的人員配置を望む職場は10職

場（14%），必要としていないと回答があった職場は61職場（86%）とい

う結果であった。 

望むと回答があった職場が必要とする業務内容及び期間は以下のとおり

である。 

 

≪機動的人員配置を望む職場が必要とする業務内容及び期間≫ 

職場名 業務内容 期間 

納税課 口座振替業務・過誤納処理業務 4月 ～ 8月 

市民税課 申告相談業務・個人市民税課税業務 

軽自動車税当初課税業務 

1月 ～ 4月 

市民課 証明書交付に係る事務 

届出受付・審査・入力等の事務 

2月 ～ 5月 

考古博物館 埋蔵文化財発掘調査 不定期 

子育て支援課 保育所入所面接 

保育料算定業務 

11月 ～ 12月 

2月 ～ 3月 

健康づくり課 データ入力等の事務 感染症流行時 
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道路保全課 道路維持管理作業（草刈り等） 6月～10月 

河川課 災害復旧事業に係る調査及び設計業務 10月～3月 

会計課 支出の審査及び出納事務 4月・5月 

選挙管理委員会事務局 投票及び開票事務 選挙期間中 

 

また，機動的に配置される職員に望むスキルについては，10職場全てに

おいて，業務に係る知識等を持つ経験者が必要であるという回答であった。 

一方，機動的人員配置を必要としていない職場の回答については，「恒常

的に人員が不足している。適正な人員配置を望む。」，「専門的知識が要求さ

れる業務であるので，応援では業務水準が確保できない。」，「執務室のスペ

ースの問題から難しいと考える。」などであった。 

 

（２）課題 

調査結果にもあるように，各職場から機動的な配置を望む声は大きくない。

機動的配置を望まない職場の多くは，地方分権推進のための権限移譲による

業務量の増加や住民ニーズの高度化及び制度の複雑化により恒常的な繁忙

状態であるので，適正な人員配置（人員増）を望むというものである。 

また，他の自治体の調査も行ったが，先進地的に要綱等を策定し，機動的

人員配置のルール化を行っている自治体においても，積極的な活用が図られ

ていないという状況である。 

したがって，本市においては仕組みの構築に当たって，現実的な運用面を

含めた検討が必要である。 
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３ 柔軟な人員配置に向けて 

（１）基本方針 

機動的で最適な人員配置については，次の①，②，③の順に検討，調整を

図るものとする。 

 

① グループ間流動の積極的な活用 

 

② 部長の裁量による部内流動 

 

③ 部外間調整 

 

① グループ間流動の積極的な活用 

本市では組織の活性化を目的とし，平成１４年度からグループ制を導入 

しているが，現状においてはグループ間の壁を取り払い複数の職員での協業

体制がとられているとは言い難い。 

グループ制のメリットとは，事務事業の執行に最も適した体制を柔軟にと

ることができ，事務配分の合理化と繁閑が調整され，職員の流動化が図れる

というものである。このグループ制のメリットを十分に活用するため，繁忙

期においては，まず所属長による課内調整を第一に行うものとする。 

 

② 部長の裁量による部内流動 

まずは，グループ制のメリットを活かした課内調整を図る必要があるもの

の，繁忙期においては職場全体が忙しく硬直化している場合が多く，柔軟な

人員配置が困難であると考えられる。 

よって，機動的で最適な人員配置の中心的な仕組みは，部長の裁量による
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部内流動によるものとする。つまり，部内流動については部長に部内の人事

に係る裁量権を与え，部長のリーダーシップ「庁内分権型」を推進すること

により，繁閑の調整を行うというものである。 

また，この庁内分権型の推進することにより，重要性が増した部門に集中

的に職員を配置することや，緊急時には部内での応援体制の強化を行うこと

で，業務量を平準化し時間外勤務の低減を推進するなど，現場の状況にスピ

ード感を持って対応することが可能である。 

 

③ 部外間調整 

①，②による調整が困難な場合，特に機動的に配置される職員に経験者の

スキルや知識を求める場合については，総務部長の調整のもと部外間の流用

ができるものとする。 

 

（２）目標設定 

  ① 日常的に適正な職員配置の推進 

   機動的で最適な人員配置の仕組みを構築し繁閑の調整を行うことにより，

繁忙期に一時的に業務量が増加する職場に多くの人員を配置することなく

適正な人員配置を実現する。 

 

② 時間外勤務時間数の削減 

   機動的配置を積極的に適用することにより職場間の業務の平準化を図り，

特に繁忙期間が顕著な職場へ積極的に導入することにより，時間外勤務時

間数を削減し，総人件費の抑制を目指す。 
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４ 仕組みの構築 

  機動的人員配置に仕組みは，以下のとおりとする。 

課内流動 部内流動 部外間流動 

①所属長の判断 ①所属長からの申入れ

②部長の判断 

①総務部長協議・調整 

 

●部内の人員調整が困

難な場合 

●業務に必要とするス

キルを持つ人員を部

外から求める場合 

流    動    決    定 

 

部長報告 

 

総務部長報告 

 

総務部長報告 

 

兼務発令 

 

兼務又は併任発令 

※それぞれの報告は，

口頭によるものと

する。 

※流動配置期間の期

限を設けない。 

※報告は，文書によるも

のとする。 

※流動配置期間は，３か

月以内とする。（特に

必要とする理由があ

る場合を除く。） 

※協議は，文書によるも

のとする。 

※流動配置期間は，３か

月以内とする。（特に

必要とする理由があ

る場合を除く。） 
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５ まとめ 

（１）仕組みを遂行するに当たっての留意点 

   所属長及び部長は，機動的人員配置の実施に当たっては，次に掲げる事

項を総合的に，かつ，十分に勘案しなければならない。 

① 事務事業の季節的な増減 

② 職員の超過勤務の状況 

③ 流動配置期間における機動的に配置される職員の職務の遂行状況及び 

心身の健康 

 

（２）評価 

   この仕組みの評価は，機動的人員配置の流動先職場の時間外勤務削減数

又はこの仕組みによって減員となった繁忙職場の職員数をもって検証する

ものとし，検証の結果，効果が十分得られていないと判断される場合は，

適宜，仕組みの見直しを図るものとする。 
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【取組④詳細取組②成果物１】 

嘱託職員及び臨時職員の部内一元化に関する基本方針 

平成 2６年 1月 28日 

総 務 部 人 事 課 

 

１ 趣旨 

非常勤職員（嘱託職員及び臨時職員）を部内で一元管理し，通常の配置職場

のほかに期間的繁忙業務に配置するなど効率的な活用の仕組みを構築するも

のとする。 

 

２ 本市の現状と庁内調査結果 

（１）嘱託職員 

 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

決算額 ５５２,０１１千円 ５６８,８１１千円 ５９１,１９７千円 

人 数 ２４７人１ ２５３人１ ２６３人１ 

   

本市の嘱託職員は，主に資格を必要とする特定業務に就いており，勤務形態

は正規職員同様のフルタイム勤務である。主な配置先は，保育所，図書館，公

民館，小中学校などの出先機関が多く，平成２４年度では全体の８２％（２１

５人）となっている。また，保育士，幼稚園教諭，司書，学芸員など，多くの

嘱託職員が資格を必要とする職に就いている。１８％（４８人）の本庁内嘱託

職員においても社会福祉士，手話通訳などの資格，経験が必要な職や市民課窓

口などの特定業務に就いている状況である。 

  決算額，雇用人数については，地方分権の進展による権限移譲，住民ニー

ズの多様化などによる業務量の増加や定員適正化による人員削減から，毎年

度上昇する傾向にある。 
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（２）臨時職員 

 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

決算額 396,678千円 417,525千円 459,475千円 

人 数 3９０人１ ３７６人１ ３５５人１ 

（※人数は，４月１日現在の週 20時間以上勤務の者） 

 

本市全体の決算額の推移を見てみると，決算額では，平成２２年度から２３

年度の上昇は５ポイント，平成２３年度から２４年度の上昇は１０ポイントと

倍の数字となっている。１０ポイントのうち，保育所職場での上昇が５ポイン

ト，残りの５ポイントは，賃金改定，新規事業によるものである。特に保育所

職場では，児童数の増加，障害児童対応加算配置及びアレルギー食対応，並び

に育児休業取得者の代替配置，土曜及び早朝，延長保育対応などにより急激な

上昇となっている。 

次に雇用人数の推移であるが，週 20時間未満の短時間雇用者や期間雇用者

の増加など勤務形態の変化により，表に現れる数字としては減少している。そ

れぞれの臨時職員の配置先を見ると，平成２４年度３５５人のうち約９割の３

１１人が出先機関勤務となっている。中でも，保育所，幼稚園，小中学校は２

３５人と特に多い状況である。約１割の本庁勤務４４人については，主に事務

補助として配置されているが，原則１日６時間以内，月１５日以内のパート勤

務職員である。 

 

（３）庁内調査結果 

  庁内の各所属に対し実施した非常勤職員の部内一元化に関する意識，要望

調査の結果は，次頁のとおりである。 
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問１ 非常勤職員により対応できる業務はありますか。 ※全７１所属対象 

回答 

専門的な業務内容であるため，非常勤対応はできない。【１８所属】 

繁忙期の業務，定型的な業務はあるが，すでに非常勤職員が配置されてい

る。【４４所属】 

定型的業務や資格を要する業務があり，新たに非常勤職員を配置してほし

い。【９所属】 

 

問２ 
部内で一元化できる非常勤職員の業務内容について記入してください。 

※全７１所属対象 

回答 

一元化できる業務はありません。【70所属】 

●現在配置されている非常勤職員は常時必要であるため。 

 ●専門的かつ精度の高い成果を求められるため。 

 ●独立した出先機関であるため。 

●施設管理の面から常時必要であるため。 

 ●繁忙期のみの期間雇用を実施しているため。 

 ●すでに複数の所属で共有している。（公民館主事の地区市民センター兼務・道

路整備／道路保全・下水管理／下水建設 等） 

市民課のフロア案内と総合窓口の兼務。 

ただし，総合案内及び記載台の移設等が必要であり多額の費用がかかる。 

 

問３ 
非常勤職員を必要とする時期，期間を記入してください。 

※現在，非常勤職員が配置されている４９所属対象 

回答 

年間を通して必要である。【４６所属】 

業務の繁忙期において必要である。【３所属】 

※すでに必要に応じ期間雇用を実施している，企画課（統計調査時），市民税課（確

定申告時），選挙管理委員会事務局（選挙時） 

 

問４ 

繁忙期などにおいて，非常勤職員を配置することにより効率的に行うこと

ができる業務内容を記入してください。 

※現在，非常勤職員が配置されていない２２所属対象 

回答 

効率的に行う仕事はありません。【２１所属】 

通年必要。【１所属】 
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（４）一元管理の可能性 

  非常勤職員の現状及び庁内における調査結果から，部内一元化の可能性は

極めて困難な状況であると言わざるを得ない。 

  まず，嘱託職員については，その職が資格を必要とする専門的業務に就い

ているため，職場に常時必要であり，一元化には馴染まない。 

  臨時職員については，毎年度の予算作成時において，本市の臨時職員雇用

方針「業務の内容，時期等を整理し，必要最小限の人数で必要な期間の雇用

とすること。」のもと厳しい査定を実践している。そのため，繁忙期が顕著な

職場においては，その時期のみの期間雇用を実施しており，常時雇用してい

る臨時職員についてもパート勤務（1 日 6 時間以内，月 15 日以内）の形態

をとっている。また，部内の各課で繁忙期に共有するなど有効活用の手法を

十分検討するよう指導しており，一部の職場ではこれを実践している。 

  このような職の特殊性及び必要最小限の雇用形態のほか，嘱託職員，臨時

職員ともに大部分が独立した出先の職場に勤務しているため，一元管理は厳

しい状況である。しかしながら，出先職場の限られた状況の中でも，すでに

実施している取組としては，公民館を併設している地区市民センターにおけ

る非常勤職員の両職場の兼務がある。 

  次に庁内調査結果を見ると，すでに非常勤職員が配置されている職場では

年間を通して常時必要であるという意識であり，配置されていない職場では

非常勤職員の業務補助を必要としていないという回答であった。また，繁忙

期が顕著な職場については，すでに期間雇用を実施している。 

また，調査結果で多く見られたのは，常時忙しいため，非常勤職員は常時必

要であるという回答である。さらに，業務量の増加から非常勤職員を増員又は

新たに配置してほしいという回答も見られた。特に非常勤職員を雇用している
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職場では，非常勤職員が余剰しているという意識はなく，逆に不足していると

いう意識を持っている。 

  以上のような状況において，一元管理の仕組みの構築，繁忙期における非

常勤職員の有効活用を実施するためには，強い権限，部長のリーダーシップ

が必要と考える。 

 

３ 一元管理の基本方針 

部長主導のもと各課調整を行い，次のとおり実施するものとする。 

ただし，出先職場については限られた状況の中ですでに兼務等の効率化が図

られているので，実施は本庁内の業務を対象とする。 

 

① 部内各課の繁忙時期等の洗い出し 

 

② 非常勤職員の年間配置表の作成 

 

③ 配置計画に基づき繁忙職場へ配置 

 

④  効果の検証 

 

①  部長主導のもと，各課の繁忙時期とその期間に配置を希望する非常勤

職員が行う業務内容，配置期間及び人数等のヒアリングを実施し，その

結果をまとめる。同時に非常勤職員が配置されている職場における閑散

期についても把握する。 
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②  ①の洗い出し資料に基づき，非常勤職員各個人の年間配置計画を立て，

部内相互応援体制を確立する。 

 

③  配置表に基づき，非常勤職員による繁忙職場への応援を実施する。 

 

④  応援先職場の繁忙期における時間外勤務数の検証を行い，削減効果が   

得られなかったものについては，次年度に向け，応援に入る非常勤職 

員が行う業務内容等の見直しを図る。 

 

以上，①～④のサイクルを一元管理の仕組みとし，これを実施することによ

り，非常勤職員の効率的な活用を図るものとする。 
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