
職職職職   員員員員   数数数数   のののの   推推推推   移移移移   にににに   つつつつ   いいいい   てててて     職職職職職職職職      員員員員員員員員      数数数数数数数数      のののののののの      推推推推推推推推      移移移移移移移移      にににににににに      つつつつつつつつ      いいいいいいいい      てててててててて          
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3,6003,6003,6003,600

3,8003,8003,8003,800

4,0004,0004,0004,000
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S41S41S41S41 H14H14H14H14 H15H15H15H15 H16H16H16H16 H17H17H17H17 H18H18H18H18 H19H19H19H19 H20H20H20H20 H21H21H21H21 H22H22H22H22

2 ,2482 ,2482 ,2482 ,248
10 ,28110 ,28110 ,28110 ,281
1 ,0581 ,0581 ,0581 ,0584,0684,0684,0684,068

2 ,2362 ,2362 ,2362 ,236
10 ,13010 ,13010 ,13010 ,1301 ,0601 ,0601 ,0601 ,0604,0124,0124,0124,012

2 ,2612 ,2612 ,2612 ,261
9 ,9969 ,9969 ,9969 ,9961 ,0431 ,0431 ,0431 ,0433,9313,9313,9313,931

2 ,2812 ,2812 ,2812 ,281
9 ,8219 ,8219 ,8219 ,8211 ,0481 ,0481 ,0481 ,0483,8653,8653,8653,865

2 ,2962 ,2962 ,2962 ,296
9 ,6759 ,6759 ,6759 ,6751 ,0231 ,0231 ,0231 ,0233,7693,7693,7693,769

2 ,3002 ,3002 ,3002 ,300
9 ,5529 ,5529 ,5529 ,5521 ,0101 ,0101 ,0101 ,0103,6533,6533,6533,653

2 ,2882 ,2882 ,2882 ,288
9 ,4039 ,4039 ,4039 ,4031 ,0241 ,0241 ,0241 ,0243,5463,5463,5463,546

2 ,2962 ,2962 ,2962 ,296
9 ,3399 ,3399 ,3399 ,3391 ,0411 ,0411 ,0411 ,0413,4903,4903,4903,490

2 ,2872 ,2872 ,2872 ,287
9 ,2849 ,2849 ,2849 ,2841 ,0431 ,0431 ,0431 ,0433,4443,4443,4443,444

H14H14H14H14 H15H15H15H15 H16H16H16H16 H17H17H17H17 H18H18H18H18 H19H19H19H19 H20H20H20H20 H21H21H21H21 H22H22H22H22

■■■■■■■■  知事部局知事部局知事部局知事部局知事部局知事部局知事部局知事部局のののののののの職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数職員数のののののののの推移推移推移推移推移推移推移推移((HH1414～～～～～～～～HH2222))        

△△△△297人削減人削減人削減人削減    

△△△△297人削減人削減人削減人削減    

△△△△263人削減人削減人削減人削減    

△△△△263人削減人削減人削減人削減    

石川県新行財政改革大綱石川県新行財政改革大綱石川県新行財政改革大綱石川県新行財政改革大綱     定員適正化計画を策定し、知事部局の職員数を１０年間（Ｈ15年度～Ｈ24年度）で４５０人程度（前期３００人程度、後期１５０人程度）削減 石川県新行財政改革大綱石川県新行財政改革大綱石川県新行財政改革大綱石川県新行財政改革大綱     定員適正化計画を策定し、知事部局の職員数を１０年間（Ｈ15年度～Ｈ24年度）で４５０人程度（前期３００人程度、後期１５０人程度）削減 
石川県行財政改革大綱石川県行財政改革大綱石川県行財政改革大綱石川県行財政改革大綱２００７２００７２００７２００７     現行の定員適正化計画を見直し、知事部局の職員数を５年間（Ｈ19年度～Ｈ23年度）で２５０人程度削減 石川県行財政改革大綱石川県行財政改革大綱石川県行財政改革大綱石川県行財政改革大綱２００７２００７２００７２００７     現行の定員適正化計画を見直し、知事部局の職員数を５年間（Ｈ19年度～Ｈ23年度）で２５０人程度削減 

(人) 

■■■■■■■■  石川県職員数石川県職員数石川県職員数石川県職員数石川県職員数石川県職員数石川県職員数石川県職員数のののののののの推移推移推移推移推移推移推移推移((HH1414～～～～～～～～HH2222)  )  ＜＜＜＜＜＜＜＜総務省定員管理調査総務省定員管理調査総務省定員管理調査総務省定員管理調査総務省定員管理調査総務省定員管理調査総務省定員管理調査総務省定員管理調査＞＞＞＞＞＞＞＞        

17,655人 17,438人 17,231人 17,015人 16,763人 16,515人 
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△１３４ 
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△６６ ＋５ 
△１７５ 

＋２０ 
△９６ △２５ △１４６ 
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△１１６ △１３ △１２３ 
＋４ 

一般行政一般行政一般行政一般行政    一般行政一般行政一般行政一般行政    一般行政一般行政一般行政一般行政    一般行政一般行政一般行政一般行政    一般行政一般行政一般行政一般行政    一般行政一般行政一般行政一般行政    
教育教育教育教育    教育教育教育教育    教育教育教育教育    教育教育教育教育    教育教育教育教育    教育教育教育教育    
警察警察警察警察    警察警察警察警察    警察警察警察警察    警察警察警察警察    警察警察警察警察    警察警察警察警察    

公営企業等公営企業等公営企業等公営企業等    公営企業等公営企業等公営企業等公営企業等    公営企業等公営企業等公営企業等公営企業等    公営企業等公営企業等公営企業等公営企業等    公営企業等公営企業等公営企業等公営企業等    教育部門及教育部門及教育部門及教育部門及びびびび警察部門警察部門警察部門警察部門についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその多多多多くはくはくはくは    国国国国のののの基準基準基準基準にににに基基基基づきづきづきづき配置配置配置配置     【教育部門】  教育委員会事務局、美術館、歴史博物館等の職員 （Ｈ２２： ５４０人）を除き、教職員は「公立高等学校の 適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」等 に基づき配置  【警察部門】  事務職員等（Ｈ２２： ３５２人）を除き、警察官は 「警察法」及び「警察法施行令」に基づき配置 
教育部門及教育部門及教育部門及教育部門及びびびび警察部門警察部門警察部門警察部門についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその多多多多くはくはくはくは    国国国国のののの基準基準基準基準にににに基基基基づきづきづきづき配置配置配置配置     【教育部門】  教育委員会事務局、美術館、歴史博物館等の職員 （Ｈ２２： ５４０人）を除き、教職員は「公立高等学校の 適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」等 に基づき配置  【警察部門】  事務職員等（Ｈ２２： ３５２人）を除き、警察官は 「警察法」及び「警察法施行令」に基づき配置 

対対対対対対対対HH1414比比比比比比比比                △△△△△△△△99..00%%                        △△△△△△△△1515..33%%                △△△△△△△△11..44%%                                △△△△△△△△99..77%%                                                ＋＋＋＋＋＋＋＋11..77%%        

 

  

S41年と同水準 

(S41条例定数 3,510人) 

S41年と同水準 

(S41条例定数 3,510人) 

石川県新行財政改革大綱  定員適正化計画を策定し、知事部局の職員数を １０年間（Ｈ15年度～Ｈ24年度）で１０％ 
(４００人程度）削減（前期５％、後期５％） 石川県新行財政改革大綱  定員適正化計画を策定し、知事部局の職員数を １０年間（Ｈ15年度～Ｈ24年度）で１０％ 

(４００人程度）削減（前期５％、後期５％） 平成１4年１２月策定 
平成１７年３月一部改定 

平成１９年３月策定 

 

 

１年前倒しで達成 

１年前倒しで達成 

 

＜参考：一般行政職員数（H２２： ３，４４４人）について＞ 知事部局職員数（３，５１９人）に行政委員会事務局等を加え（６２人）、 教育部門（美術館、歴史博物館等）、競馬事務局及び短時間再任用 職員等（合計１３７人）を除いたもの 

(参考) 条例定数 

一般行政一般行政一般行政一般行政    公営企業等公営企業等公営企業等公営企業等    教育教育教育教育    
警察警察警察警察    

16,261人 △１０７ ＋１４ 
△１４９ △１２ 

（注） 知事部局職員数には、正規職員代替の短時間再任用職員を含む。   Ｈ１９：１２人、Ｈ２０：３３人、Ｈ２１：６０人、H22：９２人 

一般行政一般行政一般行政一般行政    公営企業等公営企業等公営企業等公営企業等    教育教育教育教育    
警察警察警察警察    

16,166人 △５６ ＋１７ 
△６４ ＋８ 

１年前倒しで達成 

１年前倒しで達成 

計計計計△△△△560人削減人削減人削減人削減    

計計計計△△△△560人削減人削減人削減人削減    

 

16,058人 

警察警察警察警察    
公営企業等公営企業等公営企業等公営企業等    教育教育教育教育    

一般行政一般行政一般行政一般行政    公営企業等公営企業等公営企業等公営企業等    △４６ ＋２ 
△５５ △９ 


