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相模原市職員定数管理計画（令和４年度～令和６年度） 

 

 

１ 職員定数管理の必要性 

  本市では、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)が掲げる「最少の経費で最大の効果」、

「組織及び運営の合理化」の理念に基づき、職員定数管理計画を策定した上で、職員定数

の適正管理に取り組み、簡素で効率的な行政運営に努めてきました。 

  前職員定数管理計画は、計画期間を平成２９年度から平成３１年度までの３か年とし、

計画に掲げた「事務量の精査による定数配分の見直し」や「民間委託の推進」、「再任用職

員の活用」などの取組を実施し、「７，８００人の定数を３年間維持する」という目標を達

成しました。 

  人口減少や少子高齢化社会の進展など、本市を取り巻く社会環境は目まぐるしく変化し

ており、今後は、地域包括ケアや少子化対策、生活保護、児童虐待防止対策などに対応す

るための定数のほか、新たな行政課題や市民ニーズに的確に対応するための定数を確保す

る必要があります。 

このため、上記の理念に基づき、新たな定数管理計画を策定し、引き続き職員定数の適

正化に努めていく必要があります。 

 

２ 職員定数管理の考え方 

（１）組織運営の改善に向けた取組 

   本市では、相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に係る

事業運営上の問題や不適切な事務処理に係る第三者委員会の提言を受けて、令和２年７

月に「相模原市組織運営の改善に向けた取組方針」を定め、適正な人員配置などに取り

組んでいます。 

 「相模原市組織運営の改善に向けた取組方針」 

 

 

 

 

 

５ 適正な人員配置 

（３）対応方針 

急速に変化する社会・経済情勢に的確に対応し、市民に真に必要な行政サービスを提供

できる体制を構築するため、局区等ごとに常に定数配分や職員配置に係るニーズや課題を

整理し、適切な定数配分や適材適所の職員配置を行ってまいります。（後略） 



2 
 

（２）行財政構造改革の取組 

   本市の財政状況や長期財政収支の動向、今後の本市の人口動態等を踏まえると、これ

までと同様の行財政運営を続けた場合、持続可能な都市経営はおろか、いずれは真に必

要な行政サービスの提供すら困難となることが見込まれます。 

このため、歳入規模に応じ行財政運営の構造を抜本的に改革する必要があり、また、こ

うした取組の必要性を市民、議会等に共有、理解、協力していただく必要があることか

ら、令和３年４月に「相模原市行財政構造改革プラン」を策定し、行財政構造改革に取り

組んでいます。 

 「相模原市行財政構造改革プラン」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）適正な管理 

   本市の財政は、新型コロナウイルス感染症の影響による景気低迷等により、依然とし

て厳しい状況にありますが、職員定数については、より多様化・高度化する市民ニーズ

や社会経済情勢の変化などに的確かつ柔軟に対応するとともに、持続可能な都市経営が

可能となる行財政運営の確立を目指して、次の考え方を基本とし、引き続き適正な定数

管理を行っていきます。 

 増員については、次に係るものについて、必要な定数の確保に努めます。 

   ・法令等の配置基準に基づくもの(生活保護ケースワーカー、児童福祉司、教員等) 

   ・地方分権改革等に係る権限移譲 

・市民のくらしの安全・安心の確保 

政策決定プロセスの見直し及び職員の意識改革促進策 

（１）戦略的・効果的な行財政運営を行うための仕組みづくり 

  （前略）さらに、これらの施策等について、優先順位はもとより、中長期的な財政状況

を踏まえた財源配分や職員定数の適正化を考慮した人員配置の優先度を十分に検証した上

で、実現可能性の高い政策・施策を選択する効果的な行財政運営を行う仕組みを構築しま

す。 

歳出削減策 

（２）総人件費の抑制 

ア 職員定数の適正化 

改革プランに基づく事業の廃止・凍結・見直しに加え、ＩＣＴの導入等による業務の

効率化、技能職員の退職者不補充、多様な雇用形態の活用及び民間活力の活用などによ

り職員定数の更なる適正化を図ります。 
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   ・本市が特に重点的に力を入れる分野 

 減員については、次の取組を推進し、適正な管理に努めます。 

 ・行財政構造改革プランに基づく既存事業の廃止・見直し 

 ・事務執行体制の更なる見直し 

   ・民間活力の導入 

   ・再任用短時間勤務職員や任期付短時間勤務職員、会計年度任用短時間勤務職員等の

多様な雇用形態の活用 

 

３ 定数管理 
（１）職員定数の増減見込み   

今後、職員定数の増減が見込まれる主な要因は、次のとおりです。 

増要因 減要因 

・生活保護世帯数の増加に伴うケースワーカー等の増員 

・虐待相談対応件数の増加に伴う児童福祉司・児童心理

司の増員 

・３５人学級の導入及び夜間中学校開校に伴う教職員の

増員 

・マイナンバーカードの普及促進 

・橋本駅周辺整備推進事業 

・行財政構造改革プランに基づく、既存事業

の廃止・見直しによる減員 

・民間活力の導入による技能労務職退職者不

補充 

・事務執行体制の見直し 

・児童生徒数の減少に伴う教職員の減員 

法令等の配置基準により令和３年度から令和６年度までに①生活保護ケースワーカー等３１ 

人、②児童福祉司等２３人、③教職員１０人の合計で６４人の増員を見込みます。  

※Ｒ３年度までは実績値(再任用短時間勤務職員を除く。)、Ｒ４以降は推計値 
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（２）計画期間 

   令和４年度から令和６年度までの３年間とします。 

 （３）職員定数の管理目標 

法令等の配置基準により令和３年度に比べて令和６年度までに①生活保護ケースワー

カー等３１人、②児童福祉司等２３人、③教職員１０人の合計で６４人の増員を見込む

ほか、マイナンバーカードの普及促進や橋本駅周辺整備推進事業などによる増員を見込

みますが、行財政構造改革プランに基づく既存事業の廃止・見直しや技能労務職退職者

不補充による減員などを推進し、適正な定数管理に努め、令和３年度の職員定数７，８３０

人を計画期間中は維持するとし、令和６年度の数値目標を７，８３０人とします。 

 ○年次別目標（各年度４月１日）    単位：人                     

区分 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

職員定数 7,830 7,830 7,830 7,830 

増減数 ― 0 0 0 

 

４ 職員給与費の推移見込み 

  計画期間における職員給与費については、下記表のとおりと見込んでおりますが、社会

経済情勢や国等の動向、本市の財政状況等を十分に踏まえながら、職員給与の適正化に引

き続き努めます。 

 ○職員給与費の推移                        （単位：億円） 

区分/年度 
令和３年度 

予算 

令和４年度 

推計 

令和５年度 

推計 

令和６年度 

推計 

職員給与費 

 対前年度比(％) 

500 

－ 

506 

+1.2 

484 

▲4.3 

506 

+4.5 

※令和 5 年度以降は地方公務員の定年延長を踏まえて推計しています。 

※再任用職員・任期付職員を含む。 

 

５ その他 

  本計画については、定年延長等の新規採用職員の採用数に大きく影響を与えるような制

度改正等が行われた場合や総合計画推進プログラムの内容に応じて、適時適切に必要な見

直しを行います。 
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資料編 

①職員定数管理計画の取組実績等 

区分 

（計画期間） 
職員定数の目標値と実績 

第１次 

（H8～H12） 

目 

標 

 

Ｈ 7：3,955 人 

↓ 

Ｈ12：4,205 人 

   （＋250） 

実 

績 

 

Ｈ 7：3,955 人 

↓ 

Ｈ11：4,101 人（＋146） 

※第２次計画を１年前倒ししたため、終了年度

をＨ12 からＨ11 に変更） 

第２次 

（H12～H15） 

目 

標 

 

Ｈ11：4,101 人 

↓ 

Ｈ15：4,090 人 

   （▲11） 

実 
績 

 

Ｈ11：4,101 人 

↓ 

Ｈ15：4,060 人（▲41） 

第３次 

（H16～H18） 

目 

標 

 

Ｈ15：4,060 人 

↓ 

Ｈ18：3,910 人 

   （▲150） 

実 

績 

 

Ｈ15：4,060 人 

↓ 

Ｈ18：4,470 人（＋410） 

※Ｈ18 年 3 月 20 日の合併（旧津久井町、旧相

模湖町及び津久井郡広域行政組合）により職

員定数が増加した。 

第４次 

（H19～H22） 

目 

標 

 

Ｈ19：4,740 人 

↓ 

Ｈ22：4,590 人 

   （▲150） 

実 

績 

 

Ｈ19：4,740 人 

↓ 

Ｈ22：4,590 人（▲150） 

※政令指定都市への移行に必要な職員数を事務

執行体制の見直し等により生み出した。 

第５次 

（H25～H28） 

目 

標 

 

Ｈ24：4,590 人 

↓ 

Ｈ28：4,660 人 

   （＋70） 

実 

績 

 

Ｈ24：4,590 人 

↓ 

Ｈ28：4,660 人（＋70） 

第６次 

（H29～H31） 

目 

標 

 

Ｈ29：7,800 人 

↓ 

Ｈ31：7,800 人 

  （±0） 

実 

績 

 

Ｈ29：7,800 人 

↓ 

Ｈ31：7,800 人（±0） 

 

 ※令和２年度及び３年度については、行財政構造改革プラン策定中であったため、総合計画

実施計画と併せて、職員定数管理計画を策定していない。 
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②職員定数の推移 

年月日 職員定数 増減数 

平成１７年４月１日 3,945 ▲50 

平成１８年３月２０日 ＊１ 4,569 624 

平成１８年４月１日 4,470 ▲99 

平成１９年３月１１日 ＊2 4,820 350 

平成１９年４月１日 4,740 ▲80 

平成２０年４月１日 4,715 ▲25 

平成２１年４月１日 4,640 ▲75 

平成２２年４月１日 ＊3 4,590 ▲50 

平成２３年４月１日 4,590 0 

平成２４年４月１日 4,590 0 

平成２５年４月１日 4,620 30 

平成２６年４月１日 4,640 20 

平成２７年４月１日 4,650 10 

平成２８年４月１日 4,660 10 

平成２９年４月１日 7,800 3,140 

平成３０年４月１日 7,800 0 

平成３１年４月１日 7,800 0 

令和２年４月１日 7,830 30 

令和３年４月１日 7,830 0 

 ＊１ 旧津久井町、旧相模湖町との合併 

 ＊２ 旧城山町、旧藤野町との合併 

＊３ 政令指定都市に移行 
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③政令指定都市における人口１０万人当たりの普通会計職員 

 ※この表における「職員数」は、実際に任用している職員の「実員数」であり、「職員定数」とは異なる。 

都市名 
住民基本台帳人口 

(R3.1.1) 

普通会計職員数 

(R3.4.1) 

人口１０万人当たりの 

職員数(普通会計) 

札幌市 1,961,575 19,397 988.8 

仙台市 1,065,932 12,032 1,128.8 

さいたま市 1,324,589 13,679 1,032.7 

千葉市 974,726 10,543 1,081.6 

横浜市 3,759,939 38,236 1,016.9 

川崎市 1,521,562 15,863 1,042.5 

相模原市 718,601 7,721 1,074.4 

新潟市 784,774 9,625 1,226.5 

静岡市 694,296 7,866 1,132.9 

浜松市 799,966 8,664 1,083.0 

名古屋市 2,300,949 28,394 1,234.0 

京都市 1,400,720 17,503 1,249.6 

大阪市 2,739,963 33,923 1,238.1 

堺市 831,481 9,528 1,145.9 

神戸市 1,526,835 18,900 1,237.9 

岡山市 708,155 8,361 1,180.7 

広島市 1,194,817 14,303 1,197.1 

北九州市 944,712 11,616 1,229.6 

福岡市 1,562,767 15,665 1,002.4 

熊本市 732,702 8,929 1,218.6 

資料：総務省定員管理調査 


