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第５回岡崎市 30 人学級実施検討会議 会議録

開催日時 令和３年１１月２９日（月） 午後１時３０分～午後３時３０分

開催場所 岡崎市役所 福祉会館２階 ２０１

出席委員 土屋武志 宇野勇治 辻井正次 太田恭子 小田哲也

中野渡善樹 小久井孝幸 栗田香 小早川恭代 塩沢美穂子

森誘子 小松恵利子 坂口えり香 若林かおり

傍聴者 １名

説明のために出席した職員

教育長 安藤直哉 教育部長 河合剛志

教育監 山本則夫 教育相談センター所長 小田英宣

教育政策課長 宮本佳久 学校指導課長 太田幹也

施設課長 二村雅志 社会教育課長 福澤純子

教育政策課副課長 田中典子 学校指導課指導管理係長 山元嘉与

教育政策課専門主事 村田貴志

会議次第

１ 会長あいさつ

２ 教育長あいさつ

３ 第４回会議の要点整理（資料１）

４ 議 事

（１）岡崎市３２人学級プロジェクト実施案（試案）の検討（資料２，３）

① 背景、目標、方策について

② 期待される効果について

③ 実施に向けた課題について

（２）岡崎市独自教員採用制度の検討（資料４，５）

① 教員採用制度案について

② 教員確保に向けた方策について

（３）実施に向けたロードマップの検討（資料６）
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（議題の要旨）

(1)岡崎市３２人学級プロジェクト実施案（試案）の検討（資料２，３）

教育政策課長 宮本佳久

背景、目標、方策について説明

学校指導課長 太田幹也

期待される効果について説明

教育政策課長 宮本佳久

実施に向けた課題①教員の確保について説明

施設課長 二村雅志

実施に向けた課題②教室の整備について説明

【土屋会長】

資料の２から５ページにつきまして、委員の皆様からご意見いただきたいと思いま

す。まず、２ページの少人数学級の必要性、背景、目標、方策についてご質問や意見

ございますでしょうか。よろしいでしょうか。これまで出てきたものをまとめたとい

う形ですので、また何か後でお気づきありましたらご発言ください。それでは３、４

ページいかがでしょうか。３２人学級で期待される効果を４つまとめていただきまし

た。よろしかったでしょうか。これもこれまで出てきている議論をわかりやすくまと

めていただいています。では、５ページの教員の確保、課題、教室の整備ですけれど

も、教員の確保についてはまた次の議題で改めて議題として検討させていただきます

ので、この資料についてご質問やご意見があればお願いいたします。よろしいでしょ

うか。この資料はこれまでに出された資料やご意見を元に非常にわかりやすく整理さ

れているということで、先に進めたいと思います。では、これで議題２に入らせてい

ただきまして、こちらが今日は議論になるところだと思います。事務局のほうから、

議題２独自教員採用制度の検討につきましてご説明お願いします。

(2)岡崎市独自教員採用制度の検討（資料４，５）

教育政策課長 宮本佳久

教員採用制度案について説明

学校指導課長 太田幹也

教員確保に向けた方策について説明

【辻井委員】

全体的にクリエイティブでとても前向きで良い提案だと思います。まず「市職員型

採用」ですが、基本的に３年間任期の人を募集するので、岡崎市役所での選考試験と

して３年間の任期後、「派遣型採用」に移行する枠組みを考慮する可能性はあるので

しょうか？おそらく現場で働いてもらって、この方は是非という方には「市職員型採

用」の中で「派遣型採用」に切り替えていく枠組みがあれば、さらに色々な可能性が
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出てくると思います。それから、「派遣型採用」とても良いのですが、これでいくと現

職員の中で応募する方がいない限り、必要な人員の確保ができないのではないかと懸

念があります。例えば、「派遣型採用」でも最初３年間教員をして、その後必ず市の一

般職として勤務をするといったカテゴリーがあったほうが現実的な確保ができるの

ではないかと思った次第です。

【土屋会長】

令和１０年度には市独自で４８名の教員が必要になるシミュレーションです。岡崎

市の３２人学級に対して、県が４８名採用を増やして岡崎市に配置することは確約さ

れておりませんので、市独自で４８名の教員を確保しなくてはいけないという前提で

提案いただきました。そのうちの一つが「市職員型採用」で、３年間の任期付で市が

独自に小学校教員の採用を行うということで、任期期間の３年終了後は県費負担の正

規教員、市役所職員、再び市採用教員など幅広く職業選択ができるようにするという

ことです。辻井委員は本当にそれが可能なのか、任期期間終了後は県の採用試験を全

く一から受け直さなくてはいけないのか、「市職員型採用」の場合もゼロの学生と同

じ形式で採用試験を受けて、そして採用後もゼロからのスタートになるのかという、

３年の任期付のその後の問題をどうするのかというご質問でした。また、「派遣型採

用」は岡崎市の市職員の中から小中学校へ教員として派遣するというアイディアです

が、その場合、最初に採用した市職員を採用当初に小学校などの学校で勤務するとい

うイメージはここの中には入っているのか？ということでした。そういうことが検討

されているのでしょうか。辻委員からのご質問に対しての回答、あるいは困っている

ことがあればそれも含めてお願いしたいと思います。

【事務局（太田課長）】

「市職員型採用」ですけれども、３年間教員として充分に仕事をやっていただいた

ということであれば、その教職員が採用試験を受けたり、あるいは市役所への選考試

験という部分について何らかの利があるといいなと思います。教員採用試験でも講師

を３年間常勤で勤めると、採用試験の１次が免除ということがありますので、市役所

に入ると、教員の仕事というとなかなか教育委員会以外ないですけれども、それでも

大人として３年間子どもを相手に教師という仕事をやり抜くということは大変人と

して成長するものですから、そういったものが認められ、教員と同じような市の試験

でも免除になったり、そういったものがあると良いと思っております。

【土屋会長】

希望だということで、それが決まっているというわけではないということです。こ

こではどう認識したらよいか、辻井委員が質問をされました。

【事務局（太田課長）】

今はそれができるという決定はしておりません。

【辻井委員】

そういう可能性を排除するというわけではないということですね？
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【事務局（太田課長）】

その様に考えております。

【辻井委員】

愛知県の採用試験を受けるということは、せっかく岡崎で育てた方が他にいく可能

性が出てきます。試験をちゃんとうけていただいて、「派遣型採用」のほうにそのまま

移行するという枠組みもあっても良いのではと思います。明らかに来ていただいて良

い方だと思いますので、そのまま確保するのが大事ではないかと。最近大学の教員で

も、２、３年任期付でその後もう一回審査をして大学の正規教員になるというのがあ

って、そういう意味では３年間きちっと見て、いわゆる筆記とか面接で良いというこ

とであれば、そのまま派遣型にという方がいても良いのかなと。人材確保の観点から

非常に強く思います。

【事務局（宮本課長）】

市の「職員採用型」については今事務局から説明あったとおりで、今後人事当局や、

県へ案内をしていきたいと考えています。「派遣型採用」につきましては、採用されて

すぐの新規職員が教育現場にというお話でしたが、こちらのほうは市役所の人事当局

と既に話をしております。その中で難しい点として、市の職員は行政職として採用さ

れます。行政職は採用されて、色々な職場に配属されて、色々な研修を受けて、キャ

リアアップしていく段階があるのですが、新規採用直後に教育現場へいくとそれがな

かなか難しいという懸念があります。私達としてはそうしたものも含めて「派遣型採

用」というのを考えていきたいのですけれども、そうした課題がある中で人事当局と

今折衝をしている段階です。

【土屋会長】

このような状況の中で確定ではないけれども、アイディアで出されているので、今

日の検討会議がこれに対してどのような意見を出すのかというのは非常に大きな役

割をもっております。消極的に賛成するのか、積極的に賛成するのか、あるいはもっ

とこれ以上にちゃんとやってほしいといった、別のアイディアや、これを強化するア

イディアを出すのかというのがございますので、ぜひ率直なご意見や感想、質問でも

かまいませんので、ご意見いただければと思います。

【若林委員】

おそらく辻井委員が気になったところと一緒かと思うのですけれども、「市職員型

採用」で、３年終わった後どうなるのか気になります。こういう道もあると示しては

いるのですが、具体的な支援として何をしてくださるのか見えません。例えば３年経

って、その時点で勤務先の校長先生が面談をして、その道を示してくださるというの

は現場だとなかなか難しいのかなと思います。そうしたときにキャリア支援、市でサ

ポートできる面談とか、それが３年後じゃなくても１年毎でも良いかと思いますが、

こういう道があるよとか、強みはこういうものであるというような自己理解、キャリ

アを積むために必要な支援があると良いかなと思います。私もそれがあると３年とい

う任期だとしても、その先道があるのだということで申込やすいかなと思いました。
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【土屋会長】

３年ほったらかされて、３年きたからあなたはさようならというそういう前提は一

番不安感が強くなるということで、サポートがあるかどうかという問題だと思います。

【坂口委員】

自分がもしこれに応募するならと考えた時に、正規の方と同じように初任者研修や

その後の研修を受けられるのかなと考えました。愛知県の正規教員になった場合に初

任者研修を受けなければならないのか、また免除になるのかということを思いました。

【事務局（太田課長）】

岡崎市は研修権を持っていますので、市で正規の初任者と同じように研修を受ける

ような形をとりたいと考えております。またあわせて、初任者につきましては、拠点

校指導といって、授業の仕方、学級運営の仕方を週に１回、直接指導員さんから教わ

るという制度を持っていますので、そこが直接できるかわからないですけど、そうい

ったこともからめながら、安心して授業を行えるような研修制度をつくっていきたい

と思っております。

【土屋会長】

県で採用されるよりも良いというところがないと、なかなか応募してもらえないん

じゃないかというのがあるかもしれませんね。

【塩沢委員】

教員免許を所有している岡崎市職員とは、岡崎市の正規採用ですか。学校の講師の

ように、嘱託職員して市役所で採用されている方がいるのか、そのあたりが分からな

いので教えていただきたいです。あと、先ほど常勤講師が３年働くと一次試験免除と

いう話がありましたが、どちらの採用の仕方も常勤講師として勤める方との違いが知

りたいです。３年間雇用されることがこの採用の強みなのか、それだと１年任期の講

師を３回続けるのと、待遇面、給与面等、色々なところで違ってくるのか、責任の度

合いがどのように違うのか。働くとなると正規職員、１年任期の講師、この「市職員

型採用」の違いが学生達は気になるのではと感じました。

【土屋会長】

まず質問に対してはいかがでしょうか。市職員の意味づけですけれども。

【事務局（宮本課長）】

「市職員型採用」につきましては、正規ではないということでございます。「派遣型

採用」につきましては、正規職員で考えさせていただいております。そのため、正規

職員で教員免許を有しているもの、そうした者が突き上げ方式になるのか、それとも

人事の方から言われていくのか、といった両パターンあると思いますが、そうした形

で派遣をしていく、という形を想定しています。

【事務局（太田課長）】

この「市職員型採用」は、必ず３年雇用確保するというメリットがあります。正規

の方たちと同じように研修を受けられる中で、その後仮に採用試験に受かって、再び

初任者研修を受けるのかについては、今後詰めていく必要があります。それから３年
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間教員やった後、採用試験を受ける際の優遇等について、こちらも県と詰めていきま

す。何かしらあると良いので、そういった部分は何とかしたいと思っております。そ

れから、給与面では、県よりも４％程高くできるような形で今折衝していて、収入面

では若干岡崎市のほうが高いというところで、対応できると思っております。

【塩沢委員】

学校の教員としての責任はあると思いますが、例えば常勤１年間の講師とこの「市

職員型採用」は、何か責任というところでの大きな違いはありますか。

【事務局（太田課長）】

正規教員と同様です。子どもを担任として預かるという点で変わりません。ただ学

校というのは当然管理職がいて、最終的には校長が責任をとります。これは同じなの

で、その人個人で負うということは、他の人と同じでありません。

【辻井委員】

名称は左側が「任期付市職員採用型採用」で、右側が「市正規職員派遣型採用」だ

と思います。派遣型と書いてあるのが正規職となっていて、そこが紛らわしいのかな

と。最初令和５年度で８人採用しないといけないわけですよね。８人採用するところ

で、正規職員の「派遣型採用」の希望者が８人いない限り、ぜんぶ任期付でとらない

といけない。それで数年経ってから、正規職員と任期付で半々になるとか、そういう

話でも良いのかなと思いますが、最初８人確保する際、市職員の中で水面下のヒアリ

ングをしながらやっぱり何人か希望されるような方がおられそうなのか。そうでなけ

れば８人確保しないといけないわけですから、全部任期付でとらないといけなくなる

のかなと思いますし、そういう意味で正当な実効性から考えると最初３年間教員でい

って、その後改めて市の職員として研修を受ける、という方も排除をしないようにし

ておかないと、最初の確保がそもそもできないのではないでしょうか。

【事務局（宮本課長）】

「派遣型採用」については、現在人事当局と話をしています。その中で当然人事課

のほうは教員の免許を有している者は分かっております。ただ個別に打診しているか

というとまだそこまでは動いていません。と言うのは、この３０人学級の実施検討会

議ですが、後程ロードマップでもご説明申し上げますけれども、市役所全体でもオー

ソライズされていない段階であります。そうした段階で職員に打診するというのは、

なかなか厳しいかなという状況です。実際は令和５年度から始まりますので、もしこ

の「派遣型採用」を実施するということであれば、来年度動きが活発化してくると考

えております。

【土屋会長】

ここでこのような意見が強ければ、逆に市当局がそういう方向で動かなければいか

なくなる可能性が出てくるということですよね。まだそこまで決まっているわけでは

なく、提案という形で今ここに出てきているという状況です。
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【辻井委員】

この形でやることのメリットは、一つはかなり早めに宣伝して、来年度市職員とし

て採用してその後教員としていけると伝えて、２年働いた後「派遣型採用」へ移行で

きるという話をすると。もう一つは、任期付がその後派遣型に移行できるという話が

ないと学生たちは受けてこないと思いますし、逆にその後正規職員の派遣型に移行で

きるという話なら、かなりの学生がとりあえず岡崎市を受けると思います。その中に

優秀な学生がかなり混じっていると思いますので、やはり任期付から正規職員になる

というルートをかなり強化しておいたほうが、結果的には岡崎市のほうに良い人材が

流れることになると思います。

【土屋会長】

結果的に県の採用試験を受けて岡崎市以外のところに流れるという形が一番岡崎

市にとってもデメリットが大きいですよね。採用の労を多くして、益少なしとならな

いようにしたいです。

【中野渡委員】

「市職員型採用」で、教員採用試験を岡崎市教委としてやっていかなくてはいけな

いと思いますが、この試験を実施するのも大変なことと思います。ここにある情報だ

けだと、面接、作文、性格検査のみで一般教養や教職教養は行わないと。１０月の三

次試験まで想定しているんですよね。質問ですが、この採用試験について具体的に決

まっていることや、イメージしていることがあれば教えていただきたいです。

【土屋会長】

試験はどういう形でイメージしたら良いかということです。後のロードマップにも

関わってきますが、中野渡委員としてはどのような試験が良いとお考えですか。

【中野渡委員】

例えば、今愛知県の採用でも３年間講師をやったら一次試験免除等メリットがあり

ます。現場からすると、少しでもやる気があって現場で本当にバリバリやられる先生

を確保するという意味でいえば、岡崎市の講師経験があれば少しメリットがあるとか

優遇されるとかそういうことも取り入れると、より良い人材が早い段階で確保できる

かなと思っています。

【土屋会長】

委員の皆さんからの意見も今事務局がまだ固まっていない状況で今こういった意

見を承っているというところですので、逆にいえば事務局のほうも答えにくいのかも

しれません。まだ決まっていないことも多いと思いますがいかがでしょう、今のよう

な採用のイメージ。何か事務局で回答できることがありますか。

【事務局（太田課長）】

岡崎市独自の教員採用試験について、まだ具体的なものは決まっていません。

【塩沢委員】

広報活動のことでお伺いしたいですが、辻井委員にお伺いしてもよろしいでしょう

か。近隣大学でのリクルーティングというところに、大学４年生を対象とした岡崎市
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教員募集の広報活動と書いてあります。私の姪は２年生、３年生の時点から色々な一

般企業を受けて教員養成課程だったのですが、結局一般企業に就職をしました。

なので、このへんの広報活動の時期や内容でどういうものを大学生が求めているのか

お聞きしたいです。

【辻井委員】

大学によって違うと思います。私もはるか２０年程前に岐阜聖徳学園に勤めていた

ので、教員養成の雰囲気は分からなくはないのですが、最近は随分と変わりましたよ

ね。本当に仰るとおりで、３年生の１月から３月ぐらいで優秀な子は大抵決まります。

最初教員を目指していた学生も先に企業から内定をもらうと、そちらに流れていきま

す。４年生で募集してもまったく意味がなくて、せめて３年生からだと思います。そ

れから、保育とかでは実習の時点で囲い込んでしまうというのも、基本的な形です。

教育実習は、今まで教員養成大学の教育の一環という形だったのですが、そこをリク

ルーティングだと思っていただくということを、現場ではご覚悟いただかないと。良

い人材については君は絶対良いからという形で、それでその段階でこのチラシを非常

に詳しく各学校で説明いただく必要があります。推薦されるような方たちを実習のあ

と教育委員会で集めて、さらに説明するぐらいのことをしないと。４年生にチラシを

配っても、というのは本当に仰るとおりで、まったくチラシの無駄にしかならないと

思います。私も気づきませんでした。とっても重要な視点だと思います。

【土屋会長】

私は愛知教育大学ですが、すでに私の大学でも教員にならない学生の多さに文科省

から指摘を受けています。３年生ぐらいで企業の内定が出ると、そちらに流れる学生

は当然沢山います。１年生から意欲をどう高めるかが課題です。その一つとして教育

長さんがビデオで語り掛ける等、岡崎市の教員は良いよと１年生からやる必要があり

ます。確かに４年生だとと少し遅いかと思いますので、辻井委員が言われたように岡

崎市在住で、岡崎市の小中高校を出た学生で教員志望の学生をどう把握するかですけ

れども、大学の早い段階から岡崎市がそういう学生たちを岡崎市に就職することを誘

導するようなキャリア支援をして、そしてその後採用されたら岡崎市独自の教員採用

に応募して、採用されたらそれなりに岡崎市として手厚くサポートするような形をと

っていかないと、なかなか集まらないと思います。他の市町、他府県もだんだんやり

初めてきていて他の県から誘いがあったりしておりますので。なかなか４年生という

段階は仰るように決まっている可能性は高いと思いますね。

【宇野副会長】

「派遣型採用」は基本的に教員職と行政職の両方ができるという理解でよろしいの

でしょうか。

【事務局（宮本課長）】

行政職で、岡崎市役所で採用された行政職員が教員免許をもっている場合がありま

す。その方が一定期間学校現場で勤務していただくということを想定しています。
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【宇野副会長】

「派遣型採用」という名前が非正規雇用っぽいイメージを勝手にもたせてしまうと

思います。実際は、市役所の内部の管轄で教育現場に派遣するということだと思いま

すが、採用される側からすると、行政職と教員職の両方ができるということをメリッ

トとして出せるような名前にすると良いと思います。例えば、兼職型とか。教員をや

ってみたいけれども、教員ずっとやるのもなぁ、という学生だと、自分の性にあえば

教育職でもいけるし、少し違うと思えば行政職として事務職につくこともできるとい

った、安定感が得られてかつその後にもう一回働いてから自分のキャリア形成を考え

ることができるという筋道の展開をアピールすると良いと思います。教員として自信

がないとか、他のこともしてみたいとか、色々な思いはあると思うので、逆にそうい

ったことを選択できるキャリア形成だという、学生目線でのセールストークをしてい

けると良いのかなと思います。ですので、「市職員型採用」は「任期付市職員」という

と、いわゆるそのステップについて先ほどのキャリア支援というような、ある意味ぼ

かしがきくので良いのかなと思います。何をするというわけではなくても、サポート

しっかりしてあげるよ、キャリアサポートがつきますというように、具体的なキャリ

アサポートについては事後的に考えていくというのもありえるのかなと思います。そ

れとあともうひとつ、資料２と３に戻るのかもしれませんけれども、４つの少人数教

育の効果、メリットを挙げておられて、まさにそのとおりだと思いますが、今入って

いる４項目がどちらかというと教育合理性による教育効果といった印象を受けてし

まいます。それはもちろん重要なことだと思いますが、それに加えて多様なメリット

といいますか、色々な目線の市民の方もおられると思いますし、教員の方もおられる

とおもうので、３２人教育によって得られるメリットをできるだけいっぱい書いてお

いたほうが、より色々な意味で説得力があると思います。

【森委員】

前回の資料で印象に残った部分がありまして、毎年１００人ほど産休と療休で欠員

がでてくる。ということは、そのまま戻ってくる確率はどのぐらいなのか。新しい教

員も必要ですが、そういう辞めない教員も必要なのかなと思います。産休と療休の割

合が分けてなかったので、産休でしたら戻ってくる可能性もありますけど、療休だと

どのぐらいの期間休んで、復帰されることがかなうのか、お聞きしたいです。

【土屋会長】

質問ですけれども、現状の欠員状況といいますか、補充が難しい状況が反映されて

の話なのか、教員の独自採用が実現したとしても常にそういう状況が続くのか、どう

でしょうか。

【事務局（太田課長）】

この令和５年の８名でということですか？
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【森委員】

今の話は新規ですが、今実際現場にいる教員の方で毎年多くの欠員があるという資

料があったので。産・育休であれば、必ず復帰されてくるんですか？そのまま辞める

方もいますか？

【事務局（太田課長）】

多くは大体１人目で３年間とりますので、３年間たったら復帰、あるいは２人目に

入られる方もいますが、復帰をしてまいります。

【森委員】

療休のほうで、人数が分けてなかったので、どの程度の療休の先生がお休みになら

れているのかなと。

【事務局（太田課長）】

何名がということですか？

【森委員】

そうです。その方たちが戻ってこられる可能性があれば、欠員が減るのかなと単純

に思いまして。

【事務局（太田課長）】

今割合がどれぐらいというのがすぐには分からないですけれども、療養休暇、ある

いは休職に入った方につきましても基本的には休職は３年という期間がありますの

で、最大３年を経て戻ってきます。もちろん退職される方もいます。産休育休も３年

後に復帰するということを前提で休職に入ります。

【森委員】

わかりました。ありがとうございます。長い期間教職に就いていないと、教員免許

の資格を失うというのが今度撤廃されるという話がありましたけど、そういった方た

ちも積極的にアピールしていけば、人生経験豊富に積んでいる方たちで、とても子ど

もたちのためになると思うので、そういうところからもアピールしていけば良いと思

いました。

【土屋会長】

今の話は、市職員であろうが教員であろうが、もっと潜在的な教員の掘り起こして

いく案があっても良い、アピール、広報の問題ということですね。

【小松委員】

これまでの会議でここまでやってきたというのはすごく楽しみで仕方ないです。最

終的にやっぱり最後ってお金の問題かと思うんですけれども、これって大丈夫なんで

すか？

【事務局（宮本課長）】

岡崎の財政を心配していただきましてありがとうございます。次の議題のロードマ

ップでまた申し上げたいと思いますが、今後正式に検討会議で示されること、これは

当然予算面もございます。そうしたことも含めながら、市の財政当局とも協議をして

まいります。
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【土屋会長】

やはり子どもが安心安全な街というのは、人口が増加するという、活力の元になる

施策です。ぜひ自然体の問題として、とりかかっていただければと思っております。

【辻井委員】

資料５ですが、２の広報に向けた取組でプロモーションビデオもホームページもも

ちろんあったほうがいいのですが、意外に学生たちが大事にしているのは、口コミと

実際に接した教育現場の人たちとのつながりです。SNS 等あるのは前提で、すごく大

事なのですが、先ほども申し上げたように、教育実習の中でこの子はと思う方は、実

習の終わった最後の日に集めて、教育長先生から熱いお言葉をかけつつ、この岡崎市

独自の採用制度について、かなり積極的なスタンスをとったほうが良いと思います。

２週間ぐらい教育実習をすれば大体様子分かりますよね。そのぐらいから校長先生か

らきちっとお声がけをいただいて、最後ひと押しで教育長先生からもみんな集めてき

て言うぐらいしないと。リクルーティングという意味でいうと、本当に昔と全く事情

が違ってきましたので力を入れないと。どこの福祉系の実習も、ほぼ採用の一部ぐら

いの感じです。若い子たちを確保することで次の世代の受け渡しができていけますの

で、それができるための良いチャンスがやっと得られた。今まで愛知県のところで受

け身だったのが、今度は岡崎市として攻めることができますので、教育実習後の説明

会は位置付けてやっていただけるほうが良いのではないかと思っております。

【小田委員】

キャリア形成を考えると今企業は大学や高校に重きを置いています。チラシだけじ

ゃなく、高校のキャリア教育の中に入り込んで、仕事の良さ、やりがい等その企業の

アピールをしています。教員のリクルーティングにおいても、そういったことがある

と良いなと思っております。任期付の「市職員型採用」については３年ごとと書いて

ありますが、大変良い数字だと思います。少人数学級の３２という数字も大変絶妙な

数字でよく考えられていると思います。県の教員採用で講師を採用すると１年ですね。

これが３年間は保証されるというのは若い人でもそうだし、私が色々な講師採用で見

てきた方たちでも１年だと少し辛い、という方はたくさんお見えで、３年の保証とい

うのは途中で変更がきく大変安心される数字です。正規型の派遣採用については是非

人事課を連れてきてお願いしたいところであります。市の施設・学校ですので、行政

職ではございますが、岡崎市の施設がどういう状況になっているのか、財政も含めて

見ていただくと教育に対するお金のかけ方、予算のかけ方というのを理解していただ

けるかと。小学校ではなかなかまだ対応できないようなこと等、現実に見ていただけ

る機会や、実際に親御さんの意見を吸収していただくという機会があれば大変ありが

たいです。ただ行政職ですのでそれだけだと希望者がいないと思いますので、インセ

ンティブがあると選びやすいんじゃないかと。そういったことも前向きに考えて、こ

の２つの採用については進めていただきたいと思っております。
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【栗田委員】

すごく最初のほうに戻ってしまうのですが、今小学校を３２人学級にしようとして

いますが、中学校は何か対策をとられるんですか？

【事務局（太田課長）】

現在中学校は、県の施策で１年生が３５人学級です。２、３年生が４０人となって

おります。国が小学校２年生から段階的に実施という話がでてきて、中学生はまだ確

定していないのですが、そのような声は文科大臣も含め出ているので、そういった動

きも引き続きあるのではないかと予想しています。

【栗田委員】

岡崎市の３２人学級に関して、中学生はとりあえずないですか？

【事務局（太田課長）】

今まず小学校のほうからということで段階的に考えています。

【栗田委員】

じゃあ将来は中学校も考えていらっしゃる？

【事務局（太田課長）】

そうですね。まず様子見て、３２人学級を進める中で３年なり５年なり様子を見て

その動向を見ながら、中学校も必要であればその判断も考えていきます。

【小早川委員】

保育園で３年間の任期付採用を実施していますが、どちらかというと産休代替の形

で採用していることが多いです。保育園だと同業種同賃金で、同じ仕事でも保証面で

の違い等管理者として申し訳ないという思いもありましたが、任期付採用の方たちに

は正規にならないかと直接声かけします。やってみたいという方が多いので、正規に

なってもらうことが多く、そうすると今度その方たちがクラスをもつ中でやりがいを

覚えてずっと続けていきたいという気持ちも出てきます。色々な形で選べることがあ

るのも学生さんにとっては魅力があると思います。あとは、県の採用と市の採用と同

じようにやっていくと、どこか別へ流れてしまう。この採用だけを少しずらしてみる

とか、県の採用が終わってリベンジ的に、私は先生やりたいと思う方の気持ちをお聞

きしながらこの採用をずらしていくのもひとつかなと思います。「派遣型採用」の市

職の方で教員資格がある方はすごいなと思いますけど、保育士資格がある方いれば是

非と思いますし、奥さんで保育士の資格ある方は是非ご協力いただけると嬉しいと思

います。教員の方もこの「市職員型採用」だったらやりがいがある、子育て一段落済

んだらどうか？と声をかけていただけると良いかなと。奥さんに声をかけるというの

もひとつかと思いました。

【小久井委員】

教員になりたいという想いが薄れてきているのが今の大学生なのかなと思うので、

魅力をもっとアピールしてもらえると若い方も教員を目指してくれるのかなと思い

ますので、どんどん市のほうから働きかけのほうをお願いしたいと思います。あと、

教員を休職されている方たち、産休からそのまま辞めてしまう方ってたくさんいると
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思いますが、うちの会社でも今年度４月に採用した方は教員から子育てで辞めてうち

のほうに就職された方で、やっぱりどうしても時間が長く拘束されるので子育てとの

両立は大変だと言っておられましたので、そういった女性の意見をしっかり聞いても

らって、教員を長く続けていただけるようにしてもらえるとありがたいです。

【太田委員】

いったん仕事を終えて家庭に入っていると、意外と主婦層がたくさん埋もれている

のではないかと思いますので、その発掘が大事かと思います。ただ、学生はまったく

新米ですね。それから主婦の方も教職から離れていたわけですので、これは指導する

立場の人たちがすごくがんばっているということはわかりますが、久しぶりに教職に

就こうと思う方は、GIGA スクールという言葉は聞いたことないから、難しくてやれ

ないと思うのではないかと。実際に私にも孫がいますので、緊急事態宣言中に一日家

にいて、教室の半分の子と一緒にタブレットで授業に参加してとても良い授業スタイ

ルだなということを実感しています。すごく一体感がある授業が受けられていました。

であるだけに、実際にはこういうことだよ、難しいことではなくて、先生たちが実際

にやれそうだなということを多いにアピールしていく必要があるのかなと感じまし

た。それから、もし岡崎市の採用で３年間ずっと継続していきたいという方がいたら、

これはやっていけるのか。先ほど給与の話も出ましたけど、給与は上がっていくのだ

ろうか。令和１０年までが出ていましたが、ここから先も続けていきたい、岡崎市の

教員としてやっていきたいという方が増えてきた時にどういう風にいけそうなのか

というのを、ぜひとも岡崎市当局のほうにお願いしたいと思いました。３つ目は余談

ですけれども、幼稚園教諭の実習でいいなと思う子は何人もいますので、私立幼稚園

でしたのでできたことですが、推薦状を私が園長の立場で渡していました。あの子は

ここの幼稚園の先生としてとっても良い、がんばりました。こういう対応が良かった

です、と具体的に良いところをほめながら、推薦状を書いて実習最終日に渡していま

した。こんなことが自信になったということで、のちに採用試験を受けにきてくれた

学生さんも何人かいましたので、参考になればと思って今お話しさせていただきまし

た。とても良い試みだということを色々な場面で感じましたので、ぜひとも早くより

良い方法で実現できると良いなと思います。主婦の方たちへの声掛けもがんばってす

すめたいと思います。

【土屋会長】

今の議題２につきましては、数あわせの問題ということではなくて、岡崎市の未来

をどう特色づけていくかということと関わるということで、そういう市全体の質を高

めるプロジェクトであるということで、皆さん非常に期待されていることが確認でき

たと思います。その中でそういう岡崎市全体の質を高めるプロジェクトに参画する人

たちへの支援だとか、インセンティブを市としてもきちんと施策として実現していっ

てほしいというご意見だったと思います。さらに提案されている形だけではなくて、

もっと人材を発掘できないかと、要するに新卒者のみの人材ではない、市民の中から

このプロジェクトに参画するような、市民参画を掘り起こせないかと。それは当然プ
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レ研修、セミナー等の開催も含めた支援が必要になると思いますけれども、そういう

形で市民を市の新しい３２人学級の実現に参画させていくような道筋をつくって、人

数が多いか少ないかは別としてもそういう道を開くということ自体も、市のひとつの

大きなステイタスになるとご期待も多かったと思います。なので、事務局も是非そう

いうスタンスでおまとめいただければと思います。皆さんこの議題につきましてはそ

ういう形でよろしいでしょうか。それでは、次の議題にうつりたいとおもいます。ロ

ードマップにつきまして、事務局からご説明お願いいたします。

(3)実施に向けたロードマップの検討（資料６）

教育政策課長 宮本佳久

実施に向けたロードマップの検討について説明

【辻井委員】

パンフレット、ポスターについて今年度は最初なので４年生のこのタイミングで渡

すしかないとは思いますが、次に出てくるところではもう少し早く３年生の秋学期の

ところで配るという形にしないといけないかなと思います。とりあえず実施までのロ

ードマップはこれで良いのですが、それから先は早めのところで組んでいただけると

効果的かなと思います。

【事務局（宮本課長）】

参考にさせていただきます。

【宇野副会長】

ロードマップの中に教室整備というのが入っていて、冒頭の説明でも今後５件の増

築と１２件の改修というのが出ていて、せっかくの機会だと思いますので、単に通常

の教室を確保ということではなくて、できれば環境への配慮、保全への対応、先進的

な設備とか色々なアイディアを試みいただくと、それも教員採用につながる良い循環

になってくると思います。ぜひ通常の拡張にとどまらず、色々な工夫をしていただき

たいと思います。

【塩沢委員】

こんなに素晴らしいことを市民の皆さんに対しての広報というか、岡崎市で子ども

を産んで育てると３２人学級になってこんなにきめ細かい教育ができますよという

ことをどんどん市民にアピールしていただけたらなと思います。そうすると、子ども

も増えるかもしれないですし、良いことばかりだと思いますので、そこもよろしくお

願いいたします。

【土屋会長】

ロードマップのほうに市民向けの動きを付け加えるという感じでしょうか。
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【事務局（宮本課長）】

当然この施策というのは子育て世代等々には大変有用な施策と思っております。ひ

いてはシティプロモーションと言いますが、外部から子育て世代が岡崎市に転入して

いただくということも効果としてはあると考えています。そうした広報につきまして

は、広報課とも連携しながら、また市政だより等活用して進めていきたいと考えてい

ます。

【土屋会長】

それでは、議題の３実施に向けてのロードマップの検討ということは基本的にはこ

れをご了承という形ですすめていきたいと思います。以上で今日の議事は３つ終了し

ましたが、私から皆様にご提案、確認したいことがございます。それはですね、先ほ

どのロードマップで３月の議会で条例制定の前に、第６回実施検討会議はあと１回、

２月か３月になっておりますので、それまでにこの会が開けない状況もありますので、

この提案されました資料２の岡崎市３２人学級プロジェクト実施案、こちらについて

は特に御異存なかったので、ここでご了承いただいたという形にさせていただきたい

と思います。それで事務局が進めていただくと。それから３２人学級プロジェクトの

岡崎市独自の教員採用制度案、これにつきましてもこれ自体が反対ということではな

く、これを実施するためにはもう少しこういうふうにやってほしいというご意見だっ

たと思いますので、名称等を分かりやすくもう少しこれをブラッシュアップする必要

はあると思いますけれども、これ自体の方向性はお認めいただいたということでよろ

しいでしょうか。（一同異議なし）市独自の教員採用を実現するために、さらにもう少

しこういう風なところを確認してほしいという意見は出ましたので、またそれは是非

まとめていただきたいと思います。とくに３年任期付の終了後のことであるとか、市

職員が本当に応募できるのかという問題も現実化できるように、またそれは事務局と

私のほうで相談させていただきながらすすめることになると思いますけれども、３月

の条例制定に向けて総合教育会議にはかるということでこれを出していただくと。と

いうことで、その資料として本会議では資料２の岡崎市３２人学級プロジェクト実施

案というものを認めたということと、独自の教員採用制度を提案するということをお

認めいただいたということで進めていきたいと思います。新しい制度をつくっていく

ということでご苦労多いと思いますけれどもよろしくお願いいたします。


