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開催日時 令和３年５月 20 日（木） 午後３時 00 分～午後５時 00 分
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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 教育政策課専門主事 村田貴志

会議次第

１ 土屋会長あいさつ

２ 教育長あいさつ

３ 情報提供

「これからの教室環境」（宇野勇治 委員）

４ 第２回会議の要点整理＜資料１、会議録＞

５ 議題

 ⑴ 30 人学級のシミュレーション 

・岡崎市小学校の学級状況＜資料２＞

・シミュレーション＜資料３＞

・意見交換

 ⑵ 小学校教室の現状と対応 

・小学校教室の使用状況と確保方策について＜資料４＞

・意見交換



（議題の要旨）

⑴30 人学級のシミュレーション 

学校指導課長 太田幹也

令和３年度現在の市内小学校の学級状況について説明

教育政策課長 宮本佳久

30 人学級のシミュレーションについて説明

【土屋会長】

既に岡崎市の１クラスあたりの平均は 27.5 人で 30 人学級を実現しています。し

かし、現実は多くのクラスが 30 人を超えています。シミュレーションによると令和

７年度に総学級数が最も多くなりますが、それは後の議題となります。現状とシミ

ュレーションについて何かご質問やご意見はありますか。

【宇野副会長】

シミュレーションによると令和４年度から令和７年度にかけて約 40 学級増、令和

７年度から令和９年度にかけて約 20 学級減という状況が分かりました。令和９年度

から４、５年すれば現在の学級数に戻ることも考えられます。会長の意見にもあり

ましたが、岡崎市は平均すると既に 30 人学級を達成していますが、30 人学級と言っ

たときにどのように目標設定をするのかが重要だと思います。小学校の更新計画が

ある場合、ハード面での柔軟性や可能性を考えながら計画を練っていくべきだと感

じました。

【土屋会長】

30 という数字の運用の仕方ですよね、学校が運営しやすいようにする必要があり

ます。

【宇野副会長】

例えば１、２年は教室数が足りず増築したとしても、２年後になれば増築する必

要なく 30 人学級に対応できる場合がありますが、逆にこの先、児童・生徒数が増加

する可能性もあります。増築工事をする場合、安定的に児童・生徒数の増加が見込

まれるエリアから遂行していくなど、総合的な判断をするべきです。

【土屋会長】

今の国の基準では、35 人学級の場合、36 人ならば２クラスに分けないといけませ

ん。岡崎市が独自に判断して 32 人を２クラスに分けましょうという判断は市として

可能でしょうか。

【事務局（太田課長）】

現在はできません。

【土屋会長】

30 人学級という形になった場合はどうですか、ある程度市が判断することになり

ますか。



【事務局（太田課長）】

弾力的運用ということで、委員の皆様より様々な意見をいただき、適切というこ

とであれば市で検討します。

【土屋会長】

今 30 人という数字が動いていますが、この会議で状況を判断して検討する必要が

ありそうです。

【中野渡委員】

前回の会議から少人数学級が、これから岡崎が進める最適・対話的な学びや対面

式の授業にとても有効なことは共通理解できたと思います。これらの事業が進めや

すい環境を整えるべきだと思います。教室を増設することは、先を見据える必要が

あり難しいと思います。また、人材確保も難しい現状があり、岡崎市でも教員が不

足しています。それらを踏まえた上で、30 人という数字にこだわり過ぎると実現が

難しくなると思います。35 人の教室や 40 人の教室もあるわけで、これより人数が少

しでも減れば、学校の負担も減り勤めやすくなります。30 人という最終的な目標は

あってよいと思いますが、現実的には可能なところから少人数を進めていく方向で

検討していただきたいです。

【土屋会長】

中野渡委員の意見は次の議題、教室の現状と対応に関わると思います。次の議題

の小学校教室の現状と対応について説明していただき、その後、皆様の御意見を伺

います。

⑵小学校教室の現状と対応 

施設課長 二村雅志

現在の教室使用状況と教室の確保方策について説明

【土屋会長】

資料にある小学校の教室確保について詳しく教えてください。

【事務局（二村課長）】

緑丘小学校を例に挙げると、少人数教室２部屋とその他教室１部屋を転用しま

す。それから旧パソコン教室を改修し、計４室確保します。会議室は適応教室へ転

用します。

【土屋会長】

余裕教室を無くし、それらをすべて活用するということでよろしいでしょうか。

少人数、学習教室、多目的、生活、会議室、その他教室を転用して学級増に対応す

るのですね。理科室等の特別教室は残すのですね。

【事務局（二村課長）】

普通教室とパソコン室以外の特別教室は残ります。



【土屋会長】

通級等の特別教室はパソコン教室を改修し充てるとのことですが、それでも教室

数が不足するのですね。他に御意見はありますか。

【塩沢委員】

特別支援教室は教室の大きさを半分にしてクラス数を増やすということですか。

【事務局（二村課長）】

そうです。特別支援教室の現在のクラス数を前提に、資料を作成しています。

【塩沢委員】

単純に部屋が半分になるということですか。

【事務局（二村課長）】

そのとおりです。教室が不足する場合は半分にして使用します。

【塩沢委員】

それで特別支援クラスの狭小解消及びその他の特別教室整備のための不足する教

室が出てくるということですか。

【事務局（二村課長）】

そうです。既に男川小、羽根小につきましては、２分の１が確保できない状況で

すので、それぞれ教室数を増やす予定です。上地小は、現在５つの特別支援教室が

ありますので、１つ余剰分としてそれを転用するという考え方です。

【土屋会長】

シミュレーションで様々な教室を転用した結果、33 教室が不足することが分かり

ました。特別教室を普通教室へ転用する、特別支援教室を普通教室の２分の１の大

きさにするというシミュレーションでしたがいかがでしょうか。

【小田委員】

通常教室が足りない場合、特別教室を転用するということですが、転用した場合

機能をどこに保管するのかを考えるべきです。例えばパソコン室であれば iPad を導

入しましたが、これで解決ではないと思います。小学校ではパソコン室でパソコン

部があるのでそういった子の居場所が懸念されます。

また、特別教室を転用すると１クラスだけ離れる教室が出ることになり、教育と

して上手くいかないのではと懸念されます。それらの課題を踏まえ、特別教室を使

うよりもスペースが限られますが、学年ごとでまとまった教室配置、増築した方が

児童・生徒の動線や教育の動線が円滑になると思います。

【事務局（二村課長）】

パソコン室につきましては、現在１人１台 iPad が配備されていることもあり、将

来的に必要性が薄くなると判断し、今回転用の提示をさせていただきました。先ほ

ど iPad の補完や部活動についての御意見をいただきましたので、今後の検討課題と

します。

学校運営で学年ごとのまとまりが重要だということは十分理解しており、特別教

室を転用する際にも考慮すべきだと考えています。例えば、矢作北小学校はパソコ



ン室が別棟にあります。通常教室とは別にあることから転用は難しいと考え対象外

としています。このように、学校ごとに教室の配置等を把握し、さらに整理する必

要があると思います。

【宇野副会長】

特別教室の転用ですが、ピークを過ぎると児童・生徒数が減少すると思います

が、その場合、元に戻すことを前提に特別教室を転用するのか、それとも転用した

ものをそのまま運用するのかどちらでしょうか。

１教室あたりの増築コストを見て、ピークの教室数を考えると単純に 11～12 億ぐ

らいの工事費を前提とされているのですか。

【事務局（二村課長）】

現在、特別教室の一時的な転用については検討していませんが、各学校の課題だ

と思います。

費用については、今回試算として教室数と改修費、事業費を提示し、委員の皆様

にボリューム感を伝えるという趣旨です。すぐに予算化するということは考えてお

らず、あくまでもボリューム感を理解していただくための資料として提示していま

す。

【土屋会長】

令和５年度から順次１年生から 30 人学級を実施し、特別教室等、転用可能な教室

を転用するという前提でシミュレーションを出していただきました。転用されたら

困る教室や１クラスだけ学校の中で離れてしまう等の課題がありますが、その点に

ついて意見はありますか。

【宇都宮委員】

資料の１学級の最大人数に基づいてシミュレーションされていると思いますが、

もし 30 人学級を実施しない場合、つまり 35 人学級の場合と 30 人学級を導入した場

合の違いがあれば教えてください。

【事務局（二村課長）】

35 人の学級数と教室の状況について、資料を持ち合わせていないので、今後お示

しをしたいと思います。

【宇都宮委員】

35 人で行った場合と岡崎が 30 人学級を実施した場合、どのような違いがあるのか

がポイントだと思います。そこが明らかになれば、考えられやすいと思います。な

ぜ 30 人学級を実施するのかという議論の中で、１人１人によりきめ細かい指導がで

きる時間的な要因と空間的な要因がありました。また、岡崎独自の GIGA スクール構

想の目的達成ということがあると思います。

本日、私立幼稚園の園長へアンケートを実施した結果をお持ちしました。幼稚園

の園長から見ても、１人１人にきめ細かい指導ができることが一番大きいと感じて

いるようですが、少人数に適した教科と大勢で活動することが効果的な教科もある

ため、運用の方法を考えるべきとの意見がありました。



【土屋会長】

資料をお持ちいただいたので、注目することがあれば教えてください。

【宇都宮委員】

30 人学級を実施することで、より高い学習効果が期待できるとの意見が多くあり

ましたが、国、県の施策で 35 人学級を実施するため、その状況を見てから 30 人学

級について協議しても良いのではという意見が印象的でした。

【坂口委員】

息子が小学校へ入学し、学校へ通っています。私が住んでいる学区は新しくでき

た団地があり多くの児童が通っており、団地やマンションができると児童の数の増

減が激しいと感じました。今住んでいるところからは細川小学校へ通うことになっ

ていますが、山を越えると恵田小学校へ行くことができます。通学バスがあって、

学区を飛び越えることができれば分散して学べることが可能で、親としても選択肢

が増えるのは良いことだと思います。井田小学校では既に選択できると聞きました

が、送り迎えがネックだという意見も聞きます。学区を飛び越えて分散すること

で、人件費や教室の問題がクリアできるのではないかと思いました。

【事務局（宮本課長）】

岡崎市では令和７年度が人口のピークです。それに加え、学区によっては社会増

ということもあると思います。そうした学区についてどうするのかということをこ

の委員会で協議していただければと思います。坂口委員がおっしゃられた以外にコ

ミュニティの関係もあると思います。岡崎市全体としては既に１学級あたり 27.5 人

というデータも出ておりますが、学区を飛び越えて学校に行くことをどう思われる

のかをコミュニティの関係から含めて御議論いただければと思います。

【小田委員】

私は、愛宕小学校で校長を務めておりました。愛宕小学校は、隣の井田小学校と

選択できるエリアがありますが、ほとんどの児童が井田小学校へ通います。理由と

しては、小さい学校だと PTA の役員などを保護者が務めることが多くなります。そ

れを無くしたとしても周りの児童と同じ学校に行こうとする現状があります。

30 人学級を実施する場合、令和８年になると最大 52 人の教員が必要となります。

社会増も含めると、今後の景気にもよってさらに増加する可能性もあると思いま

す。中野渡委員がおっしゃったように人材確保という問題もあります。三河には教

員養成の大学が少なく人材が不足しています。人材を確保するためには、大学を誘

致するだとか、高校生ぐらいからキャリアアップさせる等、人材不足を解消するシ

ステムが必要だと思います。

【土屋会長】

人材確保については、次回の検討テーマになると思いますので、そこで議論をし

たいと思います。



【宇野副会長】

現在の１学級の平均は 27.5 人ということで 30 人を下回っていると思いますが、

今後目標を柔軟に検討していくと合理的な部分を探せるのではないかと思います。

令和７年度がピークということで、30 人か 31、32、33 人現状より少ない人数のどこ

で区切るかを教員や教室の問題を考えた上で、最適な所を目指していけると現実的

な落としどころが見いだせると思います。

【土屋会長】

30 人というシミュレーションだけでなく、35 人や 32 人のシミュレーションを頂

けると、比較材料があり分かりやすいと思いますので、事務局で準備していただき

議論したいと思います。

【宇野副会長】

小学校の先生方とお話をする中で、学年やクラスに関係なく活動できるようなス

ペースが必要だと感じています。人数が少なければ良いというわけではないので、

多目的教室のようなものを増設して、プラスαの効果を提供できると良いと思いま

す。

【土屋会長】

私の経験から言うと、少人数と 40 人に対して一斉授業を行う場合、子ども同士が

関わらないため、そんなに変化はありません。単純にクラスの人数を減らせば良い

という問題ではなく、対話型の授業を実現するために、人数を減らし、学校の環境

整備を整えることが重要だと思います。

【森委員】

私は、不登校の親の会をやっています。学校へ来て学習する子に比べ、不登校の

子は、自宅学習もしくは、とても学習できる環境ではない現状があります。文科省

の調査結果にある全国の不登校発生率から岡崎市の児童生徒数で計算すると、小学

校は 183 名、中学校は 436 名いることになります。iPad が導入されたこともあり、

今後様々なチャンスがあると考えています。

【土屋会長】

不登校の子たちの居場所が学校にもあってほしいということですよね。

【事務局（太田課長）】

長期欠席者への対応については、私たちも教育の中で大事な部分だと理解してい

ます。施設面では適応教室を増やしており、iPad１人１台の環境も整っていますの

で、オンライン授業、ドリル学習的なソフトを組み込んで、自宅の子どもに配信し

ます。そのような学習の仕方も出席として認める等、今後子どもたちにとってプラ

スとなる様な様々な方策を考えていきたいと思います。


