
第４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８月 11 日（水） 午後２時 00 分～午後４時 00 分

開催場所 岡崎市役所分館 大会議室

出席委員 土屋武志 宇野勇治 辻井正次 太田恭子 中野渡善樹

小久井孝幸 栗田香 小早川恭代 宇都宮守和 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 ０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 施設課副課長 北村浩二

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 土屋会長あいさつ

２ 教育長あいさつ

３ 情報提供

「令和時代の教育における少人数学級の意義」（辻井正次 委員）

４ 第３回会議の要点整理（資料１）

５ 議題

 ⑴ 教員の確保 

①現状

ア 愛知県の教員採用状況（資料２）

イ 本市の教員の配置状況（資料３）

②独自に少人数学級を実施している市町の教員採用の様子（資料４）

③教員確保に向けた方策（資料５）



 ⑵ 少人数学級のシミュレーション② 

①各シミュレーションの提案と必要となる教員数の試算（資料６～10）

②令和 10 年度までに増築・改築が必要となる教室数の試算（資料 11～12）

（議題の要旨）

 ⑴教員の確保 

教育相談センター所長 小田英宣

愛知県の教員採用状況について説明

学校指導課長 太田幹也

本市の教員の配置状況について説明

【土屋会長】

資料について説明がありましたが、委員の皆様からご質問があればお願いしま

す。

【辻井委員】

再任用と講師の違いを教えてください。

【事務局（太田課長）】

講師には、例えば欠員補充と産育・療休等補充などがありますが、そこに再任用

にあたる 60 歳以上の方が働く場合もあります。その方は、常勤として他の教員と同

じように朝からフルで働いてもらいます。再任用のなかでもハーフタイムとフルタ

イムがありますが、ハーフタイムは半分で働いている方、フルタイムは欠員補充と

産育・療休等補充の方と同じようにフルで働きますが、給与面での違いがありま

す。

【辻井委員】

欠員補充と産育・療休等補充として働く講師と再任用のフルタイムではどちらの

給料が良いのでしょうか。

【事務局（太田課長）】

欠員補充や産育・療休等補充として働く講師が高いです。

【土屋会長】

今年度 12 名が欠員ですが、これはどの時点のものですか。

【事務局（太田課長）】

４月からです。12 名の欠員を補うために、非常勤の方を充てます。例えば、正規

教員１人分の枠を２人の非常勤で授業を持っていただく、あるいは３人で持ってい

ただくということで募集し対応しています。

【土屋会長】

欠員が出ている状況が、ここ数年続いているのですね。

【坂口委員】

岡崎市での欠員状況は理解できましたが、近隣市町の欠員状況も知りたいです。



【事務局（太田課長）】

西三河地区はここ数年岡崎市と同じような状況です。

【塩沢委員】

欠員や補充というイメージが分からないです。例えば、１人の先生がいないとし

て、そのクラスを３人の先生が交代で運営するという意味ですか。

【事務局（太田課長）】

例えば１人の先生がいない場合、役職にあたる校務主任や校務補佐が担任として

入ります。しかし、役職としての仕事もあるため、授業の一部を非常勤の方に持っ

ていただいて運営しています。

【塩沢委員】

児童・生徒からみると担任の先生がいて、授業によって他の先生が来るというこ

とですね。

【若林委員】

定年退職は現在 60 歳だと思いますが、今後引き上げられる予定はありますか。

【事務局（太田課長）】

今後定年は引き上げられます。私の場合だと現在 52 歳ですが、65 歳で定年という

ことになります。

【若林委員】

退職される方が減ることにより、先生があるときから減らない時期が来るという

ことですか。

【事務局（太田課長）】

そうですね。退職は遅れることになります。

【宇都宮委員】

講師と欠員について具体的に理解したいです。資料には常勤の数が挙がっていま

すが、非常勤の人数や内容について知りたいです。また、再任用の働き方について

も詳しく知れるとより理解が深まると思います。

【事務局（太田課長）】

講師には正規教員と同じように働く方と１週間に数時間程度から 30 時間近くまで

働く非常勤の方など様々な種類があり、岡崎市では現在約 400 名の非常勤の方がい

ます。再任用の方は担任を持っていただくフルタイムとパートタイムがあります。

パートタイムは１週間に４日ほど働く方で、その方は、少人数指導や外国人の子ど

も達への指導、通級指導等の場で働いています。

【土屋会長】

４月当初から欠員が出るということですが、愛知県の人事計画の見込みが違うの

でしょうか。それとも岡崎市の人事計画の見込みが違うのでしょうか。

【事務（太田課長）】

例えば、岡崎市に 100 人教員が欲しいと希望しても、100 人来ることはありませ

ん。愛知県の教員採用試験では、ある程度予測して合格者を出していますが、合格



者の内、何人岡崎市で働くのかは分かりません。欠員補充が現在 143 名いますが、

本来ならば正規教員を配置するところを講師で運営しています。このように各市町

で足らない部分は講師で担っている状況です。

【土屋会長】

今後の岡崎市での教員採用に関わると思ったので、質問をしました。

学校指導課長 太田幹也

独自に少人数学級を実施している市町の教員採用の様子・教員確保に向け

た方策について説明

【宇野副会長】

他市町独自の採用では基本的に講師として募集しているため、定年まで働くこと

はできないという理解でよろしいでしょうか。

【事務局（太田課長）】

そのように理解しています。

【宇野副会長】

基本的に講師は、複数年契約ですか、それとも単年契約ですか。

【事務局（太田課長）】

講師は基本的に１年ずつの契約になりますが、問題が無い場合は、ほとんどの方

が続けています。

【宇野副会長】

長期の契約ができると安心感を持って応募ができると思いますが、今後５年や 10

年といった一定期間の契約を示していくのでしょうか。

【事務局（太田課長）】

そのように考えています。

【土屋会長】

講師の方は、県の採用試験を受けなおすケースが多いのでしょうか。また、他市

町ではどうですか。

【事務局（太田課長）】

他市町は全て把握していないですが、岡崎では基本講師として勤める方や、若手

だと採用試験を受けながら講師として勤めることがあります。

【土屋会長】

県の採用試験に合格するまで、岡崎市の講師として働くのか。岡崎市費で講師と

して定年まで勤め続けるのか。岡崎市では後者は想定していないのか気になりま

す。

【事務局（太田課長）】

若手であれば、岡崎市で講師をしていただいて、経験を培った上で、再度教員採

用試験を受け、正規教員になっていただきたいと思います。先ほど市の職員も兼ね



て働く魅力も伝えましたが、そういった方は、本人が市の職員と教員を選択すると

いうこともあると思います。

【太田委員】

豊田市では学級数を増やすのか、学級数を増やさずに非常勤講師を配置するのか

を学校が選択でき、安城市では市費で採用できた講師を活かし、市独自で１，２年

生を少人数学級で運営しているということを聞き、とても良いことだと思いまし

た。学校現場の意見を優先していただけるのは、市独自で講師を採用することのメ

リットだと思います。教員数だけ確保して良い人材が揃わないよりも、子どものこ

とを一生懸命に考えてくれる教員が集まり、岡崎市独自で学級の人数を弾力的に運

用しても良いと思います。

【土屋会長】

教員ではない委員もいますので、事務局より弾力的に運営することのメリット等

を説明していただけますでしょうか。

【事務局（太田課長）】

弾力的でないのは、例えば 40 人学級という決まりがあって、41 人以上になると必

ず学級を分ける必要があるということです。安城市は資料に 30 名程度と記載がある

ように、29 名や 31 名でも対応ができます。豊田市は学校に選択権がありますが、県

では人数に縛りがあり、一定の人数に達したらクラスを分けないといけない厳しさ

があります。

【土屋会長】

市独自だと、学校が融通の利く学級編成を行えることがメリットだと思います。

太田委員はその部分を評価されました。

【辻井委員】

先ほどの説明で、教員が 100 名欲しいと県へ希望しても 100 人くれるとは限らな

いという話がありましたけど、クラス数が決まり必要な教員数が決まっているのに

も関わらず、必要な人数が確保できないということですか。

【事務局（太田課長）】

採用する人数は県が確保していますが、必要人数を採用していません。今後子ど

もの人数が減っていく中で教員を採用してしまうと、今後教員数があふれる可能性

がありますので、ある程度は講師を採用するということを計算して採用人数を決め

ています。

【辻井委員】

今の意見を聞くと、先ほどの説明にありました市の職員採用で教員免許を所持し

ている人たちは、定年までの中で何年間は教員をとして働いてもらいますという仕

組みは考えられるのでしょうか。

【事務局（太田課長）】

今は無いので、案として出させていただいています。



【辻井委員】

教員免許を所持している人が働くので、教員側のルールとしては問題ないと思い

ます。後は、岡崎市職員としての人事の問題ですね。

【事務局（太田課長）】

そうです。現状岡崎市の職員で教員免許を所持している方が結構います。そうい

ったことも踏まえて、案を出しています。

【辻井委員】

複数の県の教育委員会と仕事をしましたが、教員免許を所持している教員の方は

現場に戻りたいという印象があります。教育行政の専門家を育成しようと考えたと

き、教員免許を所持している市の職員のうち、一定割合は教育現場に行くというの

はありだと思います。それを実現するためには給与体系等が必要になると思います

が、教育行政の専門家を育成することについて新しい風が吹くのではないかと思い

ます。

【中野渡委員】

私は中学校で勤めておりますが、資料５の魅力１と魅力２については、学校で本

気で取り組んでいる部分です。岡崎市の ICT の活用、中学生がタブレットを自在に

操っている姿を見て教育実習生が感心していました。おそらく大学生は、自分たち

の過ごした中学時代と比べ、日課が見直され、部活動も量から質へと変わったこと

を前向きに捉えていると思います。今後も大学生へ魅力１と魅力２を良い形でアピ

ールしたいと思いました。

【土屋会長】

資料５の魅力３についてはどうですか。

【小松委員】

市の職員が教員として働くという話がありましたが、民間企業で勤めている方の

中にも教員免許を所持している方がいると思います。民間企業の方が学校で教員と

して働くことでキャリア教育ができ、企業側も人材育成等の分野で役立つと思うの

で、制度上難しいかもしれませんが、是非取り入れていただければと思います。

【土屋会長】

企業との人事交流という話ですか。

【小松委員】

採用ではなく出向やボランティアというやり方も考えられるのかなと思ったので

発言しました。

私の息子が岡崎へ転校した際に先生が多いと感じました。校長先生や教頭先生だ

けでなく、教務主任や校務主任もいて業務量や会議が多いのかなと想像します。今

後、最低限必要なことは何か精査する場面があると良いのかなと思います。



【土屋会長】

魅力２に当てはまる内容だと思いますが、教員が多いことが魅力に感じるかもし

れませんし、逆に言えば業務量が多いと捉えられるかもしれません。事務局として

新しい時代の学校デザインに沿った学校の改革が強調された方が良いと思います。

【事務局（太田課長）】

先ほど中野渡委員がおっしゃったように、昨年度より業務量の削減に努めていま

す。具体的には、日課の見直しや先生方のそれぞれの業務の見直しです。また、教

員数については国で定数表というものがありますので、公立の小中学校では学級数

に対しての教員の数は基本的には同じです。

【中野渡委員】

業務量についてはここ 10 年ぐらいでかなり見直しされました。会議や出張が精選

され、行事への取り組み方も変わっています。岡崎市では ICT を積極的に取り入れ

ているので、会議等も集まる必要がなくなりました。これからも業務量については

大きく変わると思います。

【事務局（山本教育監）】

辻井委員から質問がありましたが、市が要望した教員数を県が用意すれば欠員が

発生しませんが、現実には欠員が発生しており、その補充は各市町に任されており

講師の取り合いという状況になっています。そこで、岡崎市独自の教員採用や岡崎

が魅力的な町であることを発信する必要があると思います。現在岡崎市では ICT 化

が進み、例えば職員会を行うときも iPad を使用するので、今までのように職員分の

資料を印刷し、綴じ合わせるといった業務が削減されました。また行事を行う際の

練習時間の見直しや日々の日課を工夫することで子ども達の日記を見る時間や採点

業務に時間を割くことができました。30 人学級を実施するとなれば、さらに多くの

講師が必要になるので、カリキュラムを大きく変えたことを発信していこうと考え

ています。

【坂口委員】

岡崎市独自の採用プランですが、いつ募集をするか気になります。採用試験が終

わった後、試験に落ちた方が講師登録を行う際に案内するのかと思いましたが、講

師は不安定ということもあり不安になる方も多いと思うので、早めに結果が通知で

きると良いと思います。

【事務局（太田課長）】

時期については早ければ早い方が良いと考えています。教員の採用試験は７月に

あるので、例えばゴールデンウィークや大学３年生の早い段階で市独自の採用試験

を行っても良いのではと話題にしています。民間企業では３年生の段階でどのよう

な職種に就くか決めることも多いので、その際に教員の選択権も持っていただきた

いと考えています。

【坂口委員】

講師はずっと採用の保証はなく、一定期間の採用ですよね。



【事務局（太田課長）】

講師の経験がある方は積極的に採用していきたいと思っています。講師を続けな

がら、教員採用試験を受けてもらい正規職員として岡崎で働いてもらいたいという

思いでいます。

【坂口委員】

私が岐阜県で働いていた時は自分の住んでいる町以外の場所で勤めており、３年

で他市町に異動するなど、希望通りの場所で働くことが出来ませんでしたが、愛知

県の教員は岡崎市で働きたいと希望すれば、岡崎市で働くことができますか。

【事務局（太田課長）】

岡崎市は他市町から教員が来るほど足らない状況です。岡崎市在住の教員は基本

的には岡崎市に配置されます。他市町の方で岡崎市を希望すれば岡崎市で働くこと

が出来ますし、岡崎市在住の方で他市町を希望すれば他市町で働くこともできま

す。

【塩沢委員】

資料に教職を選ばなかった理由がありましたが、授業について悩んでいるという

わけでなく、プライベートや労働条件が関係していると分かりました。岡崎市独自

の採用プランが魅力的だということを学生へ伝えられると良いと思います。

業務の中には、担任の先生だからこそできる仕事や、教員補助でもできる仕事が

あると思います。採点業務等は教員補助でもできると思うので、業務を明確に分け

ると良いと思います。また、部活動も縮減されていますが、帰宅の時間が早まるこ

とで保護者の方がパートに出られなくなることや子どもにとっての居場所を失うこ

ともあるので、部活動を外部委託すれば学校の先生の負担も減少し、岡崎市の教員

として働くメリットとして挙げられると思います。

【小久井委員】

岡崎市独自の教員採用では、県の講師採用よりも給与面で良い条件を出すとあり

ましたが、具体的に決まっていますか。

【事務局（太田課長）】

まだ決まっていません。

【小久井委員】

資料４の他市町独自の教員採用は以前から実施しているのでしょうか。

【事務局（太田課長）】

西三河の豊田・安城・三好については数年前から実施しています。独自の対応を

増やす市町や逆に人員の確保ができず、少人数をやめた市町もあります。

【若林委員】

ICT の活用だけでなく、講師としての任期が３～５年ということで、その期間で先

生としてキャリアアップできるという表現は魅力だと思いました。

岡崎の教育を一言で分かるようなキャッチコピーがあると人が集まりやすいと思

います。名古屋市であれば「誰一人死なせない教育」と言われています。岡崎も徳



川家康など歴史を絡めたキャッチコピーや ICT 等の新しいものを取り入れていると

いうイメージが先行すれば良いと思いました。

【辻井委員】

大学の教員として感じているのは、最初は教員を志望している学生が多いです

が、一般企業だと３年生からインターンシップへ行って、早々に決まることから、

教員と一般企業で迷っている学生は、一般企業へ就職することが多いです。また、

学生のなかには、教員が向いていなかったらどうしようと不安に思っていることが

多いので、岡崎市独自の教員採用として、教員と市の職員どちらも経験できるのは

良い案だと思います。

【土屋会長】

資料に職場のアクセス機能がありましたが、教員になると 24 時間仕事がありプラ

イベートの時間が無くなるのではないかというイメージが学生に浸透しないか心配

になりました。緊急事態のときに、自宅からアクセスすることは重要だと思います

が、学生が見たときにマイナスな印象を与えないように表現するべきだと思いまし

た。それでは次の議事、少人数学級のシミュレーションについて事務局から説明を

お願いします。

教育政策課長 宮本佳久

各シミュレーションの提案と必要となる教員数の試算について説明

施設課長 二村雅志

令和 10 年度までに増築・改築が必要となる教室数の試算について説明

【土屋会長】

前回の会議でシミュレーションを出してほしいと依頼しましたので、今回は４通

り示していただきましたが、意見のある方はいますか。

【中野渡委員】

会議の冒頭で辻井委員よりクラス単位の効果を示していただき、少人数学級が少

しでも早く進んでいくと良いと思いました。資料を見て 30 人と 32 人では大きな差

が無いように見えます。前々回額田中学校が示したように学校はグループ学習を中

心に進めようとしているので、グループの基本である４人ということを考えたとき

に 32 人という数字が妥当だと感じました。

【辻井委員】

中野渡委員と同じ意見で、30 人と 32 人では大きな差が無いと思います。不登校の

リスクなどを話しましたが、1～3年生よりも 4～６年生が学力の差が生まれやすい

です。岡崎の目指す教育から考えると特に 5年生 6年生で手厚く対応できるとメリ

ットが大きいと考え、プラン Bが現実的だと感じました。



【宇都宮委員】

学校区によって生活保護を受給している家庭や恵まれた家庭というのは多少差が

あると思いますので、太田委員より指摘のあった学校の状況で弾力的に運営すると

いう考え方は非常に良いと思いました。また、文科省で小学校でも教科専門性が検

討されているように、専門教科の先生が指導した方が、教育効果が高いことは間違

いないと思います。それぞれの良さを上手くかみ合わせ弾力的に進めていくことが

有効だと思います。

【土屋会長】

他市町の状況を参考にしながら弾力的に岡崎市が独自の施策を実施できれば良い

と思います。

【宇野副会長】

資料に必要となる教員数の試算がありますが、令和 10 年度がピークだと読み取れ

ます。必要学級数としては今後上がるのか、それとも下がるのでしょうか。

【事務局（宮本課長）】

基本的には令和７年度がピークだと考えています。

【宇野副会長】

少人数学級により今後教員が更に必要になると思いますが、児童生徒数が減って

しまうと雇用も減ってしまうと思います。そこで、辻井委員がおっしゃったように

採用にあたって、例えば最初の９年間は教員で、その後市職員として働いてもらい

ますといった働き方を増やせば、興味を持つ学生も増え、雇用のバランスもとれる

と思います。

【土屋会長】

読み切れない部分をどう判断するかが課題です。完全に読み切った上でスタート

するのか、未定な部分もありつつ、徐々に進めていくのかを今後検討する必要があ

ります。

【宇野副会長】

とりあえず 32 人や 33 人で徹底して、徐々に理想に近づければと思います。

【土屋会長】

岡崎の魅力を伝え、教員採用試験に応募する人数が増え、人口も増えれば、教員

を増員し 30 人学級へ基準を変えることもできるかもしれません。

【太田委員】

シミュレーションが４つありますが、児童数の変化も気になります。令和 7年の

ピークに向けて教室を増やしたとしても、今後児童数の減少により必要がなくなる

かもしれません。勿体ないと思いますので、30 人学級よりも 32 人学級を基準に弾力

的な運用をすれば良いと思いました。

【土屋会長】

児童数のシミュレーションは住民票の基準で出していますか。



【事務局（宮本課長）】

児童数のシミュレーションですが、出生数でそれぞれの学区で生まれた子をもと

に計算していますが、社会増と言われるものが含まれていないため、完全な人口推

計ではありません。

【塩沢委員】

令和７年をピークに児童数や出生数が減るかもしれないということですが、その

ときに空き教室や雇用された先生がどうなるのか心配です。空き教室や雇用された

先生が活かせるようなことを広い範囲で検討できれば良いと思います。

【土屋会長】

弾力的に運営するうえで岡崎市としてグループ学習を前提とした少人数学級を積

極的に進めたいというのは共通の認識だと思います。ただクラスの人数を決めるだ

けではないということが重要だと思います。

【事務局（教育長）】

基本的には 32 人学級を中心に考えていけば良いと感じています。私たちも令和７

年度のピークは大きな課題だと思っていますが、学級増・教室増・教員増をやり過

ごせばピークを越えた後に 30 人学級にするのか 28 人学級にするのか、対象の学年

を決めやすくなると思います。

空き教室については、特別支援教室を半分にして活用するなどして、財政支出が

できるだけ少なくなるように努めます。空き教室が増えれば特別支援教室を元に戻

せば良く、岡崎市の児童生徒数が急激に減るわけではないのでしばらくは対応でき

ると思います。

教員採用についてですが、ピークを過ぎると雇止めになると心配すると思います

が、そうならないように行政として制度設計をします。岡崎市独自で 32 人学級また

は 30 人学級を実施するにあたり、国や県が 32 人学級または 30 人学級を打ち出さな

い限り市の採用は続くと考えています。いずれにせよ大きな改革になりますが、辻

井委員のお話や皆様の意見からも子どもたちのためになるという共通の理解を得ら

れたと思いますので、よく熟慮して考えます。

【辻井委員】

お題としては 30 人学級ですけど、現場の先生がおっしゃるとおり、32 人で４人グ

ループを８つというのは非常に教育としては展開しやすいと思います。また岡崎が

今までやってきた教育を考えれば 32 人でも問題ないと思いますし、小学６年生まで

実施するならば、様々な問題にも対応できると思います。

【土屋会長】

次回は 32 人学級で本当に良い教育ができるのか、教員採用や教室について再確認

したいと思います。岡崎市の教育の質を高め、岡崎市の魅力をさらにアップするた

めの会議だと思っています。委員の皆様の声が貴重だと思いますので引き続きよろ

しくお願いいたします。


