
教育事務所別　学級編制状況　【公立小学校】 (平成２８年５月１日現在）

職員数

教育事務所名

学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数

(708) (315) (790) (98) (115) (65) (120) (49) (133) (42) (137) (44) (164) (15) (121)

41,698 1,978 40,801 3916,453 3606,645 3046,750 3176,886 3066,932 2987,135 3,045 271 213

(391) (164) (431) (55) (63) (39) (70) (23) (67) (23) (75) (19) (93) (4) (63)

23,619 1,039 23,255 2073,737 1973,839 1633,809 1623,903 1593,931 1504,036 1,550 144 100

甲府市 (126) (53) (127) (16) (19) (15) (25) (8) (23) (4) (16) (8) (26) (1) (18)

（再掲） 8,706 367 8,571 711,398 731,414 571,398 561,468 571,432 521,461 536 48 33

(150) (68) (175) (23) (30) (11) (25) (9) (29) (11) (33) (9) (34) (5) (24)

6,964 353 6,781 741,093 601,069 511,115 611,150 541,182 531,172 549 46 41

(33) (17) (30) (1) (1) (6) (8) (5) (8) (2) (3) (3) (7) (3)

2,292 152 2,219 26 333 33 374 20 362 29 412 20 365 24 373 253 23 26

(134) (66) (154) (19) (21) (9) (17) (12) (29) (6) (26) (13) (30) (6) (31)

8,823 434 8,546 841,290 701,363 701,464 651,421 731,454 711,554 693 58 46

＊ （　）内は、特別支援学級数及び児童数の再掲である。

＊ 複式学級や特別支援学級のうち１つの学年に分類できない学級は、その学級に所属する児童のうち最低学年の者の学年に含めた。

＊ 公立学校の職員数は、県費負担による職員のみの人数を示す。
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教育事務所別　学級編制状況　【公立中学校】 (平成２８年５月１日現在）

教育事務所名

学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数

(383) (145) (393) (71) (110) (46) (145) (26) (138)

22,391 877 21,907 3127,099 2847,267 2797,541

(217) (73) (215) (37) (52) (24) (87) (10) (76)

12,249 460 12,049 167 3,942 151 4,038 140 4,069

甲府市 (74) (27) (76) (16) (25) (8) (26) (1) (25)

（再掲） 4,409 166 4,329 62 1,443 54 1,423 48 1,463

(80) (29) (88) (18) (34) (5) (24) (6) (30)

3,928 157 3,836 59 1,237 47 1,259 51 1,340

(20) (11) (20) (5) (9) (5) (6) (1) (5)

1,256 59 1,218 21 400 20 388 18 430

(66) (32) (70) (11) (15) (12) (28) (9) (27)

4,958 201 4,804 65 1,520 66 1,582 70 1,702

＊ （　）内は、特別支援学級数及び生徒数の再掲である。

＊ 複式学級や特別支援学級のうち１つの学年に分類できない学級は、その学級に所属する生徒のうち最低学年の者の学年に含めた。

＊ 公立学校の職員数は、県費負担による職員のみの人数を示す。
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