
教育事務所別　学級編制状況　【公立小学校】 (平成２６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

(688) (294) (689) (67) (76) (65) (95) (65) (122) (35) (108) (34) (136) (27) (152)

43,759 2,041 42,632 3736,754 3796,874 3286,928 3217,133 3207,367 3197,576 3,097 221 227

(383) (155) (389) (39) (42) (37) (54) (32) (70) (15) (56) (22) (77) (10) (90)

24,407 1,057 23,975 1953,808 2023,904 1703,922 1614,029 1714,098 1584,214 1,564 111 103

甲府市 (126) (56) (126) (16) (16) (11) (12) (12) (23) (4) (19) (9) (29) (4) (27)

（再掲） 8,933 376 8,795 721,404 711,466 591,431 561,457 611,520 571,517 552 34 36

(142) (63) (139) (12) (14) (13) (19) (13) (23) (9) (20) (9) (32) (7) (31)

7,507 374 7,220 661,114 691,149 571,176 591,179 601,278 631,324 571 42 47

(28) (15) (29) (4) (4) (2) (3) (4) (5) (1) (3) (8) (4) (6)

2,427 155 2,330 30 352 29 413 23 370 24 369 23 417 26 409 254 21 29

(135) (61) (132) (12) (16) (13) (19) (16) (24) (10) (29) (3) (19) (6) (25)

9,418 455 9,107 821,480 791,408 781,460 771,556 661,574 721,629 708 47 48

＊ （　）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２６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

(309) (150) (337) (77) (123) (40) (104) (30) (110)

23,316 924 22,993 3327,526 2937,594 2967,873

(165) (77) (182) (40) (69) (20) (57) (14) (56)

12,525 476 12,434 171 4,061 153 4,141 149 4,232

甲府市 (48) (26) (59) (14) (25) (8) (20) (2) (14)

（再掲） 4,450 170 4,478 62 1,455 57 1,519 49 1,504

(76) (30) (80) (16) (27) (11) (28) (3) (25)

4,100 164 4,060 60 1,335 55 1,336 49 1,389

(19) (13) (18) (4) (4) (5) (7) (4) (7)

1,390 70 1,329 22 427 24 438 24 464

(49) (30) (57) (17) (23) (4) (12) (9) (22)

5,301 214 5,170 79 1,703 61 1,679 74 1,788

＊ （　）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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