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はじめに

　1994年に始まるカルドーゾ（Fernando Henrique Cardoso）政権の教育改

革では、初等教育の就学率の向上のほか、教育財政や学校運営、教育内容

の基準などに大きな変化が見られる。注目すべきは、同政権は、中央集権

的方向性を持つと同時に、近代の政権で初めて「分権化（decentralização）」

を始めた（Barobosa 1999,192）とされる点である。
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　伝統的にブラジルの教育制度の中核は州にあり、教育は「社会セクター

の中でも最も分権化されているセクター（Sobrinho, no date）」とされてき

た。現在生じているのは、州よりもさらに下のレベルの市（município, 市

町村など自治体を指す。以下では便宜的に市と称する。）や、学校に教育

の運営責任を移し、学校自体の自律性を高めようとする動きである。独立

以来ブラジルでは初等教育は州政府の権限とされてきたが、近年の初等教

育をめぐる責任分担、財政負担の変化は、民主化以降の教育改革における

最も大きな動きの一つにもなっている。

　ブラジルでは教育の分権化についての研究はまだ数が限られており、ま

た近年の動きである「市営化」の具体的な事例に論究したものは少ない。

日本においてはブラジルの教育制度自体に関する研究がまだあまり進んで

おらず、本テーマに関する研究は未だほとんど見られない。カルドーゾ政

権の基礎教育政策に関する西井、田村の論文があるが、分権化と学校運営

との関連については論究が少ない。本稿は、ブラジルの初等教育改革にお

ける「分権化」／「学校の自治力強化」の実際とその課題について分析す

ることを目的とする。

　なお本稿ではテーマが進行中の改革であり文献も少ないことをふまえ、

関係者のインタビュー結果も文献資料と合わせて利用している。

I. ブラジル教育における「分権化」

１．歴史から見た「分権化」

　植民地時代以来、ブラジルの初等教育は国（連邦）の権限ではなく、州

の責任とされてきたという点で分権的な制度である。植民地時代、教育は

イエズス会の強い影響下にあり、読み書きと宗教教育を施す初歩的な学

校がわずかにあった他は庶民には手が届かないものだった。帝政期に入る

と、1824年の憲法で教育が市民の権利であると規定され、1836年に初等

教育は州の責任とされたが、それを実施できる条件は整っていなかった。

第一共和制に入り、1891年憲法でも初等教育は州政府の管轄下に置かれ
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たが、状況は大きくは変わらなかった。

　これ以降も、基本的に公教育を広める役割を担ったのは州であり、国は、

州の力が及びがたい地域に学校を建てるといった補足的役割であった。

1930年のジェトゥリオ・ヴァルガス（Getulio Vargas）による革命を契機

に近代化が進められ、公立学校数も 1932年から 1936年にかけて 34％増

え （Santos Ribeiro,p.111）、登録者数が 1932年から 1940年には 207万人

から 307万人に増加するなど（Romanelli 1978,76）、教育機会は拡大した。

1934年憲法では国が教育に関する方針を定め、州が国の監督の下に公教

育普及の責任を担うこととなった。1930年代当時の世界的潮流の中でブ

ラジルにおいてもナショナリズムが高まり、政府の官僚主義的体制も強化

された（Piletti, p.75）。この頃、ジョン・デューイらによって唱えられた「新

教育」の思想 1に共感する人々は教授法や教育行政の変化のみならず、政

治的な変革をも目指して、初等学校を市が運営するよう唱えている。この

頃から、地域ごとの多様性の大きいブラジルにおいては州よりもさらに小

さい、市のような地域社会で教育を行うことを目指すという意味での分権

化志向が強くなった。

　1937年から 1945年にかけての「新国家（エスタード・ノーヴォ）」体

制下では中央集権的体制がさらに強められる。続く 1945年から 20年間

続く民主主義の時代には民衆運動や学生運動が盛んとなり、1961年の教

育基本法（第 4024号）では、州も独自に教育制度を組織する権限を認め

られた。しかし、1964年からの軍政期には、一転して教育制度の全般に

わたって上からの様々な改革が行われた。このように政権の性格により、

教育行政においても、中央集権的傾向と地方分権的傾向との間で揺れが見

られた。

　1971年の教育法（法律第 5692号）第 20条では、市は学齢に達する児

童の数を調べ、登録をすすめる役割のほか、州、連邦区、特別地区の教育

局と同様に学校の監督をすることができると定められた。また、58条では、

初等教育の責任を次第に市に移行すると明記されている。しかしながら、

市独自の制度構築が認められたわけではなかった。折しも財政的かつ行政
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的に連邦政府に権限が集中した軍事政権期にあって、州や市は政策決定へ

の参加は制限され、中央政府の決定への従属を余儀なくされた。軍事政権

は同法により義務教育の延長を決定したが、経済的行政的裏付けのないま

まの強行は初等教育の質の低下を招くことになる。1980年代初めの地方

（州）選挙における野党の勝利によって、左派の知識人らが行政に携わる

ケースが現れ始めるが、彼らが目指したのが、「分権化」的方向性であっ

た。それは、教員や役人、生徒や親も加わった民主的な学校運営、校長の

直接選挙、また授業時間の延長や教員の組合組織化などの形を取ることが

多かった［Libâneo, Oliveira and Toschi 2003, 139］。

　1988年の憲法で、市は初めて、教育制度を組織する権限を与えられ（第

211条）、1996年の教育基本法でその役割を明記された（第 11条）。そ

れまでにも市は州の指導の元に学校を開いていたが、市が独自の教育計

画を立て、自ら市の学校網を運営するという権限が与えられたのは初め

てのことであった。それに伴い、後述するような初等教育の「市営化」、

FUNDEF（初等教育振興と教職向上の基金）、学校への直接資金委譲プロ

グラムや学校給食のプログラムが導入・強化 2されてきた。1990年代後

半になり、初めて予算上の裏付けを得て、市と学校そのものへの「分権化」

が実質的に開始されたといえる。

２．「分権化」の現状

　「分権化」に関わる様々な動向の中でも注目すべきは、市立学校の在籍

者が次第に増えていくという広い意味での「市営化（municipalização3）」

である。かつて、州立学校は市立学校の倍近いほどの在籍者を抱えていた

が、市立学校の在籍者が年々増大し、1999年を境に州立学校と市立学校

との在籍者数は逆転、差を拡大している。図１にあるように、1991年度

には州立学校在籍者の 52％にあたる在籍者であったものが、1996年頃か

ら在籍者数を増やし、1999年にともに 1600万人台となり、2002年には

市立学校が州立学校の在籍者を 340万人上回るに至っている。この中には

市が初等教育の責任の大部分を担う狭い意味での「市営化」の実例も含ま
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れている。

　このような動きは初等教育改革の中でどのように位置づけられるのだろ

うか。ブラジルの教育改革は 1988年の新憲法の制定に始まり、計画や法

案が積み重ねられつつ、2001年の国家教育計画に至る長期にわたる、多

様なアクションの総体である。そしてそれはなお進行中ということもで

き、その全体像は掴みがたいほどのものである。カルドーゾ政権期に実施

または強化された改革は、法律や制度を規定し直し、教育内容や教育運営

の枠組や決まりを変える改革（制度面での改革）と、それらを側面支援す

るための改革（手段的改革）との２種に整理できる。厳密に分けるのは難

しく両方にまたがる策もあるが、前者としては国家カリキュラム基準の制

定、教員の待遇向上策（FUNDEFなど）、地方分権化策（初等教育の市営

化、学校裁量の増加など）があり、後者としては資金分配の改革（FUNDEF、

学校への直接的資金分配など）、学校への設備、給食や教科書配布の改善

といった再分配的な社会政策、調査と評価の導入（学校センサスや学力調

査の導入、事務管理システムの統一化など）、がある［江原 2004, 88］。

　これらの改革を整理してみると、調査や評価による中央のコントロール

強化の一方で、財政的再配分をきっかけに「分権化」が進んでおり、それ

は市政府への権限委譲だけでなく、学校運営、学校組織の強化を通じた学

校の自治力強化を求めるものであると解釈できる［江原 2004, 86-88］。
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原出所） MEC/INEP　出所）http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/ より筆者作成。

  図１　州立学校・市立学校の在籍者数の推移 1991-2002
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　ただし、このような改革は他のラテンアメリカ諸国でも見られる 4が、

それらと比べると分権化に向けての一貫した体系的な取り組みは弱かった

という指摘もあり（Barbosa 1999, 192）、法律上には「分権化」という用語

は頻出しない。また、この用語は、給食の運営の委譲など比較的狭い意味

に用いられることが多く、教育改革の大きなテーマとしては取り上げられ

ない傾向がある。それにもかかわらず、学校自体の運営力向上を目指す意

味での分権的改革が行われているのはなぜなのか、そこには分権化を取り

巻く固有の状況がある。

３．「分権化」を取り巻く状況

　「分権化」はとりもなおさず財政の問題でもある。ブラジルの教育財政

は連邦、州、市のレベルごとに定められた複雑な税体系によってまかなわ

れているが、その歳入は連邦と州に大部分が集中し、市レベルにはごくわ

ずかしかもたらされないという状況であり、市への配分増は改革の大きな

テーマとされていた 5。しかもその資金を州など途中に介入する官僚機構

をできるだけ排除して、市にまで到達させることが大きな課題であった。

　他方、「分権化」の対象となる市と学校の状況はどうか。ブラジルの初

等教育は近年、中でも 90年代に普及が進み（米村 2001,277）、５大地域

  表 1　ブラジル教育改革の理念と構造

目　的　 初等教育の普遍化と質の向上

理念（要件） 民主化と分権化（学校の自治力の強化）
制度的改革 ①制度の分権化／②教師の資格向上／③教育内容の基準作成

手段的改革 ④資金分配の改革／⑤社会政策の統合／⑥調査と評価システム
の確立

改革のための
具体的計画名
または法改正

　

①教育基本法第１１条　教育の市営化を可能にした
②１９９６年　第１４号憲法修正　FUNDEF の創設
③教育基本法第１２条及びカリキュラム基準 (PCN) の制定
④ FUNDEF ／学校直接資金プログラム／学校開発計画／学校改
善計画
⑤学校建物適正化計画／教科書国家プログラム／学校給食プロ
グラム
⑥学校センサス／学校管理システム開発／ SAEB ／ INEM

出所）江原 2004,P.88 より。 
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（北部、北東部、南東部、南部、中西部）いずれにおいても、純就学率が

90％を越えるに至った 6。しかし、就学しても継続の点で問題があり、ブ

ラジル全体で、初等教育全学年を通じての留年率は 21.7％、退学率は 4.9％

となっている（表２）。その結果、標準年齢以外の在籍生徒の割合は、北

部では、40％から 50％台、北東部では 50％から 60％台という高さに達

し、それ以外の地域でも 20％から 30％台となっており 7、ブラジル全体で、

初等教育通しての数字で 41.7％（2000年）に達する 8。

　問題が生じる背景として、表３から表５、および図２に見られるように、

州立と市立双方が分け合う初等学校の制度の複雑さ、そこに関連する学年

構成や規模、分布範囲などの違い、地域による教育条件の格差、等が挙げ

られるが 9、統計に表れない学校運営の問題も重要である。

　都市部では人口急増地区を中心に複数シフト制の学校が多く、三部制は

珍しくない。教員の低給与から、複数の学校の掛け持ち勤務が少なくない
10。教員の不足［Wreford 2003, 2 ］もあるが、複数校勤務による教員の疲れ、

欠勤、有給休みの代替教員の確保の困難さ、頻繁な人事異動などの要因か

ら、学校運営は非常に複雑となっている 11。

　他方、小規模な学校では複式学級が多く、教員に技能や熟練が要求され

表 2　初等学校の合格と進級の割合 - 2000

指　標 合計
学　　年 　

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª
初等教育 　 　 　 　 　 　 　 　 　
教育の結果 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合　格 77.3 70.7 76.5 80.7 82.7 72.9 78.2 79.1 81.6
不合格 10.7 15.1 13.5 9.3 8.3 11.4 9.6 8.0 6.9
放　棄 12.0 14.2 10.0 10.0 9.0 15.7 12.2 12.9 11.5

進級率 　 　 　 　 　 　 　 　 　
進　級 73.4 62.8 73.7 77.5 79.4 68.1 73.9 76.5 74.7
留　年 21.7 36.2 22.5 17.6 14.8 24.8 17.6 17.1 15.2
退　学 4.9 1.0 3.8 4.9 5.8 7.1 8.5 6.4 10.1

原出所）MEC/INEP
出所）http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/  Grandes Números da Educação
Brasileira/01 より。
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表 3 表 4
１－４学年学校種別学校数・在籍数・
平均在籍数　 2002 年（全ブラジル） 

５－８学年学校種別学校数・在籍数・
平均在籍数　 2002 年（全ブラジル） 

合計 合計
州立学校数 23564 州立学校数 21993
在籍数 5166703 在籍数 9069317
平均在籍数 219 平均在籍数 412
市立学校数 119.523 市立学校数 21.200 
在籍数 12515438 在籍数 5137705
平均在籍数 105 平均在籍数 242 
原出所 : MEC/INEP 原出所 : MEC/INEP
出所）http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/ より作成。

表 5　州立学校・市立学校　都市・農村部比率　2002 年
州立学校 都市部 農村部

学校数 76.4% 23.6%
在籍数 94.9% 5.1%

市立学校 都市部 農村部
学校数 23.1% 76.9%
在籍数 68.5% 31.5%
原出所）MEC/INEP 出所）http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/ より作成。　

  図 2　市立学校地域別設備割合 2002 年
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るが、そうした学校の多い北部、北東部では、教員の資格水準が他の地域

に比べて低いという特徴がある 12（表６）。また、教員の採用が政治や利

害関係で決定されるという問題があると言われている 13。

　さらに、州立学校は州政府を、市立学校は市政府を頂点とする権力集

中型の組織となっていて、どちらの場合も財政、経営、教育方法などに

おいて何一つ決定権が与えられていなかったという歴史がある［Draibe 

1999,68-69］。行政的な形式主義（formalism）が強いが、管理や行政など

に注意が向けられ、教育や生徒の学習が二の次になる傾向があるとも指摘

されている［Plank 1996, 90］。

　このような実態から見て、「分権化」は複雑な課題に直面している。特

に資金を増大させると同時に、末端まで到達させる仕組みが必要である。

しかしながら、決定権を下におろすほど、様々な圧力にさらされやすくな

る。ブラジルでは学校をめぐる公的資金が発言力の強い人々の影響の元、

私立学校へも用いられる状況が長く問題となってきた経緯がある。また、

地域主義が強いうえに市それぞれの状況に非常な違いがあり、「分権化」

を一律に推し進めることが初等教育の普及と質の向上という目的に貢献す

るかどうかは明らかではない。このようなことから、ブラジルの初等教育

改革においては「地方分権化」を明確に押し出すことはしなかったのでは

ないかと思われる。

表 6　初等学校教員の資格別割合　2002 年

　 初等教育修了 中等教育
師範コース修了 高等教育履修

地理範囲 横合計 １－４
学年担当

５－８
学年担当

１－４
学年担当

５－８
学年担当

１－４
学年担当

５－８
学年担当

ブラジル 100.00% 1.4% 0.2% 33.6% 12.2% 15.2% 37.4%
北部 100.00% 3.3% 0.3% 51.9% 21.2% 3.9% 19.3%
北東部 100.00% 2.8% 0.2% 44.5% 19.7% 8.3% 24.5%
南東部 100.00% 0.4% 0.1% 31.5% 6.7% 2.4% 58.8%
南部 100.00% 0.5% 0.2% 24.9% 7.1% 21.0% 46.3%
中西部 100.00% 0.8% 0.2% 26.3% 16.2% 20.1% 36.3%
原出所） MEC/INEP　出所）http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/ より筆者作成。
注）同一教員が複数の教育段階、学校、ないし上・下級学年を担当していることがあ
り得る。
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　むしろ、前に見てきたような地域や場所、種類による初等学校の格差を

ふまえて、個々の学校の組織自体の強化と自己管理運営を実現することに

重点が置かれたものと考えられる。ゆえにブラジル教育改革では「分権化」

は「資金分配策」と同時に、「学校の自律性（autonomía）」の強化と組み

合わさって進められる形となった。そして、各地の実践に見られるように、

より多くの人々の参加という「民主的」学校運営の概念もそこに含まれて

用いられる場合もある。1996年の教育基本法（LDB）で、学校の民主的

管理を謳い、各学校自体も生徒集団編成の自由や、教育計画編成の自由が

与えられたことは、こうした広い意味での「分権化」の傾向を表している。

　そのような動きにとって最も重要な意味を持つのが、次節で述べる

FUNDEFと、学校の自律的な力を強化する改革であり、これらは財政面

と学校運営にそれぞれ関わるものとして、まさに車の両輪と呼ぶべき位置

にある。現今の教育改革について、ブラジル人研究者キャンディド・ゴメ

ス（Cándido Gómez）は、「分権化と結びついた民主化、学校の自治、社

会的責任、評価」を理念とし、改革はそれらを実現するために、「制度を

よりシステマチックに整序し、革新を奨励する」ものと解釈している 14。

同じく研究者ジョゼ・アマラウ・ソブリーニョ（José Amaral Sobrinho）は、

1980年代末頃から、教育改革の関心は教育の質、それを提供する学校そ

のものに向かい、学校を行政制度の単なる末端部とするのでなく、資金の

運用や学校運営、科目やカリキュラムの選択などを実行できる「学校の自

治力」の育成を目指していると解釈している 15。これらの見方は、分権化

政策と学校運営強化と FUNDEFの関連に関する先の理解を裏付けるもの

といえる。以下、「分権化」を進めるそれらの政策について検討する。

II.　「分権化」に関わる二つの政策　

１．財政の改革－ FUNDEF

　先に見た初等学校の状況から見て、財源の不足している地方の市や小さ

な学校にも資金を行き渡らせることは「分権化」のために不可欠であるが、
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なかなか解決されずに来た。FUNDEFはそれをどのような方法で解決し

たのだろうか。

（1） FUNDEF設立の背景とそのメカニズム

　もともとブラジルの公的な教育予算は税収、目的を定めた特別徴収、さ

らに州や市の場合には上位政体から譲渡される分から構成されている。連

邦、州、市いずれのレベルでも最大の財源は税収であり、特別徴収や他か

らの譲渡分は補足的なものである。

　教育予算の母体となる税収は、70年代から 80年代を通して、連邦レベ

ルでは歳入の 80％を占め、なかでも所得税（IR）と工業製品税（IPI）が

その約 82％を占めていた［Melchior 1993, 28］。この二つは連邦の教育予

算の大部分を占めるのに加え、連邦から州と市に譲渡するための州参加

基金（Fundos de Participação dos Estados, FPE）と市参加基金（Fundos de 

Participação dos Municípios, FPM）の主な資金源となっていた。州は自ら

の税収の他に FPEからの譲渡分を、市の場合は FPMからの譲渡分と州か

らの譲渡分を加えて教育の財源としてきた。

　これを補足するのが、目的を定めた特別徴収としての教育税（Salário-

educação）である。これは 1964年から導入されたもので、非識字者であ

る労働者とその学齢の子どもたちに義務教育を提供するために企業に課さ

れた特別徴収の資金で、従業員に払われる給料から国民年金制度（INPS

のちに INSS）に納付される額の 1.4％（後に 2.5％に増加）が徴収される

［Melchior 1993, 28］。この資金は、教育開発国家資金（Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação） を通じて、連邦と州と市に再分配され、初

等教育の予算の 20％近くをまかなってきた［Melchior 1993, 25］。

　このように各自治体の税収を主な財源としているため、豊かな州や市で

は教育予算が高くなるが、貧しい州や市では低くなる。教育税もこのよう

な地域格差の問題を解決できていなかった。連邦や州からの譲渡分はあ

るが、貧しい州や市の必要を満たすには足らず、それを増やすと連邦や州

への依存度が高まってしまうという問題があった。また、資金の目的外
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使用や非効率的な使用、ときに腐敗や汚職の問題も指摘されていた［Plank 

1996］。

　そこで、税収を主財源とする基本線を維持しつつ、資金の徴収と移動の

新しい仕組みとして作られたのが FUNDEFである。正式名称は Fundo de 

Manutenção e Desemvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério （初等教育振興と教職向上の基金）であり、1996年９月の憲法

修正第 14号と、12月 17日に教育基本法（LDB）と同時に可決成立した

法律第 9424号においてその骨格と運用規則が規定され、1998年１月１日

から実施されたシステムである。

　まず憲法 14号修正では、州や市に対する連邦の「再分配的」「補完的」

役割を明記したうえで、憲法規定の最低限の公的教育支出（全税収のうち、

連邦は 18％、州と市は 25％を教育のために用いるもの）のうち 60％を初

等教育の普遍化と教員の給与に用いること、初等教育振興と教職向上の

ための基金（FUNDEF）を作り、初等教育在籍生徒の人数に応じた額を州

と連邦区に分配すること、配分額の 60％は現職教員の給与に充てること、

など基金の創設と使途の基準を定めた。

　法律第 9424号は FUNDEFの資金確保と配分の基準や仕組みを規定して

いる。連邦は毎年生徒一人あたりの最低公的教育費用を算出し、州や連邦

区の予算額がそれを下回る場合には補助すること（初年度 1998年は一人

あたり年間 300レアル、表 7参照）の他、規定や条件が守られない場合の

罰則、教育税の存続、資金管理のための審議会の創設などを定めている。

　具体的には、各州では、連邦から還元される上述の州参加基金（FPE）

と市参加基金（FPM）のそれぞれ 15％、商品サービス流通税（ICMS）、

輸出に応じた工業製品税（IPIexp）、輸出禁止に対する連邦の弁済からそ

れぞれ 15％を FUNDEFの資金とする。これらの税収は発生すると同時に、

学校センサスで調査された前年の在籍生徒数に応じて、州と各市が持つブ

ラジル銀行の口座に自動的にふりこまれる。FUNDEFは各州ごとに独立

しており、州から州内の市、ないし市の間では資金が動くが、州間で資金

がやりとりされることはない。州の教育予算がその年の生徒一人あたり最
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低費用を満たせない場合には、連邦が不足分を保障する義務があり、連邦

は補足額を FUNDEFに振り込む［MEC Grupo de trabalho 2003,2-3］。使途

に関しての規定は先に見たとおりである。

　FUNDEFはこうした仕組みにより、州や市が教育予算を巧妙なやり方

で他の目的に使うというよく見られる慣行（Semeghini no date, 2）を排除

しつつ、資金を貧しい州や市にも確保し、使途を教育に限定させることに

成功した。同時に、このような仕組みは生徒数が多ければ多いほど、獲得

できる予算が増えることとなり、各州や市が初等教育を拡大するインセン

ティブを提供した。

（2） FUNDEFの効果

　毎年算出される一人あたり最低費用は上昇しており（表７）、このシス

テムによって得られた FUNDEFの収入は、1998年の 129億 3300万レア

ルから、2002 年度の 228 億 2500 万レアルへと、76.5％増加した 16。こ

の間生徒数は、1997 年から 2001 年で 5.3％の伸びに過ぎず、実際に支

出された一人あたり年間費用は、1998年の 423.55レアルから 2002年の

709.93レアルへと 67.6％の増加となった［MEC Grupo de Trabalho 2003, 

5］。５大地域別に見ると、FUNDEFは特に所得の低い北東部、北部で、

高所得の南東部、南部、中西部に比べ一人あたり年間費用の伸びが大きい。

　さらに、貧しい市であるほど配分額が増え、豊かな市との格差を縮小す

ることが示されている。2000年度、一人あたり年間費用が 200レアルに

表 7　算出された年間一人あたり最低費用 ( 単位レアル )

　 １－４年 ５－８年・
特殊教育 　１－８年　 年増加率（%）

1997 　 　 300 　
1998 　 　 315 5
1999 　 　 315 0
2000 333 349.65 　 7.9
2001 363 381.15 　 9.01
2002 418 438.9 　 15.1

出所）MEC Grupo de Trabalho(2003), p.4.
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満たない市の中で、FUNDEFを導入した市とまだ導入しない市の平均の

一人あたり年間費用を比較すると、導入した市においては一人あたり費用

は大幅に増え、100レアル未満の市では、336.7％、100から 150未満の市

では 183.1％、150レアルから 200レアルまでの市では、117.9％と大幅な

伸びを記録した［Semeghini, ８］。

　FUNDEFは教員給与の上昇の点で大きな変化をもたらしている。ブラ

ジル全体を対象とし、1997年 12月と 2002年６月について、州に 40時

間働く専任教員の月別給与を比較してみると、市立学校教員で 620レア

ルから 826レアルで 33.2％増、州立学校教員で 834レアルから 1044レア

ルへと 25.2％増となった［Semeghini, p.17.］。さらに、5大地域別に、市

立州立合わせた全学校で上記教員の平均給与増加率を比較すると、北部

70.2％、北東部 59.6％、南東部 23.7％、南部 22.2％、中西部 26.5％と、

所得の低い地域ほど教員給与の上昇率が高い（表９）。

　また、FUNDEF では、各州内、各市内における資金の使途や運用に

関して、透明性を確保し、評価する目的で、「FUNDEF監督評価審議会

（Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF）」を組織す

ることが奨励されており、2000年６月には南東部（93.0％）を除いてそう

した審議会の組織した市の割合は 99％にまで至っている［Semeghini,20.］。

　このように見てくると、FUNDEFは、貧しい地方や市への資金分配、

　表 8　５大地域別一人あたり年間費用の増加　2000 年

　 市での一人あたり年間費用 ( 単位 : レアル )
　 FUNDEFなしの市 FUNDEFありの市

増加率（％）
地　域 １－８学年 １－８学年
北　部 203 436 114.5
北東部 162 349 115.9
中西部 398 465 16.7
南東部 538 686 27.5
南　部 471 606 28.6

ブラジル全体 319 519 62.6

原出所）Fundação Seade/ SP e STNMF
出所）Semeghini, p.7. より作成。
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特に教員給与にかなりの変化を生じさせていることが窺えるのであり、ブ

ラジルの教育改革プロジェクトの中で始めて初等教育の状況を実際に変え

つつある政策とも呼ばれている［Semeghini, １］。それは初等教育の発展

に向けての基礎作りとも言えよう。しかしながら、それが実際に学校の中

での変化と結びつかなければ、先に述べたような初等教育の問題点の解決

には至らないことになろう。そこで次に、学校運営についての改革策を検

討してみよう。

２．学校運営の改革

（1） 学校運営への注目の文脈

　1980 年代末頃から 1990 年代初めにかけて、学校の組織と運営管理

（gestão）の変革への注目はブラジルだけでなく、様々な国で公立学校の再

編成において、「学校の自主的な運営（gestão autônoma das escolas）」が改

革の核心だと見なされるようになっていた（Abu-Duhou 2002, pp.20-22.）。

教育の質を高めるには教室レベルでの改善だけでなく学校運営そのもの

と構造的制度全体を変える必要があるという考えが広まり、教育の中央集

権的な権力を地方分権化する動きが生じてきた。また、単に権力の分散化

だけでは好ましい権力行使や教育の質を保証できないと考える人々の間で

は、学校の管理者だけでなく受益者も学校予算などを含めた学校の諸決定

にかかわるべきだという考えが生じてきた。

表 9　初等教員の推定平均給与の変化

地域
全教員

1997 年 12月 2000 年 6月 増加率（％）
北部 309 526 70.2
北東部 354 565 59.6
南東部 1065 1317 23.7
南部 749 915 22.2
中西部 682 863 26.5
ブラジル 717 926 29.6

注）週 40時間労働。
原出所）Fundação Seade/ SP e STNMF  
出所）Semeghini, p.7. より作成。
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  ブラジルの場合、1960年代 1970年代は、初等教育の普遍化が第一の関

心であり、就学率を上げるために、学校建築と教員の雇用を進めること

が主な課題であった。教育の民主化とは就学機会の拡大と同義であって、

学校の体質の強化や教育の質には注意が払われなかった。1980年代には、

政治の民主化に伴い教育への「参加」が問われるようになり、学校内で

の民主的な手続きの実現や、様々な背景の生徒を学校に就学させること

が主たる関心となった。1988年の新憲法成立以降は、さらに参加的な管

理、生徒の学業評価方法の改善、効率の追求、参加的な管理など新しい要

素も含めつつ、学校の自治力の強化が論じられるようになってきた。後述

のように 1996年の教育法（Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

LDB）にもそれが示されている。ソブリーニョ（Sobrinho 2002, p.3）は、

特に 1995年以降、分権化と学校組織の強化が教育省の行動目標となり、

FUNDEFや学校直接資金プロジェクトを生んだと述べている。

（2）学校運営改革の諸アプローチ

　ではブラジルでは、現在どのような形の学校運営が目指されているのだ

ろうか。まず、LDBの第 12,13条では、各学校と教員は「教育計画（proposta 

pedagógica）」を作成する責任があるとされている。第 14条においては、

関係者の参加を高めながら、学校が教授学的、法的、また組織的な決定を

下すことができるよう、「民主的管理（gestão democrática）」の規範として、

「教育的プロジェクト（projeto pedagógico）」に教育の専門家が参加する

こと、および「学校評議会（conselhos escolares）」を組織することを定め

ている。また、また、2001年に成立した「国家教育 10カ年計画」（法律

第 10172号）においても、LDBを引き継ぎ、「学校の教育的プロジェクト

の作成に教育専門家が参加し、学校評議会に地域社会の代表が参加するこ

とを原則とした、公立学校における管理運営の民主化」を 4つの目標の一

つに挙げている 17。これらから、教育活動と学校運営との両面における民

主化を目標としていると考えられる。二つの側面のうち、今回この論文で

は、後者に焦点を当てている。
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　その実現の方法は、今までのところ学校が関わる地域社会（コミュニ

ティ）による校長の直接選挙、学校評議会 18の設立、資金の学校への委

譲、というプロセスを辿ることが多かった。このプロセスは様々な州に

移植され、色々な形で広まっていった。実践の特徴としては、多様なセ

クターを学校の決定に関与させることがあげられる。1992年のソブリー

ニョの調査によれば、「多様な社会セクターの利害関心の調整（ピアウィ

州）」。「民主的な運営、地域社会への学校の統合（ミナス・ジェライス州）」、

「地域社会の参加（南マットグロッソ州）」「学校と学校にかかわる全ての

人々の接近及び統合」「社会の多様な集団の参加（ペルナンブコ州）」「地

方分権化（ロンドニア州）」といった特徴を持つモデルが提起されている

（Sobrinho, 1993, p.8.）。

　他に、「政治的教育プロジェクト（projeto politico-pedagógico,  または

proposta política-pedagógica）」も提案されている。これは単なる授業計画

ではなく、教育活動を中心とした学校全体の活動計画に近いものである。

教育省では、「教員を大事にし生徒の効果的な学習を推進する、民主的で

包含的（inclusive）な政治的教育プロジェクトを有する学校」を「社会的

な質を備えた学校」としてこれを目指すと述べている（MEC Secretaria de 

Educação Fundamental 2003）。「学校の教職員チーム全体が共同の責任を

持って、生徒の（学業の）成功と批判的市民意識を育成するための形態（Lib

âneo, p.178.）」と理解する研究者もいる。これと前述した各州の様々なモ

デルは参加と市民形成を重視した学校の運営を指すと考えられ、参加的ア

プローチと仮称しておく。

　角度の異なるアプローチを提案しているのが、教育省と世界銀行の資金

で実施されている「学校強化基金プログラム（Programa Fundescola、以

下 Fundescolaと略称）」である。これは 1998-2004年の６年間で総額 13

億ドルを投資し、北部、北東部、中西部の公立初等学校の学校運営や教

育行政の強化を図る一種のポジティブ・アクションであり、その中で、学

校運営を効率的に行うための組織とプロセスについて提案している（Mec/

Fundescola 2002.）。



帝京大学外国語外国文学論集　第 11 号

─ 74 ─

ブラジル初等教育改革における分権化と学校自律性の強化

─ 75 ─

　これによれば、学校は目的（質の高い教育）を設定し、インプットとし

ての条件（人員、資金、設備など）をそろえ、計画（戦略的立案と日常管理）

を立て、受益者（生徒、父母、地域社会、社会等）にアウトプットとして

のサービス（教育と学習）をもたらす一つの組織であり、生徒の合格率や

中退率を指標に、良い学校を作り上げることを目指す。良いアウトプット

のためには、学校の強化が必要であるとして、そのため学校に、「学校発

展計画」を作ることを勧めている。

　各学校は、実行グループを作り、コーディネーターを任命し、マニュア

ルを勉強して、「学校発展計画」について学校関係者全員に知らせ（第一

段階）、現状を分析し（第二段階）、戦略と目標、行動計画を立て（第三段階）、

実行し（第四段階）、それを評価し監督する（第五段階）というプロセス

を実行する。「学校発展計画」から選び出された特に重要な目標とその実

施計画は、「学校改良計画」と名付けられ、Fundescolaと、州、市から資

金を得ることができる。その計画の一年目には Fundescolaから 100％資金

を得るが、２年目以降は次第に市や州が払う分が増え、最終的に市や州で

肩代わりする仕組みである。　

　その特徴は、学校運営（Gestão Escolar）をマニュアル化し、父母や地

域社会の参加や方法や資金もそのプロセスに組み入れることで、それぞれ

の学校に学校運営の方法を効果的に定着させようとする点である。こちら

の理念は運営の民主化の要素も取り入れながらも、むしろプロセスの合理

化と迅速化であるといえよう。こちらは合理的アプローチと仮称する。

　これらの例から、目標は共通して学校運営の向上であるが、それを実現

する方法に関しては違いがあることがわかる。教員や地域住民の参加を得

ることはどちらも組み込んでいるが、一方は「政治的」なプロセスとして、

話し合いの中から方向性を定めていこうとし、他方は学校運営に「政治的」

アプローチは持ち込まず、むしろ予め決められた手順を踏んで最大限効果

的な結果を出そうとする。分権化が進む過程で、学校運営の「民主化」な

いし「合理化」というこの課題は様々な地域で今後どのような形で追求さ

れていくのだろうか。
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　そこで、以下では成功した事例とされる市の地方分権化のケースの訪問

調査から、学校の運営の実際のあり方を探ってみたい。

III．「市営化」の事例から　－イタペビ市の場合

１．イタペビ市の概要と学校制度

　イタペビ市は、サンパウロ大都市圏の西端に位置する人口約 18万人 19

の近郊の町である。1959年に市となり、1993年頃から工場誘致により人

口が増加した。北東部などからの移住者によって市は膨張し、現在はサン

パウロのベッドタウンとなっている。社会階層的には、中層の下か下層と

判断される。

　イタペビでは 1996年に州と交渉して、市内のほとんどの下級小学校（1-4

学年）を市立とするサンパウロ大都市圏ではまだ珍しい試みが行われた。

2003年９月現在、イタペビ市は、12の幼稚園（5,300人）、1-4学年の 36

校（うち 18校は幼稚園を含む）（15,700人）、5-8学年の１校（1,037人）、

特殊教育学校 1校（144人）、青年成人教育 18センター（1,395人）を運

営している（Prefeitura Municipal de Itapevi  2003,10-15）。この結果、1-4学

年小学校は市立がほとんどとなる一方、5-8学年小学校及び中等段階は州

が主に管轄することとなった 20。

２．イタペビ市における初等学校市営化の経緯と方法

　市営化を推進して来たのは現在のイタペビ市教育長ルシア・マリア・ダ

ス・グラサス・サントス・シウバ氏（Lúcia María das Graças Santos Silva）

である 21。

　サントス・シウバ教育長は、1971年から小学校の教職に就き、校長、

監督官を経て、1993年に現職に就いた。教育長就任時イタペビ市は幼児

教育しか持っていなかったが、1996年に市営化を開始した。それは当時

の市営化への動きをとらえたものであると同時に長い教職経験をふまえた

ものであった。彼女は生徒の基礎的知識の定着不足、留年や退学も多い「選
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抜主義的で、エリート偏重のシステム」、それによる大きなコスト、当時

の私立学校拡大による教員不足、などを見て、大きすぎて効率の悪い州の

教育制度 22からの市独自の実践ができる自由を求めていたのである。

　氏は、学校運営を様々な面で難しくしているのが第一に複数シフト制

であることに気づいた。1990年代には４部制の学校も珍しくなかったが、

これは教員の掛け持ち勤務をもたらし、さらに、疲労、話し合いの時間や

研修時間の不足、教員の生徒との関係への悪影響などをもたらす。また学

校運営に関わる第二の問題は年齢が大きく違う下級学年集団（1-4学年）

と上級学年集団（5-8学年）の混在が、学校内での生徒同士の様々なトラ

ブルを生んでいることであった。そこで教員がなるべく掛け持ちをしない

で済む体制を念頭に置くとともに、下級学年と上級学年を異なる場所の異

なる学校に編成することを構想した。市営化はこの構想を実現するために

必要だったのであり、その第一ステップとして下級学年の市営化が始めら

れたのである。

　市営化へのプロセスは簡単ではなく、特に教員の雇用に問題があった。学

校の市営化には、その教員も市の公務員にする必要があった。州の公務員の

方が安定していると考える者が多く、市への異動は進まなかった。市の公務

員となっても州の社会保障も得られるようにする、などの措置を通じて徐々

に学校の市立化が進んできたが、このプロセスはまだ完了していない。

　また市営化したといっても州の財政的、行政的支援は継続している。例

えば学校建設では、市が土地を提供し、州が建物の建設とメンテナンスを

するといった協力や、校長人事でも協力しているという。

　市営化の特徴は、学校運営の再編成と教員の質向上策に現れている。ま

ず、学校が二部制の場合でも、市の教員は１週 25時間（１日５時間）を

教授活動にあて、５時間を学校の仕事と勉強にあてることとされた。授業

時間は午前か午後どちらかに集中させ、授業しない方の時間帯で講座や

研修への参加を奨励する。これは教員の掛け持ち勤務をなくし、同時に教

員を育成するための方法である。教員の欠勤や遅刻の多さも問題であった

が、市独自の法律を作り、欠勤には診断書が必要とし、また遅刻には事前
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連絡が必要であることを徹底した。

　この１週計 30時間という授業・研修のための拘束時間に対する報酬は、

掛け持ち勤務の教員の給与より少ないが、研修や講座への参加によって給

与が改善されるしくみとなっている。ただしこの場合、コーディネーター

らは教員の研修や講座の内容を記録し、教室でそれを実践していることを

チェックする。

　新規教員は州が集めた候補者から採用し、校長は市が任命する。監督官

（スーパーバイザー）については州から派遣される通常のシステムとは異

なった、市独自のシステムとした。現在３人の監督官がいて、予告なしに

学校を訪問し、授業を見るなど、各学校のコーディネーターと連携しなが

ら細かいところまで目を配っている。

　教員の資格については、現在約 80％が高等教育を受けており、2006年

までに全員が高等教育段階の資格をとるよう勧めているという。そのた

め、午前は授業、午後は学校の仕事と勉強、夜は大学へ、とハードなスケ

ジュールをこなす教員も多いとのことであった。また教員の能力評価が監

督官とコーディネーターの面接によって行われている。１から７までの段

階で評価されるが、現在のところ、教員の 69％が満足すべき水準にあり、

31％は能力不足の水準にあるとのことである。教員だけでなく、校長も同

様に評価されるという。

３．独自の諸方策と資金

　教員の質向上のための市の独自策が「教育者の家（Casa de Educadores）」

である。これは教員の研修や勉学の補助となるよう造られた施設で、図書

室やサークル活動を行える部屋などがあり、教員が自由に使える。ここに

所属する８人のコーディネーターは、各学校を午前、午後と巡回して教員

の知識や技能の向上のための講座を開いている。教員たちは興味のあるも

のを選んで参加する。

　生徒のための文化施設「文化の家（Casa das Artes）」もある。ピアノ、笛、

バイオリン、ダンス、演劇、コーラス、鼓笛隊や楽団活動といった音楽方
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面と、フットサル、バレーボール、ハンドボール、陸上競技、カポエイラ、

柔道、合気道などのスポーツ方面にわたる、多様な文化的活動を楽しむこ

とが出来る。教育補助要員が 30人雇われており、これらの活動の支援を

する。また、コンピューターや英語を学ぶ「ラボラトリオ」が学校の一つ

に作られているほか、オンラインで検索や貸し出しもできる地域図書館も

作られている。

　イタペビ市では小学生の４分の１は連邦の奨学金プログラム「ボルサ・

エスコーラ（Bolsa Escola）23」による奨学金を受領しているという。貧し

い子どもが多いため、給食（無料）は重要である。学校給食は業者に委託

され、朝食、昼食、おやつ、夕食の４回提供されている。幼児と小学校低

学年は一日２回、小学校高学年以上と青年・成人教育の生徒は一日１回と

されるが、一日に給食サービスを受ける人数は述べ５万 2000人、８万食

にのぼる。州立学校だったときは、買う品物の承認や、食品の購入から到

着まで時間がかかり、野菜類はいっさい買えなかった。今は市で自由に選

択でき、業者に任せているため、教員も授業に集中できる。給食委員会が

できている学校もある。父母の給食への満足度は９割を超えている（Itapevi 

2003）。

　子どもたちに学習を動機づけるため、ノートや鉛筆、定規、色鉛筆、ボー

ルペンなどひとそろいのキットを入れたリュックサックを全員に配布した。

　これらの資金はほぼ、FUNDEFでまかなわれており、FUNDEFの意義

は大きいと教育長は述べる。1996年、５つの学校の市営化から始まった

プロセスは 2003年度には 50校に至ったが、それが可能になったのには、

FUNDEFを初めとする国の政策の存在が大きいと思われる。イタペビ市

は都市における市営化の一つのモデルケースと言える。次に学校レベルの

実践を見てみよう。

４． 二校の訪問から

　最初の学校は、１学年から４学年までの生徒約 1500人の学校である。

二部制（７時から 12時、12時半から５時半）であり、それぞれ 20学級
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を有する。大規模学校に生じがちな暴力や差別、麻薬の問題に取り組み、

生徒の学習を助けるために多大の努力をしているという。廊下は清掃が行

き届き、学校のモットーを表すポスターや生徒の目標が書かれた作品が展

示されている。教室は教員ごとに決められ、生徒が教室を移動するシステ

ムを取っており、各教室は科目に応じた飾り付けがされていた。1学級は

大体 30から 40人である。他に障害を持つ子どもを普通学校に統合してい

く特別プロジェクト「ピポカ（ポップコーンの意）」が２年目に入っており、

6-18歳の 25人を教育している。

　この学校の大きな特徴は、コーディネーターによる生徒一人一人の徹底

したフォローである。コーディネーターは３人おり、一人あたり 400か

ら 500人の子どもの学習状況を把握している。それはカラフルな表紙をつ

けられた多数のノートで管理されていた。ノートにそれぞれの子どもが数

頁を割り当てられ、その子どもの学習成果である、作文や算数の問題解答

を張り付けて、時系列的に見られるようにしたものである。そのノートを

見れば子ども一人一人の問題や進歩がきめ細かくしかもすぐに判るように

なっている。そのノートは各科目ごとに用意され、全員ではかなりの冊数

となる。コーディネーターは授業を持たない代わりに、上記のノートによ

り子どもの学習を絶えず管理し、また子どもを観察して、何かあれば家庭

と連絡を取ったり、担当教員と相談したりする。そうした指導により生徒

の留年や落第はごくわずかに抑えられるようになったという。

　印象的だったことは、学校を取り囲む塀のきれいさであった。以前は落

書きで汚され放題だったのが、近年は学校の敷地部分の塀にはいっさい落

書きがされなくなったのだという。校長はおそらく周辺の住民が学校に敬

意を抱くようになったのだろうと推測していた。

　第２に訪問した学校は、生徒数は 700人程度、コーディネーター２人

を有していた。校舎の入り口は簡素であったが、内部はきれいな飾り付け

がされていた。日本の楽器メーカーの協力を受けたと言うことだが、笛を

練習するクラスがあった他、ピアノに合わせてのコーラスをするクラスも

あった。学校それぞれにおいて時間割などの編成は自由であり、その結果
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の責任も負うという。

　給食については、肉と魚、野菜料理、スープ、さらにデザートも付いて

いて、充実したものであった。偶然、給食を専門に監督する担当者が来て

いた。彼女は学校を予告なしで訪問し、給食の質をチェックしてゆくのが

仕事であるという。学校が校長をトップに組織化され、教員は勿論、給食

などを含むあらゆる職員に意志の徹底がはかられているという印象を受け

た。このようなシステムは現教育長の創意工夫と熱意、リーダーシップに

支えられて実現したことは、接した教職員の誰もが明言するところであっ

た。

　しかし、それはまだ開始されて間がなく、市の教育局と学校でのみ運営さ

れるシステムである。学校運営に地域社会を参加させることについて訊ねた

ところ、生徒の親は学校教育の経験自体が少なく、学校運営に加わるまでに

まだ長い道のりが必要だ、というのが同行した教育長の答えであった。

おわりに

　ブラジルの 90年代の教育改革には、地方分権化、カリキュラム基準制

定による標準化、学校運営や学力調査による評価の導入などの特徴が含

まれている。ブラジルの研究者には、これらは外部開発機関の指示をその

まま実行する、ネオリベラリズム的政策であると見なす人々もいる［Libâ

neo 2003, 163-164］）。確かに、上記のような特徴は、世界銀行を中心とし

た国際開発機関の見方やアプローチから示唆を得ていると思われる。しか

し、筆者は、これらは教育開発に関わる理論や言説の単なる援用ではなく、

それらをブラジル的文脈において消化した方策であると捉える。その理由

は新憲法制定から 2001年の国家計画策定に見られるような長期的で、し

かも多数のセクターの参加を得た合意作りのプロセス、FUNDEFの仕組

みのユニークさ、学校運営の強化にも民主化の概念を取り入れ、市民社会

の育成を図ろうとする方向性などに示されるように、まさにブラジルとい
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う社会の現実に対応することを目指した計画となっているからである。

　本論で見てきたように、ブラジルの初等学校は、教育機会の提供、学

校の運営、生徒の学力などの面で多様な問題を抱えていると同時に、地域

間、学校間の差が激しい。そうした状況に対応するために必要な方向性と

して「分権化」はかつてより提唱されてきたが、その提案を生かせる条件

がなかった。その条件作りに着手したのが、カルドーゾ政権の改革であり、

FUNDEFによる公的財源の地方の自治体への還流と学校の組織や自治力

の強化として具体化した。

　FUNDEFは、生徒一人あたりの公的教育費用の増加や、教員給与の上

昇をもたらした点でかなりの成功を収めつつあり、分権化、市営化の基盤

作りとなっていると言えよう。

　これに対し、学校運営の具体的あり方は未だ確固としてはおらず、今後

の模索にかかっている。教育省と世界銀行が進めている北東部の学校強化

プロジェクトでは、合理的な問題解決システムを基本とした学校強化プロ

グラムが資金援助とともに行われている（合理的アプローチ）。他方では、

学校長の選挙や学校評議会を重視した民主的管理が目指されている（参加

的アプローチ）。

　前者についてはそうした外部からの関与が学校コミュニティの中から

育つ自治的な組織力と齟齬を来すのではないのかという懸念が提起されて

いる（Libâneo, p.179.）。また、後者に対しては、例えば学校評議会など、

民主主義的な形式であっても、多くの場合は一部の人間に操作されたり、

権力が集中することになりやすく、うまく機能することは少ないという証

言もある 24。また、学校予算などに一層の住民参加を推進する動きがある

一方 25で、「政治的教育プロジェクト」という命名に示されるような、「政

治」的要素の過剰がむしろ学校機能の強化の妨げとなっているという意見

もある 26。

　成功した市営化の例としてあげられるイタペビ市の事例は、合理的なア

プローチと参加アプローチの両者を取り入れている。教育長の強力なリー

ダーシップにより、学校の組織そのものを単純化し、教員に集中して勤務
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できる環境を作ると同時に、勤務体制の徹底した管理、様々な指導によっ

て教育サービスの程度を向上させた点では合理的なアプローチを、各学校

に一定の決定権を与えて責任をもたせ、創意工夫を発揮させる点では参加

的アプローチを採用しているように思われる。住民は学校に敬意を払うよ

うになり、生徒の学業については改善が見られている一方、住民の実質的

学校運営参加に関してはいまだ未来の課題であった。それは、学校と、学

校を取り囲む地域コミュニティが有する教育や市民意識の水準との乖離を

示している。

　教育の質の向上に向けて、学校運営の変革を目指すとき、先に例示した

二つのアプローチのどちらかが優勢になっていくのか、二つが影響しあっ

て新たなスタイルを創り出していくのか、またそれら以外のアプローチが

生まれてくるのか、どのような学校像が造られていくのか、それはまだ不

明である。先に示したような初等学校と地域コミュニティの状況を考えた

とき、それは多様な形態を取る可能性がある。イタペビは都市部における

一つの成功例といえようが、条件の異なる農村部では、分権化、市営化は

また異なる結果をもたらすことも考えられる。分権化は、地域ニーズにき

め細かにこたえる点で優れているが、平等という観点からは地域間の格差

を広げてしまうことがあり得る。分権化はどのような文脈で成功しうるの

か、住民の力関係が顕在化しやすいローカルな文脈で、学校自律性の強化

が民主的に行われていくために何が必要なのか、それが教育の質の向上を

確保していくことが出来るか、またブラジル社会全体としてみたときにど

のように相互の平等や公正を保障していくのか、分権化の成果を検討する

ためには、これらの問いに対する回答を今後さらに追究する必要があると

思われる。
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1 ジョン・デューイ（1859-1952）はアメリカ合衆国の代表的な哲学者、

教育哲学者。実験主義に基づき、人間生活における経験の意義を追求し、

民主主義と教育を 20世紀初めの新たな状況の中で考察した。彼の思想

はラテンアメリカの教育に様々な形で影響を与えた。

2 学校直接資金プログラムは主に学校の教育環境整備のため直接分配され

る資金。学校給食プログラムは以前からあったが、資金を自動的に市に

委譲するようになった。詳しくは江原 2004を参照。

3 「市営化（municipalização）」は市の初等教育在籍者がふえるという広義

の使い方とともに、一定の業務や学校そのものを市の管理下に移すとい

うような狭義の使い方がある。ここでは文脈に応じて使い分けている。

4 それは学校における決定権や運営力の強化拡大を目指す動きであ

り、自覚的体系的に追求したものとして、カサススの Estrategia de 

descentralización de la gestión a las escuelas（EDGE）、（「学校運営の分権

化戦略」）という用語もある（Casassus, 1999）。

5 1985年度、連邦への税収配分は６２％、州へは３４％、市へは４％であっ

たとされる（Guimarães, 1994, p.35）。

6 1999年度、ブラジル全体の初等教育純就学率は 95.4％であり、５大地

域別に見ると、最も低い北東部で 92.8％、最も高い南東部で 97.6％となっ

ている（INEP 2003b）。

7 http://www./inep.gov.br/imprensa/estatisticas/indicadores/prom_rep_evas_dist.htm

8 http://www.inep.gov.br/estatisticas/perfil/resp uf reg.asp?tipo=2&regiao=BR

ASIL 

9 初等教育在籍者の 50％が市立学校、40％が州立学校に在籍している（残

りは私立学校とごく少数の連邦立学校）。州立学校（32316校）に比べ、

市立学校は学校数が多く（121336校）、５教室以下の小規模の割合が高

い（州立校 28.1％、市立校 80.1％）。農村部にある割合は、州立校数で

は 23.6％ ,市立校では 76.9％である。北部、北東部は特に小規模学校が

多いほか、教師の資格、学校設備などの点で、他の地域より不利な状況
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にある。（http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/）

10 2003年 9月、ペルナンブコ州レシフェでの聞き取りによれば、30歳代

男性教員の場合、州立の高等学校、市立の高等学校、ブラジル工業連

盟社会サービス（SESI）の学校における成人教育学級という 3つの学

校でそれぞれ 11から 14時間教えていた。同じく 30歳代の女性教員の

場合は、同様に州立、私立、SESIの 3学校及び、警察学校の 4校で 11

時間前後ずつ教えているということであった。その理由は、1校では収

入が不足するためである。彼らは前者が給与の合計 2,000レアル（2003

年 9月現在、2.8レアルで 1ドル相当）、後者が 3000レアルということ

であり、FUNDEFによって以前より給与は増加したが、依然として労

働条件は厳しいと述べている。後者の場合、担当する生徒数は 800人

にも上り、生徒の顔を覚えることは不可能だと述べていた。次々に学校

を移動し、多様かつ多数の生徒を対象とする教授活動に追われ、勉強が

出来るのは土日だけであり、こうした状態では新たな知識や教授技術を

獲得する機会も参加できず、教員のレベルが上がらないと彼らは強調し

た。2003年 9月 15日、レシフェの SESI本部にてオスマル・ペドロ・

フランシスコ（Osmar Pedro Francisco） 氏と  マリナルア・リンダウラ・

ドス・サントス（Marinalua Lindaura dos Santos）氏とのインタビューから。

11 2003年 9月 4日、サンパウロ州立第 2パルケ・ピラチニンガ校（Parque 

PiratiningaII）にて、ファティマ・ゼイン・カサビニ（Fátima Zein 

Casavini）校長より。

12 高等教育を履修した教員の割合は、南部と南東部では 60％を越えて

いるが、北部と北東部ではそれぞれ 23.2％、32.8％にとどまっている。

（http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/）

13 2003年 9月 9日、ブラジリアの応用経済研究所におけるアントニオ・Ｃ・

Ｒ・シャビエル（Antônio C. de R. Xavier）氏とのインタビューより。

14 2003年 9月 10日、ユネスコ・ブラジリアにおけるインタビューより。

15 2003年 9月 10日、教育省におけるインタビューより。

16 なお、この金額には連邦の補足分は含まれていない。連邦の補足分
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は、FUNDEF資金のなかで 2％から 3％台に過ぎない。（MEC Grupo de 

Trabalho 2003. Relatorio Final  Assunto: Estudo sobre o Valor Mínimo do 

FUNDEF.,p.5.）ちなみに資金源で最も大きな割合を占めるのは商品流通

税で 60％台後半、それに州参加基金と市参加基金がそれぞれ 12-13％程

度で続き、これらで 90％以上を占めている。（MEC Secretaria de Educa

ção Fundamental 2001. Relatório da Gestão Financeira do Exercício de 

2001,p.39.）

17 他の三つの目標は、国民の教育水準の全体的向上、全ての教育段階に

おける教育の質の改善、公教育における、教育機会と継続性に関する

社会的・地域的格差の減少である。（Plano Nacional de Educação Lei No. 

10,172, de 9 de Janeiro de 2001.）

18　学校評議会（Conselho de escola）は、学校運営を民主的にすること

を目的に、父母、教員、学校職員、生徒らの代表と校長によって構成さ

れる。毎年メンバーが選出され、学校の重要な決定に関わり、校長や教

員を選ぶ権限も持つ。

19 2002 年度の人口は、178,427 人であった。（http://www.braudel.org.br/

pesquisas/ranking2003/graficos g a i/itapevi.htm）

20 本文中の数字より更に新しい 2003年度の学校センサスでは、イタペビ

市内の 1-4学年公立学校在籍者 17,027人中、市立学校在籍者が 15,503人、

逆に 5-8学年の公立学校在籍者 15,333人中州立学校在籍者が 14,274人

を 占 め る（INEP http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/Matricula/

censoescolar 2003.aspより）。

21 以下の報告は 2003年９月 19日のイタペビ市の学校訪問および同氏の

説明記録に基づく。

22 州の教育行政制度が大きすぎて効率が悪いことであった。2002年度で

みると、サンパウロ州の州立学校は 6,055校を数え、初等教育だけで生

徒数は 328万 5418人に上る（INEP 2003）。

23 所得の低い家庭に対し、初等教育年齢の子どもを学校に通学させると

支払われる奨学金のシステム。詳しくは近田 2003を参照。
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24 2003 年 9 月日、サンパウロ市公立学校教員ソニア・コウト（Sonia 

Couto）氏より。

25 子 ど も た ち の 意 見 を 取 り 入 れ た「 参 加 的 予 算 」（Orçamento 

Participativo）の取り組みがペルナンブコ州レシフェ市で行われている

のはその一例である [Prefeitura do Recife, no date]。

26 2003年 9月 9日、ブラジリアの応用経済研究所におけるアントニオ・Ｃ・

Ｒ・シャビエル（Antônio C. de R. Xavier）氏とのインタビューより。
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Summary

Decentralization and School Autonomy
 in the Reform of Primary Education in Brazil

Hiromi Ehara

    Brazil has a decentralized educational system since its colonial times. The 

main authority that administers the primary(fundamental) education system 

resides in the state level, while the federal authority has only a few primary 

schools in places where the states are not able to afford them. In the 1990's, 

massive educational reform began under the President Fernando Henrique 

Cardoso pursuing various objectives. One of them is the reforms toward more 

decentralized system to give more power to municipalities(political entities 

below state level), under which schools have had more autonomy in their 

administration and also municipal schools have enrolled more pupils than state 

schools. The municipalities are now given the substantial right to operate their 

own school network by several legislatures. 

     There are two policies that pushes decentralization. One is the financial 

reform which assures the minimum per/pupil amount of public educational 

expenditure for every state and municipality according to the enrollment of 

public primary schools. It is reported that this system permitted to make more 

money flow into the poor municipalities.

     Another policy supporting decentralization is reinforcement of school 

autonomy. Now school is given more freedom to classify pupils, plan 

pedagogical planning, be administered democratically, etc. by New Law of 

Bases and Directions of Education. 

     Brazilian primary schools are extremely varied in structure, number of 

matriculated pupils, equipment and budgets by municipalities, states, regions, 

urban-rural areas, and so on. Restructured financial system for education and 

reinforcement of school autonomy are thought to be good measures to offer 

more access and improve the quality of education in each school.
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      Does the decentralization really produce good effects in education of 

municipalities?  Historically there has been a claim that municipalities 

can better  cope with great  difference among areas,  while there were 

some centralizing efforts. After the military dictatorship of 1964 to 1985, 

democratization gives more freedom to each political entities. In this 

context various attempt are now being done to bring the quality education 

to municipal schools. In Southern and South-Eastern States, democratic 

administration of schools (Election of school principals, school counsels, etc.) 

have been introduced for that purpose(Tentatively to be called “participatory 

approach”). In North and North-Eastern States there is a big project funded 

by the Ministry of Education and the World Bank for school improvement

(Provisionally to be called “rational approach”). 

　　One school visit was done by the author in a city called Itapevi, São 

Paulo. This city has made success in providing quality education by taking 

advantage of those measures and “municipalization” of lower grade primary 

schools. Schools not only provide quality education for children but also have 

excellent atmosphere and good reputation in the community. Each school 

is managed by its own way under leadership of principal and collaboration 

of teachers. All the schools, which are rationalized in every aspect of its 

performance, are under this city's own inspection. Strong leadership of the 

Secretariat of Education was the big impetus for realizing this whole system. 

But inhabitants are not yet strong enough to participate actively in the school 

management. This city's system seems to adopt both participative approach 

and rational approach for schools. We will need some more observation to 

classify types of “municipalization” (decentralization) of primary education in 

this country.




