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はじめに

今回の「地方分権の推進」が政治日程にのぼったのは今から8年ほど前

のことであり、その後近来にない精力的・継続的な取組みにより、地方自

治法改正をはじめとする地方分権一括法が成立し、2001年 4月から実施

に移された。

わが国の教育行政は、第2次大戦後、地方分権・自治・民主的組織への

転換を目指したが、講和条約を経てわが国が独立を迎える頃になると、制

度や解釈の変更により、分権・自治・民主の軸がゆるみ、集権的・官治

的・官僚的行政への回帰がはじまり、中央支配による画一的・管理的教育

行政体制が形成された。そこでは、機関委任事務制度や通達・通知行政、

審議会制度などが果たした役割には大なるものがあった。

その後、地方分権推進委員会勧告→地方分権推進計画→地方分権一括法

により、問題の機関委任事務制度は廃止され、自治事務と法定委任事務に

分けられ、すべて地方公共団体の事務とされたほか、国の関与の廃止・縮

減が進み、審議会制度が改められるなど、地方自治・分権に向けての大き

な変化が現実のものになった。

10年足らずの間にこのような変化が起るとは、どれほどの人が予想し

ただろうか。また、その頃の教育行政に関する研究状況を回顧すると、教

育行政の法制を動かし難い前提として立論したり、実態を解説することを

もってよしとするような立場が主流であったためか、教育行政制度の原則

として地方自治・地方分権を挙げるものはあっても、地方自治の空洞化や

地方分権の崩壊状況を指摘するものは多くはなく、特に、教育行政におけ
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る機関委任事務制度や通達・通知行政、審議会行政などについて、制度と

実態の両面から問題点や改革を指摘するものは少なかった。

そのようななかで、日本における地方分権的・自治的・民主的教育行政

の後退を指摘し、機関委任事務制度や審議会制度の問題点などを指摘した

一人としては（【参考文献】31）、その問題点の解消が図られたこのたびの

地方分権の推進には深い感慨をおぼえる。改正内容にはさまざまの問題点

や検討課題があるものの、わが国教育行政の初心に立ち帰り、その内実を

豊かにする大きな契機を与え、中央追随型教育行政に大きな反省をもたら

した点でも評価することができる。

私は、このような立場に立ちながら、今後さらに一層本格的な地方自

治・地方分権の発展・定着を求めるために、本稿において、今回の地方分

権推進施策の経過とそれが教育界に与えた影響及び今後の課題の一端を考

えてみたいと思う。

Ⅰ 教育行政における地方分権―地方分権一括法まで

Ⅰ－1 地方分権推進の動き

はじめに、政府による地方分権推進の動きを概観する。

これまでの行政システムは、全国的統一性、公平性を重視したものであ

り、わが国の近代化、戦後復興、経済成長などを達成するために一定の効

果を発揮してきた。しかし、今日では、国民の意識や価値観も大きく変化

し、生活の質の向上や個性的で多様性に富んだ国民生活の実質に資するシ

ステムの構築が強く求められている。このため、国は本来果たすべき役割

を重点的に担い、住民に身近な行政はできるだけ地方公共団体に委ね、地

方公共団体の自主性・自立性が十分に発揮できるようにする、国と地方の

新しいシステムに転換する必要がある。

このような認識を前提として、1993年 6月衆参両院で「地方分権の推

進に関する決議」が全会一致で行われ、94年 12月には「地方分権の推進
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に関する大綱方針」が閣議決定され、95年 5月に至り、地方分権推進委

員会の設置をはじめとする地方分権推進の基本的考え方やその仕組を定

め、その後5年間の間に地方分権を総合的・計画的に推進することを目的

とした「地方分権推進法」が制定され、7月施行された。

地方分権推進委員会は、翌96年 3月にまず「中間報告」を出し、12月

「第 1次勧告」、97年 7月「第 2次勧告」、9月「第3次勧告」、10月「第 4

次勧告」、98年 11月「第5次勧告」を相次いで公表する。設置期間の1年

延長を経て、2001年 6月に「最終報告」を提出し、活動を終えた。「勧告」

や「意見」でなく「最終報告」としたのは、6年間の回顧や委員会の所感

を述べていることなどによる、という。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」（「地方

分権一括法」）は、上記地方分権推進委員会の4次にわたる勧告と、勧告

を最大限に尊重した 98 年 5 月の閣議決定「地方分権推進計画」（及び

98年 9月の「中央教育審議会答申」）を踏まえて、地方自治法をはじめと

する関係法律475件について必要な改正を行ったものであり、上記93年

国会決議以来の“地方分権改革の一つの到達点”といわれる。2000 年 7

月公布、01年 4月から施行され今日に至る。

しかしこのような動きはこれで終りというわけではなく、むしろ「未完

の分権改革」であり、積年のわが国地方行政システムに根本的な変化をも

たらすための強力な第一歩だとされている。この位置づけは妥当である。

地方分権一括法は、教育行政を含むわが国行政の体質を変える数々の契機

を内包しているが、完成されたものではない。この可能性や契機が現実の

ものとなるかどうかは、関係者の意識変革、取組みの如何にかかり、今後

の問題である。

Ⅰ－2 地方分権推進委員会最終報告

地方分権推進委員会はこの間の動きを自らどのように整理評価している

だろうか。時間的経過からすれば叙述の順序が逆になるが、2001年 6月
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総理大臣に提出した「最終報告」（【参考文献】3）によりこのことを確か

めてみる。

ここで強調されているのは、これからの新しい時代の制度設計において、

国と地方が相対立するのではなく、相協力して車の両輪のごとくわが国の

構造改革のために知恵をしぼることの必要性であり、また、地方公共団体

の側でもこの改革をむしろ好機ととらえ、国に依存する手法から脱却し、

受益と負担の関係に十分留意しつつ、自らの権限と財源を自己決定・自己

責任の時代にふさわしいかたちで有効に活用し、自治の道を真剣に模索し

ていくことへの期待であった。これは地方分権の発展にあっては基本的な

考え方であり、わが国における「ベース・キャンプの設営」として有意義

な提言であったと思われる。

「最終報告」は、「第一次分権改革を回顧して」（第1章）において、分

権改革の理念・目的、方針・手法を振り返り、主要な成果を総括している。

委員会の立場から要点が簡潔にまとめられているので、以下に抄出してお

く。

〈分権改革の理念・目的〉

○ 本委員会は、現状において達成可能な最大限の改革を成し遂げたと自

負しているが、なお数多くの諸課題がある。

○ 今次分権改革の基本目標は、従来の中央省庁主導の縦割りの画一行政

システムを住民主導の個性的で総合的な行政システムに切り替えること

と、「画一から多様へ」という時代の大きな流れに的確に対応すること。

○ 委員会の主要な任務は、国、都道府県及び市区町村相互の関係を従来

の上下・主従の関係から新たな対等・協力の関係に変えていくことと、

地域社会の自己決定・自己責任の自由の領域を徐々に拡大していくこ

と。

〈分権改革の方針・手法〉

○ 委員会の任務遂行の基本方針は、「現実的で実行可能な、着実な改革」

を目指すこと。

― 60 ―

平原：教育における地方分権とその可能性



○ 調査審議の手法は、地方六団体から提出された改革要望事項を土台と

すること、検討グループの委員等が個別の検討事項ごとに関係省庁の幹

部職員とインフォーマルな小会議方式で率直に意見を交換するグルー

プ・ヒアリング方式など。

○ 基本方針と調査審議の手法には功罪両面があった。調査審議事項の範

囲が地方公共団体の総意として提出された改革要望事項に限定されがち

であったことや、勧告事項が関係省庁と合意に達した事項に限られたこ

と、あるいは、グループ・ヒアリングの場での実質的な意見交換に関す

る情報が非公開とされたことなどはマイナスの側面であったが、委員会

の勧告に盛り込まれた事項は政府によって文字どおり最大限尊重され、

勧告に対応する地方分権推進計画の記載事項は地方分権推進一括法とし

て法制化されたことなどは、この種の行政改革に係る諮問機関の成果と

しては異例ともいえる成功例であった。

〈分権改革の主要な成果〉

○ 今次改革ではまず団体自治の拡充方策に取り組むとともに、事務事業

の移譲方策よりも、広い意味での関与の縮小廃止方策に改革の主眼が置

かれることとなった。

○ なかでも通達等による関与の縮小廃止、機関・職員・資格などにかか

わる必置規制の緩和廃止、補助事業の整理縮小と補助要綱・補助要領に

よる補助条件の緩和の三点については、具体的な改革が実現された。

○ 特に、通達等による関与を縮小廃止するための基本方策として、機関

委任事務制度が全面廃止されたことの意義は大きい。従前の機関委任事

務は、ごく例外的なものを除いて、すべて、自治事務か法定受託事務の

いずれかに振り分けられ、いずれも「地方公共団体の事務」であること

が明確にされた。地方公共団体には「国の事務」は皆無となった。

○ 一部のものを除いて、従前の通達等はこれ以降すべて、その性格が

「技術的な助言」に改められ、地方公共団体はこれらの通達等に拘束さ

れる必要はなくなり、これによって、地方公共団体の法令解釈権は大幅

に拡大されることになった。
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○ 国と地方公共団体の関係や都道府県と市区町村の関係を公正で透明な

ものにするために、関与の標準類型と関与の手続ルールが定められた。

さらに、国と地方公共団体の関係がかつてのような上下・主従の関係で

ないことを明確にするために、公権力の行使に当たる関与の合法性をめ

ぐって団体間に係争が発生したときには、最終的には訴訟で争い得る道

を開いた。

〈未完の分権改革〉

○ 「分権型社会の創造」という究極目標からすれば、第二次、第三次改

革が必要。

○ 第二次分権改革の焦点は、地方税財源の充実確保方策とその関連諸方

策。

〈地方公共団体の関係者及び住民への訴え〉

○　地方公共団体関係者の徹底的意識改革、自治能力の実証を。

○ 地域住民には、地方公共団体の政策決定過程に積極的に参画する主体

的姿勢を。

他方、「分権改革の更なる飛躍を展望して」（第4章）では、今後の改革

課題を、「地方財政秩序の再構築」、「新たな地方自治制度の仕組みの検討」、

「制度規制の緩和と住民自治の拡充方策」など6項目に大きく整理し、今

後の改革の一層の発展に期待を表明する。

最終項目に掲げられた「『地方自治の本旨』の具体化」では、日本国憲

法第八章には地方自治の諸原理の一部しか定められておらず、しかも、地

方自治制度の制度設計はあげて国会の立法に委ねられているかのような誤

解を招きかねない現状にかんがみ、立法原則をさらに一段と豊かに具体化

していく必要がある、と述べている。

これまで十分なかたちで定着発展し得なかったわが国の地方自治が、こ

れらの課題への確かな取組みを契機として、しっかりと大地に根づき、豊

かな実りを結ぶことが切望されるところである。
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Ⅰ－3 地方分権推進委員会勧告

Ⅰ－3－（1） 第1次勧告

ところで、最終報告が〈分権改革の主要な成果〉として挙げているいく

つかの基本的な改革原則を振り返り、その意義を確かめておきたい。その

点では、第1次勧告（1996年 12月 20日）（【参考文献】1）は、地方分権

を推進するための数々の見直しを最初に提示したものとして紹介に値す

る。

〈機関委任事務の廃止〉

「第1章　国と地方の新しい関係」では、中央集権型行政システムの中

核的部分をかたちづくってきた機関委任事務制度を廃止し、新たに自治事

務（仮称）と法定受託事務（仮称）に再編成することを提示した。

ちなみに、機関委任事務制度とは、地方公共団体の執行機関、特に都道

府県知事及び市町村長を国の機関とし、これに国の事務を委任して執行さ

せる仕組であり、地方自治法別表に列挙されている項目数で561（うち都

道府県 379、市町村 182）にも及び、都道府県事務の 7～ 8割、市町村事

務の3～4割を占めていたといわれる（「教育・文化行政」は都道府県28、

市町村10、計38）。

その執行に対しては、地方公共団体の議会や監査委員によるチェック機

能が制限された。このように、中央集権型行政システムの中核的部分をか

たちづくっていたから、国と地方公共団体とを上下・主従の関係に置き、

知事・市町村長に地方公共団体の代表者としての役割に徹しきれなくする

など、さまざまの弊害が生じており、夙にその改廃が求められ、私も同様

の指摘を行ってきたところであるから、その廃止は望ましい提言であった。

〈新たな事務区分の創設と取扱い〉

従前の機関委任事務の取扱いについては、事務自体を廃止するもの及び

国の直接執行事務を除いて、原則二つの事務に区分した。

①　自治事務（仮称）：地方公共団体の事務のうち、②を除いたもの
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② 法定受託事務（仮称）：事務の性質上、その実施が国の行政機関

が直接執行すべきではあるが、国民の利便性又は事務処理の効率性

の観点から、法律又はこれに基づく政令の規定により地方公共団体

が受託して行うこととされる事務

新たな事務はいずれも地方公共団体の事務であり、地方公共団体の条例

制定権、地方議会の権限、監査委員の監査の権限などが原則及ぶことと

なった。

事務区分の具体例は「別紙」として添付されているので、参考までに文

部省関係の分を掲げておく。

〈別紙1の1〉機関委任事務を自治事務（仮称）に区分するもの

○　学齢簿の編製、就学校の指定に関する事務

○　学級編制の基準の設定・認可に関する事務

○　博物館の登録に関する事務

○　鉄砲及び刀剣類の登録に関する事務

○ 都道府県が第一義的所有権者となった出土文化財に関する事務及び

都道府県教育委員会が行う発掘調査の指示

〈別紙1の2〉機関委任事務を法定受託事務（仮称）に区分するもの

○　理科教育振興法等に基づく補助金交付事務

○　史跡名勝天然記念物の仮指定等に関する事務

○　宗教法人の規則の認証

〈別紙2の1〉権限委譲－なし－

〈別紙2の2〉関与の廃止・縮減

○　教育長の任命承認制は廃止する。（廃止）

○ 文部大臣の教育委員会に対する指揮監督権（地方教育行政の組織及

び運営に関する法律55条）は、機関委任事務制度の廃止に伴い廃止

する。（廃止）

○ 地方公共団体の長又は教育委員会に対する文部大臣の措置要求（同

法52条）については、一般ルールに沿って行うものとする。（緩和）

○ 義務教育費国庫負担金に関する各種調査、申請、報告等の事務手続
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については、平成9年度から大幅に簡素合理化することとする。（縮

減）

〈国と地方公共団体の関係についての新たなルール〉

国の関与については、廃止、縮減、緩和の方向を提案した。総務庁調べ

によれば、1988年～ 95年における国の権力的関与は1,100～ 1,200項目以

上、非権力的関与は1,900～ 2,100項目にのぼり、「教育・文化行政」では

権力的関与71、非権力的関与138（行政分野をまたがる事項がほかに4）、

計209（4）項目であった、という。

国の関与の一般原則としては、①法定主義、②一般法主義、③公正・透

明の三原則を定めた。

国の関与の類型としては、自治事務にあっては、①技術的助言・勧告、

報告徴収、②事前協議、合意（又は同意）、③是正措置要求、指示、法定

受託事務にあっては、①技術的助言・勧告、報告徴収、②事前協議、③許

可・認可・承認、④指示、⑤代執行、とした。

国の関与の手続等については、公正と透明性を確保するため、①書面主

義の原則、②手続の公正・透明性、③事務処理の迅速性を掲げ、紛争処理

の仕組としては、①第三者機関の設置、②地方公共団体の意見の申し出と

国の応答義務などを定めた。

〈地方公共団体の新しい関係と行政課題〉

「第2章　新たな地方自治制度の枠組み」では、国と地方公共団体、都

道府県と市町村の新しい関係の明確化について述べ、地方公共団体の行政

課題として、①公正の確保と透明性の向上、②住民参加の拡大、③自主

的・主体的な行政改革等の推進、④市町村の規模と地方分権、⑤広域行政

の推進、を挙げた。

〈「教育・文化」分野の改革課題〉

第3章と第4章は、部会の個別分野別課題の検討結果にあてられ、教育

関係は「第4章　くらしづくりと地方分権」に収められた。「Ⅱ　幼児教

育・保育制度」では、「少子化時代の到来の中で、子どもや家庭の多様な

ニーズに的確に応えるため、地域の実情に応じ、幼稚園・保育所の連携強
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化及びこれらに係る施設の総合化を図る方向で、幼稚園・保育所の施設の

共用化等、弾力的な運用を確立する」とし、「Ⅲ　教育・文化」では、教

育課程基準の弾力化や教育長任命承認制の廃止など9項目にわたり改定を

勧告した。

〈1〉教育課程の編成 地域の実態を踏まえ、特色ある学校づくりを推進

する観点から、教育課程の基準の一層の大綱化や弾力化を図る。

〈2〉教育長の任命承認制 教育長の任命承認制は廃止する。なお、廃止

に際して、教育委員会の活性化のための方策について検討する。

〈3〉地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定による関与 文部

大臣及び教育委員会相互間の関係等（法第5章）については、関与の

一般ルールの考え方に沿って、次のとおり見直す。

① 文部大臣の教育委員会に対する指揮監督（法55条）は、機関委

任事務制度の廃止に伴い廃止する。

② 地方公共団体の長又は教育委員会に対する文部大臣文部大臣の措

置要求（法52条）については、一般ルールに沿って行うものとす

る。なお、市町村長又は市町村教育委員会に対する都道府県教育委

員会の措置要求については、都道府県・市町村間の関係の整理の一

環として、別途検討する。

③ 都道府県又は市町村に対する文部大臣の指導・助言・援助（法

48 条）については、新たな一般ルールとの関係にも留意しつつ、

都道府県や市町村の教育委員会の自立性をできるだけ高める観点に

立って検討する。

〈4〉県費負担教職員の任免等に関する事務 県費負担教職員の任免その

他の進退、勤務成績の評定の計画に関する事務は、都道府県・市町村

間の関係の整理の一環として、引続き検討する。

〈5〉義務教育費国庫負担金に関する事務手続 義務教育費国庫負担金に

関する各種調査、申請、報告等の事務手続については、平成9年度か

ら大幅に簡素合理化することとする。

〈6〉文化・生涯学習の所管組織 文化・生涯学習に関する事務の管理及
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びその執行については、現行の事務委任、補助執行の規定（地方自治

法180条の 7等）の活用等により、当該地方公共団体の主体的判断に

委ねることとする。

〈7〉公立の図書館、博物館、公民館 公立の図書館、博物館、公民館に

関する必置規制に係る法律の規定の見直しについては、他の必置規制

の見直しの一環として、引続き検討する。

〈8〉埋蔵文化財 ①所有者が不明である出土文化財の第一義的所有権は

都道府県に委譲することとし、この旨法律上明示する。この場合、国

が保有する必要がある場合の取扱い等について引続き検討する。

②～④：略

〈9〉学校法人、私立学校等 学校法人の設立の認可・業務監督に関する

事務、私立学校等の設置廃止の認可に関する事務等については、所管

省からは法定受託事務（仮称）とすべきとの意見が表明され、協議を

重ねたが、結論を得るに至らなかったため、引続き検討する。

Ⅰ－3－（2） 第2次勧告

半年ほど後に出された第 2次勧告（1997 年 7月 8日）（【参考文献】2）

は、第1次勧告の内容を発展的に具体化した。

「第1章 国と地方公共団体の新しい役割」では、従前の機関委任事務の

うち、廃止する事務と存続する事務の区分、法定受託事務のメルクマール

の再構成を行い、「別表」で機関委任事務の整理結果を掲げた。文部省関

係は以下のようであった。

「第2次勧告」文部省関係（抄）

〈私立学校法〉

○ 学校法人の設立の認可に関する事務（31条）は、都道府県の法定受

託事務とする。（メルクマール（1））

○ 私立学校等の設置、廃止等を認可すること（5条1項 1号）は、都道

府県の自治事務とする。
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〈教育職員免許法〉

○ 免許状の授与、失効及び取上等免許状に関して必要な事務（5条、

10条、11条）は、都道府県の自治事務とする。

○ 教育職員の教育職員検定を行うこと（6条）は、都道府県の自治事

務とする。

○ 教育職員が欠格事由に該当すると認められる場合の都道府県の授与

権者への通知（14条）は、都道府県及び市町村の自治事務とする。

〈地方教育行政の組織及び運営に関する法律〉

○ 県費負担教職員について、任免その他の進退を行うこと（37条 1項）

は、都道府県の自治事務とする。ただし、県費負担教職員の身分は、

市町村職員とする。

なお、市町村教育委員会の内申（38 条 1項。市町村の自治事務）、

校長の所属教職員の進退に関する意見の申出（39条）については、現

在の仕組を維持するものとする。

○ 県費負担教職員について、勤務成績の評定を計画すること（46条）

は、都道府県の自治事務とする。

○ 市町村長又は市町村の教育委員会に対し、教育に関する事務の管理

及び執行について必要な措置を講ずべきことを求めること（52条 2項）

については、新たな一般ルール法に定められる関与の類型に留意しつ

つ、見直すものとする。

○ 都道府県又は市町村に対する文部大臣の指導・助言・援助及び市町

村に対する都道府県教育委員会の指導・助言・援助（48条）について

は、新たな一般ルール法に定められる関与の類型に留意しつつ、都道

府県や市町村の教育委員会の自立性をできるだけ高める観点に立って

見直すものとする。少なくとも、同上 1項末尾の「行うものとする」

との表現は改めるものとする。

〈公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律〉

○ 公立の義務教育諸学校の1学級の児童生徒数の基準の設定（3条2項、

3項）は都道府県の自治事務とする。
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○ 市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制についての都道府県教

育委員会の認可（5条）は廃止し、市町村は都道府県と事前協議（市

町村、都道府県それぞれの自治事務）を行うものとする。この場合、

都道府県との合意（又は同意）を要することとする。

〈文化財保護法〉

○ 所有者及び管理団体以外の者による重要文化財の公開の許可、その

取消・停止命令（53条、99条）は、都道府県又は指定都市若しくは中

核市（以下、この法律において「都道府県等」という。）の自治事務と

する。

○ 文化庁長官の公開により出品された重要文化財の管理（100条）は、

都道府県等の自治事務とする。

○ 国が補助金等を交付した重要文化財等の管理修理等の指揮監督（35

条、36条、37条、56条の 6、56条の 9、56条の 14、56条の 21、73条

の 2、75条、76条、77条、95条、95条の 3、99条）、重要文化財等の

現状変更等の許可、その取消・停止命令（43条、80条、99条）、所有

者又は管理団体等による重要文化財等の公開の停止命令（51条、51条

の 2、56条の 15、56条の 16、99条）、重要文化財等の保存のための調

査（54条、56条の 17、82条、95条、99条）、埋蔵文化財の発掘の停

止命令（57条、99条）は、都道府県等の法定受託事務とする。（メル

クマール（7））

〔参考〕法定受託事務のメルクマール・抄（「第一次勧告」後に検討し、再

構成したもの）

（1）国家の統治の基本に密接な関連を有する事務

（7）国が直接執行する事務の前提となる手続きの一部のみを地方公共

団体が処理することとされている事務で、当該事務のみでは行政目

的を達成し得ないもの
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Ⅰ－4 中央教育審議会答申

Ⅰ－4－（1）調査研究協力者会議「論点整理」

文部省では、地方分権推進委員会「第1次勧告」を受けて、教育委員会

と学校の関係を含めて地方教育行政のあり方を見直すため、1997年 1月

に「21世紀に向けた地方教育行政の在り方に関する調査研究協力者会議」

をスタートさせた。審議の結果は、同年9月「論点整理」というかたちで

まとめられた。 紙幅の関係上内容紹介は省略するが、これは次に見る中

央教育審議（中教審）会答申の下敷きとなる。

「私は、この『論点整理』に初めて接したとき、相異なる議論、『指摘』

が率直に記述されており、これまでの文部省の協力者会議では考えられな

いようなはるかにオープンな、既成の枠組にとらわれない自由な議論が展

開されたに違いないと、強く感銘を受けた」と、文部省地方課長は書いて

いる（【参考文献】13）。

Ⅰ－4－（2）中央教育審議会答申

文部省は、地方分権推進委員会「第2次勧告」と上掲「論点整理」を踏

まえ、ただちに第16期中央教育審議会に「今後の地方教育行政の在り方

について」諮問した。

1998年 9月の答申では、「第1章　教育行政における国、都道府県及び

市町村の役割分担について」、「第 2章　教育委員会制度の在り方につい

て」、「第3章　学校の自主性・自律性の確立について」、「第4章　地域の

教育機能の向上と地域コミュニティの育成及び地域振興に教育委員会の果

たすべき役割について」という構成で、さまざまの改革提言がなされた

（【参考文献】8、9）。前引・文部省地方課長は、この答申が、極めて具体

的な改善方策を提言していることと、そのため直ちに法令改正作業に入る

ことができ、文部省の責任の重さを痛感させられた点で、「これまでの中

教審答申と大きく異なる特色を有していた」と述べている（【参考文献】

13）。
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一見して、地方、とくに市町村自治の強化が看取され、教育委員会制度

の維持強化、学校の自主性・自律性の強調、地域の役割の強調などが目に

つき、教育行政の分権、地方自治・学校自治の観点からすると、期待のも

てる方向性の提示であったが、学校教育法106条の規定を「国の役割を明

らかにする観点から見直す」など、見直しの具体的内容がはっきりしない

部分もあり、それが実際どのように法制化されるかに多くの関心が集中し

た。

2000年 1月に至り、文部省はこの答申にもとづき、学校教育法施行規

則等の一部を改正した。改正の趣旨は、これからの学校がより自主性・自

律性をもって、校長のリーダーシップのもとで組織的・機動的に運営され、

児童生徒の実態や地域の実情に応じた特色ある学校づくりを展開すること

ができるようにすることであり、改正事項は校長・教頭の資格要件の緩和

（教員免許状を有しない者の登用）、職員会議の位置づけの明確化（補助機

関化）、学校評議員制度の導入（学校ごとに任意設置。保護者、地域住民

等を委嘱。校長の求めに応じて意見を述べるもの）に限られ、地方分権の

推進に期待を寄せていた者の中には期待を裏切られたと感じた向きも多

かった（改正の概要は、文部事務次官通知「学校教育法施行規則等の一部

を改正する省令の施行について」文教地244号 2000年 1月 21日、参照）。

Ⅰ－5 地方分権推進計画

政府は、1998年 5月、「地方分権推進計画」を閣議決定した。11月「地

方分権推進委員会第5次勧告」を経て、翌98年 3月「地方分権一括法案」

閣議決定、「第2次地方分権推進計画」閣議決定、「地方分権一括法案」国

会提出となり、7月に成立公布、2000年 4月に施行された。

法案のもっとも基本的なベースになった「地方分権推進計画」（【参考文

献】4、5）の内容は、地方分権推進委員会の勧告を最大限に尊重したもの

となった。したがって、立ち入った内容紹介は省略し、全体の大まかな構

成のみを掲げておくこととする（ただし、「別紙」については、参考のた
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め【文部省】関係項目を掲載）。

「地方分権推進計画」 目次（抄）

第1 地方分権推進の基本的考え方

第2 国と地方公共団体との役割分担及び国と地方公共団体の新しい関

係

第3 必置規制の見直しと国の地方出先機関の在り方

第4 国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保

第5 都道府県と市町村の新しい関係

第6 地方公共団体の行政体制の整備・確立

第7 地方分権の推進に伴い必要となるその他の措置

別紙1 従前の個別の機関委任事務の在り方

【文部省】

（117）宗教法人法　〔法定受託事務〕

（118）私立学校法　〔自治事務〕〔法定受託事務〕

（119）私立学校振興助成法　〔法定受託事務〕

（120）教育職員免許法　〔自治事務〕〔関与〕

（121）義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時

措置法　〔自治事務〕

（122）産業教育振興法　〔自治事務〕〔法定受託事務〕

（123）高等学校の定時制教育及び通信教育振興法　〔自治事務〕〔法定

受託事務〕

（124）理科教育振興法　〔自治事務〕〔法定受託事務〕

（125）学校給食法　〔自治事務〕〔法定受託事務〕

（126）地方教育行政の組織及び運営に関する法律　〔自治事務〕〔法定

受託事務〕〔関与〕

（127）学校教育法　〔自治事務〕〔その他〕

（128）教科書の発行に関する臨時措置法　〔法定受託事務〕

（129）義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律　〔自治
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事務〕〔法定受託事務〕

（130）学校図書館法　〔自治事務〕〔法定受託事務〕

（131）へき地教育振興法　〔自治事務〕〔法定受託事務〕

（132）公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する

法律　〔自治事務〕

（133）社会教育法　〔自治事務〕

（134）図書館法　〔自治事務〕

（135）博物館法　〔自治事務〕

（136）文化財保護法　〔自治事務〕〔法定受託事務〕〔関与〕

（137）銃砲刀剣類所持等取締法（警察庁と共管） 〔自治事務〕〔関与〕

（138）就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に

関する法律　〔自治事務〕〔法定受託事務〕

（139）学校保健法　〔自治事務〕〔法定受託事務〕

（140）義務教育諸学校施設費国庫負担法 〔自治事務〕〔法定受託事務〕

別紙2 従前の個別の団体（委任）事務の在り方

（ 36 ）学校施設の確保に関する政令　〔関与〕

（ 37 ）文化財保護法　〔関与〕

（ 38 ）地方教育行政の組織及び運営に関する法律　〔関与〕

（ 39 ）公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する

法律　〔関与〕

（ 40 ）生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律

（通商産業省と共管） 〔関与〕

別紙3 権限委譲の推進の具体的措置

1 平成11年の通常国会に法律案を提出するもの

（ 1）都道府県へ委譲する権限

〔文部省〕

③　開発行為を行う事業者への発掘調査の指示権

④　第一義的所有権者となった出土文化財に関する事務

（ 2）指定都市へ委譲する権限
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〔文部省〕

① 蔵文化財包蔵地域における土木工事等の届出受理、開発を行う

事業者への発掘調査指示

（ 5）すべての市（一部の事務については、福祉事務所設置町村を含

む）へ委譲する権限

〔文部省〕

① 史跡・名勝・天然記念物の軽微な現状変更等の許可、その取消

し・停止命令

2 平成10年中に措置するもの

（ 4）すべての市町村へ委譲する権限

〔文部省〕

①　市町村の学校（大学及び高等専門学校を除く。）の学期の決定

別紙4 必置規制の見直しの具体的措置

1 平成11年の通常国会に法律案を提出するもの

〔文部省〕

（ 6）公立図書館の館長

（ 7）公立図書館の司書及び司書補

（ 8）公民館の館長

（ 9）体育指導委員

（10）青年学級主事、青年学級講師

（11）スポーツ振興審議会

（12）公民館運営審議会

2 平成10年中に措置するもの

〔文部省〕

（ 1）公立博物館の学芸員、学芸員補

（ 2）公民館の館長、主事

別紙5 国庫補助金削減計画

〔文部省〕

文部本省　教育方法等実践研究委託費、公立文教施設整備等都道府
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県事務費交付金、地方生涯学習振興費補助金、社会参加

促進費補助金、社会教育指導事業交付金、情報教育等設

備整備費補助金、公立看護大学等経常費等補助金、児童

生徒健康増進特別事業費補助金、教員研修事業費等補助

金、公立社会教育施設整備費補助金、地方スポーツ振興

費補助金、国民体育大会補助金、社会体育施設整備費補

助金

文 化 庁　文化財保護事務費交付金、国宝重要文化財等保存活用施

設整備費補助金

別紙6 国庫補助負担金の重点化（採択基準の引上げ等）

〔文部省〕

公立看護大学等経常費等補助金（公立大学等教育設備整備費等）、

私立高等学校経常費助成費補助金（特別補助）、社会体育施設整備

費補助金（体育施設整備費）

Ⅱ　教育行政における地方分権の可能性

Ⅱ－1 文部省関係改正法律のあらまし

Ⅰで見た「地方分権推進計画」と「中央教育審議会答申」にもとづき、

教育行政における国、都道府県、市町村の役割分担を見直すとともに、新

たな協力関係を構築し、地域に根ざした主体的・積極的な地方教育行政を

実現することを目指して、地方分権一括法（【参考文献】7）の中で21本

の文部省関係法律の改正が行われた（1999年 7月）。

文部省は改正法律を次の四つのカテゴリーに分類している（【参考文献】

10）が、内容的には国の関与等の見直し、機関委任事務の廃止、国・都道

府県から都道府県・市町村への権限委譲、必置規制の廃止・弾力化などが

行われた。それぞれの中身についての評価は人によりさまざまであるが、

全体としては多年にわたる集権的・画一的な地教行法体制に変更を加える

― 75 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第27号（2002年 2月）



ものとして、期待をもって迎えられたと言ってよいだろう。

〈 1 主体的かつ積極的な地方教育行政の推進のための教育委員会制度の

在り方等の見直し〉

○　地方教育行政の組織及び運営に関する法律

・教育長の任命承認制を廃止し、教育長を教育委員のうちから任命す

る

・都道府県及び指定都市の教育委員を5人又は6人とする

・市町村立高等学校の通学区域は市町村が都道府県と協議の上定める

・県費負担教職員の研修権限を中核市へ委譲する など

○　教育公務員特例法

・教育長に関する規定の整備

○　公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

・都道府県による市町村立学校の学級編制の認可を事前協議とする

○　学校教育法

・学校の施設設備や教育内容等の基準設定の事務等の主体を「監督庁」

と規定し、「監督庁」は「当分の間、文部大臣」などとしてきた規定

を改め、各条項において事務の主体を「文部大臣」などと明記する

〈 2 社会教育及びスポーツ行政における国の関与の見直し等〉

○　社会教育法

・公民館運営審議会の必置規制を廃止する など

○　図書館法

・国庫補助を受ける公立図書館長の司書資格規制を廃止する など

○　博物館法

・登録博物館に関する事項の文部大臣への報告義務を廃止する など

○　青年学級振興法【法律の廃止】

○　スポーツ振興法

・スポーツ振興審議会の組織・名称の規制を弾力化する など

〈 3 文化財保護行政における権限委譲等〉
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○　文化財保護法

・開発行為を行う事業者への発掘調査の指示権を都道府県へ委譲する

・所有者不明の出土文化財は原則として都道府県の所有とする など

〈 4 上記以外の法律の改正〉

（ 1）機関委任事務の廃止等を行うもの

○　私立学校法

○　私立学校振興助成法

○　宗教法人法

・学校法人、宗教法人に関する事務を法定受託事務化する

○　公立学校施設災害復旧費国庫負担法

○　公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法

○　義務教育諸学校施設費国庫負担法

・公立学校施設に係る国庫負担金等に関する事務の規定を整備する

○　教科書の発行に関する臨時措置法

・教科書発行のための需要数の報告等を法定受託事務化する

○　教育職員免許法

・教育職員免許状の授与等に係る手数料規定を廃止する

○　文部省設置法

・文部省の事務規定を整備する

（ 2）国の関与等の見直しを行うもの

○　教育職員免許法

○　学校施設の確保に関する政令

○　生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律

・ 文部大臣等の承認を協議とする

Ⅱ－2 文部省関係改正法律の可能性

これらの法律は、教育行政分野にどのような変化をもたらすことになる

のだろうか。例えば、国と地方公共団体との役割分担の見直しは、国の担
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うべき事務を縮減することになるのだろうか。また、国・都道府県の関与

についての見直しは、都道府県・市町村に自主性、自律性をもたらすこと

になり、国・都道府県の権限の委譲は、委譲された自治体の裁量権を本当

に確立することになるのだろうか。

上記改正法律のすべてについてこれらの検討を行うことは不可能である

から、上記の〈1 …教育委員会制度の在り方等〉の中から七つの問題を取

り上げて検討することにしたい。

Ⅱ－2－（1）教育長の任命承認制の廃止

教育委員会の実務の要である教育長の任命にあたり、都道府県・指定都

市の場合は文部大臣、市町村の場合は都道府県教育委員会の承認を得なけ

ればならないというのが教育長の任命承認制度である。この制度は、教育

長の職責の重要性にかんがみ、国・都道府県・市町村が連携協力し、責任

をもって適材を確保するという理由で設けられたものとされる。

この制度を定めた地教行法（1958 年）は、それまでの教育委員会法

（1948年）とは対照的に、「地方公共団体における教育行政と一般行政と

の調和」（＝教育行政の独立性の後退）とともに、「国、都道府県、市町村

一体としての教育行政制度を樹立」（＝教育行政の集権化・画一化の進行）

を目指し、教育行政制度を再編成を図った。この再編成の主軸の1つが上

記の任命承認制であった。

任命承認制が威力を発揮した代表的な事例は、かつての京都府教育長選

任事件である。これは、蜷川革新府政（1950年～ 78年）の時代に、京都

府教育委員会が申請した教育長候補者に対して長い間文部大臣の承認がな

されず、止むなく代替候補者を出したところ日ならずして承認されたとい

うものである。この事件については、今日の教育事辞典や京都府教育委員

会の手になる「正常化への軌跡」（【参考文献】15）には書かれていないの

で、ほとんど知られていない。また、このような文部省の地方教育行政支

配が、その後明示的に行われたわけでもない。しかし、この事件がその後

教育委員会に対して、大きな抑止力として働いたことは間違いないところ
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である。

このような制度の廃止が「地方分権推進委員会第1次勧告」（第4章Ⅲ2）

で提示され、「地方分権計画」（別紙2（38）【関与】）に明記されたことは、

教育行政における地方分権の到来を人びとに実感させるのに十分であっ

た。

制度廃止の具体的な方策を検討した中教審は、任命承認制廃止後も選任

手続を慎重にする必要があり、議会の信任を得ることが効果的だとして、

教育長の議会同意制の導入を提言した（第2章 3具体的改善方策ア）。こ

れに対して、地方分権一括法中の改正地教行法では、執行機関の補助機関

である教育長に議会同意制をとることは他の地方行政制度に与える影響が

大きく、慎重な対応が必要だとして、それまで市町村教育委員会で行われ

てきた方式、すなわち、教育長を教育委員のうちから選任し、教育委員と

して選任される際に議会の同意を得る方式を、都道府県・指定都市にも導

入することにした（4条1項、16条 2･3項）。

その際、この方式が導入され、議会同意を要件とすることによって慎重

な人選が行われ、適材適所が図られるとともに、教育長のリーダーシップ

の向上にもつながるとか、教育委員の任期が適用される結果在職期間の長

期化が図られ、より長期的視野に立った安定した教育行政の実施が可能と

なる、などのメリットがあると説明された。

しかし、かつて地教行法で市町村にこの方式を導入したそもそもの理由

はそのようなものでなく、市町村教育委員会不要論に対してやむを得ずと

られた行政機構の簡素化策であったことを想起するとき、上記の説明は如

何にも取って付けた感が深く、一面的又は政治的とさえ言わざるを得ない

ものであった。また、この方式では、教育長に期待される教育行政の専門

性（プロフェッショナル・リーダーシップ）の強化からますます遠ざかる

ことになるばかりか、教育長人事が地方議会の政治配置の中に組み込まれ

る危険性も否定できない。

とすれば、真に地方分権の実を上げるためには、実施過程で上記の疑点

に配慮し、地域の意向を公正に反映させ、名実ともに信頼される教育長の
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選任が行われなければならない。その点では、福島県三春町その他で行わ

れた教育長候補者公募の試みなどは、他の自治体でも検討に値するもので

はあるまいか。

Ⅱ－2－（2）県費負担教職員の服務監督に関する一般的指示の廃止

市町村立小・中学校等の教職員は、身分は市町村の職員であるが、任

免・分限・懲戒は給与を負担する都道府県教育委員会が市町村教育委員会

の内申をまって行い、服務監督は市町村教育委員会が行うこととされてお

り、これが県費負担教職員制度であり（地教行法37､38、43条）、これら

の職員が県費負担教職員である（市町村立学校職員給与負担法1･2条）。

このような県費負担教職員について、従来、その服務の監督や任免その

他の取扱が市町村ごとに異なることがないように、都道府県教育委員会が

市町村教育委員会に対して一般的な指示を行うことができるとされてきた

（地教行法旧43条 4項）。一般的指示は、指導・助言・援助などとは異な

り法的拘束力があり、服務監督や任免その他に関する条例の実施について

の全般的な基準を示すほかに、広く一般的に指示することができた。

これに対して改正地教行法は、地方公共団体の自治事務に関して国又は

都道府県は指示を行わないという一般原則を踏まえ、「地方分権推進計画」

（別紙 2（38）【関与】）にもとづき、一般的指示の廃止を定めた上で、統

一した取扱が必要なものについて技術的な基準を設けることができる、と

した（新43条 4項）。「技術的」とは、主観的な意思又は判断を含まない

との意であり、「技術的な基準」とは、市町村教育委員会の内申や事前調

査書、教員が記入する人事異動希望書の書式や提出期限を定めることや、

交通事故に関する取扱基準を定めること、などを意味するという。

このような改正は、国・都道府県・市町村の対等な関係を実現する上で

重要な変更であるのみならず、市町村の職員でありながら都道府県の職員

であるかのごとく見られ、当人もまたそのように意識している県費負担教

職員の現状を改める上でもそうである。これが地域に即した教育の実現に

貢献するきっかけになることが望まれるが、果たしてどうであろうか。そ
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のためには関係者の意識改革が不可欠である。

Ⅱ－2－（3）指導・助言・援助等の在り方の見直し

「地方分権推進計画」（別紙2（38）【関与】）と「中教審答申」（第1章 4

具体的改善方策（ァ））を踏まえて、改正地教行法は文部大臣又は都道府

県教育委員会の指導・助言・援助に関する従来の規定を改め、文部科学大

臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県教育委員会は市町村に対し、そ

れぞれの教育事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を

「行うことができる」（48条 1項）とした。

これまでの「行うものとする」という規定はそれを国・都道府県の責務

としていたのに対し、「行うことができる」は国・都道府県の主体的な判

断で行うことができることを明らかにしたものだといわれる。責務ではな

くなったことにより、国・都道府県・市町村の上下関係に変化がもたらさ

れ、指導・助言・援助の回数等は減るであろう。しかし、指導・助言・援

助の質や内容が変化するわけではなさそうである。そうだとすると、かつ

て臨時教育審議会答申が指摘した「文教行政において従来の指導助言が本

来の機能以上に指揮監督的にとられている場合」や「過度に形式的な法律

解釈論や通達に依拠する傾向があったこと」を改めるためには、関係者の

意識の改善や努力がさらに必要になる。

このほか、地方自治法の規定にならい、指導・助言・援助に関する指示

（48条 3項）と指導・助言・援助の要請（48条 4項）の規定が新たに置か

れた。前者は、文部科学大臣は都道府県教育委員会に対し、市町村に対す

る指導・助言・援助に関し必要な指示をすることができるとするものであ

る。指示は法的拘束力を有し（地方自治法245条 1項ヘ）、この指示を受

けた都道府県教育委員会はこれに従って市町村に指導等を行う必要があ

り、その指導等は法定受託事務となる。

後者は、都道府県・市町村は文部科学大臣・都道府県教育委員会に対し

指導・助言・援助を「求めることができる」（48条 4項）という規定であ

る。これは、都道府県・市町村の自主的・自律的な存在を前提とすること
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はいうまでもないが、前引・臨教審答申の指摘した「文教行政において瑣

末な事項にまで行政の見解を求める」体質が改められない限り、地方分権

の拡充に有効な働きをするものにはならない。要は国・都道府県と都道府

県・市町村との間の関係についての、自治・分権意識の根本的な刷新が必

要である。

文部省はこの改正を踏まえて、今後の指導・助言・援助の在り方として、

次の点を重視して運用していくことの必要性を提示した。このうち、②は

国立教育研究所の教育政策研究所への改組拡充（目的・内部組織等の文部

科学省への対応等）を背景にもっているのであろう。

① 都道府県・市町村の判断を過度に制約することのないようにす

る

② 実証研究の成果や情報の収集・提供などの支援的な機能を重視して

いく

③ 教育基本法や学校教育法等の法令に違背する教育行政の執行や学校

の管理運営の是正に重点を置いて行う

文部省はさらに、「中教審答申」にもとづき、指導行政の在り方を次の

ように見直すこととし、都道府県教育委員会に対しても同様の見直しを希

望した。

① 教育課程に関する行政については、地方公共団体の主体的な役割

を重視・支援する観点から、基準の大綱化・弾力化を進めるととも

に、実証的な調査分析を踏まえた指導・助言等に重点をうつす

② 指導資料の作成や研究指定校については、国としての取組みが不

可欠なものに限定するとともに、その成果の積極的な活用をはかる

③ 教職員研修については、助言や援助を重視し、国が行う研修は中

心的な教員等を対象とするものや喫緊の課題を中心としたものに限

る

④ 調査統計については、真に必要なものに限定し、精選する　など

いずれも、地方公共団体の主体的な役割を重視し支援する観点から、国

の関与を縮減することにおいて地方分権の可能性を現実化しようとする措
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置ではあるが、その成否を分ける鍵は国の関与をどのように限定するかで

ある。例えば、国としての取組みが不可欠なものとして、②では「いじめ

などの問題行動への対応や道徳教育、情報教育、環境教育」を、③では

「各都道府県において中心的な役割を果たす教員等を対象とするもの」を

挙げているが、地方に委ねることはできないのだろうか。また、その際、

従来のような国の支配を当然とする意識を脱却できているかどうかも重要

な点である。議論の余地はまだ大いにある。

Ⅱ－2－（4）都道府県教育委員会による基準設定の廃止

「地方分権推進計画」（別紙1（126）【その他】、別紙2（38）【関与】）は、

都道府県の事務のうち「統一的な処理を必要とするもの」を見直し、地教

行法49条を廃止することとし、中教審答申（第1章 3具体的改善方策ア）

もこの規定を廃止の方向で見直すよう提言した。

同条は、市町村立学校等の組織編制等その管理運営の基本的事項に関し、

都道府県教育委員会が教育水準の維持向上のために必要な基準を設けるこ

とができるとするものであったが、今回の地教行法改正で、主体的・積極

的な市町村教育行政を展開するため、都道府県の関与をでき得る限り縮減

する観点から廃止することにした、というものである。

都道府県教育委員会はそれまで、同条にもとづき学校管理規則の準則な

どの基準を定めていたので、この改正によりそれらの基準を廃止しなけれ

ばならないこととなったが、現存する学校管理規則は、同法33条の規定

にもとづき引き続き有効とされた。

他方、公立義務教育諸学校の学級編制の基準（いわゆる「40人学級」

基準）は、義務標準法の改正で、都道府県による市町村立学校の学級編制

の「認可」が「事前協議」と改められたので、学級編制については従前の

ような都道府県の基準設定権は認められないことになった。

学級編制の市町村自治については、以前から要望があり、いくつかの市

町村で試みられたが、都道府県の認可権という壁の前に不成功に終るのが

大方だった。それが今回の改正により、市町村独自の制度化が可能になっ
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たのである。

新聞報道によれば、30人程度の少人数学級は、秋田や新潟など 5県で

小学校低学年を中心に進んでいるが、山形県では2～ 3年後、県内全小・

中学校に30人学級を導入し、新たに採用する教員は正規の教員で対応す

るのが望ましいという方針を明らかにした。埼玉県志木市では、来年度か

ら小学校低学年で25人程度の学級編制を行うこととし、埼玉県教育委員

会は、現在40人と定めている学級編制基準を来年度から引き下げる方針

を明らかにした。ここでは、地方分権の効果が確実に生まれている。

なお、実施にあたっては今後、40人を下回る市町村立学校教員の給与

費を、①給与負担者である県が単独で負担する、②県と市町村が応分に負

担する、③市町村がすべて負担するという三つのケースが生じ、また、①

非常勤講師として採用し、授業だけを受け持つ、②産休代替のような一定

の期限付き講師として採用し、ときには学級担任とする、③非常勤講師と

して採用し、時には学級担任とする（但し、この場合は問題が大きい）こ

となどが考えられる。

子どもの教育を充実させるにはどのような改善が妥当かについて、さら

に具体的な検討が必要である.

Ⅱ－2－（5）市町村立高等学校の通学区域の設定権

長い間わが国では、公立高等学校の設置は都道府県の責務とされてきた

ため（高等学校設置基準2条）、公立高等学校の通学区域は都道府県教育

委員会が定め、市町村立高等学校のそれについては市町村教育委員会の意

見をきくこととされてきたが（法50条）、「中教審答申」（第1章 3具体的

改善方策オ）は、都道府県教育委員会による調整の必要性に配慮しつつ市

町村の主体的判断を尊重する観点から見直しを提言した。いわゆる設置者

管理主義（学校教育法5条）の原則に立ちかえっての見直しである。

この問題は教育委員会相互間の、関係者の間での内部折衝に関すること

だけに、一般の人々の目にはつきにくいが、市町村側の自主的な高校改革

プランが都道府県側の意向で修正を余儀なくされたような事例がなかった
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わけではない。通学区域設定権の設置者への委譲は、都道府県と市町村と

の間の分権として注目されるところである。

学区の設定は高校進学に与える影響が大きいことなどから、市町村教育

委員会が都道府県教育委員会と協議の上定めることとされたのは、実情に

即した措置ではあるが、協議が都道府県側の優位性を保持する手段として

行使されてはならない。

Ⅱ－2－（6）措置要求に関する規定の削除

地教行法の措置要求の制度は地方自治を妨げるものとして、これまで存

在が注目されてきたが、その廃止は考えられもしなかった、というのが教

育関係者の正直な気持ではなかったか。それが「地方分権推進計画」（別

紙 1（126）【関与】）で、都道府県教育委員会に対する文部大臣の指揮監

督権、市町村教育委員会に対する文部大臣及び都道府県教育委員会の指揮

監督（55条において準用する地方自治法150条）の廃止を目にしたとき、

いよいよ教育における地方分権も本格的になったと感じた人も少なくはあ

るまい。

ただ、前記「推進計画」の別の個所（別紙 1（126）【その他】）及び

「中教審答申」（第1章 4具体的改善方策イ）において、地方公共団体の長

又は教育委員会に対する文部大臣の措置要求（52条）については、地方

自治法に沿って行うものとし、また、市町村長又は市町村教育委員会に対

し、教育に関する事務の管理及び執行について必要な措置を講ずべきこと

を求めること（52条）については、地方自治法に定められる関与の類型

に留意しつつ見直すものとする、とあったのを見て、どのように見直され

るかが次の注目点であった。

地方分権一括法では、内閣総理大臣による措置要求制度（地方自治法旧

246条の2）の廃止とともに、文部大臣の措置要求規定（地教行法旧52条）

を削除した。しかし、かわって各大臣や都道府県知事等による是正の要

求・勧告・指示の制度を新設した（地方自治法新 245条の 5～ 7）結果、

今後、文部大臣は是正の要求又は是正の指示を、都道府県教育委員会は是
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正の要求、是正の勧告又は是正の指示を、地方自治法の規定にもとづき事

務の区分に応じて行うことができることとなった。

これは以前の地教行法の措置要求制度とどのような違いがあるか。是正

の要求等を行うための要件を見ると、地方公共団体の事務処理が法令の規

定に違反しているとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害

しているとき、とあり（245条 1号ハ）、「地教行法の措置要求の要件と、

実質的に変わるものではない」とされている（【参考文献】10）。

そうだとすれば、措置要求規定の削除に求めた地方分権拡充への期待も

うたかたのように消えたことになる。今回の改正における関与の法定主義

の趣旨を正しく踏まえ、よい効果を生み出すことが期待される。

Ⅱ－1－（7）「監督庁」の明示

学校教育法106条の「監督庁」規定の見直しが「中教審答申」（第1章2

具体的改善方策ア）で提示されたとき、あるいはこの条項の立法者意思に

存在した地方分権化の方向で改正されるのではないかという淡い期待が

あった。しかし、実際は、全国的統一の必要性と50年を経て定着した国

の役割の現状を前提として、地方への権限委譲は行われなかった。

「地方分権推進計画」は、地方分権を推進し、国と地方公共団体の新し

い関係を確立するため、前記のような役割分担の原則を明らかにした

（Ⅰ－1参照）が、「中教審答申」は、教育行政における国の役割を、

・基本的な教育制度の枠組の制定

・全国的な基準の設定等

・地方公共団体における教育条件整備のための支援

・教育に関する事業の適正な実施のための支援措置

などとし、これらは「推進計画」にいう「国の担うべき事務」の（イ）

ないし（ウ）に該当するものであるとし、このような観点から「監督庁」

規定を見直すことを提言したのであった。

ここでいう国の役割は、地方公共団体への支援という観点ではなく、基

本的な枠組の制定又は全国的な基準の設定という観点であった。また、国
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の役割は学校教育法制定以来50年を経て定着しているとし、既成事実を

追認するかたちで事務の主体を「監督庁」から「文部大臣」、「都道府県教

育委員会」又は「都道府県知事」に改め、106条を削除した。

だが、50年間に形成された既成事実をもって国等の事務とするのが正

当だとしたことには、疑義がないわけではない。この条文の趣旨について、

かつて政府委員は、「将来は各都道府県及び市町村に教育委員会というよ

うなものを予想いたしまして、それが完成いたしました場合においては、

相当の部分を都道府県、市町村に移しまして、文部大臣の権限からはずし

ていいのじゃないか」、「どの程度にそれをはずすかは、実際地方の分散の

程度なり状況によって違う」のでこのように規定した、と説明していたの

である（【参考文献】23）。

ただ、同政府委員は、貴族院での質問に答えて、監督庁を地方に移すか

文部大臣に残すかは、「その地方の分権の程度によりまして、残さなけれ

ばならないものはやはり将来ともにのこさなければならぬものがある」。

「実質的には今おっしゃられましたような、全国的にやはり統一しなけれ

ばならぬ場合は、相当ある程度文部大臣に残るものがある」と、分権の限

定の可能性を強調する答弁も行っていた（【参考文献】24）。

今回の改正では、この条項の趣旨として後者の答弁が援用された結果、

そこで本来目指されていた方向が消失した。地方分権の推進の中で、地方

分権の含意が消えたのは皮肉なことであった。

Ⅱ－3 地方分権一括政省令の公布

文部省では、上記一括法の施行日（2000年 4月 1日）に向けて、関係政

令・省令・告示等の改正作業に入った。

都道府県教育委員会からは、できるだけ早く関係政令を改正してほしい

との要望を受けたが、中央省庁等再編（2001年 1月）のための各省設置

法の改正に伴う関係法律を整備する法律案を1999年秋の臨時国会に提出

する準備で忙殺され、また、文化財保護法の整理などに時間を要したため、
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政令改正作業は大幅に遅れ、結局2000年 2月に閣議決定、公布するとい

うギリギリの改正となり、混乱を避けるために異例の政令改正案の概要事

前説明や条例参考案の提示などが行われた。

このような経緯を顧みて、文部省の地方課長は、地方分権に対する国の

認識の甘さを深く反省せざるを得ず、極めて短期間に条例等の改正作業を

行うことを迫られた地方公共団体の関係者には何度お詫びしてもお詫びし

尽くせない、と書いているほどである（【参考文献】12）。

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴

う文部省関係政令の整備等に関する政令（文部省地方分権一括政令）は、

青年学級振興法施行令を廃止するとともに、19本の政令を改正し、規定

の整備を行った（2000年 2月 16日公布、4月1日施行）。ちなみに19本の

政令とは、私立学校法、産業教育振興法、学校教育法、公立学校施設災害

復旧費国庫負担法、へき地教育振興法、学校給食法、理科教育振興法、高

等学校の定時制教育及び通信教育振興法、学校図書館法、就学困難な児童

及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律、学校保健法、義務教育諸学校施設費国庫負

担法、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律、著作権法、

文化財保護法及び生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関す

る法律の各施行令と、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置

等に関する政令並びに文部省組織令である。

改正の主な内容は、（1）共通事項としては、①事務の区分に関する規定

の整備、②補助金等に関する事務に関する規定の整備、③省令からの事務

の引上げ、④地方公共団体に対する関与に関する規定の整備、⑤その他の

規定の整備、（2）個別事項としては、①地教行法施行令の改正、②文化財

保護法施行令の改正、などである。

改正省令は、学校評議員制度の導入、校長・教頭の資格要件の緩和、職

員会議の位置づけの法制化を行った（2000年 1月 21日公布、4月 1日施

行）。こちらは、教育委員会から学校への権限委譲を前提として、学校の

管理運営のあり方に変更をもたらすものであった。「中教審答申」が提示
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した、学校の自主性・自律性の確立、校長のリーダーシップの発揮、組織

的・機動的な学校運営、家庭や地域社会との連携を図るための方策であっ

た。

学校の自主性・自律性の確立をはじめ、家庭や地域社会との連携の強化、

学校参加（参画）の実現などは、言葉としてはこれまでも教育界でいわれ

てきたことであり、それ自体として実現されるべき原則である。だが、省

令化されたこれらの具体的な方策が、わが国教育界で求められてきたそも

そもの在り方を具現したものであるかどうか、あるいは、地方分権推進の

真意を実現するものであるかどうかについては、本稿では検討の対象外と

するが、人により意見の分かれるところである。

おわりに

以上見てきたように、このたびの法律改正は、基本的な前進面と現実具

体的な問題点を有しており、さらに立ち入った検討が必要であるが、本稿

ではそれらを残された課題としなければならない。

今後の検討課題としてはいろいろある。地方分権と規制緩和、地方分権

と情報開示、アカウンタビリティの確立などは、その一例である。また、

地方分権そのものの在り方についても、都道府県と市町村との関係や分権

と自治体規模などは、大きな問題である。例えば、町村合併や地域連合の

推進が奨励されるが、地域に即した教育の深化や地域に根ざした教育の形

成は可能であるのかどうか。最近、いろいろ意欲的な取組みが見られるの

は概して小さな市町村であり、一部の政令都市であるが、自治体の規模は

どのような関係をもっているのだろうか（【参考文献】30）。

また、そのような取組みのなかで提起されている、首長（部局）と教育

長・教育委員会（部局）との連携・協力問題や、教育委員会の協議機能の

活用、教育委員会と学校・教職員・父母・地域住民などとの相互関係の緊

密化、地方教育委員会における人事権と予算権の行使を可能とする条件づ

くり、学校の自主性・自律性を可能にする校長のリーダーシップと内部教
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職員における協力体制の形成などの問題も、検討を要する事項である。

私は引続き、各地で展開されている試みの中から、分権の意義をさらに

深め定着させるための示唆を汲み取る努力を行う予定である。
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