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はじめに

地方分権一括法以後活発さを増している地方分権化の動きは、教育の分

野にもさまざまな影響を及ぼし、地方教育行政の革新をうながすきっかけ

にもなっている。

私は、本紀要前号（第27号）所載の小論で、文部省関係法律の改正に

より地方教育行政に変化がもたらされ得る事項として次の7点を挙げ、そ

の基本的な前進面と具体的な問題点を指摘し、さらに今後の継続的検討が

必要であることを述べた。

①教育長の任命承認制の廃止　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　③指導・助言・援助等の在り方の見直し　④都道府県教

育委員会による基準設定の廃止　⑤市町村立高等学校の通学区域の設定権

⑥措置要求に関する規定の削除　⑦「監督庁」の明示

これらの中には、法律改正後ただちに取組みがはじまったものがある一

方で、さしあたりは特に変化のないものもある。自治体の対応がもっとも

早くはじまり、それが教師、父母・住民などの支持を得ているものに、上

記④にかかわる学級規模の引下げ（学級編制の弾力化）や少人数指導の実

施がある。

また、このほか、分権化の動きを背景に、教育委員会と学校で、独創的

な変革の試みを自主的・積極的に推し進めている事例もある。

本稿では、このような事例の中からいくつかを取り上げて、地方分権化

の下で地方教育が変化しつつある状況について、その一端を明らかにした

いと思う。

― 25 ―

帝京大学文学部紀要教育学 28：25－56（2003）



Ⅰ　学級編制の弾力化と少人数指導

Ⅰ－1 都道府県による基準設定の廃止

上掲④では、市町村において主体的かつ積極的な教育行政が展開できる

よう都道府県の市町村に対する関与をできる限り削減する観点から、地教

行法第49条を改正し、都道府県による基準の設定を廃止した。

すなわち、これまで都道府県教育委員会は、市町村立学校等の組織編制

等に関する管理運営の基本的事項に関して、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たが、都道府県の関与をできる限り縮減す

る観点からこれを廃止したのである。

これにより、ややもすれば都道府県の関与により実現をさまたげられる

ことのあった市町村の政策が実現する条件がひろがり、学級定数改善への

道も開かれる可能性が現実化した。

他方、一括法における義務標準法の改正で、市町村立学校の学級編制に

対する都道府県の「認可」が「同意を要する事前協議」に改められた。こ

れは、市町村だけの判断で学級編制の人数を引下げることはできないとい

う点でこれまでと変りはないが、学級編制が市町村の手に移行したところ

に大きな変化がある。

これにより、先進国とくらべて遅れが指摘され、教師、父母、地域住民

などが永年要望してきた「40人学級」の引下げについては、市町村の意

向が尊重され、実現が大いに現実味をもつことになった。これからは、市

町村と都道府県との間に意思疎通が行われ、協力体制の下に市町村の意向

が実現することを望みたいものである。

Ⅰ－2 教職員配置の在り方等に関する調査研究協力者会議報告

しかし、一括法には、「40人学級」の引下げを可能とする明文規定はな

かった。したがって、教育条件の向上を図る観点から特に必要がある場合
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には、都道府県や市町村の判断で国の「標準」を下回る人数の「基準」を

定めることができるという、具体的な法規定がさらに必要である。

そこで、そのあり方は、文部省の「教職員配置の在り方等に関する調査

研究協力者会議」で審議されることになった。この協力者会議は、中教審

答申（「今後の地方教育行政の在り方について」1998年9月21日）の提言

を受けて、1998年10月20日に教育助成局長の私的懇談会として設置され、

2000年5月19日に「今後の学級編制及び教職員配置について」の報告を提

出した（座長：蓮見音彦・和洋女子大学人文学部長）。

報告では、各学校の創意工夫で多様な指導を行えるような学級編制と教

職員配置にする必要があると指摘し、児童・生徒の「生活の場としての学

級」と教科等を学ぶ「学習集団としての学級」とを概念的に分けて考え、

生活集団としての学級規模の上限は現行どおり40人としながら、少人数

の学習集団においてきめ細かな指導をするために教員定数の加配を行うべ

きだとした。ただ、実際の学級規模は、都道府県の判断で40人を下回る

基準を設定することも可能とし、また、全体の改善規模としては、教員一

人当りの児童・生徒数を欧米並みにする、とした。（より詳しくは、【資料

1】を参照）

この報告に対する新聞論調には賛否両論があり、教職員組合や住民運動、

野党側の評価は概して否定的ないしは消極的であった。これに関して、協

力者会議の蓮見座長は、審議にははじめから予算問題の枠があるため、

「40人学級」の引下げができず、次善の策を探ったと、次のように語った。

「率直に言って財源問題については、九八年秋に会議が発足した当初から意

識していました。『三十人学級』で約一兆円の負担増ですが、そんな金は国に

も自治体にもなさそうだ。では、どうするか、で始まった。仮に、『三十人学

級』の線で報告をまとめたところで、大蔵省との折衝で文部省が“玉砕”し

てしまったら何にもならない、ならば少しでも改善に向けて実効の上がる道

筋はないか、というのが各委員の暗黙の了解でした」
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そこで協力者会議は、「生活集団」と「学習集団」との分離を軸として

「実効の上がる道筋」を追求することとした。

「今回の…テーマは当然子供たちの『生きる力』を育成する定数の在り方で

あり、地方分権や学校の自律性の促進を下支えするような定数改善の在り方

とは何か、です」

その「新しい思想…の一つが『学級から離れて自由な学習集団を編成して

よい』の考え方です」

「一学級に教員が二人、という時期がいずれやって来るだろうと思います。

しかし、そのためには従来のような機械的な定数改善の考え方ではだめです。

改善を進めるイデオロギーが必要だ。今回の報告は、そうしたことの第一歩

にしたい、とわれわれは考えました」

（以上の引用部分は、「きょういくズームアップ」『時事通信　内外教育』

2000年8月25日、8～9頁から）

たしかに、固定的な学級観や機械的な定数改善の考え方から脱皮するこ

とも必要であろう。しかし、そこから引き出された少人数指導のシステム

をもって、学級規模引下げは必要ないとすることはできない。

学級規模の引下げが必要だという意見に対して、何人規模の学級が適正

かについての一定した科学的な結論はないという反論が出されることがあ

る。子どもの発達にはいろいろの要因が複雑に絡み合っているので、適正

な学級規模を科学的に明らかにすることはたしかに容易ではないが、だか

らといって、少人数学級の実現を求めるのは非科学的なことだということ

にはならない。

わが国の学級規模が先進諸国に比べて大き過ぎることは、衆目の一致す

るところである。そういう状態の中で整然と教育を行う日本の教師たちに、

外国から賞讃の声が寄せられたこともあったほどである。

また、少人数指導は主たる教科の、しかも限られた学年を対象とするも

のであり、学級規模の引下げに期待されていることの一部分に対応するも
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のに過ぎない。さらに、学習集団の指導には少人数化が求められるが、生

活集団の指導にはむしろある程度の多人数が望ましいという意見がある。

だが、生活集団の指導において、少人数化は有効ではないのだろうか。

①自主的・自律的な学校運営等を支える学級編制及び教職員配置

学級編制や教職員配置の在り方については、特色ある教育課程

編成・指導形態・指導方法の展開などと同様に、それぞれの学校

がその自主性・自立性を確立することが必要である。

②基礎学力の向上を図り、学校でのきめ細かな指導を実現する観点から

の学級の在り方の見直しとこれに対応する学級編制及び教職員配置

今後、学級は生徒指導や学校生活の場である生活集団としての

機能を主としたものとして位置づけ、これまで一体のものとして

含まれていた学習集団としての機能については、学級という集団

にとらわれずにより柔軟に考えることが効果的と考えられる。

多様な学習集団の編制は、きめ細かな指導と相俟って生徒指導

上の課題にも大きな効果が期待される。

③非常勤講師及び学校内外の専門的人材の活用

教員定数を活用して非常勤講師を任用できるようにし、また、

特定教科担当教員の授業時数が極端に少ないときは、常勤教員を

非常勤講師に置き換え、当該教員定数を他の学校に配置し、有効

に利用することができるようにすることが効果的とも考えられる。

養護教諭等、学校栄養職員、事務職員など学校内の専門的人材

を積極的に活用するとともに、地域社会の多彩な人材を社会人特

別講師、スクールカウンセラー、心の教室相談員、外国語指導助

手、ボランティア等として活用することを一層推進することも必

要である。

1 基本的な考え方

【資料1】 今後の学級編制及び教職員配置について（要旨）
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④教員1人当りの児童生徒数を欧米並みの水準に改善

今後、わが国全体としての教育水準を図り、人材を育成する観

点から、教職員定数の改善を図り、欧米並みの水準とすることが

重要な課題である。

⑤国と地方の新たな役割分担

教育に関する基本的条件整備についての従来からの国の役割を

維持しつつ、具体的な条件整備の在り方については、都道府県教

育委員会の裁量に委ねる部分を拡大する必要がある。

【制度に関わるもの】

Ａ１　県費負担教職員制度、国庫負担制度等の仕組の維持

Ａ２　学級編制基準の弾力化

都道府県が地域や学校の実態等に応じ、必要があると判断す

る場合には、義務標準法で定める学級編制の標準を下回る人数

の学級先生基準を定めることができるようにする。

Ａ３　教職員配置の弾力化

Ａ４　非常勤講師の配置と恒例者再任用制度（いわゆる「新再任用制

度」）による短時間勤務教員の活用

Ａ５　高等学校における学級編制及び教職員配置の在り方

Ａ６　特殊教育諸学校における学級編制及び教職員配置の在り方

【教職員定数の改善】

Ｂ１　教職員定数の改善の趣旨

Ｂ２　教職員定数改善の方法

Ｂ３　教職員定数改善の規模

Ｂ４　特殊教育諸学校、中等教育学校（中高一貫教育校）、高等学校

において教職員定数を改善する際の考え方

Ｂ５　校長・教頭・教諭等以外の職種について教職員定数を改善する

際の考え方

2 具体的方策
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（出典は、財務課「解説　教職員配置の在り方等に関する調査研究協力

者会議の報告について」『教育委員会月報』№ 607、2000年7月）

Ⅰ－3 今後の教職員定数の改善に関する基本的な考え方

上記協力者会議報告と同日付（00年5月19日）で、文部大臣は「今後の

教職員定数の改善に関する基本的な考え方」を発表した。

第1に、「教職員定数の改善」については、第6次公立義務教育諸学校教

職員配置改善計画（1993～2001年）で、自然減78,600人に対し30,400人の

定数改善を行い、今後の改善では公務員の増員について国民から厳しい指

摘があること等を踏まえ、自然減と同数程度とすることとし、改善に当っ

ては、第6次改善計画を踏襲して、学級編制の標準の引下げや教職員配当

率の改善によらず、主として加配定数の改善によることとした。

前述したように、「40人学級」の引下げやそれを裏づける教職員配当率

の改善が行われなかったことは、予算の枠がありはじめから実現は不可能

だとされていた事情があったとはいえ、このような結果になったことに対

する教育界や署名を寄せた人々の失望は大きかった。少人数の学習集団を

編成して授業を行うことで教育現場が当面している問題を本質的に解決で

きないとする意見も少なくなかった。

第2に、「関連する制度改正」としては、都道府県が定める学級編制基

準で、国の定める標準を上限として弾力化することができることとし、ま

た、教員に代えて非常勤講師や新再任用制度による短時間勤務教員を任用

する制度を導入する旨の法律改正を行うこととした。

前者の改正は、学級編制の弾力化を行うための法的整備であり、これに

より自治体における「40人学級」の引下げを可能とする法制が完成した。

後者の改正は、「40人学級」を前提として、多様な教育活動を展開するの

に対応して専門分野や得意分野を異にする幅広い指導スタッフを整備する

ための措置である。その趣旨は理解できないわけではないが、教員定数崩

しの方策には定数の実質的引下げにつながるのではないかと、学校現場か
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ら異論が出ている。

第3に「改善の効果」としては、教員1人当りの児童生徒数が欧米並み

の水準になり、また、基本3教科について20人授業が可能となる、とした。

欧米の進んだ状態に近づくことに異論をさしはさむ人はいないが、教員1

人当り児童生徒数と学級定数とは別ものである。欧米のような少人数学級

を実現することが求められる。（より詳しくは【資料2】参照）

なお、文部省としては、今後この方針にもとづき新たな教職員定数改善

計画を策定し、2001年度から実施できるよう準備を進めていきたいとさ

れていたが、策定された「第7次公立義務教育諸学校教職員英数改善計画」

は「基礎学力の向上ときめ細かな指導を目指す教職員定数の改善」という

サブタイトルを付し、01年度から5年計画でスタートした。その内容は、

きめ細かな指導を行う学校の具体的な取組に対する支援であり、教頭複数

配置の拡充、養護教諭等・学校栄養職員・事務職員定数の改善その他であ

る。（【資料3】参照）

また、「第6次公立高等学校教職員定数改善計画」（同じく01年度から5

年計画）のサブタイトルは「多様な高校教育の展開に対応した教職員定数

の改善」で、習熟度別授業、少人数授業、中高一貫校、総合学科、単位制

校への加配の拡充その他を内容とした。（【資料4】参照）

今後5年間で予想される児童生徒数の減少（約60万人）に伴う教職員定

数の自然減（2万数千人（現在推計中））に対して、基礎学力の向上を図

り、学校でのきめ細かな指導を実現する観点から、同数程度の教職員定数

を増員する。

〈改善の内容〉学年や教科の特性に応じた小人数による学習集団を設定

するなど学校の指導上の具体的な取組を支援するための教員配置

〈改善の実施時期〉2001～05年度までの年次計画で実施

教職員定数の改善

【資料2】今後の教職員定数の改善に関する基本的な考え方（要旨）
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①学級編制については、国が学級編制の基準を定め、これに基づき国庫

負担教職員定数を算定する仕組は今後とも維持するが、各都道府県が

国庫負担教職員定数を活用して、地域や学校における実態等に対応し

た学級編制を行うことができるよう、各都道府県が定める標準を上限

として弾力化する。

②総合的な学習の時間をはじめとする多様な教育活動の展開に対応する

ため、教員定数を活用してフルタイムの教員に代えて非常勤講師や新

再任用制度による短時間勤務教員を任用する制度を導入する（法律改

正）。

③国の学級編制の標準は現行どおり（40人）。

①教員1人当りの児童生徒数が欧米並みの水準となる。

（平成10年9月の中教審答申の提言事項の実現）

②都道府県教育委員会の判断によって、次のような施策を実施すること

が可能となる。

（基本3教科について20人授業）

・国、数、英など基本3教科について20人程度の学習集団を設定しての

授業が可能となる。

（国語（中学校は英語）、算数・数学、理科）

＊ 小学校低学年は国語と算数

文部省としては、今後この方針に基づき新たな教職員定数改善計画を策

定し、平成13年度から実施できるよう準備を進めていきたい。

（出典は、財務課「解説　今後の教職員定数の改善に関する基本的な

新たな改善計画の策定

   小�  学�  校�   中�  学�  校� 
日�    本� 19.3人→�18.6 人� 16.7人→�14.7 人� 
アメリカ� 18.8人�  14.6 人� 
ド� イ� ツ� 18.7人�  15.0 人� 

改善の効果

関連する制度改正
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考え方について」『教育委員会月報』№607、2002年7月、13～15頁）

１　趣　旨

基礎学力の向上ときめ細かな指導を目指し、第7次公立義務教育諸学校

教職員定数改善計画（平成13～17年度までの5年計画）をスタートさせ

る。

２　内　容

① 教科等に応じ、少人数指導を行うなど、きめ細かな指導を行う学校

の具体の取組に対する支援

②　円滑な学校運営のための教頭複数配置の拡充

③　養護教諭等、学校栄養職員、事務職員定数の改善

④　特殊教育諸学校における教職員定数の改善

⑤　長期社会体験研修に対応した研修等定数の改善

○　この結果、教員1人当り児童生徒数が欧米並みに改善される。

３　項目別改善事項

―略―

（出典は、『教育委員会月報』№623（2001年7月）、18～19頁）

１　趣　旨

多様な高校教育の展開に対応するため、第6次公立高等学校教職員定数

改善計画）をスタートさせる。

２　内　容

①学科や教科の特性に応じた指導等の充実（習熟度別授業、少人数によ

【資料4】第6次公立高等学校教職員定数改善計画

―多様な高校教育の展開に対応した教職員定数の改善―

【資料3】第7次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画

―基礎学力の向上ときめ細かな指導を目指す教職員定数の改善―



る授業、中高一貫校、総合学科、単位制校への加配の拡充）

②円滑な学校運営のための教頭複数配置の拡充

③養護教諭等、事務職員定数の改善

④特殊教育諸学校における教職員定数の改善

⑤長期社会体験研修に対応した研修等定数の改善

３　項目別改善事項

―略―

（出典は、同上、19頁）

Ⅰ－4 学級編制の弾力化の実施状況（その1）

制度改正の結果、公立小・中学校の学級編制は、国の基準に従い各都道

府県において基準を定めるという制度の基本は変らないが、都道府県教育

委員会の判断により、児童生徒の実態を考慮して特に必要があると認めら

れる場合には、国の標準により定められる一学級の児童または生徒の数を

下回る数を基準として定めることが可能になった。

このような改正の趣旨を踏まえ、2001年度に学級編制の弾力化を図る

こととした都道府県は以下のようである、と文部科学省は報じている。

一つは、児童生徒が一定以上の場合に学級編制を弾力化するというもの

で、秋田県、新潟県、広島県、愛媛県及び鹿児島県の5例が掲げられてい

る。多くは小学校1年生を対象とし、30人程度または35人以下学級の編制

である。（【資料5】参照）

もう一つは、その他特別な事情がある場合に学級編制を弾力化するもの

であり、山形県、千葉県、京都府、大阪府及び兵庫県の5例である。小学

校または中学校で「きめ細かな指導を行う必要があると認められる学校」

や「教育上特別の配慮を必要とする学校」などの特定学年で実施する

（【資料6】参照）。

その他、特定の学年で前年度の学級を維持する例（東京都など）や、複

式学級を解消する例（静岡県など）もある、と附記されている。
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学級編制の弾力化は、きめ細かな指導をする上では必要なことであり、

これに異を唱える人はいないであろう。しかし、それを特定学年に限定し

あるいは特定の状態の下に限り実施するとしている点では、十分な措置だ

と言い切る人は多くあるまい。先に指摘したように、学習集団としての学

級のみならず、生活集団としての学級についても、弾力化を考えなければ

ならないことを忘れてはなるまい。

【資料6】その他特別の事情がある場合に学級編制を弾力化する例

（5府県）

 県� 名�   対�       象�    事�                   例� 
秋 田 県 � 小学校１・２年� 30 人程度�の学級編制�が�できるよう�

教諭等を配置� 
新 潟 県 � 小学校１・２年� 30人程度�（�32 人�まで許容�）以下�の�

学級編制ができるよう教諭を配置� 
広 島 県 � 小学校１年� 学�年�３�学級以�上で、�１学級�の平�均児�

童数�が�35 人を�超える�学校に�ついて�、�
35 人以下で編制� 

小学校�1 年� 
 
 

児�童数が�概ね�100人を超え�る学校�で�
き�め細か�な指導�が必要�な場�合、�35 人�
以下で編制�

愛 媛 県 � 

中学校�1 年� 生�徒数が�概ね�200人を超え�る学校�で�
き�め細か�な指導�が必要�な場�合、�35 人�
以下で編制� 

鹿児島県� 小学校１年� 児童�数が�36 以�上の学�級を　　　　　�2 学級以�
上�有する�学校に�ついて�、�35 人以下�で�
編制� 

（出典は、「資料　平成13年度に学級編制の弾力化を実施する都道府

県の状況について」『教育委員会月報』№620、2001年 7月、20頁）�

【資料5】児童生徒が一定以上の場合に学級編制を弾力化する例

（5県）
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Ⅰ－5 学級編制の弾力化の実施状況（その2）

Ⅰ－5－（1）給与カットと市町村「協力金」による事例

文部科学省の前掲資料には掲載されていないが、鳥取県では、02年4月

から、県職員の給与カット（5％、3年間）と市町村からの「協力金」を

財源として、小学校低学年で30人学級を実施した。6年間の期限付きであ

るが、成果が上がれば、さらに延長することもあるという。

片山善博・鳥取県知事は、次のように述べている。

「小学生の保護者として、四十人のユニットというのは担任の先生にとって

負担になると思う。少人数学級の方が先生はクラスを掌握しやすい。一般的

に今の子どもは、昔に比べると先生が力を入れなければならない面が多い」

「教育委員会からは、かねてから小学校低学年での少人数学級について導入

してほしいという要請があった」

「小学校低学年での三十人学級は、六年間の実施をにらんでいる。給与の削

減は三年間だが、浮いたお金を雇用対策で使う制度は六年間設定している。

七年目以降は決まっていないが、恐らく、この六年間の試行が効果を挙げる

と思う。七年目以降も続行を求める声が強くなるだろう。もし、そうなれば

続けたらいい。財源は他の政策から振り替えなければならないだろう」

 県�名� 事� 項�
山形県� 小学校１年でき�め細かな指導を行う必要�があると認め�

られる学校で実施�
千葉県� 生�徒指導�上困難�な学校�等に�ついて�、�特�に、�き�め細か�な指�

導を必要とする場合�
京都府� 小・�中�学校に�おいて�児童ま�たは生�徒の実�態を考�慮し�て特�

に必要があると認められる学校で実施�
大阪府� １�学級の�平均児�童生徒�数が�35 人を超�え、教�育上特�別の�

配慮を必要とする学校における特定の学年で実施�
兵庫県� 小・�中�学校で�学級編�制の弾�力化に�よる少�人数教�育を�実践�

する研究指定校で実施�

（出典は、�【資料５】に同じ）�
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前述のように、文部科学省は「40人学級」を維持しながら、場合によ

り少人数集団で指導する学校を支援するという立場である。したがって、

学級規模自体を縮小するならば、新たに必要となる教員の給与費は国の負

担金なしに県単独で確保しなければならない。その財源補填のために教員

給与のカットと市町村からの「協力金」が考え出されたのである。

教員給与カットについて、知事は「今までの教育行政は、中央集権型

だった。…それだと学校現場は常に中央からの指令、指示によって動かさ

れるという面が強くなる。本来は教育こそ現場中心主義にならなければな

らない」と教員の意識改革を期待し、地方分権、現場主義のもとで「今、

何を教えなければならないのか、何をしなければならないのか、自主的に

考える体制になれば、先生の質はものすごく良くなると思う」と質の向上

にも期待を寄せる。「国の政策を請け負うのではない独自の取組は教員の

意欲をかきたてる」と言うが、当の教員たちはどうであろうか。代替財源

は捻出できないのであろうか。

（以上は、「地方分権と教育改革［1］」『日本教育新聞』№5417、2002年

4月5日、から）

市町村に対して「協力金」の拠出を求めるやり方も、全国で例がない。

文部科学省は一時、国が負担しなくなった負担金を市町村に肩代わりさせ

るのではないかと問題視したという。片山知事は、「県職員が五％カット

して汗をかくのだから、やはり多少汗をかいてくれませんかということだ。

現実的にやれる手法を選んだ。ベストだとは思っていない」と、不十分な

策であることを認めた上で、「政府が決めるガイドライン（義務標準法）

…を上回った教育環境を整える場合、今回の三十人学級などの場合は自由

にすべきだ。国は金を出さないのに口を出す。これはよくない」と言い、

「全体を縛り付けて、皆が一歩も出られないというのではなく、出られる

ところは一歩でも二歩でも前に出られるような柔構造にしてもらいたい」

と注文をつける。

これが現在の財政負担制度に一石を投じ、風穴を開けることができるか

どうか。試行の今後を見守りたい。
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（以上は、「同上［2］」）、『日本教育新聞』№5418、2002年4月12日、から）

Ⅰ－5－（2）市町村レベルにおける少人数学級

このほか、市町村レベルで独自の方針を打出し、少人数学級の実現に取

り組んでいるところもある。例えば、埼玉県志木市は次のようである。

人口約6万4,000人、面積約9k㎡、県南部に位置する志木市は、2001年8

月に、次年度から小学校低学年で25人程度の学級を編制する方針を明ら

かにした。この方針は、同年7月に就任した保坂邦夫市長の選挙公約で

あった。「幼稚園や保育所では25人規模で保育されている。学習指導の面

が重視される小学校で人数が増えるのはおかしい」、「国の研究所の調査な

どから、学級の人数は20人前後が効果的と判明した」とする。

志木市は8月23日、不登校やいじめ、学級崩壊の防止を目的に、小学校

1～2年の学級編制を25人程度に引下げ、増員される教員の給与を県が半

額負担することを要望し、受入れられない場合も、市単独で導入できる何

らかの措置を求めた。市単独で導入する場合には、1学年だけで実施する。

増加する5学級分の担任は非常勤講師を充て、必要経費約5,000万円を

2002年度予算に盛り込む予定であり、選考方法は市民に公開し、理解を

得る、というものであった。

埼玉県教委は「市側の熱意は理解している。…県財政に余裕があるか、

制度上市の負担は可能かなど、これから検討したい」、「志木市の要望がな

くても、来年度の学級編制の引き下げは検討していた」と対応した。

その年12月下旬、それまで学級編制の弾力化ではなく少人数指導に力

を入れて来た県教委は、2002年度から、小学校低学年と中学校1年生につ

いて、県教委が定めた学級編制基準よりも少ない人数で児童・生徒を指導

できるよう、市町村などの意向に応じ特例として学級編制を弾力化するこ

とにした。上記対象学年で、1学年3学級以上、1学級当りの児童・生徒数

が38人以上の学校に教員1人を加配し、それ以外の学校でも、市町村で非

常勤講師を採用するなど体制が整えば弾力化を認めるとした。

志木市では、これにより子ども一人一人の個性を把握し、問題を早期に
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発見して対策を立てるなどの指導を目指している。

なお、埼玉県教委は、2001年度、指定した県立高等学校で、40人が標

準だった1学級の生徒数を減らし、第1学年で平均29～36人の少人数学級

を実現させていた。全国に先駆けたこの試みは、高校生の中退率や非行率

の低下を狙ったものであったが、現場からは「生徒が把握しやすい」、「教

科指導のみならず『生活の場』として指導できる」、「生徒が意欲的になっ

た」という反応があり、少しずつ着実な成果を得ている、という。

（以上は、「アンテナ／地方の動き」『内外教育』№5229、2001年8月31

日、№5260、2001年12月25日、「地方の風　埼玉」『日本教育新聞』№

5390、2001年9月7日、ほかによる）

Ⅰ－6 少人数指導と教員加配の実施状況

Ⅰ－6－（1）都道府県の実施方針等

文部科学省は、2001年度に公立小・中学校で少人数指導に取り組む学

校に教員を配置した都道府県の方針等を、次のようにまとめている。全体

的には、TT（ティーム・ティーチング）方式の採用もあり、学級定数の

引下げに比べると、少人数指導の普及とそのための教員加配は進んでいる。

①　加配の方針については、学級数の多い学校や、1学級の児童生徒数

が多い学級を有する学校を優先的に加配の対象としている状況が見受けら

れるが、学校規模に必ずしもとらわれず、実施体制が整備されている学校

を優先する都県（東京都、岐阜県など）も見受けられる。

②　実施教科は、多くの都道府県で、小学校は国語、算数、理科、中学

校は英語、数学、理科のような習熟度に差のつきやすい教科を中心に、少

人数指導に取り組む状況が見られるが、総合的な学習の時間で少人数指導

を導入することとしている県（青森県、静岡県など）もある。

③　どの学年で少人数指導を実施するかは、多くの都道府県で、各学校

の実情に委ねている状況が見受けられるが、特定の学年を中心として導入

するとしている県（長野県、高知県、大分県など）も見受けられる。
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④　指導形態としては、学級の枠を超えて課題、習熟度、興味関心等に

応じ少人数の学級集団を編成するほか、同一学級内での複数教員による指

導や個別指導を実施するなど、各学校の実情に応じたきめ細かな指導を行

うための、さまざまな指導形態が見受けられる。

⑤　その他、少人数指導実施のための教員配置のほか、基本的な生活習

慣や人間関係や社会のルールを身につけさせるなどのために、特定の学年

（小学校1･2年、中学校1年など）に副担任や補助的な役割を果す教員とし

て、教諭や非常勤講師を配置する状況が見受けられる、という。

（以上は、「資料　平成13年度に公立小中学校で少人数指導に取り組む

学校に教員を配置する都道府県の方針等について（総括）」『教育委員会月

報』№620、2001年7月、21頁から）

Ⅰ－6－（2）学級規模引下げから少人数指導へ

4年前、学級規模の引下げを断念し、独自に非常勤講師を導入して少人

数指導をはじめた茨城県総和町の場合も付け加えておこう。

人口約4万7,000人、面積52.8k㎡、県西部に位置する総和町には、町立

中学校3校、小学校10校がある。菅谷憲一郎・総和町長が単独予算で町の

中学校に「28人学級」を導入するという方針を明らかにしたのは、1998

年9月のことであった。当時、少人数学級を試みた自治体には、千葉県浦

安市や長野県小海町もあったが、いずれも実現していない。

PTA会長の経験がある町長は、学校現場を見て「一人の教師が40人を

見ることことは限界がある」と感じ、町が人件費を全額負担し、教室は空

き教室を活用する方針だったので、法にはふれないと考えていた。しかし、

県教委義務教育課から「現行法では市町村独自に定数を決めることはでき

ない」とストップがかかったため、少人数学級の実現を断念し、実質的な

少人数指導を実施することにして、TT（ティーム・ティーチング）方式

を英語と数学で実施することを決め、99年度から単独予算で「総和町教

育活動委員」として19人の非常勤講師を各中学校に配置した。

町は2002年度から、中学校に続き小学校1､2年生の30人以上の学級に
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非常勤講師を配置する予定にし、01年11月この方針を県に報告したとき、

県が独自に「少人数学級を導入しそうだったので動向を待った」（佐川康

二・町教委教育指導室長）という。

県教委は、02年度から、小学校1年生について、35人以上の学級が3学

級以上ある学校に、正規の教員を配置し、学級数を増やす「35人学級」

を実施し、3学級以上ない学校には、非常勤講師を配属することとした。

総和町には「35人学級」の導入はなかったが、県からは3人の講師が加

配され、緊急雇用対策の一環として7人の講師も配置された。しかし、町

はこれに止まらず、当初の方針を徹底して、30人以上在籍する3学級（2

年生を含む）に単独予算で講師を配置し、非常勤講師は合計で13人と

なった。小学校では「先生と話をしたい欲求が、他の学年より強い1年生

に対応できている。ほかにも、授業を中断することなく鉛筆の持ち方や姿

勢などの基本的な学習訓練が行える」と好評であり、菅谷町長は、「（県が）

TTをやってくれたことには感謝している。県が変らなければ教育現場は

変らない」と強調している、という。

これは、法制度の枠に入らないため少人数学級の導入を断念し、やむを

得ず町の単独予算ではじめた少人数指導方式が、県の方針転換によりさら

に充実した人員配置を得て、成果を上げた例である。

（以上は、「地方分権と教育改革［6］」『日本教育新聞』№5422、2002年5

月17日、から）

Ⅱ　教育委員会と学校の革新

Ⅱ－1 豊かな人間形成のできる地域社会の実現

Ⅱ－1－（1）市川市の教育施策

全国的に地方分権の推進が図られる中で、多年にわたり教育委員会が教

育現場と共同し、教育現場の創造的な試みを引き出し、あるいは指導・支

援している事例が紹介されるようになった。その一例として市川市の場合
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を見る。

市川市は、面積約57.5k㎡、千葉県の西部に位置し、江戸川をはさんで

都心部に隣接することから、ベッドタウンとして人口が増加し、いま43

万人を超えている。

市川市は、教育環境の整備を中心とした施策を創造し、市民とともにそ

の推進をすることによって、「市川市全体が豊かな人間形成のできる地域

社会となる」ことをめざしている。そのキーワードは、各領域の「自立」

であり、それが「連携・連帯」し、大人みんなで「責任」を持つことだと

する。

市の教育施策は、次の三つの分野から成り、1995年度頃から徐々にス

タートしている。第1は、学校が自立するための施策であり、次のような

事業を含んでいる。

①創意と活力ある学校づくり：1997年度から。研究指定校の廃止と

「創意と活力ある学校づくり」事業のスタート

②学びを支える人間ネットワーク事業：研究ネットワークと人材ネッ

トワーク

③図書館ネットワーク事業：情報ネットと物流ネットの合体による市

川市全体の情報センター化

④教職員の社会体験研修：1995年度から　企業、福祉・ボランティ

ア、自然、行政現場の体験研修

⑤通学区域の弾力化（実質自由化）：1998年度から

⑥学校評議員制の導入：2000年度から

第2は、地域社会の自立を促す施策（自立した大人が連帯する社会をめ

ざす）である。

①コミュニティスクール事業からナーチャリングコミュニティ事業

へ：1997年度～　子ども集団の復活と外での子どもの「群れ」遊

びの復権を最重視

② 学校内に小さな子ども世界をつくる（ゆとろぎさんがいる学

校）：1995年度～　地域での異年齢交流の活性化を目指すライフ
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カウンセラー制度

第3は、地域社会（コミュニティ）が一体となって子どもを育てるため

の施策である。

① 余裕教室の開放と活用：1998年度～　デイサービスセンターと

地域センターの併設、市民への平日学校教育時間帯の学校開放

② 市川市教育地域共同体構想（J･E･C Plan）：中学校区ブロック

での校長・教職員を中心とした共同研究・活動の体制づくりプラン

それぞれの事業の内容については、紙幅の制限があるので説明を省略す

るが、多面的で構造的なものになっている。

最首輝夫・教育長によれば、市川市の教育の特徴は、第1に、「子ども

の成長・発達を大事にする」ことであり、それを実現するために教育環境

施策の整備・充実に努める。

第2は、「子どもを豊かに発育させる遊びと自然を重視する」ところか

ら、現代社会に失われた遊びを地域や学校に取り戻し、保障していくため

の施策――ナーチャリングコミュニティ事業、学校における遊びの時間・

場の確保、遊び活動をとり入れた学習活動の工夫など――を創り出す。

第3は、「家庭・地域社会・学校の自立（自主性・自律性）をめざす」

ために、特に、家庭・学校・企業を含む地域の教育力の回復を軸にした地

域社会（コミュニティ）の復活に重点を置く。

第4は、「開かれた教育委員会」であるために、中・長期を展望した独

創的な施策を部・課を超えて横断的プロジェクトで企画・実施するやり方

で実現を図る。いわゆるお役所的、縦割り、セクト主義、その場しのぎと

揶揄されるような行政運営ではなく、企画立案・予算調整・情報管理（受

発信）機能をあわせもつ企画調整課が中心に、オープンシステムで行政を

行うことであり、こうすることによって、教育委員会としての基本理念が

幅広く浸透し、主要施策の考え方や　進行状況が所管以外にも共有され、

各施策の相乗効果が生まれることにもなる、とする。教育委員会事務体制

のオープン化は、中央省庁等再編における縦割り行政の排除、大くくり再

編成、行政のスリム化などと相通ずるところがある。
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Ⅱ－1－（2）教育委員会と首長（部局）との関係

市川市のみならず全国の教育行政が多かれ少なかれ検討を求められてい

る課題の一つに、教育委員会の主体性の確立と首長（または首長部局）と

の連携・協力関係の新たなあり方という問題がある。

このことに関して、分権時代の21世紀に日本の教育の質を向上させる

ためには、地方教育委員会の主体性の確立を措いてない、と最首教育長は

いう。

「これまでは文部省の庇護のもと、画一的な教育に甘んじていれば、大きな

瑕疵もなく責任を取ることもなく、上部機関に責任を転嫁しておけばよかっ

たが、これからはそれでは済まされないのである。」

「教育行政においては、政治的中立・独立性・専門性という特質を生かし、

人間の成長・発達という長期の展望のもと、教育的施策を創造し、推進して

いかなければならないのであるから、その責任は何にもまして重いものがある。」

と、地方教育委員会の主体性の確立、言い換えれば、高度な判断力と創造

的施策立案能力をもつべきことを求めている。

それでは、首長または首長部局との関係という問題はどうか。首長（部

局）の教育理解の程度や質の如何によって、その地方の教育の発展または

衰退がきまる。教育委員会に自主財源がないという現状をどのように乗り

越えるかが問題だと、教育長は次のようにいう。

「分権社会ともなれば、地方においては、首長・首長部局の教育に対する考

え方が直接に影響を及ぼすことになりかねない。それが教育の本質・理念に

基づくものであれば良いが、教育に聞く耳を持たず、私意あるいは恣意での

行政運営がなされるという最悪の事態もないとはいえない。そのような場合

は、教育委員会としては毅然とした行政運営をするべきであ」る。

「一般に、財政事情が強く反映されるものの中に教育予算がある。日本では

それほど重視されていない教育予算が、財政状況の悪化とともに一律削減と

いう憂き目に遭う。これは自主財源を持たない教育の苦悩である。」
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「教育予算の配分について、その裁量権を教育委員会に持たせる実質的な

『枠配分方式』を取るなどの抜本的財政改革が必要である。」

また、教育委員会内部における行政職員の意識改革を促す施策として、

1999年度から市教委行政職員の学校現場研修を実施し、学校現場への認

識を深める上で成果をあげていることは、教育行政のさらなる推進を図る

上でよい試みである。

市川市教育委員会の中では、教育委員会機能の首長部局への移管論は

「概ね行政運営の効率化の側面と町村レベルでの小規模教育委員会の事務

効率化の側面から」なされているが、教育行政の中立性や継続性の確保と

いう観点から見れば、首長部局への教育委員会の吸収という単純な議論は

危険であり、この議論の前提としては、現在の教育改革の流れを見極め、

長期的視点から複眼的に観なければならない、とする意見が大勢である。

だが、教育、福祉、保健などの面から子どもの問題に総合的に取り組み、

「子ども政策（とそれを実施する諸条件）の一元化」が行われるならば、

教育委員会の市長部局への一元化は可能であろう、という見方もないわけ

ではない。

しかし、市川市の教育行政にかかわりの深い小川正人・東京大学教授は、

「市川市が財政事情の厳しい中で全国に先駆けて新しい教育行政施策を展

開できたのは、そうした…『政治』環境（首長が明確な教育方針と施策を

掲げて教育委員会の取組みを後押しすること――引用者註）があ」り、

「そうした環境の下で、教育予算の確保・運用の上でも工夫が行われてき

た」ことを指摘したうえで、「首長（部局）と教育長・教育委員会（部局）

との新たな連携・協力の体制づくりをいかに図っていくか」が課題である、

とする。そして、その新たな体制づくりは、「首長と教育長というトップ

の信頼関係と連携・協力」だけではなく、箕面市子ども条例や川崎市子ど

も権利条例における如く、「市の教育ヴィジョンづくりと中長期計画を市

民レベルで確認、共有していく作業を必要としてきているように思う」と

述べている。
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確かに、地方自治の主体としての市民の教育行政参加・参画は重要な要

件であり、それを実現することが地方自治をさらに深め、実質化していく

ことになろう。

（以上は、小川正人・最首輝夫編著『地方教育委員会からの挑戦　子ど

もと歩む市川市の教育改革』ぎょうせい、2001年、2～4、7、19～22、

238、243～250、263、266頁から）

Ⅱ－2 学びの共同体としての学校づくり

Ⅱ－2－（1）浜之郷小学校の開設

茅ヶ崎市立浜之郷小学校は、独特の学校運営や授業研究で注目されてき

たが、地方分権下の教育を考えるときにも取り上げてみたい事例の一つで

ある。

茅ヶ崎市は神奈川県中南部に位置し、南は相模湾に面する。戦前までは

別荘地、戦後は首都圏のベッドタウンとして急速に都市化が進んだ。面積

35.7k㎡、人口は21万7,000人を超える。急速な都市化による環境整備の立

ち遅れが目立ったため、「自然と人がふれあう豊かな快適都市」を目指す

事業が推進され、教育環境の改善もその一環として進められてきた。

浜之郷小学校は、1998年度に開設された新設校であり、茅ヶ崎市の

「茅（かや）の響きあい教育プラン」のパイロットスクールとして位置づ

けられている。

その初代校長・大瀬敏昭によれば、この学校の成り立ちの経緯は次のよ

うである。

「私は、平成一〇年三月末まで茅ヶ崎市教育委員会指導課に籍を置いた。主

に指導行政に携わってきたが、最後の数年は茅ヶ崎市独自の教育ビジョンと

もいうべき『茅の響きあい教育プラン』の策定作業を担当していた。」

「プラン策定の中心となる指導課では、平成九年春頃、その基本的な柱とな

る考えを模索していた。…この頃出版されたのが『カリキュラムの批評』で

― 47 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第28号（2003年2月）



あり、…なかでも次の一文が強く印象づけられた。「学校再生への道は、…

『学びの共同体』へと脱皮するところからでしか出発しえないのである。…」

「本来ならば、学校建築も含めた新設校構想があってしかるべきであるが、

当市では、建築＝ハード部分が先行していた。教育委員会としてのソフト部

分の構想を早急に提示しなければならない。それは指導課の仕事である。『そ

うだ。茅の響きあい教育プランの具体像を、新設校構想という形で描いてみ

よう』と考えた。」

「新しい理念が先にあって新設校をつくるということが、公立学校でできた

ことは希有なことなのかもしれない。そして平成一〇年四月一日、茅ヶ崎市

立浜之郷小学校が開校し、私はその初代の校長として着任することになった。

四月一日、市内各校から集まったあたらしいスタッフに、『新しい学校づくり

を楽しもう』と呼びかけた。

このようにして『学びの共同体としての学校』の創造が始まったのである」

と。

Ⅱ－2－（2）教育委員会の指導性と学校の自主性

ここでは、新しい学校づくりが、教育委員会主導で行われたが、通常の

場合と異なり、学校の教育目標や運営方針などのいわゆるソフト部分は、

新しい学校単位で掘り下げられたことが述べられている。このような状態

は、同校が茅ヶ崎市教育革新のパイロットスクールとして位置づけられた

ことが大きな要因になっているのであろうが、そのソフト部分は斬新な感

覚で描かれ、開校後は教職員全体でその理念を深め、実現にとりくんだこ

とが明らかにされている。

私たちは、このプロセスを通じて、教育委員会の指導的役割と学校の自

主性、教職員自らによる教育力量の向上という、これまで実現されるべく

して実現されてこなかったことが、積極的、調和的に実現した事例を見る

ことができる。これに加えて、外部に助言と支援を求め、これが有効に働

き、採り入れられたことも見落してはならない。

こうしてつくられた「浜之郷小学校学校経営の基本構想」では、この学
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校は、学校、家庭、地域が手を携え、子ども、教師、保護者、地域の人々、

研究者がともに「学び・育ちあう学びの共同体としての学校の創造」を目

指すことを基本とし、経営課題を「二つのC」にまとめている。

「C」の一つは、「Learning Community」すなわち「学びの共同体とし

ての学校」であり、もう一つは「Curriculum Development」すなわち

「教育課程の開発」である。そして、「二つのC」を解決するために「校内

研修」を中核に据えた。

さらに、第一の「C」を具体化する「基本方向」として、「同僚性の構

築と自律性の樹立」、「学校外の人々とのネットワークの核としての学校づ

くり」、および「生活共同体としての学校」を、第二の「C」のそれとし

ては、「学びあう学びへ（活動的、協同的、反省的な学びの実現）」、およ

び「学びを中心とするカリキュラム」を掲げ、それぞれについて「めざす

方向」を具体的に設定した。

ここに見られるように、この学校は「学び」、「カリキュラム」、その実

現のための「校内研修」をキーワードとし、さらにそれを具体化する方向

などを、実践に即して具体的に掲げているところに大きな特徴がある。こ

の基本構想には、指導者である佐藤学・東京大学教授の教育論・学校論が

色濃く投影されている。

（以上は、著者代表・大瀬敏昭、監修・佐藤学『学校を創る―茅ヶ崎市

浜之郷小学校の誕生と実践―』2000年、小学館、27～30、35～36頁から）

Ⅱ－3 中学校の統合と住民参加

Ⅱ－3－（1）聖籠町の統合中学校問題

聖籠町は、新潟県北蒲原郡にある面積約38k㎡、人口約1万3,500人の町

である。1955年に聖籠村と亀代村が合併して新しい聖籠村になり、1977

年の町制施行で聖籠町になった。

1955年の合併は、新制中学校をつくるための合併ではあったが、旧村

単位の中学校づくりであったため、例えば亀代中学校卒業生が聖籠中学校
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区の集落名を知らないような状態で、町の内部ではなかなか一つにまとま

らなかった、という。その後中学校の統合については、表立った動きのな

いままに40年間が過ぎたが、1994年の町長選挙で、水面下の課題であっ

た中学校の統合を、それぞれの候補者が公約に掲げたところから、統合問

題が一気に加速した。

当選した町長は、「社会教育の経験を行政に生かし」、「統合中学校を進

めていく上でも、学校現場だけでなく町全体を巻き込んでいきたいという

思い」を込めて、同町公民館主事兼社会教育主事の手島勇平氏を教育長に

迎えた。

手島教育長は、16年間に及ぶ社会教育の経験にもとづき、学校現場に

残る上下関係を改めることなどに取り組むとともに、戦後教育の原点を踏

まえて、学校教育も社会教育と同様に、生活・地域を前提としたものでな

ければならないとして、生活・地域に根ざす教育の実現を指導した。それ

は集権的・権威的な学校教育の伝統を改めることにもつながった。

Ⅱ－3－（2）住民の自己決定と教育参画

教育長のこのような考え方は、統合中学校建設推進委員会（町長の諮問

機関）にも生かされ、例えば、20人の委員のうち3人が専門家、あとの17

人は一般町民で構成された。

推進委員会は、「あんな素人集団で本当に学校ができるのか」と嫌味を

言われながらも、素人であるが故に、本当に大事な根の部分である、子ど

もにとっての学校のあり方から勉強会を始め、学習を積み重ねることによ

り変り、最後には自分たちでまとめた答申を各小学校区の学習会で発表す

るまでに変っていった。

推進委員会は、協議の後、大要次のような「統合中学校の理念と概要」

をまとめた。

・子どもの創造性や考える力を伸ばし、個性重視の指導方法や学習形

態の多様化に対応できるよう、校舎を教科教室型とする。

・学習の場であると同時に生活の場でもある学校にふさわしく、施
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設・設備上の質的充実を図る。

・聖籠町での最終の学び舎にふさわしく、気軽に散策できる学校とす

る。

・子どもが自ら意欲的に学力を形成することは、その地域で生活する

住民の姿（自己決定と住民参画）と大いに関係をもつ。

ここで、手島教育長をはじめ関係者は、福島県三春町の成果に学びなが

ら、住民の自己決定と教育参画を中学校統合の要諦としている。その方向

性は、学校統合だけでなく、町の教育改革全体の基本理念でもあり、他の

自治体でも教育改革の指標として大切にされるべきものであった。

Ⅱ－3－（3）地域に学校を開く

上記「理念と概要」にもとづき、委員会はさらに「基本構想5つの柱」

を設定した。

1. 教科センター方式を運営方式の基本とする

2. 一人一人の豊かな個性を育み、心身の創造の場とする

3. ゆとりと潤いのある生活空間とする

4. 多様な教育メディアや高度情報機器を活用し、総合的情報空間を

設ける

5. 生涯学習施設としての機能をもち、地域に開かれた学校とする

最後の柱として掲げられた「地域に開かれた学校」について、手島教育

長は「開くにあたっては学校側の開き方を待っているのではなく、地域の

方もどんどん学校を応援する」ことが必要だと述べるとともに、統合推進

の努力が本当に根づくかどうかは「学校の教員の問題では済まされない」

こと、すなわち、学校のスタッフは入れ替わるが、地域の人たちは入れ替

わらないから、「基本的にはどんな先生が来られようが、この学校で最低

この方向でというようなことは作っていきたい」と述べている。地域・住

民に対する教育長の確固たる信頼に注目しておきたい。

（以上は、対談集『地域がつくる学校―聖籠町（新潟県）統合中学校開

設のあゆみ―』みらいのたね文庫1、（株）博進堂、2001年、10～11、21
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～22、27、41～42頁から）

Ⅱ－4 学校建築は教育づくり

Ⅱ－4－（1）三春町の教育改革

聖籠町関係者が大きな影響を受けた先例として、三春町の教育改革があ

る。三春町の改革は、今から20年以上も前にスタートしたものであり、

ここ数年来の地方分権化方策の中で行われた教育改革ではないが、この事

例が各地に影響を与え、その後の教育改革の指針や下敷きになったことを

考え、この小論の最後にとりあげておきたい。

三春町は、福島県田村郡にある面積約73k㎡、人口約2万700人の町であ

り、春には梅と桃と桜が一度に咲くところからその名がついたといわれて

いる。

この地で教育改革をリードした武藤義男・元教育長（故人）によると、

三春町の教育改革は三期に分けられる。

第一期は、教育委員会による改革目標の設定と、それを目指した意識改

革の過程である。1980年10月から83年9月の岩江小学校建築計画策定に

至る3年間で、この間教育委員会は多くの人々への呼びかけ、対話、教育

広報の発行、学校教育研究員の設置、授業研究、調査研究などを積極的に

行った。

第二期は、1984年1月の学校建築研究会の発足から85年3月の岩江小学

校新校舎完成まで。この間、町独自の指導主事の設置、米国人教師の招致、

教育内容の実践研究が行われた。この期間の大きな特徴は、学校建築が教

育にもつ意味を明らかにしたことであり、建築サイドと教育サイドとの真

剣な「せめぎ合い」の中から得た「学校建築は教育をつくる」という共通

認識が改革を成功に導いたといっても過言ではない、という。

第三期は、岩江小学校がオープンスペースという新しい学校空間を存分

に生かし、個性が育つ教育の実践を始めた1996年4月以降であり、岩江小

学校の成果を確かめながら、小・中学校の大規模改造や建設と、中学校に
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おける教科センター方式の学校運営を追求する、三春の新しい教育実践の

時期である。

今後の課題は、さらに「画一教育の克服と個性教育の回復」にどのよう

に取り組み、一人ひとりの子どもが自分の心の中に生きる喜びをどう育ん

でいくかであり、そのための弾力的な教育課程の編成と実践、それを保証

する行政による条件整備は、今後も継続して十分にその責任を果たさなけ

ればならない、とした。

以上の経過を総合的に見ると、教育目標、教育課程・方法と教育条件の

整備とを緊密なかかわりの中でとらえ、改革を推進したことが、三春町の

最大の特徴として浮かび上がる。

また、全期間を通して、教育委員会が「地域住民の教育参加」を実現す

ることに努め、改革にかかわる多くの人々の意識改革と成長を促したとい

う点も先進的であり、注目されるところである。

Ⅱ－4－（2）教育改革の目標と基本方針

三春町の場合、教育改革の目標や基本方針づくりから、それを実現する

ための組織づくりと実施に至るまで、武藤教育長に負うところが大であっ

た。

武藤教育長は「子どもの夢と教師の夢がともに育つ学校をつくりたい」

と思い、「生きる喜びを育む教育」を改革の中心課題に据え、1980年12月、

教育委員会は教員や社会教育委員などと議論をはじめた。学力低下を危惧

し、学力向上を至上命題とする校長や教員とは時間をかけて話し合い、実

践を通して学び合った末に、「三春町の教育改革を推進するための三つの

目標」を立てる。

①　創造的教育観の確立と教育内容、方法の改革

②　新しい教育を支える施設・設備の改革

③　地域住民の教育参加

目標①を設定したのは、「学校教育が失ってきた人間教育を回復し、子

どもと教師の人間としての主体性を確立することが急務」であり、そのた
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めに「教育委員会も、どの学校も、どの教師も、親も、力を尽くしてこれ

の実現をはかろう」とするものであった。

目標②を設定したのは、「新しい教育を効果的に進めていくには、それ

を支える環境、校舎、いろいろな設備…とくに、子ども一人ひとりの個性

を大切にするこれからの教育には、教師や子どもの豊かな発想を限りなく

うながす環境・学習空間が必要」だからである。

目標③を設定したのは、「地域住民の意識改革そのものが教育改革の重

要なテーマだから」であり、「そのために、あらゆる教育の機会への住民

の参加が必要」だったから、という。

いずれの目標も、当面する教育課題を克服するための、核心を押さえた

ものであった。武藤教育長は、これに関する合意を踏まえて、1981年1月

「三春町教育委員会の基本方針」を立案し、教育委員会に諮り、校長会で

審議を重ね、承認を得る。

1981年度はじめにあらためて校長会を開き、これを説明して各学校へ

の浸透を図ると同時に、広報紙『教育みはる』を復刊し（その後『三春の

教育』と改題し、90年3月の教育長退職まで隔月に発行）、この「基本方

針」とあわせて「三春にほんものの教育を――教師と町民の皆さんに訴え

る」の一文を載せ、全戸に配布した。

この訴えは、昨今の社会状況をこまかく分析した後に、学校教育・社会

教育にたずさわる教師、親、世の大人がいま自らに問い直さなければなら

ないのは、第一に価値観の倒錯であり、点数至上主義、能率万能主義、学

歴偏重などであること、生きる喜びを育てる教育を実現して、まっとうな

価値観、ほんものの学力観を心底にしっかりと受け止め、それを子どもた

ちにしっかりと教えなければならないことなどを、達意の文章で呼びかけ

た。

その後の経緯については省略するが、教育改革にこの広報紙が果たした

役割は大きかった、という。

Ⅱ－4－（3）地方教育委員会再生の呼びかけ
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武藤教育長が退職後、町や村の教育委員会は、学校の校長や教師にとっ

てもっとも身近な頼りになる行政機関なのだから、教育混迷の今こそ立ち

上がらなければならないこと、学校と一緒になり大胆に自己改革を図り、

地域教育をよみがえらせなければならないこと、そしてそれが子どもに対

する緊急責任だといい、教育委員会の再生のために行った次の三つの提案

は、今日においても示唆的な内容である。

第1に、教育委員会はつねに地域に開かれていなければならず、また、

地域住民は教育委員会及びその教育に関して積極的に発言すべきである。

そのためにはまず、教育委員会が率先して新しい教育観や新しい学校像を

共有するための努力を尽くさなければならず、教育広報誌の発行はきわめ

て大切な意味をもつ。教育委員会の定例会議も積極的に公開すべきである。

教育委員会が地域住民のものになっていなければ、教育改革の牽引力には

なり得ない。

第2に、教育委員会は、つねに教員の質の向上を図るために、行政的な

条件整備を進めなければならない。そのためには、町村にも教育センター、

教材センターが必要である。地域ぐるみで教育のレベルアップを図るため

に、運営の仕方、予算化などは、地方自治体の実情により多様な工夫をし、

また、教員研修のための独自の発想も必要である。

第3に、教育委員会は学校図書館の充実を図らなければならない。子ど

もたちが学習課題に自主的に取り組むとき、まず頼りになるのは学校の図

書館であり、そこで子どもの自主性が育つ。学校図書館が学校の心臓部と

して機能しているのが学校の姿である。登校拒否やいじめ防止のためのカ

ウンセラーも専門的な対症療法としては必要であろうが、学校教育の本質

を考えればむしろ、学校図書館の充実と図書館司書の必置こそ急ぐべきで

ある。

「子どもの夢と教師の夢がともに育つ学校を」を合言葉に教育改革が進

められたこと（前出）にも示されているが、ここでは、子どもと教師の両

方にとってよい環境をつくるという観点から、三春町教育委員会の行政責

任が意識され、明確に語られている。これはきわめて基本的な提案であり、
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現在の改革を担う行政機関の在り方を示す指標としても、注目されて然る

べきものであろう。

（以上は、武藤義男・井田勝興・長澤悟『やればできる学校革命　夢を

はぐくむ教育実践記』日本評論社、1998年、16～17、30～42、245～249

頁から）

おわりに

以上のそれぞれ該当する箇所で明らかにされているように、地方分権化

の流れは教育行政と学校に好ましい変化をもたらしている。

しかし、これまでに紹介した事例は現状の一部分に過ぎない。また、先

に見た文部科学省のまとめにしても事態は動いており、実施状況はさらな

る広がりを見せている。

これから事態はどのような展開を見せるだろうか。わが国の教育委員会

や学校は本当に変るのだろうか。変化の全体像が明らかになるのには、な

お時間が必要であろうが、私はその期間がなるべく短く、変化が教育と地

方自治の主体を育み、主体の利益に寄与するものになることを望みたい。

最後に、今回は、紙幅の制限を考慮して、多くの参照文献や関連文献の

掲載を省略し、特に引用に利用した文献のみを記載するにとどめたことを

お断りしておく。 （2002年9月30日脱稿）
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