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集合したアルゼンチン国家の上院と下院は法律の効力を宣言する。

タイトルⅠ　権利、義務、保障

第 1 条　憲法に定められた教授と学習の権利は、本法律によりアル

ゼンチンの全領土内におけるその行使について規定される。本法律

は、憲法の原則をふまえ、社会および共同の責任にかかる教育の目

的を打ち立て、国民教育制度の組織と統一性についての規範を設定

し、統合の過程で国民の必要性に絶えず適合させるための再調整を

開始し方向性を示す。

第 2 条　国民国家の主要で不可欠な責任は、教育政策を定め実行を

監視し、公正で自律的なアルゼンチン社会を形成するとともに、地

域、大陸、世界の統合に向かうことである。

第 3 条　国家、県、およびブエノスアイレス市は、全ての人民に対

し、あらゆるサイクル、段階、特別な体制にある教育への機会を保

障する。家庭、地域社会、その組織、民間のイニシアチブの参加お

よび必要なサービスの創出、維持、許可、監督を通じてこれを実現
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する。

第 4 条　教育活動は、第一の自然的な教育機関としての家庭、主た

る責任を負う国家、県、自治体、カトリック教会、そのほかの公的

に認められた宗教団体、および社会組織の責任である。

タイトルⅡ　一般原則
第Ⅰ章　教育政策について

第 5 条　国家は以下の権利、原則、基準を尊重して教育政策の方向

性を定めなくてはならない。

1．地元、県、地域の特性をふまえつつ、国民的アイデンティテ

ィを強化する。

2．国家の主権の確立。

3．代表制、共和制、連邦制による民主主義の確立。

4．社会、文化、科学、技術の発達と国家の経済的発展。

5．教授と学習の自由。

6．住民全ての教育機会および（進路）可能性の実質的均等、あ

らゆる形態の差別の排除の実現。

7．教育サービスの公正な分配を通じて平等を実現し、国民の多

様性をふまえ、できうる限りの質の高さと同等な結果を達成

する。

8．救済的補助、また本法律により提案された教育制度を住民全

てが利用し、そこに留まり、卒業できるための特別プログラ

ムの作成。

9．永続的プロセスとしての教育の実現。

10．人間の自己実現およびよりよい社会の実現、社会化および教

育プロセスの基軸としての仕事の価値付け。
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11．各人の能力の全面的発達による、特殊なニーズを持つ人々の

統合。

12．栄養、健康、衛生についての科学を発達させ、病気および心

身の依存状態を予防する知識と注意を深める。

13．人間の調和的統合的発達を可能にするための身体的スポーツ

的活動の推進。

14．環境を構成する一部としての人間の必要を考慮した、環境の

維持。

15．教材における全ての差別的ステレオタイプの克服。

16．義務教育未修了の青年、成人への教育を通じた非識字の根絶。

17．学校教育活動を社会の多様なセクターによるノンフォーマル

な教育、および社会に自発的に生じるインフォーマルな教育

形態に調和させる。

18．特にオープンな遠隔システムなど、教育革新や代替的な教育

体制の奨励、推進と支援。

19．先住民社会に対して、年長者に教育プロセスへの参加を認め、

彼らの文化的特徴や、彼らの言語の学習と教授を保持する権

利を認める。

20．社会的共生、多元主義、参加主義に基づく行動を学習できる

ような条件の確立。

21．家庭、地域社会、法的に認められた教員組織、社会組織の参

加。

22．両親を、教育コミュニティを構成する一部として認め、教育

運営の支援組織に連携し、参加する権利を認める。

23．生徒は、自らの統合性、尊厳、良心と表現の自由、指導を受

けることを尊重される権利を有する。

24．大学教員の教育の自由の権利、および全ての教師の職業的尊

厳と等級付けの権利を認める。
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25．第53条項目n）に定めるところによる国会の参加。

第Ⅱ章　国民教育制度について

第 6 条　教育制度は国家の使命、地域・大陸的な展望、世界的視野

をもって、男女の全体的継続的人格形成を可能ならしめる。それは

生命、自由、善（bien）、真実、平和、連帯、寛容、平等、公正とい

う価値に導かれつつ、各人の能力に従って、文化的、社会的、美的、

倫理的、宗教的な次元において実現される。（目標とすべきは）実存

的決定により、各々の人生計画を策定する能力を有し、愛、知識、

労働を通じた責任ある市民、批判的主体、社会の創造者かつ変革者、

民主的制度と自然環境の擁護者たる人々の育成である。

第 7 条　教育制度は国家、県、市の各管轄区域における教育サービ

スから構成され、認められた私立学校を含む。

第 8 条　教育制度は全ての住民に対し、何らの差別なく、教育機会

と可能性の平等を通じて、学ぶ権利を実質的に行使することを保障

する。

第 9条　教育制度は国家の必要性および地域的多様性を満たすため、

柔軟性を持つと共に連携を保ち平等で開放的、かつ将来を見越した

ものとする。

タイトルⅢ　国民教育制度の構造
第Ⅰ章　概要

第10条　教育制度の構造は段階的に進むものであり、以下のような
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構造をなす：

1．初期教育　これは、3歳から5歳の男女児のために幼稚園

（Jardín de Infantes）で行われるもので、最終年は義務とする。

県およびブエノスアイレス市は必要な場合には、3歳以下の男

女児に対する保育所（Jardín Maternal）のサービスを提供し、地

域の施設に対しては、これを必要とする家庭への支援となるよ

う、補助を行う。

2．普通基礎教育　これは、6歳から9年間の義務であり、第15条に

定められた所に従い、サイクルに組織された総合的な教育単位

とする。

3．類型別（polimodal）教育　これは、普通義務教育修了の後、そ

れぞれの教育機関で行われる最低3年間の教育である。

4．高等、専門的および学術的な学位取得教育　これは類型別教育

の後に、大学および大学以外の教育機関でそれぞれ定められた

年数を行う教育である。

第11条　教育制度はまた、基本的な制度によっては満たされない必

要性に対処し、被教育者または環境の特殊性や必要性から異なる独

自の措置を要求するような、他の特別な体制をも含む。県とブエノ

スアイレス市は連邦文化教育審議会において、義務である普通基礎

教育を修了した人々のために、年数が短く個別の職業準備に役立つ

教育機会を提供することに合意する。このことは被教育者が通常の

制度の次の段階に進むことを妨げるものではない。

第12条　教育制度を構成する段階、サイクル、特別な体制は教育の

目的を深め、教育の進行継続を助け、男女生徒の水平的垂直的な社

会移動を確保するよう、互いに連関したものでなくてはならない。

＊　例外的な場合においては、それらへの入学機会は、前教育段
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階の年次的修了を必要とせず、必要な能力、態度、知識を有

する審査会による評価を通じて認定されうる。

第Ⅱ章　初期教育

第13条　教育の目的は以下である。

a) 思考と創意ある想像力、個人的、伝達的、図象的な表現形

態を組み立てる過程を奨励する。

b) 運動器官、遊戯的また美的な表現、スポーツや芸術への親

しみ、社会的情緒的成長、倫理観における男女児の成長過

程を助ける。

c) 集団的共生、連帯と協力、環境の保持など、社会的統合に

つながる慣習を育成する。

d) 教育機関と家庭の連携を強める。

e) 生物学的、栄養的、家庭的、環境的な障害に発する身体的、

心理的、社会的な不平等を、特別プログラムや他の共同機

関との連携活動を通じて、予防し、ケアする。

第14条　このサービスを提供する機関は国のものであれ民間のもの

であれ、県およびブエノスアイレス市の教育局による認可と監督を

受ける。このことは3歳未満の男女児に対する教育的活動にも敷衍さ

れ、それらは専門の教職員の任務とされなくてはならない。

第Ⅲ章　普通基礎教育

第15条　普通基礎教育の目的は以下である。

a) 国内の全ての青少年に対し、共通の基礎的な教育を与え、

入学機会および継続と進級、学習の質と達成度における平
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等を保障する。

b) 地域社会に対する責任を果たし、自らの義務と権利を知っ

て、他人を尊重するよう、個人的、社会的、人格的な発達

を助ける。

c) 常に真理を追究することを奨励し、批判的判断力と有益な

習慣を発達させ、身体的、知的、情緒－自発的、美的能力

を高め、倫理的精神的価値を育成する。

d) 社会的に有益な知識や技能を身につける。例えば、会話な

いし文字によるコミュニケーション能力、言語と数学的処

理、自然科学と生態学、精密科学、テクノロジーと情報技

術、社会科学、我が国とラテンアメリカ地域および世界の

文化である。

e) 理論と実践の統合として、および教育的方法として、労働

を教育に統合する。それは、現実に対する省察や批判的判

断力を高めると同時に協同的活動の組織と育成の手段とな

る。

f) あらゆる面において衛生的習慣と健康保持の習慣を身につ

ける。

g) 調和のとれた心身の発達のため不可欠の要素として体育と

スポーツを活用する。

h) 我々の伝統と文化遺産を知り批判的に評価する。人間とし

て調和のとれた発達を助ける要素を選ぶことができるよう

にする。

第Ⅳ章　類型別教育

第16条　類型別サイクルの目的は以下である。

a) 近代的民主社会における権利の行使および市民としての義
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務を果たす準備を行うこと。それは責任ある自由を行使し、

個人、家庭、職場、地域の場において倫理的な社会行動を

取るためである。

b) 社会・自然環境のより良い変化の担い手となるべく責任感

を育成する。

c) 知の総体を以下のように分類し、理論的知識を深める：人

文学、社会科学、科学、技術。

d) 生産・労働部門への参入機会を確保するため、教育的要素

として労働を組み入れ、実用的能力を発展させる。

e) 社会的コミュニケーションメディアのメッセージに対する

省察的批判的態度を養う。

f) 知的自律性を育み、より進んだ勉学の追究に必要な能力を

開発する。

g) 体育とスポーツの実践を奨励し、青少年の調和的発達を可

能にするとともに、心身の健康保持をすすめる。

第17条　類型別教育組織はしかるべき教育学的社会的配慮のもとで、

学校と企業間の交流体制を組み入れる。企業組織、組合組織は教育

的意欲を発揮し、人材育成過程において、労働生産世界の技術に接

する適切な場をもてるよう、実質的な手だてを講じる。

第V章　高等教育

第18条　大学以外の専門教育段階は教員養成機関とそれに相当する

機関、および専門資格を与え大学と水平的かつ垂直的に連携してい

る技能養成機関で行われる。

第19条　教員養成の目的は以下のようである。
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a) 各教育段階および後述する類型別教育のそれぞれにおいて、

効果的な役割を遂行できるよう、準備し資格を与える。

b) 科学的、教育方法的、芸術的、文化的な活動において卒業

生と教員を、一定の基準に引きあげる。研究者と教育管理

者を養成する。

c) 民主的制度に活発に参加する教員を養成する。

d) 教育実践への責任感を高め、教職に対する敬意を養う。

第20条　技能養成機関は、生徒の興味と現今のかつ可能な職業構造

とに従って、技術的実用的知識の様々な分野で専門家を養成すると

共に知識を絶えず更新することを目的とする。

第21条　大学レベルの専門的および学術的教育段階は、大学

（Instituciones Universitarias）で行われる。この機関は、教授し、調査

研究し、知財を創りあげ普及し、社会的目的のサービスを行い、ア

ルゼンチンおよび南米大陸の問題解決に貢献することを目的とする、

作業共同体（Comunidades de Trabajo）と理解される。

第22条　以下は大学の責務である。

a) 国または地域の要請に従い、個人の職命に応じ、国益とも

なる科学、芸術、技術面における世界的な進歩に向かって、

技術者や専門家を養成し、研修させること。

b) 真理の常なる追求を奨励し、批判的、創造的、学際的な意

味において最高の知識を発展させること。

c) 我が国民の生活条件と国家の技術的競争力の常なる向上に

資するため科学技術的知識を普及すること。

d) 体系的な知的省察を勧め、国家およびラテンアメリカ、世

界の文化と現実に関する学問とを奨励すること。
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e) 国立および民間機関への助言を行う。

第23条　大学は個別法の定める枠内において学問的自律性、経営的

かつ経済的財政的自立を享受する。

第24条　代替的な大学、実験的機関、大学院、公開大学、通信制大

学、技能ないしは教員養成機関、その他地域社会の自由な発意によ

り作られた機関の組織と認可は個別法により定められる。

第Ⅵ章　第四教育

第25条　第四教育は大学および認知された水準の学術的、科学的、

専門的機関の責任のもとにあり、その入学要件は、学部段階卒業な

いしは、同段階修了に相当する知識と経験を認められた者とする。

第26条　第四教育の目的は調査研究、学問分野についての批判的省

察、専門分野の進歩に関する交流を通じて、文化的、教育的、科学

的、技術的な資格能力を深め、新たにすることである。

第Ⅶ章　特別規定

A：　特殊教育

第27条　県およびブエノスアイレス市の教育当局は、教育外の分野

での予防的措置と特別な必要性を持つ少年少女を捜し出すための方

策とを調整する。第10条項目a）b）に示された義務の遂行は男女生徒

の個人的条件を考慮に入れるものとする。

第28条　特殊教育の目的は以下のようである。
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a) 特殊な教育必要性のある人々への配慮を（こうした人々を）

探し出す時点から保障する。このための活動は特殊教育学

校またはセンターで行われる。

b) 労働生産世界への参加が可能となるように人格の総合的発

展と職業能力の育成とに向けて、個別的、規範的かつ総合

的な育成に努める。

第29条　特殊教育学校ないしはセンターでケアされている男女生徒

の状況は専門的チームにより定期的に査察される。可能であって両

親の同意があるときは、通常の学校への入学を促進する。そのよう

な場合、相応の専門的資格を持つ教師の責任の下におかれ、カリキ

ュラム、学校組織、基盤設備、教材などの特別の基準が採用されな

くてはならない。

B：　成人教育

第30条　成人教育の目的は以下である。

a) 普通基礎教育を修了しなかった人々、ないしは修了したが

当特別制度の内外において他の段階における勉学を継続す

るため、当該資格の獲得ないし向上を望む人々の総合的発

達と資格認定。

b) 人材育成および労働再訓練の制度やプログラムの編成を奨

励する。これらは通常の教育制度の代替または補足となる。

これらの制度は労働局、組合または経営団体、労働と生産

に関わる他の社会組織の協調的な参画に基づき、編成され

る。

c) 服役中であって自由を奪われた人々に対して様々な段階の

教育を受ける可能性を与える。それらは相応の教育当局に

よって監督される。
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d) 公的な教育当局の監督下において、徴兵義務中にある人々

に識字教育の可能性を与える。

C：　芸術教育

第31条　芸術教育の内容は対応する教育制度のサイクルや段階と同

等とし、芸術的教育的科目によってのみ区別される。

第32条　幼児教育と初等教育における芸術科目の教職は、この特別

な段階にある特殊性を考慮する。それは中等教育修了者を対象とす

る芸術学校を卒業した教師によって担当される。

D：　その他の特別な体制

第33条　公教育当局は

a) 公共施設において発達プログラム編成を組織援助し、特殊

な才能能力を持った男女生徒の早期発見、育成機会の拡大、

追跡調査を行う。

b) 公開教育（educación abierta）や遠隔教育、通学制学校へ出

席できない人々、または補足的な教育サービスが必要な

人々の集団に向けた代替的な特別教育体制を促進する。そ

の目的のため、テレビとラジオの番組枠が使用出来るもの

とする。

c) 様々な客観的条件により一時的に寄宿舎にある少年少女や

青年に対し与えられる教育活動を監督する。これらの活動

は教員の担当とし、教育制度の各サイクルの為に確定され

たカリキュラム内容に対応する。

d) 特別な教育体制のあらゆるケースにおいて、教授学習のプ

ロセスは、公的な教育制度の各段階で達成されるものに相

当する育成価値を有するものとする。
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第34条　国家は、先住民文化言語の国民統合の手段としての性格を

重視し、関連する管轄当局と協力のうえ、その救済と強化について

の計画を促進する。

第Ⅳ章　ノンフォーマル教育

第35条　教育当局は

a) 通常の教育サービス（los Servicios de Educación Formal）と

結びつくか否かにかかわらず、ノンフォーマル教育サービ

スの提供を促進する。

b) この分野の教師養成活動を支援する。

c) ノンフォーマル教育提供についての情報を地域社会に提供

する。

d) 代表的な各部門の要求に応えるノンフォーマル教育の集合

的プログラムを実施するよう、仲介を行う団体との契約を

奨励する。

e) 青少年のための文化センターの組織化を行う。青少年は芸

術、スポーツ、科学、文化に関する活動の計画策定に参加

する。これらのセンターは専門の教職員の監督下におかれ、

相応の修了証を発行し、類型別教育と連携する。

f) 営利目的なしのノンフォーマル教育のため、市町村の基礎

的施設や公的機関の設備、フォーマルな教育制度内の学校

の使用を促進する。

g) 公的認可を受けた民間経営の機関によるノンフォーマル教

育サービスを利用する者の権利は守られる。公的に認可さ

れていないサービスは共通の法規範に従う。
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タイトルV 民間経営の教育について

第36条　民間経営の教育サービスは教育当局により予め認可を受け、

その監督に服する。

以下の機関はこれらのサービスを提供する権利を有する：カトリ

ック教会と、国の宗教登録に記載されたそれ以外の宗派。法人格を

有する連盟、協会、財団、企業。実在し、目に見える人間。

これらの機関は国家の教育制度の枠内にあり、法的規準に従い、

以下の権利と義務を有する。

a) 権利：　学校を創設、組織し維持すること。組織長、教員、

事務管理員、補助員を任命し昇進させること。学校建物を

利用できること。学習計画とプログラムを編成すること。

認定された証明書と資格を授与すること。教育計画に参加

すること。

b) 義務：　国の教育政策の指針に従うこと。地域社会の必要

性に応じた教育サービスを提供すること。その際レクレー

ション、文化、福祉などその他のあらゆるサービスを合わ

せて行う可能性を持っていること。国家の会計および人事

面からの教育学的管理に必要なあらゆる情報を提供するこ

と。

第37条　民間経営の学校の教員給与に対する国の補助は社会正義か

らみて公正な分配の原則に従い、客観的な基準に基づくものとする。

またその管轄範囲において果たす社会的役割、学校の種類、受け取

る割当額など、その他の側面も考慮に入れる。

第38条　認可された民間経営の教育機関の教員は公的な機関の教員

と同等の最低限の報酬を受け取る権利を有する。また教員は、それ
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ぞれの立法において有効な規準に認められた資格を所持しなければ

ならない。

タイトルⅥ　無償性および補助（Asistencialidad）

第39条　国、県、ブエノスアイレス市は以下の義務を有する。それ

ぞれの教育予算の分配により、全ての段階と特別な体制における国

のサービスの無償の原則を保障する。

国は国立大学制度の主たる財源を与え、そのサービスがそれを必

要とする全ての住民に対して提供されることを保障する。大学は無

償と平等の原則に基づき、特別の法律により定められる補助的な財

源を持つことができる。国、県、ブエノスアイレス市は普通義務教

育以降の段階に在学し、社会経済的に恵まれない条件にある男女生

徒に対し学業成績に基づく奨学金の制度を設立する。

第40条　国、県、ブエノスアイレス市は以下の義務を有する。

a) 全ての男女生徒に本法律が定める義務の遂行を保障する。

サービスの提供を拡大し、連帯の精神により、国および民

間の社会活動組織、協力者、協同組合やその他の関連協会

と共に、恵まれない社会集団の青少年のために、保険、栄

養、衣服、教材、交通手段を補助するプログラムを実施す

る。全ての場合において国と民間の機関は協力して資金の

最適利用を達成し、学校に入学しない人々や、学校を中途

退学した人々および留年した人々のために特別の活動を行

う。

b) 国および民間の社会活動機関と協力し、基本的生活ニーズ

の満たせない家族の出身で幼児教育に在籍している子ども

たちのために特別な援助計画を編成する。

（207）アルゼンチン教育法



c) 国や民間の機関と協力して、基本的生活ニーズが満たされ

ない家庭出身で特殊教育に在籍する子どもに対し、早期か

ら特別な援助計画を編成する。学校で編成される健康およ

び栄養に関する計画やプログラムは生徒の全体を対象とす

る。

タイトルⅦ　学校（Unidad Escolar）と教育コミ
ュニティ

第41条　公的な教育構造の一部であり、物理的社会的な領域として

の学校は、制度と実践の面で民主的教育的な基準を採用し、周囲の

様々な機関と関係を確立し、学校の目的や固有の機能にかかわるも

のを保持しつつ、その教育施設（infraestructura edilicia）を学校外活

動や公共活動の発展の用に帰すものとする。

第42条　教育コミュニティは執行部、教員、父母、生徒、卒業生、

事務職や補助員、代表する組織からなり、その決定および学校の組

織と管理の個別制度的プロジェクトに従って、執行部や教員の責任

行使を妨げることなく、教育の質の支援と向上を進めるあらゆる活

動に参加する。

タイトル　Ⅷ　教育コミュニティ構成員の権利
と義務

第Ⅰ章　生徒（Educandos）について

第43条　生徒は次の権利を有する。

a) 本人の知識、能力、責任感と社会的連帯感を発達させるこ

とができる量と質を備えた教育を受けること。
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b) 良心の自由、民主的共生の枠内で宗教的、道徳的、政治的

信念を尊重されること。

c) あらゆる段階、サイクル、教育の特殊的体制において、厳

密で科学的に設定された基準に従ってその勉学と達成度を

評価されるとともに、情報を提供されること。

d) 就職ないし他への進学を可能にするような、適性的、学術

的、専門的、職業的な指導を受けること。

e) 生徒のセンター、団体、クラブ、または他の共同組織を構

成するとともに、教育段階が進むにつれて次第に増大する

責任をもって、学校の運営に参加すること。

f) 教育サービスの質と効率性を保障する施設と設備を有し、

安全性と健康保持の基準を満たす建物において、学習を進

めること。

g) 学校建物にいる間、及び該当の教育当局によって計画され

た活動中において、社会保障制度によって保護されること。

第Ⅱ章　父母について

第44条　父母と生徒の後見人は以下の権利を有する。

a) 教育の第一義的で自然な行為者（agente）として認知される

こと。

b) 個人的に、または学校の代表的集合組織を通じて学校の行

事に参加すること。

c) 息子／娘、または被後見人男女（以下子どもと表記）のた

めに、自らの哲学的、倫理的、宗教的信念に応じた教育機

関を選択すること。

d) その子どもについて教育課程の進行状況と評価についての

定期的な報告を受けること。
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第45条　生徒の父母または後見人は以下の義務を有する。

a) 子どもに義務である基礎普通教育（第10条）または特殊教

育（第27条）を修了させること。

b) 子どもの教育プロセスに注意し、支援すること。

c) 学校の共生の規準を尊重し子どもにも尊重させること。

第Ⅲ章　教師について

第46条　現行規準と特別法を通じて定められた規準において認めら

れた労働の諸権利を侵害することなく、国および民間の全ての教職

員の以下の諸権利が尊重される。

a) 教育当局により定められた、教育的カリキュラム的規準の

枠内において、教師の自由、教育の自由を基礎としてその

任務を全うすること。

b) 職業的適格性と職業的義務の尊重を保障するところの試験

制度によって奉職し、本人の能力と職業的研鑽を通じて昇

任すること。

c) その業務と資格にとって適正な報酬を受け取ること。

d) 健康保持と労働疾病の予防。

e) 適切な生活の質という観点から保健と安全の保障条件を満

たす建物の中で業務を行い、勤務場所において必要な設備

と教授資料を用いること。

f) 不遇かつ孤立した地域の学校において勤務したときは、そ

の勤務を評価し特別の待遇を得ること。

g) 職務遂行上、異なる管轄範囲の間の移動を許し、いずれに

おいてもそれまでの勤務と累積勤務年数を評価する措置制

度を作ること。

h) 組合への参加。
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i) 求められるカリキュラム改革に適応するため、在職中に研

修、知識の現代化と新たな訓練を提供すること。私立学校

の教職員は職務の実践のため、該当する教育管轄局により

認められる能力資格を有すること。その場合に項目a)b)を除

き、本条に定められた労働条件を保障される権利を有する。

第47条　以下は教職員の義務である。

a) 奉職する教育コミュニティの制度的規準を尊重すること。

b) 教育コミュニティ活動に対して連帯的に協力すること。

c) 自由及び、生徒の人間的尊重に基づき、行動を律すること。

d) 常に学習し、知識を新たにすること。

e) 教育実践への責任感と教職に対する敬意を確立すること。

第48条　教育文化省、各県、及びブエノスアイレス市は、各サイク

ル、各段階及び特殊な制度において提供される教育の質を、教育制

度の恒常的な評価を通じて保障するものとする。教育制度は、本法

律の規定および各地域社会、国の教育政策、各県、ブエノスアイレ

ス市及び連邦文化教育審議会において合意された事項に適合すべく

管理される。その目的のため、連邦文化教育審議会とともに、その

能力を認められ、中立的な立場の専門家を招集し、すでに確立され、

現代化された客観的技術をもって適正な調査を行う。教育文化省は

年次報告を国会両議院の教育委員会に送付しなければならない。委

員会においては本法律によって規定された目的に照らし、年次報告

の分析と結論について審議する。

第49条　教育制度の質の評価は、地域共同体の必要に対して、各サ

イクル、段階及び特殊な制度におけるカリキュラム内容の適合性を

審査し、同様に生徒の学習水準と教員養成の質についてもこれを行
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う。

第50条　各県及びブエノスアイレス市の教育当局はその管轄範囲に

おける教育制度の質と機能を定期的に評価する。

タイトルⅩ　統括及び管理

第51条　本法律により定められた原則と目的の実質的遂行は、教育

制度の統括及び管理を通じ保障される。その際以下の規準を考慮す

る。

－国家的統一

－民主化

－地方分権化及び連邦化

－参加

－公平性（Equidad）

－セクター間の連関

－調整

－変革と革新

第52条　教育制度の統括及び管理は国家行政、各県の行政及びブエ

ノスアイレス市の市当局の統一及び連携した責務である。

第53条　国の行政権は、担当の省を通じて次のことを実行しなけれ

ばならない。

a) 国の教育制度の原則、目的及び役割の遂行を保障すること。

b) 連邦文化教育審議会の意見に従い、県、市、地域社会及び

学校の要請に応じた内容を含めるためにカリキュラムに十

分なゆとりを備えつつ、生徒の水平的並びに垂直的な移動
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性を高めるよう、各段階サイクル及び特殊な制度における

カリキュラムの共通な基礎的内容と目的を確立すること。

c) 連邦文化教育審議会において合意された計画の自動的有効

性を確立し、資格及び勉学の同等性に関する一般的規準を

設けること。

d) 教育サービスの適切な地方分権化を奨励し、県およびブエ

ノスアイレス市が必要とする支援を提供すること。

e) 連邦文化教育審議会と連携して、国家教育制度の全てのサ

イクルと段階における生徒の入学、在学及び卒業を保障す

るための特別プログラムを実行すること。

f) 地域、県及び地方の異質性を踏まえ、教育の質を向上させ、

同等の達成度を実現させるために国及び連邦による技術・

財政的協力のプログラムを開発すること。

g) 連邦文化教育審議会の提案に応じ、国民教育制度の教職員

の養成、能力向上及び知識の更新のためのネットワークを

奨励し組織する。

h) 大学及び国の特別機関との研究協力プログラムを組織し、

実行すること。

i) 教育サービス及び教育制度に対する技術的支援、教育計画

や管理のサービスを運営すること。他に質の評価、統計、

調査、情報収集及び文書化、遠隔教育、情報学、テクノロ

ジー、放送（衛星放送、ラジオ、テレビ）教育を県及びブ

エノスアイレス市との連携において行うこと。

j) 国及び地域のアイデンティティ確立に寄与する教育－文化

的プログラムの普及のために、公的及び民間のコミュニケ

ーションメディアの使用を奨励すること。

k) 全ての教育段階、サイクル及び特別な体制における教育制

度の役割を評価し連邦文化教育審議会の合意に沿うものと
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すること。

l) 外国における資格取得や勉学の証明を再評価するための一

般的な規則を定めること。

m) 工業、農業、サービス業などの企業における再教育に準じ、

異なる教育段階における実務－専門面の研修や資格向上の

ための技術支援の費用を負担すること。

n) 教育制度の成果に関する年次報告書を作成し、国会に送付

すること。

第Ⅱ章　文化教育審議会について

第54条　文化教育審議会は国民教育制度の調整と調和の場であり、

大臣により統括され、各教育行政単位の代表と大学審議会の代表と

から構成される。

第55条　文化教育審議会は、各教育行政単位間の規準を統一すると

ともに、国民的アイデンティティを確立し、全住民が平等かつ公平

に教え学ぶ憲法上の権利を享受するために協力することを使命とす

る。

第56条　文化教育審議会は、憲法により定められた役割を有するほ

かに、以下の責任を果たす。

a) 国家教育政策の方針に沿い、共通な基本的教育内容、カリ

キュラム・デザイン、教育形態と、制度を作るサイクルや

教育段階、特殊な体制とを適合させること。

b) 各行政単位における学校教育及び学校外教育での学習、そ

の証明書及び資格の認可や同等性の保証を行う仕組みを決

定すること。
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c) 教員養成の共通な基本的教育内容、および各サイクル、教

育段階、特殊な体制において教師として勤務するために必

要な資格証明について定めること。

d) 異なる教育段階や教育体制において、芸術科目の各分野を

教授するために必要とされる教授要件について定めること。

e) 革新的なプロジェクトや経験を奨励普及し、人間の潜在力

と教育制度における技術的資源とを有効に用いるために、

協定、行政単位横断的な実務チームの結成、共同の活動を

通じて、公務員、専門家、教員の交流を組織すること。

f) あらゆる教育段階や特殊な体制における教育制度と文化政

策との連携を通じて、様々な発現形態の国民文化を保護し

発展させることを目指す方針を策定すること。

g) 教育計画の立案に、父母、教職員の代表的組織、公的に認

可された教育機関が参加することを保障すること。

h) 国会、県議会、ブエノスアイレス市議会との関係を保ち、

教育規範についての協力を行うこと。

第57条　連邦文化教育審議会は以下の組織から構成される。

a) 審議会の最高機関である連邦総会は、教育大臣を長とし、

各県とブエノスアイレス市の教育長官ないし教育分野の代

表者、国家大学審議会の代表者によって構成される。

b) 執行委員会は連邦総会によって採用された決議に基づき活

動を行う。同委員会は教育大臣を長とし、委員会を構成す

る地域代表からなる。地域代表は総会によって2年ごとに指

名される。

c) 事務局長は連邦総会と執行委員会の決定に従い、行動計画

や任務、調査を指揮実行する使命を有する。
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第58条　文化教育審議会は二つの諮問組織から支援を受ける。

a) 経済社会審議会。これは生産業およびサービス業の企業組

合組織、総合労働連盟、国家大学審議会の代表から構成さ

れる。

b) 教育実務審議会。これは連邦文化教育審議会（第54条）委

員により指名された専門家、全国教職員組合連盟により指

名された2名の専門家から構成される。

第Ⅲ章　教育行政当局について

第59条　各県とブエノスアイレス市の教育当局は次の責務を有する。

a) その管轄範囲の教育制度の計画立案、組織、運営を行うこ

と。

b) 連邦文化教育審議会において合意された枠組みに沿い、異

なるサイクル、教育段階、特殊な教育体制のカリキュラム

を認可すること。

c) 国の管轄下にある教育機関を組織指導するとともに、管轄

範囲内の私立機関を監督すること。

d) 相応の適切性を以て、連邦文化教育審議会の決定を適用す

ること。

e) 管轄範囲において定期的に制度の評価を行い、各地域共同

体の必要性、国の教育政策、連邦文化教育審議会において

定められた政策と行動に適切に対応し、教育の質の向上を

図ること。

f) 教育実践の向上に役立つ技術－教育学的な貢献により、教

育の質の向上を図るため、教育職員を統率する様々な組織

や、教育共同体の（教職員以外の）メンバーの参加を奨励

すること。
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タイトルⅩⅠ　財政

第60条　教育制度に対する国の投資は優先されるべきであり、国家、

県、ブエノスアイレス市の予算がそれぞれ定める歳出によってまか

なわれる。

第61条　教育への確定公共投資（1992年基準：6,120,196,000ペソ）は、

漸進的に倍増するものとし、1993年度予算からは最低20％を確保す

る。または、1992年に教育投資が国内総生産（1992年基準：

153,004,900,000ペソ）に占める割合の50％増も考えられる。その両者

のうちどちらでも、より多い金額となる方が投資金額として考慮さ

れる。

第62条　これらの義務的な実行目標と第60条に言及された財源から

の資金との差額は、最も貢献余力を有する部門への個別指定による

直接課税によってまかなわれる。

第63条　第61条を実行するため、国家、県、ブエノスアイレス市は

連邦教育協定を締結する。これは、国会法とこれに関わる立法とに

よって承認され、最低限、以下の事柄が考慮される。

a) 各管轄範囲における年次教育予算の増加に関する約定。

b) 本法律が県及びブエノスアイレス市に対して定める新たな

義務の遂行のための出資。

c) 定められた形式による教育用資金の利用を保障するための、

効果的な会計監査プロセスを規定する。

d) 本法律で示された教育制度の構造と目的を実現すること。

第64条　国家権力は、教育における緊急事態を解決すること、地域
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的教育不平等を補償すること、人間の疎外的状況に対処すること、

または国益にかなう教育的試みを実行することなどを目的として各

管轄当局が取り組む教育発展特別プログラムに対し、全面的ないし

部分的に支出する。そのために年次予算で割り当てられている資金、

またはその目的のために提供された特別費目を以てこれをまかなう。

第65条　教育サービスにおいて、または教育サービスから提供され

る補助的サービスの費目は、第61条に定められた目標値に付け加え

られるものとする。

タイトル　ⅩⅡ　移行および補足に関する規定

第66条　教育文化省と県、およびブエノスアイレス市の教育当局は、

文化教育審議会において、本法律の公布に合意し、以下の事項を1年

以内に実行する：

a) 各管轄範囲においては、本法に指示された教育構造に沿っ

て漸次調整し、そのサイクル、およびカリキュラム新基準

による共通基礎内容を確定すること。

b) 類型別サイクルにおける各学校は、労働界、地域・地方・

国家社会の優先事項、高等教育との連携を考慮すること。

c) 幼児教育、特殊教育、義務教育の生徒においては、法に指

示された義務と出席を漸次的に実行すること。

d) 新しい教育構造における必要性への適応を容易にするよう、

教師のための訓練および知識の現代化プログラムを実行す

ること。

e) 新しい構造において必要とされる認定において、現在の教

師と職員の資格を同等のものと認めること。
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第67条　国立大学全体に対する1993年度国家行政の予算は、1992年

度予算を下回らない。すなわち増加分を含めた年度合計が同年度よ

り多くなること。

第68条　本法律の規定は、大学に関連して第48条、第53条の項目b)，

e)，i)，ll)、第54条、第56条の項目a)の大学に関することを除いて、

全ての教育段階および特殊な教育体制について適用される。大学に

関しては特別の立法ないしはそれに代わるもので定められるものと

する。

第69条　本法律が最もよく実行されるよう、県は本法律に沿ってそ

の教育法規類を整え、行政管理評価制度を採用するよう努力する。

第70条　本法律に反する規定を全て廃止する。

第71条　国家の行政府にこれを伝達するものとする。
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