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【資料】翻訳「ペルー共和国の総合教育法」

工　藤　　　瞳
江　原　裕　美

　ペルーでは 1982 年の総合教育法制定後、1990 年代のフジモリ政権期

には総合教育法は改正されず、2003 年トレド政権期に新たな総合教育

法が定められた。

　1982 年の総合教育法と 2003 年の総合教育法を比較した場合、教育関

係諸機関の設置規定など多くの変化が見られるが、ここで大きな変化を

2点挙げると、教育制度の変化および地方分権化のために地方に教育に

関する機関が設定されたことがある。教育制度に関しては、教育段階が

基礎教育と高等教育の二段階に大別され、基礎教育内において異なる様

式が設定された（第 29 条、第 32 条）。すなわち、基礎教育としての目

的は同一でありながら、教育方法の異なる様式（普通基礎教育、代替的

（オルタナティブ）基礎教育、特別基礎教育）が設定された。ただし、

普通基礎教育における初等教育、中等教育などの学校体系は従来通りで

ある。また、地方における教育に関する機関に関しては、州レベルでは

州教育局、郡レベルでは地域教育部が置かれることとなり、それぞれの

範囲において教育計画を立てることが定められた（第 65 条ほか）。さら

に、国レベルでの中長期的な教育計画である国家教育計画を定める国家

教育審議会は 1982 年教育法においても記述があったが機能しておらず、

2002 年トレド政権期に大統領令によって設置された（工藤、2011）。

　以下ではペルー教育省の『教育：質と公正　総合教育法　法律第

28044 号規定』（Ministerio de Educación. Educación: Calidad y Equidad. 

Reglamentación de la Ley General de Educación Nº28044、http://www.
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minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/EducacionCalidadyEquidad.

pdfより取得可能（2011 年 3 月 18 日））から、2003 年の総合教育法の

翻訳を記載する。ただし、同書では修正法の法律番号に誤りがあるため、

共和国議会の「ペルー法律デジタル文書館」（http://www.congreso.gob.

pe/ntley/LeyNumePP.htm、2011 年 6 月 14 日確認）を参照し、以下で

は訂正の上翻訳した。なお、子どもの年齢区分に関して、ペルーではこ

こに12歳未満を子ども（niño）、12歳以上18歳未満を若者（adolescente）、

18 歳以上を成人（adulto）としており、以下の翻訳ではこれに加えて青

少年（niños y adolescentes）という表現を用いた。

＜参考文献＞

工藤瞳「ペルーにおける 2003 年総合教育法の制定経緯と意義」『京都大

学大学院教育学研究科紀要』第 57 号、2011、627 － 639 頁。

ペルー　2003 年総合教育法（Ley General de Educación Nº28044）訳

共和国議会常任委員会は次の法律を提出した。

総合教育法

第 1 編　基本・全体規定
第 1条　適用対象および分野

　本法は教育の全般的な大枠とペルーの教育制度、国の権限と義務、個

人と社会の教育的機能における権利と義務を定める目的を持つ。本法は、

自然人、法人、公立、私立、ペルー人あるいは外国人によって展開され、

国内で実施されるあらゆる教育活動を規定する。
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第 2 条　教育の概念

　教育とは学習と教授の過程であり、生涯にわたって展開され、人々の

全人的な発達、潜在能力の完全な発達、文化の創造、家庭および国内・

ラテンアメリカ・世界の共同体の発展に貢献するものである。教育は教

育施設および社会の多様な領域において展開される。

第 3条　権利としての教育

　教育は人と社会の基本的権利である。国はすべての人の全人的かつ質

の高い教育への権利の行使と、基礎教育の普遍化を保証する。

　社会は教育に貢献する責任と教育の発展に関与する権利がある。

第 4条　教育の無償性

　教育は公共のサービスである。国がこれを提供するときにはすべての

レベルと様式において、憲法と本法に従って無償である。就学前教育お

よび初等教育においては、栄養・健康プログラムや教材の提供によって

補われることが義務づけられている。

第 5条　教育の自由

　教育の自由は国により承認・保証されている。

　親あるいは後見人は子どもを教育する義務を持つとともに、教育の過

程に参加し、その信念および信条に従って教育機関を選ぶ権利を持つ。

　すべての自然人および法人は教育施設やプログラムを設立、運営する

権利を持つ。国は憲法の原則および本法を遵守し、私立の教育を認可、

支援、監督、規制する。私立の教育の自発性は教育サービスの提供の拡

大、革新、質や資金調達に貢献する。

第 6条　倫理および市民性の育成

　学習者が個人・家庭や祖国への責務を果たし、市民としての義務と権

利を行使することに備えるよう、倫理・市民性を育成することは、教育
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におけるすべての過程における義務である。

　憲法および人権の教育は、文民・警察・軍事学校のいずれであっても、

ペルーの教育制度のすべての機関において義務である。

　これはスペイン語およびその他の公用語によってなされる。

第 7条　国家教育計画

　国家教育計画は教育の発展を導く決定に戦略的な枠組みを与える一連

の政策である。これは国家と社会が協同し、その実効を保証するために、

国民的な対話や同意、政策協定を通して、策定・展開されるものである。

国家教育計画の形成は国内の多様性に対応するものである。

第 8条　教育の原則

　ペルーの教育は個人を教育過程の中心かつ基本的な行為者とする。ペ

ルーの教育は以下の原則に従う。

a）倫理、これは平和、団結、正義、自由、誠実、寛容、責任、労働、

真実、そして共生の規範の全面的な尊重などの価値を促進する教

育をもたらす。また、倫理は個人の道徳意識を強化し、市民的責

任の永続的な行使に基づいた社会を可能にする。

b）公正、これは万人に対し、質の高い教育制度における就学、在学

継続、待遇の平等な機会を保証する。

c）包含、これは障害のある人、排除や疎外をされた、脆弱な、とり

わけ農村にいる社会集団を民族、宗教、性別やその他の理由によ

る差別なく統合し、貧困、排除や不平等をなくすことに貢献する

ものである。

d）質、これは全人的、適切、開放的、柔軟かつ永続的な教育に適し

た状況を保証するものである。

e）民主主義、これは人権を制限せず尊重することや良心、思考、意

見の自由、市民権の全面的な行使、民衆の意志の認識を促進し、人々

の間あるいは多数派と少数派の間の関係における相互の寛容や法
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治国家の強化に貢献する。

f）通文化性（インターカルチュラル性、interculturalidad）、これは文

化、民族、言語の多様性を豊かさと見なし、違いへの認識と尊重

および相互理解と他者について学ぶ姿勢の中に、世界の多様な文

化間の調和的な共生と交流への土台を見出すことである。

g）環境への意識、これは生命の成長を保証するように、自然環境の

尊重、配慮、保護を奨励する。

h）創造性と革新性、これは知識、芸術、文化のあらゆる領域におけ

る新たな知識の創造を促進する。

第 9条　ペルーの教育の目的

　ペルーにおける教育の目的は以下の通りである。

a）倫理的、知的、芸術的、文化的、情緒的、身体的、精神的、宗教

的な達成をする能力を持った人を育て、彼らのアイデンティティ

や自尊心の形成と強化およびその人がおかれる環境との協調のな

かで市民権を行使するために、社会への適切かつ批判的な統合を

促進しながら、また自分の人生を労働と関連させ、社会や知識の

不断の変化に対応するために才能や能力を発展させる。

b）民主主義的で、団結し、公正で、統合的かつ、繁栄し、寛容で、

平和的文化を促進する社会の形成に貢献する。このような社会は、

文化的、民族的、言語的多様性に支えられた国のアイデンティティ

を肯定し、貧困を乗り越えて国の持続的な発展を推進し、グロー

バル化した世界の挑戦を考慮に入れながらラテンアメリカにおけ

る統合を促進する。

第 2 編　教育の普遍化、質と公正
第 1 章　全体的規定

第 10 条　普遍化、質と公正の基準

　教育における普遍化、質と公正を達成するために、通文化的な視点に
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より、分権化され、部門横断的、予防的、補償的、かつ格差解消的な行

動を実現し、生徒の全人的な発達の機会を平等にし、彼らの学習におい

て満足のゆく結果を達成することに貢献する。

第 11 条　部門横断的連携

　国立部門の横断的連携および私立部門との間の連携は、教育の共同体

の積極的な関与のもと、分権化されたすべての教育制度の運営領域の中

で行われる。このような目的のもと、該当機関は資源を投入し、教育機

関の自立、革新、民主主義的運営および強化を進める。本編に列挙され

た活動を展開するための協定を結ぶことも可能である。

　生徒への配慮、とりわけ基礎教育における配慮は、国立の部門横断的

および国と社会との部門横断的観点と行動を伴って実行される。

第 2 章　教育の普遍化

第 12 条　基礎教育の普遍化

　人間の発達を支えるものとしての全国における基礎教育の普遍化を保

障するために、就学前・初等・中等のレベルにおける教育は義務とする。

国はこの目的を達成するために必要な公共サービスを提供し、国際的標

準にかなった教育時間を保証する。

　親や後見人は、生徒にとって適切な時期の入学や彼らの教育施設やプ

ログラムにおける学習継続を保証する。

第 3 章　教育の質

第 13 条　教育の質

　高い水準の人間形成は、人びとが人間的成長への挑戦に立ち向かい、

市民権を行使し、生涯にわたって学習し続けるために到達しなければな

らないものである。そのような質に到達するために相互に作用する要素

は以下の通りである。

a）教育の過程の一般的大枠は本法で定められたペルーの教育の原則
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と目的に一致すること。

b）基本的かつ全国共通で、異なる教育のレベルや様式の間で連結し

たカリキュラムが個々の環境の特殊性に対応するよう、州や地域

の機関、教育施設において多様化すべきこと。

c）生徒一人当たりの最低限の投資が、健康や栄養への配慮、教材の

支給も含むこと。

d）初期および継続的な教員養成が、教員や教育機関の適切性を保証

すること。

e）教育制度のすべてのレベルにおける教職および行政の公的職階制

度が、専門性の発展と職務の遂行を奨励すること。

f）教育に関する社会的経済基盤、設備、サービス、教材が、個別の

場所の技術的・教育的要求および現代世界の要求に対して適切で

あること。

g）教育に関する研究や革新。

h）教育の過程を望ましいものにする制度的機構と協調的な人間関係。

公立の教育機関における質的要素の保証は国が行う。私立の教育機関に

ついては、国はこれらを規制・監督する。

第 14 条　教育の質評価・認定・保証の国家制度

　国は教育の質評価・認定・保証の国家制度の運営を保証する。これは

国土全体を含み、国内各州の特徴と特殊性に柔軟に対応することとする。

　本制度は自立的でその独立性を保証する法的・行政的規則により設置

された機関を通して運営される。

第 15 条　教育の質評価・認定・保証の国家制度に関わる諸機関

　教育の質評価・認定・保証の国家制度の運営を担う機関は以下の通り

である。

　―基礎教育においては、ペルー教育評価・認定・保証機関が担う。
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　―高等教育においては、個別の法に基づき設置・規定される機関が担

う。

第 16 条　教育の質評価・認定・保証の国家制度に関わる諸機関の機能

　教育の質評価・認定・保証の国家制度に関わる諸機関はその権限の範

囲において、

a）教員と教育機関における質の向上を促進する。

b）国および州において、学習や教育の過程および運営の質を評価す

る。

c）公立・私立の教育機関の質を定期的に認定する。

d）職業的能力を保証・再保証する。

e）教育機関に関わる評価・認定の活動成果を、マスメディアを通じ

て広報する。

f）教育の達成度や過程の評価に特化した専門職を養成するためのプ

ログラムを展開する。

g）国内の教育に関する証明書、学年、卒業証書、資格の互換性を持

たせ、これらと国外で交付された同様の証明との対応関係を確立

する。

h）分権化された機関の参加のもと、政策決定の指導に貢献できるよ

うな、質を測定するための指針を開発する。

第 4 章　教育における公正

第 17 条　教育における公正

　教育への権利の行使における機会の平等に影響を与える経済的、地理

的、社会的、その他の要因から派生した不平等を補償するため、国は社

会的に放置され、あるいは危険な状態に置かれる社会集団に優先的に対

応する措置を取る。
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第 18 条　公正のための措置

　教育における公正を保証するため、教育関係機関はそれぞれの権限の

範囲において、

a）不平等を是正するために、その対象となる社会集団が必要とする

積極的な行動による補償的政策を実行する。

b）出自、民族、性、言語、宗教、意見、経済状況、年齢その他の特

徴による不平等および／あるいは不公正などの状況を克服するた

めの目的、戦略、行動、資源を含む教育計画を作成・実行する。

c）社会的排除の深刻な地域における社会的経済基盤、設備、教材、

技術的資源への配慮を含む生徒一人当たりの資金の割当を優先す

る。

d）生徒にとって適切な時期の教育機関への入学、在学継続、再編入

を許容する仕組みを保証し、提供されるサービスから排除される

恐れのある人が留まることのできる特別措置を確立する。

e）インクルーシブ教育（訳注）の枠組みにおいて、学習に困難を持

つ人や特別な教育的必要のある人のための教育プログラムを教育

制度のすべてのレベルや様式において実行する。

f）才能が豊かな生徒の潜在能力を発揮させるための特別な教育プロ

グラムを推進する。

g）特に働いている未成年者への支援に重点を置き、提供する教育サー

ビスを彼らの必要に応えるものとする。

h）学業成績が優秀であり、学習費用のための経済的資源を持たない

人の教育機会や学業継続を保証するための奨学金や支援の制度を

確立する。

i）識字教育プログラムの実施を保証するための資金を投入する。

j）農村部、比較的開発されていない地域、社会的に脆弱な地域で教

育を行う教員の定着を促進するための福祉や技術的支援のプログ

ラムを展開する。そのようなプログラムには、それが適切な場所

においては、給与、住居、その他の報奨を含むものとする。
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（訳注 ）インクルーシブ教育…包摂教育。特別な教育的ニーズを持ち、

既存の教育制度から排除される子どもに教育機会を提供し、彼ら

を包摂するためにサラマンカ宣言（1994 年）において提起された。

日本では障害者を排除しない教育という枠組みで議論されること

が多く、文部科学省の文書においても「インクルーシブ教育」の

語が用いられる。

第 19 条　先住民の教育

　本事項に関する国際条約や憲法、本法の定めに従い、国は先住民が国

内のその他の共同体と同等の条件で教育を受ける権利を認識、保証する。

彼らのために農村部やそれが適切な地域において機会の平等や性の公正

を保証する特別なプログラムを確立する。

第 20 条　異文化間二言語教育（Educación Bilíngüe Intercultural）

　異文化間二言語教育は教育制度のすべてにおいて提供され、

a）固有の文化の評価と充実、文化的多様性の尊重、文化間の対話、

先住民や国内および国外の他の共同体の権利の認識を促進する。

民族の歴史、知識や技術、価値体系、社会的・経済的願望を取り

入れる。

b）学習者の母語および第二言語としてのスペイン語や、その後の外

国語の学習を保証する。

c）教員が勤務地の現地語をスペイン語と同様に修得する義務を規定

する。

d）教育プログラムの運営を段階的に引き受ける能力のある団体を育

成するため、プログラムの作成や実施への先住民の参加を保証する。

e）先住民の言語を保護し、その発展と実践を促進する。
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第 5 章　国家の役割

第 21 条　国家の役割

　国家は教育の普遍化、質と公正を促進する。国家の役割は以下の通り

である。

a）国の教育の規範的な役割、促進、補償、調整、連携、保証、計画、

規制、出資といった役割に従事する。

b）基礎教育への普遍的なアクセスおよび制度全体における公正な教

育の提供を保証するために、無償で質の高い公的な教育サービス

を提供、管理する。

c）全国の教育機関における科学的・技術的発展および教育の過程に

おける新たな科学技術の導入を推進する。

d）公立・私立の機関が実行する革新や研究を認可・奨励する。

e）時宜にかなった、効果的で適切な学習を容易にするよう、教育制

度における就学や在学継続の機会の平等を保証する。

f）教育機関の内外で起こる学習を、娯楽、体育、スポーツ、生徒が

危険にさらされる事態の予防を含め、指導、関連付ける。

g）質の高い教育サービスを提供する私立の機関の貢献を評価する。

h）教育における質と公正の監督と評価を恒常的に行い、これを促進

する。

i）教育の目的と目標の状況と達成に関して、利用者や住民に報告、

説明する。

j）国、州、地域レベルでの教育・文化・娯楽活動を監督、評価する。

第 6 章　社会の役割

第 22 条　社会の機能

　社会は教育の質と公正に貢献する権利と義務がある。この権利を十分

に行使し、文化や民主主義的価値を発展させる、教育的な社会へと変化

する。

　社会に関しては、以下の通りである。
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a）国、州、地域の範囲において教育政策の決定と発展に参加する。

b）教育サービスの提供に、およびペルーの教育の目的の達成に貢献

するプログラムや計画の開発に協力する。

c）教育の質と公共倫理を保証する市民の責任と監視の文化を発展さ

せることにより、社会の成員の学習と相互の配慮に向けて望まし

い社会環境の創造を促進する。

第 23 条　マスメディア

　社会におけるマスメディアは、人間性や人間の尊厳を尊重する内容を

伝達することで、人々の倫理的、市民的、文化的、民主主義的育成に貢

献しなければならない。この目的のために、メディアの倫理憲章はペルー

の教育の原則と目的を考慮する。

　国有メディアは教育、文化、科学、科学技術に奉仕する。

　国家機関は人々の教育、文化、芸術、科学水準の向上に貢献するもの

である限り、いかなるメディアにおけるプログラムや空間も支援する。

第 24 条　企業

　企業は社会の一部として、国の教育の発展に貢献する。企業に関して

は以下の通りである。

a）労働市場の要求や教育と国の生産経済の発展との関係の判断に貢

献しながら、教育政策の設計に参加し、その達成を促進する。

b）より質の高い雇用機会の獲得につながるような、研究の振興、科

学技術の発展、教育制度における労働者や生徒の職業訓練のため

に、教育機関との戦略的提携を促進する。

c）教育や文化のサービスやプログラムの発展に参加する。特にその

企業が置かれている地域社会においては、社会・自然環境との調

和のもとに、優先的に参加する。

d）従業員が自身の教育を実現、修了する便宜を図り、職場や教育機

関における職業訓練を改善する。
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第 3 編　教育制度の構造
第 1 章　全体的規定

第 25 条　教育制度の特徴

　ペルーの教育制度はそのすべての要素を包含し、関連付け、受益者の

教育における経歴を形成する助けとなることから、総合的かつ柔軟であ

る。教育制度は国内の多様性に基づく必要性や要求に順応する。

　教育制度の構造は教育の原則と目的に対応する。これは段階、レベル、

様式、課程、プログラムで構成される。

第 26 条　教育制度の接続と連携

　教育制度はすべての人がより高い学習水準に到達する機会を得るため

に、その構成要素を関連付ける。適切で全人的な学習を保証し、教育サー

ビスを可能にするために、国や社会、企業、マスメディアの機関との機

能的な関係を維持する。

　生徒の教育の継続を保障する方策は以下の通りである。

a）証明、認定、補償、学年の証明、そして教育制度の機関内外で行

われるその他のあらゆる学習の評価。

b）人々の職業的専門性を拡大する補足的要素。

　第 15 条において定められた教育の質評価・認定・保証の国家制度に

関わる諸機関は、各教育機関がこれらの方策を利用できるよう大枠を明

示する。

第 27 条　遠隔教育

　遠隔教育は教育制度における一つの様式であり、中継あるいは録画に

よる教育過程の行為者間の相互作用によって特徴づけられ、自立的学習

を支援する科学技術的手段によって提供される。これは関連法に従って、

教育制度のすべての段階において適用可能である。

　この様式は人々の必要性や要求に対応し、通学による教育を補完、強

化、あるいは代替する目的を持つ。これは学習機会の普及拡大に貢献する。
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第 28 条　段階、レベル、様式、課程、プログラム

　教育制度は以下の要素から構成される。

a）段階：これは教育制度を分割する漸進的な期間であり、生徒の学

習の必要性に応じて構成、展開される。

b）レベル：これは教育段階において連結された教育の過程における

段階的な期間である。

c）様式：これはサービスを割り当てられた人の特性に応じて編成さ

れる教育の代案である。

d）課程：これは学習の達成に応じて展開される学習の過程である。

e）プログラム：これは人々の要求を受け入れ、期待に応じる目的の

教育活動の集合である。

第 29 条　教育制度の段階

　教育制度は以下の段階で構成される。

a）基礎教育

　基礎教育は生徒の全人的な発達、潜在的可能性の発揮、社会に

おける多様な環境に適切かつ効果的に行動するために個人が持つ

べき能力、知識、態度、基本的価値の発展を容易にするためのも

のである。

　これは特別な教育が必要な人あるいは学習に困難のある人を受

け入れる統合的な性質を持つ。

b）高等教育

　高等教育は国の持続的な発展の要求と必要性に従い、知識の研

究・創造・普及、共同体への普及、高い水準の職業的能力の達成

をするためのものである。

第 30 条　生徒の評価

　評価は、学習の過程と結果に関するコミュニケーションと反省の永続

的な過程である。これは前述の過程を改善し、生徒の特徴や必要性に適
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合するよう方向づけられているため、形成的で統合的なものである。必

要な場合には、教育的な回復、拡大、平準化のプログラムが機能する。

第 2 章　基礎教育

第 31 条　目的

　基礎教育の目的は以下の通りである。

a）学習者の個人的・社会的アイデンティティの達成、市民権の行使、

人生設計を計画し、国の発展に貢献できるような労働・経済的活

動を展開するために、身体的、情緒的、認知的側面において学習

者を統合的に育成する。

b）学習者が生涯にわたって学習できるような能力、価値、態度を発

達させる。

c）科学、人文科学、技術、文化、芸術、体育、スポーツの領域にお

ける学習を発展させ、生徒がそれらを十分に利用し、新たな科学

技術を活用できるようにする。

第 32 条　構成

　基礎教育は義務である。これが国により提供される場合、無償である。

これは子ども、若者、成人の学習の基本的な必要を満たすものであり、

学習者の個人的・社会文化的特性を尊重して行われる。

a）普通基礎教育

b）代替的（Alternativa）基礎教育

c）特別基礎教育

第 33 条　基礎教育カリキュラム

　基礎教育のカリキュラムは開放的、柔軟、統合的、多様である。これ

はペルーの教育の原則と目的に基づいて維持される。

　教育省は国の基本的なカリキュラムを設計する責任を持つ。州・地域

の機関においては、生徒や環境の特徴に応じるためにカリキュラムを多
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様化する。この枠組みにおいて、各教育機関は公的な効力を持つカリキュ

ラム案を編成する。

　州教育局や地域教育部は教授方法、評価制度、運営の形式、学校、異

なる時間割を、環境や受け入れる人々の特性に応じ、教育省による基本

的な法規に基づいて展開する。

第 34 条　カリキュラムの特徴

　カリキュラムは、生徒の調和的かつ全人的な成長や社会の共生、社会

の民主主義、責任ある市民権の行使への積極的な態度を生み出すことに

応えることに価値がある。

　カリキュラムは先人の経験や知識、そして生徒の必要性を考慮するこ

とが重要である。

　カリキュラムの作成過程は参加型であり、教育の共同体やその他の社

会における行為者によって担われる。そのため、カリキュラム作成過程

は恒常的に充実していくために開かれており、教授方法の多様性を尊重

する。

第 35 条　基礎教育の到達点

　基礎教育において満足できる水準に到達した場合、そのいかなる様式、

プログラムにおいても、その技術領域に言及した卒業証書への権利が与

えられ、それによって卒業生の労働市場への参入や、高等教育機関への

進学が可能になる。

第 36 条　普通基礎教育

　普通基礎教育は就学前教育、初等教育、中等教育のレベルを含む様式

である。これは、生まれたときからその身体的、情緒的、認知的発達に

従って教育の過程を適切な時期に経てきた青少年に向けられたものであ

る。

　普通基礎教育は以下のものを含む。
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a）就学前教育

　就学前教育は普通基礎教育の第一のレベルを構成し、0歳から 2

歳までは非学校方式、3歳から 5歳までは学校方式である。国は

要求された際には、部門横断的行動を通して健康や栄養の要求に

関しても責任を負う。就学前教育は初等教育と教育およびカリキュ

ラムの一貫性を保証しながら連携するが、行政および運営上のそ

の特殊性と自立性は保持する。

　家庭や共同体の関与のもと、就学前教育は、子どもの社会情緒的・

認知的成長、会話・芸術的表現、精神運動や彼らの権利の尊重を

考慮した子どもの全人的な発達に貢献する養育の実践を促進する

目的を果たす。

b）初等教育

　初等教育は普通基礎教育の第二のレベルを構成し、6学年であ

る。初等教育は子どもを全人的に教育することを目的とする。す

べての分野におけるコミュニケーション、知識の取り扱い、個人的・

精神的・身体的・情緒的・社会的・職業的・芸術的発達、論理的

思考、創造性、可能性の発揮に必要な能力の獲得や、身近な自然・

社会環境に関する事柄への理解を促進する。

c）中等教育

　中等教育は普通基礎教育の第三のレベルを構成し、5学年であ

る。中等教育は生徒に科学的、人文学的、技術的教育を提供する。

個人的・社会的アイデンティティを確かなものにする。初等教育

レベルでの学習を深化させる。学習者が永続的に変化する人文学

的、科学的、科学技術的知識に、アクセスできる能力の発達を志

向する。生活、仕事、民主主義的共生、市民権の行使のため、そ

してより高い水準の学習に到達するために教育を行う。思春期や

青年期の者の特徴、必要性、権利を考慮する。

　職業教育はすべての生徒にとって教育の基本的部分である。高

学年では、教育機関内、あるいは協定によって、技術・生産教育
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機関、企業やその他の教育的空間において、各居住地域の発展に

関連する多目的あるいは特定の職業に関する学習を発展させる。

第 37 条　代替的（Alternativa）基礎教育

　代替的基礎教育は普通基礎教育と同様の目的、同等の質をもつ様式で

ある。これは職業への準備、経営能力の発達に重点を置く。これは生徒

の特別な必要性や要求に応じて柔軟に構成される。編入や他の学年への

移行は、生徒の成長した能力に応じる。

識字教育は代替的基礎教育に含まれる。

代替的基礎教育は以下の人の必要性に応える。

a）普通教育の機会が得られなかった人、あるいは修了できなかった

若者や成人。

b）普通基礎教育に適切な時期に編入できない、あるいは教育制度を

途中で離れ、その年齢が通常の学習を続ける妨げになる青少年。

c）学業と就業を両立させる必要のある生徒。

第 38 条　識字教育

　識字教育プログラムは、基礎教育に適切な時期に就学できなかった人

の自立的成長と読み書き算の能力の発揮を目的とする。これは学習者の

アイデンティティと自尊心を強化し、教育制度の次のレベルにおける成

長を続けるため、そしてより良い条件で生産世界に参入するための準備

をする。これは人間的発達、生活の質の向上、社会とジェンダーの公正

の促進の観点から実行される。これは学問的環境を創造する機能的非識

字の克服を促進する。

　識字教育はそれぞれの場所の要求に応じて、国内のあらゆる先住民言

語において展開される。先住民言語が支配的である場合には、スペイン

語を第二言語として教えなければならない。

　非識字の撲滅は国の目標である。この目的のもと、識字教育プログラ

ムを共同で展開するための専門的機関を招集する。
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第 39 条　特別基礎教育

　特別基礎教育は、これを必要とする人の地域社会の生活への統合や社

会参加を達成するために、統合的な観点を持ち、特別な教育的必要のあ

る人を受け入れる。これは以下の人々に向けられる。

a）普通の学習を困難にする何らかの障害を持つ人。

b）きわめて優れた、あるいは特別な才能のある青少年。

　いずれの場合においても、補足的、個人的に必要とされる配慮を損な

うことなく、通常の学級に含めることを目標としてなされる。

　他学年への移行は、到達した能力や年齢に応じて、教育的・社会的統

合という目標を尊重しながら行われる。

第 3 章　技術・生産教育

第 40 条　定義と目的

　技術・生産教育は持続的・競争的な発展の観点のもとに、職業的・経

営的能力の獲得を志向する教育形態である。これは人々のより良い仕事

の遂行、雇用可能性の水準の向上、個人的発達に貢献する。これは労働

市場への参入・再参入を目指す人々や基礎教育の生徒にあてられる。

第 41 条　目的

　技術・生産教育の目的は次の通りである。

a）雇用あるいは自営の仕事において労働能力や積極性を発展させる。

b）いかなる特定の生産やサービスの領域においても、経営の観点を

持ち、生徒が学んだことを応用するために奨励・準備をする。

c）就業中・失業中であっても、労働市場の要求に応じて労働者の能

力を現実に適合させる。

d）基礎教育で提供される職業教育の展開を補う。

第 42 条　構成

　技術・生産教育は技術・職業の性質や複合性および特定の学問的要求
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によって定められる課程により構成される。課程はしかるべく証明され

た雇用のための生産資格に従った学習単位（módulo、モジュール）で

構成される。これは連続的なものや予備教育的なものではない。

　それぞれの課程の特徴は以下の通りである。

a）基礎課程

　技術・生産教育の基礎課程は、労働市場に参入できるよう、よ

り複雑性の低い仕事に従事するのに必要な能力を生徒に提供する。

この課程にはその前の正規の教育レベルの修了を要求されること

なく就学できる。

b）中等課程

　技術・生産教育の中等課程は、専門性のある職業に従事するた

めに必要な能力を生徒に提供する。この課程に就学するには、基

礎教育の第二のレベルに相当する能力が必要とされる。

　教育省は各課程の必要条件、内容、普及を確立する。

　課程を満足のゆく水準で修了した場合には、それぞれの専門に言及し

た相応の技術資格を得る権利が与えられる。

　個別の事例の認定や補完によって、生徒は基礎教育のレベルの教育を

継続・修了することや、その結果としての高等教育へのアクセスが可能

になる。

第 43 条　政策と戦略

　技術・生産教育の政策と戦略を明確にするために、教育省と州および

地域の機関は労働・雇用促進省およびその他の省・機関と連携し、企業

部門や同業組合、市民の技術評価に利害関係を持つ市民・公共団体の代

表的機関との連携を探る。

第 44 条　カリキュラムと評価

　各技術・生産教育施設は機関の計画を作成し、各領域における労働上

の要求や環境の変化、科学技術の旧式化のペース、知識の発展や生徒の
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特性を考慮した異なる特性のカリキュラムを明示する。また、これを各

教育施設が定めた方策や戦略と一致させる。技術・生産教育施設はその

機関の計画に新たな専門を含むことを提案できる。

　第 15 条に定められたペルー教育評価・認定・保証機関は、技術・生

産教育に関して制度を運営する責任を持つ。

第 45 条　技術・生産教育施設

　技術・生産教育施設は教育サービスを提供し、法令に従って、認可を

得、証明書や対応する技術資格を交付できるようにする。技術・生産教

育施設は労働に関する育成、現代化、再編成を行い、基礎教育とともに

その専門のサービスの提供に貢献する。

　技術・生産教育施設はその教育の目的と実験的な性質から、補足的な

財源を構成する財とサービスを生み出す活動を展開する許可が与えられ

ている。

第 4 章　共同体教育（Educación Comunitaria）

第 46 条　概念と目的

　共同体教育は社会の組織から展開され、人々の能力の充実や発揮、市

民権の十分な行使のためにその学習が展開されることや、人類の発展の

促進に向けられる。共同体の教育は人々の知識、能力、熟達度を補い、

拡大し、その永続的で全人的な教育に貢献する。これは教育機関外で行

われる。

第 47 条　学習の認定

　社会の組織により展開されたプログラムを通して達成された学習は、

しかるべく証明され、基礎教育や技術・生産教育のレベルでの認定を受

けることが可能である。
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第 48 条　共同体教育の促進

　国は国、州、地域の領域において、共同体教育の自発性を質に見合っ

た水準で促進、評価、認識する。共同体に現存する資源の最適化はこの

目的に貢献する。

第 5 章　高等教育

第 49 条　定義と目的

　高等教育は教育制度における第二の段階であり、全人的な教育を強化

し、知識を創造し、研究・革新を展開するとともに、最高水準の専門性

と完成度の専門家の養成を、知識、芸術、文化、科学、科学技術のすべ

ての領域において、社会の要求の充足と国の持続可能性の発展に貢献す

るために達成する。

　高等教育の教育機会を得るためには、基礎教育に相当する学習を終え

ていることが求められる。

第 50 条　接続

　制度の受益者に最良の水準の専門性や完成度の達成の可能性を保障す

るために、高等教育を提供する機関はその中で教育の補足や認定を認め

る連携の仕組みを確立する。

第 51 条　高等教育機関

　高等教育を提供する大学、専門教育機関、学校、その他の施設は公立、

私立で設立が可能であり、個別の法によって規定される。

第 4 編　教育の共同体
第 52 条　構成と参加

　教育の共同体は、生徒、親、教員、校長、行政官、卒業生、地域社会

の成員により形成される。教育機関の性質に従い、その代表は機関教育

審議会を構成し、それぞれに対応した教育計画の作成と実施に参加する。
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　教育の共同体の構成員の参加は、自由・普通・秘密選挙による代表者

の選出を通じた民主主義的な形態によってなされる。

第 53 条　生徒

　生徒は教育の過程および制度における中心である。生徒は以下のこと

が認められる。

a）生徒の学習や全人的な発達に責任を持つ機関と教員を伴った、効

果的な教育制度を得る。適切な扱いや適切な指導を受け、制度へ

適切な時期に編入し、あるいは教育を修了するための代替策を与

えられる。

b）学習の過程に責任を持つとともに、寛容、団結、対話、仲間や教員、

地域社会との関係における調和的共生を実践する。

c）自らの権利の行使と教育機関および地域社会への責任ある参加を

果たすために、学校委員会やその他の形態の学生団体を組織する。

d）自らが受ける教育サービスの質について意見を述べる。

e）法や国際条約が与えるその他の権利と義務。

第 54 条　家庭

　家庭は社会の基本的な核であり、子どもの全人的な教育に第一の責任

を持つ。親やその代理人は以下の責任を有する。

a）子どもを教育し、家庭においては子どもの人権を尊重し、その能

力の発達に合わせた扱いをし、子どもの教育の修了を保証する。

b）教育サービスの質を知り、教育の質や学業成績、子どもの行動を

注視する。

c）子どもの教育の過程に参加、協力する。

d）各教育機関が提供するサービスの改善に貢献するため、父母会や

委員会、その他の代表機関を組織する。

e）教育の管理運営を支援し、各教育機関の社会的経済基盤や設備の

改善のために可能な範囲で協力する。
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第 55 条　校長

　校長は教育機関において最高の権限を持つ法的な代表である。校長は

教育、機関、事務に関する管理運営に責任を持つ。校長は以下のことに

責任を有する。

a）教育機関を本法第 68 条の定めに従って運営する。

b）機関教育審議会を主宰し、調和的な人間関係、チームワーク、教

育の共同体の構成員の参加を促進する。

c）管理運営に関する評価や自己評価の実践を促進し、教育の共同体

や上級機関にこれを説明する。

d）職務従事のための専門教育とその責任に見合った報酬を受ける。

e）国の機関に在職する期間も公立学校教員としての職歴に含まれる。

　校長の職務への任命は公的な選抜試験による。応募者は、法に従って

職務遂行能力の評価と証明を受ける。

第 56 条　教員

　教員は教育の過程の基本的な行為者であり、生徒の人間的発達のすべ

ての側面においてその教育に効果的に貢献することが使命である。その

職務の特質から、公立教員としての職歴にとどまるには、教員には職業

的な適切性、道徳面および身体的・精神的健康の面で生徒の安全を危険

にさらさない信頼性の証明が求められる。教員は以下のことが認められ

る。

a）生徒の学習の達成を保証する活動を計画、展開、評価するとともに、

教育の共同体における共生という制度的規範を尊重する枠組みの

中で働く。

b）機関教育計画や地域、州、国家の教育計画の展開に貢献するために、

教育機関およびその他の機関に関与する。

c）正当かつ適切な報酬および法に定められた賞与を受け取る。公立

教員職歴に包含される。年金と教員への賦課の予想分担金に応じ

て、しかるべき報酬をしかるべき時に受け取る。自身の安全、健康、
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職務の発展のために適切な労働条件を享受する。

d）教員評価の過程における必要条件を構成する研修や職務内容の更

新のプログラムに参加する。

e）職務の良好な遂行や、教育の刷新への寄与に対して、教職におけ

る等級に登録された報奨や名誉を受ける。

f）教員組合や職業団体に自由に参加する。

g）その他の権利や義務は個別の法によって定められる。

第 57 条　公立学校教員職歴

　教員は、国立の機関においては、公立学校教員職歴の枠組みの中で専

門性を高め、それぞれの勤続年数に応じた職階に含まれる。教職への参

入は公的な選抜試験による。昇進や職業の継続は養成、職業的適切性、

職務遂行の質、功績や経験の認知といった基準により定められる評価制

度を通して判断される。評価は分権化のもと、教育の共同体や職業組合

機関が参加して行われる。公立学校教員職歴の特徴に関しては個別の法

律が定められる。

第 58 条　教職に従事するための必要条件

　基礎教育においては、教職に従事するためには教員資格が必要不可欠

である。異なる教員資格を持つ教員は、その専門性に近接した領域であ

れば教職に従事する。教育の職階に入るには、教員免許あるいは教育に

関する大学院修了資格の取得が条件となる。

第 59 条　教員の職務遂行領域

　教員の職務遂行領域は、教育、管理、研究である。校長・副校長ある

いはそれと同等の者の職務は管理であり、それらの職は公的な選抜試験

により得られる。
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第 60 条　養成プログラムと永続的な研修

　国は、初期の教員養成とその研修、サービスの現代化と結びついた養

成プログラムと永続的な研修を保証する。このプログラムは高等教育機

関と連携する。国は教員の効果的な参加を保証するために適切な措置を

講じる義務がある。

第 61 条　私立学校における教員の労働規則

　私立の教育機関で働く教員に関しては、私立の職業に関して定められ

た労働規則に従う。これらの教員は、法による必要条件を事前に満たし

たうえで国のサービスに参入した場合には、公立学校教員職歴に加入す

ることができる。

第 62 条　事務職員

　公立の教育機関の事務職員は、学習にふさわしい環境作りに協力する。

教育機関、地域、州、国の様々な機関において、教育の管理運営への支

援に応じて職務が行われる。公立の教育機関の事務職員は、専門的、技

術的、補佐的な職務に従事する。公立の教育機関の事務職員は機関教育

計画の作成と実施に関与する。公立の教育機関の事務職員は以下のこと

が認められる。

a）職務従事のための専門的な教育。

b）その責任に対して適切な報酬。

c）相応の公的職歴への包含。

第 5 編　教育の管理運営
第 1 章　全体的規定

第 63 条　定義

　国の教育制度における管理運営は、分権化、簡略化、参加型、柔軟な

性質を持つ。教育の自立性の尊重と教育活動にふさわしい枠組みの中で

教育の管理運営はなされる。国は教育省を通して、この制度の一体性を
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保護する責任がある。社会は、分権化においても組織される教育審議会

を通して、教育の管理運営に直接的に関与する。

第 64 条　管理運営目的

　教育の管理運営の目的は以下のことに貢献することである。

a）教育機関を、優れた質の教育の達成を担う学習の共同体として発

展させる。

b）教育機関の教育や事務における自立性のため、教育機関の決定能

力を強化する。管理運営に関わるすべての機関の機能は、補助性、

連帯、補足性、集中の原則のもとにおかれる。

c）管理運営を首尾一貫させると共に、教育的見地からの決定に従う

ことを保証する。

d）優れた教育へと導く教育機関の効果的、効率的、革新的な運営を

行う。

e）民主主義的リーダーシップを発展させる。

f）部門横断的な連携により協力し、国の全体的な発展という政策の

枠組みにおいて管理運営がなされることを保証する。

g）地域社会の積極的な参加を促進する。

h）協力と連帯の関係を発展させるために、教育機関を連携させる。

i）行政機能の倫理性を強化し、透明性の確保や情報の自由な入手を

容易にする。

j）管理運営における汚職行為の予防・処罰の仕組みの効果的な発動

に関与する。

k）教育機関が定めた目標・目的の達成を保証する恒常的な自己評価・

評価を奨励する。

第 65 条　管理運営機関

　分権化された教育の管理運営機関は以下の通りである。

a）教育機関
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b）地域教育部

c）州教育局

d）教育省

第 2 章　教育機関

第 66 条　定義と目的

　教育機関は学習の共同体として、分権化された教育制度における第一

かつ最も重要な管理運営機関である。教育機関にはサービスを提供する

場所がある。教育機関には公立・私立の機関がある。

　教育機関の目的は学習の達成と生徒の全人的な教育である。機関教育

計画は教育機関の管理運営を方向づける。

　教育機関は物理的・社会的領域において、その環境における異なる機

関と連携し、教育の目標と目的、機関のある地域の特別な機能を守りな

がら、カリキュラム外および地域社会の活動の発展のために設備を配置

する。

　教育プログラムはそれに対応するところの本章における規定に従う。

第 67 条　教育機関の領域

　教育機関には、基礎教育施設、技術・生産教育施設、高等教育機関が

含まれる。

第 68 条　機能

　教育機関の機能は以下の通りである。

a）機関教育計画や年次計画、内部規則を、その教育機関の価値論的

方針や関連する教育政策の大枠に従って作成、承認、実行、評価

する。

b）制度的・教育的管理運営の過程を編成、指導、評価する。

c）基本的なカリキュラムを多様化・補足し、指導的活動を行い、教

科書や教材を選択する。
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d）相応の証明書、卒業証書、資格を授与する。

e）生徒の成長に望ましい機関の環境を整える。

f）生徒の学習に望ましい物理的条件や環境において、生徒の必要性

に応じた教育サービスを支えるプログラムを提供する。

g） 教育機関の年間予算を作成、実行、評価する。

h） 教育の刷新と管理運営のプロジェクト、実験、教育研究を計画、

実行、評価する。

i） 地域社会における教育、文化、スポーツの発展を促進する。

j） 地域社会における様々な教育活動と協力する。

k） 教職および事務に関わる人の参入、昇進、就業継続への評価にお

いて、機関教育審議会とともに関与する。これは個別の法に従って、

中間的な管理運営機関とともに行われる。

l） 養成と永続的な研修の活動を展開する。

m） 教育、運営、経営に関して教育の共同体に毎年会計報告を行う。

n） その権限の中で行政機関としての役割を果たす。

　教員が一人あるいは複式学級の教育施設においては、これらの権限は

教育機関のネットワークを通じて行使される。

第 69 条　参加・監督機関

　機関教育審議会は、市民による参加、協調、監視の機関である。これ

は校長によって主宰され、副校長、教員・生徒・卒業生および保護者の

代表が参加し、その機関の性質によって正当化された場合には最後の参

加者を除外することができる。構成員への参加招待によって、地域社会

の他の機関も参加することができる。

　教員が一人あるいは複式学級の公立教育施設においては、機関教育審

議会は教育ネットワークを構成する教育の共同体の成員をもとに構成さ

れる。
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第 70 条　教育機関ネットワーク

　教育ネットワークは協力・交流・相互補助の機関である。

　これは次の目的を持つ。

a）教員の職業的な質を高め、学問的共同体の形成を支援する。

b）人的資源を最善のものにし、設備、社会的経済基盤、教材を共有

する。

c）地域において教育サービスの質を向上させるために、部門横断的

な連携をさせる。

第 71 条　教育機関の管理運営類型

　教育機関は、運営形態によって以下のように類別される。

a）公立で、管理運営を国の教育部門あるいは他の部門や機関が直接

担う機関。

b）公立で、管理運営を取り決めによって非営利団体が担い、無償の

教育サービスを提供する私立機関。

c）第 72 条に対応する私立管理運営型の機関。

第 72 条　私立教育機関

　私立の教育機関は私法による法人であり、自然人あるいは法人によっ

て作られ、教育部門の分権化された機関の許可を受けたものである。国

は教育の自由と教育機会の提供の多様性を促進する観点から、私立の教

育を認可、評価、監督する。

　私立教育機関の機能は第 68 条で定められた通りである。ただし以下

の点を損なわないこととする。

a）その法的運営体制は、現行法に従って構成・定義される。

b）経済、年金、教員や事務職員に関して規則を規定し、行政および

経済・財政の管理運営を組織、指導する。

c）教育の質評価・認定・保証機関により定められた基準に従って教

育の質の測定に参加する。
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d）父母会を通しておよび個別に、子どもの教育過程に関して生徒の

親の参加を保証する。

　 　私立の教育機関はその資源、施設、設備、そして革新の経験を情報

交換することで公立の教育に寄与することができる。

第 3 章　地域教育部

第 73 条　定義と目的

　地域教育部は州政府から分権化された機関であり、その権限領域にお

いて自立している。その管轄区域は郡である。前記の管轄区域は、国に

よる管理運営の分権化・近代化に関する国の政策に従って、社会の力学、

地理的・文化的・経済的近接性およびコミュニケーションの容易さといっ

た基準によって変更することができる。

　地域教育部の目的は以下の通りである。

a）教育機関の自立性を達成するため、教育および行政の管理運営に

おける能力を強化する。

b）社会の団結を推進する。地域教育計画に関わる公立および私立の

機関間の活動を連携させる。全人的な教育、地域の能力の発展に

望ましい環境の創造への貢献、教育する共同体の機関を支援する。

c）市町村、高等教育機関、公立・私立の大学、その他の専門機関の

貢献に一定の道筋を示す。

d）教育省や州政府に相当する機関によって定められた教育や教育学

に関する政策をその地域の現実に受け入れ、適合させる。

第 74 条　機能

　第 64 条で定められた枠組みにおける地域教育部の機能は以下の通り

である。

a）州および国の教育政策の作成に貢献する。

b）州および国家教育計画、そして地域行政府の寄与に従って、その

管轄区域における教育計画を計画、実行、評価する。
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c）教育機関の自立性を保持しながら、それが提供する活動やサービ

スを規制、監督する。

d）その管轄区域のもとで、機関の自立性を強化しながら機関の教育・

行政上の管理運営への助言を与える。

e）管轄区域における公立の教育機関に、行政および物流管理の支援

をする。

f） 教育機関の年間予算の作成、実行、評価に助言を与える。

g） 評価や教員・事務職員の加入、職員の行動の発展の過程を、教育

機関の要求を受け入れ、州教育局と連携しながら指導する。

h） 管轄区域における教育機関とプログラムが連携する形としての、

教育のネットワークの形成と機能を促進する。教育のネットワー

クは地域社会の専門機関との戦略的な提携を確立する。

i） 部門横断的志向の教育制度の改善を継続するために、新たな通信・

情報技術の発展とそれらへの順応を支援する。

j） 各地域の社会・文化および言語的特性に従って、識字教育の効果

的な戦略およびプログラムを促進・実行する。

k） 合意を形成し、市民による監督を促進するために、地域教育参加

委員会の活動を推進する。

l） 教育施設やプログラムの必要を考慮した予算を作成、実行、評価し、

地域、州、国の資金調達の管理運営を行う。

m） 地域、州の行政府と連携し、その支援を受けて、社会的経済基盤

や設備の必要性を明確化し、建設や整備に関与する。

n）管轄区域において教育機関のカリキュラムの多様化を促進・支援

する。

o）文化施設、図書館、劇場、芸術のアトリエ、スポーツ、娯楽施設

を振興し、地域行政府が必要とする支援を提供する。こうした活

動は、当該地域の分権化された公的機関と連携して行われる。

p）教員・事務職員の研修に必要とされるものを識別し、研修プログ

ラムを開発し、専門性の向上を支援する。
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q）地域教育の発展のためのプロジェクトを策定し、国および国際機

関と連携してそれらを管理運営する。

r）権限範囲の事項について行政機関としての役割を果たす。

s）対応する公的機関および一般意見に対し、その管理運営の結果を

広報する。

第 75 条　参加・監督機関

　地域教育参加委員会はその管轄区域における地域教育計画の作成・経

過観察・評価の過程において、教育の参加・協定・監視をする機関であ

る。ここには地域教育部の部長、教育の共同体の構成員の代表、生産経

済部門の代表、市町村の代表、最も重要な公立・私立の機関の代表が参

加する。地域教育参加委員会は、地域教育部の予算の作成・提示に毎年

関与する。

第 4 章　州教育局

第 76 条　定義と目的

　州教育局は州政府における専門機関であり、各州の領域における教育

サービスに責任を負う。

　州教育局は、実務と法規範面において教育省と関係を持つ。

　州教育局の目的は、教育、文化、スポーツ、娯楽、科学、科学技術の

振興である。地域教育部と連携し、様々な社会の行為者の参加を促すた

めに、州教育局の管轄区域において質が高く公正な教育サービスや統合

的なプログラムを保証する。

第 77 条　機能

　法律第 27867 号州政府基本法の第 47 条において定められた教育に関

する州政府の機能を損なうことなく、それに加えて州教育局は、以下の

国の教育政策の枠組みに対応する。

a）地域教育部と連携して、公立および私立の教育機関の運営を認可
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する。

b）地域教育部と連携して、州における教育予算を作成、実行、評価

する。

c）当該事項に関する法に従い、州の教育の質の向上に貢献する国お

よび国際的な共同体の支援や協力を得るための協定や条約に署名

する。

d）州における教育の社会的経済基盤の調和的かつ公正な発展のため

の投資の優先順位を識別し、資金調達を行う。

e）教育施設およびプログラムにおける学習の改善に貢献する教育・

科学技術資源機関の創設を奨励する。

f）権限範囲の事項について行政機関としての役割を果たす。

第 78 条　参加・監督機関

　州教育参加審議会は、州教育計画の作成・経過観察・評価に関して教

育の参加・協定・監視をする機関である。ここには、州教育局局長、教

員・大学・高等教育機関・生産経済部門・地域の教育の共同体・州の公

立および私立の教育機関の代表が参加する。

第 5 章　教育省

第 79 条　定義と目的

　教育省は国の機関であり、国の全体的な政策と一致して、教育・文化・

娯楽・スポーツに関する政策を決定、指導、連結する目的を持つ。

第 80 条　機能

　教育省の機能は以下の通りである。

a）国の教育および教育学に関する政策を、州政府と連携して、決定、

指導、規制、評価し、公正に関する個別的な政策を策定する。

b）国家教育計画を整然と作成、認可、実行、評価し、教育計画策定

の過程を指導する。
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c）教育制度内のレベル・様式の基本的なカリキュラム計画を作成し、

その多様化のための技術的方針を定める。

d）情報・伝達の新たな科学技術の利用に関する国のプログラムを、

教育部門の中間機関と導入に関して連携し、計画する。

e）不平等の補償に役立つ教育サービスへの支援の特別なプログラム

を構成し、教育の機会、経過、結果における公正を達成する。こ

れは特定の社会の力学や必要性に応じて作られる。

f） 教員の養成と永続的な研修の国のプログラムを、州および地域機

関と連携して指導する。

g） 教育研究国家プログラムを、当該事項に関する専門機関および州

教育局と連携して指導する。

h） 人事政策、当該部門の管理職、教員、事務職員の改善プログラム

を決定し、公立学校教員職歴を管理する。

i） 教育投資の増加を継続するための管理運営を指揮し、国の教育予

算や投資計画、教育の社会的経済基盤を強化する。

j） 管理運営における透明性に関する国家計画を策定し、公的倫理を

強化する。

k） 戦略的決定をするための情報制度を設置する。

l） 教育の質評価・認定・保証の国家制度の運営に関わる機関と、法

で定められた学習の到達度の測定と評価の過程およびその普及に

おいて連携する。

m） 本法で定められた教育の原則と目的に従って、生徒の全人的な発

達を促す教育評価を促進する。

n） 部門横断的な観点から、国の他の部門と共同し、生徒のバランス

のとれた発達を保証するために、生徒に全面的に注意を払う。

o）分権化された機関の運営を強化し、それらと教育省との関係を調

整する。

p）教育の方向付けと改善に関して、市民社会の参加を保証するため

に基本的な方針を策定する。
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q）教育の改善のために、技術・金融面で国内および国際的な協力を

取り決め、促進する。

r）その他に法に定められたことに関して、教育省の目的をよりよく

達成するために必要とされること、その他の機関や団体が担当し

ていないことを担う。

第 6 章　国家教育審議会

第 81 条　目的と機能

　国家教育審議会は教育省の専門・諮問の独立した機関である。独自の

予算を管理する。国家教育審議会は、教育の発展に貢献する中長期的教

育政策・計画かつ部門横断的政策である国家教育計画の作成、取り決め、

経過観察、評価に参加することを目的とする。国家教育審議会は、国と

市民社会の参加を通して、国の教育の発展に望ましい合意や取り決めを

推進する。ペルーの教育全体に関して公的に意見を表明する。国家教育

審議会には、多様かつ学際的な基準から選ばれた専門的・代表的な国民

が参加する。

　個別の法が、国家教育審議会の構成・機能・組織を規定する。教育に

関連する代表的な公立・私立の機関が審議会に構成員を推薦することが

できることとする。

第 7 章　地域行政府との連携

第 82 条　市町村との連携と支援

　教育に関して、教育省、州教育局、地域教育部は各機関の基本法およ

び本法の定めに従って、市町村と連携する。この枠組みにおいて、市町

村は教育機関のサービスの提供を支援し、その管轄区域における教育の

発展に貢献する。
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第 6 編　公教育の資金
第 83 条　教育の資金

　教育の資金は、その分配と利用をより効果的かつ公正にしながら、人

的・物的・科学技術的・サービスの面で人々の教育への必要を満たす資

源を獲得、算入するための資金を含む。

　国は毎年教育費に国内総生産の最低 6％を割り当てる。生徒一人当た

りの投資は固定価格で増加する。

第 84 条　資金源

　国の教育の資金源は、国庫、直接財源、寄付、教育機関による生産活

動による黒字、国内外からの債務である。

　この資金は、地域社会や企業、社会全体としての参加の促進やその行

為を伴う、補足的な財源の発生により増加しうる。

第 85 条　資金の割り当て

　国庫による教育のための資金の割り当ては、機関の戦略的な計画やプ

ロジェクトにより定められた目標や目的、生徒一人当たりや教育の各レ

ベル・様式の費用に関する研究を含む年間発展計画から決定される。

第 86 条　教育機関自体の収入

　国立の教育機関自体による収入は、個別の投資プロジェクトへの出資、

あるいはそれぞれの機関教育計画で検討された教育発展の活動のために

優先的に割り当てられる。この資金は、経常支出のために国庫から割り

当てられた予算総額とは独立したものであり、その執行に関しては対応

する規則の定めに従って定期的に情報が通知されることとする。

第 87 条　資金の譲渡

　政府、州政府、地域行政府その他の自治体の国立機関は、共和国予算

法に従って教育施設やプログラムに資金を譲渡することができる。
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第 88 条　納税の調整

　教育目的の寄付は法の定める形式および範囲において、納税の免除と

課税上の特典を受けられる。公立・私立の教育機関は、ペルー共和国憲

法の定めに従って、教育・文化的目的に固有の財・サービス・活動への

直接的・間接的な影響によって生み出されたすべての税金を免除される。

輸入関税に関しては、個別法が教育に割り当てられる財を決定するため

の特別規則を定める。

第 89 条　支出の評価

　担当機関は教育機関により達成された目的や目標に応じて支出や収入

の評価を行う。評価は資源の透明な取り扱いを保証するために、事前、

経過中、事後になされることとする。

第 90 条　支出の効率

　教育支出の効率は、機関教育計画、年間計画、運営予算、生徒一人当

たりの費用の作成、実行、評価や、人的資源の分布、配置、教育サービ

スの必要に従った国内の分布を伴う適切な合理化を含む。同時に同じ人

口集団を対象とする、分権化された部門横断的なプログラムの企画実行

が求められる。本法の第 65 条が言及するところの、分権化された教育

運営諸例に携わる公務員や資格者は、その責任において、教育費用の効

率を最大限にするために必要な管理的方法を採用しなくてはならない。

第 91 条　ペルー教育発展国家基金

　教育機関が提案・実行する教育の投資、革新、発展のプロジェクトの

資金調達は、ペルー教育発展国家基金（FONDEP）により支えられる。

　法に定められた必要条件に従って、FONDEPは有償あるいは無償の

資金を通して、支援を実現することができる。

第 92 条　非営利団体との協定
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　政府は、教員の職や財・サービスの提供を通して支援を行うために、

この目的のために定められた優先事項や教育規範に従って、公立の教育

機関やプログラムを運営し、経済的に恵まれない人を受け入れる非営利

団体との協定を結ぶことができることとする。
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補足規定および移行規定
第 1規定　新たな総合教育法の適用は、段階的かつ漸進的なものとなる。

これは教育省の作成する教育制度の全般的な転換計画に従い、国の地方

分権化と一致して実行されることとする。

　教育に関する権限と機能の州政府への移譲の過程において、現在の州

教育局および地域教育部は教育省に技術・機能的に帰属し続けることと

する。

第 2規定　教育省は地方分権国家審議会に、教育部門における権限と機

能の譲渡と受領を適切化するための現在の中間運営機関の再編案を提出

することとする。これは地方分権化基本法および州政府基本法の定めに

従って地方分権化の第四段階となる。

第 3規定　教育予算の増加は、本法第 83 条の定めに従って、段階的に

実施される。国庫による教育の資金調達は、国の公共サービスとして共

和国一般予算において侵すことのできない投資として考慮されることと

する。

第 4規定　教育省は農村部、国境地域、都市周辺部、低開発地域におけ

る教育投資を優先することとする。

第 5規定　就学前教育の義務制は段階的に確立される。その間、就学前

教育の段階はその普遍化の目的さえ達成されていない地域においては、

初等教育就学のための必要条件とはならないものとする。

第 6規定　教育省は、生徒がその学習を終えるまで在学を継続すること

を保証しながら、基礎教育の異なるレベルへの編入の柔軟な年齢基準、

事前の評価、それぞれのレベルにおける課程の機関を定めることとする。
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第 7 規定　行政府は、第 15 条で言及された基礎教育段階のためのペルー

教育評価・認定・保証機関設置の法的計画を、本法公布から 90 日以内

に提出する。

第 8規定　ペルー教育発展国家基金（FONDEP）を教育省予算プログ

ラムとして創設する。これは国庫、独自の収入、寄付、基金による譲渡

や償還の資金から設立される。FONDEPは不可侵である。

第 9規定　法の第 81 条の定める限り、大統領令 007⊖2002⊖EDにおいて

定められ、大統領令 010⊖2002⊖EDで修正されたように、現在の国家教

育審議会は継続して有効である。なお、国家教育審議会はその機能を本

法の定めに適合させることとする。

第 10 規定　農村部や国境地域において教員が一人もしくは複式学級の

学校における教育のネットワークの形態と機能は、その運営の効率を保

証する個別の法の事項となる。

第 11 規定　公務員学校、士官学校、警察上級学校、ペルー公衆衛生学校、

ペルー外交官大学校、モンテリコ国立教育大学、「ミゲル・グラウ提督」

マリア・メルカンテ国立学校、国立芸術自治上級学校、「ディエゴ・キ

スペ・ティト」芸術上級学校、国立音楽院、その他、学問上の制度や特

別な運営形態がある機関は、その学問的・経済的自立性を保持し、その

事項に関する法が定める必要条件に従って、高等教育機関として証明さ

れる。

第 12 規定　教育部門の分権化された公的機関であるケチュア語学院は

それが独自に定める法に従う。

第 13 規定　本法において言及された規定にかなう相応の法規がない場
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合には、各場合において、現行の同じ階層の法規が適切な範囲で適用さ

れる。

最終規定
第 1規定　法律第 23384 号総合教育法およびその修正法、補足法を、本

法の妨げとなるその他の規則とともに廃止する。

第 2規定　教育省は 120 日以内に本法を規定する。

発布するよう大統領に告知する。

カルロス・フェレロ

共和国議会議長

メルセデス・カバニリャス・ブスタマンテ

共和国議会第二副議長

　　　　　　　　　　　共和国大統領閣下へ

官報に掲載し、実施するように命ずる。

リマ市　大統領府　2003 年 7 月 28 日

アレハンドロ・トレド

共和国大統領

ベアトリス・メリノ・ルセロ

首相

カルロス・マルピカ・ファウストル

教育大臣
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法律第 28123 号

共和国大統領

共和国議会は次の法律を提出した。

法律第 28044 号、総合教育法の第 36 条 a）の修正法

単項　法律の目的

法律第 28044 号総合教育法の第 36 条の項 a）の第一パラグラフを次の

内容に変更する。

第 36 条　普通基礎教育

（…）

a）就学前教育レベル

　就学前教育は普通基礎教育の第一のレベルを構成し、6歳未満の

子どもを含み、施行規則の定めに従って、学校方式および非学校方

式により展開される。国は部門横断的な活動を通して健康や栄養に

関する必要にも応える。就学前教育レベルは初等教育レベルと、教

育およびカリキュラムにおける一貫性を保証し、その行政および運

営におけるアイデンティティ、特殊性、自立性を保持しながら連携

する。

発布するよう大統領に告知する。

リマ市にて、2003 年 11 月 21 日

ヘンリ・ペアセ・ガルシア

共和国議会議長
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マルシアノ・レンヒフォ・ルイス

共和国議会第一副議長

共和国大統領閣下へ

官報に掲載し、実施するように命ずる。

大統領府、リマ市、2003 年 12 月 13 日

アレハンドロ・トレド

共和国大統領

フェルナンド・ロスピグリオシ・C．

内務大臣

首相代理

法律第 28302 号

共和国議会議長

共和国常任委員会は次の法律を提出した。

法律第 28044 号総合教育法第 73 条の修正法

単項　法律の目的

　法律第 28044 号総合教育法第 73 条第一パラグラフを、次に続く文に

修正する。

第 73 条　定義と目的

　地域教育部は州政府から分権化された機関であり、その権限領域にお

いて自立している。各州教育局により公示された事前の公的な選抜試験
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で任命された部長が任務を行う。任期は 3年間であり、任期末には公的

な選抜試験が行われる。地域教育部の管轄区域は郡である。前記の管轄

区域は、国による管理運営の分権化・近代化に関する国の政策に従って、

社会の力学、地理的・文化的・経済的近接性およびコミュニケーション

の容易さといった基準によって変更することができる。

（…）

補足・移行・最終規定

第一規定　教育省は法規を本法発効後 60 日以内に承認する。

第二規定　各州教育局は各州政府と一致して、本法に言及された職のた

めに法規公布後 60 日以内に、あらかじめ公的選抜試験によって任命さ

れた地域教育部の部長を除いて、公的な選抜試験の公示を認可する。こ

の場合、本法において予定された管理運営の期間を有効にするために、

職務の任期を計算する。

　共和国議会において法が再審議され、共和国大統領閣下による意見が

受諾されたのち、共和国憲法第 108 条に従って、官報に掲載し、実施す

るよう命ずる。

リマ市　2004 年 7 月 23 日

ヘンリ・ペアセ・ガルシア

共和国議会議長

マルシアノ・レンヒフォ・ルイス

共和国議会第一副議長
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法律第 28329 号

共和国大統領

共和国議会常設委員会は次の法律を提出した。

法律第 28044 号の第 11 補足規定の修正法

第 1条　法律の目的

　法律第 28044 号総合教育法の第 11 補足・移行規定を以下のように修

正する。

第 11 規定　公務員学校、士官学校、ペルー警察上級学校、ペルー公衆

衛生学校、ペルー外交官大学校、モンテリコ国立教育大学、「ミゲル・

グラウ提督」マリア・メルカンテ国立学校、国立芸術自治上級学校、「ディ

エゴ・キスペ・ティト」芸術上級学校、国立音楽院、その他、学問上の

制度や特別な運営形態がある機関は、その学問的・経済的・行政的自立

性を保持し、その事項に関する法が定める必要条件、本法、それらが定

める規則に従って、高等教育機関として証明される。

第 2条　効力

　本法は官報「エル・ペルアノ」紙に公表の翌日から発効する。

発布するように共和国大統領に告知する。

リマ市、2004 年 7 月 23 日

ヘンリ・ペアセ・ガルシア

共和国議会議長

マルシアノ・レンヒフォ・ルイス
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共和国議会第一副議長

共和国大統領閣下へ

官報に掲載し、実施するよう命ずる。

リマ市　大統領府　2004 年 8 月 13 日

アレハンドロ・トレド

共和国大統領

カルロス・フェレロ

首相


