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余白に国の盾を示す印があり、メキシコ合衆国－大統領府とある。

カルロス・サリーナス・デ・ゴルタリ（Carlos Salinas de Gortari）

メキシコ合衆国大統領は住民に合衆国議会が以下の宣言を提出した

ことを知らしめる。

「メキシコ合衆国議会は総合教育法を宣言する」

第Ⅰ章 一般規定

第１条 本法は、国、すなわち連邦、連邦単位（州を指す…訳者補

足）、市町村（原語は municipios。市町村に該当するため、これ以

降市町村と訳す…訳者補足）、および許可を得てその教育が公的な

価値を持つと認定された地方分権的組織や私的組織が行う教育につ

いて定める。この法は国の全土にわたって遵守され、含まれる規定

は公共の秩序と社会の利益にかなう。大学とメキシコ合衆国憲法第

３条第７項によるその他の高等教育機関は、これら機関を統治する

法による規則に従う。

第２条 全ての個人は教育を受ける権利を有する。そしてそのゆえ
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に、国の全ての住民は、該当する一般規定が定める要件を満たす限

り、国民教育制度を利用する同等の機会を有する。

教育は文化を獲得し、伝達し、拡大させるための基本的な手段で

ある。そして個人の発達と社会の変革に貢献する永続的な過程であ

り、知識を得、社会的連帯の意義を見いだすべく人を育てるための

決定的な要素である。

教育の過程は被教育者の活発な参加を保障し、その自発性と社会的

責任感を支援し、第７条にあるところの目標を実現することが求め

られる。

第３条 国は全ての住民が就学前教育、初等教育、中等教育を履修

できるように教育サービスを提供する義務を負う。これらのサービ

スは、メキシコ合衆国憲法に定められた連邦制度とその構成者（con-

currencia州を指す…訳者補足）との枠組みの中で、本法に規定され

た社会的教育機能の分配に従って提供される。

第４条 国内の全ての住民は初等・中等教育を受けなければならな

い。自らの子どもと年若い被後見者に初等・中等教育を受けさせる

ことは全てのメキシコ人の義務である。

第５条 国が行う教育は世俗的であり、いかなる宗教的教義からも

完全に分離される。

第６条 国が行う教育は無償である。左記の教育に対する寄付は教

育サービスの対価の支払いとは決して見なされない。

第７条 国と国の地方分権化された組織、公的な価値を有するとし

て許認可を受けた私立機関が行う教育は、メキシコ合衆国憲法第３
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条第２項に定められた目的のほかに、以下の目的を有する。

Ⅰ．各人の人間としての能力を全面的に発揮できるよう、個人の

全人的発展を助ける。

Ⅱ．知識を獲得する能力と同時に、観察、分析、批判的省察能力

の発達を奨励する。

Ⅲ．国民意識、国家主権（soberanía）意識を強化する。また、歴

史や祖国の象徴、国家的制度への敬意、伝統と国内の多様な

地域における文化的独自性の価値意識を高める。

Ⅳ．教育を通じ、国の言語的多様性を知り、先住民族の言語的権

利への尊重を育てる。

Ⅴ．社会改善に向けた政策決定に全員が参加することを可能にす

るような統治及び共生の形態として民主主義の知識と実践を

広める。

Ⅵ．正義、法の遵守、法の前の個人の平等を促進し、人権の知識

とその尊重を涵養する。

Ⅶ．調査研究、科学技術的革新を求める態度を養う。

Ⅷ．芸術的創造を奨励し、普遍的文化の富と価値を獲得し、尊重

し、普及するよう後援する。特に国の文化的財産をなすもの

については考慮を払う。

Ⅸ．体育及びスポーツ実践を奨励する。

Ⅹ．健康保持、家族計画、責任ある親としての態度を創り出すた

め、自由と個人の尊厳への絶対的尊重を犠牲とすることな

く、人々の間に連帯的態度を育て、悪徳を拒絶する態度を養

う。

�．環境科学、持続可能な開発の概念と原則、同様に個人と社会

の調和的総合的発達のための不可欠の要素として環境の保護

と保全を脳裏に刻み込む。

�．労働、節約、一般の福祉に対する連帯的積極的態度を養う。
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第８条 国と国の地方分権化された組織が行う教育、同様に私立機

関が行う全ての初等教育、中等教育、師範教育、およびその他の基

礎教育教員を養成する教育を方向付ける規準は、科学の進歩の成果

に基づき、無知と無知がもたらす影響、従属、狂信、偏見と闘うも

のとする。加えて教育は、

Ⅰ．民主的であって、民主主義を単に法的構造や政治的体制と捉

えるのではなく、人々の経済、社会、文化的な継続的向上に

基礎をおく生活システムと捉える。

Ⅱ．国民的であって、敵対的排除的になることなく、我々の問題

の理解、天然資源の利用、独立の防衛、経済的独立の保障、

文化の継続と増大を担う。

Ⅲ．人類のより良い共生に貢献するものであって、人間の尊厳、

家族の一体性（integridad）、社会の一般的利益への信念を被

教育者の内面において強化することに役立つ諸要素と同時

に、人種的、宗教的、集団的、性的、個人的な偏見を退け、

友愛の理想、全ての人の権利の平等を保つための配慮を保

つ。

第９条 就学前、初等、中等の教育を行うほかに、国は、地方分権

化された組織、財政的補助、またあらゆる他の手段によって直接的

に、国の発展に必要な、高等教育を含む全ての教育の種類や様式を

育成管理し、科学技術的な研究調査を支援し、国民的普遍的文化の

強化と普及を奨励する。

第１０条 国と国の地方分権化された組織、公的な価値を有するとし

て許認可を受けた私立機関が行う教育は、公的サービスである。以

下のものは国民教育制度を形成する。

Ⅰ．被教育者と教員
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Ⅱ．教育行政当局

Ⅲ．計画、プログラム、教育方法と教材

Ⅳ．国と国の地方分権化された組織

Ⅴ．公的な価値を有するとして許認可を受けた私立機関 および

Ⅵ．法律が自治を認めた高等教育機関。

国民教育制度を構成する諸機関は、被教育者が社会に統合さ

れ、機会を捉えて生産的活動を発達させ、さらにまた労働者

に勉学を可能とさせるような方法で、教育を行う。

第１１条 本法の適用と実施の監視は、本法が定める規定により、連

邦、連邦機関、自治体の責任である。本法の実効性（efectos）のた

め、諸用語は以下のように理解される。

Ⅰ．連邦教育当局、または教育省は、連邦行政制度における公教

育省を意味する。

Ⅱ．地方教育当局とは、連邦各州の行政当局、同様に、この場

合、行政当局が社会的教育機能を実行するために設置した機

関を意味する。

Ⅲ．市町村教育当局（Autoridad educativa municipal）とは各市町

村役所を意味する。

第Ⅱ章 連邦の教育体制について
第１部 教育の社会的機能の配分について

第１２条 以下の責務は連邦教育当局のみに対応する。

Ⅰ．共和国全土における初等教育、中等教育、師範教育、その他

の基礎教育教員養成のためのカリキュラム、及び学校暦を決

定すること。その目的のためには、地方教育当局や、第４８条

の規定に定められた、教育に関わる多様な社会部門の意見が
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考慮される。

Ⅱ．共和国全土における、初等教育、中等教育、師範教育、その

他の基礎教育教員養成の各授業サイクルに適用可能な学校暦

を定める。

Ⅲ．教育に関わる多様な社会部門の参加を可能にする手続きを通

して、無償の教科書を作成し更新する。

Ⅳ．初等教育と中等教育のための教科書使用を許可する。

Ⅴ．初等教育と中等教育における教材使用の一般的指針を定め

る。

Ⅵ．基礎教育教員の養成、知識の更新、能力付与、専門性向上の

ための国家システムを作成する。

Ⅶ．私人が形成する初期教育、就学前教育の、カリキュラムとプ

ログラムに関する教育的要件を定める。

Ⅷ．単位認定、再認定、代替措置の国内制度を規定して、一つの

教育様式から他へと移動する生徒の便宜を図る。

Ⅸ．国民教育制度に属する機関の国による登録を行う。

Ⅹ．憲法と本法の第Ⅶ章で述べる社会参加の評議会との間での調

整をし、国家的な一般指針を定める。

�．国民教育制度の計画立案およびそれに基づく全体的整序（pro-

gramación）を実現し、これを評価し、地方教育当局が行わ

なくてはならない評価の一般指針を定める。

�．連邦政府の権限の下にある他の当局と共に、他国との文化的

関係を築き、教育、科学、技術、芸術、文化、体育、スポー

ツにおける国際協力プログラムの形成に関与する。

ⅩⅢ．初等教育、中等教育、師範教育、その他の基礎教育教員養成

の国民的性格を保障するための必要な条件およびこの法と他

の適用規定が定めるところの他の同様な性格を持つ条件を定

める。
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第１３条 次の権限はそれぞれの範囲に対応して、地方教育当局に帰

せられる。

Ⅰ．初期教育、先住民を対象とするものを含む基礎教育、特殊教

育、同様に、師範教育、その他の基礎教育教員養成のための

教育サービスを提供する。

Ⅱ．教育局に対して、初等教育、中等教育、師範教育、その他の

基礎教育教員養成に含まれる地方的内容を提案する。

Ⅲ．その場合、教育省により定められた１年の学校暦（学校行事

計画…訳者補足）を尊重しつつ、初等教育、中等教育、師範

教育、その他の基礎教育教員養成における各授業期間（ciclo

letivo）に合致した学校暦を作る。

Ⅳ．教育省が定める一般指針に従い、基礎教育段階の教員養成、

知識の現代化、資格付与、専門的知識向上のサービスを行

う。

Ⅴ．教育省が制定した一般指針に従い、初等教育、中等教育、師

範教育、その他の基礎教育教員養成に相当する勉学を再評価

し、同等であるか否かを判定する。

Ⅵ．初等教育、中等教育、師範教育、その他の基礎教育教員養成

を行おうとする私人に対し、これを許可、拒否、ないし取り

消す。

Ⅶ．上記にならい、本法および適用可能な他の規定が定めるとこ

ろのもの。

第１４条 第１２、１３条が言及する専権的事項のほかに、以下の条項は

もっぱら連邦及び地方の教育当局の責任に帰せられる。

Ⅰ．全国的、地域的、各州的必要性に応じて、第１３条の第Ⅰ、Ⅳ

項に規定されるところ以外の教育サービスを奨励し実施す
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る。

Ⅱ．第１２条第Ⅰ項に規定されるところ以外のカリキュラム、教育

計画を決定し編成する。

Ⅲ．第１３条第Ⅴ項に述べられるところの他に、教育省が規定する

一般指針に従い、勉学を再評価し同等性の判定を行う。

Ⅳ．私人が与える初等教育、中等教育、師範教育、その他の基礎

教育教員養成以外の勉学に対し公的有効性の認証を与え、拒

否し、取り消す。

Ⅴ．第１２条第Ⅲ項で示されるもの以外に書籍を編集し他の教材を

生産する。

Ⅵ．教育の革新、科学的技術的人道的研究調査、国民教育制度の

支持のため、公共図書館を通じて図書館サービスを行う。

Ⅶ．教育革新の基礎となる研究調査を恒常的に促進する。

Ⅷ．技術教育と科学技術研究の発展を推進する。

Ⅸ．あらゆる形態の、芸術的、文化的、体育スポーツ的な活動を

奨励し普及する。

Ⅹ．本法とその施行規則の遵守を監視する。

�．以上に類する、本法とその他の適用可能な規定が定めるその

他のもの。

連邦政府及び各州政府は、専ら第１２，１３条が与えた例外を除

き、本法が言及する教育的活動を調整し統一するために、協

定を結ぶことができる。

第１５条 各市町村政府は、連邦及び各地域の教育当局の協力を損ね

ることなしに、いかなる種類や様式の教育サービスも奨励し行うこ

とが出来る。また、第１４条の第Ⅴ、Ⅷ項において列挙された活動も

行うことができる。

連邦を構成する各政府は、州市町村立の公立学校における基本的設
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備を維持し供給するために、市町村政府の直接的関与を奨励する。

連邦を構成する各政府と市町村政府は、教育活動を調整統一し、各

責任をより良く履行するために協定を結ぶことができる。

第１６条 第１１，１３，１４条とその他の条文がそれぞれの責任において地

方教育当局に示すところの、初期教育、先住民を対象とするものを

含む基礎教育、特殊教育に関係する権限は、連邦区においては同区

の政府とそれを構成する各地区単位に割り当てられる。この権限の

実行においては第１８条は適用されない。

師範教育、その他の基礎教育教員養成のサービスは、連邦区におい

ては連邦政府がこれを行う。

連邦区の政府は、第２５，２７条の規定に基づき、当地区の教育サービ

スの資金調達を行う。

第１７条 連邦、各地域の教育当局は、国民教育制度の発展について

分析し意見を交換し、教育の社会的機能を支えるための提言をまと

め、活動について取り決めをするために、定期的に協議を行う。こ

れらの会合は教育省により主催される。

第２部 教育サービスについて

第１８条 連邦政府が連邦行政制度の地方支部ルートを通じて実行す

る教育機関の設置は、前記教育機関のカリキュラムやプログラムの

編成と同様に、教育省との調整に従って行われる。前記行政支部

は、その勉学に応じて有効性を持つ証拠書類、証明書、修了証書、

学卒資格を発行する。

第１９条 教育省が供給する無償教科書とその他の補助教材の、適切
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な時期における完全で広く効率的な配布は、各地方教育当局の責任

である。

第２０条 各教育当局は、それぞれの管轄範囲において、教員養成、

知識の現代化、資格付与、専門的知識の向上のための制度を構成

し、前記制度は、以下の目的を有する。

Ⅰ．大学卒のレベルにおける、初期教育、先住民を対象とするも

のを含む基礎教育、体育の教員養成。

Ⅱ．前項に言及された範囲の現役教員の、知識の現代化と教育的

専門知識の向上。

Ⅲ．各学校の必要性と教育資源に応じた、専門コース、修士課

程、博士課程のプログラムの実現。

Ⅳ．教育的研究調査の発展と教育的文化の普及。

地方教育当局は、サービスの質または必要性の性質からして

地域プロジェクトが望ましいときには、本条に規定された目

的に関連する活動を実行するために、互いに協力して調整す

ることができる。

第２１条 教育者は、教育プロセスの推進者、調整者、かつ直接的な

担当者である。その働きを有効なものとし、そのプロセスの恒常的

な改善に結びつくような方法をもたらさなくてはならない。

州、地方分権化された組織、許可を受けた、ないしは勉学の有効性

を公的に認められた私人により、設置された教育機関において教職

を行うためには、教員は権限を有する当局が示す要件を満たさなく

てはならない。

州は、州立学校の教員が、自分が働く地域社会に住むことができ、

人並みの住居を享受し、家族を支えるに足る恥ずかしくない生活水

準に達し、同様に、教える授業の準備と自らの専門的向上に必要な
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時間を享受することができるような、専門職としての給与を支払

う。

教育当局は、より良い労働条件とより高い社会的認知を得るため

の可能性を持つものとして、教員の集団への所属を支援する仕組み

を確立する。

教育当局は、その職業実践において傑出した教員に対しそれを認

知し、取り上げ、奨励し、報償を与える。また一般に教員の仕事へ

のより高い評価を促進する活動を行う。

第２２条 教育当局は、それぞれの管轄範囲において、常にその規定

や手続き等を検証することにより、それらを簡略化し、教員の事務

手続きの負担を軽減し、授業により多くの実質的時間を割き、総体

的により適切でより効率的に教育サービスの実行が果たせることを

目指す。

監督活動においては、教育当局は、管理行政面に関して、実務的、

教授学的、およびその他の教育的役割の適切な実施のための支援を

優先して行う。

第２３条 メキシコ合衆国憲法第１２３条のⅦ条 A）項が言及するとこ

ろの事業または企業は、教育を必要とする生徒の人数が２０人を超え

た際には学校を設立し維持する義務を有する。これらの学校は地方

教育当局の行政管理部（la dirección administrativa）の管轄下に入

る。

前段落において定められた義務の実行のために設立された学校

は、適用される規定が示すところによって、その役割を果たすに必

要な建物、設備、その他の要素を得るものとする。

上記の学校の維持は、法律と規則が定める教職員の給与と給付

（prestaciones）のための出資を行う経営義務を含む。それは同様の
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状況において地方教育当局が与えるものより劣らないものとする。

地方教育当局は、本条が示す義務を履行するために、経営者との協

定を結ぶことができる。

第２４条 教育サービスから直接に裨益するものは、相当する規定が

示す場合と条件により、社会サービスを提供する。この規則におい

ては、社会サービスの提供は資格や学歴を得るための前提条件とさ

れる。

第３部

第２５条 連邦政府と各州政府は、関連する適用可能な公的収入及び

支出の規定に従い、公教育と教育サービスの財政に責任を持つ。国

－連邦、州、市町村－の、公教育と教育サービスの支出先について

の年額は、国内総生産の８％を下回ってはならず、この支出のう

ち、国内総生産の少なくとも１％を公立高等教育機関における科学

研究と技術発展に用いる。

その目的のために各州が受け取る連邦資金は、移動可能ではな

く、同州におけるサービス提供とその他の教育活動に適用される。

その場合、地方政府は連邦政府が上記資金の正しい運用を検証する

ことが出来るよう、あらゆる便宜と協力を提供する。

第２６条 各州政府は、適用される規定に従い、第１５条の規定によっ

て市町村当局の担当となる責任の実行のため、各市町村役所が資金

を受け取るよう指導する。

第２７条 この部の前条に定められたところを実行するに当たり、連

邦政府と各州政府は、国の発展という目標のために公教育が有する
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優先的性格を考慮に入れる。

あらゆる時を捉え、教育という事業への資金源を強化するように

し、実質的な意味で公教育に対する予算的資金が増加するように努

める。

第２８条 国、分権化された組織、民間が行う教育活動への投資は社

会的利益にかなうものである。

第４部 国民教育制度の評価について

第２９条 国民教育制度の評価は教育省の責任となる。それは地方教

育当局がそれぞれの管轄範囲において行う活動を妨げない。

上記の評価、および地方教育当局による評価は、体系的でありかつ

恒常的なものとする。その結果は、教育当局がその管轄範囲におい

て妥当な方法をとるよう、基礎資料として参照される。

第３０条 国、分権化された組織、認可され、またはその勉学の公的

価値が認められた私人により設立される教育機関はこの部で言及さ

れる評価の実行のためにあらゆる便宜と協力を、各教育当局に提供

する。

そのため、必要な全ての情報を適切な時期に提供する。生徒、教

員、管理者、教育プロセスへのその他の参加者の効果的な協力を可

能にするように方法を講じる。教育省を含む教育当局は、統計と診

断の目的のために試験を行い、学校には必要な情報が直ちに届けら

れるように求める。

第３１条 教育当局は、教師、生徒、父母、社会一般に行われた評価

の結果を公表する。同様に各州の教育の発展や進歩が測れるグロー

メキシコ合衆国の総合教育法 ９７



バルなその他の情報も提供する。

第Ⅲ章 教育の平等について

第３２条 各教育当局は、個人による教育の権利の完全な行使、教育

における一層の公平性、同様に、教育機会と在学継続の実質的な平

等の達成、これらを可能にする条件を確立することを目指した施策

を講ずる。

上記の施策は、より悪化した教育遅滞を有し、ないしは経済社会的

に不利な条件に直面している集団と地域を、優先的に対象とする。

第３３条 前条に規定された事柄を実行するため、各教育当局は、そ

れぞれの管轄範囲において以下の活動を行う：

Ⅰ．僻地や都市の周縁化された地域にあって、教育遅滞や教育放

棄の可能性がかなり高いと見なされる学校に対し、同地域の

教育問題に対処するためより良質の要素を給付することによ

り（mediante la asignación de elementos de mejor calidad para

enfrentar los problemas educativos de dichas localidades）、特別

な取り扱いを行う。

Ⅱ．僻地や都市の周縁化された地域で勤務する教員に対しては、

その地域社会に定着することを目的とした支援プログラムを

開発する。

Ⅲ．幼児発達センター、社会統合センター、寄宿学校、幼児学童

宿泊所（albergues escolares e infantiles）その他の生徒の学習

と進歩（aprovechamiento）を継続的安定的に支援する施設を

奨励する。

Ⅳ．通常の学校制度を放棄した人々に対応するための教育サービ

スを実施し、そうした人々が初等中等教育を修了することを
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促進する。

Ⅴ．特殊な教育的必要性を持つ集団に対し、生徒の学習進行上の

遅れを回復するためのプログラムなど、教育的支援を提供す

る。

Ⅵ．遠隔教育の制度を確立する。

Ⅶ．識字教育やコミュニティ教育などのプログラム（programas

de alfabetización y de educación comunitaria）のような、文化

的社会的水準を向上させ、人々の福祉に繋がる教育キャン

ペーンを実施する。

Ⅷ．生徒に奨学金やその他の経済的支援を提供するためのプログ

ラムを開発する。

Ⅸ．家庭の父母に向けたプログラムを行い、子ども達に一層注意

を向けるように促す。

Ⅹ．教育に関わる市民的連帯活動や教員の協同組合活動を奨励す

る（otorgarán estímulos）。

�．私人による財政支援やこの章で言及された活動に民間人が参

加することなど、社会が教育により広く参加することを奨励

する。

�．前条に述べられた目的の達成に貢献した人々を認知し栄誉を

与える（concederán reconocimiento y distinciones）。

ⅩⅢ．教育サービスの質を高め範囲を広め、前条に述べられた目的

の達成に役立つその他の活動を実行する。

国はまた、支援プログラム、栄養補助、健康キャンペーン

や、教育機会と在学継続の実質的平等に影響を及ぼす社会的

条件に立ち向かうためのその他の対策を実施する。

第３４条 前条に列挙された活動の他に、連邦政府は特別の資金をも

って大きな教育遅滞の見られる州政府を支援する補償的プログラム
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を実施する。前もって協定を結び、各地方教育当局（las autoridades

educativas locales）が上記の遅滞を削減し克服するために実施する

義務があるところの、財政投入の割合と特別なアクションについて

合意する。

教育省は、上記の補償プログラムの教育的質における成果を評価す

る。

第３５条 補償的役割の行使のため、かつ教育の公平性を向上させる

活動を扱う場合においてのみ、教育省は一時的な形で集中的に、各

州の基礎教育と師範教育に参加することができる。

第３６条 連邦政府、各州政府、市町村役所は、本章が言及する活動

を調整するための協定を結ぶことができる。

第Ⅳ章 教育プロセスについて
第１部 教育の種類と様式について

第３７条 基礎的な教育は就学前、初等、中等の水準からなる。就学

前教育は初等教育入学の前提要件ではない。

中等教育（el tipo medio-escolar）は高校卒（bachillerato）の水準

を含み、高校卒またはその同等水準を要求しない専門教育など、そ

の他の相当する水準を含む。

高等教育は高校卒業またはその同等水準の資格の後に与えられ

る。これは、学士、専門課程卒業、修士課程、博士課程、同様に学

士修了に先立つ完結的選択肢からなる。全ての段階と専門における

師範教育を含む。

第３８条 基礎教育はその３つのレベルにおいて、国内の多様な先住
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民集団や僻地の分散人口や、移民集団のそれぞれの言語的文化的特

徴に応じるために必要な適応策をとるものとする。

第３９条 国民教育制度においては、初期教育、特殊教育、成人教育

を含む。

人々の固有の教育必要性に応じて、これらの必要性に対応するため

の個別のプログラムや内容を有する教育を行うことができる。

第４０条 初期教育は４歳より年少の子ども達の身体的、認知的、情

緒的、社会的な発達を促すことを目的とする。子女や被後見者の教

育のために行う、家庭の父母または後見人の指導もこれに含まれ

る。

第４１条 特殊教育は、一時的ないしは永続的な障害を有する個人、

また同様に傑出した能力を有する個人に向けられる。社会的公平性

をもって、それぞれの固有の条件に適合する方法で生徒を遇する。

障害のある年少者を扱うに当たって、この教育は特別の方法、技

術、教材を適用することにより、彼らの通常の基礎教育学校への統

合を奨励する。この統合が果たせない人々に対しては、社会的生産

的な自律的共生のため、学習の基礎的な必要性を満たすことに努め

る。そのために必要な教育学的支援のプログラムや教材が作製され

る。

この教育は、保護者や後見人、同様に、特別な教育ニーズを持つ生

徒の統合を行う通常の基礎教育学校に勤める教員や職員への指導を

も含む。

第４２条 年少者への教育を行うに当たっては、各自の尊厳への尊重

をもとに、身体的、心理的、社会的な統一性を維持するよう必要な
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保護と注意を向けること、そして学校の規律の適用がその年齢にふ

さわしいものであることを保障するための方策をとる。

第４３条 成人教育は１５歳以上で基礎教育に就学経験がないかまたは

修了に至らなかった個人を対象とし、なかでも、各グループに応じ

た特殊性を有する、識字教育、初等中等教育、同様に職業準備教

育、を含む。この教育は社会的連帯に基づいて支えられる。

第４４条 成人教育に関して、本法に照らして地方教育当局にのみ該

当する教育サービスを、連邦が実施することができる。

この教育の受益者は第４５条、第６４条が言及する手続きに従い、部分

的ないし全体的な試験を通じて、獲得された知識の証明を得ること

ができる。試験を受けて各知識の証明を得ることができない場合に

は、深めなくてはならない勉学の単位を示す情報を受け取り、上記

知識の証明を得るまで繰り返し受験する権利を持つことになる。

国とそれを構成する単位（entidades－州を指す…訳者補足）は、

成人教育の促進と助言のための恒久的サービスを組織し、労働者や

その家族に勉強し初等中等教育修了の資格を得るための便宜を提供

する。

この教育に関連する仕事に助言するなどボランティアとして参加し

た人は、必要な場合社会サービスの実行を証明される権利を有す

る。

第４５条 職業訓練（la formación para el trabajo）は、これを受講す

る者が、必要な資格を備えた（calificados）職業や何らかの役目を

通じて、市場で必要とされる生産活動を発展させることが出来るよ

うな、知識、能力（habilidades）、熟練度（destreza）を獲得するよ

うにする。
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教育省は、他の所轄する連邦官庁とともに、職業教育に関して共和

国全土に通じる証明制度を作る。これにより、それが獲得された方

法には関わりなく、部分的な、また積み上げ的な方法で、中間的ま

たは完結的な段階の知識、能力、熟練度の証明を受けることが出来

るようにする。

教育省は、他の所轄する連邦官庁とともに、証明可能なそれらの知

識、能力、熟練度の定義のため、共和国全土に適用可能な一般指

針、同様に対応する評価手続きを定める。これは、地方当局が個別

の要件に配慮して定めている他の規定を損なわない。証明書、証拠

書類（constancias）ないしは修了証書は、公的機関および上記指針

が挙げる私的機関によって授与される。

前述された一般指針の決定に際して、同様に、提供される職業訓練

サービスの決定に際して、所轄当局は、全国的、地方的、および市

町村の段階において多様な生産部門の必要性、提案、意見を考慮す

る手続きを確立する。

職業訓練が地方当局、市町村、私的機関、組合組織（organizaciones

sindicales）、経営者その他の私人により行われるための協定を結ぶ

ことが可能である。

本条にある条件で与えられる職業訓練は、メキシコ合衆国憲法第１２３

条 A）項ⅩⅢに規定された資格付与に対する付加と補足である。

第４６条 この部（sección）で言及される教育は学校教育、学校教育

以外、両者の混合の様式を取りうる。

第２部 カリキュラムと授業計画について

第４７条 教育内容はカリキュラムと授業計画によって規定される。

カリキュラムには以下の事柄が定められなくてはならない。
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Ⅰ．授業活動全体（la formación general）の目的。その場合、各

教育水準に応じた能力の獲得や熟練度の向上を意味する。

Ⅱ．生徒が各教育段階の目的を達成するために、最低限、修得証

明をしなくてはならない（deba acreditar）科目やその他の学

習単位に編成された基本的な学習内容。

Ⅲ．科目ないし一定の教育水準をなす学習単位の間で尊重されな

くてはならない不可欠の連続性。

Ⅳ．生徒が各教育水準の目的を達成したことを証明するための、

基準、および評価と証明の手続き。

授業計画においては、カリキュラムの枠内において、科目な

いし他の学習単位による学習の個別目的、同様に修得の基

準、および評価と証明の手続きが定められなくてはならな

い。上記目的を達成するための方法や活動への提案を含める

ことが出来る。

第４８条 教育省は、共和国全土に適用され義務であるところの、初

等教育、中等教育、師範教育、その他の基礎教育教員養成のための

カリキュラムと授業計画を決定する。

この目的のため、教育省は、地方教育当局の意見や、第７２条が言及

する「教育における社会参加全国評議会（el Consejo Nacional de Par-

ticipación Social en la Educación）」において表明される、教育に関

係する多様な社会部門の意見を考慮する。

地方教育当局は、教育省が審査や必要な場合許可をするために検討

すべき事柄として、以下を提案する。すなわちカリキュラムと授業

計画の国民的性格を減少させることなく、生徒が州（la entidad）と

各市町村における歴史、地理、慣習、伝統、生態系、その他の固有

の側面をより良く知ることが出来るような地域的内容を盛り込むこ

とである。
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教育省は、本条が言及するカリキュラムと授業計画の体系的な検討

と評価を行い、それらを常に現代化された形に保つ。

本条の達成のために教育省が定めたカリキュラムと授業計画、およ

びその修正は、連邦の官報と各州の公的広報機関において公表され

なくてはならない。

第４９条 教育のプロセスは、生徒と教育者の関係の調和を確保する

ことが出来るよう、自由と責任の原則に基づいて行われ、生徒、教

員、家庭の父母、公的私的機関の間のコミュニケーションと対話を

確保するよう、集団的活動を奨励する。

第５０条 生徒の評価は、各人における知識、能力、熟練度の測定、

および、全体としてカリキュラムと授業計画で定められた目標の達

成度の測定を含む。

教育機関は定期的に、生徒とこの場合家庭の父母ないしは後見人

に、部分的試験ないし期末の各試験の結果と評価を伝えなくてはな

らない。同様に、可能な場合には、さらなる進歩を遂げるよう該当

する生徒の学業の達成度に関して観察結果を提供する。

第３部 学校暦（年間計画）について

第５１条 連邦教育当局は、適用されるカリキュラムと授業計画の実

施に必要な、共和国全土に適用される年間学校暦を、初等教育の各

授業段階、中等教育、師範教育とその他の基礎教育教員養成に対し

て定める。学校暦は、生徒の２００授業日を含まねばならない。

地方教育当局は、各州の固有の要件に配慮するために必要な場合に

は、教育省により決められた学校暦を適宜調整することが出来る。

学校暦への修正が、前段落で言及された生徒に対する授業日よりも
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多い日数を含むことになった場合、教員へのしかるべき報酬が保障

されなくてはならない。

第５２条 適用されるカリキュラムと授業計画に定められるところに

従い、開講日、学校における労働時間は、教育の実践と生徒との教

育的活動にあてられる。

カリキュラムと授業計画に定められていない活動、授業中止は、そ

れを定めた、またはこの場合相当する学校暦を調整したところの当

局によってのみ、許可される。これらの許可は、特別な場合にのみ

与えられ、そうでない場合には、カリキュラムと授業計画だけでな

く、この場合教育省によって指示された学校暦の不履行と見なされ

る。

特別な場合ないし行政権力の命により（por caso extraordinario o

fuerza mayor）中止が生じた場合は、教育当局は、中止となった日

数と時数を回復するための措置をとる。

第５３条 教育省が、初等教育、中等教育、師範教育、その他の基礎

教育教員養成の各授業期間（cada ciclo lectivo）のために定めた学

校暦は、連邦の官報に発表される。各州において適用される学校暦

は、同州の公的な広報組織によって公表されなくてはならない。

第Ⅴ章 私人が行う教育について

第５４条 私人はあらゆる種類、様式の教育を行うことが出来る。

初等教育、中等教育、師範教育、その他の基礎教育教員養成に関す

ることについては、いかなる場合においても、事前に国（el

Estado）の明確な許可が必要である。上記のものと異なる勉学を行

うに当たっては、公的有効性の認証を得ることが必要である。
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許可と認証は、各カリキュラムごとに異なる。新たな勉学を課すた

めには、場合によっては、それぞれの許可ないし認証が必要とな

る。

教育機関は許可と認証を与えられることにより、該当の許可と上記

の認証が必要とされる勉学に関して、国民教育制度に編入される。

第５５条 許可と勉学の公的有効性の認証は、申請者が、以下のよう

な条件を備えたときに与えられる。

Ⅰ．教育を行うに適切な準備ができていることが証明され、かつ

その場合に、第２１条が言及するところのその他の要件を満た

している教職員がいること。

Ⅱ．許可権のある当局が定めた衛生、安全、教育面での条件を満

たす施設設備があること。

Ⅲ．初等教育、中等教育、師範教育、その他の基礎教育教員養成

以外の教育の場合には、許可権のある当局が妥当とするカリ

キュラムと授業計画があること。

第５６条 教育当局は、相当の公的情報機関により、許可または勉学

の公的有効性の認証を与えた教育機関の報告書（relación）を発表

する。同様に、時宜に応じてそれぞれの場合につき、許可または認

証を与え、取り消し、撤回した教育機関の、リストへの編入または

削除を発表する。

許可または認証を得て教育を行う私人は、発行する文書と実施する

広告において、学校の資格（calidad de incorporados）、合意の番号

と日付、同様にそれを与えた当局の名称を示す説明を行わなくては

ならない。

第５７条 許可または公的有効性の認証を得て教育を行う私人は、以
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下の義務を果さなければならない。

Ⅰ．メキシコ合衆国憲法第３条と本法における規定を遵守するこ

と。

Ⅱ．管轄権のある教育当局が決定したまたは妥当であると見なし

たカリキュラムと授業計画を実行すること。

Ⅲ．許可または認証を与える当局が決定する一般指針の条件に従

い、少なくとも最低限の奨学金を与えること。

Ⅳ．第５５条に定められた用件を遵守すること。

Ⅴ．管轄権を持つ当局が実行しまたは命令する評価、監査、監督

活動を円滑に行えるようにし（facilitar）、協力すること。

第５８条 許可または公的有効性の認証を与える当局は、上記の許可

または認証を与えたところの教育サービスを、監査し監督する義務

がある。

監査実施のための訪問にあたっては、管轄権を有する当局によって

発行された命令書が提示されなければならない。

訪問は、上記の命令書に示された場所、日付、当該事項について行

われる。訪問担当者は適切な方法で身分を表示しなくてはならな

い。

訪問終了後、訪問者と二人の証人により相応の記録に署名がなされ

る。上記の記録への署名を訪問を受けた側が拒否した場合には、そ

れは同書に記載され、その否定は記録の有効性に影響をおよぼさな

い。記録の実例が訪問を受けた側に渡される。

私立機関（particulares）は、教育当局に監査の日付に続く５有効日

以内に、訪問に関する文書を提出することができる。

第５９条 公的有効性の認証なく授業する者を通じて教育サービスを

行う私立機関は、相応の文書ないし広報（publicidad）によって、
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それを公開しなくてはならない。

幼児教育と就学前教育の場合には、このほかに、授業をするために

適切な準備を間違いなく実行できる職員と当局が定める、衛生、安

全、教育的な条件を満足させる設備を有し、第１２条第Ⅶ項が言及す

る用件を満たし、第４２条が言及する方策をとらなくてはならない。

同様に管轄権ある当局の監査と調査を容易にするよう努めなくては

ならない。

第Ⅵ章 学習（estudios）の公的有効性（validez
oficial）と知識の証明について

第６０条 国民教育制度内で行われた学習は、全国的に有効である。

国民教育制度内の教育機関は証明書（certificados）を発行し記録書

類（constancias）、卒業証書（diplomas）、資格（títulos）または学歴

証書（grados académicos）を該当するカリキュラムと授業計画にお

いて定められた要件に従って修了した者に授与する。同証明書、記

録書類、卒業証書、資格、学歴は、共和国全土に有効性を持つ。

教育省は共和国内における公的有効性を持つ学習が外国でも認めら

れるように働きかける。

第６１章 国民教育制度外で行われた学習は、上記国内制度内で行わ

れた学習と比肩すべき時はいつでも、再評価（revalidación）を通じ

て公的有効性を獲得することができる。

再評価は、各規則が定めるところに従い、学校段階、学年段階、ま

たは科目かその他の学習単位などにおいて行われる。

第６２章 国民教育制度内で行われた学習は、各規則が定めるところ

に従い、学校段階、学年段階、または科目かその他の学習単位など
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によって、相互に認め合うことができる。

第６３条 教育省は共和国全土に適用される規範と一般的基準（nor-

mas y criterios generales）を定める。再評価、同じく、学習が同等

であるとの宣言も上記の規範と基準に合致するものとする。

教育省は第１３条第Ⅴ項において言及されたものと異なる学習を再評

価し、その同等性を宣言する。

地方教育当局は管轄範囲の中で行われたカリキュラムと授業計画に

関する場合のみ、再評価と同等性の宣言を行う。

本条の条件において行われた再評価と同等性の宣言は、共和国全土

に有効性を持つ。

第６４条 教育省は、大臣の同意により（por acuerdo de su titular）、

証明書、記録書類、卒業証書、資格が授与される手続きを定めるこ

とができる。その対象は、独学ないしは労働経験を通じて獲得され

た、一定水準の教育や学年（grado escolar）に相当する一貫した知

識を証明出来るものである。

教育省によるそれぞれの同意は（el acuerdo secretarial respectivo）、

獲得された知識の証明のために実行されなくてはならない特有の要

件を示す。

第Ⅶ章 教育への社会的参加について
第１部 家庭の父母について

第６５条 以下は、親権（patria potestad）ないしは後見（la tutela）

の権利を行使する者の権利である。

Ⅰ．未成年の子女または被後見人が、適用される条件を満たした

場合、就学前、初等、中等教育を受けるために、公立学校に
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登録すること。

Ⅱ．子女または被後見人が登録されている学校の運営部（las auto-

ridades escolares）に参加し、彼ら／彼女らに関係するいかな

る問題についても解決のために参集する（se aboquen）こ

と。

Ⅲ．生徒の向上と学校の改善のため、学校運営部に協力するこ

と。

Ⅳ．父母の会と本条で言及している社会参加組織（asosiaciones de

los consejeros de participación social）に参加すること。

Ⅴ．私人が行う教育の場合には、学校が課している授業料（contra-

prestaciones）について意見を述べること。

第６６条 以下は、親権（patria potestad）ないしは後見（la tutela）

の権利を行使する者の義務である。

Ⅰ．子女または被後見人が、未成年の場合、初等、中等教育を受

けさせること。

Ⅱ．子女または被後見人の教育を援助すること。

Ⅲ．子女または被後見人が在籍している教育機関に対し、これが

行う教育活動に協力すること。

第６７条 父母会は以下の目的を有する。

Ⅰ．会員にとって共通な教育関係の関心事を学校当局に提示する

こと。

Ⅱ．学校コミュニティ（la comunidad escolar）の一層の統合のた

め、同様に、学校の向上のため、協力すること。

Ⅲ．学校に対し父母会が望む、正規雇用、学校財産、サービスな

どに関する協力活動に参加すること。

Ⅳ．前項で示された目的を達成するために役立つ方策を提案する
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こと。

Ⅴ．生徒が対象となるいかなる異常についても、学校に知らせる

こと。

父母会は学校の教育ないし労働管理の分野に介入することを

控えること。

父母会の組織と機能は、学校当局との関係に応じて、連邦教

育行政が指示する規定に従うこと。

第２部 社会参加評議会について

第６８条 教育当局は、連邦教育行政（la autoridad educative federal）

が定める方針に従い、公教育の質を強化し高め、同様に教育サービ

スの提供範囲を広げるための活動に社会が参加するよう奨励する。

第６９条 公立学校を地域社会と活発かつ恒常的に結びつけること

は、基礎教育の各学校当局の責任である。この目的のため、地方政

府と教育当局は最大限の協力を行う。

基礎教育段階の各公立学校において、学校当局（la autoridad esco-

lar）は社会参加評議会を運営するように指導する。この組織は、

父母、父母会代表、教員、教員組合代表、学校長、卒業生、同様

に、同学校の発展に関心を持つ地域社会のその他の成員から構成さ

れる。

当評議会は、教員のさらなる向上に貢献することを目的とし、学校

暦、教育目標、学校活動の発展に精通する。（またその目的のため

に以下の活動を行う。－訳者補足）教員と父母の協力を促進する。

生徒、教員、経営者、父母に対し、社会的な奨励策と評価とを提案

することができる。生徒の人格形成を補い助ける校外活動を奨励、

促進し、後援する。民事的防衛（protección civil）と学校内の緊急
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事態（emergencia escolar）に備えて、参加、調整、普及の活動を実

行する。生徒の学業に対する家族と地域社会の関心を喚起する。教

授学的事項に意見を述べることができる。教育に悪影響をもたらす

社会的条件を削減することに貢献する。学校施設の改善に向けた個

別作業のために人々を招集することを許可される。学校の日常的活

動を助け、一般に同校の利益となる活動を実施できる。

類似の評議会は基礎教育段階の私立学校でも設置運営できる。

第７０条 各市町村においては、教育に関する社会参加評議会を設置

運営することができる。同評議会は、市町村当局、父母、父母会代

表、優れた教員、学校経営者、教員組合代表、同じく、社会的組織

代表、その他の教育改善に関心がある人々から構成される。

本評議会は、市町村政府と教育当局に対し、教育サービスの改善、

公立学校の建設と拡大、市町村内におけるその他の教育発展のため

の企画を遂行する。教育当局が行う評価の結果を知ることができ

る。市町村内の基礎教育公立学校の活動を追跡調査する（llevará a

cabo labores de seguimiento）。文化、市民活動、スポーツ、社会、

これらの面について、学校間での交流、協力、参加の活動を奨励、

促進し、後援する。学校による、教育当局と地域社会の福祉計画の

連携を確立する。市町村の独自性に関連する寄与（aportaciones）

を行い、カリキュラムと授業計画に提案しうる地方的内容の編成を

助ける。教授学的事柄について、意見を述べることができる。市町

村レベルにおいて、民事的防衛と学校内の緊急事態の活動を助け

る。学校間の討議を通じて市町村の範囲内でも教育向上を促進す

る。教育に関する義務を正しく果たすために、父母と後見人に向け

た指導、資格付与、普及の活動を活発化する。生徒、教員、経営

者、学校職員に社会的な認知と奨励策を提案する。施設の維持、及

び公立学校に基礎的設備を供給するために、補足的な資金を獲得す
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るよう努める。また市町村の教育を後援強化するために活動を行う

ことができる。

教育の質と包括する範囲を向上拡大させるために、評議会における

効果的な社会参加を実現することは、市町村長の責任である。

連邦区においては評議会は各市役所によって設置される。

第７１条 各州においては、諮問、指導、支援の組織として、教育に

おける社会参加のための州評議会が設置される。同様の組織は連邦

区に設置される。上記評議会においては父母と父母会代表、教員と

組合代表、州及び市町村の関係当局、同じく、特に教育に関係する

州の社会部門の代表の参加が保障される。

本評議会は、文化、市民活動、スポーツ、社会福祉に関わる学校外

団体を育成し支援する。また、以下の役割を果たす。州レベルで、

民事的防衛と学校的緊急事態の活動を助ける。州の独自性に関する

要素や寄与を体系化し、カリキュラムや授業計画における州独自の

内容の編成に役立たせる。教授学的事柄について、意見を述べるこ

とができる。学校および市町村の評議会を通じて、教育における社

会参加から生じる要求や必要性をくみ取る。州レベルで条件を定

め、関係する機関に対し裁定や支援を行う。各教育当局が実施した

評価の結果を知り、教育の質と包括範囲を改善拡大することに関係

する活動において協力する。

第７２条 教育省は諮問、協力、支援、情報のための国家機関とし

て、教育における社会参加評議会の設置と役割遂行を促進する。同

評議会には、父母とその組織、教員とその組合組織、教育当局、同

じく、特に教育に関心を持つ社会部門が代表として参加する。各教

育当局の行う評価の結果を記録し、国民教育制度の発達と進化を熟

知し、教授学的事柄やカリキュラムと授業計画に意見し、教育の質
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と包括範囲を向上させるための政策を提案する。

第７３条 社会参加評議会は、教育機関の労働管理には介入すること

を差し控え、政治的宗教的問題に関与してはならない。

第３部 コミュニケーション・メディアについて

第７４条 マス・コミュニケーション・メディア（以下マスコミ）

は、その活動の発展により、第８条で定められた基準に従い、第７

条に規定された目的の達成に貢献する。

第Ⅷ章 違反事項、制裁、行政資金
第１部 違反と制裁について

第７５条 教育サービスを行う者の違反事項は以下の通りである。

Ⅰ．第５７条に定められている義務のどれであれ、実行しないこ

と。

Ⅱ．正当な動機、偶発的事件、またはより上の権力を原因とする

ことなくして、教育サービスを中止すること。

Ⅲ．正当な動機、偶発的事件、またはより上の権力を原因とする

ことなくして、該当する学校暦で認められていない日程や時

間に授業を中止すること。

Ⅳ．教育省が認可し、初中等教育のために採用を決定した教科書

を使用しないこと。

Ⅴ．初中等教育用の教材使用に関する一般的指針に従わないこ

と。

Ⅵ．試験、または入学、資格付与、評価のいかなる手段であれ、

その適用前にその対象者に知らしめること。
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Ⅶ．適用される要件を満たさない者に証明書、記録書類、卒業証

書、資格を与えること。

Ⅷ．消費をさせるための宣伝を学校内で行うことや許すこと、同

じく、食品以外で、教育プロセスから著しくかけ離れた商品

やサービスを売ることを行いまたは許すこと。

Ⅸ．生徒の健康や安全を脅かす活動を行うこと。

Ⅹ．明らかに父母または後見人が知るべき生徒の行動を隠すこ

と。

�．評価、検査、監督活動に反対すること、同じく、正確で時宜

を得た情報を提要しないこと。

�．本法律のその他のいかなる条項であれ、また同じく、これに

基づき発令される規定であれ実行しないこと。

本条の規定は教職員には適用されない。教職員が犯した違反

は、独自の規定によって罰せられる。

第７６条 前条に挙げられた違反は、以下により罰せられる。

Ⅰ．違反がなされた地域と日付において有効な、一日の最低給料

の５千倍までの罰金。

Ⅱ．許可の取り消しまたは、該当する学習の公的有効性の認可の

取り下げ。

第Ⅱ項に定められた罰の適用は、何らかの罰金の可能性を排

除しない。

第７７条 第７５条の規定に加え、以下もまた本法律に対する違反であ

る。

Ⅰ．（国民教育制度に…訳者補足）統合された学校であるかのよ

うに見せかけること。

Ⅱ．第５９条における規定を実行しないこと。
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Ⅲ．相応の許認可（autorización）なしに初等教育、中等教育、師

範教育および基礎教育教員の養成を行うこと。

第７６条の第 I項に示される罰の適用に加え、本条の規定から

推測されるところにより（En los supuestos previstos en este ar-

tículo）、該当の学校の閉鎖に至ることがあり得る。

第７８条 教育サービス提供に責任を持つ教育当局、または許可を与

え学習の公的有効性を認めた教育当局が、罰を与える理由があると

見なすときには、１５日以内に、自らの権利を守り、また必要とされ

る資料や書類を提出することができるよう、違反容疑者にそれを知

らしめる。

当局は、違反容疑者によって提出された資料と審理中に作成された

その他の記録書類を基に裁定を下す。

罰を決定するためには、違反、損害、生徒にもたらしたあるいはも

たらし得た損害と違反の重大性、違反者の社会経済的条件、偶発的

事件の場合は違反における意図性の有無を考慮に入れる。

第７９条 私立学校への認可の拒否または取り消しは当該の教育サー

ビスの停止を結果する。公的有効性の認可（reconocimiento）の取

り下げは、その裁定が下った日付以降行われた学習に適用される。

学校が認可を受けていた期間に行われた学習はその有効性を保つ。

裁定を下す当局は生徒への損害を避けるために必要な措置をとる。

許可（autorización）の場合は、その廃止（revocación）が授業期間

中に行われた場合は、学校は当局の判断と監督の下で、授業期間終

了まで継続することができる。
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第２部 行政への審判請求について

第８０条 本法律の規定とこれに派生するその他の規定をもとに発令

された裁定に異議がある場合は、その通達の日付から１５有効日以内

に再審議の請求（interponerse recurso de revisión）を行うことができ

る。

当事者が再審議の請求を行うことなく前段落に示された期間が経過

した場合は、裁定は決定される。

同じく、学習の有効性の許認可を申請提出して以降６０日経過しても

当局から回答がない場合は、再審議を請求することができる。

第８１条 再審議の請求は書面により、直近の上級行政機関、すなわ

ち裁定を行ったまたは申請に回答しなかった当局に対して行われ

る。

請求を受けた当局は、必ず受領書類に印鑑を押すか署名をし、提出

された日付と時間および附属資料の数を記録する。同過程におい

て、その写しが、印鑑を押すか署名されたうえで、申請者に戻され

る。

第８２条 再審議の請求においては、請求者の氏名と住所、損害が明

らかにされなくてはならない。必要と見なされる証拠類、原告（pro-

movente）が本人であることを証明する記録書類も同時に提出され

る。

上記の要件が満たされない場合、当局は請求の不当性を宣言するこ

とができる。

第８３条 再審議の請求を行うに際し、自白的証拠を除き、あらゆる
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種類の証拠、そして関係書類を附属して提出することができる。開

示（desahogo）が必要な証拠が提出された場合、そのために５日以

上３０日間以下の有効日の期間が与えられる。請求を知る教育当局

は、必要と見なされる付加的説得要素（los elementos de convicción

adicionales）を収集することができる。

第８４条 教育当局は以下の日付から３０有効日以内に裁定を下すこと

ができる。

Ⅰ．訴訟開始により、証拠が提出されない、または提出物に３０日

の特別中断が必要ない場合。

Ⅱ．証拠開示（desahogo）の終了、または、開示のために与えら

れた期間が過ぎ、開示されない場合。

再審理の請求への裁定は、当事者に、または法的代理人に、

直接または受領証明付きの書留郵便で知らされる。

第８５条 再審議の請求がなされた場合、罰金支払いに関する抗議を

受けた裁定の実行は中止される。

他のいかなる種類の行政訴訟、および金銭が関係しない罰に関して

は、以下の場合にのみ裁定実行が中止される。

Ⅰ．原告がそれを要求したとき。

Ⅱ．請求が認められたとき。

Ⅲ．裁定の実行が、本法律に対する違反につながる行動や怠慢の

継続や成就を意味しないとき。

Ⅳ．本法律の条件に照らし、生徒や第三者に損害や迷惑を生じな

いとき。

移行規定

第一 本法律は連邦官報による公示の翌日から効力を有する。
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第二 以下の法律は廃止される。官報記載１９７３年１１月２９日の連邦教

育法；１９４５年９月７日官報記載の学校貯蓄法；１９７５年１２月３１日官報

記載の労働資格付与センター教員のための師範教育設置法。

本法律に反するその他の規定を廃止する。

第三 前第二条に言及された法律から生じる規範的規定は、所轄の

教育当局が本法律に関する規範を発表するまで、本法律に違反しな

い限り継続して適用される。

第四 連邦区政府が連邦区内における幼児教育、先住民対象のもの

を含む基礎教育および特殊教育のサービスの提供を担当する過程

は、組合組織と一致した条件と日程で行われる。本法律が効力を持

って以降、上記の過程が終了するまで、第１１，１３，１４条とその他の条

文が各所轄範囲において地方教育当局に指示するところの幼児教

育、先住民対象のものを含む基礎教育および特殊教育は、連邦区に

おいては教育省が行うものとする。上記の過程が終了した時点で、

本法律の第１６条第一段落が効力を持つ。

第五 地方教育当局における教員養成サービスは、本法律の第２０条

に述べられた目的に加えて、大学卒のレベルを正規のものとし、い

かなる環境にあってもこれと異なる学歴水準の現職教員をこれに統

一させる。

第六 権限を持つ当局は教職員の権利を全面的に尊重し、教員組織

の集団的労働関係の名称を認知する。その条件は、法的に有効な登

録を行い、本法律の公布ののち、相当する法律規定に服することで

ある。

メキシコ連邦区、１９９３年７月９日、下院議員フアン・ラミロ・ロブ

レド・ルイス、議長－上院議員マウリシオ・バルデス・ロドリゲ

ス、議長－下院議員ルイス・モレノ・ブスタマンテ、書記－上院議

員ラモン・セラノ・アウマダ、書記－花押

メキシコ合衆国憲法第８９条第Ⅰ項の規定の実行と、憲法の公布およ
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び遵守のため、１９９３年７月１２日、連邦区、メキシコシティ、大統領

官邸において本政令を発布する。－カルロス・サリナス・デ・ゴル

タリ－花押－内務大臣、ホセ・パトロシニオ・ゴンサレス・ブラン

コ・ガリード、花押。

D．O．F．２００２年１２月３０日

総合教育法第２５条改正のための政令

総合教育法第２５条は改正される。

第１条 総合教育法第２５条は改正され、以下のように変わる。

移行規定

第一 本政令は連邦官報記載の翌日に効力を持つ。

第二 本規定の完全な実行のため、国家の予算は、２００６年には本改

革が命じるように、国内総生産の８％相当に達するよう、毎年増加

するものとする。

メキシコ連邦区、２００２年１２月１４日－下院議員ベアトリス・エレナ・

パレデス・ランヘル、議長－上院議員エンリケ・ジャクソン・ラミ

レス、議長－ 下院議員アデラ・セレソ・バウティスタ、書記－上

院議員ラファエル・メルゴサ・ラディーリョ、書記－ 花押。

メキシコ合衆国憲法第８９条第Ⅰ項の規定の実行と、憲法の公布およ

び遵守のため、２００２年１２月２６日、連邦区、メキシコシティ、大統領

官邸において本政令を発布する。－ビセンテ・フォックス・ケサー

ダ－花押－内務大臣、サンチアゴ・クレエル・ミランダ、花押。

総合教育法第７条第１１項と第４８条第３段落改正のための政令

第一条 総合教育法第７条第１１項と第４８条第３段落は改正される。

移行規定

第一 本政令は連邦官報記載の翌日から効力を発する。
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メキシコ連邦区、２００２年１２月１５日－上院議員エンリケ・ジャクソ

ン・ラミレス、議長－下院議員ベアトリス・エレナ・パレデス・ラ

ンヘル、議長－上院議員リディア・マデロ・ガルシア、書記－下院

議員アドリアン・リベラ・ペレス、書記－ 花押。

メキシコ合衆国憲法第８９条第Ⅰ項の規定の実行と、憲法の公布およ

び遵守のため、２００２年１２月２６日、連邦区、メキシコシティ、大統領

官邸において本政令を発布する。－ビセンテ・フォックス・ケサー

ダ－花押－内務大臣、サンチアゴ・クレエル・ミランダ、花押。

D．O．F．２００３年３月１３日

先住民の言語的権利の総合法の制定と総合教育法第７０条第４項の改

正のための政令

第二条 総合教育法第７０条第４項を改正し以下とする。

移行規定

第一 本政令は連邦官報記載の翌日から効力を発する。

第二 国立先住民言語機関の国家評議会が連邦官報における本政令

公示の６ヶ月後に編成される。このため公教育省は、学校、高等教

育機関、先住民大学、学術機関、の校長と学長を招集する。これら

の機関の中には、社会人類学高等調査研究センター、同じく評議会

に加わり代表提案を行うことができるよう市民組織も含まれる。提

案を受け、教育大臣、財務省、公共信用省、社会開発相、コミュニ

ケーション運輸省、文化芸術国家評議会、国立先住民機関、外務

省、の代表が、初の国立機関評議会の統合について決定を下し、１

年間その代行をする。この期間が終了する際には、国家評議会が設

置されなくてはならない。その条件は、設置から６ヶ月以内に開か

れる最初の評議会によって制定される規定による。

第三 先住民の言語的権利の総合法の第２０条が言及する目録は、前
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条に従い、国立先住民言語機関が設置された日付の翌日から１年以

内に作成されなくてはならない。

第四 最初の社会言語学的センサスは、本政令が効力を発してから

２年以内に実施され発表されなくてはならない。続く調査は、人口

住居一般センサスとともに行われる。

第五 連邦下院は、連邦支出予算の中に、本法律で定められた目的

を達成するために、国立先住民言語機関の項目をたてる。

第六 州の議会は民族言語的な特徴に応じて、本法律が定める所に

従って、相当する法律のしかるべき適合性について分析する。

第七 本法律の第１３条第６項に関連して、関連する教育当局が直ち

に能力を有する職員を用意できない場合は、本法律の公示から２年

までの期間に必要な職員を養成する準備を行う。上記の規定を完全

に実行するため、師範教育は先住民教育の学士資格を含むものとす

る。

第八 本政令に反する全ての規定を廃止する。

メキシコ連邦区、２００２年１２月１５日－上院議員エンリケ・ジャクソ

ン・ラミレス、議長－下院議員ベアトリス・エレナ・パレデス・ラ

ンヘル、議長－上院議員サラ・I・カステヤーノス・コルテス、書

記－下院議員アデラ・セレソ・バウティスタ、書記－ 花押。

メキシコ合衆国憲法第８９条第Ⅰ項の規定の実行と、憲法の公布およ

び遵守のため、２００３年３月１０日、連邦区、メキシコシティ、大統領

官邸において本政令を発布する。－ビセンテ・フォックス・ケサー

ダ－花押－内務大臣、サンチアゴ・クレエル・ミランダ、花押。
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