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戦後教育行政の変質過程 (1)

一教育委員会関係法の分析を中心としてー

The Process of Change in Quality on Educational 

Administration in Post-war 

神 出 光 啓

Mitsuhiro Kanda 

観要

本稿は、戦後教育行政の変質過程についての研究の一部分である。研究の全体機成はg次として示した。

本研究の基本的ねらいは、教育行政の現実体を際史的に規定している戦後教育行政の変質過緩を教育委員会関係法

の分析を中心として解明することにより、教育行政の現状規定とその本質に迫ろうとすることにある。

本稿は、憲法・教育基本法の理念を実現する戦後教育行政改革の諸原C!IJが内包されたとみる教育委員会法を対象と

し、これがL、かなる法裁範をもっていたかのかを分析することから論理をおこした。

次に今日における教脊行政を法制j的に規定している「地方教育行政の組織および運営に関する法律Jと「教育委員

会法Jは、際史的にどのような「断絶と逮絞jの側面をもつかの課題意識の下に、 8年間余の教育委員会法の展開の

過程をこの法の「一部改正」という手法での「変質の展開Jの側頭としてとらえ、 22件にのぼる「一部改正法案jに

ついての関会における審議内容の検討に本橋(第 1宝引をあてている。

本稿の主な討論点は、第 1に戦後教育行政改革の r3康員IJJの法規範上の構造についてである。第2は、教育委員

会と教育長の法的関係についての問題である。第3に国(文部大阪〕と教育委員会の法的関係の変質についてであ

り、第 4に市町村助役と教育長の兼職についての法的問題に関することである。

思 次

序章課題・方法 第2霊堂「地数行法Jの立法過程と学校管理体制

第1章 教育委員会法の展開通緩 I地教行法jの成立過程

1 教育委員会法の成定とその理念 2 r地教行法Jの構造とその理念

2 市町村教育委員会の設援「延期Jと教育長の権限 3 r地教行法Jの展開と学校管理体制

強化 第3重量地方行財政の再編と教育委員会制度

3 市町村教脊委員会の「一斉量生援」と「国家事務の 1 教育委員会制度改編の論理

指揮猿督J条項の導入 2 地方財政の「危機Jと教育行政費

4 市町村教育委員会の一般行政との「一体化J (以 3 行政機構改革と教育委員会法制度

上本稿) 4 教育委員会法制度変質の構造
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序課題・方法

本格の課題は、昭和23年7月に成虫した「教育委員会

法J(昭和23年、法律第170号〉が、 「地方教育行政の組

織および運営に関する法律J(昭和31年、法律第162号〕

(以下「地教行法」と略称する)の制定にともなって廃

止(昭和31年 9月初日)に至る 8年際余の「教育委員会

法」の展開過程を、この法の「一部改定JとL、う手法に

よる変質を留会審議の内容を分析することにより究明す

ることにある。

この 8年間余に「教育委員会法jは災に18件におよぶ

「一部改正」がおこなわれている。形式上からみれば、

そのうち「教育委員会法」の法改正のみを目的とする法

律によって行なわれた「法改正」が 2件、 「教育委員会

法j と他の法律との「改正jを呂約とした法律によって

行なわれた「改正」が 2件、残りの1Mヰは他の法律の制

定または日立政にともなう付刻または施行法によって行な

われた「改正Jであった。さらに隣会に上援されながら

も、審議未了または廃案となった「教育委員会法」の

「改正」のみを目的とする法律家は、セットとして提出

されたものをも 1件として数えれば、 4{I牛Jニ挺されてい

る。このうち 2件は政府提出法律案であり、残りの 2件

は野党の議員提出法律案であった。(わ I

「教育委員会法」の「一部改正」をめぐる障会審議の

過程は、戦後地方教育行政の民主的理念と評価されてき

た教育行政改2容の 3原則、すなわち教育行政の「住民統

制Jr地方分権Jr一般行政からの独立」の原則を支え笑

質化させる教育委員会法規範を変質させ、 r3原則J を

一定程度空洞化させ形骸化さぜる恩家意志、の「論理と根

拠Jを内包する過程であった。しかるにこの法の f一部

改正jの過程は、 13原則j を切り捨て、新らたな国家

のイデオロギー支配のシステムのー愛として強行的に成

立さぜた「地教行法」への「逮続性」合一磁において含

んでいたといえよう O

本務の課題を追究することの意図は、第 1に戦後教育

行政改革の r3原員IJJを体現している教育委員会法の法

規範は、.¥;法込なる内容と構造をもっていたのかを解明す

ることにより、戦後教育行政の出発の基践を確認するこ

とにある。これは在来の論者が、この法に体浅された r3
原員IJJを第 1次アメリカ教育使節団報告惑に表現された

アメリカ教育行政思想の移入にもとめてきたが、 (~t) 2そ

の論理が r~領下での占領軍当局からの押しつけJ r占
領下という事態での行き過ぎ」論という戦後教育行政改

革の理念を否定的に論じながら新らたな官僚支配の論理

を引きだす論拠に利用され、日本の濁民が戦後主体とし

て教育行政に("Jを嬰求し、それが教育行政法規範の形式

にどのように反狭したのかの棋Ij泌を切り捻てる役割を来

す論拠にされているからである。

第2に、[教育委主主会法一部改正Jをめぐる国会審議の

内容に含まれる国家の教育行政に対する主主志をこの「法

改正Jの論現と手法のうちにとらえる点にある。「教育

委員会法J制定の第二国会審議において強調された「新

らたな裂の官僚主義による教育支配Jを生ぜしめないよ

うにとの配慮の下に厳絡に規定されていた「教育長の職

務権限」の性格の変笈をはじめ、いくつかの重要な規範の

変録が国家の意志として寅ぬかれていっ1::'0 これは在来

の「教育委員会法Jに関する研究が主にその対象を憲法・

教育基本法の立案、制定過程に速なったこの法の立案に

到る過穏を対象とした研究、または昭和27年の市町村教

育委員会「一斉設置jをめぐる線題に対する研究、および

昭和31年の「地教行法」の党案、制定をめぐる課題を対象

とした研究に集まっており、(;1:)3本稿の課題は、従来の

研究の「溝」をうめ、在来の研究成果と合せれば f教育委

員会法Jに対する国家の意志を一貫したものとしてとら

えることを可能にする役割を持つと考えるからであるO

第3に本干潟の課題の解明は、今臼における日本の教脊

行政反動化の歴史的校会的i根拠の解明に迫るひとつのア

プローチとなることを意図している。本稿の表皇室に示し

たごとくそのアブローチとして教育委員会関連法の分析

を中心として戦後教育行政変質の過程における国家の法

意志の筋をとらえ、そのE命線と手法を追究するととも

に、その法意志を規定Llf:.みだしてきた基稼を戦後国家

機構孫編と地方財政政策にもとめ、戦後日本の燈家独占

資本主義の蒋編の過程における教育行政制度の変質、蒋

編の位鐙を究めていくことをひきつづ、く今後の課題とし

ている。

第4に完憲法、教育基本法の下における戦後教育行政の

民主的諸原郊の解明は、今日における教育法解釈の諜題

のひとつとして提起されている教育法の「条理解釈」の

「条潔」の解明に迫るものを含んでいるo (設は

教育法の論環的研究は、教育法意識、特にその支配的

法意識の分析を基軸にして、教育法規範、教育法制度の

分析へと論理的には進めなくてはならないと考えるが、

その場合、「法解釈J という形での法認識のもつ特郊の

意味を重視し捨象してはならないと考える。問題は「法

認識の科学的方法j とL、う点にある。ここにこそ「訟の

実践校と科学i~むが統一的に鍛援される視点、があると考

える。〈註)5

第5に、今日における教育行政研究の課題のひとつで

ある「沖縄県における教育行政法制Jの問題、さらには
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戦後教育行政の変質過稜 (1)

憲法26条にもとづく国民の教育基本権論を主主底にすえた

教育行政法理論へ迫る上に一定程度の歴史的教訓と示唆

を意識した研究である。

さて、戦後教育行政の変質過穏を追究する研究の対象

として「教育委員会法Jおよび「地教行法jの立法、疑

問過程を分析していくアプローチの仕方は、いかな意味

において有効性がありうるかであるが、それはまず第 1

に日本における支配爆の意志を貫徹させていく側商での

教育行政の歴史的実体は、官僚的法解釈を較に強行され

てきているために、この笑体を解き明かしていく糸口は

教育法ないし教育行政法からの研究を媒介項とする必要

が前提にある。第2に「教育委員会法jは教育行政法体系

の基軸として位種差づけられておるとの判断にたったから

である。このことは形式的には教育委員会法の「発展的

法改.iEJとして登場してきた「地教行法JのJ主体的適用

として「学校努理規則Jの制定を根拠としての学校管潔

体制の強化、教員の「勤務評定Ji全関一斉学カテストJ

の強行など関家権力による教育行政の「病理的発現」の

2去に位置する「法律」とみなしたからである。

第3に、現在日本の教育法の現実を、憲法・教育基本

法制と安保教育法体制の対立・矛盾と基本的に競走する

とするならば、教育行政法段階における結接点は、憲法

・教育基本法制の下における教育委員会法と安保教育体

制のひとつの中軸としてのf地教行政jとの「断絶」の側面

に見い出すことが可能で、はなし、かと考えたからである。

最後に研究対象の限定について述べれば一般に教育法

の研究において、その分析は第 1に立法過程(①政策の

基本的決定のプロセス、②法律重量などの審議過程)の分

析、第 2に行政施行の過程の分析、第 3に裁判過程の分

析と一貫した流れを追究しなければならないが、(1)6本

橋では資料の制約などの条件のために、立法過程のうち

の「関会における法律案の審議過程」に対象を限定せざ

るを得なかった。

第 1章教育委員会法の展開過程

1 教育委員会法の制定とその理念

公選制教育委員会制度は、第 1次米国教脊使節間報告

書とそれを「日本教育改革のノミイブツレとして内面指導し

た占領軍事民間教育情報局 (C1 E)J によって導入され

たものであったとL寸評価があるがは)7このような「占

領下における押しつけ」との評価が一面的なものである

ことは、教育委員会法の法線範をつぶさに検討すれば、

そこには戦前日本の教育行政の官僚主義、画-:j三重量に対

する一定程度の日本国民自身からの主体的批判が反映さ

れていることからも説明することができょう。このこと

は、戦後教予言行政改革の評価をするうえで戦前教育行政

の来した康史的資任(戦争素任〉がその社会的経済的基

繋に至るまで、どれだけ徹底して、またどれだけの国民

的競撲で、おこなわれたのか、また支配}習がそれらのカを

どのような手法でどのようにそらそうとしたのかの視点、

からの評価の基準として欠せないで‘あろう。

このような視点からの教育委員会法立法過程の研究は

私自身にとって今後の課題としてあるが、その一端は教

育委員会法制定の第 2閥会での審議のなかにあらわれて

L 、る。

第2国会衆議院本会議においての文部委員長報告には

次のように教育委員会法の基本理念に戦前教育行政に対

する批判が慕底にあることを示している。「本法案の自

約は、従来わが国の教育が軍部あるいは官僚によって、

不当に支配されておりました弊害与を除き、それが各地人

民のそFによってi直接資任をもって行なわれ、かつ額一的

形式に縛られないで、各地方の笑憐に郎した教育行政を打

ち建てるにあるのであまりすJ(約 8 (傍点引用者以下問

じ〉

教育委員会法は制定当初は、教育基本法第10条の理念

を基底とした教育行政の 3原則(①中央からの官僚や箪

部による教育統制を療し、住民の直接公選による教育行

政の住民統制、②知事、市町村長の指揮監督を直接うけ

た内務行政による一元的支配を排し、行政委員会制度に

よる一般行政からの教育行政の独立、③文部大医、視学

などによる中央集権的権力的幽一主義教育を排し、地方

の実情に応じた地方分権による教育行政)を理念として

もっていTこ。

さて、この 3原則は教育委員会法の法規範としていか

に構造化されていたのかを条項にllPして述べれば次のよ

うになっていた。

まずその構造の基底には、憲法教育基本法制jに通ずる

第 1条(この法の目的〉が規定されていた。第 1条は教

育基本法第10条 1項を掲げ、戦前教育行政への批判をふ

まえた教育行政のあり方を示し、この法の基本理念を謡

っていた。すなわち「この法律は、教育が不当な支配に

股することなく、国民全体に対しI度接に寅任を負って行

なわれるべきであるという自覚のもとに公正な民意、によ

り、地方の事情に郎した教育行政を行なうために、教育

委員会を設け、教育本来の自的を達成することをお釣と

するJ

戦前における「地方Jの教育行政は、第 1次の監督権

は都道府県知事にあり、損害 2次の最終的監督権は文部大

箆にあった。しかし「不当な支配に服することなく……

地方の事情に烈した教脊行政を行なう」と規定されたの
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だから従来のま日き中央集権にもとづくのでなく、教育委

員会が中央からの指揮震を督を排除して独自の権限に基づ

いて教育行政を処理できるようになったことを意味して

いた。

次に「住民統制Jの原知がし、かに規範fじされていたの

かをみていこう。第 1に教育委員の住民による蕊接選挙

が規定されていた。(教育委員会法第7条へ第28条)ο 公

選lj;1J教青島委員の選挙の方法については、都道府県、市町

村の議会の議員の選挙に関する地方自治法に定める規定

を熊用するとされていたが次のような独特な性絡をもっ

規定によっていた。

① 2年ごとの半数改選制jをとったこと、教予言委員会

は合議制決定機関であるとともに執行機関であるので委

員全部が一時に交替すると教育行政の執行において空白

の期間が生じる恐れがあるとともに教育行政に一葉性を

もたぜる趣旨から半数改選制をとっていた。

②選挙区を設けないこと、都道府保の教育委員会選

挙は全県一区、市町村の教育委員会選挙にそれぞれ全市

町村ごとに一区で選挙することとした。この士見径の説明

を国会審議においての政府委員答介でみれば次のように

のべていた「都道府県および市町村の教育は、都道府県ま

たは市町村全体に対して交径を負って行なわれるべきも

のであって、教育の白約遂行上諸条件の整備磯立を目標

とする教育行政の筏主妥当事者たる委員もまた都道府県ま

たは市町村全体の代表者であって、住民全体に対して奉

仕すべきものであって、特に都道府~1'~または市i町村内の

ある広域の者のみとの間に密接な関係を保持すべきでは

なし、J(註)9

③ 現職教員などの教脊委員立候補が認められていた

こと。第 2街会に上擬された教育委員会法政府原案第9

条には「現職(休戦を含む〉の教員および別に教脊職員

の免許に隠して規定する法律に定める教予苦戦負の免許状

を有する教育委員会の職員は、教育委員会の委員の被選

挙権含有しなしづと規定されてし、たが、これは米関教育

使節団報告審で勧告した教育委員会と教育長の関係を示

す教育委員の「素人j支季語、すなわち laymancon trol 

と professional leadershipの関係を規定する条項の

ひとつであったが、教育長および事務局の発言権が強く

なり「新らたな官僚支自むを生みだす恐れがあるので、

かえって教育委員には教育の専門家も入った方が認まし

いなどの修正慈見によってこの条項は削除されたもので

ある。ここにはアメリカの教育委員会の理念の単なる移

入ではなく、戦前教育行政が給った官僚主義の後括をゆ

るすまいとする反吹が生きていたといえよう。

④ 推薦立候補昔話jをとっていたこと。教育委員の候祷

84 

者になるには、選挙人60人以上の逮饗による推薦によら

なければならないとされていた。すなわち教育委員の立

候補は必ず推薦によるもので本人自ら立候補するもので

なかった。 r出たい人より出したい人j とし、う趣旨を端

的にあらわした独特な鏡廷であった。

⑤ 法定得緊数の制度を設けず、最多数を得た者を当

選人とした。棄権者の多いときは、緩端な場合一哀を得

た~.で、も当選人になることがあり得る規定であった。

⑩ 委員が任期中欠けても、 i立ちに補欠選挙は行なわ

ず、教育委員会が委員の彼選挙権を有する者のうちから

委員を選任する補充委員の士見定があった。

⑦ 候補者の応出には{然記金を要しなかった。

@ 立候補届出文言警などに所属党派名を昔日さないこと

になっていた。

以上のように特色をもった教育委員選挙が士認定されて

いたのであるが、当時にあっては立候補者が教職追放該

当の不透終者であってはならないのはもちろんのことで

あった。また教育委員会には解散あるいは停止の権限を

もっ規定条項はなかったから、 2年ごとの一定した選挙

期日に選挙が行なわれる仕組に規定されていた。

住民統制の原員IJは第 2に教育委員の住民によるリコー

ノレ権を規定していたことである。この解織の請求は、都

道府県や市町村の議会の議員の解職請求と向じ条件で行

なえるようになっていた。すなわち選挙権を有する者の

総数の 3分の 1以上の速答をもって解織の議求をするこ

とができ、選挙人の解職の投繋において過半数の肉窓が

あったときは、その教育委員は失織になるとされてい

た。(地方自治法務80条・ 83条の君主用〉

住民統制の原則は第 3に、教育委員会の会議を住民に

公開にする建前となっていたことである。教育委員会は

会議開催の場所および日時、議題などをあらかじめ広く

住民に知らせるために告示をださなければならないと

し、都道府県委員会は協会の日より 7日前、市町村委員

会では3日前まて、に告示しなければならないとされてい

た。(約10

次に「一般行政からの独立」の原郊に関するま是定につ

いて教育委員会法をみてみよう。

第 1に教育委員会が地方公共間体のー執行機関として

もつ権限を規定していたことである。戦前に於ては都よ道

府県知事:がもっていた市町村立学校に対する「所管」の権

限、すなわち教磯良の人事その他の身分取扱い、教科内容

の指導に関する権限などを知事より引継いで、自ら管理

執行することになったのであるJ地方公共団体とその長

に属していたものがすべて新委員会に移管され、まずこ将

来法律または政令によってき当該地方公共団体およびその
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教育委員会に属すべき教干害事務を管獲し執行する。さら

にくだいていえば、教育委員会は教育に関する都道府県

知事であり、市町村長であるJ(註)11

第 2に教育委員会と教育長の法的関係を教育委員会の

::t動において規定していたので、あった。教育委員会の職

務権限を列記したこの法の49条1項において「教育委員

会は友の事務を行なう、ただし、この場合において教育

長にたし、し助言と推薦を求めることができる」と明記し

ていた。これはこの法の経過規定として従来の教育関係

部局の「局長または部長j がそのまま教育長として横す

べり的に着任した(教育委員会法第76条〉事情の下で

は、この「一般行政からの教育行政の独立jの原則を形

骸化させないための重要な裁定であったといえよう。な

お、この規定は政府原案では「教育委員会は、教育長の

助言と推薦により友の毒事務を行なうJと規定されすべて

の事務は教育長を経る仕総になっていた。この政府原案

の理念ばアメリカにおける教育委員会の「素人統制と専

門家としての教育長の結合による運営」にもとづくもの

であったといえよう O しかし当時の日本国民の現5定的体

験としての見解の反映は「新たな教育長役僚による教育

統制Jの恐れなきにしもあらずとの意見となってあらわ

れ国会審議を過して修正された条項である。

第31t教育委員会のま見員IJ制定機を規定していたことで

ある。教育委員会規則はその投資.効力などにおいて長

の制定する;波別と全く同等のものであった。

第4に教育予算の編成権、議会に対しての教育予算原

案の送付権、教育予算の支出命令権などの予算上の権限

が教育委員会に与えられていた。この条項によって長が

教育委員会からの見積黍の送付を待たす'に独自に予算調

書きすることはできないとされ教育委員会の自主役を財政

の蕗でも一定程度保障 Lt-::.o しかし教育予算Aの財源上の

裏付けについては何ら規定条項がなく、教育委員会法制

度の最大の欠陥となっていた。

「一般行政からの独立Jの隊員IJに関する第 5の規定

は、議会の議決を経るべき案件のうち①教育目的のため

の基本財政に関すること、②教育卒業のための地ガ僚に

関すること、③授業料その外教育に関する使用料および

手数料に関すること、④教育委員の報酬および費用弁

銭、教育委員会事務局の職員の定数および校長教員、学

校の事務職員の定数を規定する条例の制定または改療に

潟ずることの各案件の議案のE草案を自治体の交に送付す

る権限が与えられていた。

さて、地方教背行政改革の 3番目の原郎として「地方

分権jの原則に関する教育委員会法の検討に入ろう O

「地方分権」の原則に関する規定は、第 1に教育委員
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会の設授の単位を、若~:ì:芝府保および各市町村としたこと

である。ただし必要ある場合には町村では一部事務総合

の教育委員会を設けることができるとしていた。しかし

この市町村偲々に教育委員会を設重宝するか~かは、曲折

を経た展開をみることになるのである。

第2に教育委員会に要する経費は、それぞれの地方公

共間体の負担としたが、教育委員会法制定E窓会において

「教育委員会に要する経費は、菌感からこれを補助する

ことができる」との条項を追加修正させた。この教育経

費の追加条項にも単なる米国教育行政の移入でない側簡

がうかがえよう。

第3に都道府県教育委員会の事務局には、 「調査統計

に関する部課Jおよび「教育指導に関する部課Jを必置

しなければならぬと規定し、地方の毒事情に応じた科学的

調査の基礎のうえに教育行政をやること宅i::eI的とされて

おり、戦前の中央集権的弱一的教育行政を打破する具体

的措置ととらえられていた。

第4に「指導主事Jは校長・教育長とならんで専門的

資絡を望書求される免許純度がとられ、その車義務内容は教

員にJj，fJ言?と指導を与えるものであって、戦前地方視学官

の弊に隙らぬように「命令および監督をしてはならな

L づと明記されていた。

第 5に学校「所管Jを学校設置者と一元イじさせたこと

である。すなわち都道府県の設援する学校などは都道府

県教育委員会が、市町村教育委員会は、それぞれの市町

村の設霞ずる学校などを「所管jすると規定したことで

ある。戦前日本においては「市町村の学校は府県で監督

し、また府県立のものは文部省で監餐するものがあっ

た。新叡!度では学校設重量者自らが所管して設護者と監督

者を別のレベルにすることを廃止した。これは教育行政

上主重大な変革であり、地方分権自主性の原則を具現した

ことになる」と評され、教育における中央集権のひとつ

の筋を絶つものと考えられていkoここで使われている

学校の「所管J とは次のように解されていた。「上級庁

として監督約機能を営むものと解され、その機能として

教車議員の人事、指導、服務上の駁餐が含まれると考えら

れていたJ(淀川

第 61こ教科用図蓄についての機線についてである。関

定教科書書制度は廃止されすべて検定借jになったが、都道

府県教育委員会に教科議検定の権限を与え、すべての教

育委員会に教科議採択撲をゆだねた。しかしこれらの規

定にもかかわらず検定権は文部大陸の下にあった。すな

わち付員IJ第86条の経過規定によって「用紙割当制が廃止

されるまで、文部大臣の検定を経た教科用図主義のうちか

ら、都滋府県委員会がこれを採択する」とされていたの

である。
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第7に文部大痘は都道府県教育委員会および市田J村委

員会に対してまた都道府際委員会は市町村委員会に対し

て「行政上および運営上指慰霊ま督をしてはならなしづと

規定し、文部大e:と都道府県および市町村教育委員会の

自主性を規律していた。そしてこの間のM係は、報告設

を提出させる権限の外は技術的、専門的な助言と指導を

与える関係に限定されたので、ある O

この教育委員会法にあらわれた「地方分権jは市町村

教育委員会の設援条項(教育委員会法第70条〉や都道府

県教育委員会のみに与えられた事務権限などとの関連で

考えれば、米民教脊使節間報告設やシャウプ勧告で強調

された「市町村第 l主義Jの埋念を内容とした「地方分

後Jに必ずしも主主くものではなかったといえるだろう。

以上教育委員会法の条項に郎して、戦後教育行政改革

の r3原郊j の構造をのベてきた。この r3原員IJJが単

なる米関教育行政遜念の移入にあるのでなく、その主主成

にB本国民の戦前教育行政に対する批判がよこたわって

いたことがうかがえよう O

2 市町村教育委員会の設叢[延織」と教育長の権限

強化

戦後教育行政改革の 13 隊員立J の J~体的法規範化は、

占領箪民防教育情報局の内面指導のもとにできあがった

教育委員会法政府提出案にあらわされていた 13原則J

の法規範とはし、くつかの援姿な相違があった。第二国会

における教育委員会法制定をめぐる国会審議はわずかな

郊関にもかかわらず、大幅に政府提出法案を修正して制

定されたものであった。

教育委員会法の施行により、昭和23年10fl5日第 1凶

の教育委員選挙が行なわれ、 11月1日46都道府県、大阪

・京都・名古際・横浜・神戸〔以下15大市!とよぶ)21 

市、 16町、 9村において教育委員会が発足した。

この選挙に探して、占領主容は「現磯教員の委員は不適

当」などの勧告なだし不当な干渉走行ってきた。(託)14

教育委員会の発足当初からの最大の問題は、教育予算

の婆f1けの問題であった。この法の制定国会においても

文部委員会において修正可決させた際の付帯決議として

次の第 3国会において教育財政の裏付けに関する法的拾

援を講じるように要請する決議をしていた。また昭和24

年 3月に開催された会問教育長会議においても、教育財

政の独立と 6・3iliU予算の確保を決議し、 4月には日教

組主催による「教育予算獲得人民大会」が静脅かれ、そこ

でのスローガンにもこの要求は寅ぬかれていた。

しかし、これらに反映した教育予算に関する国民の要

求は、昭和23年12月に占領箪が日本政府に指令した「日

本経済立て直しのための 9原則J(¥，、わゆるドッジライ

ン〉の強行の前に事爽上無視されていった。それは 19

原燃jのはじめに掲げられた「悶家予算の均衡j政策の

強秘により必然、化した「地方財政の一層の窮乏Jとし、う

しわょせによるものであった。一方この 19隊員IlJによ

る闘君主機構の「合理化jの名の下に、 「行政機関車業員定

員法(昭和例年法律126考)Jを生みだし、教員関係では10

%の行政務理を強行しようとしてきた。「定員法Jにも

とづく首切りを強行する手段として「レッドパージ」が

凶策され、「下山・三三鷹・松111毛布件」とL、う不可解な「事

件Jが続発しJ共産党員による犯行JとL、う大宣伝がお

こなわれたo ~j瀬荘太郎文部大陸は、このような状況に

歩を合わせ「共産主義教授は不適絡Jとの言明をおこな

い学問の自 IIJ.大学の自治への威嚇をおこなってきた。

戦後の「民主化」は重大な危機に陵商した。慾法・教

育法本法の理念を教育行政の場で実質化させるための教

育委員会法も、労働組合への弾圧・レットパージの吹き

すさぶ朝鮮戦争の「前夜Jに「大改正j がおこなわれ、

戦後教育行政改革の「大原則jは災質的に大きく変質さ

オLていっTこ。

本節では、 tf~ 6国会に上錠され(昭和24王子11月)なが

らも、激しい国会事年議によって饗議未了、廃業となった

「教育委員会法一部改IE案j が、若干の「修正Jをほど

こして第 7国会に提案、審議され、このt去を「大改正J

させた脳会審議を中心にして、そこで教育行政改革の

13隊員IJJがし、かに変質されていくのかをのベる。

教育委員会法の「改正jはまず第 4国会において成立

した「教育公務員特例法(昭和24年、法律第 Hラ)Jの

制定にともなって「教育委員会法第95条を削徐するJ形と

なってあらわれた。これは校長および教員の身分取扱い

の経過捻鐙を裁定した条項であって教育公務員の任免な

どに関する法律としての「教育公務員特例法」の制定と

前後したために、暫定措授として従前の例、すなわち官

吏の規定によるものとしていた条項で、あった。この「改

正Jは教育公務員を戦前からの継続としての「官吏の

規定Jからこの法の g的に沿う内容に改めるものであっ

た。

教育委員会法の 2度自の「改ま」は、第5閥会におい

て成立した「教育3委員会法の一部を改正する法律(昭和

24王手、法律第77号)Jによるものであった。その「改正

点Jは、①市町村教育委員会設霞期娘の 2年延期、②昭

和24年および26年における教育委員会談窓の禁止、③教

科用凶惑の採択権を都道府県教育委員会のみに経過的に

与えていたものを市町村教育委員会にも与える、の 3点

であった。

さて、この「改正」がし、かなる意図のもとに提案され

86ー
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たのかを見てみよう。柏原文部政務次官は f教育委員会

を設置するにあたりましては、委員の選挙に重きする経費

をはじめ相当の経費を必要きとするものであり、現行法規

によりますと、教育委員会は本年度またはおそくとも明

年度までには、必ずこれを設けなければならないことに

なっておりますが、現下中央地方の財政状況がはなはだ

閣総を告げております事情にかんがみまして、その設置

期限を昭和27年まで延期いたすことにしたのでありま

す。…・‘教育委員の選挙は 2年ごとに行なわれるのでも

し本年度教育委員会の設援を延ばして明年度に行なわれ

る都滋府県委員会の改選とあわせて実施するならば、そ

の後はF民生手に委員の選挙が行なわれて、経費・労働の節

約をはかれるわけで、ありまして、これがため本年度およ

び26年度には教育委員会を設置しないことといたしまし

た。……教科警の採択につきましては教育委員会法49条

の規定に帰って、市町村教育委員会が設けられている場

合には、そこで採択するのが適当と考えられるので、

検定は文部大宮で採択は各教育委員会でと改めたのであ

りますj 他山

以上のごとく財政的関窮を論拠にして、市町村教育委

員会設置期限の 2年延期、および24年、 26年度教育委員

会新設の禁止と、教科議の採択権は教育委員会法の立法

趣旨にもどしながらも「用紙割当制J(注)16を根拠として

検定権を文部大お互に残すものであった。

この「改lE法案」に対する衆議院文部委員会における

審議の主な論点は、①教脊委員会運営上の中心問題は財

政の裏付けの問題なのになぜその問題をとりあげないの

か、②現職教員の教育委員立候補に衡する点綴宝奪三当局の

干渉についての政府の態度についてなどであり、肝心の

「設援延期」の論拠、「設置禁止」規定問題、文部大阪

の「検定機Jの根拠などの論議はほとんどなされなかっ

た。

教育財政の裏付けの問題は教育委員会法にもとづくこ

の制度を事実上活かすかどうかの問題として追究され

た。「昨年度教育委員会法を審議いたしますときに、一

擦問題となったのは財政の裏づけでありました。…とこ

ろが地方の財政はますます枯渇しておる。まして今回の

ように地方配布税率が下るということになりますなら

ば、今までの経験からみても、これらの教育委員会の遂

営が一層陣要まになるのではないか、せっかく委員会法に

権限を与えておっても、突際は教育長が権限を行使する

ことになる危険が多分にあるのではないかということが

憂えられておりましたが財政的な葵付がなければますま

すそうい傾向が強くなるのではなかろうかj佐川この追

究に政府委員は、財政的譲付けの法的措鐙がすぐにも制

定できる準備が整ったとしてその場をのがれていた。「こ

れは仮称でございますが、学校財政法というものを考究

いたしまして一応の案も得て、場合によってはこの白書会

にご審議を煩わしたいと考えておったので、すが……それ

によって、この教育委員会の財政関係の匡討を確立するよ

うに努力いたしたし、Jさらに過去半年の経験で教育委員

会の逮営上期待通りいってない点を文部省はどう把怪し

ているかとの追究に「教育長と委員会の関係とか、ある

いはまた知事と教育委員会との関係とか、選挙規定の若

干の問題とかそう L、う問題がL、ろいろございますが、や

はり問題の中心は財政の問題であると思っているj 俗)1~

このように教育委員会出発さ出初からこの制度の最大の

欠陥は、政府文部省当局者をも含めて教育委員会に対す

る財政的裏付け、独自財源の確保などに関する問題であ

ることが認められていt::.o

現職教員の立候裕の問題については、教育委員会法の

趣旨では立候補できるように修正されて成交したのにも

かかわらず、相当広範閥にわたって、これがあたかも不

法であるかのごとくいわれておったのはなぜかとの追究

に辻田政府委員は「実際の場合に現職教員の立候補をあ

る筋から勧められないようなことがらもあったように

開いておるのでありますが、文部省といたしまして、そ

ういうことを開きますたびにいろいろ資料も集めまして

関係方面に法律の鱗神を、特に国会で修正されました法

律をよく説明してその緩和ガとL九、ますか、そういうこ

とのないようにしていただくように大院はじめわれわれ

関係官がそれぞれ向うへ出向きまして認をしたこともご

ざし、ます。しかし実際問題としましてもあるいはそれが

徹底せずに、若干の地方におきまして実際上禁止された

がごとき観をE乏したところもあるかとも怒し、ますJ(注)19

このように当時占領繁による法律を無視した法律以上

の笑際上効力をもっ「勧告JJ指令Jにより、文部省関

係官の「説明j にもかかわらず、教育委員会法の精神は

ふみにじられていた。しかも文部省i自身もすでにこの待

期にこの「現職教員」の立候補の条項の王子複を谷定する

態度を匂わしていたので、あった。すなわち松本委員「そ

のf関条は今後とも存続して行く見込みが十分おありでし

ょうか、あるいは改めなければならぬような事態になる

おそれもあるとお考えでしょうかJ、辻間政府委員「地方

の公立学校の先生は将来地方公務員法というものができ

ます場合にはその地方公務員法の拘束も受けることとな

ると思います。その場合、池方公務員法でどういうふう

に競廷をされますか、それはまだ十分承知しておりませ

んので、何とも Eわし上げかねる次第でございます」従)20

浅草義教員の立候補の権利は、 「地方公務員法j の裁定
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によってでなく「公職選挙法施行整理法」による教育委

員選挙規定の「大改正Jのー索として奪われていったの

である。この質疑のあった約 1年後のことである。

参議院文部委員会でのこの「改正法案」の審議では、

① 2カ年延期の論拠について、②検定機を文部大阪に残

すJfI紙割当f憾の根拠の矛盾についてなどかなりつつこん

だ追究がなされた。

まず2カ年延期の論拠について「この教育委員会法を

饗議した場合に、参議院釈IJとしては、当特の一般関民の

民主的な教主義の怒度、あるいは溺放というような方面か

ら5カ年延期の修正意見をもっておったのであります

が、 2カ年延期ということの根拠を伺いたいJIこの 2

カ年間とL、う計算は、これはまず中央地方の財政事情が

EEI難であるというふうなことも一つの潔白であります

が、なお、都道府県の委員会の委員と地方委員会の選挙

を問符に行ない、しかもそのために経費、資材、労力の

節約を図りたいということでありますJ(注)21この質疑に

明らかなように、この「改lEJ条顎は地ガの実情に即し

て具体的に分析して、教育委員会訟の潔念を活かしてい

くための「改正JとL、う発想でなく法燦の技術的「改正J

により教育委員会制度運営上の合理化、節約化の措置と

して立案されたことがうかがえよう O

「用紙割当制」を根拠に文部大目玉に教科議検定権合残

す論拠に対しては、政府委員は「用紙割滋を受けます場

合には、非常にまあ詳細な教科惑の製造行政の百十i廷を作

りまして、商工省、安本と協議し、関係方部の関係各部

局の許可を得て決まるわけで、あります。教科芸ぎを発行い

たします場合にも何部とし、う単位まではっきりした数字

をもって関係方磁の許可を受けて遂次発行しておるO 従

って教科警の用紙の害Ue当と教科室警の実際の発行というも

のを一つのところで結び付けないと現従の発行ができな

いとL、う状況にあるJ(注)22このように単に技術上の必要

から論聖堂をたててきたためにその論理の矛盾は次のごと

く追究された「用紙割当縦の問題だけであるならば、学

芸量数、教科警の需要数、ベージ数などを考えれば当然全

国的にはある一定の数愛がでてきて、それだけ取るとす

れば、文部省で検定しようと、地方教育委員会で検定し

ようとそれは同様なわけであります。…ーその割当制度

に隠れて何事かを主張しようとしておる。それならばそ

れで正磁を切って堂々と主張すればいいのに、われわれ

は侭も知り得ない郊題だとすれば、非常に政府当局はE議

会議員を怒往しておるということになる。とにかくここ

では実際にわれわれが閤民を代表してこの検定制度問題

を問題とするところの十分な浬曲があるJI教科議行政

におきましては、今後検定制度の充笑ということに中心

がござ九、ます。 …・・将来におきましては勿論これは各地

方各地方で検定が行なわれる方に一刻も平くわれわれと

しては持ってまいりたい……それにはまず中央において

実施しておる今臼の検定をより実績をよく挙げてまいり

ますればやがては地方において検定する持郊も早く招き

来るのじゃなし、かと、そう L、う期待をもって只今のとこ

ろは中央における検定の笑畿を向上するという点に必死

になって努力しておる次第であります」位向

このように文部大臣に教科議検定権を残した経過綴定

を存続させる論拠としての用紙割当秘にもとづく論拠が

くずされると、中央における検定の災積が地方に検定機

を移譲させることになるとの奇怪な論主主で潟きなおって

きた。中央における検定の「災綴jが上がれば既成事突

として中央に検定機を回定させる絶好の根拠を作ること

にこそなれ、地方への移譲などとはなりえないことは切

らかである。 r検定はi認の事務j とはまだ表面にだして

いないが、戦前|母定教科書制度への批判を基礎にした戦

後教科密検定制度への文部官僚の理解の程度'a:示してい

るといえよう O

以上のようにこの教育委員会法「一部改lEJ法案は、

設霞延期、検定権念どについての一定緩度の審議を経て、

昭和24年 5月19日に制定された。 しかし「改正」点、の

うち、法律をもって強権的に昭和24年、 26年度における

市町村教育委員会の設燈を禁止した措置については、ほ

とんど議論がなされていなし、。この教育委員会の基本理

念である市部I村自身の自主伎を導策するユ工場に立つなら

ば、市町村自身に教育委員会設鐙時期の選択の機会を与

える法的措重量が必要で‘あったろう O 住民自身の自発性に

支えられた地方自治をi来障する措霞こそ必要なのであ

る。

さて、第24関総選挙(昭和24年 1月23日〉において単

独過半数を昔話lした民主自民党は、先に述べた「日本緩済

自立のための緩済9原則Jにもとづく政策を強行するこ

とを笈言ぎした。(枝川このような状況下において、教育委

員会法は「大改正」にあい鱗定当初の r3原良山を支え

た規定は大幅に変質させられていった。しかしこの「大

改正案」は、野党議員の追究、日教組代表参考人意見の

開陳、さらに与党内部の学校建設行政をめぐる意見の衝

突などにより、第 6図会の審議では審議米了、廃案とな

り、つづく第7回国会において一部手直した「改lE案」

によって成立させたものであった。

さて第 6国会に上まをされた「教育委員会法の一部を改

正する法律案」の「改正点」は次のような内容であった。

① 教育委長会選挙裁定に関して、(1)委員立候補者の

漆饗推薦人の数を r60人以上Jとあったものを r60人以
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上100人以下J と制限を加えたこと。例選挙運動におけ

る公営の範聞を都道府県および5大都市までとしたこ

とO

②委員の服務を明記したこと、すなわち教育委員の

活動に対して法律による制限を次のごとく規定したο

「委員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはなら

ない、その織を退いた後も同様とするJr委員はその職

の名誉と信用を傷つけ、教育の権威を失墜するような行

為をしてはならないJr委員は教育委員会の職務を一体

として行なうものであって、{鴎々の委員としてその権限

を行使するものではなし、」俗)25

③ 教育委員会会議録の記載を義務づけたこと。

④ 教育委員会事務局に「会計および土木建築に関す

る部課」設種差禁止条項を誇UIJ，r建物の営繕保全の計甑

およびその実施の指導」を「その実施j と事務の規定を

変えたこと O

⑤ 教育委員会の事務に教職員連生徒児童の保健、学

校の保建計断、衛生管壊の規定を加えたこと。

⑥ 教育長と教育委員会の関係についての規定条項を

大憾に変え、さらに新たな教育長の権限を加えた。(イ)従

来の「教育長は教育委員会の指揮監督をうけ教育委員会

の処理するすべての教育事務官どっかさどるJ(第42条〉

とあるのを全面削除したこと、また「教育長に対して立b

雲と推せんを求めることができるJと教育長に対する主

体伎を規定した条項(第49、50条〉を削除したこと、(ロ)

教育長の職務を「教育委員会の行なうすべての教育事務

につき助言し推薦することができるj として逆に教育長

の「助言、推薦Jがなければ、教育委員会は機能しない

との解釈をもたらす規定を加えたこと。付教育委員会の

権線を代理委任させる条項を加えたこと、すなわち、教

育委員会規則で定めれば「教育長に委任、代理させるこ

とができる」としさらに「教育長が学校長などに事務を

機関委任させることができるJとした。教育長を輸に教

育委員会の運営さらに学校長等を通しての学校管理運営

への干渉を強化しうる裁定であった。

⑦ 指導主主停の綴務を「教員に指導と助言ぎを与えるJ

から「校長及び教員に指導と助言言を与えるj と「教員」

を「校長及び教員」と区別して規定したこと。

③ 教育委員会規則等は「一定の公告式により、これ

を告示しなければならないj とあったのを f公表を重きす

るものは、一定の公告式によりこれを告示しなければな

らないJと変え「公表を要するものj として法定されて

ない場合には公表を要するか否かの判断は教育委員会自

身にあるとの解釈が当然予想されるところから、前記の

委員の磯務上の秘密漏洩禁止条項と合わせると、住民に

知らされない場合が多分に生み出されやすい内容をもっ

条項であった。

⑨ 追加予算等の場合でも教育委員会の教脊予算に関

しての原案編成機、議会への送付織があることを明記し

た条文を加え、教育事務に関する支出命令権のみならず

新たに収入命令権を地方自治体の長より教育委員会に委

任することができるとした。

⑮ 市町村教育委員会の設段期限を画一的に設置時期

に改め、「市は昭和25年11月 1日叉は27年11月 1日に、特

別区(都内23区〉及び町村は昭和27年11月1日Jに指定

しTこ。

この f改正案Jは条文の「一部改正J16カ条追加条文

11カ条、削除11カ条、合計38カ条に及ぶ競撲のj二で‘もま

さに「大改正案jだった。

会議録記録義務、会計建築部課設置、保健衛生事務追

加、予算権限の拡大等一定程度の教育委員会の民主性・

自立伎を確立させて行く上での穣様約な改正規定を含み

ながらも教育長の権限強化等を主軸としたこの「改正

楽」は、はげしい国会審議を引き起こさざるを得なかっ

7ニ。

国会審議の主華客な論理を追ってみよう。まずこの「改

IE案」の基本的評餓についてだが「わずか 1か年実施し

たばかりで、少なくとも 3年5年の日時を経して、本当

に民主的に論議を尽されてで、~上がった改正ならば国民

も納得すると思うのですが……。急に改正を企てる必妥

があるとL、うならば、まず第 1に財政約な留の改正案と

いうならば私は関こえると思うのですが、そう L、う街が

少しもなくて、とんでもない教育長の職務権限の拡大と

いうようなことや、あるいは事務的なこF渉、権限を定め

る立場のみを強く指定しているJ(注)26教育委員会法改正

の符期尚早とともに教育委員会の実際上の問是重である財

政の裏付けの苅題を無視して問題を教育長の権限強化に

すりかえようとする点をついていた。

さて、この教育長の位重量の問題であるが、 fこの改正

案において最も関心を深くしておる点は、在来の教育長

の権限というものに対して今度の改正案は非常に拡大さ

れる・.....文部委員の地方調査の際にも教育委員会と教育

長の潤が円滑を欠いておるO 非常に民主化されるべきと

ころの地方教育行政が何んら民主化されないで、やっぱ

り官僚化されておるところの傾向が見える。これは一つ

に教育長のいわゆる権限の強力な行使というところにあ

るというふうな報告がなされておるのであります」俗)27

と教育行政の実体は「教育長の強力な権限行使Jによっ

て教育委員会法の筏的とする教育行政の「民主化Jが妨

げられており、むしろ教育長の爽質的機絞を押える法的

- 89-



教脊 学 部 紀要第19号

措置を教育委員会に与えることこそ求められるものだと この規定の運用は、教育委員の活動を包括的に制限す

政府を追究した。政府委員は-r教脊長が教育委員会の ることを意図するものであり、その結果として教育長の

一般的監餐の下において教育委員会を補佐する場合に、 教育行政執行上の主動性をますます強める役割を担って

線伎の一つの態様といたしまして、あらゆる事項につき いる性格のものであったことは切らかであろう。日本教

まして助言と縫篤ななすことができるようにいたしまし 職員組合を代表した国会における参考人意見の1やでも次

て、それを教育委員会がどう扱われますかそれは教育委 のように主張されたor委員の行動は常に教育行政の民

員会自身の問題でありまして、教育委員会におきまして 主化と教育の復興のために、結論的には各自の良識と資

その教育長の意見なり助言ぎなりを採用するかしないかと 任において行動されなければならない。委員は委員会の

いうことは教育委員会自体で決定すればよい問題であ 議決によって行動する場合もあれば、また委員が公駿の

りまして、 ちっとも拘束される必要はないのでありま 委員として自己の賞授において行動する場合もあってよ

す」俗)2~ ぃ。教育委員会の民主化が完全に行なわれてし、ない現状

教育委員会における審議事項の発議機を実質的に教育 におきましては、正しい少数派の意見も十分に尊重量しな

長がにぎるか、あるいは教育委員の主動伎を確保するか ければならないし、また法文の示す内容が非常に治象的

は、教育委員会のあり方の基本的方向を決しかねないほ で、あって、教育行政上実施委員の拘束的な規定でこそあ

どの重姿伎をもっポイントであったのであろう。政府委 れ、反対に積極的に行動する上に降客を及ぼす、こうい

員はその本質的な問題を形式論濯で切り抜けているので う慈殊におきまして本条の削除を重要塑いたすものであり

ある。 ますJ(注)30

教育長の権限を実質的に強化するもう一方の側面から さて、この「改正法案」は与党内からも強い反発があ

の「改正」は教育委員の総務規定を厳重に鋭主主して、教 がってきた。それは「学校建設行政」の権限をめぐる与

育委員の教育に関する主体的活動を実質的に不可能にし 党建設委負から発されたものであった。教育行政の一般

て行くことであった。それは f教育委員の一体j規定と 行政からの独立の一貫として教育委員会事務局に設置禁

して現わされてきた。すなわち「委員は教育委員会の職 1とになっていた「会計部課及び土木建築部課」を設鐙さ

務を一体として行なうものであって個々の委員としてそ せようとするのがこの「改lE条項jの意図であった。こ

の権限を行使するものではない〈改正法案、第32条の れに対して「建設行政の一元化」を論拠にした与党建設

2)Jとの規定である。この規定は、当然に審議の中心 委員から慈見が提出されたのである。この矛盾を解決す

のひとつとなった。「委員がその委員会においての織務 るために衆議院においては、この「改正条項j について

を行なうための事前の佼事なり、あるいは関連する仕事 の文部委員会・建設委員会連合審査会が2度にわたり閉

までも製Eすを加えられるような形があります。却って何 かれた。

か教育費の問題や何か起きましたときには教育長が堂々 そこでの与党建設委員の論理は次のようなものであっ

と意見を述べるのに対して委員が却っていえないという た。「国の建設行政を一元化しようとL、うのは、 これは

ような形さえ招来しておるのですから、こういう、いわ ほとんど大学の一致する希援であり……地方の建設行政

なくてもL、L、ものを特に吉区うことによって、尚、今まで もまた、これをできるだけ一元化することは、これはー

さえ委員が婆絡しておりますのに、もっとこの委員が本 つの本筋でなければならないと思うのでありますが、こ

当の職務をやるための行動を製肘するようになりはしな とさらにこの改正によって今まで、なかった教育委員会の

いかJとの追究で何故にこのような規程が必要なのかの 事務局にこの土木建築関係の部課を新たに援くというこ

間に政府委員は「教育委員の 1人が学校に出向かわれま とは、 2途に細分する結果にもなるのでありまして、

して、その学校の教育内容等について詳しく指導される 行政機構の簡素化、一元化の根本精神に反する行き方で

ということがあったのでありますが、これらにつきまし あると考えるのでありますJ俗)31

ては適当で、ないと思いますj との根拠によるものであっ 以上のように、 この対立の根本には、「教育行政のー

た。しかしこれを法士誌をもって規律すべき性格のもので 般行政からの独立」の理念と「行政機構の簡素化・一元

あるのか、あるいは教育委員会、または側々の教育委員 化」の精神の対立があった。しかしここで見務として

の良識にゆTごねるべきことなのかの判断の基軸には、教 ならないのは f行政機構の簡素化・一元化j の「精神J

育委員会法本来の精神にもとづいて教育委員会を育成す なるものがこの場合は先にふれた「日本経済自立のため

るのか、あるいはこれを変質さ殺る必要に迫られている の9原則」にその源流があることで、その基本的に意図

のかの根本的な発想の絡遼があった。 するものは、アメ担カの「指導Jの下にお本の独占資本
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を新たに再生させることにあり、その再生の基本的「傾

向Jとして国家機構を最大限に利用して行く方途がとら

れたので、あった。それには一方において国家機機自体を

独占資本の新たな「千年生」に利用しやすく「機構改革J

することが必要で、あったからといえよう。

教育委員会制度の本来の目的は「不当な支配に脱する

ことなく、箆綾地方の住民のためにJ教育行政を奉仕さ

せる点にあったのだが、独占資本「再生j のための「国

家機構改革」の論理とは「住民の利主主Jか「独占資本の

利益Jかの本質的な矛盾を内包するものであった。その

意味での「機構改革Jの論理が、教育行政の場面ではこ

のような形で笠場してきたので、あった。この論理は「地

方財政困窮Jの論理と結合して教育委員会法制度を「地

教行法j制度へ変質させるひとつの事告となって葉ぬかれ

て行くのである。

以上のような革審議を返して、この「改正案jは第6国

会では審議米γとなったが、第7国会では次の 3点を修

正して再提築された。

① 委員の服務規定のうち「一体規定jを削徐したこ

とO

② 教育委員会事務局の部課として土木建設部潔は従

米通り設援しないとしたこと。

③ 教育長と教育委員会の関係を規定する条項の「字

句」のうち「一般的監督j安「指揮駁督j字匂に突した

こと。

このように第 6閥会での審議を一定程度反映した手渡

しをしたが、この第 7間会で成立した「教育委員会法の

一部改正法Jは基本的には、教育長の権限強化の「大改

正」であった。すなわち第 1に教育長に新たに「代理委

任jの権限を明確にしたこと、第 2に教育長と教育委員会

の関係の問題で、教脊長に教育委員会の執行事務の「発

議権Jを簡定させたこと O さらに第3に教育委員の rHlt

務規定Jを明記することにより委員各自が職務に対する

「燦愛Jとなる形態での消極伎を生みださせ、教育長の

主動伎をもたらしたこと、などであり先にのべた第 6国

会に提出された「改正案j とほとんど問じ構造をもって

L 、Tニ。

この第7国会で成立した「大改正」は、「公職選挙法J

が同じ第7国会で成立したために教育委員会の選挙に衡

する条項案を削除修正した裂で、成立した。その際衆議院

文部委員会での最終討論では今野武雄委員の反対討論が

この「大改正法j の投資を正確にとらえていたといえよ

う。「教育委員そのものが Pポット化されておるという

のが一般の見るところであります。……それに反して事

実上その下で働くべき教育長が教育委員会の事務のすべ

てを総括するというようなことになり、従ってこの教育

長を通じて、教育の民主化をはかるべき教育委員会が、

かえって教脊の民主化をはlずみ、また官僚化するという

ようなことになってきている O たとえば昨年来の教員の

整理というような問題でしばしば現われてまいりまし

て、教育委員会の名において教育長が専新たもって教員

の佐を切った0 ・…日教育委員会が相当に自主殺をもって

いるところでは、たとえば千葉県のごときは、教員の整

ま裂が日本の国以外の勢力によって強要されることがあっ

ても自主的に判断してなかなかそれに応じないという事

笑も出てきておるO ……教育長の権限を制限して教育委

員会の独自性を増すとL、う方向に改正が行なわれなけれ

ばならぬはずで、ありますのに、かえって教育委員各自の

行動は厳密に制限され、教育長の権限がはっきりすると

いうよりは、むしろ全体のいろいろな機限を移譲しても

らって、全擦を握れるようになっておる。これでは教育

の民主化ということは、とうてい行えないと考えるわけ

でありますj低 )32

さて、この第7隠会において成立した「公織選挙法

(昭和25年、法律第lOO条)Jおよび「公職選挙法施行整

理法(昭和25年、法律第lO1号)Jによって教育委員選挙

に関する規定もなされ従来の教育委員会法によって規定

されていた選挙に関する条演は教育委員会法から削除と

なった。その際先に第一節でのべた教育委員選挙の特色

は大幅に奪われていった。

それらを項目としてあげると

① 公務員が在職のまま公選による公織に立候被する

のは、一般に禁止された(公職選挙法第89条〉条項が教

育委員選挙にも適用されることになり、現職教員の教育

委員への立候補は禁止された。(ただし私立学校などの

教員は従来のまま〕

② 教育委員への立候補に連客推薦を要する制度が廃

止され、教育委員への立候補は他人からの推薦によるの

ではなく、自ら立候補する一般選挙と同様となった。

③ 法定得言葉数および供託金の制度も一般選挙と同様

に設定されることとなった。

④ 補充委員の選任制が廃止された、などであった。

この結果教育委員の選挙は、地方議会の議員の選挙とほ

とんど同ーとなってしまった。そのため地方議会の議員

への「腰掛」として教育委員となる「地方ボスJが混わ

れる言葉地をこの選挙法「改正」は作りだす仮iJ弱をもって

いたといえよう O 選挙法全体を「存編改正」するという

中での教管委員選挙条項の「改正Jとしづ手法であった

ために、教育委員選挙のもつ独自性格ないし戦後教育行

政改革における「教育行政の住民統制Jのもつ葱旅など
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についてほとんど繁議らしい審議なしに「改正」されて

いったので‘ある。〈注)33

第7国会における教育委員会法の二つの「大改正」す

なわち、教育長の権限を笑質的に強化させるなどの「大

改正」と公職選挙法制定にともなう教育委員選挙の「大

改正」の結果教育行政改革の 13原則Jはその具体的内

容において大幅に変質させられていった。

3 市町村教育委員会の;一斉設蜜」と「箆家事務の

指簿監J督条項の導入

第13~会は、「サンフランシスコ平和条約jおよび「日

米安全保障条約」の施行 (a夜和27王子4月28日〉を隠には

さんだ会期をもった医司会であった。この国会では日本の

「自立J1独立Jのための多くの法案が審議された。教

育行政関係のヨミな法案審議は、「教職員の除去、就織禁

止などに衡する政令を廃止する法律案J1教育委員会な

どの一部を改正する法案j および「統計法および教育委

員会法の一部合改正する法案」などであった。

本節ではこれらの教育行政関係法案の開会審議内容の

分析をおこなっていく。

まず占領軍の「非軍事イ七J指令のひとつとして敗戦後

ほどなく指令された「家極主義者、趨E護家主義者」の教

職からの追放に関する政令を廃止する法律案「教職員の

除去、就職禁止などに関する政令を廃止する法律案」の

審議をみてみよう O

この教職員の就職禁止の政令の本来の目的は、戦後教

育改革、民主国家の碍建とL、うために楚非必要な措置と

してあったのだったが、昭和24年以後の情勢の中では、

進歩的な運動に参加する教職員への迫害のために利用さ

れるようになり、従来ほとんど問題にならなかったこと

がらを「不適格者Jの条件として押しつけてくる例がし

ばしば起っていた。

この点に関して渡辺義過文部委員は次のように政府を

追求していた。

「文部当局としては、戦時中戦争協力のために追放さ

れたような人たちが今臼、学界あるいは教脊界に復帰ーす

ることが、今日の情勢では好ましいと考えるのか、また

レッド、パージという名の下に不当に追放を受けた人たち

が今日その験に返って民主的な運動を進めることが圧し

いと考えるのか」この追究に対して、政府委員の答弁は

「このような制度を廃止いたしますことは、教職追放縦

度の包的はもはや完了したと考えておるわけでありま

すJ俄 )34とくり返すだけであった。

戦後教育行政改革の 13)Jj{鄭」をその規範に含む教育

委員会法にとっては、このことは、この法の基底に存在す

る理念である戦争資任を教育行政を民主的に再建する逃
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程で追究していくということの具体的な総疫のひとつを

溌楽していくことを意味していたといえよう。

さて、政府はこの第13国会に「教育委員会法などの一

都合改正する法律案J1教育委員会の委員の選挙の怒釘

などの臨待特例に関する法律案」をセットとしての「改

正案jを国会に上捻してきた。この「改正案」が与党の

反対で廃案となり、その結巣市町村教脊委員会の「一斉

設置iJを引きだしたものである。

この「改正案Jの内容は次のようなことであった。

① 昭和27年10月に予定されている教育委員の定例選

挙を28年10月に延期する。

② 27年10月で任期の終る教育委員の任期を 1年延長

し28年10月支でとする。

③ 契約などの際、教育委員会に地方公共団体を代表

する権限を規定すること。

③ J受業料・手数料に関する事務をど教育委員会の事務

に加えるO

⑤都道府黙の;事務の一部を市Il号村委員会に委任させ

ることができるように規定を加える。

⑥ 文部大症の教科議検定権を「用紙割当時iの廃止さ

れるまで(昭和27年 4月1日)Jを「当分の間jに改め

るなどであっTこ。

この法案は、参議院先議で提案され、そこでは全会一

致で可決され、衆議続文部委員会に送付されてきた。

さて、政府文部省の 11年延期jの論拠は何であった

ろうか、 11年の研究期間を鐙くためJの内容を開会の

審議から分析すれば、次のような意図が切らかとなろう ο

「委員会法については、ご承知の通り雨委員会とも町

村全部に現在のような性格で寝かせることは無躍である

という考え方が通ってきた認A しであったと理解いたして

おります。たまたまそのままの法案で当持の可会部筋に

のませることが非常に難しいということのためにその後

設緩単位の問題、選出方法また権限内容というようなこ

とが触れられずに経過してきているのが笑情と考えてお

ります。......言葉和を控えた直前にもこの間窓に触れたか

ったのですが、その辺のいわば道義的な関係を考えあま

り卒く予をつけ過ぎるのもどうか、またいま講和になっ

たのだから今までの議事ゃなんかはどうでもいし、のです

ぐ、出発しろというのもどうかということのために選延し

ておった。……この問題は委員会法自体の問題として考

える以外に地方行政全体から見ての関連のことを考慮し

ますが、委員会法それ自体だけがひとり歩きしてよろし

いという大前提があれば、文部省としてはものが~，~、や

すいが、それらの関連をいま少し考慮する必婆が事実上

あると窓、われますJ(設)35
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このように「研究期間jの「研究」の中身は教育委員

会法制度をし、かに運用し、その法のg的を活かす方向で

教育委員会を「保護育成Jするための研究ではなくし

て、講和後(サンフランシスコ体制〉の地方行政制度全

体のー焚として教育委員会制度をどのように根本的に改

編するかの研究を意味していた。
# 

衆議院でのE窓会審議は与党議員による事実上の審議結

石をめぐる問題からはじめられていった。与党自由党文

部委員は、参議院からこの法案が付託されてきてから約

1カ月にわたりこの法案の審議を日程に!二げず、溺会の

会期切れで審議求了になる感さえあった。この与党の態

度に対して野党議員のはげしい追究の前に立った竹馬文

教委員長は、理由を示さぬ与党議員の事実上の審議拒否

を認めざるを得なかった。 Iしかもおのおの必要きと認め

られる人々には私個人が時間の許すかぎり各方面にわた

って交渉もし、また意見も開いており玄すけれども、遺憾

ながらいま申し上げました通り、具体的にまだその反対

意見をはっきりさせるまでに到達していなしづ〔注)36

野党議員の追究の前にやがて拐されてきた自由党議員

のこの法案への反対の論理は、必ずしも首尾一葉したも

のではなかった。たとえば市町村教干脊草委負会の「一斉設

苦積霊j には全E濁菌の市罰町了村f長芝などからも強い反対の隊f情育が濁

会によせらオれLてさきFておりh、その意味で

この政府t援是案の「改正法」に賛i窓窓と期待をカか道けていTたこ。

ところが白E出包党文濁郊l委員はこれをd必主解し次のように論理

宅安ヒE嬢美関し?たこ。

「今回この法律が実施されることになりますと〈改蕊

法案が成立しないということになるとー引用者)婆する

に町村長が車議員の任命権を持つということがはっきりし

ますと、それだけでむしろ反対しておったところ市町村

長はそれならば紡織だ、それならばこのときから突行

してもらいたいという説にはっきり変ってくるのであり

まして、全国の町村からくるところの反対陳情というも

のがとるに足らないものがあることを強調せざるを得な

L 、J(注)31

この曲解に対しては、さすがに政府委員も与野委員を

たしなめざるを得なかった。

「市町村が現に反対(一斉設置に)いたしておる問題

ですが、自分たちはこの通り教育のことに十分力を尽し

ておるではないか、その上なお教育委員会を非常に紛分

の地域にまでつくる必要きを自分たちは認めておらぬこと

にあるわけで、す。今先生のお話しですと任命権を自分た

ちが持つようになればと伺ったのですが、単位の委員会

ができますと任命権は単位の委員会に行ってしまうわけ

℃、ありまして、一応市町村長は後援窃分たちがその問題

に触れるとL、う意味合いの問題は起ってまいりませんの

で少し話しが食い違っておるように考えますJ俄)加

政府提出の「改正法案jが、与党であるところの自由

党によって反対されるとL、う政党内閣制のたてまえと矛

盾する現象をひきおこしていたのだが、あえてそのよう

な事態を生みださせた自由党のこの「改正法案Jに反対

の意図、すなわち市町村教育委員会の「一斉設置Jに期

待した意図は何で、あったのだろうか。それは次に示す自

自党議員の発言の内容である「総合対策Ji日教組対策J

にあらわれていた。

「少くとも市町村単位にいたしますれば、この対象と

する教戦員の数が非常に少くなってまいります。従って

それらの教級長に対するところの鎖性であるとか、ある

いは行動であるとか、性格であるとか、地方にで、きます

ところの教員組合を詳細に抱短いたしまして、適切な措

震がただちにできるのではないか、そういうもとに置か

れたところの教職員間体が集まって連合体をつくる、こ

こに初めて私は妥当な教職員総合というものができるの

ではないかと考えておるO …・・教育委員会を構成するこ

とによって多少絞繋がし、りましても、一面において現復

のお教組そのものを存続することによって受ける国家約

打撃の方がはるかに大きし、」償問

与党自治党の慈閣が切らかになってきた段階で、政府

提出「改正案」に重要関していた野党議員は、「万一市町

村教育委員会が一斉設震」になった場合における「選挙

費用Jの保障の用意が政府にあるかどうかの追究に移っ

た。「私どもが今持っておりますところの概算では、選

挙費用として大体40億 (i予備費は30憶しかないよJと

呼ぶものあり)、設置後の費用が21憶という計算をもっ

ておりますJ(注川この文部省当局の解答は、当時の「財

政事情Jでは容易に保障しうる額ではないと思われた。

そして「一斉設費Jは殴難であり、設霞延期の「改正法

案」を成立させることがどうしても必婆なように思われ

た。しかし自由党の態度は国かった。 7月3日の自由党

総務会の決定により、この法案を正式に否決する態度が

決まり、選挙費用の問題も次のような池田大蔵大慌の典

例の言明により、押し切られていった。

「政府の提案よりも違った法律になった、また政府が

出さずに溺会から出した法律案もご承知の通り相当ある

のであります。その一々の変更されたあるいは新しい法

律につきましてお約束はいたしておりませんが、この問

題につきましては必要きな金は出しますJ(注)H

7月413衆議院文部委員会で与党庭IE党の反対でこの

「改正案」は否決された。なお、第14~調会にこの「改正

案jは再提案される予定で、あったが、突然の衆議院解散

- 93-



教育学部紀望書第 19号

のためjこtをされなかった。そして昭和27年10月、全国一

斉に 9，953の市町村教育委員の選挙が実施された。

さて、第25回総選挙後の第15溺会に、左右社会党およ

び改進党の野党三派は議員提出法律案として「教育委員

会および教育公務員特例法の一部改正する法律案Jを国

会に提出した。

この野党三派「改正案」は、市町村教育委員会の「一

斉設霊堂Jという強行により「国費をいたずらに滋費する

以外の何ものでもなし、」だけにとどまらず「町村の自治

を破壊するという危機を招いておる現状Jであるとの認

識のもとに「国費の滋費を防ぎ地方自治の混乱を防ぐた

めJ(注〕叫にとの理由で提案された。

この「改正案jの改正点は次の三三点であった。

① 市町村教育委員会の設鐙は市町村の任意設重量とす

る。

② 都道府県教育委員会に教科内容、教科議採択権、

教職員の研修人事の権限を移す。

③ 市町村の教育委員会は教育長を震かないことがで

きるとする。

この「改正案jの審議では、与党議長から提案者の

「教育行政観jを追求されるとたちまち見解の粉遼が提

案者間にあらわれてしまった。

「わがE患の占領を受けておりました7カ年間の行政掻

におきましては溺惰に沿わないことがたくさんある。教

育行政の弱におきましてもかなりな行き過ぎがあった。

……市町村に至りますまで府県単位の教育委員会と向じ

組織、同じ権限のものを置くということは行き過ぎでは

ないかjぼ )43と改進党提案者は一方で、教育行政の「行き

すぎ論Jを述べていた。他方社会党提案者は、「教育は

不当な支配に服することなくとL寸大原刻に立ちまして

……日本のような弱少規模の多いところでは、果してこ

れが教育上プラスになるかとの検討な進めた結果、必ず

しも教育のほんとうの意味の民主化なり、教育水準の向

上に対して大きな利益をもたらすとは考えられなし、J

(注)Hと「民主化をすすめる方策」としてこの「改正案J

を提出してきたことを述べているO

このような意見の相違の露呈は、たちまち与党議員の

追究するところとなり、結局この「改正案jは審議米了

となってしまっTこ。

さて、昭和27年 4月の「統計法および教育委員会法の

一部を改恋する法律(昭和27年、法律第92{ラ)J のf測定

に上って、文部大尽の教育委員会に対する「指揮滋欝J

権を規定する新らたな条項が追加されることになった。

すなわち教育委員会が処理する国家事務に対する文部大

尽の指揮監督を規定した「第55条の 2Jの条項が加えら

れたのである。(注川この「閣の機関委任事務」について

は地方議会は、調査権、監督権がおよばず、主幹に説明言ど

もとめたり、意見陳述および意見警の提出をできるにと

どまるものとされている。

しかも教育行政における「間家事務Jとは何かという

問題が必ずしも解明されていない下にあってこの規定が

教育委員会法に加わったことは、従来の国と都遂府県教

育委員会、地方教育委員会の「助言、指導jの関係の原

刻を変質させたばかりか、文部大夜および都道府県教育

委員会の地方教育委員会への「行政上および運営上の指

揮監畿をしてはならなしづとの原則規定を~洞化させ形

骸化させる契機を法緩範に内包したことを意味してい

ザ'

I~。

市町村の自主性を無視した地方教育委員会の「一斉設

置jの意図したものは「日教組弾圧」の外に、教育委員

会法第 1条「地方の笑惰に却した教育行政jを行なうの

でなく、全国的酪一的「一斉設設JとL、う方策で留の教

育行政支配の末端組織を全国的に網羅し確保する「政治

的問いこみJを意図したものであり、国家事務という名

の教育行政事務の国家による指揮監努とL、う統制の法規

範化と気JlIRが一致するものであった。

4 市町本撤育委員会の一般行政との「一体化」

市町村教育委員会の「一斉設置J以後の市町村教育委

員会自体の中心問題のひとつは、教育長をめぐる問題で

あった。本節は市町村教育長の法的地{立をめぐる問題が

「地方自治法改正Jr教育職員免許法改正Jによって変

質してL、く過程を分析する。「地方財政凶窮」の論拠を

主戦に教育長の資格要件を変え市町村助役の教育長「兼

織jを認める事態を主主みだしていくのだが、これは「教

育行政の一般行政からの独立」の戦後教育行政改革の原

則のさらに一段と形骸化を進めるものであった。

第16国会における「地方自治法改正法喜美Jからこの論

理を検討してみよう。

教育行政の原則にかかわる「改正法案Jはこの場合間

会の審議の場は「地方自治法改正案j とし、う手法をとっ

たために文部委員会ではなしいわば教育行政の防題に

隠しては「素人J議長である地方行政委員会において審

議されることになった。政府官僚の「法改正の技術jの

ひとつなのであろう O

この「地方自治法改正案j の政府提案では、「教育長

の免許状をもっ助役は当分の問、教育長を兼任すること

ができる」との内容であった。しかし審議のなかで、教

育長の有資洛者で助役であるものは、全溺でわずか17人

しかいないことが判明し、 17人のために「法改正jをしな

ければならない狼拠は何かと問題となった。総巣として
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は、保守党三派による共同「修正案Jが提出され、教育

長としての免許状の有無にかかわらず「助役は、昭和29

年 3月31日まで教育長との兼任ができる」との「修iE案j

が可決成立した。

助役は教育行政に関して何ら専門的知見をもたなくと

も、使笠約に教育長を兼ねることができるとしたこのま患

定は、第 Iに「教育行政の一般行政からの独立の原買Jjと

いう教育委員会法の基本原則のひとつを反古にすること

であった。第2に教育長の教育行政上の「専門性」を無

祝する問題をもっ規定であった。

この問題を野党議員は次のように追究している。「大体

教脊と行政をわけるために、政府は教育委員会法という

ものをつくって、地方の市町村長から教育を離した。と

ころが今になって、また助役が兼ねるというように自治

法でそういう形を打ちだすことは、教育委員会法をつく

った本来の精神が非常にぼやけてしまう。…..…助役は

二つの対立予算がでた場合に自分の本来の精神がたとい

教7ぎにあたっとしても、人間はやはり自分のポストがか

わいい、従って市町村長なりのし、う方針に向って助役が

教育委員会の主張を抑えるという立場に出ることが多い

かと考えられるj技会6

さてこの助役の教育長兼務に関する「地方自治法jの

規定は、ヨ翌年の第19国会においてさらに「昭和29年 3月

31日まで」とあったものを「当分の間jに変え、経過的

暫定規定から実質的に周定した規定に「改ま」し、市町

村における「一般行政と教育行政の一体化」を合理化さ

せていった。

助役の教育長兼任ということは、法令では一方で、教育

委員会法で教育長には有資格者が専任でまずかれる建前に

なっており、他方地方自治法では、助役は{也の職員と兼

ねてはならないとの兼職禁止の条項があるにもかかわら

ず、このような「例外規定」を定めた政府の意図は、次

の政府委員の答弁に端的に示される教育行政の一般行政

への「包含Ji一体1l::Jにあった。

「半額この兼任ということが全然幣議のみであって得

られるべき点がないわけではなし、。なるほど教脊の独立

ということは主重要ではありますが、同時に教育が財政と

いう磁を通じて一般の他の行政との潟速もあるわけでご

ざいまして、幼役が教育長を兼ねるということになりま

すと、それらの関係が円滑にまいるということも半面の

利益であるわけです」倒7

さて、問じ第19国会において、教育長の「専門職」と

しての原則が廃棄される「法改正Jがおこなわれた。「教

育綴員免許法改iE法j によって、校長免許・指導主事免

許の療楽とともに教育長の免許制度が廃止になったので

ある。その論拠を政府提案理由は次のように述べた。

「教育機であることはあるわけで、すが、必ずしも広く

免許状を所有せしめると Lヴ方法をとらないでも、都道

府県教育委員会、市町村教育委員会、知事、市町村長と

いうような人たちがよく本人を見極わめて任用すること

でありますので、任用資絡を規定することで足りるので

はなし、かというような観点からこれを任用資格に改め

た」注岨

この免許制度の廃止は教育長の「専門職Jとしての役

絡から「行政官」への変質をあらわしているといえよ

う。なおこの引用では、知事、市町村長にも教育長任用

の権限を与えているように表現されているが、「教育行

政の独立・自立Jの原則がすでに「教育行政と一般行政

調和j に政府の理念が変貸していることを示すものだと

いえよう。

二節で述べたように教育長に実質的な教育委員会の

F全権Jを与えておいて、その教育長に一般行政の中心

的位援にある助役をあてるという過程を通して、市町村

行政と市町村教育行政は実質的に「一体化Ji調和j の

関係に進んでいった。すなわち教育行政は新らたな裂に

おいて一般行政に従属するものとなったといえよう。

このことは「劫役の教育長兼務jがこの法の「改正J

を契機に急増していることに現わされている。

「助役の兼務する教育長および教育長事務取扱の数

は、前回の13%に対して今関23%に増大している。これ

は切らかに自治法改正の彩饗で、同改正は単に従来無資

絡であったために事務取扱に止まったものを正式教育長

にしただけでなく従来教育委員会に関係のなかった助役

を教脊長に迎えたとL、う現象に強く作用していることが

うかがわれるJ出 9

地方教育委員会の「一斉設霊堂jの後教育委員会法変質

にかかわる問題で次の二点について最後に検討じてみよ

う。それは教科議検定権の文部大臣への完全な「吸い上

げ」の「改ま」と教育委員の選挙の半数改選制の廃止に

ついてである。

教科書検定機に島署する「改正Jは、第16図会に「学校

教育法の-~認を改正する法律案j として提案された。そ

の内容は、①「監督庁」を「文部大使」と学校教育法第

21条を字句「修正Jする。②教育委員会法で都道府県教

育委員会に与えられていた教科議検定権を規定していた

第50条2号の削除、③文部大阪に暫定的な措鐙として与

えられていた教科議検定権を表わしていた教育委員会法

第86条の削除、とL、う形であった。

この結果、教育委員会法には教科議「検定権Jを規定

する条項がなくなってしまっt.::.o戦前国定教科番叙i度の
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批判の上に生まれた教育委員会による教科醤検定の制度

は、ついに実施されることがなかった。

教育委員の選挙における半数改選制を廃止していく論

拠も「財政的措置」の問題にあった。大蔵省¥自治庁は

地方制度調査会の答申 CPB和28年10月16臼市町村教育委

員会の廃止などを答申)を根拠として昭和29年度予算に

教育委員会関係授を当初全く昔r上しなかっtc.o

「文部省といたしましては、現行の規定に基いて、予

算の請求をしたのでありますが、これは内明けてゆしま

すと、大蔵省査定におきましては、選挙の費用は無論の

ことでありますが、教育委員会の費用そのものも突は削

減されたようなわけで、しかしそれにつきましては教育

委員会を存鐙させるということをはっきりさせたのであ

りまして、従ってその問自治庁、大蔵省それから文部省

の隠に教育委主主会のあり方についての検討が行なわれた

ので、す。その結果といたしまして半数改選の制度はむし

ろ一斉改選に改めたjJがよろしい、こう L、う結論になっ

たので、ありますj注50

このような f改正」により総和29年10月に予定されて

いた教育委員の選挙は昭和31年 10月まで引きのばされ

た、しかしこれは「地教行法jの制定により、徐氏によ

る教育委員の公選制度が彼棄され、教育委員の選挙は廃

止されていったのである。〈未完〉

JE主) (1)教育委員会改正法案国会審議一覧

jこf是i調会

2高 4 寝l~'t
1f'; 51道会

詳¥6国会

第 7国会

2お8箆11<-
E高10協会

務13沼会

:五15箆l会
第16沼会

第19僚会

第22問会

改正年月日

S 24. 1. 12 

24. 5.19 

24.9. 1 

審議未7
25.4.15 

25.5‘10 

25. 5.16 

25.5.30 

25.8.5 

26.4. 3 

26.6.7 

審議未了

27.4.15 

27.6.21 

審議未了

28.8.5 

28.8.15 

;落:韮米了

29.6.3 

29. 6.10 

29.6.22 

30.8. 5 

f1時速己主五iJミ

教育公務員特例法

教育委員会法改正法

教予言職員免許ム法施行法

教育委主主会法改正法家

公職選挙法施行強J!P'法

教予言委員会;ま改正法

窓、給法改正11、
文化財保護法

教育委員選挙期日特例法

57f校法人法

地方公務員法施行業主環U~

教脊委員会it~等改正法案

統計法・教育委員会I;I，t!'dei1、
ユネスコ活動:こ関する i~1幹

教育委員会法等改正法案

学校教育法改正法

地方自治法改正法

教育委員会法等改衣法案

教育機関免許il，己主TEiJ，
公職選挙法改正法

fl出方自治法改百二iS長

女子教員J主前産後休暇'1'正 'Il;~'

教育磁係法

2i 教予言毒事本法'1i1O;長一一ひいてはでのお 1xJ{の完全な繰り返し

を含んでいるもとの紋育委長会t去策 1条一ーの規定;主、どのよう

にして定められたのであろうか、この規定のJ，l;憾になる IJ.~;mが、

アメリウ教育「企hiif]r.U ;~f芦?によってもたらされたものであること

:主主七、寺 t)J ~-;-H~JI成!ß，'教育法本Uu 、新評論P 277、S41・2

Ij也ガ教育行政の主役を:こなう教育11i攻機関としての教脊委員会

iliIJI主Jま ..lIiHI121'f 3 ト]1こ連合隠J~をお司令自の要請により来日

Lた米|語教育使節ほ!の被告書がその総本的方向をおちnJjしたもの

どめるJ 、:7(減勲、 「教育行政 P81、第 HM，完投脊学業王寺24、

日45・l

r教育謀本;よ10条の思:W.i主、 ドイツ流の|事I!在忠:m、を天皇制約，-日

本fとした戦l'IIfの#l育行政観とjUr袋jから対立するアメリカ淡の民主

主主主絞首行政鋭の凶;接(!'~;j:説法受であったとみられ、公逆指日教青:1Ji'

Ui.t;!司法、その111111主(1'0表現であったといわれるJ 、永11'憲一、 「

:吾UJ、と教育総本権 j 、P 249、:i'!J核兵F問、 S45・6

ili止後H本の教育改革:およびそのJ'fj去{とにあたり指導的役害1]を!果

した抗 l 次米IliJfi育f史 mîl;Il ，t.U;'i ，~t が {fする!、萩γi二、 「教育法

-' P 17、:}l斐i詰!法律、戸全集16、出:対・ 8

~3) -*{ff ささ Þi~;去に i註Ij今る一 1，なU'kl，e、研'先には ;j; のようなものがあるつ

鈴本;i~ ，. 1教育行政i~[kmì鋭、 S 15・3

教f苦委ミ会;去の i車111;品位についてはほとんどふれられていごよい
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