
羽田　貴史：教育公務員特例法の成立過程（そのH） 21

教育公務員特例法の成立過程（その1）

羽 田 貴 史
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　はじめに

　本稿は，教育公務員特例法の立法過程分析を通

じて戦後教育改革像を構成する作業の一部であり，

先に発表した論稿の続篇である（拙稿「教育公務

員特例法の成立過程（1）」　「福島大学教育学部

論集32号の3』1980年12月参照）。

　先の論稿において，筆者は，46年末に登場した

教員身分法構想が田中文政の二面的性格を反映し

て，教員の職能的性格の上に立って労働基本権を

規制し，また教員審査制度をおいて個別に狙い打

ちを図るといった統制的側面を持つ反面，身分保障

にも配慮を払う内容を持つことを明らかにした。

　本稿は，これに引き続き教員身分法構想が，2・

1ゼネストをへて労働協約締結によって労働基

本権規制条項を削除し修正されたのち，国家公務

員法構想により挫折する直前までを対象とする。

　なお，最近，故辻田力氏（元文部省調査局長）

より戦後教育関係の資料が国立教育研究所に寄贈

され，その中に『学校教員法』と題する綴が見い

出されることで，47年5月から7月にかけての教

員身分法案が完全に揃うこととなった。教育公務

員特例法については，従来，戦後教育資料の中に

あった法案も十分に知られていない段階であり，

ここに主要法案の概要を紹介しておく（次頁）。

　　IV　官公労働関係の形成と

　　　教員政策の修正

　　1．2・1ゼネストと労働協約の成立

　教刷委第6特別委員会を中心に，身分法構想が

進展した時期は，官公労働運動が全官公庁共同闘

争委員会に結集し，最低賃金の増額要求から吉田
　　　　　　　　　　　ゼ　ネ
内閣打倒をはじめとする政治ストへ向けて高揚し

た時期でもあった。

　注目すべきは，この過程を通じて各官庁組合が

労働協約の締結を前進させ，45年末に成立した労

働組合法に基づく労働関係が公務員労働者と政府
　　　　　　　　　　　　　　　ほンとの間に成立していったことである。

　そして，この過程を通じて文部省は，全教組・

教全連との協約を締結した。それは，田中文政に

おいて一貫して見られた教員の労働者性否定政策

の転換を示すものであり，教員組合容認政策への
　　　　　し　り転換であった。

　このような転換は，教刷委の一委員をして，「さ

ようなことが日本の政治に行われるということは

ほとんど想像もできん雪と発言せしめるほどの衝

撃を与えるのだが，かかる転換を促した理由とし

て次の諸点があげられよう。

　第一には，労働組合法に引き続き，労働関係調

整法が公布（46年9月27日）施行（同10月13日）

されることにより，第三者機関（労働委員会）の

斡旋，調停，仲裁等を通じての労働関係の形成が

促進され，国鉄（47年2月21日），郵政（同年3

月14日）など官公労組において協約締結が前進し

たことである。

　教員について，文部省は労働者と区別する政策

を一貫していたが，法制上は区分しうる根拠はな

く，例えば，労調法の公布・施行に伴っての厚生
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教育公務員特例法案一覧

法案・文書名 日　付 メ モ

1 学校教師（員）身分法に関する問題点 21－9－29 戦教資 V－23 タイプ孔版

2 教員身分法要綱案 21一〔12〕 〃 V－22 手書き孔版

3 教員身分法要綱案 22－4－15 〃 田一39 2を整理

4 教員身分法（学校教員法〉要綱案 22－4－28 〃 皿一39 3に修正8章36条構成

5 教員身分法（学校教員法）要綱案 22－5－13 辻田文書，4を修正・8章45条付則5条構成

6 教員身分法（学校教員法）要綱案 22－5－20 〃，5を修正・8章45条

7 教員身分法（学校教員法）要綱案 22－5－23 ”，6を修正・同上

8 教員身分法の構想 22－5－26 辻田文書， 7 を修正，・8章45条

9 教員身分法（学校教員法）要綱案 22－6－5 〃
， 8を修正，・8章45条付則5条

10 国立・公立学校教員法要綱索 22－7－14 戦教資 皿一39

11 表題なし 22－8－19 戦教資 皿一39

12 国立公立学校教員法要綱案 22－8－25 辻田文書

13 国立公立学校教員法要綱案 22－9－8 戦教資 V－24

14 国立，公立学校教員法の構想 22一〔9〕 辻田文書

15 教育公務員法案 22－12－27 戦教資 皿一39 タイプ孔版

16 教育公務員の任免等に関する法律案 23－6－28 戦教資 皿一39 国会上程のち撤回

17 教育公務員の任免等に関する法律案 23－7－10 〃 皿一39

18 教育公務員特例法案 23－11－5 〃 皿一39

19 教育公務員特例法案 23－12－8 〃 皿一39 国会上程案

注1　戦教資一戦後教育資料・国立教育研究所蔵 注2〔〕内は筆者の推定
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次官通牒第44号「労働関係調整法の施行について」
　　　　　　　　　　　　　　　　しお（46年10月14日，都道府県知事宛）でも，法第38

条の争議行為禁止条項（「警察官吏，消防職員，

監獄において勤務する者その他国又は公共団体の

現業以外の行政又は司法の事務に従事する官吏そ

の他の者は，争議行為をなすことはできない」）

から官公立学校職員は除外されていた。

　従って，この時点において協約締結を文部省が

拒否する法的根拠は一際なかったのである。

　第二には，より重視すべき点として，六三制の

4月実施という至上課題を課せられた文部省にと

っては，教員組合との協力関係（最大の障害は校

舎と教員確保であった）が不可決であったという

ことである。かかる判断のもとでの妥協がなされ

たのである。有光次官は，このことを，教刷委第28

回総会で，　「休戦条約」9と端的に語っていた。

　第三に，これ以外の要因を指摘するなら，田中

文相に代って高橋誠一郎が就任し，全教組が好感
　　　　　　　　　し　ミ
を持って迎えるなど「和平ムード」が前進したこ

と，中央労働委員会委員長代理末弘厳太郎の卓抜

した指導力も見逃してはならない。

　そして，六三制の4月実施を最終的に決定した

要因として，とりわけ青年学校関係者を中心とし

た早期実施の運動，国民的期待が重要であるむこ

のような圧力は，GHQの指導を通して政治過程

に反映したものの，間接的に労働協約締結を実現

せしめたと言ってもよい。

　補註　意外にも労働協約締結に対する戦後教育史研

　史研究の評価はさほど明確ではない。

　　たとえば，山田昇「教職員団体」　『戦後日本の教

　育改革　8　教員養成』　（1971年9月，東大出版会）

　では，協約締結を文部省の路線修正とは評価せず何

　の注釈も加えていない。

　　また，いくつかの通史も，事実としては協約締結

　にふれつつ，これを戦後改革過程に位置づける作業

　を行っていない（五十嵐一伊ケ崎『戦後教育の歴史』

　1970年12月，青木書店，大田尭編著r戦後日本教育

　史』1978年6月，岩波書店）。

　　中には，後にのべるように，教刷委の47年4月11

　日建議がこの修正に対する抗議としての意味を持つ

　にもかかわらず，それを出発点にして教員身分法を

　説明する見地も存在する。　（中島太郎『戦後日本教

　育制度成立史』1970年5月，岩崎学術出版社，P　P

　496－500）。これでは，協約締結により身分法に加え

　られた修正の意味がまるで捉えられない。この評価

の評価の根本資料は，半ば行政資料に近いものであ

って（教育法令研究会編『教育公務員特例法一解説

と資料一』），資料批判の重要さを示唆している。

　この点についての詳細な分析は，最近，小出達夫

「〈研究ノート〉戦後教育改革と労働協約」　『北海

道大学産業教育施設研究報告書』第19号（1981年3

月）によっておこなわれた。

　小出論文は，各県において締結された協約の分析

を試みつつ，かかる労働協約によって設けられた業

務協議会により教育行政が決定される途が成立し，

教育委員会制度による教育行政とは異なった「原理

に貫ぬかれた教育制度への展開」（P271）を見た，と

評価する。

　しかし，論文自ら指摘するように，業務協議会が

組合の行政参加的機構として位置するのは，青森の

みであり　（P267），全国的な展開という点では不

十分であること，すなわち，論文では，労働協約の

失効により，　「異質の原理に貫ぬかれた教育制度

（注　教育委員会）への展開」　（P271）がおこなわ

れたと言うのだが，以降の展開が異質といえるほど，

以前の教育制度が成立していたとは言いがたい。

　特に，小出氏の「教育制度」概念は，　「社会的な

教育労働，およびそれを実現するために心要な諸条

件の設定をめぐってとりむすばれる秩序化された社

会的諸関係の体系」　（「「教育制度」概念の構成に当

っての試論」　『北海道大学教育学部紀要』第24号，

1975年，P30）と規定されているだけに，問題はあ

くまで実体的な関係として実証される必要がある。

　　　　　　　　〔註〕

（1）早川征一郎「官公使関係の生成と展開」　『戦後

　改革5　労働改革』　（1974年7月，東大出版会）

　参照。

｛2）このような転換がいつどのような形で進展した

　のか明らかでない。日高第四郎（当時学校教育局

　長）のノートによると，46年10月25日の局議に関

　し，　「勿論教員組合は認めるが，教員の職務は，

　一般労働者とは異なるところがあるから，教員組

　合を一般労働者の組合連合の内に加へて団体協約

　結ぶことは反対である」とのメモがあり，実質的

　には教員組合を否認する構えであった。

（3）渡辺鎮蔵発言，　「教育刷新委員会第27回総会議

　事速記録』　（野間教育研究所蔵）。

（4）　『資料労働運動史　昭20－21年』，P843。

（5）　『教育刷新委員会第28回総会議事速記録』。

　　なお，日高ノート，3月31日付メモによると，
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　「団体協約の件一一共同防衛の一角ヲクヅシター

　2／27日のイキサツ　全官労問題の火ツケ役一早

　ク職ニカヘスー反省ノ色ガアル中健全二導き六・

　三制の実施に協カー2月27日に約束（略）」（傍点筆

　者）と書かれており，その性格が窺える。

（6）全日本教員組合協議会闘争史編集委員会編「教

　員組合運動史』　（復刻版P．P352～353）。

（7）赤塚康雄「新制中学校成立史研究』　（1978年9

　月，明治図書）P．P170～172。

　　2．教刷委の対応

　労働協約締結は，教刷委の教員身分法構想に重

要な修正を加えるのだが，その前に，すでに教刷

委内部からも第6特別委員会の中間報告（46年12

月27日）に対する批判が加えられていたことに触

れておく。

　第18回総会（47年1月10日）は，中間報告に対

する議論を行なったが，渡辺主査の説明では，教

員の争議権禁止を主眼としており，教員連盟をア

メリカのNEA（National　EducationAssossia－

tion）をモデルに組織することが強調された。それ

は，労働組合法第4条第2項による「本法ノ適用

二付命令ヲ以テ別段ノ定メヲ為スコトヲ得」たも

のとして提唱されていた。

　これに対して，南原繁は強力にその問題点を持

摘する。すなわち，アメリカの教員団体が自主的

な運動方針として非ストライキ政策をとっている

のに対し，法律により規制する方向は，種々の矛

盾を引き起こすのみならず「ちょっと今の社会の

状態からむずかしい」と，適確な把握をおこなっ

ているのである。更に南原は，　「法令的措置を講

ぜずに教育者に向っての一種のスタンダードを我

々はレコメンドする。それに基いてやると，そう

いう途を執った方が同じ内容でもいいのではない

かと思うのです」と発言している。

　これに対しては，渡辺も同意せざるをえず，第

6特別委員会中間報告は1月24日に修正され，31

日の第21回総会に報告されだぎ

　修正報告は，争議権規制を後方に退け，教員連

盟の組織化を組合と別に行なうことを確認した。

　渡辺の説明によるなら，教員連盟は教育会を母

体として成立するものとされており，教員統制に

大きな力を発揮し，各地でその解散運動がとりく

まれていた教育会を形を変えて温存するものに他

ならなかった。

1982－12

　これに対しても南原は教員組合との関係を示唆

しつつ，自治的に行なうように批判している。

　かくて，教員連盟を上から組織し，教員組合を

分裂させる構想が，教刷委内において批判されっ

つある時，先の労働協約が締結されたのである。

　「この内容を見ますと，全く労働組合というよ

りは教育者連盟としてこの委員会で考えて実現を

図っておりましたものがこの協約書の中に盛られ

ておるのみならず，教育行政法の中に入って来る

地方教育委員会の権限のようなものまで，この協

約書の中に入っておるのであります。

　こういうものができて，この教育委員会（注

教刷委）と別にこういうことを決めておしまいに

なれば，我々の委員会は全く不必要になって来る

のであります」。

　渡辺鎮蔵が，第27回総会（3月14日）に質問と

という形で協約に非難を加えた一節であり，怒り

心頭の具合が理解されようというものである。

　以降，第28回（3月26日）第30回（4月4日〉

に渉って総会は議論をくりかえす。

　教刷委が，協約締結を問題視した理由は，第28

回総会において城戸幡太郎委員が，　「団体協約の

本旨は労働組合法による生活問題，経済問題を解

決するということにありまずけれど，それ以上に

彼等が一歩踏み出しておるということがやはり問

題」と発言していたように，労働組合としての教

員組合を経済的側面に限定せず，教育行政に関して

は，教員連盟による教師の組織化を通じて地方教

育委員会の手に委ねる教刷委の構想に破局をもた

らしかねないからであった。

　特に，教育会解散問題を突きつけられていた佐

野利器委員は，組合の性格を逸脱するものだと批

判し，　「即ち教員にも偏しなければ官憲にもせい

ちゅうされない多数の公民からなる委員が委員会

を組織してやって行くというあの精神に違反する

ものだ∫1と難詰し，教刷委としての態度を明らか

にする提案を行なった。

　そして，第30回総会では，周知のごとく第6特

別委員会修正報告「教員の身分待遇及び職能団体

に関すること」と，　「文部大臣と教員組合との間

に締結した労働協約について」を採択し？4月11

日に建議することとなったのである。

　特記すべきは，この総会においても南原繁の発

言が重要な役割を占めたことである。この点は，

すでに山田昇氏が紹介しているがlfl渡辺鎮蔵の協
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約締結そのものに対する批判に対し，教員を労働

組合法により保障し，協約締結も一つの原理と認

めた上で，教刷委との方針上の相違に限定した決

議を成立させた点で，非常に卓抜した見解を示し

たといわねばならない。

　かくて，第30回総会において，教員身分法構想

は，労働基本権抑制的要素を否定されつつ承認さ

れた。

　教員審査制度など，いまだ統制的原理は見い出

されるものの，しかし，教員運動の発展と公認化

の前に，教員身分法は大きな修正を蒙ったのであ

る。

　なお，　「教員の身分待遇及び職能団体に関する

こと」の中には，いくつか基本的な問題点が含ま

れていた。

　ひとつは，官公私立学校の教員をすべて「特殊

の公務員」として規律することに対しての疑念で

あり，すでに，前年，第1特別委員会中間報告に

おいてこの構想が示された時に強い疑念が示され

ていた。

　最近，明らかになった辻田文書中には，「学校

教員法』と題する綴が存在している。その中の，

第6特…別委員会中間報告（昭22．4．4付）には

辻田力の書きこみがあり，4月4日の総会で議論

になった点などがしるされている。そこには，「私

立学校の教員を官公立学校の教員と同様公務員と

することはG　H　Qの方針に反するものと考へるが

如何」との書きこみがあり，基本的な点での懸念

がすでにG　H　Qとの関係であったのである。

　もうひとつは教員連盟（教育者連盟）であり，

総会の中でも渡辺主査は，自発的な性格のもので

あることを強調していたが，剣木文書課長からも，

教員身分法の中に規定をおくこととの矛盾が指摘

されていたという点であるぽ

　のちに，教育者連盟に関する規定は教員身分法

案から削除され，連盟の組織化は，まったく自主

的な教員の運動に委ねられるのだが，構想段階か

ら教育者連盟を法的に規定することの問題点が伏

在していた。

〔註〕

｛1）　r教育刷新委員会第21回総会議事録』。なお全

　文は，『戦後日本の教育改革8　教員養成』P．374

　に収録。

12）　『教育刷新委員会第28回総会議事録』。

（3）　「戦後日本の教育改革8　教員養成』P．P

　375－381参照。

〔4）前掲書，・P．379。

15）「教育刷新委員会第30回総会議事録』。

　　3　教員身分法案の修正

　前節で検討した労働協約の成立に伴って教員身

分法構想もまた修正を蒙らざるをえない。

　12月案（前出・拙稿参照）をもとにして検討・

変更を加え，さらに労働協約に伴う修正を加えて

いったものが，国立教育研究所・戦後教育資料中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しりの，2つの法案，すなわち「教員身分法案要綱案」

（昭和22年4月15日，以下4月15日案と呼ぶ），

「教員身分法（学校教員法）要綱案当21（昭和22年

4月28日，以下4月28日案と呼ぶ）である。

　日高ノートによると，4月14日に省議が開かれ，

「身分法については4月11日の省議に基づき要領

を作る，小委員会調査局，学校局，秘書，文書会

計より」と決定されている3』

　その「要領」とは，お・そらく辻田文書中の，「教

員身分法制定の理由（必要性）鵬「教員身分法（学

　　　　　　　　　　　　　し　コ校教員法）の方針（措置要領）」をさすものであろ
う。

　4月15日案は，次に見るように労働組合規制条

項をまだ残しており，従って，教刷委4月4日総

会の以前から作成されて4月28日案の土台になっ

たものということになろう。

　両案とも，まだ未紹介であり，まず4月15日案

について条文の概要を次にしるそう。

教員身分法要綱案

第一　総則的規定

　一　本法の目的

　二　教員の定義及び身分

　三　教員の区分及び種類

第二　任用

　四　任用資格

　五　任用手続

第三　分限

　六身分の保障

　七　休職の制限

　八　減俸の制限

　九　転職及び転任の制限

　十　教員の審査

第四　服務
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12月案と4月15日案の修正一覧

項　　目 教員身分法要綱案（12月案） 教員身分法要綱案（4月15日案）

任用資格 教員の欠格原因 教員の欠格原因

一 心身に著しく故障のあるもの 一 禁錮以上の刑に処せられ服役終了

二 禁錮以上の刑に処せられ服役 後三ケ年を経過しない者又は刑の

終了後三ケ年を経過しない者 執行をうけなくともよいことの確

三 破産の宣告を受け，復権しな 定するまでの者

い者 二 禁治産者及び準禁治産者

四 懲戒又は教員審査の結果によ 三 破産の宣告を受け，復権しない者

り免職処分に付せられた後三 四 懲戒又は教員審査の結果により免

ケ年を経過しない者 職処分に付せられた後三ケ年を経

過しない者

教員資格は一定の学歴を有する者

又は検定試験に合格した者につい 同　左

て一定期間の研修を行った後これ

を付与するものとすること

右の研修中の者は，これを教員試補と

称すること　教員試補の研修について

は別に政令で定めること

任用手続 小学校及び中学校の教員は，都道 小学校及び中学校の教員は，都道府県

府県教育委員会の議によりこれを 教育委員会の議により，都道府県教育

任命するものとすること 長がこれを任命するものとすること

高等学校の教員は，地方教育委員 高等学校の教員は，地方教育委員会の

会の議によりこれを任命するもの 議により地方教育総長がこれを任命す

とすること るものとすること

大学の教授，助教授及び助手は，

その大学又は学部の教授会の議に

よ り大学総長又は大学長がこれを 「大学総長」を削除

任命するものとすること

但し学校新設の場合には，地方教

育委員会の議を経て大学総長又は

大学長がこれを任命するものとす

ること

大学総長又は大学長は各々の大学

の定めるところにより選出した者

について文部大臣がこれを任命す

るものとすること

分　　限 転職の制限 転職及び転任の制限

教員は懲戒処分又は審査の結果に

よる場合の外はその意に反して転 同　左

職を命ぜられることはないものと
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すること

教員は配置の適正を期する場合に限り

]任を命ぜられることがあるものとす

驍ｱと。但しその場合は五の手続〔注

C用手続〕によらなければならないも

ﾌとすること

教員の審査

R査事由

弱朽教員の整理又は教員配置の不

K正を排除するため教員はその任

ｽ後7年毎に教員審査委員会の審

ｸに付せられるものとすること

不適当教員を整理し又は教員の不適正

ﾈ配置を排除するため，すべての教員

ﾍその任命後…（同）

i三）その地位の教員として著しく不

@　適当であること

研究の自由 研究の自由

ｳ員の研究の自由はこれを尊重し，

ｽ人もこれを制約してはならない。

Aし教育に当っては教育の目的に照

ｵ各級の学校により自ら一定の制約

ﾌ存することは認めねばならないこ

ﾆ。

研究及び教育の自由

ｳ員の研究の自由はこれを尊重し，何

lもこれを制約してはならないこと。

Aし，教育に当っては教育の目的に照

轤ｵ各級の学校により法令その他学校

ﾌ定める制約の存することは認めねば

ﾈらないこと。

再教育又は

､修

教員は一定の期間その勤務に従事し

ｽときは，現職・現行俸給のまま再

ｳ育又は視察その他研究のため学校

ｻの他の研究機関に入り，若しくは

煌Oの留学視察により自由研究をす

驫匇ﾔが与えられること。

教員は一定の期間その勤務に従事したと

ｫは，現職・現俸給のまま再教育若し

ｭは研究のため学校その他の研究機関

ﾉ入り又は研究のため留学若しくは視

@をする機会が与えられなければなら

ﾈいこと。

　十一　教員服務規律

　十二　研究及び教育の自由

　十三　再教育又は研修

第五　懲戒

　十四　懲戒の方法及び懲戒罰

第六　俸給その他待遇

　十五　教員の基本給，研究費

　十六　昇給

　十七　恩給

　十八　労働基準法の適用排除

第七　教員の団結権及び団体交渉権

　十九　教員連盟

　二十　労働組合法の適用排除

　二十一　団体交渉権

二十二　労働関係調整法の適用排除

　これらの項目から明らかなように，4月15日案

は，12月案と同じ構成をとってお」り，12月案では

［舞］としてまとめられていた項目を整理して

本文中に組入れたものである。

　しかし，単純な整理ではなく，いくつかの修正

・変更も加えられている。とりわけ本文に対する

最大の修正は，十九，二十一，二十二の労働組合

規制条項に対し，赤エンピツで抹消がされ，次の

4月28日案では姿を消していることである。

　「教員身分法（学校教員法）の方針（措置要領）」
　　　　　　　　　　　　てである　
では，「九　教員の職能団体としての教育者連盟を
〔に関する規定を設けて之〕　　　　　　　　　　〔会〕

尊重し活用する（教員審査委員の委員に教育者連
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盟から選出した者を加える）。但し労働組合法によ

る教員組合を設けることは妨げない」（一は辻田に

よる抹消，〔〕内は加えられている文章）とされ

ており，労働組合規制の方針は採用されていない。

この「要領」が作成されるのと対応して4月15日

案に修正が加えられ，労働組合を認めた上での教

員政策が進展することになったのである。

　それでは，12月案との比較対象を経ながら，4

月15日案の特徴を次に検討してみよう。主たる変

更は，別表に掲げる（前頁）。

　12月案でたてられた主要な原則は，ほぼ踏襲さ

れている。

　任用資格においては，研修中の者に対し，　「教

員試補」の名称が与えられ，第8特別委員会の作

業との関連が推定される。また，欠格原因から「心

身に著しく故障のある者」が削除され，「禁治産

者及準禁治産者」という規定におきかえられたこ

と，「禁錮以上の刑に処せられ服役終了後三ケ年を

経過しない者」に，執行猶予期間未終了者がつけ

加えられたことが，主な修正点である。

　次に，任用手続においては，12月案の段階では

明記されていなかった任命権者が，小・中学校教

員について，「都道府県教育長」，高等学校教員は，

r地方教育総長」，とそれぞれ明確にされた。

　また，大学教員に関しては，「大学総長」力消1』除

されている。「大学総長」とは，12月案によれば，

大学に置く職員として「大学総長又は大学長」が

規定されてお・り，総合大学における学長を意味す

るとも推定される。

　分限に関しては，とりわけ，教員の配置転換を

推進する規定がもりこまれていたのが特徴であろ
う。

　すなわち，免職事由の中に「教員は廃校の場合

は当然退職者とすること」とつけ加えられ，転職

に加えて転任に関して「教員は配置の適正を期す

る場合に限り転任を命ぜられることがあるものと

すること」と定め，学校の設置・改廃に伴う人事

異動をすすめる上での規定をおいたといえよう。

　身分法構想の特徴の一つである審査制度につい

てはどうだろうか。

　審査事由中に，「その地位の教員としては不適

当であること」が加えられ，先の分限における転

任と合わせ，教員の人事異動に果す審査委員会の

役割りが大きくなったことが注目される。

　審査委員会の構成についてみると，12月案にお

1982－12

いて強調されていた教員連盟構想の後退が目につ

く。12月案では，小・中学校教員審査委員会に都

道府県教員連盟から互選で3名が，高校教員審査

委員会には地方教員連盟から互選で3名が加わる

ことになっていたが，4月15日案では，審査委員

会の構成が明記されず，教員連盟の役割も明確で

はない。教刷委の中でも指摘されていた，自治的

な団体をかかる形で法制化することへの問題指摘

を反映して慎重な取扱いとなったものと思われる。

　この点は，4月28日案で，教員連盟そのものの

規定が消失したことでより明確になったのである。

　4月15日案では，一応教員連盟に関する規定を

おき，目的として，「（四）福祉増進及び相互扶

助」が挿入された程度の修正があった。

　最後に，「研究の自由」をめぐって，とりわけ教

育の自由に関し，12月案では「教育の目的に照ら

し各級の学校により自ら一定の制約の存すること」

と，内在的な制約による把握であったのが，「各

級の学校により法令その他学校の定める制約の存

することは認めねばならないこと」と修正され，

法令と学校による規制の方向を打ち出したことは，

重大な理念的問題を孕んだといえよう。

　もっとも，「学校の定める制約」という把握は，

教育課程の形成をはじめとする教育活動上におい

て，学校の占める役割・位置を明確にしょうとす

るものであり，単なる規制としては理解してなら

ない。

　公教育における教師の教育の自由は，市民的自

由としての教育の自由ではなく，「公教育組織内に

おいて自治的権限としての独立な『教育権限』』雪

であるという教育法学者の把握や，さらに，教育

課程の計画・実施に当って，行政・学校・教師に

区分しつつなお学校の段階が重視されるべきとす
　　　　　　　マコ
る教育学者の把握をふまえ，われわれはr学校の

定める制約」とは，単に個々の教師のレベルにお

いてのみ教育の自由が行使されるのではなく，教

育の集団的性格に依拠して学校単位の創造的自主

的な活動を保障するものとして教育の自由が捉え

られていたと見なすべきであろう。

　だから，問題は，同時期に戦後改革の中で模索

されていた「学校」のイメージであり，それが個

々の教師及び教育行政とどのような関連にあるも

のとして位置づけられていたかを明らかにするこ

とでもある。

　　補註　最近の，　西本肇「戦後教育改革期におけ
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る文部省の学校組織論の検討」　r北海道大学教育学

部紀要』第39号（1981年9月）は，この点から注目

される試みである。

　4月15日案は，以上のような内容をもっており，

これを更に修正して4月28日案が成立し，さらに

5月から6月にかけて4っの法案が作成され，立

法化への準備が進められるのである。

　特に，名称も「教員身分法（学校教員法）要綱

案」と確立した4月28日案を含む6つの法案につ

いては，その構想・修正部分等，興味ある内容を

含んでいるが，紙幅の関係上，その分析は今回は

譲らざるをえない。稿をあらためて，国会上程準

備作業が進められながら，それが断念された経過

について触れることとする。

　　　　　　　〔註〕

　｛1）国立教育研究所蔵・r戦後教育資料』，皿一39

　　「教育刷新委員会関係諸資糧11」。

　（2）同前。

　（3）日高ノートH。

　（4）｛5）国立教育研究所辻田文書。日付は入ってい

　　ないが，辻田力の整理による『学校教員法』では

　　冒頭におかれており，教刷委総会において教員身

　　分法の基本構想力確定してのち，法案化のために

　　作成されたものであろう。

　　　現在まで未紹介のため，次に全文をそれぞれ掲

　　げる。

教員身分法制定の理由（心要性）

一、教育基本法第六条の趣旨に基き教員の身分の尊

　重と待遇の適正を期する必要がある。

二、地方自治法第一七二条第一七三条附則第五条第

　八条の関係から別に教員の身分を規定する必要が

　ある。

筆者注）第172条は，普通地方公共団体に心要な吏員

　の設置とその任免を普通地方公共団体の長がおこ

　なうことを定め，第173条はその吏員の種類を定

　めている。

　　また，附則第5条は，都道府県の吏員に対して

　は地方自治法及び他の法律の定めを除いては，従

　前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する相当規

　定を準用し，同第6条は，都庁府県の地方事務官，

　地方技官又は待遇官吏である者に対して，引き続

　き地方自治法第172条の事務吏員又は技術吏員に

地方自治法等の規定がある以外は任用されること

　を定めている。

三、学校教育法の中，教員に関する規定の不備を補

　う必要がある。

四、地方教育行政に関する法律が新に制定されるの

　に伴い教員身分法を制定する必要がある。　（教育

　の自主性を尊重し地方分権を行うために設置され

　る教育委員会に於て教員の身分待遇等に関係する

　部面が多く地方行育行政に関する法律と教員身分

　分法は両者相まって完全なものとなる）

五・旧法令に基く過去の幣を除去して一新する必要

　がある。

　（官公立学校と私立学校間並びに下級学校と上級

　学校間の差別的取扱いを除き，且他の職域の者と

　異った教員の特殊性を尊重する必要がある）

教員身分法（学校教員法）の方針（措置要領）

一、学校教育法に定める教員（以下同じ）の身分を

　国，公，私立学校を通じて一本建とする。　（学校

　は公の性格をもつものであって国，公，私立の間

　に設立主体の相違が外に本質的差等は全くない。

　従って国公立学校と私立学校との間で教員の身分

　上の差別をしない。即ち教員は官吏でも公吏でも

　単なる私人でもなく教員という特殊の公務員とす

　る。）

二、教員には等級を分たない。　（教員問には官公吏

　のように職務上に軽重の差はない。従って官公吏

　のように一，二，三級と差等を設けない）

三、教員の名称は小学校，中学校，高等学校を通じ

　て同一にする。

四、教員の任用資格は一定の規準を設けるが任用手

　続は民主的に行う。　（教育委員会を通して任免を

　行いその適正を期すること）

五、教員の身分を保障すると共に不適当な教員の廃

　除を行う。　（休職減俸転職の制限をすると共に教

　員審査委員会を活用して教員審査を行う）

六、教員の待遇の適正，向上をはかると共に服務上

　の規定を設ける。

七、大学の自治は認める（教員の任用審査等につい

　て）

八、私学の意志は尊重する（特に教員の任用につい

　ては私学から推薦した者について行う）。

九、教員の職能団体である教育者連盟に関する規定

　を設けて之を尊重し活用する（教員審査委員会の

　委員に教育者連盟から選出した者を加える）
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　但し労働組合法による教員組合を設けることは

妨げない。

教育者連盟を設けんとする理由

一　教員の特殊な使命に基き教員の職能団体を設け

　て職能の向上を図り，教育の振興に寄与すること

　が望ましい。　（労働組合との関係）

　　　労働組合法による組合の主目的は，労働者の

　　地位の向上を図り経済の興隆に寄与するるにあ

　　るが，教員はその職務上，教育の振興に寄与す

　　る点に於て他の労働者と異った使命がある。従

　　って教員が互に共励切磋して教育の振興に寄与す

　　ることを主目とした職能団体を作ることが必要

　　である。

二　日本教育会改組に関する連合国軍最高司令部の

　勧告との関係

　　最高司令部は，教育会は教職員によって組織せ

　られた職能団体であって，職能の向上並に教育の

　振興を目的とするものであって待遇改善を目的と

　する教員組合とは別のものであると勧告している。

三　教育会との関係

　　近く改組される教育会は教員の自発的な職能団

　体として結成されるがこの教育会と教育者連盟と

　は二本建てでなく一本となるべきものである。即

　ち，教育者連盟の目的は「教育者としての品位を

　保ち研究と修養に励み，教育者相互の切磋と扶助

　により，職能の向上と福祉の増進を期し，社会へ

　の貢献をはかり以て教育の振興に寄与する」に在

　り，その他組織性格に於ても教育者連盟と改組後

　の教育会とは全く一つのものと思われる。

四　教育行政との関係

　　教育行政の面に於て教育者の職能的代表の意見

　を徴し且つ或る程度之に参画させることが適当な

　場合が多い。従ってこうした代表を出すための母

　体となる教員の職能団体を設けることが必要とさ

　れる。

五　教員の職能団体は教員の自発的なものであるべ

　きで他から之を制約することは避けなければなら

　ないが，その健全な発達に資すると共に教育行政

　面へ，或る程度参画させるためにこの団体に法的

　根拠を与へる必要がある。従って教員身分法に於

　て簡明に教育者連盟について規定しようとするの

　である。

　　＊旧かなづかいは修正し，辻田氏によって加え

　　　られた修正もそのままとり入れた。

1982－12

　簡単な解説を加えておくと，措置要領の一，に明

記されているように，ここでは学校のもつ公の性質

が，設置主体の相違によるものではなく，学校の行

なう教育の性質から捉えられていることが注目され

る。教基法第6条にいう「公の性質」の理解として

は，学校が国家に専属する事業であると捉える学校

設置者説が，「教育基本法の解説』　（教育法令研究会）

において，戦後のこの時期に述べられている。

　しかし，措置要領では，むしろ学校教育事業説と

して把握されている（この点については，鈴木英一

『現代日本の教育法』勁草書房，1979年4月，P　P

　157～159参照）。

　次に重要なのは，教員への等級性の導入や学校階

梯による格差，更には設置主体の差による待遇の不

均衡を排し，対等な関係を作り出そうとしていた点

であろう。この点は，12月20日の教刷委第6特別委

員会中間報告や，12月案にも明確に主張されており，

戦後教育改革においては，教員組織が上意下達にな

じまないことが把握されていたといえよう。

　教員組合及び教育者連盟については，両者の併存

が意図されていた。だが，教育行政への参加主体と

して措定されているのは，あくまでも職能団体とし

ての教育者連盟であり，教員組合は，経済的条件に

おいてその役割を果すことが限定されている。

　しかし，このような区分は，現実の労働関係の進

展によってたえず変更を迫られる性格のものであっ

たことは確認されておいてよい。

　なぜなら，教員組合と行政との間に結ばれた労働

協約は，単に労働条件にのみとどまらず（とはいえ

労働条件も又教育条件の構成部分である点において

峻別は困難ではあるが）、業務協議会の設置により，

「教育予算に関すること」　「業務の刷新に関するこ

と」「教養文化に関すること」　（全教労働協約書）

を対象としており，教員組合は経済的条件に限定さ

れた活動を行うものとされていなかったからである。

（6）兼子仁『教育法（新版）』　（有斐閣，昭和53年

　7月），P．P273－274。

（7｝城丸章夫『やさしい教育学上』　（あゆみ出版，

　1978年12月），第7章。

　なお，資料閲覧に際し，国立教育研究所佐藤秀

夫氏にお世話となりました。

　ここに謝する次第です。
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The　Formulation　of　the　Law　for　Special

Conceming　Educational　Personnel　（Part

Regulation

H）

Takashi　HATA

This　paper　is　the　second　volume　of　the　study　that　specifies　the　process　in　which　the　law

for　Special　Regulation　Conceming　Educational　Personnel　was　formulated．

　The　first　dratt　of　the　bilhncluded　some　provisions　to　infring　on　their　to　organize　labor

unions，for　example，non－strike　articles．

　But，as　the　result　of　the　demands　of　Zenkyo　and　Kyozenren，

The　Educational　Department　met　the　request　and　made　the　Agreemnt　with　them．


