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1．身分法構想とトレイナー

　戦後教育改革の重要な一環をなす教員身分法構

想は，全教組・教全連と文部省との労働協約締結

を画期とし，労働基本権制限条項を削除し，教員

の地位・権利を保障した立法としての性格を色濃

く持つに至った。

　47年4月28日から6月にかけて，官房調査室が

作成した「教員身分法」の名を付した5つの法案

は，以上の線に沿って国会上程に向けた省内レベ

ルの作業を示すものであり，同時に戦後教育改革

における教員の地位を確定する法制上の到達点を

なすものであった。

　4月以降，国会上程への作業が進められていた

ことは，いくつかの資料からも確認できる。

　そのひとつは，高橋誠一郎文相から森戸辰男文

相への交代に伴って作成されたと思われる『文部

大臣引継事項』（昭和22年5月，和紙へのタイプ・
　　　　　　　　　　　　くり
ガリ版筆記54頁より成る簿冊）である。同簿冊に

は，「五十一　学校教員の身分保障，待遇の適正に

ついて」と題し，次のような説明が加えられてい

る。

　直接教育の任にあたる学校教員の身分保障と

待遇改善は，我が国現下の状勢にかんがみ早急

に措置を要する喫緊事の一つである，教員の身

分については，さきに地方自治法制定に際して

本省からの申入れによって公立学校教員は当分

の間官吏とされており，待遇に於ては昨年来一

応一般の官吏なみを目途として努力してきたの

であるが，今般教育刷新委員会の決議に基き，

教員の身分，待遇について根本的な改革を行い
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たいと思っている。

　即ち大要左記のような内容の教員身分法（仮

称）案を作成中であり，大体の成案を得ている

ので，能うかぎり今国会に提出致したいと思っ

ている。

　　　　　　　　　記

（略）

　第1特別国会は，5月20日に召集されており，

従って47年中の成立が目論まれていたということ

ができる。ついで，教刷委関係資料として，「教員
　　　　　　　　　　　　　　く　ラ
身分法に関する調査事項（外国）」（和紙にタイプ，

エンピツで，「国会答弁資料　参考資料として作

成」との書きこみ）が残っており，「一．各国の教

員の身分」「二．教員の名称」「三．任用資格」

「四．任用手続」「五．身分の保障」「六．転職転任

等の手続」「七．服務規律」「八．待遇」を調査事

項として掲げていた。

　このように，5月の時点では身分法の具体化が

すすめられていたが，ほぼ同じ時期に，GHQ／
　　　　　　　　　　　　　ラ
CIEのジョセフ・トレーナーから私的見解という

形ではあったが異議が提出されていた。

　このことを示す資料としては日本側のみの文書

にしか今のところ依拠できないが，「教育刷新委員
　　　　　　　　　　ての
会に関する若干の問題」（昭和22年5月26日起案）

中，「教員の身分の待遇に関する問題の経過につい

て」と題する文書があげられる。

　同文書は，「文部省においては教育刷新委員会の

建議に基づき直ちに教員身分法（仮称）案の作成

に着手し，今日略その要綱案を作成した。（但し，

省議で正式に決定されていない）」とのべ，「教育

刷新委員会の建議に基づき司令部のCIEと折衝し

たところ，CIEのトレーナー氏はCIEの正式な見解

ではないということを前提として次のような意見

をのべられた」と経過を報告している。この文書

によると，トレーナーは，私立学校教員を公務員

とすることが私学統制への道をひらくものと警戒

しており，「私立学校の教員については教員免許状

規定を個々の教員が教員免許規定の各条件をみた

しているかどうかについてのみ政府は関与すれば

よいので，それ以外は自由である」といった見解

を示し，私立学校への財政的援助も，政府の監督

を招き，「私学のオートノミーに影響を与えるおそ

れがあり且つ憲法第89条の趣旨に反する」と述べ
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ている。また，教育者連盟に関しても，教育者の

私的自治に委ねることとし，法律で規定すること

に反対を示した。

　こののち，CIEの要望にこたえ，私学関係の教刷

委委員，一般の私学関係者との討議が行われたが，

トレーナーからは，私学教員の待遇改善としては，

公務員とするのではなく私学自体また私学団体間

のとり決めで行うべきこと，国の財政的援助は必

要であるが，経常費でなく戦災復興といった臨時

的なものとする意見が述べられた。

　こうして，CIEとの折衝に入った段階で，身分法

の中心的な原則に対し異論が提出されたのだが，

文部省としては，交渉を通じて立法化する余地が
　　　　　　　く　き
あると考えていた。

　この点，6月5日案には，原文に対し，おそら

く辻田の手によると思われる加筆で，「国立及公立

の学校」の教員に限定があり，また，雑則追加と

して，私立学校教員の取り扱いに関し，「一．私立

学校の教員は法令によって公務に従事する職員と

みなすこと」との原則のもとに，任用・分限・服

務規律・懲戒についての定めを構想している点か

らみて，私立学校教員を切り離すことでCIEとの

一致を図る方向が検討されていた，と考えられる。

2．国家公務員法案と教員身分法構想

　ところで，CIEと文部省の間の折衝の時期に，身

分法構想そのものに打撃を与える事態が生じた。

　それは，ブレイン・フーバーを団長とする対日

合衆国人事行政顧問団による公務員制度改革プラ

ンであり，国家公務員法案（National　Public

Servants　Law）の提示であった。

　前年，11月30日に来日した顧問団は，調査・検

討作業をつみかさねたのち，6月11日に，片山内
　　　　　　　　　　　く　き
閣に対し，法案を提示した。

　同法案については，「わが国の官吏制度を民主主

義と能率との二大支柱の上に立つ近代的公務員制
　　　　　　　　　　　　の
度に脱皮させようとした」とする評価が与えられ

ているが，果してそうだろうか。

　そこにおける民主主義とは，任用・昇進におけ

るメリットシステムや，公正取扱いの原則などを

中核としており，こうした方法により公務の能率

管理を保障する意図を持つものであった。

　だが，官僚機構の民主化とは，このような面に

のみ限局されるものだろうか。後に，国会上程案
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に対し，公法研究会は，「現在試みられている官吏

制度の民主化を真に実現するために必要な根本条

件は，何よりもまずこうした官僚制の強力な政治

的地位を打破する方向を堅持することでなければ
　　　くの
ならぬ」と主張し，法案が，官僚制を混在する危

険性を説いた。フーバーの草案そのものに含まれ

ていた公務員の労働基本権制限・政治的行為の禁

止条項は，この法案が47年当時の日本の民主化の

課題と関わりなく構想されたことを物語っている。

法案の国会審議中，参議院において前田克己政府

委員は，いかなる政治勢力のもとにあっても円滑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐの
にうごく官僚制をつくるのが狙いである，と説明

したが，国公法案の持つ意味も，ここに帰そう。

　本稿との関連での問題は，それが，すべての公

務員を対象にするものであり，教員身分法のよう

な教員の職務の特殊性に応じた任用昇進等の原則

を認めるものでなかった点である。それは，結果

としてのみでなく，公務員法の原理そのものが，

教員身分法と対立していたことによる。

　国公法における中心原理＝メリットシステムは，

公務員の労働が職務分類として明確に客観化され，

職階制として確立することが前提である。すなわ

ち，分業化とそのヒエラルヒッシュな結合を伴う。

そして，その意志決定は，基本的に国会を通して

形成された政治的意志を，内閣が執行する形にお

いて上から下へ，行政の一体性を保障しつつ形成

される。

　しかし，戦後教育政革における教育組織のあり

方，そして教師の職務はこのようなものとして措

定されたのではなかった。

　国公法案中，第四章官職の基準においては，「成
　　　　　　　　　　　　　　　く　の
績に基いて任用，昇進せられるもの」とされ，原

則を定めているが，たとえば，「五．昇進は人事院

が実行不可能と認める場合を除き，在職者の競争

試験によるものとする」こと，その試験は「その

職務の遂行についての受験者の相対的の能力を正

確に測定する事項に関するものとする」こと，そ

して任命後，「半年以上の試補期間を勤務し，その

期間中その職務を良好な成績で遂行した時に始め

て永続的なものとされる」という試補制度の導入

は，教刷委における教員養成の議論とも異質なも

のである。

　また，給与に関しては，職務分類計画による採

用と給与表の適用（基準第二，一），能率増進のた

めに，勤務評定（基準第三，一）・研修計画（同，

二）などが規定されているが，これらは，教育の

独立性やこれを支える身分保障・研究・教育の自

由を含むものではなく，また，ひいては，学校組

織を行政組織の一部とみなすものともいえよう。

　さらに，基準第五では，政治的行為の一さいの

禁止として，「如何なる職員も，政党又は政治的目

的のために賦課金の依頼，寄附金の受領，行為上

の寄附を求むる等若くは之に類する行為をしては

ならない。如何なる職員も選挙を以て選ばれる公

共団体の候補者となることは出来ない。如何なる

職員も，政党又は政治的団体の役員となることは

出来ない」（同，一）と定めていた。

　そして，労働基本権に関しては，ストライキの

禁止，「職員にして，雇傭者たる政府によって代表

される，日本の一般公衆に対して，「ストライキ」

を行ふ場合は，職員が政府に対して有する本法の

定める雇傭上の凡ての権利を「ストライキ」実施

と同時に失う」（同，二）としていた。

　あらためて確認するまでもないが，戦後教育改

革における教員の位置は，単に保障の対象である

という客体的な存在ではなく，現実の諸関係を形

成してきた主体であり，また，47年段階において

も，教育の民主化をおしすすめる原動力に他なら

ない。

　現に，団体協約の締結は，教員組合を教育行政

過程に参加せしめることの法認であり，構想され

ていた「地方教育行政に関する法律案」（’47，1．

25），「地方教育委員会法要綱案」（’47，6．20）に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　り
おいても，教育委員の被選挙権を規定していた。

フーバー草案は，これらを否定するものであり，

戦後教育改革をおしとどめるものである。

　そして，それは文部省・教刷委でおしすすめて

いた教員法身分法制とも矛盾するものであった。

　草案提出以後，日本政府は片山一フーバー会談

をはじめとして国公法の修正に着手した。以下，

その動きの中で，教員の身分・地位がいかに扱わ

れたか，辿ってみよう。

　国公祷寿に対し，文部省は，「国家公務員法に対

する意見」と題し，法案に対する疑問を提起した。
　　　　　　　　　　　く　　う
それは，他の省庁からの意見と同様，人事院の設

置に対してその権限の強大さへの懸念と官吏の身

分保障の欠如に関してその必要性を求めるととも

に，学校教員に対して，次のような措置を主張し

ていた。
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「六．本案によれば学校の教員は本法の適用を受

けるようになっているが，教員の任用，資格，

昇進，分限等については，その性質上一般官吏

と異なる点が多いので，これ等の点について，

本法をそのまま適用することは適当でない。

　例えば，大学については，学問，研究の自由

の立場から大学の自治を侵さぬこと，高等学校，

中学校，小学校については，特に教育の民主化，

教育の地方分権的見地から，又教員の職務の特

質から特例を設けたい」

　これらの意見をもとに，行政調査部は「国家公
　　　　　　　　　　　の
務員法案に対する意見」を6月24日にとりまとめ
た。

　そこでは，官僚制度の改革としての趣旨に賛意

を示しつつ，憲法その他の関係法との関連での検

討事項を列挙していた。中央人事院と議院内閣制

との矛盾，官吏の身分保障規定の欠如，人事院規

則の法的性格への疑問と並び，「判事以外の裁判所

の職員，検察庁の職員，学校教職員，公団の職員

等はその特殊性に顧みてこの法律を適用しないこ

ととして第二章に例記すること」が掲げられてい

たのである。法案第二章で除外されている職は，

天皇および内閣総理大臣をはじめとする現行の特
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　
別職であり，従って，国公法からの完全なる除外

が主張されていたのである。

　これらの意見をもとに，6月26日，片山首相は

フーバー及びマーカムと会談を行い，「日本ノ実情
　　　　　　　の
二副ハザル点」に対し「考慮」を求めた。

　この会談に文書で提出された意見も，事務職か

らの除外として，「例えば検察官学校i整昇等も考

えられるので併せて御考慮を願ひたい」と要請し

ていた。

　これに対しフーバーは，28日までに文書で詳細
　　　　　　　　　　　　ロのな意見を提出することを求め，片山首相は，覚書
　　　　　く　ゆ
を提出した。そして，第二章の事務職から除外す

べき官職に，「尚同じく事務職から除外さるべき官

職としてここに列記されているものに付ては誤謬

（例えば官内府の警察職員）もあり且つ更に追加す

るを適当とするもの例へば外交官，領事官，検察

官，学校職員等も考へられるので併せて攻究した

い」と意見を示した。フーバーは，書簡で，「7月

7日迄に米国官吏制度諮問委員会に対し，総理が

重要と思考さるる国家公務員法中の凡ての修正点
　　　　　　　　　　　　　　　ロの
を法案の様式にて作成せる表を提出」することを，

1985－2

7月3日に書き送った。

　5日，片山首相は，修正点が多岐に渉ることか
　　　　　　　　　　　　　　　　て　の
ら期限を31日まで延期するよう回答し，8日，西

尾官房長官とフーバー，マーカムの会談で，フー

バー帰国後はマーカムと連絡をとり進めること，

7月末までに日本側で修正案を作成することなど
　　　　　て　り
が確認された。

　一方，文部省ではこの間，7月1日付で，「国公

立学校教員を国家公務員法（案）の適用より除外

すべき理由」と題する文書を，法制局宮内第一部
　　　　　　　　　の
長へ送付している。

　以下に全文を掲げる。

　秘　国・公立学校教員を国家公務員法（案）

　の適用より除外すべき理由

　　　（22．7．1．法制局宮内第一部長へ）

一、教育は，不当な支配に服することなく，国

　民全体に対し直接責任を負って行われるべき

　ものであり，学校の教員の職は，他の一般官

　吏の事務職のように系統的且つ上下の段階的

　に配列されてその職務の遂行がなされるもの

　ではなく，教員間のそれぞれの職務には一応

　の独立性が認められるのである。こうした特

　殊な職務に基き教員は，他の一般官吏を標準

　とし対象とする本法（案）をそのまま適用す

　ることは適当とは考えられない。

二、一 送ｧ及び公立の学校の教員は，大学から小

　学校，幼稚園まで現在官吏の身分を有して居

　り且つそれが適当であると思われる。

　　大学に於て自治が認められていることは，

　古今東西に変りがなく，又高等学校，中学校，

　小学校，幼稚園は，地方に多数散在して居り，

　従って教育の民主化，地方民の教育意志の尊

　重等の点から，教育に関心をもつ委員を以て

　構成する地方の教育委員会制度を活用してい

　くことが望ましい。従ってこれらの学校教員

　の人事行政が人事院で一括して行われると，

　大学はその自治に反するおそれがあり，高専

　学校以下は地方の実状にそわぬ結果が生ずる

　おそれがある。

三、基準第一によれば，官吏は試験に基いて任

　用，昇進せられるものとあり，その試験は人

　事院又は人事院の指名する試験官が行うとあ

　るが，これに関して教員については次の問題

　がある。
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　　1．大学の教官は，大学に在学中の学生の

　　　時から長期間教授の指導をうけ，人物の

　　　評価がなされた後，教官たるにふさわし

　　　い指導をうけ，人物の評価がなされた後

　　　教官たるにふさわしい優秀な者の中から，

　　　教授会の議を経て任じられるのが原則的

　　　な慣例であり，且つ至当なことである。

　　　従って単なる試験で任用するのは適当で

　　　なく，又大学の自治に反するおそれがあ

　　　る。

　　　　大学の教官の才能は著述その他の研究

　　　業績の結果評価されるのが適当であるが，

　　　それは数年及至十数年の長年月の後に，

　　　その成績が表面に表われるものが多い。

　　　従って昇進についても単なる試験では適

　　　当とは思われない。

　　2．高等学校以下の学校の教員の任用，昇

　　　進についても他の一般官吏とは異った資

　　　格（免許状）が定められる必要があり且

　　　つその方法を教育に関心のある委員より

　　　なる教育委員会を応用し行うのが適当と

　　　思われる。

四、基準第二によれば職員はその地位の職責を

　基礎として給与せらるべきであって，この基

　準は人事院規則によって実施され而して人事

　院は当該職員の同一性を基礎として在職者の

　すべての地位に対する職務分類計画を作成す

　ることになっているが，これに関して教員に

　ついては次の問題がある。

　　1．教員は，他の一般官吏の職階のように

　　　責任の濃淡，上下の関係等によってはク

　　　ラス又はグレイドに分け難い。即ち教員

　　　の職務は同一の責任をもって行われるべ

　　　きものである。

　　2．従って，教員は一般官吏のように職階

　　　に応じた給与表は適用され難いと思われ

　　　る。むしろ教員は職務によって，他の一

　　　般官吏の給与の外に研究費のようなもの

　　　を考慮したい。

五、基準第五によれば，公務員は公共の福祉の

　為に行動すべきことが規定されているが，教

　員は特に師表たることを要する点から，一般

　官吏に要求される服務上の規律の外に教員の

　本分として必要な積極的規律が必要と考えら

　れる。

六、本法（案）によると官吏の分限その他身分

　保障に関する規定が詳細には記されてないの

　で不明であるが，学校教員はその職務の特質

　に鑑み服務規律を厳にする反面，身分保障を

　積極的に行い転任等も永くその土地，その学

　校に留まって教育効果をあげさせる点から能

　う限りこれを避け，停職，懲戒，免職等の原

　因及び手続も教員にふさわしいものでなけれ

　ばならない。

七、学校教職員の中には，学校の教員と事務職

　員があるが，本法（案）の適用について問題

　となるのは，学校の教員のみであって，事務

　職員は一般官吏と同様に本法（案）を適用し

　て差支えはないと思う。それは学校教員が教

　員という職務の特質から他の一般官吏と区別

　すべき理由があるのであって事務職員は教員

　ではないからである。

　ここには，かなり鮮明に，教員身分法制定の過

程で形成されてきた教員の職務の特殊性把握があ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

らわれており，それは，国公法からの完全除外と

して主張されていた。行政調査部は，7月23日付
　　　　　　て　の
で国家公務員法案を完成させたが，その前日，文
　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
部省と行政調査部との調整が行われた。文部省出

席者は，西村厳審議課長ほか，調査部は磯田事務

官であった。

　そこでは，教員に関し，次のような点が確認さ

れた。

　　　　　　　　　　　　　〔文部省に一任する〕
任用，昇進の試験制度につき特例を設く，他の

事項は一応適用する。
　　　　〔ex，レクリェーション，研修制等〕　㊧

　給与，能率，　　　　　　　分限（免職，休
職，停職，減俸，降任）懇戒』簸務，等は通用

する。

　※A，B，Cは任用，昇進の表裏一体をなすも

のであるから一体的に取扱はれたし。

　23日中に当方で尚協議する。

　　　　　　　　　　　く　の
　国公法案は，25日の閣議を経て30日には一応成

案となり，31日にはGHQに提出されたが，23日の

調査部案および30日案の教員関係は次のようにな

っていた。

国家公務員法（案）　22．7．23
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　　　　　ママ
第三条　第四章第二節の規定は，左に掲げる官

職には，これを適用しない。（暫定）

　一、会計検査院事務総長

　二、会計検査院事務総局次長

　三、外交官

　四、領事官

　五、国立又は公立の学校教員の官職

　（備考）……経過規定に送る

　　当分の間，政令で定める官職には政令の定

　めるところにより，この法律の一部を適用し

　ないこととすることができる。

　国家公務員法（案）22．7．30

　付　則

第十四条　外交官，領事官その他の在外職員，

　学校教員又は検察官に関しその職務の特殊性

　に基いて，この法律の特例を要する場合にお

　いては，別に法律を以って，これを規定する

　ことができる。

　　但し，その特例は，この法律第一条の精神

　に反するものであってはならない。

　23日案にいう第四章第二節とは，法案そのもの

が三章構成であるところがらみて，第三章第二節，

試験及び任免に関しての特例を意味すると思われ

る。そうすると，22日の行政調査部と文部省との

調整と対応する。これにより，文部省が，試験と

任用に限定することなく，分限・懲戒・服務につ

いても任用との関連を指摘しつつ特例を主張して

いったことが読みとれるのである。

　7月30日案は，再度，23日の協議を経た結果と

思われるが，同案では，試験と任免に関する特例

として限定するのではなく，必要に応じて規定を

おくことにしている。ただし，国公法の精神との
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一体性が挿入されたのは，特例規定の可能性の拡

張とひきかえに，理念上の重大な後退二教員身分

法と国公法の原理的差異の捨象，を示すものにほ

かならない。

　30日案は，GHQに提出された後，修正追加をう

け，8月26日にSCAP／GSの最終的承認をとりつ

け，30日に第一回国会へ提出された。

　この間，学校教員に対する規定の修正案として

は，特別職として，人事院規則の適用除外と他の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　の
法律の規定をうけることにするもの（22．8．16）

が見られるが，結局，SCAP提出8月26日案によ

1985－2

り，「附則第13条　外交官，領事官その他在外職

員，学校教員，裁判所の職員，その他の一般職に

属する職員に関し，その職務と責任の特殊性に基

いて，この法律の特例を要する場合においては，

別に法律を以て，これを規定することができる。

　但し，その特例は，この法律第一条の精神に反

するものであってはならない」との規定が，人事

院規則による特例規定を設ける点をつけ加え，成

文化していくのである。

　たしかにこの結果，国公法は，特例規定の余地

を残した。それ自体は，社会党内閣である片山内

閣の国公法修正の努力と，文部省の努力の産物で

はある。しかし，この規定自体は，一つの可能性

を残したにすぎない。そして，それ自体，「この法

律第一条の精神」に合致することを求められるも

ので，身分法が教員の職務を公務員のそれと区別

して捉えた原理を否定するものであり，そのこと

は戦後教育改革における教員の身分・地位のあり

方をゆがめたものと言わなければならない。この

ことは，具体的な教育公務員特例法の法文の上に
　　　　　　　　　　　　　　　こ　ゆ
も表われざるを得なかったのである。

　特例をおくことが認められはしたものの，教育

公務員特例法が国会に上程されるまでの経過は，

容易ではなかったと思われる。辻田文書をみるか

ぎり以後の展開は，47年9月9日に，国立・公立

学校教員法要綱案が省議了解されている。しかし，

翌年，第二通常国会に提出されるまでには，なお

も文部省とGHQとの間の折衝があったと思われ
る。

　そのことを示すひとつは，審議課長として立案
　　　　　　　　　　　　く　の
に関つた西村厳の発言である。

西村　それから，教育公務員特例法というのは

　特殊な事情があるんです。国家公務員法があ

　りますが，教官の職種の特殊性を考えて教育

　公務員に対する身分上の保障をする為に我々

　が原案をCIEに持っていっても，司令部は国

　家公務員法だけでいいじゃないかと言って作

　らせようとしない。それを宮地君と二人でね

　ばりにねばってあれができたんです。

鈴木　向うはどうして，公務員法一般の中に入

　れてしまおうとしたんですか。日本側はむし

　ろ特例法というより当時は教育公務員法単独

　の法体系を予想していたんでしょう。

西村　ええ，そこのところは記憶ははっきりし
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ないんですが，田中二郎先生はよく御存知で

す。おそらく占領軍のミリタリー・ガバメン

ト内部の事情だと思いますが，……これは推

測ですが……国家公務員法というのは，ガバ

ーメント・セクションがやっていたんです。

で，それに特例法をつくるというのでCIEの

担当官がGSには非常に弱くて億劫だから逃

げていたんじゃないかと思うんです。それを

ねばりにねばってとうとうこしらえたんです。

　47年4月以降，身分法としての立案活動も含め，

教刷委はこれに関して表舞台から退き、報告をう

けるにとどまっている。そのためか，『戦後教育資

料』中にも，この間の事情を示すものはない。

　ただ，先の西村の発言に重ねて意味のあると思

われるのは，48年1月30日，第54回総会における

矢野貫城委員からのステアリング・コミッティ報

告である（1月29日のコミッテイそのものの議事

録は，野間研所蔵のそれにも欠けている）。

矢野　次に一昨日ここでやりました第六委員会

　　の教員身分法の問題につきまして，渡辺主

　　査から報告しておいて貰いたいということ

　　でありましたから，教員身分法の制定が急

　　がれておる。それで昨年の四月に刷新委員

　　会で決議をしておるのにまだ身分法ができ

　　ないというようなことであるから，第六特

　　別委員会の方で身分法のことを今議してお

　　るが，早く刷新委員会の決議した問題でも

　　あるから，是非とも今度の国会でこれを通

　　すようにしてもらいたいというような希望

　　が第六委員会の方から出ておるが，どうで

　　あろう。こういうようなことを申しました。

　　　その前に，これについては国家公務員法

　　というものがあるから，国家公務員法の中

　　に含めたらどうかという意見もあるがそれ

　　についてどう考えるかということを申しま

　　したところ，教員身分法は，国家公務員法

　　の特例法であるから，国家公務員法で決め

　　た範囲内で特別なことを決めるということ

　　は宜しいじゃないか，併し教員身分法は国

　　家公務員法だけの関係じゃない。地方公務

　　員法の関係もあり得るから教員組合，国家

　　公務員法，地方公務員法というようなもの

　　で決められておるものとの抵触をしないよ

うに，その範囲で特別法として作ることは

必要じゃないか，これはドクタールーミス

にトレーナー氏が熱心に話しておくという

ことでありますから，そのことを報告して

おきます。（略）

　トレーナーがルーミスを説得するという構図，

前者が45年10月に任命されたのに対し，後者は47

年6月の人事である。教育課内部においても，意

見の一致をみていないようである。また，児玉九

十委員が矢野の報告に続け，「この総会で決議にな

ったのでありますが，大変手間をとっておるよう

でありますから，司令部の方でも，もっと早く進

めてもらいたい。（略）それにはこの総会でもう一

遍再確認して頂くような方法をとって頂いて，総

会の意見として司令部の方へ出して頂くようにし
　　　　　　　　　　　　　　　し　の
て頂いた方が宜しいじゃないか（略）」と提案し
ている。一 氓｢で，第55回総会（2月6日）には，

ステアリング・コミッティの報告として，矢野委

員から「それから児玉委員からお話のありました

教育公務員法の問題は，是非総会に出してもらい

たいということが，一般の希望であるし，又教員

の方も公務員法が出ないと非常に不利益と思うか

ら，できるだけ早くこれが議会に出るように希望

しておる，こういうことを申しましたところ，そ

れは自分たちも是非必要と思うから，それで議会

になるべく早く出るようにしたいものであるとい
　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
うようなトレーナー氏の話でありました」と発言

がある。

　これらの資料からは，もっぱら司令部の意向が

教育公務員法の成立の諾否を握っており障害とな

っていること，トレーナー氏が努力中であること

が窺え，西村氏の，GSが直接の障害となっていた

とする推測を傍証しているように思われる。

　このようにして，教員の身分・地位を公務員法

制に包摂させる方向が確定したわけだが，そのこ

とは，教基法との関連において整合的に構想され

た身分法制に異質の原理を混入するものとして，

以後展開していくのである。

3．4・28案の内容

　第1節で明らかにしたように，国公法案による

転換以前の教員身分法案こそが，戦後教育改革期

における教師の地位・身分に関する原則をもっと
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も具体化したものといいうる。これらの法案は，

4・15案の労働基本権制限条項を削除して成立し

た4・28案に対する加筆・修正をつみかさねてお

り，修正点は多岐に渉る。いずれの法案も条文に

ついて未紹介なものであるだけに，次に4・28案

を全文紹介し，以下の諸案において加えられた変

更を次号で紹介する。なお，原文はタテ書きであ

るが，形式上，ヨコ書きになることをお断りする。

巨〕教員身分法（学校教員法）要綱案

　（注）秘の捺印があり，ペンで二二，四，二八と

　　書きこみ，孔版19頁，戦後教育資料HI－39
　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　および辻田文書中の『学校教員法」綴中に

　　含まれている。辻田文書中のものには，辻

　　田のものと思われる書きこみがあり，以降

　　の変更にも関連しているので，辻田文書中

　　の法案を紹介する。加筆はゴジック体で，

　　削除は〔〕で示す。なお旧字体は新字体

　　　に変更した。

　　第一章　総　　則

　第一条（この法律の目的）この法律は，教育

基本法の趣旨に則り，教員が自己の使命を自覚

して職責の遂行に努めることができるように，

その身分を保障するとともにその待遇の適正を

図ることをもって目的とすること。

　第二条（身分）教員は，教育を通して全体に奉

仕する公務員であって一部の奉仕者でないこと。

　第三条（適用範囲）この法律において教員と

は，学校教育法に定める学校の長及び教員をい

うこと。

　　第二章　任　　用

　第四条童墜本的要件）教員は，師表たるにふ

さわしい性行を具えその職責に必要な学識のあ

る者でなければならないこと。

、／第五条（任用資格）左の各号の一に該当する

者は教員となることができないこと。

　1．禁治産者及準禁治産者。

？2．懲役又は禁錮の刑に処せられてその刑の

　　　執行を終らない者。

　又は一　獅万著。（執行猶予期間完了前の者）

3．懲戒の処分若しくは教員審査委員会の審

　　　　　　　　　　　　　　　　　　査の結果又は公の弾劾者若しくは国民の

1985－2

　　　　　審査により罷免されその身分を失った日

　　　から二年を経過しない者。

　4．昭押二十一年勅令第二百六十三号による

　　教〔員〕不適格者

教員は文部大臣の定める教員の資格を有する

者でなければならないこと。

　　　（注）第5条第1項の上部の余白に「？

　　　　学法九条」の書きこみが，第3号の上

　　　　に「裁判所法　地方自治法」の書きこ

　　　　みがある。

、／第六条（任用手続）

？（1）国立又は公立の幼稚園，小学校，中学校

　　及び高等学校の教員（校長を除く）は，

　　　その学校の校長の具申した者について都

　　　道府県教育委員会がこれを任命すること。

　（2）国立又は公立の幼稚園，小学校及び中学

　　校の校長は市町村教育委員会の具申した

　　　者について都道府県教育委員会がこれを

　　任命すること。

　
　（3）国立又は公立の高等学校の校長は都道府

　　　県教育委員会の具申した者について文部

　　　大臣〔省〕がこれを任命すること。

　（4）国立又は公立の大学の長以外の大学の教

　　　員は，教授会の議により定めた者につい

　　　て文部大臣がこれを任命すること。

　（5）国立又は公立の大学の長はその大学の定

　　　める選挙の方法により選出した者につい

　　　て文部大臣がこれを任命すること。

　（6）私立の学校の教員はその私立の学校の定

　　　める方法によってこれを任命し，幼稚園，

　　　小学校，中学校及び高等学校の教員（高

　　　等学校の校長を除く）については，都道

　　　府県教育委員会に，高等学校の校長及び

　　　大学の教員については文部大臣に届出な

　　　ければならないこと。

　（7）都道府県教育委員会又は文部大臣は，前

　　　項によって届出た教員の任命が，法令に

　　　違反する事由があると認める場合におい

　　　ては，〔第三十三条に定める〕教員審査委

　　　員会の審査を求めることができること。

退職条項に移すべきか。

　（8）前項の審査の結果，その任命が不当と決

　　　定されたときはその教員は決定のあった

　　　日からその職を失うこと。
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　　第三章　　分　　限

　第七条（身分の保障）教員の身分は，その重

大なる職務に基き〔その身分は〕尊重されなけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　って
ればならないものであって，この法律による，

外はその身分が侵されることはないこと。

　第八条（免職の制限）教員は刑法の宣告，懲
　　　　　　　ママ戒の処分若くは第□条に定める教員審査委員会

の審査の結果又は左の各号の一に該当する外は，

その意に反して免職されることはないこと。

　一、心身の故障その他の事由のため職務を執

　　　るにたえないとき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　とき
　二、定員の改正によって過員を生じた〔時〕

　　　？前項第一号により免職するときは，教

　　　員審査委員会の審査を経なければならな

　　　いこと。
　　　　　　　カ
　　教員は第〔三〕条に掲げる教員の資格を失

　い若くは同条の各号の一に該瓢するに至った

　とき，廃校になったとき又は第〔七〕条第一項

　第三号により休職を命ぜられ満期となったと

　きは当然退職者とすること。

　第九条（休職の制限）教員が左の各号の一に

該当するときはこれに休職を命ずることができ

ること。

　一、懲戒のため教員審査委員会の審査に付せ

　　　られたとき。

　二、刑事事件に関し起訴されたとき。

　三、心身の故障により長期の休養を要するとき。

　前項第三号の規定により休職を命ずるには専

門医の診断に基づき教員審査委員会の審査を経

なければならないこと。

　第一項の休職の期間は第一号及び第二号の場

合においては，その事件が教員審査委員会又は

裁判所に繋属中とし，第三号の場合においては

満一年とすること。

　休職者は，その身分を有するが，職務に従事

しないこと。

　第一項第三号の規定により休職を命ぜられた

者に対しては，〔同条〕第二項の手続を経て何時

でも復職を命ずることができること。

　休職及び復職は，任用について権限がある者

がこれを行う。

　　（注）第三項の上部の余白に「現在三級一年

　　二級以上二年」のメモあり。

第十条（減俸の制限）教員はその意に反して

個人的に俸給を減額されることはない。但し休

職又は懲戒による場合は，この限りでないこと。
　　　　　　　　　　　　　　　固著志一条（転職及び転任の制限）教員は国立，

？公立及び私立の学校の間をそれぞれの資格に

応じて同等の条件を以てその所属を転ずること

ができること。

　教員は懲戒の処分又は教員審査委員会の審査

の結果による外は，その意に反して転職又は転

任を命ぜられることはないこと。

　第十二条（審査）不適当な教員を整理し又は

？教員の不適正な配置を是正するため，教員はそ

　の任命後七年毎に教員審査委員会の審査に付せ

　られること。

　委員は，教員審査委員会において左の事由に

ついて審査せられること。

　　　（注）余白に，「教育委員会と教員審査委員会

　　　　　との関係を考究すること」とのメモあり。

　　　　　また，「25才一60才　7厭」との計算

　　　　　も書かれている。

　一、心身の故障により職務を達成することが

　　　困難であること。

　二、第一号の外教員として，著しく不適当で

　　　あること。

　三、その地位の教員として不適当であること。

　教員の任命について権限がある者は，教員に

前項各号の何れかの事由があると認めるときは

随時に教員審査委員会の審査を求めることがで

きること。

　　第四章　服　　務

　第十三条（本分）教員は，その地位と使命を

自覚して，常に研究と修養につとめ，教員とし

ての品位を保って誠実に職務を果たし，これに

よって国民全体に奉仕することを本分とするこ

と。

　第十四条（服務規律）教員は，前条に定める

その本分に基づき，左の規律を遵守しなければ

ならないこと。

　一、教員は，相互の切妬差琢磨により常に教育

　　　の目的を達成するための工夫と努力をし

　　　なければならない。

　二、教員は，師表たるにふさわしく清廉に身

　　　を持し，職務の内外を問わずその信用を

　　　失うような行為をしてはならない。



38 福島大学教育学部論集第37号

　三、教員は，本属長の許可を受けなければ，

　　　濫りに職務を離れ又は報酬の有無にかか

　　　わらず職務の遂行に著しく支障があるよ

　　　うな他の職務若しくは活動に従事しては

　　　ならない。

　　（注）上に「団体協約との関係を考究するを

　　　　要する」とメモあり。

　四、教員は，本属長の許可を受け生身れば，

　　　営利を主たる目的とする事業，団体に関

　　　与することはできない。

　第十五条（研究及び教育の自由の保障とその

腰）教員は研究及び教育の自由を有する。但

し教育については，法一に別段の定めがある場

否1については，それによらなければならないこ

と。　　　　　　　　　学第二十条

　第十六条（再教育、研修）教員は，政令の定

めるところにより再教育又は研修のための機会

が与えられること。

育
修

騨｛ ex　在外研究制　内地留学

　　第五章　懲　　戒

　第十七条（本旨）教員は，その身分が尊重さ

れるとともに，職責の重大性にかんがみ，服務

規律に違反し，その他著しくその本分にそむく

行為があるときは懲戒の処分を受けること。

　第十八条（懲戒罪及び懲戒の方法）懲戒は次

の通りとすること。

　一、遣　責

　二、減　俸

　三、転職又は転〔所〕

　四、休　職

　五、免職
　減俸は，一月以上一年以下俸給の三分の一以

下を減ずること。

　懲戒は，教員審査委員会の審査を経て，任用

について権限がある者がこれを行うこと。

　懲戒に任せられる事件が，刑事裁判所に緊属

する問は，同一事件について懲戒のため教員扉

査委員会を開くことはできないこと。

　懲戒に関する教員審査委員会の決定前に，懲

戒に付せられる者に対し，刑事対追が始まった

ときは，事件の判決が確定するまでその開会を

停止すること。
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　　第六章　給与及びその他の待遇

　第十九条（待遇の適正）教員がその地位に安

んじて，専心その職務を轟くすことができるた

めには，在職中適正な待遇が与えられ，その生

活が保障されるとともに，退職後には適当な

？恩給が与えられなければならないこと。

　第二十条（給与）国立及び公立の学校の教員

は，その在職中，俸給を受けること。国立及公

立の学校の教員は，その在職中，俸給の外，そ

の職務に応じて必要な研究費及びその他の手当

？を受けることができること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ　
　第一項の俸給並びに前項の研究費及びその他
の籍奪については，別に政令（函公立学校教員

俸給令）でこれを定めること。

　停職を命ぜられた〔国立又は公立の学校の〕
　　　　　　　　　　　　の
教員は，その休職中，〔基本〕給の三分の一を受

けること。

　私立学校は，その学校の教員に対し，国立及

び公立の学校の教員と同等の給与及びその他の

待遇をするように努めなければならないこ
石。？

　第二十一条（恩給）教員及びその遺族は，そ

の教員の退職又は死亡により別に法律（教員恩

給法）の定めるところにより恩給を受けること。

　　第七章　教員審査委員会

　第二十二条（目的）教員審査委員会は，教員

の適性（適格），資格，分限及び懲戒に関する事

項を審査議決すること。

　第二十三条（種類）教員審査委員会は，これ

を分けて都道府県教員審査委員会，大学教員審

査委員会及び中央教員審査委員会とすること。

　第二十四条（構成）教員審査委員会は，審査

委員長及び審査委員をもって構成すること。

　審査委員長は，審査委員の互選によって定め

ること。

　第二十五条（設置者及び任務）都道府県教員

審査委員会は，都道府県教育委員会が設け，都

道府県内の幼稚園，小学校，中学校及び高等学

校の教員を，大学教員審査委員会は大学長が設

け，その大学の教員を，中央教員審査委員会は

文部大臣が設け，都道府県教員審査委員会又は

大学教員審査委員会の審査の結果を不当とし，

再審査の請求があった教員をそれぞれ審査する

こと。
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　教員審査委員会は第十二条第二項各号に定め

る事由について，教員を審査し，審査の結果，

〔措置を要するものがあると認めるときは，その

意見〕を速に教員の任命について権限がある者

に通知しなければならないこと。
　　　　　　　　　　　め
　教員審査委員会は，〔別〕項の審査の外，この

法律に定めるところにより，教員の審査を求め

られたときは，審査の結果を速に教員の審査を

求めた機関にそれぞれ通知しなければならない

こと。

》第二十六条（都道府県教員審査委員会）都道

府県教員審査委員会は，左の各号の審査委員で

組織すること。

　一、都道府県教育委員会の委員の互選した者

　　　三人

？二、都道府県内の国，公，私立の幼稚園，小

　　　学校，中学校，高等学校の教員の中から

　　　都道府県教育者連盟が推薦した者三人

　一、
？第二十七条（大学教員審査委員会）大学教員

審査委員会は，その大学の教員の互選した七人

の審査委員で組織すること。

　　　　　　総合大学と単科大学とを分けて考

　　　　　　へる方法はないか。

　　　　　　人員についてはその根拠を口にし

　　　　　　たし

？第二十八条（中央教員審査委員会）中央教員

審査委員会は，左記の各号の審査委員で組織す

ること。

　一、中央教育委員会の委員の互選した者三人

　二、

　｝、　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ニヌ　
　第二十九条（招集）教員審査委員会は，設置
ゆ者がこれを招集すること。　
［　　定期会

　　臨時会

〉！第三十条（開会及び議決）教員審査委員会は

審査委員が定数の七分の五以上出席するのでな

ければ議事を開くことができない。

　教員審査委員会の審査の議決は，審査委員の

過半数で決する。但し，可否が同数のときは，

審査委員長がきめる。

　第三十一条（会議）教員審査委員会の会議は

？公開する。但しその審査委員会の決議により

秘密会とすることができること。

　第三十二条（関係者の意見聴取）教員審査委

員会は，心要があるときは審査に付せられた者，

再審査の請求をした者，その他の関係人又は学

識経験者を教員審査委員会に招いて，事実の陳

述させ又は意見を聞くことができること。

　第三十三条（審査委員の責任）教員審査委員

会の審査委員は，教員の審査にあたっては，そ

の良心に従い公正不偏に行う個天縣負う

以外は，教員審査委員会において発言した意見

及び議決に付いて委員会外において責を負うこ

とはない。mora1

　　　
肇野四条（再審査）都道府県教員審査委員

会又は大学教員審査委員会の審査の結果に不服

がある者は，中央教員審査委員会に再審査を請

求することができること。

　前項の再審査の請求は，都道府県教員審査委

員会又は大学教員審査委員会の審査の終った日

から三週間以内にしなければならない。

　第三十五条（その他の事項）この法律で定め

るものの外，教員審査委員会について必要な事

項は政令でこれを定めること。

　　　議事規則　定期会　臨時会　全

　　　幹事書記其の他事務局について

　　　第八章　雑　　則

　　第三十六条　国立又は公立の新設の大学の学

　長以外の教員は，大学長の具申した者について

　文部大臣が中央教育委員会の議に付してこれを

　任命すること

　　国立又は公立の新設の大学の学長は，文部大

　臣が中央教育委員会の議に付してこれを任命す

　ること。

　　　　　　　　　　〈注〉

（1）広島大学二十五年史編集室蔵「森戸辰男文庫」。

（2）国立教育研究所教育図書館蔵「戦後教育資料」HI

　－39，「刷新委員会関係諸資料（一）」。

（3）トレーナーは，1945年10月27日に任命され，ハン

　プトン大学教授。経歴については，「民間情報教育局

　教育課人事一覧」（鈴木英一『日本占領と教育改革』

　勁草書房，1983年6月30日，p．58）。また，Edu・

cational　Refom　in　Occupied　Japan，Personal

　History参照。

（4）　「戦後教育資料』HI－55，特別委員会等配布資料

　所収。
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（5）前出「教育刷新委員会に関する若干の問題」は，

　「以上が今日までの経過の概要であるが，文部省と

　しては，なお司令部との折衝の余地が多分にあるこ

　とを認めて刷新委員会委員その他私学関係者の協

　力を仰ぎ且つ刷新委員会の建議を基として法律案

　によって司令部と交渉し，能う限り刷新委員会の建

　議を忠実に法律化すべく努力する考えである」と結

　んでいる。

（6）以下，この過程に関しては，井出嘉憲「戦後改革

　と日本官僚制一公務員制度の創出過程」『戦後改革

　3』（東大出版会，1974年）に詳しい。

（7）岡部史郎『公務員制度の研究』（有信堂，1955年5

　月），p．30。

（8）東京帝国大学新聞，昭和22年9月11，18，25日。

　『国家公務員法沿革史1』（人事院，昭和44年）。

（9）参議院決算労働連合委員会，昭和22年9月29日。

㈹　　「国家公務員法沿革史1」p．122。

qD　古野博明r戦後教育行政制度改革と教育自治」『北

　海道大学教育学部紀要」第23号。

⑰　　『辻田文書』。

U3）　「国家公務員法沿革史1』p．131。

0心　前掲書，p．133。

q5）前掲書，p．134。

q①　前掲書，p．137。

αの　前掲書，p．135。

㈹　前掲書，p．138～140。

qg）前掲書，p．140。

⑳　前掲書，p．141。

⑳　前掲書，p．141。

（劾　（お）『辻田文書』所収。

（2心　『国家公務員法沿革史　資料編1』p．181。井出・

　前掲論文。

（鴉）　『国家公務員法沿革史　資料編1」p．188。

（鮒　現行教育公務員特例法中附則第23条第2項をみ

　よ。また，教特法の趣旨の理解についてそれを公務

　員法制一般の理念の延長でとらえる思惟様式にも

　留意されたい。

（吻　　『教育基本法の成立事情（二）』p．39。

（劉　「教育刷新委員会第54回総会議事速記録1（野間教

　育研究所蔵）。

（釣）　『教育刷新委員会第55回総会議事速記録」。

補註辻田文書中の「学校教員法」綴については，こ

　れまでいくつかの資料を筆者なりに紹介してきた

　が，初出の資料が多くきわめて価値が高いので，今

　回は4・28案の紹介にとどまったが，なるべく原文
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での紹介に努めたいと考えている。ここに綴全体の

目次を掲げておく。

『学校教員法』　　（辻田）

　　　　　　　目　　　次

一、教員身分法制定の理由（必要性）

　　教員身分法（学校教員法）の方針（措置

　　要領）

　　教育者連盟を設けんとする理由

二、教育刷新委員会第六特別委員会に於ける

　　審議経過

　　委員名簿

　　昭二一、一二、二〇中間報告

　　昭二一、一二、二七　　〃

　　昭二二、一、二四　　〃

　　昭二四、四、四報告

三、教育刷新委員会第三十一回総会に於ける

　　決議

　　昭二二、四、十一　内閣総理大臣へ建設

四、教員身分法（学校教員法）要綱案

　　　　　　　　　　　　昭二二、四、二八

五、教員身分法の構想（昭二二、五、二六）

六、教員身分法について現行法と身分法との

　　比較

七、官公立学校教員と私立学校教員の身分待

　　遇に関する法規上の相違

　　　　　　　　　　　（昭二二、四、二一）

　　　（附）私立学校教員の現状

八、米国私立学校教員の身分関係について（昭

　　二二、四、二四）

九、教員身分法（学校教員法）要綱案

　　　　　　　　　　　昭二二、五、一三案

十、　　〃　　　　　　昭二二、五、二〇案

十一、　〃　　　　　　昭二二、五、二三案

十二、　〃　　　　　　昭二二、六、　五案

十三、教員の身分、待遇に関する問題の経過

　　について

　　（附）私立学校教員を公務員にすること

　　についてのCIEの私的見解

十四、公立学校教員を公吏とする場合の問題

　　点（昭二二、六、一六）

　　（国、公立学校教員の身分を同一にすべ

　　　き理由）
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十五、職階制度の栞（昭二二、三、一三）

　　（附）職階分類系図（昭二二、五、七）

十六、国家公務員法と学校教員法の比較表

十七、国家公務員法に対する意見（閣議に於

　　ける説明のため森戸大臣に提出せるもの）

十八、国、公立学校教員を国家公務員法（案）

　　の適用より除外すべき理由（昭和二二、

　　七、一、法制局宮内第一部長に提出せる

　　もの）

十九、国立、公立学校教員法要綱案（昭二二、

　　七、一四）

　なお，一に掲げた3つの資料については，

すでに『論集』第34号で紹介した。

　そこでは，原文に対して旧字体の訂正と，

辻田の加えた技術的訂正をそのままとり入れ

ており，論旨に変更はないと考えているが，

資料操作の観点からは問題を含むものであっ

た。この際，原文に対する辻田の加筆訂正部

分を掲げる。

　　教員身分法（学校教麗）の方針

八、私学の意志は尊重する（教員の任用につい
　　　　　　　　　　　　　　ついて
　　ては私学から推薦した者に行ふ）
　　　　　　　　　　である
九、教員の職能団体〔としての〕教育者連盟に

　　関する規定を設けて之を尊重し活用する

　　（略）。

　　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（中略），従って

　　教員が互いに共励切磋して（略）

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

　　会と教鳶者連盟とは二本建てでなく一本

　　となるものである。（略）

The　Fomlulation　of　the　Law　for　special

Educational　Personne1　（Part　Hl）

Regulation　Conceming

Takashi，Hata

　The　present　paper　is　a　part　of　a　series　of　studies　in　which　some　attempts　have　been　made　to

specify　the　process　of　fomulation　of“the　Law　for　Special　Regulation　Conceming　Educational

Persome1”with　special　referense　to　the　bill　fomユulated　from　April　to　July，1947．Above　a11，an

attempd　has　been　made　here　to　clarify　some　characteristics　of　the　draft　of　the　bill　of　the28th　ApriL

　The　purpose　of　this　paper　is　especially　to　make　clear　the　fact　that　the　Bill　for　Personal　Status

Conceming　Educational　Persomel　whichwasbeing　established　by　the　fomulation　of“the　National

Public　Service　Law”was　fonmulat（xi　as　the　law　for　special　regulation　of　the“the　public　Service

Law”，and　the　principle　of　the　system　ofthe　law　conceming　educational　persomel　was　distorted　in

“educationalrefoms”inpostwarJapan．


