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地方教育行政の組織及び運営に関する 
法律の一部を改正する法律      

（平成26年６月20日法律第76号） 

 

 

権   奇 法 

 

 
 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年６月30日法律第162号。以下、「地教

行法」）は、教育委員会の設置及び運営、教育委員会と地方公共団体の長の職務権限、教職員

の身分、地方教育行政における国地方関係などを定める法律である。 

 2011年に大津市で発生した中学２年生のいじめ自殺問題において、同市教育委員会の対応に

対する批判が相次ぎ、教育委員会の体質や責任体制が大きく問題となったことを直接のきっか

けとして、平成26年６月13日、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律案」が成立し、６月20日に公布された。安倍政権にとっては、第一次安倍政権の時の改正

以来の２回目の改正であり、昭和23年に成立した教育委員会制度をおおよそ60年ぶりに大幅に

見直すものである。具体的には、「教育委員長」と「教育長」を一本化した「新教育長」の設

置、地方公共団体の長による大綱の策定、総合教育会議の設置、国による関与の見直しであ

る。 

 今回の改正は、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方

公共団体の長と教育委員会との連携の強化を図るものとして、地方教育行政における首長の権

限の強化が主な内容となっている。 
 

 

 

 

 1. 教育委員会制度の意義と沿革 
 

 教育委員会制度は、戦前の中央集権的・国家主義教育の反省から、教育の地方分権と民主化の理念の

下(１)、教育が政治から影響を受けないようにするため首長から独立した行政委員会として、1948年

に制定された教育委員会法によって創設された制度である。 

 教育委員会制度を導入した意義に関しては、「教育が『不当な支配』に服さず自主的に行われるた

めには、教育行政は一般行政から独立したものでなければならない」とし、旧教育基本法10条が「教

育」と「教育行政」の区別を前提に、教育における「不当な支配」を禁止したことは、「教育機関た

                                                                                           

(１) 戦後の教育委員会制度創設の意義に関しては、竹内俊子「教育行政領域における『分権改革』の現状と課題」

三橋・村上・榊原編『自治体行政システムの転換と法』（日本評論社、2014年）134～135頁、村上祐介「教育委

員会改革からみた地方自治制度の課題」『自治総研』2014年８月号、76頁以下など参照。 
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 2. 改正の経緯 
 

 今回の法改正に直接的に関連する主な答申・報告書の内容は以下のようになっている。 

 

(１) 自民党・教育再生実行本部「教育再生実行本部 中間取りまとめ」（平成21年11月21日） 
 
 

・形骸化している教育委員会の抜本的な見直し 

 いじめ問題でも露呈した現行の無責任な教育行政システムを是正するため、首長が議会の同意

を得て任命する『常勤』の『教育長』を、教育委員会の責任者とするなど、教育委員会制度を

抜本改革する。 

・国が公教育の最終的な責任を果たす（教育委員会制度改革分科会） 

 いじめの隠ぺいなど、地方教育行政において、法令に違反している、あるいは児童生徒の『教

育を受ける権利』を著しく侵害するおそれのある場合、公教育の最終責任者たる国が責任を果

たせるよう改革する。 
 

 

 

(２) 教育再生実行会議「教育委員会制度等のあり方について（第二次提言）」（平成25年４月15日） 
 
 

1. 地方教育行政の権限と責任を明確にし、全国どこでも責任ある体制を築く。 

  地方公共団体における教育行政の責任体制を明確にするため、首長が任免を行う教育長が、

地方公共団体の教育行政の責任者として教育事務を行うよう現行制度を見直す。首長による教

育長の任命・罷免に際しては、議会の同意を得ることとし、議会が教育長の資質・能力を

チェックする。 

2. 責任ある教育が行われるよう、国、都道府県、市町村の役割を明確にし、権限の見直しを行

う。 

  責任ある教育行政が確実に行われるよう、具体の教育行政については、原則として地方公共

団体自らが判断し、責任を負うべきとの前提に立った上で、地方公共団体の教育行政が法令の

規定に違反したり、子どもの生命・身体や教育を受ける権利が侵害されたりする場合には、最

終的には、国が、是正・改善の指示等を行えるようにすることにより、その責任をしっかりと

果たせるようにする。 
 

 

 

(３) 中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について（審議経過報告）」 

  （平成25年10月11日） 
 
 

 教育長を首長の補助機関とし教育委員会を首長の附属機関とするＡ案と、教育長を教育委員会

の補助機関とし教育委員会の性格を改めた執行機関とするＢ案が提示された。教育委員会の現状

に対する国民の課題意識を踏まえると、最も抜本的な改革案として、Ａ案が考えられるとしなが
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る学校・教師の教育内容・方法に関する裁量を確保し、教育行政などを通じた公権力による教育機関

への過度の介入を抑制するという考え方」であり、このような考え方は2006年の新教育基本法（16条

１項）においても引き継がれているという(２)。 

 教育委員は、当初は公選制で住民による直接選挙で選ばれたが、1956年の地教行法の成立によって

公選制は廃止され首長が議会の同意を得て教育委員を任命する任命制教育委員会に変わった。この公

選制廃止の主な理由は、政権党による日教組の影響力の排除への思惑とともに、公選制教育委員と首

長・一般行政部局との間の政治的なせめぎ合い状況から生起する両部局間の確執にあったという(３)。 

 教育委員会制度のあり方に関しては、従来から、教育委員会の形骸化や教育委員の名誉職化が指摘

されており、教育委員会自体の廃止論を含む改革の必要性に関する主張が強かったこともあり(４)、

地教行法の成立以後も幾度かの法改正が行われた。その主な改正内容は以下のようになっている。 

 まず、1999年の「地方分権一括法」の成立によって、教育における団体自治の強化が図られ、教育

長の任命承認制度が廃止され、市町村立学校に関する都道府県の基準設定権が廃止された。次に、

2001年の法改正においては、教育における住民自治の強化が図られ、委員の年齢、性別、職業等に著

しい偏りが生じないよう配慮することや保護者が含まれるよう努めるのを規定するなど、教育委員構

成の多様化が図られ、また、教育行政における説明責任を果たすために教育委員会会議の原則公開が

規定された。 

 2004年の法改正においては、地域住民、保護者等が学校運営に参画できるようにする学校運営協議

会を設置することが可能となり、学校運営協議会は、学校運営の基本方針の承認、学校運営について

教育委員会または校長に意見を述べること、教職員の任用について教育委員会に意見を述べることが

できるようになった。 

 そして、第１次安倍内閣における2007年の法改正においては、国、教育委員会の責任の明確化を図

るために、教育長に委任することができない事務の明確化（第26条第２項）、教育委員の数の弾力化

（第３条）と同一政党所属委員の制限（第４条第３項及び第７条第２項から第４項）、教育委員への

保護者の選任の義務化（第４条第４項）するとともに、地方教育行政に関する国の関与としての是正

の要求の方式（法第49条）と文部科学大臣の指示（法第50条）に関する改正が行われた。 

 

  

                                                                                           

(２) 中川律「改めて憲法を考える⑭ 教育委員会制度と教育を受ける権利 ― 改正地方教育行政法を考える」『時

の法令』1960号（2014年８月） 

(３) 西尾勝・小川正人編著『分権改革と教育行政 ― 教育委員会・学校・地域』（ぎょうせい、2000年）25～28頁

（小川執筆）。 

(４) 村上、前掲76～78頁。廃止論の例としては、穂坂邦夫『教育委員会廃止論』（弘文堂、2005年）、新藤宗幸

『教育委員会』（岩波書店、2013年）、東田親司「地方教育行政にかかる権限と責任を市町村長に」季刊行政管

理研究№145（2014年３月）など。また、改正法が成立した186回国会に民主党・維新の会共同提出の「地方教育

行政の組織及び改革による地方教育行政の適正な運営に関する法律案」も、教育委員会の廃止を盛り込んでいた。 
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 2. 改正の経緯 
 

 今回の法改正に直接的に関連する主な答申・報告書の内容は以下のようになっている。 

 

(１) 自民党・教育再生実行本部「教育再生実行本部 中間取りまとめ」（平成21年11月21日） 
 

 

・形骸化している教育委員会の抜本的な見直し 

 いじめ問題でも露呈した現行の無責任な教育行政システムを是正するため、首長が議会の同意

を得て任命する『常勤』の『教育長』を、教育委員会の責任者とするなど、教育委員会制度を

抜本改革する。 

・国が公教育の最終的な責任を果たす（教育委員会制度改革分科会） 

 いじめの隠ぺいなど、地方教育行政において、法令に違反している、あるいは児童生徒の『教

育を受ける権利』を著しく侵害するおそれのある場合、公教育の最終責任者たる国が責任を果

たせるよう改革する。 
 

 

 

(２) 教育再生実行会議「教育委員会制度等のあり方について（第二次提言）」（平成25年４月15日） 
 

 

1. 地方教育行政の権限と責任を明確にし、全国どこでも責任ある体制を築く。 

  地方公共団体における教育行政の責任体制を明確にするため、首長が任免を行う教育長が、

地方公共団体の教育行政の責任者として教育事務を行うよう現行制度を見直す。首長による教

育長の任命・罷免に際しては、議会の同意を得ることとし、議会が教育長の資質・能力を

チェックする。 

2. 責任ある教育が行われるよう、国、都道府県、市町村の役割を明確にし、権限の見直しを行

う。 

  責任ある教育行政が確実に行われるよう、具体の教育行政については、原則として地方公共

団体自らが判断し、責任を負うべきとの前提に立った上で、地方公共団体の教育行政が法令の

規定に違反したり、子どもの生命・身体や教育を受ける権利が侵害されたりする場合には、最

終的には、国が、是正・改善の指示等を行えるようにすることにより、その責任をしっかりと

果たせるようにする。 
 

 

 

(３) 中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について（審議経過報告）」 

  （平成25年10月11日） 
 

 

 教育長を首長の補助機関とし教育委員会を首長の附属機関とするＡ案と、教育長を教育委員会

の補助機関とし教育委員会の性格を改めた執行機関とするＢ案が提示された。教育委員会の現状

に対する国民の課題意識を踏まえると、最も抜本的な改革案として、Ａ案が考えられるとしなが
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○ Ｂ案：教育長＝教育委員会の補助機関、教育委員会＝性格を改めた執行機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について（答申）」（平成25年

12月13日） 
 
 

(４) 新しい制度の方向性 

   地方公共団体を統轄する首長、常勤の専門家である教育長、非常勤の合議体である教育委

員会のそれぞれの権限と責任を明確化し、それぞれに期待される本来の役割を十分に発揮し

ていくため、以下の改革案を提言する。 

   なお、本案の検討の過程では、教育の政治的中立性、継続性・安定性の確保に課題がある

との意見もあったことを踏まえ、新しい制度の具体化にあたっては、こうした懸念が払拭さ

れるような制度設計がなされることを期待する。 

● 地方公共団体に、公立学校の管理等の教育に関する事務執行の責任者として、教育長を置

く。教育長は、首長が定める大綱的な方針に基づいて、その権限に属する事務を執行する。首

長が大綱的な方針を定める際には、その附属機関として設置する教育委員会の議を経るものと

する。 

● 教育長の権限に属する事務の執行について、首長の関与は、原則として、大綱的な方針を示

すことにとどめ、日常的に指示は行わないものとする。 

● 教育委員会は、地域の教育の在るべき姿や基本方針について審議をするとともに、教育長に

よる事務執行を住民目線による第三者的立場からチェックすることを目的とする。 
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らも、Ａ案については、教育の政治的中立性、継続性・安定性の確保に関して課題があるとの意

見もあり、Ｂ案についても検討が行われたとしている。 

 

 Ａ案  

・教育長を責任者とするため、首長は、教育長の事務執行について日常的な指示を行わないこと

とする。 

・教育委員会は、首長又は教育長からの諮問を受けて答申を行うとともに、自ら首長又は教育長

に対し、建議、勧告等を行う機関とする。 

・教育長の事務執行に問題があるなど特別な場合には、首長が、教育長に対して必要な指示を行

うこととなる。 

 

 Ｂ案  

・教育長と教育委員会の責任体制の明確化を図るため、教育委員会は、教育長の事務執行につい

て日常的な指示を行わないこととする。 

・教育委員会は、基本方針等の限られた事項について審議決定を行うとともに、教育長の事務執

行をチェックする機関とする。 

・教育長の事務執行に問題があるなど特別な場合には、教育委員会が、教育長に対して必要な指

示を行うこととなる。また、首長も、教育長に対して調査又は勧告といった一定の関与ができ

るようにすることも考えられる。 
 

 

 

○ Ａ案：教育長＝首長の補助機関、教育委員会＝首長の附属機関 
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○ Ｂ案：教育長＝教育委員会の補助機関、教育委員会＝性格を改めた執行機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について（答申）」（平成25年

12月13日） 
 
 

(４) 新しい制度の方向性 

   地方公共団体を統轄する首長、常勤の専門家である教育長、非常勤の合議体である教育委

員会のそれぞれの権限と責任を明確化し、それぞれに期待される本来の役割を十分に発揮し

ていくため、以下の改革案を提言する。 

   なお、本案の検討の過程では、教育の政治的中立性、継続性・安定性の確保に課題がある

との意見もあったことを踏まえ、新しい制度の具体化にあたっては、こうした懸念が払拭さ

れるような制度設計がなされることを期待する。 

● 地方公共団体に、公立学校の管理等の教育に関する事務執行の責任者として、教育長を置

く。教育長は、首長が定める大綱的な方針に基づいて、その権限に属する事務を執行する。首

長が大綱的な方針を定める際には、その附属機関として設置する教育委員会の議を経るものと

する。 

● 教育長の権限に属する事務の執行について、首長の関与は、原則として、大綱的な方針を示

すことにとどめ、日常的に指示は行わないものとする。 

● 教育委員会は、地域の教育の在るべき姿や基本方針について審議をするとともに、教育長に

よる事務執行を住民目線による第三者的立場からチェックすることを目的とする。 
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(５) 与党内の検討「教育委員会制度改革に関する与党合意」（平成26年３月13日） 
 
 

① 教育長と教育委員長を一本化した新たな責任者（新「教育長」）を置くこととし、首長が議

会の同意を得て任命・罷免する。 

② 教育委員会は執行機関とする。 

③ 地方公共団体に総合教育会議を設置する。会議は、首長が主宰し、首長、教育委員会により

構成される。教育委員会と首長の職務権限は変更しないこととした上で、総合教育会議におい

て、首長が教育委員会と協議・調整し、大綱を策定するものとする。会議においては、予算の

調製、執行や条例提案など首長の権限に係る事項等を協議の対象とする。会議は、原則、公開

することとし、会議の議事録の作成及びその公表を努力義務とする。 

④ 地教行法第26条第２項に規定する教育長に委任できない事務は、変更しない。新「教育長」

の事務執行に対して、合議体の教育委員会によるチェック機能を強化するため、委員は、新

「教育長」に対して会議の招集を求めることができ、新「教育長」は、教育委員会規則に定め

るところにより教育委員会から委任された事務の執行状況を報告しなければならないこととす

る。また、会議の議事録の作成及びその公表を努力義務とする。 

 ※ 協議・調整の対象 

  (１) 教育行政の大綱（教育基本法第17条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、各地域

の実情に応じて定める教育の振興に関する施策の大綱）の策定 

  (２) 教育の条件整備など重要な教育施策の方向性 

  (３) 児童、生徒等の生命又は身体の保護など緊急事態への対処 

     首長及び教育委員会は、会議で策定した方針の下に、それぞれの所管する事務を執行

する。 

     教科書の採択、学校の教育課程の編成、個別の教職員人事（採用、異動、昇任等）な

ど、特に政治的中立性、継続性・安定性を担保する必要がある事項については、教育委

員会の専権事項とする。 

⑤ 児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、いじめによる自殺等の防止だけでなく、再発防

止の措置を講じさせる必要がある場合にも対応できるよう、地教行法第50条（是正の指示）を

見直す。 
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(５) 与党内の検討「教育委員会制度改革に関する与党合意」（平成26年３月13日） 
 
 

① 教育長と教育委員長を一本化した新たな責任者（新「教育長」）を置くこととし、首長が議

会の同意を得て任命・罷免する。 

② 教育委員会は執行機関とする。 

③ 地方公共団体に総合教育会議を設置する。会議は、首長が主宰し、首長、教育委員会により

構成される。教育委員会と首長の職務権限は変更しないこととした上で、総合教育会議におい

て、首長が教育委員会と協議・調整し、大綱を策定するものとする。会議においては、予算の

調製、執行や条例提案など首長の権限に係る事項等を協議の対象とする。会議は、原則、公開

することとし、会議の議事録の作成及びその公表を努力義務とする。 

④ 地教行法第26条第２項に規定する教育長に委任できない事務は、変更しない。新「教育長」

の事務執行に対して、合議体の教育委員会によるチェック機能を強化するため、委員は、新

「教育長」に対して会議の招集を求めることができ、新「教育長」は、教育委員会規則に定め

るところにより教育委員会から委任された事務の執行状況を報告しなければならないこととす

る。また、会議の議事録の作成及びその公表を努力義務とする。 

 ※ 協議・調整の対象 

  (１) 教育行政の大綱（教育基本法第17条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、各地域

の実情に応じて定める教育の振興に関する施策の大綱）の策定 

  (２) 教育の条件整備など重要な教育施策の方向性 

  (３) 児童、生徒等の生命又は身体の保護など緊急事態への対処 

     首長及び教育委員会は、会議で策定した方針の下に、それぞれの所管する事務を執行

する。 

     教科書の採択、学校の教育課程の編成、個別の教職員人事（採用、異動、昇任等）な

ど、特に政治的中立性、継続性・安定性を担保する必要がある事項については、教育委

員会の専権事項とする。 

⑤ 児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、いじめによる自殺等の防止だけでなく、再発防

止の措置を講じさせる必要がある場合にも対応できるよう、地教行法第50条（是正の指示）を

見直す。 
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を有している。また、近年の教育行政においては福祉や地域振興などの一般行政との密接な連携

が必要となっている。これらを踏まえ、地方公共団体の長に大綱の策定を義務付けることにより、

地域住民の意向のより一層の反映と地方公共団体における教育、学術及び文化の振興に関する施

策の総合的な推進を図ることとしている。  

   改正法においては、地方公共団体の長に、教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第１項

に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとすることとした（１条の３第１項）。そ

して、地方公共団体の長が、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総

合教育会議において協議するものとすることとした（１条の３第２項）。大綱を定め、又はこれ

を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととした（１条の３第３項）。 

 

(３) 総合教育会議 

   教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有している地方公共団体の長と教

育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を

反映した教育行政の推進を図るために、総合教育会議を設置することとした。 

   地方公共団体の長は、地方公共団体の長及び教育委員会により構成される「総合教育会議」を

設置する（１条の４第１項、２項）。総合教育会議は、地方公共団体の長が招集するが、教育委

員会は、協議の必要があると思料するときは、招集を求めることができるとした（１条の４第３

項、４項）。 

   総合教育会議においては、ア．大綱の策定に関する協議、イ．教育を行うための諸条件の整備

その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策につい

ての協議、ウ．児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれ

があると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議、並びにこれらに関する

構成員の事務の調整を行うこととしている（１条の４第１項）。 

   そして、総合教育会議において調整が行われた事項については、その調整結果の尊重義務が生

じる（１条の４第８項）。総合教育会議は、原則的に公開とし（１条の４第６項）、地方公共団

体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録

を作成し、これを公表するよう努めなければならないこととした（１条の４第７項）。 

 

(４) 国による関与の見直し 

   大津市いじめ自殺問題の教訓と、「地方教育行政の第一義的な責任は地方公共団体にあるが、

児童、生徒の生命・身体や教育を受ける権利を守るために、国がしっかりと公教育の最終責任を

果たせるようにすることが必要であり、その権限を明確にするための方策を検討する必要がある」

とする中教審の答申（中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について」

（平成25年12月13日））を踏まえた内容である。 

   教育委員会の法令違反や事務の管理及び執行に怠りがある場合において、児童、生徒等の生命

又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大

又は発生を防止するため、緊急の必要があり、他の措置によってはその是正を図ることが困難な

ときは、文部科学大臣は、教育委員会に対し指示することができることとした（第50条）。そし
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教育委員会制度の改革案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：自由民主党ホームページ 

 

 

 3. 改正の内容  
 

(１) 新教育長 

   改正前の法律においては、委員の選挙で選出され教育委員会の代表する「教育委員長」と、教

育委員会によって任命され教育委員会の指揮監督の下で事務局の事務を総括し所属の職員を指揮

監督する「教育長」の二つの役職を置いていた（旧法12条、16条、17条）。新法においては、従

来の「教育委員長」と「教育長」の役割を一本化した教育長（以下、「新教育長」という）を置

くことにし（３条）、「新教育長」が教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することと

した（13条）。「新教育長」は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する（４条）。そし

て、「新教育長」の任期は３年とし、委員の任期は４年としている（５条）。会議の招集権限は

「新教育長」にあるが、委員は、委員定数の１/３以上で教育長に対し会議の招集を請求するこ

とができ、この場合、教育長は、遅滞なく会議を招集しなければならない（14条）。また、教育

長は、委任された事務の執行状況を教育委員会に報告しなければならないこととなった（25条３

項）。 

 

(２) 大綱の策定 

   地方公共団体の長は民意を代表する立場であるとともに、教育行政においては、大学及び私立

学校を直接所管し、教育委員会の所管事項に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限

－ 166 －



－ 167 － 

を有している。また、近年の教育行政においては福祉や地域振興などの一般行政との密接な連携

が必要となっている。これらを踏まえ、地方公共団体の長に大綱の策定を義務付けることにより、

地域住民の意向のより一層の反映と地方公共団体における教育、学術及び文化の振興に関する施

策の総合的な推進を図ることとしている。  

   改正法においては、地方公共団体の長に、教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第１項

に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとすることとした（１条の３第１項）。そ

して、地方公共団体の長が、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総

合教育会議において協議するものとすることとした（１条の３第２項）。大綱を定め、又はこれ

を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととした（１条の３第３項）。 

 

(３) 総合教育会議 

   教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有している地方公共団体の長と教

育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を

反映した教育行政の推進を図るために、総合教育会議を設置することとした。 

   地方公共団体の長は、地方公共団体の長及び教育委員会により構成される「総合教育会議」を

設置する（１条の４第１項、２項）。総合教育会議は、地方公共団体の長が招集するが、教育委

員会は、協議の必要があると思料するときは、招集を求めることができるとした（１条の４第３

項、４項）。 

   総合教育会議においては、ア．大綱の策定に関する協議、イ．教育を行うための諸条件の整備

その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策につい

ての協議、ウ．児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれ

があると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議、並びにこれらに関する

構成員の事務の調整を行うこととしている（１条の４第１項）。 

   そして、総合教育会議において調整が行われた事項については、その調整結果の尊重義務が生

じる（１条の４第８項）。総合教育会議は、原則的に公開とし（１条の４第６項）、地方公共団

体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録

を作成し、これを公表するよう努めなければならないこととした（１条の４第７項）。 

 

(４) 国による関与の見直し 

   大津市いじめ自殺問題の教訓と、「地方教育行政の第一義的な責任は地方公共団体にあるが、

児童、生徒の生命・身体や教育を受ける権利を守るために、国がしっかりと公教育の最終責任を

果たせるようにすることが必要であり、その権限を明確にするための方策を検討する必要がある」

とする中教審の答申（中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について」

（平成25年12月13日））を踏まえた内容である。 

   教育委員会の法令違反や事務の管理及び執行に怠りがある場合において、児童、生徒等の生命

又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大

又は発生を防止するため、緊急の必要があり、他の措置によってはその是正を図ることが困難な

ときは、文部科学大臣は、教育委員会に対し指示することができることとした（第50条）。そし
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た、職務上の義務違反その他委員たるにふさわしくない非行がある場合に限定されている。そ

の理由に関しては、「委員会の委員の罷免については、首長から独立して委員会を設置した趣

旨に鑑み、身分保障という観点から要件が限定されており、教育委員会の構成員となった新教

育長の罷免についても、同様の要件とするもの｣(８)としている。 

 

(２) 大綱の策定 

   大綱は、地方公共団体の教育の進行に関する総合的な施策について、地域の実情に応じて、そ

の目標や施策の根本となる方針を定めるものとして、教育基本法に基づき策定された国の教育振

興基本計画の基本的な方針を参酌して策定するものであるとされている。大綱に関しては、最終

的決定権者と尊重義務、大綱の記載事項、国の教育振興基本計画、地方教育振興計画との関係が

争点となった。 

  ① 大綱の決定権者と尊重義務 

    大綱は、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会が協議・調整をして、最終

的には、地方公共団体の長が策定する。その際、教育行政に混乱を生じることがないようにす

るため、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会が、十分に協議・調整を尽く

すことが肝要であるとされている(９)。 

    そして、地方公共団体の長が、教育委員会と協議・調整の上、調整がついた事項を大綱に記

載した場合には、法第１条の４第８項により、地方公共団体の長及び教育委員会の双方に尊重

義務が発生する。地方公共団体の長が協議・調整がついていない事項を大綱に書き込むことが、

法的に禁止されているわけではないが、その場合には、教育委員会に尊重義務はない。なお、

法第21条に定められた教育に関する事務の執行権限は、引き続き教育委員会が有しているもの

であることから、調整のついていない事項の執行については、教育委員会が判断するものとな

る。 

  ② 大綱の記載事項 

    大綱の主たる記載事項として主に想定されているのは、学校の耐震化、学校の統廃合、少人

数教育の推進、総合的な放課後対策、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育

の充実等、予算や条例等の地方公共団体の長の有する権限に係る事項についての目標や根本と

なる方針とされている(10)。 

    都道府県教育委員会は、市町村立学校に設置される県費負担教職員の人事や研修を行う権限

を有し、市町村に対し、必要な指導、助言、援助を行うことができるものであることから、そ

のような権限の範囲内で、都道府県の大綱において、市町村立学校等に係る施策について記載

することは可能である。国会の審議において、特に問題となった、全国学力・学習状況調査の

結果の公表については、市町村教育委員会が当該市町村の大綱に記載してもよいと判断した場

合には、大綱に記載することもあり得ると考えられる一方、都道府県の大綱に記載する事項と

しては馴染まない、とされている(11)。一方、教育委員会が適切と判断した場合においては、

                                                                                           

(８) 衆議院本会議における安倍総理の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 

(９) 前掲通知 

(10) 前掲通知 

(11) 前掲通知 
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て、この改正は、「現行法における指示の要件を拡大して国の関与を強化しようとするものでは

なく、いじめ自殺等の事件発生後においても、同種の事件の再発を防止するために指示ができる

ことを明確にする趣旨」であるとされている(５)。 

 

 

 4. 解 説 
 

(１) 新教育長と教育委員会 

  ① 新教育長 

    従来、教育委員会については、ア．非常勤の合議体である教育委員会や教育委員長、教育長

の間で責任の所在が不明確、イ．地域住民の民意が十分に反映されない、ウ．教育委員会の審

議が形骸化、エ．迅速さ、機動性に欠ける、などの問題点が指摘されてきた。このような問題

に対処するために、従来の教育委員長と教育長の権限を合わせ持つ「新教育長」を設置するこ

ととなった。 

    現行の教育長が教育委員会の委員の一人であるのに対し、新「教育長」は教育委員会の構成

員であるが、委員ではない。「新教育長」は、「教育行政に識見を有するもの」のうちから任

命することとされているが、これは教育委員会事務局職員や教職員経験者に限らず、教育行政

を行うにあたり必要な資質を備えていれば、幅広く該当するものであるとされる。 

    「新教育長」任期を３年とした理由に関しては、地方公共団体の長の任期（４年）よりも１

年短くすることで、地方公共団体の長の任期中少なくとも１回は自らが教育長を任命できるこ

と、教育長の権限が大きくなることを踏まえ、委員よりも任期を短くすることで、委員による

チェック機能と議会同意によるチェック機能を強化できること、計画性を持って一定の仕事を

行うためには３年は必要と考えられることから、であるとされる(６)。 

    「新教育長」は、教育委員会の代表者として、会議を主宰し、教育委員会の権限に属するす

べての事務をつかさどり、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。 

  ② 教育長のチェック 

    教育委員会は現在と同じく執行機関であることから、教育長は教育委員会の意思決定に基づ

き事務をつかさどる立場にあることに変わりはなく、教育委員会の意思決定に反する事務執行

を行うことはできないとされるが、教育委員会の「新教育長」対する指揮監督権限は、法律上

認められていない。教育長に対するチェックの手段としては、まず、教育委員より任期を短く

することで議会によるチェック機能を強化するとともに、教育委員３分の１以上で会議の請求

ができ、その場合、教育長は遅滞なく会議を招集しなければならないようにすることで、教育

委員によるチェック機能を図っている。ここでいう「遅滞なく」とは、一般的に「定例会議の

開催日より早い時期が想定される｣(７)としている。 

  ③ 新教育長の罷免事由 

    新教育長の罷免に関しては教育委員の罷免の要件と同様であり、心身の故障のある場合、ま

                                                                                           

(５) 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について（通知）」（26文科初第490号 平

成26年７月17日） 

(６) 衆議院本会議における下村大臣の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 

(７) 衆議院本会議における下村大臣の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 
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た、職務上の義務違反その他委員たるにふさわしくない非行がある場合に限定されている。そ

の理由に関しては、「委員会の委員の罷免については、首長から独立して委員会を設置した趣

旨に鑑み、身分保障という観点から要件が限定されており、教育委員会の構成員となった新教

育長の罷免についても、同様の要件とするもの｣(８)としている。 

 

(２) 大綱の策定 

   大綱は、地方公共団体の教育の進行に関する総合的な施策について、地域の実情に応じて、そ

の目標や施策の根本となる方針を定めるものとして、教育基本法に基づき策定された国の教育振

興基本計画の基本的な方針を参酌して策定するものであるとされている。大綱に関しては、最終

的決定権者と尊重義務、大綱の記載事項、国の教育振興基本計画、地方教育振興計画との関係が

争点となった。 

  ① 大綱の決定権者と尊重義務 

    大綱は、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会が協議・調整をして、最終

的には、地方公共団体の長が策定する。その際、教育行政に混乱を生じることがないようにす

るため、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会が、十分に協議・調整を尽く

すことが肝要であるとされている(９)。 

    そして、地方公共団体の長が、教育委員会と協議・調整の上、調整がついた事項を大綱に記

載した場合には、法第１条の４第８項により、地方公共団体の長及び教育委員会の双方に尊重

義務が発生する。地方公共団体の長が協議・調整がついていない事項を大綱に書き込むことが、

法的に禁止されているわけではないが、その場合には、教育委員会に尊重義務はない。なお、

法第21条に定められた教育に関する事務の執行権限は、引き続き教育委員会が有しているもの

であることから、調整のついていない事項の執行については、教育委員会が判断するものとな

る。 

  ② 大綱の記載事項 

    大綱の主たる記載事項として主に想定されているのは、学校の耐震化、学校の統廃合、少人

数教育の推進、総合的な放課後対策、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育

の充実等、予算や条例等の地方公共団体の長の有する権限に係る事項についての目標や根本と

なる方針とされている(10)。 

    都道府県教育委員会は、市町村立学校に設置される県費負担教職員の人事や研修を行う権限

を有し、市町村に対し、必要な指導、助言、援助を行うことができるものであることから、そ

のような権限の範囲内で、都道府県の大綱において、市町村立学校等に係る施策について記載

することは可能である。国会の審議において、特に問題となった、全国学力・学習状況調査の

結果の公表については、市町村教育委員会が当該市町村の大綱に記載してもよいと判断した場

合には、大綱に記載することもあり得ると考えられる一方、都道府県の大綱に記載する事項と

しては馴染まない、とされている(11)。一方、教育委員会が適切と判断した場合においては、

                                                                                           

(８) 衆議院本会議における安倍総理の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 

(９) 前掲通知 

(10) 前掲通知 

(11) 前掲通知 
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等の生命又は身体の保護に類するような緊急事態であり、災害の発生により、生命又は身体の

被害は発生していないが、校舎の倒壊などの被害が生じており防災担当部局と連携する場合、

災害発生時の避難先での児童、生徒等の授業を受ける体制や生活支援体制を緊急に構築する必

要があり、福祉担当部局と連携する場合、犯罪の多発により、公立図書館等の社会教育施設で

も、職員や一般利用者の生命又は身体に被害が生ずる恐れがある場合、いじめによる児童、生

徒等の自殺が発生した場合のほか、いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）第28条の重

大事態の場合が想定されている(16)。 

    総合教育会議においては、教育委員会制度を設けた趣旨に鑑み、教科書採択、個別の教職員

人事等、特に政治的中立性、継続性・安定性を担保する必要がある事項は教育委員会の専権事

項であり、協議題とするべきではないとされている。一方、「最終的な決定権限を教育委員会

に留保したうえで、これらの方針について協議することまで妨げられるものではない(17)」と

いう見解が示されている。 

  ② 協議の方法と協議結果の尊重義務 

    総合教育会議は、基本的に、地方公共団体の長及び教育長そして教育委員会委員の出席によ

り開催されるが、緊急の場合には、地方公共団体の長と教育長のみで総合教育会議を開くこと

も可能であるとされる。緊急の場合に、教育長のみが出席する場合には、事前に対応の方向性

について教育委員会の意思決定がなされている場合や教育長に対応を一任している場合には、

その範囲内で、教育長は調整や決定を行うことが可能であると考えられるが、そうではない場

合には、総合教育会議においては一旦態度を保留し、教育委員会において再度検討した上で、

改めて地方公共団体の長と協議・調整を行うことが必要であるとされている。 

    大綱の策定権と違って、総合教育会議においては、首長と教育委員会のどちらが決定権者に

なるわけではなく、執行機関同士が協議・調整を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政

を推進することを目的とするものである。 

    総合教育会議において地方公共団体の長及び教育委員会の双方が合意をした事項については、

互いにその結果を尊重しなければならない。なお、調整のついていない事項の執行については、

それぞれの権限に基づき、教育委員会及び地方公共団体の長が判断することとなる。 

  ③ 会議の議事録の公開 

    総合教育会議の会議は原則として公開するが、いじめ等の個別事案における関係者の個人情

報等を保護する必要がある場合や、次年度の新規予算事業に関する具体的な補助金の額や対象

の選定等、意思決定の前に情報を公開することで公益を害する場合などにおいては、例外的に

非公開とすることもできる。 

    総合教育会議の議事録の作成及び公表については努力義務と規定している。これに対しては、

義務化すべきであるとの主張も多かったが、職員数が少ない小規模な地方公共団体における事

務負担等を考慮した結果、努力義務としたとされる。 

  ④ その他 

    総合教育会議の事務局は、地方公共団体の長が総合教育会議を招集し主宰することから、地

                                                                                           

(16) 前掲通知 

(17) 衆議院文部科学委員会における下村大臣、前川局長の答弁（186－衆－文部科学委員会－12号 平成26年04月16

日) 
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教科書の取扱いに関することなど、首長の権限に関わらない事項について記載することも可能

であるとしている(12)。 

  ③ 教育振興基本計画、地方教育振興計画との関係 

    法第17条１項においては、政府は、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講

ずべき施策等について基本的な計画を定めることとされ、同条第２項において、地方公共団体

は、国の計画を参酌し、地方の計画を定める努力義務が規定されている。一方、改正法では、

国の計画の基本的な方針を参酌して大綱を策定することが義務付けられている。 

    地方公共団体において、法第17条第２項に規定する教育振興基本計画その他の計画を定めて

いる場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該当すると位置付けるこ

とができると考えられることから、地方公共団体の長が、総合教育会議において教育委員会と

協議・調整し、当該計画をもって大綱に代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定す

る必要はない(13)。 

 

(３) 総合教育会議 

   総合教育会議は、首長と教育委員会という執行機関同士の協議及び調整の場という位置づけで、

地方自治法上の附属機関ではなく、首長及び教育委員会は、総合教育会議で協議・調整し、合意

した方針の下に、それぞれが所管する事務を執行することとなる。首長及び教育委員会の意思疎

通・連携を図るとともに、より一層民意を反映した教育行政を推進するために導入された制度(14)

とされている。この総合教育会議に関しては、協議・調整事項の範囲、協議の問題、会議の議事

録の公開問題などが主な争点となっている。 

  ① 総合教育会議における協議、調整事項 

    基本的に、「調整とは、教育委員会の権限に属する事務について、予算の調製・執行、条例

提案などの首長の権限と調和を図ることが必要な場合に用いられ、協議は、それ以外の場合で、

自由な意見交換として行われるもの｣(15)とされている。 

    協議・調整事項の具体的な例としては、法１条の４第１項第１号の「教育を行うための諸条

件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき

施策」に該当する事項として想定されるものは、学校等の施設の整備、教職員の定数等の教育

条件整備に関する施策など、予算の編成・執行権限や条例の提案権を有する地方公共団体の長

と教育委員会が調整することが必要な事項や、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教

育・保育の在り方やその連携、青少年健全育成と生徒指導の連携、居所不明の児童生徒への対

応、福祉部局と連携した総合的な放課後対策、子育て支援のように、地方公共団体の長と教育

委員会の事務との連携が必要な事項が想定されている。 

    １条の４第１項第２号における「児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさ

に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合」に該当する例としては、いじめ問題により児

童、生徒等の自殺が発生した場合、通学路で交通事故死が発生した後の再発防止を行う必要が

ある場合が想定され、法１条の４第１項第２号における「等の緊急の場合」とは、児童、生徒

                                                                                           

(12) 参議院本会議における安倍総理の答弁（186－参－本会議－24号 平成26年05月23日） 

(13) 衆議院文部科学委員会における前川局長の答弁（186－衆－文部科学委員会－17号 平成26年05月14日） 

(14) 衆議院本会議における下村大臣の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 

(15) 衆議院本会議における下村大臣の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 
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等の生命又は身体の保護に類するような緊急事態であり、災害の発生により、生命又は身体の

被害は発生していないが、校舎の倒壊などの被害が生じており防災担当部局と連携する場合、

災害発生時の避難先での児童、生徒等の授業を受ける体制や生活支援体制を緊急に構築する必

要があり、福祉担当部局と連携する場合、犯罪の多発により、公立図書館等の社会教育施設で

も、職員や一般利用者の生命又は身体に被害が生ずる恐れがある場合、いじめによる児童、生

徒等の自殺が発生した場合のほか、いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）第28条の重

大事態の場合が想定されている(16)。 

    総合教育会議においては、教育委員会制度を設けた趣旨に鑑み、教科書採択、個別の教職員

人事等、特に政治的中立性、継続性・安定性を担保する必要がある事項は教育委員会の専権事

項であり、協議題とするべきではないとされている。一方、「最終的な決定権限を教育委員会

に留保したうえで、これらの方針について協議することまで妨げられるものではない(17)」と

いう見解が示されている。 

  ② 協議の方法と協議結果の尊重義務 

    総合教育会議は、基本的に、地方公共団体の長及び教育長そして教育委員会委員の出席によ

り開催されるが、緊急の場合には、地方公共団体の長と教育長のみで総合教育会議を開くこと

も可能であるとされる。緊急の場合に、教育長のみが出席する場合には、事前に対応の方向性

について教育委員会の意思決定がなされている場合や教育長に対応を一任している場合には、

その範囲内で、教育長は調整や決定を行うことが可能であると考えられるが、そうではない場

合には、総合教育会議においては一旦態度を保留し、教育委員会において再度検討した上で、

改めて地方公共団体の長と協議・調整を行うことが必要であるとされている。 

    大綱の策定権と違って、総合教育会議においては、首長と教育委員会のどちらが決定権者に

なるわけではなく、執行機関同士が協議・調整を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政

を推進することを目的とするものである。 

    総合教育会議において地方公共団体の長及び教育委員会の双方が合意をした事項については、

互いにその結果を尊重しなければならない。なお、調整のついていない事項の執行については、

それぞれの権限に基づき、教育委員会及び地方公共団体の長が判断することとなる。 

  ③ 会議の議事録の公開 

    総合教育会議の会議は原則として公開するが、いじめ等の個別事案における関係者の個人情

報等を保護する必要がある場合や、次年度の新規予算事業に関する具体的な補助金の額や対象

の選定等、意思決定の前に情報を公開することで公益を害する場合などにおいては、例外的に

非公開とすることもできる。 

    総合教育会議の議事録の作成及び公表については努力義務と規定している。これに対しては、

義務化すべきであるとの主張も多かったが、職員数が少ない小規模な地方公共団体における事

務負担等を考慮した結果、努力義務としたとされる。 

  ④ その他 

    総合教育会議の事務局は、地方公共団体の長が総合教育会議を招集し主宰することから、地

                                                                                           

(16) 前掲通知 

(17) 衆議院文部科学委員会における下村大臣、前川局長の答弁（186－衆－文部科学委員会－12号 平成26年04月16

日) 
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(２) 主な審議内容（○：衆議院、●：参議院） 

  【新教育長の任期を３年間とした理由】 

   ○中野委員●菊田真紀子 

   ○下村国務大臣 首長の４年の任期より１年短くすることで、首長の任期中に少なくとも１回

はみずからが教育長を任命できること、任期が４年の教育委員よりも短い任期とすることで、

教育委員及び議会によるチェック機能を強化できること、計画性を持って一定の仕事をやり

遂げるためには３年は必要と考えられることから、新教育長の任期を３年とした。 

 

  【大綱の内容】 

   ○●下村国務大臣 大綱は、当該地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策について、

地域の実情に応じて、その目標や施策の根本となる方針を定めるもの。この大綱は、教育基

本法に基づき策定された国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌して策定するものであ

り、詳細な施策まで定めることは想定していない。大綱が対象とする期間については、首長

の任期が４年であることや国の教育振興基本計画の対象期間が５年であることに鑑み、４、

５年程度のものとして定めることを想定している。 

   ●安倍内閣総理大臣 大綱は、地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策について、そ

の目標や施策の根本となる方針を定めるものですが、教育委員会が適切と判断した場合にお

いては、教科書の取扱いに関することなど、首長の権限に関わらない事項について記載する

ことも可能。 

 

  【総合教育会議の性格と位置づけ】 

   ○●下村国務大臣 総合教育会議は、首長と教育委員会という執行機関同士の協議及び調整の

場という位置づけ。現行制度においても、首長は、予算の編成、執行権限や条例の提出権を

通じて教育行政に大きな役割を担っている一方、首長と教育委員会の意思疎通が十分でない

ため、それぞれの役割を十分に果たすことができていないという指摘がある。このため、総

合教育会議の設置により、首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映

した教育行政の推進が期待をされる。 

 

  【総合教育会議における協議内容】 

   ○●下村国務大臣 総合教育会議においては、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の

調製、執行や条例提案などの首長の権限に係る事項について調整を行うとともに、その他の

事項についても協議を行うことができる。 

 

  【是正の指示に係る規定の見直し】 

   ○●下村国務大臣 現行規定では、いじめにより児童生徒等が自殺してしまった後の再発防止

のためには発動できないのではないかという疑義があることから、事件発生後においても、

同種の事件の再発防止のために指示ができることを明確にするための法改正。 
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方公共団体の長の部局で行うことが原則であるが、各地方公共団体の実情に応じて、総合教育

会議に係る事務を教育委員会事務局に委任又は補助執行させることが可能であるとしている。

地方公共団体の長による招集手続、協議題の提示及び決定方法、総合教育会議の事務局を担当

する部署、議事録の作成及び公表に係る実施方法、非公開とする議題についての指針などの会

議の具体的運営に関し必要な事項は、総合教育会議の構成員である地方公共団体の長と教育委

員会とが協議して決定することとなっている。 

 

(４) 国による関与の見直し 

   改正前の法律においては、文部科学大臣は、「児童、生徒等の生命又は身体の保護のため」緊

急の必要があるときに、都道府県教育委員会又は市町村教育委員会に対する是正の指示をするこ

とができるとされている。今回の改正においては、これに加えて、「現に被害が生じ、又はまさ

に被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止するため」、緊急の必

要がある場合も指示することができるようにした。自治事務に対する過度な関与が危惧されるこ

とについては、現行法における指示の要件を拡大して国の関与を強化しようとするものではなく、

いじめ自殺等の事件発生後においても、同種の事件の再発を防止するために指示ができることを

明確にすることで、最終的に国が責任を果たすことを趣旨とするものであると説明している(18)。 

 

 

 5. 国会における審議 
 

(１) 経 過 
 

項目 内容 

議案種類 閣法 

議案提出回次 186 

議案番号 76 

議案提出者 内閣 

衆議院議案受理年月日 平成26年４月４日 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成26年４月15日／文部科学 

衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 平成26年５月16日／可決 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 平成26年５月20日／可決 

参議院予備審査議案受理年月日 平成26年４月４日 

参議院議案受理年月日 平成26年５月20日 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成26年５月23日／文教科学 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成26年６月12日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成26年６月13日／可決 

公布年月日／法律番号 平成26年６月20日／76 
 

 

  

                                                                                           

(18) 衆議院本会議における下村大臣の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 
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(２) 主な審議内容（○：衆議院、●：参議院） 

  【新教育長の任期を３年間とした理由】 

   ○中野委員●菊田真紀子 

   ○下村国務大臣 首長の４年の任期より１年短くすることで、首長の任期中に少なくとも１回

はみずからが教育長を任命できること、任期が４年の教育委員よりも短い任期とすることで、

教育委員及び議会によるチェック機能を強化できること、計画性を持って一定の仕事をやり

遂げるためには３年は必要と考えられることから、新教育長の任期を３年とした。 

 

  【大綱の内容】 

   ○●下村国務大臣 大綱は、当該地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策について、

地域の実情に応じて、その目標や施策の根本となる方針を定めるもの。この大綱は、教育基

本法に基づき策定された国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌して策定するものであ

り、詳細な施策まで定めることは想定していない。大綱が対象とする期間については、首長

の任期が４年であることや国の教育振興基本計画の対象期間が５年であることに鑑み、４、

５年程度のものとして定めることを想定している。 

   ●安倍内閣総理大臣 大綱は、地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策について、そ

の目標や施策の根本となる方針を定めるものですが、教育委員会が適切と判断した場合にお

いては、教科書の取扱いに関することなど、首長の権限に関わらない事項について記載する

ことも可能。 

 

  【総合教育会議の性格と位置づけ】 

   ○●下村国務大臣 総合教育会議は、首長と教育委員会という執行機関同士の協議及び調整の

場という位置づけ。現行制度においても、首長は、予算の編成、執行権限や条例の提出権を

通じて教育行政に大きな役割を担っている一方、首長と教育委員会の意思疎通が十分でない

ため、それぞれの役割を十分に果たすことができていないという指摘がある。このため、総

合教育会議の設置により、首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映

した教育行政の推進が期待をされる。 

 

  【総合教育会議における協議内容】 

   ○●下村国務大臣 総合教育会議においては、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の

調製、執行や条例提案などの首長の権限に係る事項について調整を行うとともに、その他の

事項についても協議を行うことができる。 

 

  【是正の指示に係る規定の見直し】 

   ○●下村国務大臣 現行規定では、いじめにより児童生徒等が自殺してしまった後の再発防止

のためには発動できないのではないかという疑義があることから、事件発生後においても、

同種の事件の再発防止のために指示ができることを明確にするための法改正。 
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  【教育長の資格】 

   ●石橋通宏 教育委員は、教育、学術及び文化に関する識見を有するものとされているが、教

育長については、新たに、教育行政に関する識見を有するものとあえて教育委員とは異なる

要件を規定している意味はなにか。 

   ○国務大臣（下村博文） 教育行政に関し識見を有するものとは、教育委員会事務局や教職員

の出身者だけではなく、教育行政を行うに当たり必要な資質を備えていれば、それは幅広く

該当するものでもある。 

 

  【教育長の罷免事由】 

   ●安倍内閣総理大臣 地方公共団体に置かれているさまざまな委員会の委員の罷免については、

首長から独立して委員会を設置した趣旨に鑑み、身分保障という観点から要件が限定されて

おり、教育委員会の構成員となった新教育長の罷免についても、同様の要件とするものであ

る。 

 

   ○義家委員 調整がついた事項に対して、執行できなかった、あるいはされなかった、あるい

は明らかに異なる執行が行われた理由が、例えば教育委員会あるいは教育長の明らかなサボ

タージュや暴走によるものである場合は、職務上の義務違反、すなわち罷免要件に該当する

と考えるか。 

   ○下村国務大臣 大綱は、教育委員会と十分に協議し調整を尽くした上で首長が策定するもの

である。一般的に言って、このようにして作成された大綱を尊重せず、全く無視するような

ことがあれば、職務上の義務違反となることもありえる。 

 

  【教育委員会制度におけるレーマンコントロールの担保】 

   ○義家委員●稲津久 

   ○前川政府参考人 専門家の判断のみならず、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現

するため、教育の専門家や行政官ではない住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮

監督する仕組みである。 

   ●安倍内閣総理大臣 教育の専門家ではない一般の住民の意向を教育行政に反映していくとい

う、いわゆるレーマンコントロールの考え方は重要。委員の職業等に偏りが生じないよう配

慮するとの現行法の規定は維持することとしており、今後とも、地域住民や保護者等が幅広

く教育委員として選任されるよう促していく。 

 

  【教育委員会による教育長のチェック機能】 

   ○●下村国務大臣 教育長は、委員の定数の３分の１以上から請求された場合には、遅滞なく、

会議を招集しなければならないこととしているが、この場合、一般には、定例の会議の開催

日よりも早い時期が想定される。また、教育委員会会議の議事録について、その作成及び公

表を努力義務としているが、住民への説明責任を果たすため、可能な限り作成し、公表する

よう、各教育委員会に対し指導していく。 
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  【教育委員会制度の存続の意義】 

   ○●下村国務大臣 多数の者に対して強い影響力を持ち得る教育に、一党一派に偏した政治的

主義主張が持ち込まれてはならず、教育の政治的中立性を確保する必要がある。 

     このため、今回の法案においては、教育委員会を引き続き執行機関とした上で、責任の明

確化や首長との連携強化等を図ろうとするものである。また、機能不全との指摘については、

教育長が教育委員会の代表者となることにより、教育委員会への適切な情報提供や会議の招

集が可能となると考え、引き続き、教育委員会の活性化を図っていく。 

 

  【総合教育会議の最終決定者】 

   ○細野委員 総合教育会議というのは、物事を決定する会議ではなく、協議をする会議にとど

まる。ということは、ここで協議はして、最終的に判断をする場合のその責任の所在という

のは、これは誰になるのか。 

   ○下村国務大臣 最終責任者は教育長。 

 

   ○宮本委員 大臣の答弁は、教育長は人事についての最終決定者であるという旨の答弁をした

が？ 

   ○下村国務大臣 首長か教育委員会という観点から述べれば、人事や教科書採択については教

育委員会に執行権限がある。そして、その第一義的な代表者としての教育長である趣旨の答

弁である。 

   ○宮本委員 教育長が最終決定者であるという答弁をしたから、撤回すべきではないか。 

   ○下村国務大臣 教育委員会が最終責任者であり、最終決定機関である。 

 

  【会議の議事録の公開】 

   ○椎木委員●菊田真紀子 

   ○下村国務大臣 総合教育会議は原則公開としているが、全ての自治体に対し議事録の作成、

公表を義務づけることは、特に事務局の人員が少ない市町村において過大な事務負担となる

と考えられるため、努力義務にとどめたところである。 

 

  【総合教育会議の最終決定権者及び大綱の記載内容】 

   ●田沼隆志 

   ●安倍内閣総理大臣 総合教育会議は、どちらかが決定権者というものではなく、首長と教育

委員会という執行機関同士が、協議し、調整を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政

を推進していくことを目的としている。これにより、民意を代表する首長が教育行政に連帯

して責任を果たせる体制を構築することができると考えている。 

     一方、大綱については、首長が策定権者とされている。その際には、教育行政に混乱が生

じないようにするためにも、教育委員会との間で、十分に協議し、調整を尽くした上で策定

することが重要である。 
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  【教育長の資格】 

   ●石橋通宏 教育委員は、教育、学術及び文化に関する識見を有するものとされているが、教

育長については、新たに、教育行政に関する識見を有するものとあえて教育委員とは異なる

要件を規定している意味はなにか。 

   ○国務大臣（下村博文） 教育行政に関し識見を有するものとは、教育委員会事務局や教職員

の出身者だけではなく、教育行政を行うに当たり必要な資質を備えていれば、それは幅広く

該当するものでもある。 

 

  【教育長の罷免事由】 

   ●安倍内閣総理大臣 地方公共団体に置かれているさまざまな委員会の委員の罷免については、

首長から独立して委員会を設置した趣旨に鑑み、身分保障という観点から要件が限定されて

おり、教育委員会の構成員となった新教育長の罷免についても、同様の要件とするものであ

る。 

 

   ○義家委員 調整がついた事項に対して、執行できなかった、あるいはされなかった、あるい

は明らかに異なる執行が行われた理由が、例えば教育委員会あるいは教育長の明らかなサボ

タージュや暴走によるものである場合は、職務上の義務違反、すなわち罷免要件に該当する

と考えるか。 

   ○下村国務大臣 大綱は、教育委員会と十分に協議し調整を尽くした上で首長が策定するもの

である。一般的に言って、このようにして作成された大綱を尊重せず、全く無視するような

ことがあれば、職務上の義務違反となることもありえる。 

 

  【教育委員会制度におけるレーマンコントロールの担保】 

   ○義家委員●稲津久 

   ○前川政府参考人 専門家の判断のみならず、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現

するため、教育の専門家や行政官ではない住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮

監督する仕組みである。 

   ●安倍内閣総理大臣 教育の専門家ではない一般の住民の意向を教育行政に反映していくとい

う、いわゆるレーマンコントロールの考え方は重要。委員の職業等に偏りが生じないよう配

慮するとの現行法の規定は維持することとしており、今後とも、地域住民や保護者等が幅広

く教育委員として選任されるよう促していく。 

 

  【教育委員会による教育長のチェック機能】 

   ○●下村国務大臣 教育長は、委員の定数の３分の１以上から請求された場合には、遅滞なく、

会議を招集しなければならないこととしているが、この場合、一般には、定例の会議の開催

日よりも早い時期が想定される。また、教育委員会会議の議事録について、その作成及び公

表を努力義務としているが、住民への説明責任を果たすため、可能な限り作成し、公表する

よう、各教育委員会に対し指導していく。 
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が、校舎の倒壊などの被害が生じている場合、災害発生時の避難先での児童生徒等の授業を

受ける体制や生活支援体制を緊急に構築する必要がある場合、犯罪の多発により図書館等の

社会教育施設において職員や一般利用者の生命または身体に被害が生ずるおそれがある場合

等を想定。 

 

  【大綱と教育振興基本計画の関係】 

   ○下村国務大臣 教育基本法第17条第１項においては、政府は、教育の振興に関する施策につ

いての基本的な方針及び講ずべき施策等について基本的な計画を定めることとされ、同条第

２項において、地方公共団体は、国の計画を参酌し、地方の計画を定める努力義務が規定さ

れている。 

     改正案における大綱は、国の計画の基本的な方針を参酌して策定することが義務とされて

いるものでありますが、詳細な施策の策定は、そこまで求めるものではないということから、

両者は矛盾しないものと考えております。 

 

  【教育の政治的中立性】 

   ●宮本岳志○柏倉委員○吉川（元）委員○義家委員 

   ●安倍内閣総理大臣 今回の改正案では、首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一

層民意を反映した教育行政を一体的に推進していくため、総合教育会議を設置するなどの改

革を行うと同時に、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保するため、教育委員会を執

行機関として残し、教育委員会の職務権限は変更しないこととしている。したがって、教育

の政治的中立性に関する御懸念は当たらないものと考える。 

   ○●下村国務大臣 教育委員による教育長のチェック機能を強化する観点から、教育委員の３

分の１以上の委員から会議の招集を請求された場合には、教育長が遅滞なく会議を招集しな

ければならないこと、さらに、教育長が教育委員会から委任された事務の管理、執行状況に

ついて報告をしなければならないことを規定している。さらに、教育委員会会議の透明性の

向上を図り、住民によるチェック機能を強化する観点から、教育委員会会議の議事録を作成

し、公表するよう努めなければならないことを規定している。 

   ○前川政府参考人 教育長はあくまでも首長から独立した執行機関であり、行政委員会である

教育委員会の一員でありまして、また、教育委員会を主宰し、代表する立場にある。 

     首長から任命されるが、首長から指揮監督を受けるという立場ではなく、教育委員会の執

行機関としての独立性があることから、教育の政治的中立性、継続性、安定性については担

保される。 

 

  【首長による政治介入】 

   ○●下村国務大臣 予算等の権限を有する首長は、日ごろから教育政策について教育委員会と

しっかり協議し、調整を行い、方向性を定めていくことが重要。今回の法案では、教育委員

会を執行機関として残し、教育委員会の職務権限は変更しないこととした上で、総合教育会

議という公開の場において、地域の民意を代表する首長が教育委員会と協議し、調整が行わ

れることとなる。その場合においても、最終的な決定権限は教育委員会に留保されており、
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   ●石橋通宏 改正法の下では、教育長に対する指揮監督権限というのはどこにあるのか。 

   ●副大臣（西川京子） 現行の地教行法では教育委員会は教育長に対して指揮監督権を有して

いるが、改正案においては、新教育長は執行機関である教育委員会の代表者であることから、

教育委員会による指揮監督権は規定されていない。 

 

  【総合教育会議における協議、調整】 

   ○●下村国務大臣 調整とは、教育委員会の権限に属する事務について、予算の調製、執行や、

条例提案などの首長の権限と調和を図ることが必要な場合に用いており、協議は、それ以外

の場合で、自由な意見交換として行われるものとして整理している。なお、教科書の採択や

個別の教職員の人事などの特に政治的中立性の要請が高い事項については、教育委員会制度

を設けた趣旨に鑑み、協議の議題として取り上げるべきではないと考えている。 

 

   ○義家委員 総合教育会議で示された方針に対して、教育委員会がその方針と異なる執行をし

た場合、あるいは、首長がその方針と異なる予算執行をした場合というのはどう解決するの

かということを想定しているか。 

   ○下村国務大臣 尊重義務は、調整の結果を尊重して教育行政を行うことを求めるものではあ

るが、結果として、そのとおりに事務が執行されなければ違法ということにもならない。 

 

   ○中野委員○笠委員○宮本委員 首長と教育委員の意見が対立をした場合、どのようにして物

事を決定するのか。 

   ○下村国務大臣 どちらかが決定権者というものではなく、あくまで調整を尽くすことを目指

すものであり、教育における具体的な事務の執行は最終的に教育長が責任を持つ。 

 

   ○宮本委員 総合教育会議で調整が尽くされなかった事項であっても、大綱自体は首長が定め

られる。では、調整が尽くされず１条４の８に定める尊重義務がかからない大綱にも、この

11条及び12条によって教育長や教育委員は意を用いることが求められるのか。 

   ○前川政府参考人 尊重義務というのは、お互いの調整がついたものにつきまして尊重すると

いうこと。大綱についても、教育委員会の了解のもとでつくられるものについては、尊重の

義務及びこの「意を用いなければならない。」という条文に係るものになるが、教育委員会

の了解のない部分がもし仮にあるとすれば、この部分について、意を用いなければならない

ということにはならないと考える。 

 

  【改正法案第１条の４第１項第２号の「緊急の場合」】 

   ○中野委員 

   ○下村国務大臣 児童生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、もしくはまさに被害が生ず

るおそれがあると見込まれる場合とは、例えば、いじめ問題により児童生徒の自殺事象が発

生した場合、通学路で交通事故死が発生した後の再発防止を行う必要がある場合などを想定。 

     また、「等の緊急の場合」とは、児童生徒等の生命または身体の保護に類するような緊急

事態を想定しており、例えば、災害の発生により、生命または身体の被害は発生していない
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が、校舎の倒壊などの被害が生じている場合、災害発生時の避難先での児童生徒等の授業を

受ける体制や生活支援体制を緊急に構築する必要がある場合、犯罪の多発により図書館等の

社会教育施設において職員や一般利用者の生命または身体に被害が生ずるおそれがある場合

等を想定。 

 

  【大綱と教育振興基本計画の関係】 

   ○下村国務大臣 教育基本法第17条第１項においては、政府は、教育の振興に関する施策につ

いての基本的な方針及び講ずべき施策等について基本的な計画を定めることとされ、同条第

２項において、地方公共団体は、国の計画を参酌し、地方の計画を定める努力義務が規定さ

れている。 

     改正案における大綱は、国の計画の基本的な方針を参酌して策定することが義務とされて

いるものでありますが、詳細な施策の策定は、そこまで求めるものではないということから、

両者は矛盾しないものと考えております。 

 

  【教育の政治的中立性】 

   ●宮本岳志○柏倉委員○吉川（元）委員○義家委員 

   ●安倍内閣総理大臣 今回の改正案では、首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一

層民意を反映した教育行政を一体的に推進していくため、総合教育会議を設置するなどの改

革を行うと同時に、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保するため、教育委員会を執

行機関として残し、教育委員会の職務権限は変更しないこととしている。したがって、教育

の政治的中立性に関する御懸念は当たらないものと考える。 

   ○●下村国務大臣 教育委員による教育長のチェック機能を強化する観点から、教育委員の３

分の１以上の委員から会議の招集を請求された場合には、教育長が遅滞なく会議を招集しな

ければならないこと、さらに、教育長が教育委員会から委任された事務の管理、執行状況に

ついて報告をしなければならないことを規定している。さらに、教育委員会会議の透明性の

向上を図り、住民によるチェック機能を強化する観点から、教育委員会会議の議事録を作成

し、公表するよう努めなければならないことを規定している。 

   ○前川政府参考人 教育長はあくまでも首長から独立した執行機関であり、行政委員会である

教育委員会の一員でありまして、また、教育委員会を主宰し、代表する立場にある。 

     首長から任命されるが、首長から指揮監督を受けるという立場ではなく、教育委員会の執

行機関としての独立性があることから、教育の政治的中立性、継続性、安定性については担

保される。 

 

  【首長による政治介入】 

   ○●下村国務大臣 予算等の権限を有する首長は、日ごろから教育政策について教育委員会と

しっかり協議し、調整を行い、方向性を定めていくことが重要。今回の法案では、教育委員

会を執行機関として残し、教育委員会の職務権限は変更しないこととした上で、総合教育会

議という公開の場において、地域の民意を代表する首長が教育委員会と協議し、調整が行わ

れることとなる。その場合においても、最終的な決定権限は教育委員会に留保されており、
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委員会や新設される総合教育会議の議事録の作成・公表が確実になされるよう万全を期すこ

と。 

 五 地方公共団体の長は、総合教育会議における協議に当たっては、主宰者として主体的な役

割を果たすこと。また、教育委員会とともに、いじめ事案など重大かつ緊急な対応を要する

事案に適切かつ迅速に対処し、住民に対して教育行政における責任を果たすこと。 

 六 教育委員会は、権限が強化される新教育長による事務執行を、住民目線による第三者的立

場からチェックするとともに、過去の基本的な施策が住民の期待に応える成果となっている

のか、取組の方法が効果的なのか、といった観点から点検・評価を行うこと。 

 七 新法第50条の文部科学大臣の指示の明確化については、自治事務に対する国の関与は限定

的であるべきという地方自治の原則を踏まえ、国の関与は最小限とすべきことに留意して運

用すること。 
 

 

 

   参議院文教委員会 
 
 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

 一、本法施行後、教育の政治的中立性、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機

管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等の状況について必要に応

じて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

 二、新教育長の権限及び責任が従来に比して重くなることから、これを直接任命する首長の責

任はもちろん、任命同意に際し、新教育長の資質・能力をチェックする議会の責任も重くな

ることを踏まえ、議会においては、所信聴取等、丁寧な対応を行うこと。 

 三、教育委員会は、レイマンコントロールの趣旨を踏まえ、権限が強化される新教育長による

事務執行を地域住民の視点に立って、厳格にチェックすること。 

 四、新教育長については、その権限が強化されることに鑑み、大学等における研修を充実させ

るなど、資質・能力の向上を図ること。 

 五、教育委員会が期待される機能を果たすことができるよう、教育委員に多様な人材を登用し

たり、人数を増やす等、教育委員会の活性化を促進する取組を推進すること。また、教育委

員会事務局の職員についても、研修制度の充実や行政部局との人事交流等により、その能力

向上を図ること。また、今回の改正によって教育委員会事務局の業務量が増える可能性があ

ることから、小規模な地方公共団体については、指導主事の拡充等を通じた体制整備を図る

こと。 

 六、学校現場に民意を反映していくため、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善

や学校支援の充実を図ることができるよう、学校運営協議会の設置の促進に努めること。ま

た、地方公共団体の財政状況による格差が生じないよう、財政措置も含め学校運営協議会の

設置及び運営に係る支援策を講ずること。 

 七、首長が総合教育会議を運営するに当たっては、学校運営協議会や学校支援地域本部等の関
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御指摘の、首長の政治介入が助長されるという御懸念は、当たらない。 

 

  【地方公共団体の自治事務への国の関与】 

   ●青木愛 

   ●下村国務大臣 自治事務に関する国の指示は、抑制的に発動すべきものであり、地方公共団

体の自主性を前提としつつ、子供の生命身体を保護するために必要がある場合には、最終的

に国が責任を果たすことが重要であると考えている。 

 

  【首長に権限と責任を一元化】 

   ○椎木委員 首長に権限と責任を一元化していくべきではないか。 

   ○下村国務大臣 政治の中立性とか継続性とか安定性を教育の中で担保するという意味では、

やはり、教育委員会制度を執行機関として残すということをしておかないと、これは法的に、

もし暴走することがあったとしてもそれを阻止するようなことはできないということの担保

というのは求められる。 

 

  【教育委員会制度の選択制】 

   ○柏倉委員 教育委員会制度の選択制を導入すべきではないか。 

   ○下村国務大臣 どの地域においても、責任ある地方教育行政を構築する観点からは、統一的

な教育行政の仕組みであることが必要であり、今回の改正案においては、選択制とせず、全

ての地方公共団体において同様の仕組みとした。 

 

(３) 付帯決議 

   衆議院文部科学委員会 
 
 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

 一 本法施行後、教育の政治的中立性等を確保した上での地方教育行政における責任体制の明

確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等の状況

について、必要に応じて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするこ

と。 

 二 都道府県における広域人事交流の調整などにより、一定水準の人材が確保されるような仕

組みを考慮しつつ、県費負担教職員の人事権については、義務教育費国庫負担制度を堅持し

つつ、市町村に属するものとするよう検討を加えること。 

 三 学校現場に民意を反映していくため、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善

や学校支援の充実を図ることができるよう学校運営協議会の設置の促進に努めること。ま

た、地方公共団体の財政状況による格差が生じないよう、財政措置も含め学校運営協議会の

設置及び運営に係る支援策を講ずること。 

 四 地域住民の教育に対する信頼と期待に応え、開かれた教育行政を推進する観点から、教育
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委員会や新設される総合教育会議の議事録の作成・公表が確実になされるよう万全を期すこ

と。 

 五 地方公共団体の長は、総合教育会議における協議に当たっては、主宰者として主体的な役

割を果たすこと。また、教育委員会とともに、いじめ事案など重大かつ緊急な対応を要する

事案に適切かつ迅速に対処し、住民に対して教育行政における責任を果たすこと。 

 六 教育委員会は、権限が強化される新教育長による事務執行を、住民目線による第三者的立

場からチェックするとともに、過去の基本的な施策が住民の期待に応える成果となっている

のか、取組の方法が効果的なのか、といった観点から点検・評価を行うこと。 

 七 新法第50条の文部科学大臣の指示の明確化については、自治事務に対する国の関与は限定

的であるべきという地方自治の原則を踏まえ、国の関与は最小限とすべきことに留意して運

用すること。 
 

 

 

   参議院文教委員会 
 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

 一、本法施行後、教育の政治的中立性、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機

管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等の状況について必要に応

じて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

 二、新教育長の権限及び責任が従来に比して重くなることから、これを直接任命する首長の責

任はもちろん、任命同意に際し、新教育長の資質・能力をチェックする議会の責任も重くな

ることを踏まえ、議会においては、所信聴取等、丁寧な対応を行うこと。 

 三、教育委員会は、レイマンコントロールの趣旨を踏まえ、権限が強化される新教育長による

事務執行を地域住民の視点に立って、厳格にチェックすること。 

 四、新教育長については、その権限が強化されることに鑑み、大学等における研修を充実させ

るなど、資質・能力の向上を図ること。 

 五、教育委員会が期待される機能を果たすことができるよう、教育委員に多様な人材を登用し

たり、人数を増やす等、教育委員会の活性化を促進する取組を推進すること。また、教育委

員会事務局の職員についても、研修制度の充実や行政部局との人事交流等により、その能力

向上を図ること。また、今回の改正によって教育委員会事務局の業務量が増える可能性があ

ることから、小規模な地方公共団体については、指導主事の拡充等を通じた体制整備を図る

こと。 

 六、学校現場に民意を反映していくため、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善

や学校支援の充実を図ることができるよう、学校運営協議会の設置の促進に努めること。ま

た、地方公共団体の財政状況による格差が生じないよう、財政措置も含め学校運営協議会の

設置及び運営に係る支援策を講ずること。 

 七、首長が総合教育会議を運営するに当たっては、学校運営協議会や学校支援地域本部等の関
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改正にあたっての大きな課題として残されている(20)。 

 

●本改正による地方自治法への影響 

  直接的な改正内容は、教育長は教育委員ではないため、改正前の「教育委員会委員」を「教育長

又は教育委員会委員」などに改め、また、改正前の「教育委員会委員長」を「教育長」に改めるな

どの改正が行われた。 

  地方自治法上、自治事務の執行に関する是正の指示は存在せず、個別法において例外的に自治事

務に対する指示が規定されている場合がある。第一次安倍政権の下で導入された地教行法50条の

「是正の指示」もその一つである。本改正は国の関与を強化しようとするものではなく、いじめ自

殺等の事件発生後においても、同種の事件の再発を防止するための指示ができることを明確にする

ための改正であるとされている。 

  そして、法改正の過程において、中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方

について（答申）」（平成25年12月13日））のＡ案のように、教育委員会を首長の付属機関とし教

育長を首長の補助機関とすべきとの議論もあったが、教育委員会を執行機関として残したことに

よって、地方自治法108条の８の改正は不要となった。 

                                                                                           

(20) 「国は、県費負担教職員の人事権について、小規模市町村を含む一定規模の区域や都道府県において人事交流

の調整を行うようにする仕組みを構築することを前提とした上で、小規模市町村等の理解を得て、市町村に委譲

することを検討する。」（教育再生実行会議 教育委員会制度等の改革について（第二次提言）、平成25年４月） 
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係者の参加を積極的に求めること。特に、教育に関する総合的な施策の大綱がその地域の実

情に応じて定められるべきものであることに鑑み、地域住民の意向が大綱に適切に反映され

るよう努めること。 

 八、総合教育会議において、首長及び教育委員会は、相互の役割・権限を尊重しつつ、十分に

協議を行い、調整を図ること。また、いじめ事案など重大かつ緊急な対応を要する事案につ

いては、適切かつ迅速に対処し、地域住民に対して教育行政における責任を果たすこと。 

 九、地域住民の教育に対する信頼と期待に応え、開かれた教育行政を推進する観点から、教育

委員会や総合教育会議の議事録の作成・公表が確実になされるよう万全を期すこと。 

 十、新法第50条の文部科学大臣の指示の明確化については、自治事務に対する国の関与は限定

的であるべきという地方自治の原則を踏まえ、国の関与は最小限とすべきことに留意して運

用すること。 
 

 

 

 

 6. コメント 
 

 今回の改正は、教育委員会制度のあり方や首長と教育委員会との関係など地方教育行政に関する大

きな改正である。総合教育会議の設置、新教育長の任命と権限拡大、大綱の策定権限などは教育行政

に関する首長の権限の強化に繋がることは間違いない。しかし、法案の作成過程や国会における審議

の内容を見ても分かるように、その具体的な中身については、はっきりしないところが多い。今後の

運用に当たって、大きな争点となる可能性を内包している。 

 国会における議論の過程においても大きく問題となっていたが、教育行政ないし教育の政治的中立

性の確保が大きな課題となることは明らかである。「首長が、その『大綱』作成権限や新教育長の任

免権の行使、『総合教育会議』での『協議』や『調整』を通じて、あたかも新教育長を首長の補助機

関かのように位置づけ、教育委員会を単なる諮問機関かのように扱い、一般行政に教育行政を従属さ

せるような実態を作り出すことは厳に慎まなければならない。｣(19)と指摘されているように、法改正

によって地方教育行政に対する首長の影響力が強化されることは否定できず、運用によっては政治的

中立性が大きく害われる可能性がある。これは同時に首長が交代するたびに、当該自治体の教育行政

の方針等が転換される可能性があり、教育の継続性・安定性まで害われ得ることを意味する。今後、

実際の現場での運用状況を注視する必要がある。 

 地方公共団体の教育委員会や首長は、総合教育会議の設置や事務部局の構成など、改正法に対応し

なければならない。その際、特に規模の小さい自治体とっては、大きな事務負担となってくることが

予想される。また、教育委員会の委員による教育長に対するチェック機能の確保や議事録の作成・公

表など会議の透明化、教育委員と教育長の資質・能力の強化など、教育委員会の設置・運営において

も大きな課題が山積していると言える。 

 そして、今回の改正には含まれなかったが、県費負担教職員の人事権移譲に関する問題が今後の法

                                                                                           

(19) 中川、前掲68頁。 
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改正にあたっての大きな課題として残されている(20)。 

 

●本改正による地方自治法への影響 

  直接的な改正内容は、教育長は教育委員ではないため、改正前の「教育委員会委員」を「教育長

又は教育委員会委員」などに改め、また、改正前の「教育委員会委員長」を「教育長」に改めるな

どの改正が行われた。 

  地方自治法上、自治事務の執行に関する是正の指示は存在せず、個別法において例外的に自治事

務に対する指示が規定されている場合がある。第一次安倍政権の下で導入された地教行法50条の

「是正の指示」もその一つである。本改正は国の関与を強化しようとするものではなく、いじめ自

殺等の事件発生後においても、同種の事件の再発を防止するための指示ができることを明確にする

ための改正であるとされている。 

  そして、法改正の過程において、中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方

について（答申）」（平成25年12月13日））のＡ案のように、教育委員会を首長の付属機関とし教

育長を首長の補助機関とすべきとの議論もあったが、教育委員会を執行機関として残したことに

よって、地方自治法108条の８の改正は不要となった。 

                                                                                           

(20) 「国は、県費負担教職員の人事権について、小規模市町村を含む一定規模の区域や都道府県において人事交流

の調整を行うようにする仕組みを構築することを前提とした上で、小規模市町村等の理解を得て、市町村に委譲

することを検討する。」（教育再生実行会議 教育委員会制度等の改革について（第二次提言）、平成25年４月） 
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