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市町村独自の学期制改革をめぐる政治過程
── 茨城県旧総和町における「通年制」の構想と挫折 ──

阿　内　春　生

1.　はじめに・課題設定

本稿は市町村の教育政策について，議会で審議
される予算付けのない（以下，予算付けのないこ
とを無予算という）教育政策に首長，議員（以下，
併せて公選アクターという），教育委員会がどの
ように関与し，どのような政治過程をたどるのか
を検討する。この検討を通じて教育政策をめぐる
政治過程のなかで，首長が推進する無予算の教育
政策に議会がどのように関与しようとするのかを
明らかにする。
近年，地方自治体において首長など選挙で選出

されたアクターが教育行政に関心を持ち，積極的
に関与しようとする動きが顕著である。例えば橋
下徹大阪市長は，府知事時代から条例を制定して
教育政策に積極的に関与してきた。また，条例の
形式によらなくとも，公選アクターが選挙の際，
教育政策を公約に掲げることは一般的に見られる
ことである。
選挙を通じて住民に選出され民主的正統性を備

えたアクターが首長，議員と複数存在することも
日本の地方自治の特徴である。この二元代表制下
では，首長，議員いずれも選挙を経て選出され，
ともに民主的正統性を主張しうる。さらに，首長
と議会多数派が一致しないことが間々あり，地方
自治法は議会の不信任決議，首長の議会解散権な
ど，解決の方法を定めている（いずれも 178条）。
地方自治をめぐっては，地方分権改革も重要であ
る。1990年代に始まった地方分権改革は 1999年
に成立した地方分権の推進を図るための関係法律
の整備等に関する法律（分権一括法）の成立によっ
て一定の成果をあげた。この改革は，権限を保持
する主体が中央政府か地方政府かという集権―分

権の軸においては分権を志向していたが，自治体
区域内の行政諸分野が一元的に行われているか否
かという統合―分立の軸では統合を志向していた
（金井 2007）。つまり，中央から地方への権限委
譲は一定程度進んだが，地方自治体内では分立化
せず領域横断的な総合行政が志向されたのであ
る。この総合行政志向によって首長は自治体内で
より大きな権限を持つようになり，地方分権改革
以前に増して，教育政策に関与しやすい環境が整
いつつあると考えられる。
一方，地方教育行政をになう教育委員会は地方
自治体に設置される行政委員会として，首長の指
揮監督権から相対的に独立している（地方自治法
130条の 4，180条の 5）。しかし，独自の予算提
案権をもたない教育委員会は，首長の協力を得な
ければ予算措置を伴う政策を導入できない。むろ
ん，教育政策も多くの政策で人件費などの予算措
置を必要とするため，教育行政は理念としては政
治から距離を置くべきとされるが，制度上は予算
編成などを通じて政治と関わらざるを得ないとい
う難題を抱えている。
そして，本稿が無予算の教育政策に着目する理
由はまさにこの点にある。予算審議にのぼる議題
ならば，前述の通り教育政策は首長の予算提案権
を通じて議会の予算審議を経る必要がある。たと
え行政委員会として相対的に首長部局から独立し
ていても，予算立てを必要とする政策ならば，議
会は審議過程を通じ予算をつけないという方法で
政策を拒否できる1。一方，無予算の教育政策は
当然ながら予算審議を必要とせず，議会は予算審
議を通じた拒否権を持つことができない。このた
め議会が教育政策に関与する手段は，予算付けが
ある場合と大きく異なると考えられるのである。
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法制度上，関与する有力な手段（予算審議）が規
定されていない政策に，議会は関与が可能なのか，
可能だとすればいかなる手段によってか，この点
に注目して議論を進める。
本稿では茨城県旧総和町（以下，総和町という）

において 2004年度からの導入を目指した通年制
の事例に着目する。総和町における通年制とは，
通常年間を 3または 2に区分する学期を撤廃し
て，年間を通じた学期とし授業時間を確保する取
り組みである。同時に成績評価も見直し，各教科
で単元毎に評価を手渡すことも構想されていた。
学期制の変更には教育委員会規則の一つである学
校管理規則の改定のために教育委員会決議を必要
とするが，人件費などの大きな予算をつけないた
め議会の予算審議は必要としない。また，この通
年制は学期の変更に伴って学校現場における教育
課程の編成に大きな影響を与える。学期の区分は
文部科学省が実施する「教育課程の編成・実施状況
調査」2の対象で，学期区分自体が教育課程編成の
一環であり，本事例はその政策の一つと見なすこ
とができる。特に本事例の場合には成績評価の方
法についても重要な変更を併せて実施することが
構想されていたため，教育現場への影響を懸念す
る声もあった（総和町教育委員会 2004.3.26，茨
城新聞 2004.3.27ほか）。
以上の検討を踏まえ，本稿の課題を以下のよう

に設定する。それは，首長が無予算の教育政策を
提案した場合，議会はいかなる方法をもって対応
するかということである。無予算の教育政策につ
いて，議会が実質的に拒否権を確保できる予算審
議は存在しない。それも通年制のように教育課程
編成に関わる事項であれば，学校教育についての
理解と専門的知識が必要となる。そのような性質
を持った通年制に対して総和町議会はどのような
方法をもって，どのように関与したのだろうか。
これを明らかにすることを本稿の課題としておき
たい。
先取りして結論に一部触れておくと，本稿は議
会が無予算の教育政策にも関与する手段を確保し
ていることを述べる。この議論はつまりすべての

教育政策に議会が関与できる可能性を示すことに
なるだろう。法制度上，無予算の教育政策に議会
が関与する権限は規定されておらず，教育（行政）
の政治的中立性も制度原理として確立してはいる
ものの，実際の政治過程を見れば教育政策は首長
だけでなく議会とも無縁ではいられないのであ
る。
総和町については菅谷憲一郎町長（現古河市長）

（以下，菅谷町長という）町政下におけるティーム・
ティーチング（以下，TTという）のための教員
雇用をめぐる政治過程について拙稿（2014）で分
析してきた。本事例はTTをめぐる政治過程の後，
菅谷町長の 2期目の任期中に起きたものであり，
予算の有無という点で TTとは違う視点からの分
析を要する。また，同一自治体における予算を要
する政策（TT）と，無予算の政策（通年制）の
政治過程を比較することも課題設定としては可能
である。しかし，紙幅の都合もあり本稿では通年
制をめぐる政治過程に焦点化し，時系列による事
例の比較は別稿を期すこととしたい。
なお，本稿では総和町議会会議録，総和町教育
委員会会議録，各社新聞記事などの資料を用いる
が，出典情報がすべて 2004年になってしまうた
め，必要に応じて「（総和町教育委員会 2004.3. 

26）」のように日付を付す。

2.　先 行 研 究

本論に入る前に，教育政策と公選アクターの関
与に関する先行研究を概観する。教育政策への公
選アクターの関与は，政治的中立性の原理から否
定的にとらえられてきた。政治的中立性とは教育
行政に特定の政治勢力が関与することを排除しよ
うとするものだが，その現代的意義は首長交代に
よる政策の振れ幅を緩和するビルトインスタビラ
イザーの役割であるという（伊藤 2006，村上
2011など）。
また，執行機関としての教育委員会は，政治的
中立性の制度原理とは裏腹に，他の行政領域と比
較しても首長部局から独立性が高いとはいえない
という（村上 2011）。ところが，青木（2012）が
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指摘するように，従来の研究は教育行政が首長の
関与する行政分野の一領域であることに十分着眼
せず，首長の積極性やリーダーシップなど属人的
問題に還元してしまうことが多かった。属人的な
説明に終始してしまうと，現行の法制度下でも教
育行政に公選アクターが関わる手段が存在してい
ることを見落としてしまう危険性がある。
また，青木（2005，2013）は教育政策形成にお
ける議会審議を検討し，志木市，犬山市を例に分
権改革によって上乗せ，横出しの政策が可能に
なった経過を論じている。この研究は市町村の教
育政策について，議会審議や予算編成などに注目
した点で本稿と共通する関心を持っている。しか
し，青木が着目した少人数教育は予算審議を要す
るのに対し，本稿は予算審議がない無予算の教育
政策に議会がどう対応するかを浮き彫りにする。
その意味で青木が着目したのは，予算審議を通じ
て議会の強い影響力の下にあることが予想される
事例だったといえるだろう。つまり，予算を要す
る政策に着目しただけでは不十分であり，無予算
の政策という視点を織り込んだ研究が必要なので
ある。
そして，量的研究として白石ら（1995，2012）

の論考を参照する。白石らは単位制高校の設置，
議員の教育政策への関与（以上 1995），教育振興
基本計画，及び学校適正配置計画の策定過程（以
上 2012）をアンケート調査に基づいて分析して
いる。これらは，公選アクターを含めた各アクター
の動向を実証的に検証し，市町村の教育政策過程
の一面をとらえている。特に 2012年の報告書で
は，教育振興基本計画という一見無予算の政策を
対象に議員が与えた影響を分析しているが，教育
振興基本計画で掲げられる個別の政策が予算措置
を伴う場合が多いことに着目しておらず，無予算
の教育政策への議会の影響を正確に評価できてい
ない可能性がある。
このように，公選アクター，中でも議会の教育

政策への関与の研究は途上にあり，無予算の教育
政策について詳細に述べたものは管見の限り見当
たらない。本稿は 1自治体の事例ではあるが，無

予算の教育政策の政治過程を検討し議会の関与方
法とその実態を明らかにする。

3.　事 例 研 究

総和町は茨城県の南西に位置し，町域のほぼ全
域が平地で，高度成長期以前には稲作，畑作を中
心とした農業地帯であった。しかし，東京へのア
クセスの良さを背景に 1960年代に積極的に企業
誘致を進めてきた。このため，町財政は比較的豊
かで，財政力指数は 0.86（県内町村平均 0.52，
6/61位［2003年］）であった（表 1）。
総和町の通年制を検討対象に選択する理由とし
ては，議会との対立の中で菅谷町長が教育に強い
関心を持っていたこと，予算審議を必要とする政
策を取り上げた先行研究（青木 2005，2013）と
の対比が可能なことが挙げられる。
また，首長と議会が対立する政治状況について
も確認しておきたい。先行研究に示された他の事
例と比較すると，例えば青木（2005，2013）の論
考においてあつかわれている志木市，犬山市はそ
の記述から議会と首長が対立関係にあったわけで
はないことが窺える。総和町のように首長と議会
が対立的な関係にある政治状況は，決して一般的
とまでは言えないだろう。しかし，敢えて首長と
議会の対立する事例を対象とすることで政治的対
立が先鋭化する経過を検討できると考えられる。
さらに，前述の TT政策との時系列的な比較も見
据えた事例選択であることも付け加えておきた
い。
本稿の記述は議会会議録や教育委員会会議録な

表 1　総和町概要（2003年度時点）

人口 48,269人

面積 52.8平方キロメートル

学校数 小学校 10校，中学校 3校

財政 財政力指数 0.86
（県町村平均 0.52, 6/61位）

経常収支比率 90.6%

出典 :   総務省統計局地域別統計データ
ベース 3より。
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どのほか，菅谷町長，及び当時の政策形成の中心
にあった元総和町教育委員会職員 A氏（現古河
市教育委員会職員）へのインタビュー調査（表 2）
に依拠する。
さて，通年制政策の導入に当たって推進役を果

たした菅谷町長について経歴などの概要を記して
おく。菅谷町長は 1996年の町長選挙で初当選し
2期 8年にわたって町長を務めた。3選を目指し
た 2004年の選挙では白戸仲久に敗れ，翌 2005年
の 3市町合併（旧古河市，総和町，三和町）に伴
う古河市長選挙にも出馬したが同じく白戸の後塵
を拝した。その後 2008年には茨城県議会議員選
挙古河市選挙区に民主党から立候補して当選，県
議会議員を 1期途中まで務めた。2012年 12月に
白戸市長の辞職に伴う古河市長選挙に無所属で立
候補し，白戸前市長との一騎打ちを制した4。も
ともと保守地盤の総和町で，改革志向の強い菅谷
町長は就任当初から少数与党での議会運営を強い
られていた。議会は地方自治法 100条に基づく委
員会を菅谷町政の 8年間に 2度も設置するなど，
厳しく対立しており町政運営は時に困難に直面し
ていたようである。
次に，本稿の検討事例である通年制の目的を確

認しておく（A氏インタビュー，及び教委会議録
より）。総和町で導入が目指された通年制には二
つの目的があったとされている。一つは学期制を
撤廃して，始業式，終業式など学校行事を削減し，
年 20時間程の授業時間を確保することである。
そして，もう一つは成績評価方法の見直しである。
成績を通常の 1学期，2学期などの期末にだけ評
価するのではなく，各教科の各単元終了時に児童
の学習理解を「学習カード」に評価する。その上

で学習カードを累積して成績評価のバインダーを
作成することとした。このように通年制はその名
称から連想される通り，2学期制よりもさらに学
期区分をまとめた「1学期制」としての運用を想
定していた。なお高校入試に中学校 3年生 2学期
の成績が利用されるため，通年制は小学校のみを
対象とした。
通年制導入の契機は，菅谷町長が 2003年に公
立学校の学力向上策を検討するよう教育委員会事
務局に要望したことである（A氏インタビューよ
り）。要望を受けた A氏ら教育委員会事務局は，
成績評価方法の改善と，学期制の見直しを結びつ
けて通年制を立案した。教育委員会事務局が首長
からは学力向上策の要望を受けながら，学期制見
直しを検討したことにはいくつかの背景があっ
た。教育委員会会議録や，地元紙では 2002年度
より成績評価が個人の達成度に基づいた絶対評価
となり学期毎の評価の意義が薄れたこと，週 5日
制の完全実施に伴って授業時間の確保が困難に
なっていたことが指摘されている（総和町教育委
員会 2004.1.7，茨城新聞 2004.2.15）。
また，同時期に旧古河市で 2学期制を導入する

など周辺自治体の動向があったことも背景にはあ
るという（A氏インタビューより）。ではなぜ周
辺自治体と同じ 2学期制ではなく，通年制が立案
されたのだろうか。そこには，首長の学力向上策
の要望よりも学期制改革の議論が先行して進んで
いた実態があった。教育委員会では町長から要望
を受ける以前から学期制改革に取り組む先進自治
体を視察していた。その中で訪れたある自治体で
A氏は「（児童は）9月の末から 10月　─中略（の
学期の切り替わりで，子どもたちは）学期が変わっ

表 2　インタビュー調査概要

協力者 菅谷憲一郎元総和町長
（現古河市長）

A氏
（現古河市教委職員）

日程 2012年
1月 19日

2013年
1月 27日

2012年
11月 6日

場所 菅谷氏自宅 電話 当時勤務校

内容 政策形成の概要と自身の関与
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たということを意識していますか」と担当者に尋
ね，「子ども達にその意識はありません」（いずれ
も A氏インタビューより。括弧内引用者）とい
う回答を得ていた。このことで A氏は 2学期制
は生活上の区切りにならず意味がないと感じたと
いう。そこで，学期制改革として，また首長の学
力向上策にも応えるものとして提案されたのが通
年制だった。単元毎に成績評価を「フィードバッ
ク」（A氏インタビューより）することを通じて，
子どもたちの学習意欲と学力の向上を目指してい
たという。そして通年制は特別の予算措置を伴わ
ず，費用はバインダーの購入費程度しか必要とし
ない無予算の政策だった5。この通年制の無予算
という性質が，後に議会の関与方法を決定づける
要因となっていく。
次に通年制が導入失敗に至った経過を見る。通

年制が総和町教育委員会会議に初めて提案された
のは 2004年 1月 7日である。教育委員会事務局
では同年 4月からの導入を目指しており，提案時
期が遅かったことは否めない。その後 2月 4日の
教育委員会定例会において実施の方針を一旦は決
定したが，2月 14，15日に新聞紙上で報道され
ると状況は一変する。3月 5日の町議会全員協議
会，3月 6～8日の保護者説明会（教育委員会主催）
などで議論の性急さが批判され，これが町内世論
となって形成されていった。中でも，一部の保護
者は通年制反対の署名活動を展開し 1,000筆あま
りが集められていたという（総和町議会
2004b.3.19 : 17-18）。そして，3月 11日には町内
全小学校 PTA会長が請願者に名を連ねた「町内
小学校への通年制導入の廃止を求める請願」（以
下，廃止請願という）が議会に提出されている。
その後，議会も「早急な小学校への通年制導入に
対する反対決議」を決議6し（3月 15日）反対姿
勢を鮮明にした。
通年制をめぐって議論が紛糾する中，教育委員

会は 3月 11日の定例会で必要な学校管理規則の
改定を決議し，各学校において教員対象の説明会
を開くなど，4月からの導入に向けて準備を進め
ていった。しかし，教育委員会は保護者，教職員

組合7などからの反発に抗しきれず，新年度まで
あと 5日と迫った 3月 26日の臨時会において通
年制を撤回した。教育委員会会議の挙手採決では
教育委員長，教育長以外の 3名の委員が通年制撤
回に賛成した。そして，3月末には一連の混乱の
責任を取り，教育委員長，教育長が辞表を提出す
る事態となってしまったのである（表 3）。
次にこの通年制をめぐる教育委員会，議会の対
応について見ていこう。もちろん先行研究が示し
てきたように，首長が教育政策過程において重要
な存在であることはいうまでもない。しかし本事
例は，首長・議会・教育委員会が複雑に関与した
事例であり，論点を簡潔に整理するため，議会・
教育委員会の視点から分析し，首長については議
会・教育委員会との関係において論じていくこと
とする。
まず，教育委員会の政策形成，会議での審議過

程に関して 2点検討する。1点目は政策目的の変
化である。教育委員会事務局で政策形成の中心と
なった A氏は，単元ごとの成績評価を徹底する
ため通年制を立案した。A氏をはじめ教育委員会
事務局にとって学期制廃止・授業時間の確保はむ
しろ付加的要素であり，単元の終了時にその都度，
成績評価を手渡すことこそ通年制導入の主眼で
あったという（A氏インタビューより）。そのため，
教育委員会事務局にとって政策の名称は重要では
なかったようで，通年制という学期制改革を象徴
する名称も菅谷町長が付けたものであったという
（A氏インタビューより）。菅谷町長から学力向上
策を要望された教育委員会では，学期制の見直し
と結合し最終的に通年制を立案したのである。

2点目は教育政策の導入プロセスに対する教育
委員の反発である。前述の通り，教育委員会に通
年制の議題が初めて提案されたのは 2004年 1月 7

日の定例会であった。教育長は2月定例会の席上「3

年前から教務主任会や，教頭会では私は話題に出
してきました」（総和町教育委員会 2004.2.4）と
述べているものの，委員会での審議期間があまり
に短く，性急との指摘は当然だったというほかな
い。さらに，この点に関しては菅谷町長から示唆
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に富む指摘を得ている。それによると教育長との
意思疎通がうまくゆかず，町長自身は 2003年末
まで「教育委員・学校へ周知されていないこと」
を把握できていなかったという8。そして，菅谷
町長と教育長との意思疎通の不足は，提案日程，
政策過程にも影響を与えた。菅谷町長によれば
（2013年 1月 27日電話調査），議会，PTA等の反
対が鮮明になった時期（3月上旬頃）に町幹部職
員同席の上，町長室に教育長を呼んだ。そして，
2004年度からの導入を断念するよう要請したが，
教育長は 4月から導入に強い意志を持っており
「トップダウンでやりますから。大丈夫です」と
譲らなかったという。その後教育長の言葉通り

「トップダウン」で進める方向に推移したが，後
述するように結果的には十分な審議，準備期間を
経ずにトップダウンで導入しようとしたことが，
失敗に至る原因となってしまった。
さらに，教育長を呼び出したのと同じ時期に，
教育長を除いた A氏など教育委員会事務局職員
が，菅谷町長との協議の場を持てていなかったこ
とも意思疎通を難しくしたと考えられる。A氏に
よれば，政策立案を中心的に担った A氏ほか（教
育長を除いた）教育委員会事務局職員は，次第に
菅谷町長と直接話すことができなくなり，協議は
菅谷町長と教育長の 2者で行なわれるようになっ
ていったという9。菅谷町長が学力向上策を要望

表 3　通年制導入をめぐる教育委員会・議会の議論経過

月 日 教育委員会 議会

1

7 教育委員会定例会 通年制報告。検討委員会設置。

15 第 1回検討委員会
校長，教頭，教務主任，PTA各 2名。

22 第 2回検討委員会

2
4 教育委員会定例会 議論の末，4月からの実施を決定。

14，15 読売新聞（14日），茨城新聞（15日）が通年制導入を報じる。

3

5 全員協議会 資料なし

6～8 保護者対象説明会 議論が性急との意見。

11 教育委員会定例会 学校管理規則改定。 廃止請願提出 通年制廃止を求める請願

15 反対決議

17 定例会開会 施政方針
通年制導入表明

18～23 教員向け説明会 全小学校を回り開催

19 文教委員会

25 一般質問 多くの議員が通年制につ
いて質問26 臨時教育委員会 学校管理規則を再改定 一般質問

27 教育委員長辞表 町長慰留

29 文教委員会 廃止請願採択

31 教育長辞表 町長慰留

4
5 教育委員長・教育長の辞表受理

7 臨時教育委員会 教育委員長・教育長辞任に同意

出典 :   総和町議会会議録（総和町議会 2004a），総和町議会文教委員会会議録（総和町議会 2004b），教育委員会
会議録（総和町教育委員会 2004）に基づき筆者作成。
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してから通年制構想が頓挫するまでのあいだ，当
初から菅谷町長と教育委員会事務局の間の意思疎
通は，（後に述べるように，教育政策への配慮も
あって）十分でなく，その後教育長と教育委員会
事務局職員の意思疎通も不十分になっていった。
また，この過程で教育委員は議論の外縁に置か

れていたということも確認しておくべきだろう。
教育委員会会議に通年制が報告された 2004年 1

月 7日まで，教育委員は通年制が検討されている
ことを知らされていなかった。こうした菅谷町長，
教育委員，教育長，教育委員会事務局の関係各者
の間で意思疎通が不十分であったことが，通年制
構想が頓挫する一つの要因であったことは指摘し
ておかなければならない。
以上の検討から，首長と教育委員会事務局の関

係を整理したい。まず，菅谷町長が政策の起点と
なって学力向上策の検討を要望し，教育委員会事
務局はそれを学期制の見直しと結びつけ通年制を
立案した。これは村上（2011）が指摘したように，
首長部局からの教育行政の独立性が際立って高く
ないことを示しているように見える。しかし，菅
谷町長は通年制の教育的専門性，教育行政の独立
性に配慮し直接的な関与は控えていたという10。
当事者達にその認識はなかったにせよ，公選アク
ターの関与に対し教育委員会の存在が緩衝材とな
り，ビルトインスタビライザーの役割を実際に果
たした事例といえるだろう。しかし，結果的には
教育委員会がビルトインスタビライザーとなった
ために，本事例においては町政が混乱してしまっ
た。また，首長を本人，教育委員会事務局を代理
人とする本人・代理人論を採れば，首長の要望と
は異なる政策が立案されたこと，首長の要請にも
かかわらず政策が撤回されず半ば強引に進められ
たこと，などはエージェンシー・スラック11と見
なすことができる。しかし，この指摘には慎重に
ならなければならない。なぜなら何より菅谷町長
自身に「教育にあまり政治は口を出すものじゃな
い」（菅谷町長インタビュー 2012年 1月 19日）
との認識があり，地方教育行政法制通り自身を教
育政策を担う「本人」とは認識していなかったと

考えられるからである。
次に議会の関与について検討する。ここでは，

PTAが請願者となって議会に提出した廃止請願
と，本会議一般質問，文教委員会での審議過程に
注目しよう。「町内小学校への通年制導入の廃止
を求める請願」という名称で提出された廃止請願
は文教委員会を経て本会議で採択された。しかし
採択は 3月 29日で，教育委員会が通年制導入を
断念（3月 26日）したよりも後であったため，
採択自体は実質的な効果を持っていない。しかし，
それでもこの廃止請願に大きな意味を見いだすの
には以下の理由がある。

1点目は請願者に町内小学校 10校の全ての
PTA会長が名を連ねており，町内 PTAの総意を
表していたと考えられるからである。これは町内
PTAが一致して通年制に反対していたことを示
している。それらは教育委員らの知るところとな
り12，教育委員会は一度可決した学校管理規則の
改定を元に戻して通年制を撤回した（総和町教育
委員会 2004.3.26）。2点目は，請願は憲法 16条
に保障される国民の権利であり，地方自治体にお
ける方法を規定した地方自治法（124条）では，
議員の紹介を必要とするとされていることであ
る。通年制の議論における議会の関与方法を検討
する本稿にとって，議員の紹介を要するというこ
とは重要な意味を持っている。廃止請願が提出さ
れれば通年制のような無予算の政策であっても，
審議事項として文教委員会に回付できる。文教委
員会は教育政策を専門的に議論する場であり，本
会議でも委員長報告の通り議決されることが多
い。委員会審議は本会議の一般質問とは異なり，
質問方法，回数の制限がないため自由に発言・検
討が可能であり，政策についての議論を深めるこ
とができる。
ただし注意しておきたいのが，その場合も議会
は無予算の教育政策について「拒否する権限」ま
では持ち得ないということである。議会が反対決
議や廃止請願採択で反対姿勢を示しても，教育委
員会は議会を無視した決定が制度上は可能であ
る。しかし，本件における廃止請願の効果は議会，
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特に文教委員会での審議を可能としたのみなら
ず，教育委員個人に対する心理的影響も大きかっ
たと考えられる。実際に通年制撤回を決議した 3

月 26日の教育委員会会議には，傍聴者が 24名13

参集し審議の行方を見守った（総和町教育委員会
2004.3.26）。この結果 3月 11日の教育委員会で
一旦は導入が決議された通年制は，新年度まであ
と 5日というところで撤回されたのである。
次に議会審議では一般質問と文教委員会での議

論に注目する。通年制は菅谷町長が推進する教育
政策であったため，議会でも活発な議論の的と
なった。3月 17日に開会した平成 16年第 1回定
例会は，菅谷町長が施政方針で通年制導入を目指
すと演説した後，一般質問，文教委員会を中心に
議論されている。
一般質問は文字通り町政全般に関する質問が可

能で教育政策も例外ではない。教育政策に関して
は，通常，答弁者として教育長他の教育委員会事
務局職員が出席する。この 3月 25日，26日に行
われた一般質問では質問に立った計 7/10人の議
員が通年制について質問している（総和町議会
2004a.3.25及び 2004a.3.26）。なおこの平成 16年
第 1回定例会では大きな議題として他に市町合併
が議論されており 5/10人の議員が取り上げてい
る。一般質問で取り上げた人数を見ても通年制は
議題として他の議題と同じか，それ以上に重要と

考えられていたといえるだろう。一般質問では多
様な視点から通年制の問題点が指摘された（図
1）。この図からも明らかな通り，教育委員会会議
に提案する時期などを集計した「プロセス」に関
しては全ての質問者14が触れており，最も議会の
反発を招いたのは政策形成のプロセスであったこ
とが窺われる。また 3月 26日には議員の指名で
教育委員長が答弁に立ち，政策形成のプロセスが
質された。
次に，文教委員会での議論について検討する。
文教委員会は廃止請願の提出を受けて 3月 19日，
29日にその扱いを協議した。3月 29日に採択さ
れた廃止請願自体が影響を及ぼしたわけではない
が，この請願が提出されたことで無予算の政策を
文教委員会に付託できたことは先に述べてきたと
おりである。廃止請願の提出がなければ議会は一
般質問での議論を提起できるにとどまり，原則 3

回までという一般質問の規則（総和町議会会議規
則 55条）や，他の政策領域と一括して質問15し
なければならないといった一般質問の性質によ
り，委員会審議よりも多くの制約を伴う。
以上のように議会は本会議の一般質問と文教委
員会を舞台に活発に議論した。ただし，ここで留
意すべきなのは，議会は反対決議や廃止請願採択
によって反対意見を表明することができたとして
も，無予算政策について完全な拒否権を持ち得な

図 1　総和町議会一般質問の経過（単位は回）
出典 : 総和町議会議事録（2004a.3.25及び 2004a.3.26）をもとに筆者作成。
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いということである。このことは，議会が教育政
策に関与する方法を分ける決定的要因であると考
えられる。

4.　考察とまとめ

これまで，教育委員会及び議会における議論の
経過を検討してきた。菅谷町長が要望した学力向
上策は学期制の見直しと結合し，通年制というや
や異質な政策に立案された。そして，教育委員会
にはじめて議案として提出されるのが，実施年
（2004年）の 1月にずれ込むなど，審議期間が十
分でなかったため町内世論から大きな反発を受け
た。ここでは本事例から無予算の教育政策がた
どった政治過程を考察していく。
まず，首長が提案した教育政策が議会との対立

を引き起こすか否かは，第 1に議会の与野党の構
成と関わっている。菅谷町長は 2期 8年の任期中，
常に少数与党での議会運営を強いられ，議会から
反発を受け続けていた。この単独の事例研究では
気づきにくいが，議会が与党多数で占められてい
れば，通年制導入は全く異なる政治過程を経た可
能性が高い。総和町では拙稿（2014）でも示した
とおり，教育政策をめぐって議会の反発を招いた
TT政策の事例があり，首長と議会の関係は自治
体内の政治過程を決定づける要因である。
第 2に予算を伴う教育政策だけでなく無予算の

教育政策でさえも，状況によっては政治過程に上
り，教育委員会の権限を実質的に縛る結果となり
得るということである。インタビューにおいて A

氏が「これは教育行政ですから，議会がとやかく
言える内容ではありません」と述べていたように，
学校管理規則の改定のみに留まる通年制は教育委
員会の権限に属する政策課題だったはずである。
しかし，廃止請願が提出されたことで議会の審議
過程に上っただけではなく，町内世論の反発を招
き，教育委員会の最終決定を大きく左右したと考
えられる。
第 3に，本事例においては多様な公選アクター

が政治過程に関与することで合意形成が難しくな
り，政策の柔軟性が損なわれた可能性があるとい

うことである。政策の起案者であり，推進役でも
あった菅谷町長は学力向上策を教育委員会に要望
し，それが教育委員会事務局によって通年制とし
て立案された。指摘してきたように，菅谷町長は
提出された通年制について教育の専門性に配慮
し，政策の内容には直接関与しなかった。
一方，議会も通年制については反対意見が大半
を占めていたが，通年制の内容を修正する提案は
終ぞ出されなかった。議会にとっては通年制の（修
正ではなく）廃案こそが主たる目標になってし
まったのではないだろうか。もっとも，議会には
通年制政策を修正する権限も政策立案の能力もな
かったと考えられる。請願によって委員会審議を
経ることができるようになったとしても，学校管
理規則の改定についてまで議会が関与することは
難しいからである。
さらに他方で，議会審議で批判を浴びても教育
長は通年制を 4月から導入することを譲らなかっ
た。そしてその背景には菅谷町長・教育長・教育
委員会事務局それぞれの間の意思疎通が不十分
だった可能性があることを指摘した。
このように，首長は教育の専門性に対する配慮
によって，議会は権限と能力の欠如によって，教
育長・教育委員会事務局は首長との意思疎通の不
足によって，それぞれに自縄自縛の状態に陥り政
策内容を修正できなくなっていった。通年制政策
は政治的な背景をもった公選アクターが多数関与
する中で，それぞれが自説を主張する展開となっ
た。結果として各アクターは互いに譲歩すること
なく政策導入・政策内容の硬直化につながったと
考えられる。つまり，意志決定に関与し正当に自
説を主張できるアクターが増えたため，個々のア
クターはかえって「引くに引けない」状況に陥っ
てしまったと考えられる。
第 4にこれまで述べてきたこととの関連で教育
委員会が果たすべき役割に着目すると，この政治
過程において教育委員会が役割を果たせるのは，
それでも無予算の政策ではないかということであ
る。通年制は無予算だったからこそ，議会は直接
審議を行う機会を持てなかった。予算付けを伴う
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政策では，予算を全く付けないという実質的な拒
否権すらも議会は確保できる。もちろん，この場
合も教育委員会は教育委員会会議の議決によって
拒否権を持つといえるが，議会に拒否権がない場
合に比べて権限は相対的に小さくなるだろう。本
事例が示すように無予算の教育政策ですら教育委
員会の権限は，実質的に縛られ公選アクターの関
与を招く場合があるが，予算がある場合に比べれ
ば，教育委員会の権限は相対的に大きくなるとい
えるのではないだろうか。つまり，無予算という
性質により公選アクター（特に本事例では議会）
の影響力は減殺されたと考えられるのである。
ただし，この点は公選アクターの影響力がどの

程度減殺されているのか，あるいは無予算という
性質，教育政策として専門性が高いという性質，
どの性質が最も議会の影響力を削いだといえるの
か，など単一事例の研究では実証できない問題を
はらんでいる。限られた事例から知見を性急に得
ようとせず，ここでは可能性の指摘に留めておき
たい。
さて，最後に無予算の教育政策において議会は

教育政策に関与することが可能か，可能であると
すればどのような方法によってかという本稿の目
的に沿って考察を整理しておきたい。端的に言っ
て，議会は無予算の教育政策についても関与する
ことが可能であり，廃止請願のように議会審議の
対象とする手段を確保していると結論づけられる
だろう。
そして，地方自治の制度としては，地方分権改

革で議会が教育行政に関わる制度が整備されたの
ではないことも確認しておきたい。本事例は廃止
請願を含め，あくまでも地方分権改革以前からの
地方自治の制度内で公選アクターが教育政策へ関
与したものである。これは教育行政の政治的中立
性が制度原理として存在する一方で，公選アク
ターの関与する手段が従来から地方自治に組み込
まれていたことを示している。近年，一部の目立っ
た首長によって教育（行政）の政治的中立性の原
理は再び注目され，ともすれば急に政治家が教育
に関わるようになったと錯覚しがちである。しか

し，本事例が示したように首長だけでなく議会に
も，従前から教育政策に関与する手段が存在して
いる。地方分権改革によって自治体内の総合行政
化が進み（金井 2007），公選アクターが教育政策
に関心を持つようになったとは言えるだろうが，
法制度上は地方分権改革と関係なく議会の関与の
仕組みは存在していたとみるべきであろう。
本稿では首長と対立的な関係にある中で，首長
が推進した教育政策に議会が関与した事例に着目
した。そして通年制という無予算の教育政策で
あっても，議会の関与を可能とする制度的な仕組
みが存在することを指摘した。本事例において議
会は予算審議という拒否権を行使する場を確保で
きていなかったが，廃止請願が議会での詳細な審
議を可能とした。このように予算の有無は，議会
の教育政策に対する関与の「方法」を決定づけた
と考えられる。通年制のように予算審議がないう
え，教育課程の編成にも深く関わる政策に対して
も議会が関与する手段が存在するとすれば，実質
的には全ての教育政策が議会審議の対象となり得
るということになるだろう。
事例研究の限界として過度な一般化は控えるべ
きであり，その意味でも総和町の政治状況には留
意しなければならない。ただし総和町議会の対抗
策は憲法 16条，地方自治法 124条に基づく請願
をはじめ，どの市町村議会でも可能なものばかり
である。総和町の特殊な政治環境が背景にあるこ
とは間違いないものの，議会が強力に対抗しよう
とすれば全ての市町村議会が執りうる手段だった
ことは注目されてよい。
教育政策に対して議会が関与する方法が広く存
在しているとすれば，教育（行政）の政治的中立
性の原理から問題があるとする指摘は当然予想さ
れる。しかし，議会議員も教育政策に関与する手
段を持っているのであれば，2014年の地方教育
行政法の改正で首長の教育政策への関与が強まる
と批判される中で，議会が監視役としての機能を
果たしうる（果たさなければならない）とも言え
るだろう。
最後に本稿の検討において残された課題とし
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て，総和町内における他の政策領域，及び予算付
けのある教育政策との比較が重要になることを記
しておきたい。菅谷町長は就任以来 2期 8年の任
期を通じて，常に少数与党での議会運営を強いら
れていたため，議会運営の困難は教育領域に限っ
たものではない。このため，他の政策領域，ある
いは TT政策のような予算を伴う施策との比較に
よって，本事例を相対化することができる。予算
の有無，教育政策としての専門性の有無（強弱）
などの変数を統制した事例研究の蓄積にも取り組
んでいきたい。
［付記 1］インタビューにご協力いただいた菅
谷憲一郎元町長，元総和町教育委員会職員 A氏，
資料収集にご協力いただいた古河市教育委員会，
古河市議会事務局の皆様に記して御礼申し上げま
す。
［付記 2］本稿は JSPS科研費「市町村教育政策
の形成過程におけるガバナンスと政策決定の影響
力に関する研究」（若手研究 B，25780493，研究
代表 : 阿内春生）の研究成果の一部である。

注
　1　実際に拙稿（2014）では予算審議を通じて，首長提

案の TT政策を大幅に減額したり，政策の拡大を拒
否したりする事例について検討した。

　2　文部科学省 website（http://www.mext.go.jp/a_menu/

shotou/new-cs/1263169.htm）（2015.3.18閲覧）。なお，
2004年調査時点の 3学期制以外の導入状況として 2

学期制をとる学校が 9.4%（小学校），10.4%（中学校），
それ以外の学期区分をとる学校が 0.1%（小学校），
0.2%（中学校）とされている。

　3　総務省統計局地域別統計データベースより入手し
た。

　　（http://www.e-stat.go.jp/SG1/chiiki/CommunityProfile 

TopDispatchAction.do?code=2）（2015.3.17閲覧） 
　4　市の文化施設建設をめぐる反対運動で，白戸市長の

リコールを求める署名が有権者の 3分の 1を超えた。
これを市長が重くみて 2012年 11月 16日に辞職した。
市長選は 12月 16日に執行された。

　5　実際，2004年度予算には通年制のための費用は計上
されていない。バインダーは教育委員会の消耗品費
から出す予定であった（A氏インタビューより）。

　6　議会が行う決議に法的な拘束力はないが，政治的効
果を狙い対外的に議会の意思を表明するものである。

また，法的根拠がないため，全ての市町村議会が様々
な政策についてとりうる手段である。市町村議会の
核実験反対決議などもこの種のものである。

　7　A氏インタビューより。教職員組合も教育長に口頭
で陳情を行うなど，4月からの導入に反対していた。

　8　菅谷町長インタビュー（2012年 1月 19日）より。
年末に教育委員会職員と同席した際，「実はこれ（通
年制 : 引用者注），まだ下に降りていないんです。校
長会も教頭会も知らないんです」と聞き驚いたとい
う。

　9　A氏インタビューより。「途中から，私（A氏）と議
論をしなくなりましたので。途中からは教育長さん
としか議論しなくなって」いったという。

 10　菅谷町長インタビュー（2012年 1月 19日）より。「私
も教育にあまり政治は口を出すものじゃないと思っ
たので，じゃあやりましょうと，方向だけ（でも :

引用者補足）自分の思いが通じればと思ったので」
と述べている。もちろん実質的に政策導入の起点と
なったのは菅谷町長であり，それが教育行政への介
入であるという批判は成り立つだろう。

 11　本人・代理人論（プリンシパル・エージェント理論
とも）において，「本人の期待と代理人の行動によっ
て生じる結果との差によって生じる-（中略）ギャッ
プ」（真渕 2000 : 265）のことである。

 12　常陽新聞（2004.5.26）「総和町『幻の通年制』」にも
教育委員に町内保護者の批判が伝わっていた様子が
記されている。

 13　2004年の「教育委員会の現状に関する調査」（文部
科学省 website http://www.mext.go.jp/a_menu/chihou/ 

06020807.htm#004_2）（2015.3.17閲覧）によれば，
市町村（政令市を除く）教育委員会の 84.2%が傍聴
者が 2004年の間で延べ 0人であり，総和町と同規模
（3万人以上 5万人未満）の市町村では 81.4%が 0人
とされている。

 14　1名（3月 25日）は通年制反対の要望を述べただけ
であり，集計から除外した。

 15　「一括質疑方式」という。「一括質疑方式」は議員毎
に質問を全て一度に述べ，答弁者が一度に答える方
式である。他の代表的な方式として質問一つ一つに
その都度答える「一問一答方式」などが挙げられる（全
国町村議会議長会［編］2012 : 137-139）。質問方式
と質問回数等の規定は各議会が会議規則で定める。
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A Policy Process of Original School Term Reform in the Municipal 

Assembly : A Case Study of the Process in “All Year Term System” 

in Former Sowa Town, Ibaraki Pref.

AUCHI Haruo

The purpose of this paper is showing how the municipal assembly involves a Non-budgeting education 

policy.　This paper pays its attention to the example “the all-year term system” of Ibaraki Pref. former Sowa 

town. The all-year term system is a project which puts into practice the grade evaluation for every learning 

unit while it abolishes the three-term system and plus school hours. Since this project is non-budget policy, it 

can change only by revision of a board of education rule.　Therefore, it is thought that it is an exclusive right 

matter of the board of education essentially. 

Because of the mayor led making policy, town assembly was opposed to this policy.　So this policy pro-

cess ended in failure.　From this consideration, I concluded the following four points as environment which 

surrounds the education policy of a non-budget policy. 

1.　Since mayor has minority government in town assembly, it has been involved in political argument.　
If mayor had major government, the policy process would be completely different.

2.　Even if the educational policy is of a non-budget, it might be taken up to a political process depending 

on a situation. 

3.　If many actors having democratic legitimacy participate in a policy process, it becomes difficult to 

reach an agreement and to change the contents of a policy. 

4.　However, the board of education can play very main role in the process of policy which has education-

ally highly profession and non-budget. 


