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県費負担教職員制度の補完としての 
市町村費負担教員任用

─市町村教育委員会調査に基づいて─

阿　内　春　生

はじめに・課題設定

本稿は教職員任用の制度として定着し，市町村
（東京都特別区を含む。以下同じ）間の教職員配
置上の不均衡を是正してきた県費負担教職員制度
の制度的補完としての市町村費負担教職員任用の
可能性を論じるものである。市町村教育委員会に
対して行った質問紙調査に基づいて，市町村費で
教員を任用する要因や，任用している地方自治体
の特徴を明らかにしたい。
戦後教育改革の中で改めて制度化された県費負

担教職員制度は，地方教育行政の組織及び運営に
関する法律（以下，地方教育行政法）37条1），市
町村立学校職員給与負担法（以下，給与負担法），
義務教育費国庫負担法などの関連法令によって形
作られ，市町村立義務教育学校（以下，公立小中
学校）の教職員の任命権を都道府県教育委員会が
行使し，その給与は都道府県が負担する（1/3国
庫負担）という制度をとっている。この制度は「給
与水準の確保と一定水準の教職員の確保を図り，
教育水準の維持向上を図る」こと，「教職員の適
正配置と人事交流を図る」（いずれも文部科学省

2008）ことを目的としている。この県費負担教職
員制度を前提として，公立小中学校の教職員人事
政策は行われ，特に義務教育における一定水準の
確保に大きな役割をはたしてきた。

1990年代に入ると地方分権改革の中で，教職
員人事政策にもその波が押し寄せた。1999年に
成立し，2000年に（関係部分について）施行さ
れ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（以下，地方分権一括法）によっ
て，市町村教育委員会が実施する学級編制につい
て都道府県教育委員会が保持していた認可権が，
事前協議を前提とする同意権へと改められた2）。
この制度改革により学級編制について，市町村教
育委員会の裁量が大きくなり，少人数の学級編制
などより柔軟な対応が可能となることが期待され
た。一方で，少人数学級にせよ，ティームティー
チング（以下，TT）にせよ，教師一人当たり児
童生徒数（以下，PT比）の引き下げには，教員
定数の増加が必要となる。市町村教育委員会の裁
量によって，少人数学級編制を含む PT比引き下
げの施策が可能となっても，給与負担法（旧 1条，
2条）の規定により市町村教育委員会が独自の教

本研究の目的は市町村費負担教職員の任用を進める自治体がどのような自治体であり，何がその規定要
因となっているかを明らかにすることである。本研究では，この目的のためすべての市町村教育委員会に
対するアンケート調査を実施した。アンケート調査は 2013年 1月に実施し，回収数は 470通，回収率は
27.0%であった。このアンケート調査と，公的統計のデータを組み合わせた分析の結果，以下のことが明
らかになった。市町村費負担教職員を任用する自治体とそうでない自治体の特徴をいくつかの指標から見
出すことができた。一方でロジスティック回帰分析では，PT比のみが統計的に有意な指標であった。
このことから，アンケート調査に盛り込まれた指標，および公的統計に示される指標以外の要因が大き

く影響している可能性が示唆された。
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員を任用することはできないとされてきた。この
ことから 2003年には構造改革特別区域法に定め
る特区制度を利用して，徳島県海部町などが給与
負担法の規定を除外する特例を受けて市町村立教
職員の任用がなされた。この特区による試行は
2006年に給与負担法の改正へと結びつき，2006

年度以降はすべての市町村において独自の教員任
用が可能となっている。
このような経緯をたどって，制度化された市町

村費負担教職員の任用は 2010年度に 83市町村，
小中学校を合わせて 937名が任用されていた（文
部科学省 2011）。しかし，この資料においてもど
のような目的で市町村費負担教員が任用されてい
るかについて明らかではない。また，拙稿（阿内
2014a）にて報告したように，『学校基本調査報告
書』には，2006年に市町村費負担教職員任用が
制度化される以前から，「市町村支弁の教員」が「職
員数（本務者）」の中で調査されており 2006年時
点で，小中学校を合わせて 2,190名が任用されて
いた3）（文部科学省 2006）。しかし，市町村費負
担教員のすべてをこの「市町村支弁の教員」が表
していると考えることはできず，包括的な状況把
握は難しい（阿内 2014a）。また，常勤の教員を
任用せずとも，非常勤の教員は多く市町村費に
よって任用されてきたと考えられ，非常勤教員を
含めて一部の市町村では実質的に教員任用がなさ
れてきたと考えられる（この点に関して阿内
2009, 2010, 2014b）。
本稿では，以上のような状況に鑑みて行った市

町村を対象とする教員任用の実態調査によるデー
タを提示し，市町村費により教員任用を進めてき
た地方自治体の特徴や，教員を任用する要因につ
いて論じる。

1.　先行研究

市町村費の教員任用についての先行研究は十分
ではなく，任用状況，任用に至る過程，これらの
全体像を把握した研究は管見の限り見当たらな
い。また，筆者自身は市町村費の教員任用につい
て，時期的な問題，政治的な要素に注目をして研

究を進めてきており，その概括もしておきたい。
市町村費の教員任用については，1998年に長
野県小海町が新年度から導入することを決定しそ
のことを地元紙が報じたことから，国会の委員会
質疑にまで登場するという事例があった。この小
海町の事例については井深（2001），下村（2001）
などが詳しく述べているが，地方分権改革の中で
長野県教育委員会に差し止められたという視点に
基づいた分析となっており，教員任用の経緯への
着眼は十分ではない。また，同様の事例として佐
賀県旧北波多村を扱った文献（田嶋 1997）もあ
るが，小海町を扱った研究と同様の問題を抱えて
いる。市町村費負担教職員の制度化（＝給与負担
法の改正）の経緯については押田（2008）の研究
がある。また押田は磐田市の市費教員任用の事例
についてローカル・オプティマム（地域における
最適状態）の観点から分析しているが（押田
2009），市内での合意形成の議論をインタビュー
等によって記述したにとどまっている。
一方，前述の通り教員任用は学級編制と一体と
なっているため，地方分権改革の中での少人数学
級編制を分析した青木（2013）の研究も重要であ
る。青木は分権改革による市町村内での政治的バ
ランスの変化によって，少人数学級編制などの政
策をとりやすくなったことを明らかにした。ただ
し，この研究は少人数学級編制の政策を分析対象
としており，市町村費負担教職員の任用について
詳述した研究ではない。
また，教職員の人事を扱った近年の研究として
は川上（2013）の研究にも注目する必要がある。
川上は，義務教育学校，高等学校などの幅広い校
種を対象として，教職員の異動やキャリア，移動
のパターンなどを分析した。こうした実証研究は
教職員任用制度の核となる県費負担教職員制度の
実態を明らかにしている点で重要だが，やはり市
町村費負担の教職員任用に実証的知見を提供して
いるとは言えないだろう。
さて，筆者はこの市町村費負担教職員の任用に
ついて，財政的な負担が生じるという点に注目し，
市町村議会における議論に注目して議論を進めて
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きた（阿内 2014a, 2015a, 2016）。予算審議を必要
とする以上，市町村費負担教職員の任用について
議会審議を避けることは難しく首長と議会との対
立によって予算が減額されたり，拒否されたりす
る可能性があることが示唆された（阿内 2014b, 

2015b）。また，従来地方分権改革の成果としての
側面が注目されてきたが，遅くとも 1970年代に
は常勤教員を任用していた事例を確認しており
（阿内 2010），地方分権改革とは異なる文脈の起
源を持つことを指摘して，制度改革に先立つ事例
として「前史的事例」（後述）という分析の枠組
みを設定した（阿内 2013）。
本稿はこうした先行研究の蓄積と筆者自身のこ

れまでの実地調査の知見を踏まえて，全国の市町
村を対象に行った質問紙調査に基づくものであ
る。量的側面からこの市町村費負担教職員の任用
状況と，制度改革に先立つ事例の再検討の材料を
提供する。

2.　分　　　析

①　「前史的事例」の定義づけと研究課題の設定
調査を分析するにあたり，まず，市町村による

教員任用の形態を整理しておきたい（表 1）。拙
稿（2013）で時期区分の整理をしたように，市町
村費による教員任用は常勤の教員に限っても，法
令上認められていなかった時期からその事例がみ
られる。地方分権一括法の制定によって市町村教

育委員会による独自の学級編制が認められやすく
なった時期を「改革期」（2000年～2005年）とし，
それ以前を「前史期」（～2000年），それ以降を「現
在」（2006年～）という整理が可能である。本稿
においてもこの時期区分に沿って分析を進める
が，アンケート調査時点（2013年）ですでに，
10年以上が経過し担当者の異動など前史期の事
例の数量的な把握が困難であったことから，調査
項目としては当該年度（2012年度）の他，2005

年度以降の任用実態を把握するにとどめた。
アンケート調査は 2013年 1月に実施し，全市

町村（1739通）4）教育委員会教育長宛に郵送質問
紙法により配布し 470通が返送された（回収率
27.0%，無効 1通［教育長不在により回答不能と
するもの］）。
また，調査時点と統計データとの年度を合わせ
るために，調査以外から得た市町村の人口，教育
関連指標は『統計で見る市町村のすがた 2014』（総

表 1　費用・任用形態別時期区分

費
用

任用形態
（年度）

前史期
（～1999）

改革期
（2000～2005）

現在
（2006～）

市
町
村
費

常勤

正規教員
×

「前史的事例」
A

△
2003年～特区認定

B

○

C

臨時任用
×「同」

D

△同
E

○
F

非常勤
○
G

○
H

○
I

教員以外 ○ ○ ○

○ : 任用可　△ : 条件付　× : 任用不可

表 2　発送回収状況

発送数 有効回答

市 787 188 23.9%

区 23 　7 30.4%

町 744 217 29.2%

村 183  56 30.6%

計 1,737 468 26.9%
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務省統計局 2014），行政基盤の指標は同 2015年
版（総務省統計局 2015）によっている5）。同資料
掲載の各指標は人口等が 2010年国勢調査，行政
関係の指標が地方財政統計年報，市町村別決算状
況調，教育関係指標が学校基本調査にそれぞれ基
づいている。また，本稿の統計分析には IBM 

SPSS Statistics 21を用いた。

②　制度改正前後の市町村費教員任用の実態
まず，2006年に市町村費負担教職員が制度化
される前の時点において，市町村費により教員を
任用していた地方自治体がどのような性格を持つ
かをまとめておきたい。表 1で言えば「改革期」
における正規教員任用（B），同臨時任用（E），
同時期の非常勤（H）についてみてみる。調査期
間の 2005年～2013年度（2013年度は予定）ま
での間に常勤教員（B, C, E, F）を任用したこと
があると回答した地方自治体は 27.8%（n=452，
126自治体），2005年度に常勤教員（B, E）を任
用したと回答した地方自治体は 10.7%（n=401，
43自治体），制度改正後の 2006年度以降で常勤
教員（C, F）を任用したことがあると回答した地

方自治体は 27.8%（n=452，126自治体）であった。
改革期（2003～2005年度）に常勤教員を任用し
ていて，その後制度改正とともに任用をやめ，
2012年度まで 1人も市町村費で常勤教員を任用
しなかったとする回答はなかったため，通期の回
答と制度改正後の回答の値が一致している。
非常勤についてみると，調査期間の 2005～

2013年度までの間に非常勤教員を任用（H, I）し
ている地方自治体は 39.6%（n=446，177自治体），
2005年度に非常勤教員を任用（H）していたのは
17.8%（n=386，69自治体），2006年度以降に非
常勤教員を任用（I）していたのは 39.6%（n=446，
177自治体）となっている。
制度改革が行われていた時期に，国の制度改革
に先行して常勤教員を任用していた 43自治体に
ついて概要を示すと，これらの地方自治体のうち
市は 15，町 19，村 9となっており，政令市は含
まれない。2006年の平均人口は 47,905人，財政
力指数平均 0.60，小中学校の PT比は 12.67となっ
ている6）。北海道・東北地方 7，関東地方 4，中
部地方 16，近畿地方 5，中国四国地方 6，九州・
沖縄地方 4である。都道府県による偏りもあり，

図 1　市町村費教員の任用
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上位 4都道府県で 19を占める。

③　2012年度の市町村費の教員任用（C, F, I）
の実態とその背景要因

次に，調査時点の市町村費の教員任用の実態と
その背景要因について分析する。調査において，
任用されている教員が，正規任用7）であるか，臨
時任用8）であるかを尋ねたが無回答が多かったこ
と，データの信頼性に疑問があったことなどから，
正規教員と臨時任用の教員を区別せず，学校基本

調査の集計方法に倣い，一括して「常勤教員」と
して集計している。
まず，2012年度に県費負担教職員以外の教員，

または教員と同様に学校において児童生徒の教育
に携わるものをどの程度の市町村が任用している
かについて図 2に示した。53.1%（247自治体，
n=465）がこれらの教員を市町村費により任用し，
市町村費による常勤の教員を任用している地方自
治体は 28.1%であった（131自治体，人数無回答
の 1自治体を含む）。次に常勤教員，非常勤教員

28.2%

24.9%

53.1%46.9%

市町村費雇用あり

うち、常勤も

うち、非常勤のみ

市町村費雇用なし

n=465

図 3　目的別市町村費教員任用

図 2　市町村費による教員任用（2012年度）
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がどのような目的で任用されているかを図 3に示
した。割合は有効回答に占める当該理由で教員を
任用している地方自治体の数である。これを見る
と特別支援教育の対応や外国人児童生徒の対応な
どに非常勤教員が多く活用され，少人数学級編制
には常勤の教員が任用されていることが窺われ
る。
次に，どのような特徴を持った地方自治体が市

町村費によって教員を任用しているのかについ
て，諸要因を検証した。表 3, 4は市町村費による，
人口規模別常勤教員任用有無（表 3），人口規模
別常勤教員任用有無（表 4）をそれぞれクロス表

にまとめたものである。人口規模は 2010年国勢
調査に基づき 1～4の各段階に分割した9）。この
表では人口規模別常勤教員採用有無（表 3）のみ
が 5%水準で有意となっている。
続いて，財政との関係を財政力指数，実質公債
費率の関係でみると（図 4, 5），非常勤教員の任
用と財政力指数の関係だけが 5%水準で有意
（t=2.777, df=455, p<.05）となっており，財政力
指数の高い地方自治体のほうが非常勤教員を雇用
していると考えられるものの，常勤教員の任用に
ついては財政指標による差があるとは言えない結
果となった。
さらに，PT比 10）と市町村費教員の任用の関係

について調べた（図 6）。PT比は常勤教員を任用
している地方自治体では任用していない地方自治
体よりも低く（t=2.608, df=462, p<.05），非常勤
教員については任用している地方自治体の方が高
い（t=4.225, df=462, p<.001）ことがわかった。

表 3　人口規模別常勤教員任用有無＊

常勤
合計

なし あり

人
口
規
模
四
区
分

1
度数 81 51 132

% 61.4% 38.6% 100.0%

2
度数 96 31 127

% 75.6% 24.4% 100.0%

3
度数 78 26 104

% 75.0% 25.0% 100.0%

4
度数 79 22 101

% 78.2% 21.8% 100.0%

合計
度数 334 130 464

% 72.0% 28.0% 100.0%

χ2（3, n=464）=10.614, p<.05

表 4　人口規模別非常勤教員任用有無

　
非常勤

合計
なし あり

人
口
規
模
四
区
分

1
度数 93 39 132

% 70.5% 29.5% 100.0%

2
度数 76 51 127

% 59.8% 40.2% 100.0%

3
度数 64 40 104

% 61.5% 38.5% 100.0%

4
度数 56 45 101

% 55.4% 44.6% 100.0%

合計
度数 218 289 175

% 47.0% 62.3% 37.7%

χ2（3, n=464）=6.109, n.s.

*…p<.05、†…p<.1
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図 4　教員任用×財政力指数

表 5　人口区分別標本数

区分 1（8,827人未満） 133

区分 2（8,828人～25,498人） 128

区分 3（25,499人～65,819人） 105

区分 4（65,820人以上） 102
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次に，調査項目の Q12から「7就学援助を受け
る児童生徒が増加している」「8外国人児童生徒
が増加している」「9特別な支援を必要とする児
童生徒が増加している」の 3つの質問に関する問，
および僻地校の有無を尋ねた設問（Q16）から僻
地校の有無を変数化して，それぞれ市町村費教員
の任用有無と関係を調べた（表 6, 7［5%水準で
有意差があったもののみ掲出］）。この結果，僻地
校の有無，外国人児童生徒の増加の有無と非常勤

教員任用の関係について，有意な差がみられた。
最後にここまでで，市町村費の教員任用に関与
が示唆された指標（人口総数，財政力指数，PT比，
外国人児童生徒増加）11）を独立変数とし，市町村
費の教員任用の有無を従属変数としたロジス
ティック回帰分析を行った（表 8, 9）。なお，独
立変数間の相関は表 10に示すとおりである。こ
の分析結果からは，常勤教員の任用については，
PT比のみ，非常勤教員の任用については PT比
（と，外国人児童生徒増加の有無）のみが統計的
に有意という結果となり，人口規模や財政力指数
の影響を認めることはできなかった。また，この
分析のモデルの適合やオッズ比をみても，これら
のだけで市町村費の教員任用を説明することが難
しいと考えられる。
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図 6　教員任用×PT比

表 6　非常勤教員任用×僻地校有無**

非常勤
合計

なし あり

僻地校なし
度数 82 67 149

% 43.6% 62.6% 50.5%

僻地校あり
度数 106 40 146

% 56.4% 37.4% 49.5%

合計
度数 188 107 295

% 100.0% 100.0% 100.0%

χ2（1, n=295）=9.847, p<.01

表 7　非常勤教員任用×外国人児童生徒増加の有無*

非常勤
合計

なし あり

外国人増
なし

度数 196 92 288

% 69.3% 54.1% 63.6%

外国人増
あり

度数 87 78 165

% 30.7% 45.9% 36.4%

合計
度数 283 170 453

% 100.0% 100.0% 100.0%

χ2（1, n=453）=4.286, p<.05
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3.　考　　　察

報告者はこれまでの研究において事例研究を中
心として，市町村独自の教員任用を扱ってきた。
これまでに報告者が扱ってきた事例を表 1の分類
に従って整理しなおすと長野県小海町が（D, E），
旧 A町が（D, E, F），茨城県旧総和町（とその後
の古河市で H, I），大阪府箕面市が（F）である。
これらの事例は，いずれも市町村においても首長
や議会などの政治的権力を持ったアクターによっ
て，後ろ盾を得ている。教育予算であっても予算
の提出権は首長にあり，予算審議は議会において
行われる。ゆえに，首長や議会の反応によって教
育政策の成否が大きく左右すると考えられる。そ

もそも「予算だてが認められなかった」事例は，
公的な記録に残るものではないため実証は難しく
なるが，潜在的な暗数としては相当程度あるはず
である。こうした要因を質問紙調査に盛り込むこ
とができなかったことは，今後の課題として残さ
れた。
今回の調査では「Q9今後市町村独自の教員雇

用を促進するため，どのような対策が最も効果的
だとお考えでしょうか」（n=399）という問を設
けて市町村独自の教員任用について，阻害してい
る要因を尋ねた。その結果は表 11に示すとおり
で，70.9%が「国・都道府県の補助金の充実」と
答えており，補助金の整備によっては市町村費の
教員任用が進む可能性もある。しかし，義務教育

表 8　常勤教員のロジスティック回帰分析

回帰係数　 オッズ比 有意確率　

PT比 −0.59 0.93 *

定数 −0.259 0.772 ─

n 445

−2対数尤度 524.881

Nagelkerke 
R2乗 0.018

尤度比の
カイ 2乗検定 χ2値 5.47 有意確率 0.019

変数減少法ステップワイズ　*…p<.05

表 9　非常勤教員のロジスティック回帰分析

回帰係数 オッズ比 有意確率

PT比 0.090 1.094 **

外国人増加
の有無 0.388 1.474 †

n 445

−2 対数尤度 565.095

Nagelkerke 
R2 乗 0.068

尤度比の
カイ 2乗検定 χ2値 22.795 有意確率 0.000

変数減少法ステップワイズ　**…p<.01，†…p<.1

表 10　独立変数間の相関

人口総数 財政力指数 PT比 外国人増加

人口総数
係数 1 .167*** .397*** .213***

N 468 461 468 456

財政力指数
係数 1 .292** .188***

N 461 461 449

PT比
係数 1 .395***

N 468 456

外国人増加
係数 1

N 457

Pearsonの相関係数，***…p<.001
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の水準確保としての県費負担教職員制度の性格を
踏まえれば，その補完である市町村費負担教職員
の任用に補助金を支出することは容易ではないだ
ろう。
また，財政負担に関する意識については自由記

述12）において「小規模市町村の教委は，指導主
事などの専門職の配置が財政上困難である。国・
県の補助などの支援措置が求められる」（ID : 

1323），「TT加配や特別支援の加配による体制の
充実を国に望みたい」（ID : 1316），「教育の根幹
は国の責務，義務教育に要する費用について十分
な財政投入が必要。特に人事行政の基になる教職
員定数改善について法普びに振興計画に明記して
いただき，迅速に進めていただきたい」（ID : 

1298，原文ママ）といった，国や県の財政的な支
援に期待する回答がみられた。一方で，「小規模
な村であり，教職員を村費で雇用する経済的余裕
はなかなかないが，教育課題を解決するためには
そのための教職員の確保が必要である」（ID : 

1286），「自前の教員を確保したい希望はあるが，
財政面，学校数（異動が不可）などの条件から儘
ならないのが現実である」（ID : 1237）など，意
欲はあるとしながら難しい原因に財政的な問題を
掲げる回答も見られた。地方自治体の独自政策を
後押しするという意味では，こうした意欲はある
が財源がないとする自治体に対して，目的を限定
しない県費加配を充実させることで市町村独自の
教員配置や特色ある教育活動を引き出す可能性が
あるだろう。

また，筆者のこれまでの研究と本調査のまとめ
とを考え合わせると，今回の調査結果について，
次のような解釈が可能であろう。つまり，PT比
上昇（教員一人あたり児童生徒数の増加）など統
計的に有意と示された要因によって，導入する要
因の一部は説明できるものの本調査の項目に反映
されていない事項にも大きく左右される可能性が
あると考えられる。本調査の分析では不十分では
あるが，政治的要因について例えば首長や議会と
いった政治的なアクターの活動を変数化して投入
することは検討すべき課題である。

まとめにかえて

本稿では，市町村における教員任用の実態につ
いて，市町村教育委員会に対して実施したアン
ケート調査に基づいて，市町村費で教員を任用す
る要因や，任用する地方自治体の特徴を明らかに
することを目的とした。
その中で，人口，財政力，PT比，外国人児童

生徒の増加などの点で，市町村費によって教員を
任用する地方自治体とそうでない地方自治体に特
徴が見られることが明らかになった。すなわち，
人口規模が最も小さなカテゴリ（8,827人未満）
の地方自治体において常勤教員が任用される地方
自治体が多くなり，財政力では非常勤教員を任用
している地方自治体において，任用していない地
方自治体よりも財政力指数が高く，PT比は常勤
教員を任用している地方自治体ではむしろ低く，
非常勤教員を任用している地方自治体では高く

表 11　Q9回答 （択一回答，上段 %，下段件数） （n=399）

国・都道府県の
補助金の充実 教育委員の理解 教育委員会事務局

の政策能力の向上 首長自身の理解 首長部局の理解 市町村議会議員
の理解

70.9% 0.0% 2.5% 10.0% 8.8% 0.8%

283 0 10 40 35 3

校長の理解 教員の理解 学校からの教育的
ニーズの把握 PTAの理解 自治体住民の

理解 その他

0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.3% 3.8%

0 0 12 0 1 15
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なっていた。そして，外国人児童生徒が増加して
いる地方自治体では非常勤教員を任用している地
方自治体が多くなっていた。このように市町村費
負担の教職員任用に関連する地方自治体の特徴は
明らかになったものの，どの要因がどの程度作用
して市町村費教員の任用につながるかという分析
では，PT比がその要因として指摘できるものの，
説明力が大きくはない可能性が示唆された。
本稿において残された課題は端的に，市町村費

負担教員の任用に影響を与える要因を抽出できる
よう調査設計を改良する余地があるということで
ある。ただし，その際にも政治的な要因をどう変
数化するかには慎重な検討が必要で，教育長への
意識調査では十分とは言いがたい13）。たとえば，
首長の党派性，就任からの年数，議会とのねじれ
ダミーなどを投入することが考えられるが，それ
らは直接，首長や議会議員等に尋ねるべき事項で
あり教育委員会への調査としては限界があろう。
こうした点を踏まえて調査の再設計を進めていき
たい。
また，本調査の結果が市町村費負担の教員任用

にうまく統計的なモデルを提供できていないこと
については，そもそも，どのような地方自治体に
おいて市町村費の教員が雇用されているかという
ことに，モデルにあてはめができないほど多様で
あるということも可能性としては指摘できる。い
ずれにせよ実践に基づく事例研究の必要性が示唆
されていると言え，今後とも引き続き事例の積み
重ねを進めていく必要がある。

【謝辞】　本調査にご協力いただいた市町村教育委
員会の皆様に改めて御礼申し上げます。また，本
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の公開研究会（専修大学向ヶ丘遊園駅前サテライ
トキャンパス）において報告の機会を得，有益な
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【付記】　本稿は JSPS科研費［研究活動スタート
支援，23830090］［若手 B，25780493］の研究成
果の一部である。

注

 1　第三十七条　市町村立学校職員給与負担法第一条及び
第二条に規定する職員の任命権は，都道府県委員会に
属する。

 2　義務教育標準法 5条の改正による。さらに 2013年度
に届出制に変更されている。

 3　2007年度からは「職名別教員数（本務者）」へと調査
項目が移動している。

 4　共同設置，広域連合などを含む。
 5　なお，実際のデータは web上からダウンロードして

使用した。
 6　『統計でみる市町村のすがた 2008』，『同 2009』（総務
省統計局 2008, 2009）よりデータ使用。人口は 2005

年国勢調査，行政指標が地方財政統計年報，市町村別
決算状況調，教育関係指標が学校基本調査にそれぞれ
基づいている。

 7　任期の定めなく，定年まで勤務することが可能な常勤
教員。

 8　1年間，又はそれよりも短い期間の契約によって勤務
する常勤教員。

 9　2010年国勢調査による区分は人口 8,826.75人（第
一四分位），25,499 人（第二四分位 = 中央値）， 
65,819.25人（第三四分位）である。人口 8,826人以
下を区分 1，8,827人～25,498人を区分 2，25,499人
～65,819人を区分 3，65,820人以上を区分 4としてい
る。1標本は人口規模を特定できないためこの集計か
ら除外している。

10　『統計で見る市町村のすがた』（総務省統計局 2014，
2015）の教員数は学校基本調査の「職名別教員数（本
務者）」を基準としていることから，厳密には市町村
費負担の教員がここに含まれることになる。しかし，
市町村別にこれを除外することができないこと，前述
の通り雇用の実態を把握していると考えられないこ
と，市町村単位で見ると人数はごく少なくなることか
ら，『統計で見る市町村のすがた』をそのまま用いて
いる。

11　「僻地校の有無」については Q16の無回答率が高く，
データの信頼性に疑問があること，人口規模との相関
が他に比較して高いことから除外した。

12　Q17「貴自治体における，教職員人事行政に関して，
ご意見がありましたらご自由にお書きください」（自
由記述）の回答から。

13　たとえば，教育長に対して「首長は教育政策に理解が
あるか」と尋ねることが考えられるが，それが首長の
教育政策への関与を示す指標と見なしてよいかには疑
問がある。その点，本調査は全体把握のために教育長
宛に送付せざるを得なかったものである。
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The purpose of this article is to clarify both the cause for employing a Municipal-financed teacher and the 

character of the Municipalities that employ that teacher. In this research, a questionnaire survey of all Munici-

pal education boards was conducted for those purposes.　The questionnaire survey was conducted in January 

2013, and 470 samples （27.0%） were sent.　The analysis, which used data from the questionnaire survey and 

public statistics, clarified the following findings.　The character of the Municipalities employing Municipal-fi-

nanced teachers versus those that do not, is some type of barometer （Population size, Financial capability in-

dex, Pupil-teacher ratio, Rural school, and Foreign children）.　On the other hand, logistic regression analysis 

found that only the barometer for the pupil-teacher ratio has a statistical significance.

From these analyses, I can infer that it is possible that barometers are present in ways other than those 

involved with the questionnaire survey and public statistics.


