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論題解釈 
 

「義務教育は必要か」 
今回のテーマ、「義務教育は必要か」という論題に対する日経パートの共通認識は、

義務教育は必要であるがしかし、現行のままではなく改革が必要であるというこ

とである。  
5 

10 
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35 

 
我々は以下のような解釈をもとに、義務教育を現行の九年制から六年制に短縮す

るという政策を提言する。  
 
まず義務教育の必要性、義務である必要性についてみていく。そこで我々は「生

活においての最低限の知識・ルールを知るため」「教育の機会均等」「学ぶ権利の

最低限の保障」「子供の将来への材料作り」のためと考えた。次に義務教育を支え

ている法律や制度についてみていくと、現行の義務教育制度と定義にはズレがあ

るということが分かった。また財政面では、2004 年の総額裁量制や、三位一体改
革における地方分権の流れの中で、義務教育国庫負担金の廃止や一般財源化が進

められており、それに先駆けて 2006 年義務教育国庫負担金が従来の 2 分の 1 負
担から 3 分の 1 負担になり、国の負担を減らそうといった動きが見られている。
しかし一方では地方の負担が増えており、各地方の間で格差が出てしまっている

のも事実である。  
 
以上のことから我々は義務教育は六年で十分ではないかと考えた。しかしただ六

年に短縮するのではなく、現行の小学校のカリキュラムを見直し、授業時間を増

やした上で、中学校から子供に進路を選択する機会を与える。六年間にすること

により、全国民は必要最低限の学力を身につけた上で、早期から自分自身のやり

たいことを選択できるようになる。小学校では年齢などから遠方に腕一本で生き

ていく職人などは少しでも早い段階から技術を身につけることが出来る環境に身

を置くことが可能になる。また中学校を三年間分の財政的負担がなくなるので国

の負担は大きく削減されると思われる。  
 30 
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第１章 義務教育は何故義務か？また何故必要か？ 

 
1-1.義務教育は何故義務か 

 
国が最低限の生活を保障する以上、全国民が国家・社会の構成員として生活に

おいて必要最低限の知識・ルールを知っている必要性がある。また法治国家であ

る以上、国として、国民としての統一性や水準の維持は必要不可欠なものである。  
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1-2.教育の機会均等 

 
現行の教育基本法第三条には「すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる

教育を受ける機会をあたえられなければならないものであつて、人種、信条、性

別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない」と書かれ、

教育の機会均等をうたっている。すべての国民が機会均等に教育を受ける必要性

については 1-1 で述べた通りである。  
 
1-3.学ぶ権利の最低限の保障 

 

また、教育の機会均等を法律でうたう以上、国は一定の責任をもたなくてはな

らない。義務教育費国庫負担制度 1によって、財政力の弱い地方自治体であって

も一定の金額を受け取ることが出来、教育の機会均等に必要不可欠な制度として

設けられている。  
 

1-4.なぜ必要か 

 

現行の教育基本法第一条には「教育は・・（中略）・・自主的精神に充ちた心身

ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない」とあり第二条には「教

育の目的はあらゆる機会にあらゆる場所において実現されなければならない。こ

の目的を達成するためには、学問の自由を尊重し・（中略）・・文化の創造と発展

に貢献するように努めなければならない」とある。これらのことから、国は国民

に対して自身の能力開発・発展を育成していくことを約しており、子供が将来ど

のような職業に就くか、また自己欲求の実現をどのような形で行うかについて考

える場を提供する旨を述べている。社会生活を行っていく上でも、基礎的な教養

の他に様々な分野を学び自身の将来について考えるにあたっての材料づくりの場

として義務教育を施す期間は必要不可欠である。  
 

 
1  P14 2-2-1 国庫負担金制度参照  
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第２章 現状把握 

 

2-1 日本の義務教育制度 
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2-1-1 義務教育の現状  
 義務教育とは、国民が保護する子女に義務として受けさせなければならない教

育であり、国民が共通に身につけるべき公教育の基礎的部分を、誰もが等しく享

受し得るように国家が法律によって制度化して保障したものである。日本国憲法

では下記のように定められている。  
 
日本国憲法第 26 条 [教育を受ける権利 ] 
すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育

を受ける権利を有する。  
②すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を

受けさせる義務を負う。義務教育はそれを無償とする。  
 
 
わが国の義務教育制度の構造  
1.憲法  

すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育

を受けさせる義務を負う。義務教育はそれを無償とする。       

憲法第２６条第 2 項  
2.就学義務と年限・年齢  
  9 年間の普通教育の就学義務                  教育基

本法第 4 条  
  保護者は、子女を満 6 歳から満 12 歳まで小学校に、その修了後満 15 歳まで

中学校に就学させる義務を負う               学校教育法

第 19 条、第 37 条  
3.義務教育諸学校の種類と就業年限  
  小学校は 6 年、中学校は 3 年            学校教育法第 19 条、

第 39 条  
4.義務教育諸学校の設置義務  
  市町村は、必要な小学校、中学校を設置しなければいけない  
                           学校教育法第 29条、

第 40 条  
5.義務教育の無償  
  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を

徴収しない                    学校教育法第 6 条、
教育基本法第 4 条  
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義務教育はそのほかにもさまざまな法令によって定められている。その中で今回

は学校教育法と学校教育法施行規則、学習指導要領をみてみる。  
 

学校教育法  5 

第十八条   小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次
の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。   
一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と

協同、自主及び自律の精神を養うこと。   
10 

15 

20 

二   郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の
精神を養うこと。   

三   日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養う
こと。   

四   日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。   
五   日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。   
六   日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。   
七   健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図

ること。   
八   生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能

を養うこと。   
 
第三十六条   中学校における教育については、前条の目的を実現するために、
次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。   
一   小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者と

して必要な資質を養うこと。   25 

35 

二   社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び
個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。   

三   学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断
力を養うこと。  

 30 
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学校教育法施行規則  
第二十四条   小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図
画工作、家庭及び体育の各教科（以下本節中「各教科」という。）、道徳、特別活

動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。   
5 

10 

15 

○２   私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗
教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代え

ることができる。   
第二十四条の二   小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的な
学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、

別表第一に定める授業時数を標準とする。   
第二十五条   小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育
課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものと

する。   
各教科等の授業時数  
学校教育法施行規則別表第２（第５４条関係）  

区分                   道 特 総合 総 

           必修教科の授業時数    徳 別 的な 授 

            の 活 学習 業 

                    授 動 の時 時 

  国 社 数 理 生 音 図 家 体 業 の 間の 数  

           画   時 授 授業   

           工   数 業 時数    

           作 庭 育   時     

  語 会 学 科 活 楽   庭 語   数      

第一学

年 
272 －   114 － 102 68 68 － 90 34 34 －   782 

第二学

年 
280 －   155 － 105 70 70 － 90 35 35 －   840 

第三学

年 
235 70 150 70 －  60 60 － 90 35 35 105 910 

第四学

年 
235 85 150 90 －  60 60 － 90 35 35 105 945 

第五学

年 
180 90 150 95 －  50 50 60 90 35 35 110 945 

第六学

年 
175 100 150 95 －  50 50 55 90 35 35 110 945 

 
 

20 
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第五十二条の三   中学校には、進路指導主事を置くものとする。  
第五十三条   中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び
総合的な学習の時間によつて編成するものとする。   
○２  必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭
及び外国語（以下この条において「国語等」という。）の各教科とする。   5 

10 

15 

○３  選択教科は、国語等の各教科及び第五十四条の二に規定する中学校学習指導
要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実

態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。   
第五十四条   中学校（併設型中学校及び第五十四条の三第二項に規定する連携
型中学校を除く。）の各学年における必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習

の時間のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並び

に各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二に定める授業時数を標準とす

る。   
第五十四条の二   中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、
教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるも

のとする。   
各教科等の授業時数      
学校教育法施行規則別表第 1（第 24 条の 2 関係）  
区分                 道 特 選択 総合 総

   
        必修教科の授業時

数  
  徳 別 教科 的な 授

            の 活 等に 学習 業

                    授 動 充て の時 時

  国 社 数 理 音 美 保 技 外 業 の る授 間の 数 

            健 術  時 授 業時 授業   

            体 ・ 国 数 業 数  時数    

            育 家    時       

  語 会 学 科 楽 術   庭 語   数       

第一

学年 
140 105 105 105 45 45 90 70 105 35 35 0-30 70-100 980

第二

学年 
105 105 105 105 35 35 90 70 105 35 35 50-80 70-105 980

第三

学年 
105 85 105 80 35 35 90 35 105 35 35 105-165 70-130 980

 
20  

次に、上記のカリキュラムで行われている現在の義務教育について、教育の受

け手である児童生徒はどの程度理解しているかについて見てみる。  
 
 
 25 
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2001年の児童生徒の理解度

40

45

50

55

60

65

70

75

国語 算数 理科 社会

（％）

小学生

中学生

 
   (【表 2-1-1】ベネッセコーポレーションアンケート結果より作成 ) 
 

5 

10 

15 

【表 2-1-1】は 2001 年時点で学習内容に対して概ね理解していると答えた割合
を小学校と中学校で比較したものである。これを見ると、小学校卒業時点で概ね

理解していると答えた生徒は 70%に対して、中学校時点では 50%程度であること
が分かる。  

 
2-1-2 義務教育の指導要綱  
ここでは学習指導要領における小学校と中学校での教育内容の違いについてみ

ていく。  
下に示す表は文部科学省の学習指導要領をもとに、小学校は 6 年生、中学校は

3 年生で学ぶ事柄を大まかにまとめたものである。学年ごとに細かく見るより最
終的に何を学んだかがわかりやすいと判断し、小学校は 6 年生、中学校は 3 年生
とした。  
 小学校  中学校  
国語  考えた事や伝えたい事な

どを的確に話す、相手の

意図をつかみながら聞

く、計画的に話し合う  
考えた事を筋道を立てて

文章に書く，効果的に表

現する  
内容や要旨を把握しなが

ら読む、読書を通して考

えを広げ深める  

目的や場面に応じて的

確に話したり聞いたり

する  
様々な材料を基にして

自分の考えを深め，自分

の立場を明らかにして，

論理的に書き表す  
目的や意図に応じて文

章を読み，広い範囲から

情報を集め，効果的に活

用する  

 10
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算数、数学  分数の加法及び減法、分

数の乗法及び除法  
体積の意味，速さの意味  
基本的な立体図形につい

ての理解  
比や比例の意味について

理解，数量の関係の考察

に関数の考えを用いる  

数の平方根について理

解し，数の概念について

の理解を一層深める。  
目的に応じて計算した

り式を変形したりする

能力  
二次方程式について理

解し，式を能率的に活用

図形の相似や三平方の

定理，図形について見通

しをもって論理的に考

察し表現する  
具体的な事象を調べる

こ と を 通 し て ， 関 数

 について理解  
関数関係を見いだし表

現し考察する能力  
理科   生物の体の働き及び生物

と環境とのかかわり  
水溶液，物の燃焼，電磁

石の変化や働きにおいて

その見方や考え方を養う  
土地のつくりと変化のき

まりについての見方や考

え方を養う。  

自然に対する関心を高

め，目的意識をもって観

察，実験などを行い，科

学的に調べる能力と態

度を育てるとともに自

然の事物・現象について

の理解を深め，科学的な

見方や考え方を養う。  
社会  先人の業績や優れた文化

遺産について  
我が国の歴史や伝統を大

切にし，国を愛する心情

を育てる  
日常生活における政治の

働き  
我が国の政治の考え方  
我が国と関係の深い国の

生活  
国際社会における我が国

の役割  
社会的事象を具体的に調

査  
地図や年表などの各種の

基礎的資料を効果的に活

用し，調べたことを表現

する  
社会的事象の意味をより

広い視野から考える力を

育てる  

広い視野に立って，社会

に対する関心を高め，諸

資 料 に 基 づ い て 多 面

的・多角的に考察し，我

が国の国土と歴史に対

する理解と愛情を深め，

公民としての基礎的教

養を培い，国際社会に生

きる民主的，平和的な国

家・社会の形成者として

必要な公民的資質の基

礎を養う  
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次に学習指導要領小中学校各教科ごとの目標の比較を見てみると 

 

  小学校 中学校 

国

語 

 国語を適切に表現し正確に理解す
る能力を育成し，伝え合う力を高め

るとともに，思考力や想像力及び言

語感覚を養い，国語に対する関心を

深め国語を尊重する態度を育てる。

国語を適切に表現し正確に理解する

能力を育成し，伝え合う力を高めると

ともに，思考力や想像力を養い言語感

覚を豊かにし，国語に対する認識を深

め国語を尊重する態度を育てる。 

社

会 

社会生活についての理解を図り，我

が国の国土と歴史に対する理解と

愛情を育て，国際社会に生きる民主

的，平和的な国家・社会の形成者と

して必要な公民的資質の基礎を養

う。 

広い視野に立って，社会に対する関心

を高め，諸資料に基づいて多面的・多

角的に考察し，我が国の国土と歴史に

対する理解と愛情を深め，公民として

の基礎的教養を培い，国際社会に生き

る民主的，平和的な国家・社会の形成

者として必要な公民的資質の基礎を

養う。 

算 

数 

・ 

数

学 

数量や図形についての算数的活動

を通して，基礎的な知識と技能を身

に付け，日常の事象について見通し

をもち筋道を立てて考える能力を

育てるとともに，活動の楽しさや数

理的な処理のよさに気付き，進んで

生活に生かそうとする態度を育て

る。 

数量，図形などに関する基礎的な概念

や原理・法則の理解を深め，数学的な

表現や処理の仕方を習得し，事象を数

理的に考察する能力を高めるととも

に，数学的活動の楽しさ，数学的な見

方や考え方のよさを知り，それらを進

んで活用する態度を育てる。 

理

科 

自然に親しみ，見通しをもって観

察，実験などを行い，問題解決の能

力と自然を愛する心情を育てると

ともに自然の事物・現象についての

理解を図り，科学的な見方や考え方

を養う。 

自然に対する関心を高め，目的意識を

もって観察，実験などを行い，科学的

に調べる能力と態度を育てるととも

に自然の事物・現象についての理解を

深め，科学的な見方や考え方を養う。

以上のことから、小学校と中学校で学ぶ内容の差はレベルの違いはあるものの、

小学校が基礎的内容なのに対して中学はその応用であるといえる。  
 5 
 
 
 
 

10 

15 
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2-1-3 教育制度の歴史  
次に、教育制度の歴史について見ていく。  

 
  日本義務教育規定の変遷 

   

  制度 就学期間 

1872 学制 定めなし 

1879 教育令 少なくとも１６ヶ月 

1880 第二次教育令 少なくとも３年 

1885 第三次教育令 少なくとも３年 

1886 小学校令 尋常小学校 

1890 第二次小学校令 尋常小学校３年または４年 

1900 第三次小学校令 尋常小学校４年 

1907 小学校令一部改正 尋常小学校６年 

1941 国民学校令 
初等科６年、高等科２年 

（戦時のため義務教育延長は実現せず） 

1948 
学校教育法 

教育基本法 
小学校６年、中学校３年 

5 

10 

20 

25 

(【図 2-1-3】日本義務教育の変遷より作成 ) 
 
日本の義務教育は 1872 年に始まった。現在行われている義務教育は 1948 年に作
られて以降約 60 年間大きくは変わっていない。しかし日本は教育基本法が作ら
れた戦後とは時代も社会の様子も大きく変化している。日本という国や社会が変

わってきているのに人間を育成する教育界が変わっていないのは大変な問題であ

る。  
 
 
 
 15 
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2-2 日本の義務教育の財政状況 

 
2-2-1 国庫負担金制度  
義務教育の根幹にあるものは無償の教育であり、それを支えるために、国は制

度を整備することが必要であった。義務教育の成否には、教職員の確保、適正配

置、資質向上に負うところが大きく、教職員の確保と適正配置のためには、必要

な財源を安定的に確保することが不可欠である。そのために国が立ち上げた制度

が義務教育国庫負担制度である。 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

 義務教育国庫負担制度とは『国が毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、

中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校及び聾学校の小学部及び中学部に

要する経費のうち、公立の小、中、盲、聾、養護学校、中等学校の職員の給与、

災害補償費、児童手当ついて、その実支出額の３分の１を負担する。ただし、特

別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定める

ことができる。』というものである。 

これは義務教育国庫負担法によって定められており、義務教育国庫負担法とは『義

務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規

模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会

均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする』(義務教育国庫負担法第一

条)ために制定されたものである。 

 ちなみに平成 18 年度の国庫負担金の対象人数は約７０万人、予算額は１兆６７

６３億にものぼる。 

 

2-2-2 義務教育国庫負担制度の変遷  
● 昭和２８～４９年、地方の教育条件の整備状況、国と地方の財政状況の財政

状況等を踏まえ、負担対象経費を拡大。(教材費、恩給費、共済費、公務災害

補償基金負担金) 

● 昭和６０～平成１６年、国と地方の役割分担、国と地方の財政状況を踏まえ、

給料・諸手当以外の費用を一般財源化。 

● 平成１６年、総額裁量制を導入。 

● 平成１８年、国庫負担率を 2 分の 1 から 3 分の１に変更。また、公立小・中

学校、盲・聾学校の国庫負担制度と養護学校の国庫負担金制度を統合。 

 

 
 
 35 
 
 
 
 

 14

 



                                                 2006年 公共選択学会 学生の集い 
法政大学 経済学部 経済学科 

黒川ゼミナール 日経パート 33期 
 
 
2-2-3 義務教育国庫負担制度率の改正  
務教育費国庫負担率が２分の１から３分の１になったことにより、２００６年

の予算における義務教育費の国庫負担金が２００５年度の役２.５兆円から約８

５００億円低い、１兆６５００億円にまで下がった、８５００億円とは２００５

年度の中学校への義務教育費国庫負担金とほぼ同額である。 

5 

10 

 

 
 

２００４年から導入されたものに総額裁量制がある。 

総額裁量制とは義務教育費国庫負担金の総額の範囲内で、給与額や教職員配置

に関する 

地方の裁量を大幅に拡大する仕組みである。 2

算定方法 

【前提】 

○標準法により必要な教職員定数の算定

○  実支出額の原則 1/3 の国庫負担 
  

○人材確保法に基づく教員の給与水準の

 

15  

給与単価 

教職員の平均給与単

価を県ごとに算定

（教員の給与は、行

政職の国家公務員の

給与よりも優遇） 
 

 

教職員定数 

義務標準法に基づいて

定数を算定（標準法に含

まれていない産休代替、

育児休業代替教職員等

も対象として加える） 
 

1／3
 

 

負担金総額 

実際の執行で

は、各県が総額

の中で給与と

教職員数を自

由に決定 
 

 《国庫負担制度の改善点》  

 

 

 

20  
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2  以下P17 までの枠内は文部科学省HPより作成  
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○ 給与の種類・額を自由に決定 

 

≪改革前≫ 

給料 

期末勤勉手当 

教職調整額 

義務教育等教員特別手当

管理職手当 

  

特殊勤務手当 

≪改革後≫ 

総額裁量制 

 

給料・諸手当の費目ごとに国の水準

を超える額は国庫負担の対象外だっ

た 
 

費目ごとの国庫負担限度額がなくな

り，総額の中で給与を自主的に決定

できるようになった 
 

5 

10 

 

 

 

 

○ 教職員数を自由に決定 

 

教職員定数を超える部分は国庫負担

の対象外だった。また、給与水準を

給与水準の引き下げにより生じた

財源で教職員数を増やすことが可

能になった 

 

 

 

 

15  
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○ 加配定数の弾力的運用（平成 16 年度～） 

○ 加配定数の弾力的運用（平成 16 年度～） 

 

 

 

5 

10 

 

 

 

 

 

 

 

加配定数による少人数学級の実施が

可能（国庫負担の対象） 
 

加配定数を少人数学級の編制に活用

できなかった  
 

15  

○ 国立学校準拠制の廃止（平成 16 年度～） 

 

給料・諸手当の額は国立学校の教職

員に準拠する必要があった 
 

教職員の給料・諸手当を都道府県が

主体的に決定 
 

《関連する改善》  

 

○ 学級編制の弾力化（平成 13 年度～） 20 
 

40 人を下回る学級編制ができなかっ

た 

 

都道府県の判断で 40 人を下回る学級

編制が可能になった 
 

 

 

○ 常勤教職員の非常勤講師等への振り替え（平成 13 年度～） 

 25 
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常勤の教職員のみが国庫負担の対

象だった 
 

非常勤の教職員を国庫負担の対象

とした 
 

 

 

○ 加配定数の柔軟化（平成 15 年度～） 

 

加配の種類を細かく分類し、限られ

た目的にしか活用できなかった 
 

加配の細かい分類を廃止し、多様な

目的に活用できるようになった 
 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 
 
 
 

 
総額裁量制の具体的な効果として上げられることは、地方の実情に応じたきめ

細かな教育が可能となるということである。まず一つは弾力的な学級編制や配置

ができるようになることであり、30 人学級等の実施や、生徒の習熟度に応じた授
業やティームティーチングの充実が図れることが予想される。更には外部人材を

活用した学習、選択教科や選択授業の開設による教科学習等の充実、給与につい

ての都道府県の自由度が高まり、主体的に給与の設定が可能となったことにより、

特別昇給などを活用した能力・実績を反映させる給与制度、勤勉手当の増額など

能力・実績を反映させる手当制度の充実等、能力・実績に応じた教職員給与シス

テムが可能になることが期待できるのではないか。  
 
2-2-5 一般財源化と税源委譲  
 国・地方税財政の三位一体改革で焦点となっているのが、義務教育費国庫負担

金等、国庫負担の一般財源化についてである。  
平成 15 年６月 27 日の閣議決定「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2003」では、国庫補助負担金等整理合理化方針の中で、義務教育費国庫負担金に
ついて「平成 18 年度末までに国庫負担金全額の一般財源化について所要の検討
を行う。」とされている。義務教育費国庫負担金の全額一般財源化は、きわめて重

大な問題であり、この是非については第３章の問題点、第４章の政策提言で述べ

ることにする。  
 a, 一般財源化  
まずは財政調整について触れておきたい。財政調整とは政府間の財政関係を調

整するということである。これには二種類あり、まず中央政府と地方政府との財

政関係を調整するのが垂直的財政調整である。そして地方政府間の財政関係を調

整するのが水平的財政調整である。  
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垂直的財政調整では、中央政府と地方政府とに行政任務と課税権とを割り当て

る。  
行政任務を地方政府に割り当てると、地方財政に財政需要が生ずる。課税権を

地方政府に割り当てると、地方財政に課税力が生ずる。そうすると地方政府間に、

財政需要と課税力とから構成される財政力に格差が生じる。こうして地方政府間

に生じる財政力格差を是正することが水平的財政調整となる。  
5 
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40 

しかし、行政任務と課税権が非対応になるということがある。つまりこれは地方

財政が行政任務を自分たちの地方税で賄えないということである。この非対応を

どうするか。そこで登場するのが補助金である。つまり交付税という形で不足分

を補うのである。  
「三位一体の改革」の課題は行政任務と課税権との非対応を解消することにあ

る。つまり、行政任務に対応させて、国税と地方税との税源配分を見直すことが

改革の基軸となる。  
そこで、租税体系の基幹税を中央政府と地方政府との行政任務に対応させるよ

うに、国税と地方税とに配分することが必要になる。  
地方税という自主財源を拡充し、補助金の廃止・削減を実施すると、「地方財政責

任」にもとづく地方財政が可能になる。しかし、補完性の原則と最低限保障の原

則にもとづくと、包括的な行政水準としてのナショナル・ミニマムを保障すると

いう中央政府の「中央政府責任」は残る。こうした「中央政府責任」を果す使命

が交付税である。  
交付税は財政力の貧困な地方政府に無駄を生じさせると批判されているが、そ

れはその額が大きすぎる場合である。どうすれば解決するかというと、地方税を

拡充するのである。交付税は本来、間接課徴形態の地方税である。つまり、地方

税として本来は課税すべきなのだけれども、地方税として課税すると税収の偏在

が激しくなるので国税として間接的に課税する租税である。 そうだとすると、交
付税には税収の地域的偏在度の激しい租税を充当すべきである。ところが現在で

は偏在度の低い消費税が含まれている。 そこで消費税と地方税の法人住民税とを
交付税充当財源、として交換する。 そうすると、税収の地域間格差を拡大するこ
となく、地方税の税源移譲が可能となる。こうした交付税の充当財源の交換こそ

が交付税の抜本的改革となる。  
b, 税源委譲  
税源移譲とは補助金に代わる地方公共団体の新たな財源として、国が集めてい

る税金のうちの一定の部分を、地方が集めることができるようにすることである。 
国税の一部を減らして地方税を増やすことなので、納税者の負担は増えない。現

在の自治体は国から補助金や地方交付税交付金などをもらって行政サービスの財

源を補っている。三位一体改革は原則として補助金の削減に見合う額を、国から

地方への税源移譲で補うことにしている。   
また、国・地方税財政の三位一体改革で焦点となっているのが義務教育費国庫

負担金等、国庫負担の一般財源化である。  
現在は義務教育費の三分の一は国庫負担金でまかなわれているが、それを一般
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財源化することによって自治体にとって使い道を限定されずに自由に使用できる

財源ができることになる。そのため地方自治体はそれぞれに見合った政策を取る

ことができるようになる、というのが政府の狙いである。  
平成 15 年６月 27 日の閣議決定「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2003」では、国庫補助負担金等整理合理化方針の中で、義務教育費国庫負担金に
ついて「平成 18 年度末までに国庫負担金全額の一般財源化について所要の検討
を行う。」とされている。  
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現在の自治体は国から補助金や地方交付税交付金などをもらって行政サービス

の財源を補っている。三位一体改革は原則として補助金の削減に見合う額を、国

から地方への税源移譲で補うことにしているが、この方法はもともと住民税の納

税額が多い地域に財源が集まってしまう恐れがあり、大都市と地方の自治体で格

差がつかないよう、公平に税財源を分け合う方法が求められてくる。この改革で

は、４兆円の補助金を削減し、所得税（国税）から個人住民税（地方税）へ３兆

円の税源移譲を実施することが決まっている。  
 

 

第３章 問題点 

3-1 義務教育の定義と現行制度のズレ 

 

2-2-1 の中でも 3述べた学習内容に対しての理解度を見ると、中学校の学習内容

を概ね理解できたと答えた生徒は 50%程度であることが分かる。1-1-1 なぜ義務
かの中で義務教育を「必要最低限の知識・ルールを知っている必要性があるため」

と定義したことから考えて、全体の 50%程度の理解度しかない教育内容が必要最
低限であるとはいい難い。  

 
3-2 国庫負担金と義務教育制度  

 
3-2-1 義務教育国庫負担制度の問題点  
三位一体改革内における義務教育費国庫負担制度の改革により、2006 年、義務
教育費の国庫負担率が従来の 2 分の 1 から 3 分の 1 となり、また公立小・中学校、
盲・聾学校の国庫負担制度と養護学校の国庫負担制度が統合された。更に将来的

には、義務教育国庫負担金の全額廃止も目指されている。それにより地方の負担

が増え、地方ごとの経済力によって義務教育費に格差が出てしまい、それにより

教育環境にも格差がでてしまうこと、教員の給与等の減額が懸念されている。  
 
3-2-2 シャウプ勧告による事例  
今までにも、義務教育費国庫負担金は全額廃止されたことがある。1950 年の『シ

 
3  P10【表 2-1-1】参照  
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ャウプ勧告』により、地方の自治を阻害するとして、一旦廃止されたのである。

しかし二年後の 1952 年には国庫負担金は復活した。また、国庫負担廃止と同時
に導入された“地方財政平衡交付金制度”も 1953 年に改正され、“地方財政平衡
交付金”が交付されたのは、1950 年度から 1953 年度の 4 年度にすぎなかった。 
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この政策の問題はどこにあったのか。  
1949 年に来日したコロンビア大学教授であるカール・Ｓ・シャウプ博士を団長と
する税制調査団が、日本の税制改革とともに、地方財政について勧告をしたのが、

いわゆる『シャウプ勧告』である。  
『シャウプ勧告』は、税制面においては直接税中心主義に立ち、また、財政民主

化の観点から地方自治の強化にも言及し、とくに、国と地方とのあいだでの事務

配分に関して、行政責任の明確化・能率的事務割り当て・市町村優先を原則とし

て提示した。  
これは現在の三位一体改革における地方分権の内容と酷似している。60 年近くも
前のことであり、経済状況が安定していなかった等、状況にいくらかの違いはあ

るがこの失敗を考察することで国庫負担金の廃止に対する問題点がみえてくると

考えた。  
3-3-3 シャウプ勧告による地方財政平衡交付金制度の理念  
従来、地方財政の調整機能を果たすものとして、地方配付税制度があり、所得

税と法人税の一定割合を財源としていたが、景気の変動に影響されやすく、年度

によりかなりの差が生じ、安定性に乏しい税目であることから、毎年度、必要額

が確保できる保障がないという欠点を持っていた。また、配付税を都道府県と市

町村で折半するという配分の方式も、実際の財政需要と対応した配付にはなって

おらず、財源調整機能としては妥当とはいえなかった。  
シャウプ勧告による地方財政平衡交付金制度は、財政力と財政需要が一致しない

地方団体において、財政収入と地方行政の質を均等化する目的で、財政需要額を、

客観的、科学的に測定し、実際の税収との差を補てんしようとするものであった。  
 
3-3-4 地方財政平衡交付金制度の特徴と実態  
地方財政平衡交付金は、国税収入と交付総額が連動するものでなく、地方の財

源不足額の積み上げ方式が取られていた点も大きな特色といえる。  
地方団体を運営するにあたっての経費に対して、税収の不足分を交付金で補てん

するという、地方団体間の財政調整という面で、徹底したものであったといえる

が、言い換えれば地方の収入の多少にかかわらず、経費は国によって 100％保障
されることになったともいえる。ただ、徹底した補てんにより単に地方団体間の

財政力の不均衡を調整するだけでなく、一定水準の行政をすべての地方団体に保

障しようとする、いわば、地方団体の財源保障制度で、画期的な地方財政調整制

度ともいえた。  
そのためには、国の一般会計予算として、財政平衡交付金の額を計上しなければ

ならないことから、前年度に地方の財政収入額と財政需要額を算出しなければな

らなかった。つまり、前年度に次年度の地方の歳入歳出を見積もらなくてはなら
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ず、その算定に用いる単位費用も法定されたものでなく、地方財政委員会で決定

されたものであった。  
財政需要額を算出する際に用いる単位費用は、全国的に一律で定められ、それ

に、 (1)人口、小学校の児童数その他測定単位の数値の多少による段階、 (2)人口
密度、 (3）測定単位の数値の帰属する市町村の規模、 (4)寒冷度及び積雪度、 (5)
面積、河川の延長その他測定単位の基礎をなすもの、以上 5 種類の測定単位の数
値の補正をして用いているだけで、様々に異なる地方の状態を反映できておらず、

実際の単位費用との差が生じていた。  

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

                                                 

 また、財政収入額においても算定の際に、各県の税収の実績を用いないで、客

観的な資料により、間接的に測定し、景気変動などによる税収入の変化が反映さ

れにくかったために、実際の税収が算定額に大きく満たない状況もあった。例え

ば、1950 年度においては、県税の主軸となる事業税が、新潟で 12％、神奈川で
36％も算定額が実際の税収を超えていた。 4

 
3-3-5 地方財政平衡交付金から地方交付税制度への移行  
 1950 年度から導入された地方財政平衡交付金は、1950 年度から 1953 年度ま
での 4 年間しか交付されておらず、1954 年度には地方交付税交付金が取って代わ
っている。もちろん、地方財政平衡交付金制度が、単位費用も法定されず、制度

的に確立していなかったことも事実であるが、平衡交付金制度がうまくいかなか

った理由には、他の要因もあると考えられる。  
制度的な理由としては、財政需要算定の単位費用が、一般に実際を下回ってい

たことや、測定単位や補正が各地方の実態を十分に捉えておらず、十分な財源調

整、財源保障につながらなかったことがある。また、制度的ではないが国の法令・

施策・公共事業の増大や、公務員の給与改訂などもあり、義務的経費が増加した

にもかかわらず、前年度に算出された交付額のままであったため、地方の負担が

増加した分をまかなうことに費やされ、自由度が高まるには程遠い状況であった。 
さらに制度の開始当初から、緊縮財政政策のもと、構想を十分に実現するに足

るだけの財源が与えられなかったことも、この制度がうまく続かなかったことに、

大きく係わっているであろう。  
 今回の義務教育費国庫負担廃止とは状況も財政状態も違っているが、国庫負担

の廃止による地方格差を解消するためには、国による十分な財源調整、財源補償

が必要であろう。  
それは改革の中でどのように考えられているのか。  
 
3-3-6 三位一体改革の中で  

2002 年の「骨太の方針」第 2 弾では、国庫補助金削減・地方交付税見直し・税
源移譲の「三位一体の改革」を打ち出し、2006 年度までに国庫補助負担金数兆円
の削減目標が決定する。その対策として 2 兆 8000 億円にのぼる義務教育費国庫

 
4  日本の教育を考える 10 人委員会HPより  
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負担金の削減が改革の焦点に浮上した。地方分権改革推進会議に義務教育費国庫

負担制度の「見直し」「交付金制度への移行」「一般財源化」が検討事項として提

起されたこともその流れを加速した。文部科学省は、経済財政諮問会議で制度の

見直しについて、2003～2006 年度に退職手当・共済長期給付分等約 5000 億円の
削減、都道府県の教職員給与の自主的決定、その定数の弾力化を提案し、一般財

源化には強く反対した。  
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2003 年の「骨太の方針」第３弾は、「三位一体改革」について国庫補助負担金
17 兆 5000 億円を 2006 年度までに 4 兆円程度、廃止・縮減する等の数値目標を
示し、義務教育費については中央教育審議会で 2006 年度までに結論を出すこと
を明記した。これに対し、文科省は、2004 年度概算要求に向け、対案として「総
額裁量制」を提起し、財務省との折衝を経て、2004 年度政府予算案に正式に盛り
込まれ、同年度から実施された。 2004 年「骨太の方針」第 4 弾は、2005～2006
年度の国庫補助負担金削減「3 兆円程度」とし、その後の経済財政諮問会議で財
務省は、「地方財政計画」が 7～8 兆円「過大計上」である、などと批判し、2004
年度 16 兆 5000 億円の地方交付税を 10 兆円程度にまで削減した。また、財政等
審議会建議は、地方の財政的自立を妨げるとの理由で交付税の縮減、将来的に廃

止を提言している。  
このように義務教育費国庫負担廃止後のサポートに関しては明言されておらず、

負担が増えることがかんがえられる地方への交付金も減額されてしまうため、地

方格差がさらに広がってしまうのではないか。  
 
3-3-7 一般財源化と税源移譲の問題点  
義務教育費国庫負担金を一般財源化する場合に、これまで義務教育の教職員給与

費にとされていた財源が、どのような経費にあててもよい財源になる。すなわち、

義務教育教職員給与費のための財源保障が無くなることを意味する。  
このような一般財源化は、都道府県の財政上の自由度を高めることにはなるが、

都道府県が膨大な地方債残高を抱え、歳出予算に占める公債費の比率が年々増加

している現状において、義務教育費国庫負担金の一般財源化は、結果として義務

教育費の減額によって公債費を賄うということになる可能性が高い。それは結局

のところ義務教育費を減らす自由でしかない。また、地方財政の深刻の度は都道

府県ごとに大きく異なるから、一般財源化した場合には、都道府県間で義務教育

の水準に大きな格差が生じる危険性も高い。  
 
3-3-8 税源移譲の問題点  
仮に義務教育費国庫負担金の全額（平成 15 (2003)年度予算で 2 兆 8000 億円）

を廃止し、同額の所得税を個人住民税に振り替えた場合、現在の個人住民税の都

道府県ごとの税収額をもとに試算すると、都道府県間で著しい格差が生じ、47 都
道府県中 38 道県では、得られる税収が失われる国庫負担金を下回る。最も財源
が減少するのは沖縄県で、国庫負担金の 44％の税収しか得られない。財源不足に
なる道県では、義務教育費を削減せざるを得なくなるであろう。  
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義務教育費国庫負担金を廃止し全額税源移譲した場合の、現在の負担金の交付額

との比較表（個人住民税で試算）  
 
増減率上位 5 都府県                      

                                                      単位；（千円） 5

都道府

県名 

15 年度国庫負

担金 

交付決定額 

個人住民

税 

（百万

円） 

税源の割

合 

全額税源移譲の場合 

推定額・増減額・増減率 

東京 188,451,824 359,085 15.16% 425,560,019 237,108,195 125.8%

神奈川 155,945,405 214,965 9.07% 254,760,042 98,814,637 63.4%

千葉 115,626,739 128,324 5.42% 152,079,769 36,453,030 31.5%

埼玉 133,301,965 142,824 6.03% 169,264,057 35,962,092 27.0%

愛知 142,676,010 150,665 6.36% 178,556,609 35,880,599 25.1%

(【表 3-2-8a】文部科学省 HP より作成) 

 

増減率下位 5 県 6

 25 

                                                  
5  個人住民税・各比率を除く  
6  【表 3-2-8b】は【表 3-2-8a】と同じ単位、項目別に記載  
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青森 41,149,898 18,056 0.76% 21,398,587 -19,751,311 -48.0%

高知 25,811,101 11,077 0.47% 13,127,611 -12,683,490 -49.1%

島根 24,700,690 10,586 0.45% 12,545,716 -12,154,974 -49.2%

鹿児島 52,746,069 20,843 0.88% 24,701,526 -28,044,543 -53.2%

沖縄 36,703,882 13,614 0.57% 16,134,269 -20,569,613 -56.0%

(【表 3-2-8b】文部科学省 HP より作成) 

 
 

3-3-9 地方交付税交付金の問題点  
5 

10 

15 

20 

25 

30 

税源移譲によって生じる義務教育費財源の減少分は地方交付税交付金によって

保障されるとの主張がある。しかし、地方交付税交付金は都道府県のすべての財

政需要を基準財政需要額として算定し、その総額に対して一括して交付されるも

のであるから、義務教育費が確保できるという制度的な保障は無い。  
他方、地方交付税交付金については、地方の財政需要の総額に対する財源保障機

能があるために地方の財政的な自立を妨げているとの批判があり、政府が進めて

いる「三位一体の改革」においても、地方交付税の財源保障機能は縮小すること

とされている。義務教育の財源保障を全面的に地方交付税に委ねた場合、全体に

縮小する財源の中で義務教育費だけは従前どおり確保されるというのは、非現実

的な想定であり、むしろ全体の縮小の中で義務教育費も縮小を余儀なくされると

想定するほうが自然である。  
 
3-3-10 義務教育費国庫負担金を一般財源化したらどうなるか  
これまでの検討から導かれる結論として、義務教育費国庫負担金を一般財源化

した場合には、次のような問題が生じるだろうと考えられる。  
義務教育において、国民教育として必要な内容と水準を、国の責任において確

保することができなくなり、国の責任放棄というべき事態となるおそれがある。   
義務教育の無償制を財源面から下支えする制度が廃止されることになり、義務教

育に必要な公費支出に支障が生じ、学校経費の安易な保護者への転嫁など、憲法

が求める義務教育の無償制に反する事態を招くおそれがある。   
義務教育費を安定的に確保する制度が廃止されることにより、教職員の給与費

に充てる財源の不足をきたし、教職員の給与水準の低下や教職員の人員削減など

が起こり、教育水準を維持するために必要な教職員の確保が困難になると考えら

れる。その結果、これまで充実・改善が図られてきた少人数指導や習熟度別指導、

障害児教育や児童生徒の問題行動への対応、地域に開かれた学校運営、食の指導

などが後退を余儀なくされ、40 人学級を維持することも困難になるおそれがある。 
 一般財源化により以上のような問題を生じさせる恐れはあるが、それにより国

の負担が減ることは明確である。財政と教育の両立を図るためのシステムを確立
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させることが、これからの改革においての必須事項となるであろう。  
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第４章 政策提言 

 

4-1 政策提言 

日本での義務教育のはじまりは第２章でも述べたように、明治時代の欧米化・

近代化によるものだが、これは欧米のなどの植民地化政策に対抗したものと考え

られる。  
それまで各地域で階級別に受けていた教育を国家単位で統一し、国の定めた標

準語を用い、近代産業や軍事などの近代的制度・組織に対応できる最低限のコミ

ュニケーション能力や運動能力を有しているという意味での有能さを求めて学校

が用いられた。  
戦後においても GHQ による占領を経て国の高度成長という政策を浸透させる
ために教育制度が利用されたが、現在の国への帰属意識の浸透を根底においた教

育は時代の流れに必ずしも適合しているとはいえない。  
我々が考える義務教育は１章でも述べた通り、義務教育は全国民が必要最低限

の知識・ルールを学ぶ場であり、必要最低限のレヴェルとは全国民がそのカリキ

ュラムを受けることで概ね理解できる程度であると考える。しかし、現在のわが

国の習熟度は特に中学校において芳しくなく、義務教育としての役割を十分に果

たしているとは言い難い。  
また、現在の教育改革において、国庫負担金の廃止を進めており、これにより

国の責任は薄れつつある。しかし、教育行政は、1 章で述べたとおり国が一定の
責任を持ちつつ行うべきである。そこで、我々は義務教育制度を６年間にするこ

と、国庫負担金を 1/3 負担で堅持することを提言する。  
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4-2 国庫負担制度 1/3 の堅持 

 

義務教育６年制を実施した際に見られる国のメリットとして、主なものに義務

教育国庫負担金の削減が考えられる。  5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

2006 年現在、義務教育費総額における国家の負担率は 3 分の 1 であり、その
額はおおよそ１兆 7000 億円である。その内小学校にかける費用は約 1 兆 1000
億円、中学校に約 5700 億円、残りを盲、聾、養護、中等学校の教育費とされて
いる。  
義務教育を６年間とした場合に、中学校の教育費を義務教育費国庫負担金とし

て国が負担する必要がなくなる。それにより、中学校分の義務教育費国庫負担金

約 5700 億円が自由に使える財源として確保できることになる。  
中学校を義務教育ではなくした場合に、今まで国が負担していた 3 分の１の教

育費は生徒を通わせている保護者の負担となってくる。  
総務省統計局の『学校種別・児童・生徒１人当たり学習費』より、公立中学校

の授業料を公立高校の授業料と同程度とし、塾や家庭教師をつけない場合に保護

者が負担する額はおよそ年間約 30 万円であることがわかった。公立高校の保護
者が負担する金額は年間約 40 万円であり、また大学や私立の中学・高校が年間
約 80 万円かかっていることを考えれば、決して高いものではない。  
時勢の変化、社会情勢の変化にともない、三位一体改革の中で地方への税源委譲

が進められているが、法の基、国が全国民に科す義務であるからには国としても

財政面での責任を負い、また教育水準の維持・管理を行う責任があると考える。

そのことを考えた上で、現在の義務教育費国庫負担金制度を継続し、負担率 3 分
の 1 を維持していくべきであると考える。  
 
4-3 義務教育６年制導入   

 

4-3-1 教育制度６年制の教育内容  
義務教育を 6 年間に短縮することについて、ただ今ある小中学校の中学校の部

分を切り捨てるということでは当然最低限必要とされる水準の学力に達すること

は難しい。そこで 6 年間にした際に必要とされるいくつかの変更点を挙げていく。 
 
 
○ 授業を週 6 日制にする  
現在週 5 日制がとられ、授業時間等のやりくりから時間割の作成等にも大きな

影響を与えている。義務教育期間を 6 年間に短縮することにすると、更にこの問
題には拍車がかかり、理解度においての低下が予想されることから週 6 日制にす
ることが必要である。  
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○読書の時間を週１回設ける  
 近年学生の活字離れが問題になっている。しかし本を読むことが大切だと感じ

ているならば学校でそれを教えるべきである。最近では朝の始業前に 10 分間ほ
ど読書タイムを設けている学校も増えてはきているが、名ばかりで教師のやる気

しだいになっているというのが現状である。どんな種類の本でも読むことで幅広

い知識や教養を身につけることが出来たり、想像力働かせることが出来るように

なる。また読み書きや会話での正しい言葉遣いを自然に身につけることも出来る。

そこで週に一時間でも読書の時間を設けることにより、子供にとって本というも

のが遠い存在ではなくなるのではないかと考えた。一ヶ月に一冊読んでも一年で

12 冊、6 年間で 60 冊読むことが出来る計算になる。読書を授業として取り入れ、
活字離れを衰退させるのが目的である。  

5 

10 

 
 
 
 15 
 
 
○ カリキュラムの改定  
 現行の週五日制度での一週間あたりの授業時間数  
  前期 後期 

一年生 21 23 

二年生 23 24 

三年生 25 26 

四年生 26 27 

五年生 27 27 

六年生 27 27 

20  (【表 4-3-1a】川崎市内にある一般的な市立小学校学校案内より引用 ) 
 
  
これを踏まえて我々は週六日制度で以下のような一週間あたりの授業時間数を提

案する。  
  前期 後期 

一年生 25 27 

二年生 27 28 

三年生 30 31 

四年生 31 32 

五年生 33 33 

六年生 33 33 

 (【表 4-3-1b】上記の提言 7を考慮して黒川ゼミ 2 年日経パートが作成 ) 25 

                                                  
7  P27 の週 6 日制・読書時間の創設等  
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学年別で見ていくと  
１～２年生＋４時間（土曜日分）  
３～４年生＋５時間（土曜日分＋１）  
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５～６年生＋６時間（土曜日分＋２）  と増やしている。  
１～３年生までは図工・音楽は必修科目とするが、４年生からはどちらか選択と

いう形を取り、4 教科の授業時間を多く確保し児童生徒の理解を深めさせる。 

 
○総合学習の有効活用  
 現在のカリキュラムでは総合学習は週 3 時間になっている。しかし 4 教科の授
業時間をなるべく多く確保するため、週 2 時間とする。教育内容も現在は各校に

任せているが  
１～２年生 いのちの大切さ 

３～６年生 各地域の特性を知る（後記の訓練学校への興味を持ってもらう） 

５～６年生 自身の進路の決定 

というような大まかな内容を国が定め、その上での内容は各校に任せるという形

にする。 

4-3-2 小学生卒業認定試験  
卒業認定試験とは、これで合格点を取ると小学校での教育を終えた証となるも

のである。つまり、国家が国民に対して日本国で生活するために最低限必要であ

るとした内容を小学生たちがきちんと理解したかをはかるためのものさしである。

この試験で合格点を取って初めて中学校に入学する資格を得たことになる。もち

ろんこの試験で合格点が取れなかった場合は中学校に進学することはできない。  
内容は 6 年間で習ったことのおさらいとし、難易度はあくまでも習熟度を見極

めるためのレヴェルとする。  
この試験で合格点が取れなかった場合、もう一度試験を受けられることとし、

二度目の試験でも不合格だった場合にはもう一年留年するか、中学校への入学資

格を持たないまま卒業するということになる。不合格だった場合のその先は本人

とその家族による判断に任せるものとする。ただ、小学校卒業認定試験に合格し

ていない場合でも中学校以外の学校、すなわち職業専門学校などには進学できる。 
行う時期は、ここでは現在主流になっている二学期制にのっとって話を進める

こととし、二回の試験を行う可能性を想定して時期を決めた。先ほども述べたと

おり一回目は全員が例外なく受ける試験で、二回目はその不合格者が受ける試験

である。まず、一回目は冬休みの前の 12 月 15 日から 20 日として、二回目は二
月初旬ごろに行う。  
一回目の試験を１２月中旬と想定したのは、不合格だった生徒は二度目の試験

に備えて冬季休講とその後の一ヶ月を準備期間に充てる。そのためには一回目と

二回目の間にある程度の時間的余裕がなくてはならない。そして二回目を二月に

した理由は、これより後にしてしまうとその後の進路を考える時間がなくなって

しまうからである。  
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以上のことから小学校卒業認定試験についてまとめると次のようになる。  
 

• 合格すると中学校入学資格が得られる  
• 不合格ならもう一度受験可能  

5 

15 

20 

25 

• 二度目も不合格だと留年、もしくは中学校入学資格を持たないまま卒業  
• 試験の一度目は冬休み前、二度目は二月初旬  
• 内容・難易度は 6 年間のおさらい程度  
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 
 
4-3-3 中学校の変化   
この試験制度を経て義務教育課程の終了により児童生徒は各々の道を選択す

ることになるが、小学校の情勢の変化に伴い中学校の体制も大きく変化すると予

想できる。そもそも教育の受け手である児童生徒、および保護者は学校を選択す

る自由があるべきであり、小学校は児童生徒の年齢的に見て近くの学校に通わせ

るとしても、義務教育課程の６年間を修了し、自分に最も適合した分野が発見で

きた児童生徒には選択手段を与えるべきである。そこで、今回我々は義務教育が

６年間終了した後の中学校の変化について考えた。下記の組織図はその予想モデ

ルである。 
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①エリート校  ・ 小学校卒業認定試験を合格した上で受験し、合格した者のみ

が通うことができる。  
・ 県立のトップクラスの学校。数はその県によって異なるが数

校しかない。  
・ 学費は「③学区の中学校」に比べて安く、より学力にあった

高水準な教育を受けることが出来る。  
②自由校  ・ 小学校卒業認定試験を合格した上で受験し、合格した者のみ

が通うことができる。  
・ 学校に特色作りは任せる。中高一貫校や総合高校の付属校な

どが考えられる。  
・ 中学校から義務化でなくなることから、公立学校でも受験に

とらわれず、自分自身のやりたいことに専念できる環境が出

来る。  
③学区の中学

校  
・ 小学校卒業認定試験を合格し、その学区内にいる者は通うこ

とができる。受験等は行わず、希望者全員が入学できる。  
④私立中学校  ・ 小学校卒業認定試験を合格した上で受験し、合格した者のみ

が通うことができる。  
・ 様々な中学校を選択できるようになることにより、現在より

入学者数が増えることが予想される 8。  
⑤職業専門学

校  
・ 小学校卒業認定試験を合格しなくても通うことができる。  
・ 技術を身につけたいと考える人が通う。  
・ 一般的な中学校の教育の他に、各県の特色を生かした職業

（漁業・農業・工業など）の専門分野の教育を受ける。  
・ 4 年間以上通い、卒業所要単位を修得すれば小学校卒業認定
試験に合格していなくても中学校卒業と同等の資格を得る

                                                  
8  【表 4-3-3】参照  

小学校 ⑤職業専門学校  

⑥その他  

①
エ
リ
ー
ト
中
学
校 

②
自
由
校 

③
学
区
の
中
学
校 

④
私
立
中
学
校 
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ことができる。  
・ 専門分野によっては生産した物品を販売し、その利益を学校

運営費に充て、授業料負担額の軽減などが見込める。  
⑥その他  ・小学校卒業で家業を継いだり、弟子入りするなどの一種の就

業。  
 

中学校国公立比率

93.4%

0.1%
6.5%

公立

私立

国立

                         

【表 4-3-3a】総務省統計局HPより 9     【表 4-3-3b】総務省統計局HPより  

高等学校国公立比率

70.3%

29.5%

0.2%

公立

私立

国立

 
以上の様な学校の特色が出る上、小学校卒業後、自分自身の進路決定の過程は、

現在の義務教育修了時である中学校から高校への進学に似かよった状況になりう

る。  

5 

10 

15 

20 

                                                 

【表 4-3-3】は中学校、高等学校の公立・私立・国立の在籍者数の比率を表し
たものであるが、上記のことから中学校時点での私立への進学率は現在の高等学

校程でないにしても増加するこが見込まれる。  
 
 
 
 
また、ひとつの学校を運営するために必要な金額は、年間約 2500 万円 10であ

り、教員数が全国平均で 22 人、平均給与が約 50 万円であることから算出すると
人件費はおよそ 1100 万円となり、合計で約 3100 万円年間にかかることとなる。 
エリート校・職業訓練校の運営費・人件費をこの平均値を用いることとし、１

つの都道府県にエリート校を 2 校、職業訓練校を 2 校設立した場合に、上記のこ
とを踏まえて計算するとおよそ 1 年間で 1 億 2400 万円かかる事になる。これを
47 都道府県で実施すると１年間に約 60 億円の財政運営費用が必要となる。この
学校数や規模などは各都道府県の人口、需要などにより数は弾力的であるがしか

 
9  【表 4-3-3a,b】のデータはいずれもH16 年 5 月現在  
10必要な金額、教員数、平均給与は埼玉県HPよりH16 年のデータ  
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し、削減予定である国庫負担金の中学校分の 5700 億円の中から見れば非常に僅
かな金額である。更に、総額裁量制の導入により各地域での財源の割り当て自由

化が進んでいるが、エリート校は少なくとも 3/4 を地方が負担し、学費の軽減を
行い優秀な人材を育成するシステムを作ることが必要である。  

5 

10 
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20 
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30 
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 小学校を卒業した後の進路の違いによって考えられるのが、学力の格差の広が

りである。  
中学校や職業専門学校、あるいはその他にも何か特殊な仕事の弟子入りをするな

ど個人によってその進路は実に様々である。そうなってくると当然のことながら

学力という面での格差は広がるであろう。中学校に進む者の中でも、エリート校

と通常の中学校に進む者の間には差が出るに違いない。  
しかしそれはあってはならないことだろうか。学力に差が出るということはい

けないことなのか。むしろ皆が同じくらい高水準の学力を持つことは可能である

のか。それは現実的に考えて不可能である。なぜなら人にはそれぞれ向き不向き

があるためである。  
例えば、勉強が得意な人がいればスポーツが得意な人もいる。音楽に情熱を注ぎ

こめる人もいるし料理や大工に自分の道を見つける人もいる。得意なこともあり

苦手なこともあるのが当然ではないか。  
よってエリート校などの設置により学力の差は起こりうることではあるが、そ

れは問題ではない。物事はその分野に特化している人が進めるのが、一番効率が

良いのである。学問の道に進む人は進み、違った道に進む人はそれに見合ったも

のを学ぶ。それが自然な姿である。学ぶということは人間にとって無くてはなら

ないものであるが、必ずしも学校の勉強だけが学びの場ではない。それは個人に

より異なるのが当然なのである。  
そういった理由から、学力の格差を問題にするということは重要ではない。それ

よりむしろ国が行うべきなのは、機会と環境を与えることである。本来ならもっ

と勉強ができる人間にとっては学校のレヴェルが低くては効率が悪く、また勉強

が苦手な人にとっても同じく授業レヴェルが高く感じ、最終的に理解できずに終

わる場合がある。エリート校の設置はこの理由から必要であるし、職業専門学校

の設置が必要なのも同じ理由である。機会の平等は無くてはならないが、しかし、

やるかやらないかはその人個人にかかっている。  

まとめ 
 
今回、義務教育は必要かということについて考えたが、その結果我々は必要であ

るという結論に至った。そしてその期間は 6 年で充分であるとした。  
義務教育というものはなぜ必要なのか。それは、何かを学ぶということは人間が

社会で生きるうえで必要不可欠だからである。学ぶことにより人間は成長し、国

民が成長することにより国家が成長、繁栄するからである。義務教育は人がその

後の人生をいかに生きるかということを考えるための、最初のきっかけなのであ

る。もし教育を義務でなく任意にしたらどうなるか。怠惰な国民が激増すること
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は想像に難くない。そしてそれは国力の低下、つまりは国際競争力の低下につな

がる。そうなれば我々日本国民の未来は決して明るいものではなくなるはずであ

る。教育は義務にし、まずは全国民に教育を受けさせ、社会で生きるためのルー

ルや自分自身のことについて考える機会を与えることは当然の責務である。そし

てその機会は全国民に平等に与えられそれに対し国家として責任を負うことが必

要であると考えた。  
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また、我々は義務教育の期間は 6 年でよいという提言をした。現代では多くの国
が 9 年制などを採っているが、果たしてそれほどの期間が必要なのか。我々は義
務教育というものは日本という国で生きていくための最低限のルール、または教

養を教えるので充分と考える。その後の進路は国民一人一人が各々の道を見つけ

ていくべきであり、国家はその手助けをする。我々が提言した小学校卒業後の様々

な進路、エリート校や職業専門学校などはその一例である。  
 今後、日本は少子高齢化時代を向かえ、社会保障の早期拡充は絶対命題である。

教育費用か社会保障費用かという選択肢の中で、義務教育を６年間とすることで

5700 億円の財源が不要となる。この中で多様性のある学校づくりが行われ、その
多くの余剰金は現在急務である社会保障の拡充へと使うことができるこの提言は

現在の時勢に則したものであると考え結論に至った。  
 
 
 20 
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