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別紙 2 

「教育制度抜本見直し」は、近代公教育原則を破壊する 

 

１、近代国家における大原則（公権力の価値的中立） 

 

伊藤正巳（元最高裁判事）は、近代憲法における精神的自由権の重要性を次のように述べてい

る。 

 

近代憲法は、国家からの自由を保障し、各種の自由権がその人権宣言の核心をなし、この自由な人

間活動のうえに近代国家の発展がみられたのである。それらの自由権のうちでも、精神的自由権は、

近代的な意味をもつのみならず、民主制の発展とともにその重要性を増大し、いわば優越的地位をも

つ人権であると解すべきことは前述したとおりである。精神的自由が保障されないところに、国民主権

も機能せず、民主主義も内実を伴ったものとなりえない。さらに国家権力を握る者は、精神的自由の

行使がその地位を脅かすことをおそれるのであり、ともすれば、国家権力による制限を導入しようとす

る志向があるところも、国家権力の制約として機能する人権保障のうちでも重要な意義をもつといえる。

とくに国家権力や社会の多数から憎まれている精神的活動の自由が、憲法の保障として重要である

ことを忘れてはなるまい。                             （『憲法』253 頁 弘文堂） 

 

また、精神的自由権を次のように思想・良心の自由と信教の自由、そして学問の自由などとも密

接に結びつき保障していると述べている。 

 

思想･良心の自由の保障は､人間の人格形成に資する内面的な精神活動の自由を外部からの干渉

介入から守るものである｡この二つの自由をあわせて､そのような最も人間たるふさわしい活動を保障

することである｡･･･中略・･･良心は主として倫理的･主観的な判断作用を意味すると解される｡欧米諸

国では､良心の自由とは､もっぱらあるいは主として信仰選択の自由を指すことが多い｡日本国憲法で

は､信教の自由を別に保障し､これに信仰選択という内心の自由を含ましめると､良心の自由から排除

されるようにみえる｡しかし､良心の自由から信仰選択の自由を除くことは､その定義からいっても適当

ではなく､信仰選択の自由を含まない良心の自由は考えられないのである｡したがって､信仰選択とい

うもっぱら内心にかかわる自由は､19 条によって保障され､20 条は､信教にかかわる外部的な現われ

(宗教活動)の自由を保障するものと解したい｡このように信教の領域においても､宗教を信じたり､信じ

なかったり､変更したりする内心の自由は 19 条により絶対的保障をうけることになる････このことは良心

の自由のみでなく､思想についても､ある思想を外部的に表現し､あるいは学問活動として外に現われ

るときは､21 条や 23 条によって保障される｡                           (同上 254 頁) 

 

当然ながら、精神的自由権が保障され、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由などが保

障されるためには、国家が特定の思想・宗教などを強制・勧奨・優遇することなく、価値的中立性

が不可欠である。 

棟居快行（憲法学 神戸大学教授・当事）は、その国家の価値中立性を「近年主権国家は価値中

立性をその存在基盤としている。換言すれば、価値の多元性は、近代国家の下で精神的自由が

保障されたことの結果ではなくして、むしろ近代国家の出発点そのものであったと捉えるべきであ

る」とし、「国家の価値中立性の憲法論」として、「思想良心の自由を保障する憲法 19 条には、
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個々人の主観的権利としての思想良心の自由とともに、国家の思想的中立性の要請という客観

的憲法原則もまた、含まれているものと解される。国家の価値中立性は、右のように国家の思想的

中立性を保障すると解される 19 条から導かれる。加えて、個人の多様な人格的展開を幸福追求

権として保障する 13 条のうちにも、国家の価値中立性の要請を読み込むことが可能であろう」と述

べている（『国際化時代と教育法』の「学校教育における少数者の人権 公教育と国家の価値中立性」日本教

育法学会年報 第 24 号 有斐閣 68 頁）。 

以上のことから明らかなように、近代民主主義国家において、国家および公権力・公的機関は、

価値中立的でなければならず、公権力は、特定の価値観・考え方・思想等を教育・宣伝などの手

段によって市民に強制・勧奨してはならない。これが、近代国家の普遍的な原理・原則である。 

 

 

２、近代公教育諸原則（公教育の価値的中立） 

 

棟居快行は、「公教育もまた、近代国家の一作用である以上、市民（親・こども）による自律的価

値形成に対して中立的でなければならない」と公教育の価値中立性が不可欠であると述べている

（同上 69 頁）。 

杉原康雄（憲法学 一大学名誉教授・当事）は、「近代において、教育の問題を憲法問題としてとく

に立ち入って検討したのは、フランスであった」とし、「フランス革命初期の諸憲法で、すべての国

民に開かれた、真理・真実を主内容とする『知育』中心の公教育体制の問題を提起しつつも、革

命の側も反革命の側も人によって異なる宗教・思想・信条等の相対的価値の選択教化としての

『徳育』（訓育）の問題にもこだわり続けた」とし、「憲法諸規の意味するもの」として、次のように述

べている（『憲法と公教育』100 頁 勁草書房）。 

 

第一に、フランス革命初期のこれら諸憲法において、「教育」（enseignement）のうち、「知育」を意味す

る instruction と選択教化的「徳育」を含む education が使い分けられているようであり、すべてのフラン

ス人に必要な基礎教育としての「公教育」が前者を原則とし、後者が原則として公的祭典や私教育の

分野でされていることである。宗教・思想信条の自由を各人の人権として保障している憲法の下にお

いて、すべての国民に開かれている公務としての公教育が人によって異なる宗教・思想信条等の相

対的諸価値の選択教化的徳育を禁止され、それらが私教育や参加自由の国民祭の課題とされるの

は当然のことであった。公教育における知育中心原則、宗教的・思想的中立性原則等の提起である。

公教育がこれらの原則を欠けば、公教育は、その目的としている諸課題を達成できなくなるだけでな

く、子どもたちやその背後にいる親権者等の人権を組織的に侵害し、もろもろの思想闘争の場となり、

その教師は国民の人権を侵害しかつ自己の人権を過大に制限されることになる。なお、私教育は、そ

の役割を徳育に限定されるわけではなく、知育をも担当する。真理・真実を主内容とする知育は、そ

の内容の普遍性の故にその担当者の知育能力についての制限（資格）を課されることがあっても、私

教育にそれを禁止すべき理由はない。また、憲法上包括的自由権を保障しているところからしても、

知育の自由を否定することはできない。 

第二に、宗教・思想信条の自由を不可侵の人権として保障している憲法体制の下においては、知

的精神的活動としての教育につき、二種類の教育の自由の保障が論理的に不可欠となることである。

知育の自由と選択教化的な徳育の自由である。 

①真理・真実を主内容とし、その内容の故に合理的な論証を方法とすることを求められかつ、その

具体的な内容・方法を児童・生徒の発達段階に即して教育科学的・専門技術的に決定することを必
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要とする知育においては、その内容・方法の故に非合理的な干渉からの独立・自由の保障が不可欠

となる。知育中心の公教育においては、宗教と多数決世界としての政治・行政からの独立・自由の保

障がとくに重要になる。私教育が知育を担当する場合にも同様である。この点は、あとで紹介するよう

に、フランス革命の初期に、コンドルセが 1791 年憲法下で設けられるべき公教育の要点として強調し

ていた論点である。 

②宗教・思想信条の自由を人権として保障する憲法体制下においては、宗教・思想信条は、本来

各人が学習して自己決定すべきものであり、未成年者については親権者等その保護者の配慮事項

であり、本来公権力の介入しうる事項ではなく、私教育の課題だということである。家庭教育における

徳育の自由・学校選択の自由、市民による私立学校の設立とそこにおける徳育の自由が求められる

ことになる。このような自由は、宗教・思想信条の自由のうちに含まれ、また近代市民憲法が保障する

包括的自由権のうちにも含まれている。                             （101～103 頁） 

 

このように、人間の人格形成に資する内面的な精神活動に深くかかわる近代公教育も、近代国 

家の普遍的な原理・原則がその前提となる。その近代公教育の諸原則の概要は、次の 6 点であ

る。 

①すべての市民に開かれた無償の普通教育の原則 

②公教育における知育（真理教育）中心原則 

③公教育における選択教化的徳育（訓育）排除の原則 

④公教育における宗教的・思想的・政治的中立性の原則 

⑤知育における教育権（知育の内容・方法の決定権）の独立（自由）の原則 

⑥私教育の自由の原則（私教育における知育の自由・宗教等の選択教化的徳育の自由、私

人の私立学校設立の自由・私立学校選択の自由等） 

 

つまり、上記の①以外は、国家の価値的中立性を前提とし、そのうえでその国家権力から公教

育の独立性を確保することで、「人により異なる価値選択の自由」が保障され、上記②～⑥の諸原

則が担保される環境となる。 

 

 

３、近代公教育における人権としての子どもの人権としての教育 

 

堀尾輝久（東京大学名誉教授）は、「近代の人権思想は、人間一般の人格性・尊厳性の思想と結

びつき、そこでは当然、子どもにもその人格と権利が認められた（たとえばカント）。しかし、教育思

想上、さらに重要なことは、人間一般としての子どもではなく、おとなとは違った子どもの発見とそ

の権利の承認にあった。この点でルソーの意義はきわだっている。この子どもの権利は、コンドル

セにおいては、その進歩の歴史哲学と結びついて、「新しい世代の権利」としても表現された。そ

して、その権利の主要なものは、学習＝教育に対する権利であった。教育は、子どもの人権の一

つであり、同時に、すべてのひとがもろもろの人権を有効に行使し、その平等を実現するための手

段と考えられた」とし（『人権としての教育』163～164 頁 岩波書店）、「『教育を受ける権利』は、近代に

おける『子どもの人権』の思想につながり、子どもの人権の中核をなす学習権の実定法的規定で

あり、子どもの学習権が、架空の抽象的権利としてではなく、現実的かつ有効な権利として認めら

れたことを意味する。すなわち、子どもの学習の権利を現実に充足させるような教育を、実際に受

ける権利を、憲法上認め、社会ないし国家が、そのための現実的配慮の義務を負うことを意味す
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るものである。その意味において、近代における子どもの権利と学習権の思想は、教育を受ける

権利として、実定法（ポジテイブロー）上の権利になることによって、より積極的な権利（ポジテイプ

ライト）となり、その権利の現実的保障のために必要な配慮を、社会ないし国家に義務づけることを

内容とする義務教育を要求するものとなる。こうして、義務教育の思想は、教育を受ける権利の系

として位置づけられることによって、その意味もまた転換するのである。」と述べている（同 173～174

頁）。 

このように、近代の人権思想は、人間一般の人格性・尊厳性の思想と結びつき、近代における

子どもの権利と学習権の思想は、教育を受ける権利として、実定法上の権利をなし、このような教

育内容とその教育方法などを保障する制度的保障と、そのための教育環境を整備する義務を国

が負う。 

 

 

３、戦後教育制度の命題は、近代公教育諸原則の実現であった 

 

（1）戦前の教育の負の歴史の概要 

 

別紙 1 で、以下のことを詳細に述べた。 

①明治にはじまる大日本帝国は、大日本帝国憲法と教育勅語および軍人勅諭をその精

神的支柱として、天皇が道徳的価値の体現者であることで、人により異なる思想・信条・良

心・宗教の自由などを著しく制限し、侵害し、近代国家における普遍的原則（宗教的・思想的・

政治的中立性）を有していない国家であったこと。 

②上記が、明治にはじまる日本の公教育のあり様の根本を規定し、教育の基本方針であ

る教育勅語が、国家神道の経典となり、公教育の中心教科を修身科（道徳教育）とすることで、

教育勅語が、公教育における道徳規範の絶対的位置を占めた。それらが、近代公教育の重

要な原則である普遍的な真理・事実にもとづく知識教育（真理教育）中心原則を著しく侵害し、

人によって異なる道徳的価値の選択の自由を奪い、知識教育（真理教育）の基礎を成す学

問の自由を奪い、教育の自由を制限したこと。 

③教育を実施する教育行政の基本的事項を、天皇の大権により発せられる「勅令（命令）」

で定め、中央・地方に一元的に設置された官吏の組織を通じて集権的に行い、しかも、教育

活動は、命令監視の権力関係で行われ、国家が、教育内容および教育行政を完全に支配し

ていたこと。 

④その教育の中心課題は、教育勅語にもとづく道徳教育（修身）を中心とする教育によっ

て、人々に帝国臣民としての自覚を持たせ、忠君愛国の精神を植え、学校教育は、教育勅

語にもとづく国定教科書（修身・国史など）をとおして、天皇のために命を捧げる子どもたちを

育成する場と化し、それが、国民をあの忌まわしい侵略戦争に動員することを可能とした。こ

の教育を実際に全国津々浦々で担ったのは、知事（一般行政官）や市町村長であり、天皇

制官僚機構の末端に包摂された教員らであったこと。 

 

 

（2）戦前教育の負の歴史を踏まえた戦後教育制度の確立への道程 

 

戦後教育は、このような戦前の教育状況からの解放と改革が、つまり、近代公教育諸原則
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にもとづく教育内容及び教育制度の確立が命題であった。 

この命題の確立への道程は、ポツダム宣言の受諾に伴い始まり、連合国最高司令官総司

令部（以下「GHQ」）は、日本の管理を日本政府及び官僚行政機構をとおしてそれを行った。

その基本は、日本の非軍事化と民主化で、教育では、軍国主義・国家主義の排除と民主主

義・平和主義にもとづく教育であり、それを担保するための教育制度の確立であった。この目

的から、教育家などからなるアメリカ対日教育使節団が派遣され、日本側相談相手の日本教

育家委員会が発足（1946.2.7）、これを母体に教育刷新委員会（以下「教刷委」）が設置された

（1946.8.10）。 

教刷委は、戦後教育改革の基本となる教育基本法と下記の教育委員会制度を建議し（第 1

回、1946.12.27）、これをもとに教育基本法（公布 1947.3.31）、教育委員会法（公布 1948.7.15）が制

定された。この教育改革の方向は、間接には第 1 次アメリカ教育使節団の勧告によるが、直

接的にはこの教刷委で、決して押し付けられたものではない。 

教刷委は、以下のような建議を行い、公教育を国家権力などからの独立性を、つまり、近

代公教育諸原則を確保しようとした。 

 

教育委員会に関する建議 （第 1 回、1946.12.27） 

① 教育における公正な民意の尊重（教育委員の直接住民による公選制） 

② 教育の地方分権（教育行政の地方自治） 

③ 自治体から独立した行政委員会としての教育委員会の設置（教育内容および教育行

政の自主性・中立性） 

④ 教育予算の教育委員会の自主権の採用（教育行政の自主性） 

⑤ 複数の教育委員らによる合議制（独断性の排除・教育方針の安定） 

⑥ 教育長の教員免許状制（教育内容及び教育行政の専門職制） 

 
中央教育委員会設置の建議 （第 9 回、1947.12.27） 

四 教育を民主化し且広く国民文化の向上を図るため中央教育委員会を設置すると共

に、新たに文化省（仮称）を設け学校教育、社会教育、体育、学術、芸能、宗教その他文

化に関する一切の事項を管掌し、現在の文部省はこれに統合すること。 

（2）権限（中央教育委員会） 

文化大臣は左記の事項について中央教育委員会の審議を経ることを要する。 

1 学校教育に関する基本方針 

3 教員資格の基準 

8 委員会は、一般に教育文化に関し、その意見を文化大臣に建議することができ

る。            （『史料 教育法』神田・寺崎・平原著 学陽書房 624 頁より抜粋） 

 

中央教育行政機構の建議 （第 12 回、1948.2.7） 

一 学芸省（仮称）設置の基本方針 

従来の文部省は、教育省たるの感が深く、科学、技術、芸術その他教育以外の文化の方面は、

ともすると閑却される傾きがあったが、われわれはさきに日本国憲法において民主的で文化的な日

本国を建設することを内外に宣言したのであって、これがためには左記事項を根本方針として新た

に学芸省（仮称）を設置し、これに伴い文部省を廃止することが必要である。 

（二）学芸省は、所管行政については、できうる限り民意を尊重して、国民の創意と活動に期待し、
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いやしくも科学、技術、芸術、教育その他文化の実体に干渉を加えることがあってはならな

い。 

（三）学芸省は、その所管行政の運営に当たっては厳正公平な独立の立場を保ち、いやしくも、

一部の社会的又は政治的勢力によって動かされるようなことがあってはならない。 

二 学芸省の権限 

（二）学芸省は、所管行政については、さきに本委員会で決議したところに従い、その基本的事

項については、中央教育委員会（仮称）の審議を経ることとする。 

（三）学芸省は、思想、良心、宗教、言論、出版等の精神活動の自由に関する基本的人権の保

障に、不断の関心を払い、科学、技術、芸術、教育その他文化の実体に干渉してはならない。  

（624～625 頁 抜粋） 

 

このように、文部省を廃止し、「文化省」ないし「学芸省」の設置を建議し、「学芸省は、思想、

良心、宗教、言論、出版等の精神活動の自由に関する基本的人権の保障に、不断の関心を

払い、科学、技術、芸術、教育その他文化の実体に干渉してはならない」と国家統制を制限

している。また、自治体（地方政府）から独立性を有した教育委員会による教育行政方式を、

中央教育行政にも採用しようとし、「中央教育委員会」を設置し、「できうる限り民意を尊重し」

「行政の運営に当たっては厳正公平な独立の立場を保」った委員会の審議を経て出される

建議にもとづき、中央教育行政を行うことを求めている。 

これらが示すものは、国家による教育統制を排除する理念およびその制度保障、つまり、

国家権力からの公教育の解放・自由（近代公教育諸原則）を担保する理念と制度保障であ

る。 

こうして、国家目的に忠実な人間を育成する手段として、国家が国民（臣民）に「義務」付け

た教育から、教育自体が人権のひとつであり、かつ他の人権を実現する不可欠な手段である

とする<教育を受ける権利>（憲法第 26 条）へと大転換をなした。 

そのための制度保障として、教育基本法第 10 条 1 項で、「教育は、不当な支配に服するこ

となく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と、教育の「不偏不党

性」の理念を宣明し、教育への政治的勢力を含む「不当な支配」を禁止し、教育内容及び教

育行政の自主性確保の重要性を明らかにした。それは、別紙 1 で詳細に述べた、教育の負

の歴史への反省にもとづくものである。 

 

 

（3）不の教育の歴史の忘却と回帰 

 

家永三郎（中央大学教授・当事）は、「教育を、教育本来の目的に反する政治的支配の手段とし

て利用しようとする政策は、不幸なことに、我が国では、近代的学校制度の創設後まもないころ

から始まり、きわめて徹底した形で一世紀にわたり継続した」とし、「十五年戦争（1931 年から 45

年の十五にわたる戦争）敗北後、戦後改革が比較的前向きに進められていた時期に政策転換

のきざしが現れたものの、それもごく短い期間で終わり、同じような政策が再開され、次第に戦

前にちかいところまでエスカレートして、今日にいたっている」と述べ、いわゆる教育の反動化に

警鐘を鳴らしている（『教科書裁判』1～2頁 日本評論社 1981年発行）。この教育の反動化とこの「教

育制度抜本見直し」は、下記で述べるように太い糸で繋がっている。 

この教育の反動化は、現憲法の制定の際に、「憲法問題調査委員会」（松本委員長）の「改正
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案」が、大日本帝国憲法の基本原則は変更しないという姿勢のもとで作られたように、教育改革

においても、戦前のその温存が企てられた。これに対して、日本と朝鮮の広報、教育、宗教その

他の社会学的問題に関する施策について助言するために GHQ の専門部として設置され民間

情報教育局教育課は、「文部省の機能は、教刷委に奉仕することであり、そして、教刷委を文

部省自身の官僚的計画と活動に、権威と威信をもたせるための道具として、利用してはならな

い」と文部省に釘を刺した（『天皇制と教育の史的展開 昭和教育史 下』久保義三著、三一書房、235

頁）。 

教刷委は、このような経過を経て文部省の影響力を排除するために内閣総理大臣の直属の

諮問機関として、戦後教育改革の基本となる教育基本法と教育委員会制度を建議し（第 1 回、

1946.12.27）、これをもとに教育基本法（公布1947.3.31）と教育委員会法（公布1948.7.15）を結実させ

た。このような戦後の教育改革の方向は、間接には第 1 次アメリカ教育使節団の勧告によるもの

であるが、直接的にはこの教刷委であり、押し付けられたものではない。それは、公教育の諸原

則を取り入れることにより、再び、あの忌まわしい事態を招かないためである。 

これを押し付けられたのは、あの忌まわしい負の歴史を肯定し、賛美し、その支配原理である

大日本帝国原理を復活させ、継承しようとした人たちである。この人たちは、文部省の廃止ない

し権限の制限に対して、それまでの中央集権的・監督行政から、教育・学術・文化などの指導

助言・助言育成機関とする最小限の文部省「改革」で、廃止を切り抜けた（文部省設置法

1949.5.31）。つまり、中央教育行政では、地方教育制度方式（自治体からの独立性）を採用せず、

政府行政機関の文部省が直接教育行政を行使する体制を温存した。つまり、国家が、直接教

育を統制する火種を残してしまった。そして、それが、教育委員会法の廃止と現行法の「地方教

育行政の組織及び運営に関する法律」の成立（公布、1956．6.30）へと繋がり、教育の国家統制、

教育の政党支配に道を開いた。 

この教育反動化の裏には、池田勇人（自由党政調会長）とウォルター・ロバートソン国務次官補

の間に行われた、「1、日本は米軍が日本国内に駐在する事を認める。2、米軍と自衛隊は有事

の際に協力する。会談当事者は日本国民の防衛に対する責任感を増大させるような日本の空

気を助長することが最も重要である。」との同意、「日本政府は教育および広報によって日本に

愛国心と自衛のための自発的精神が成長するような空気を助長することに第一の責任をもつも

のである」との合意がある（「池田・ロバートソン会談」1953 年 10 月）。これを受けて、政府は学校教育

への教育内容的統制を強め、それが、教育委員会公選制廃止、年学習指導要領「告示」化

（1958 年）、同年学習指導要領における「日の丸・君が代」条項の新設、などといった形でこの合

意内容は実現されていく。 

この教育委員会法の廃止に反対する広範な反対運動が展開されたが、国会の数の力で強

引にこれを押し切り、現行法の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」を成立させたが、

それを可能としたのは、地方六団体（全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国都道府県議会議長

会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会）の同法への積極的な支援・支持であった。地方六団

体がそれを支持した理由は、地方財政（普通会計）における教育費が占める割合が最も多く

（『地方財政の状況』自治省 1956 年作成、1954 年度の目的別分類の都道府県では、32.3％、市長村では、

20.7％、都道府県市長村総計では、27.4％。1987 年からは、土木費が一位）、この教育予算に対する首

長や議会の影響力の強化と教育行政一般への影響力の強化があった。 

この教育委員会法廃止によって先の①委員公選制と④教育予算の自主権などの廃止、⑥教

育長の教員免許制（専門職制）が廃止され、さらには、都道府県の教育委員会の教育長を文部

大臣の任命承認制度とし、国は、国家統制手段を手にし、②教育の地方分権（教育行政の自
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治）を形骸化させ、首長は、教育行政への権限と影響力を高め、教育行政の行政権力からの独

立性は、骨抜きにされた。その後の経過を割愛するが、この流れの先に第 1 次安倍政権におけ

る憲法原理に反し、かつ戦前の負の歴史の反省のもとづき、公教育の諸原則を取り入れていた

教育基本法のその諸原則の規定力を薄め、かつ公権力の価値的中立原則に反し、特定の道

徳的価値（伝統と文化の尊重、我が国と郷土を愛する）を条文化した現教育基本法の改正（改

悪）がある。今回の「教育体制抜本的見直し」のための関連法の「改正（改悪）」は、これらと繋が

る。 

この「教育体制抜本的見直し」の目的は、教育委員会法の廃止と同様に行政権力（国・自治

体首長）の教育行政に対する権限の強化である。つまり、「国」→「自治体（首長）」→「教育長」

→「学校」→「教員」→「子ども」へと一本の太い線で結ばれ、国・首長（政権政党）のイデオロギ

ーが、ストレートに学校（教員・子ども）に下りてくる。この「教育体制抜本的見直し」は、大阪維

新の会が府議会に提出した「教育条例」に酷似しているが、その大阪府・市で起こっているおぞ

ましい事態が、「教育体制抜本的見直し」後に何が起こるのかを明確に示している。 

 

 

４、「教育制度抜本見直し」は、近代公教育原則の破壊と憲法改悪の地ならし 

 

これらは、憲法「改正（改悪）」を見すえた地ならしである。自民党の「日本国憲法改正素案」の

前文の「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家」、「日

本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、・・・・和を尊び、家族や社会全体が互いに助

け合う国家を形成する」は、現代版教育勅語である。人により異なる道徳的価値を憲法で定めるこ

とは、国家および公教育の価値的中立性原則に明確に反する。このような憲法は、近代国家の普

遍的原理にもとづく近代立憲主義憲法といえる代物ではない。 

このようなおぞましい憲法の「改正（改悪）」を実現するには、このような道徳的価値を受け入れ

る「国民（臣民）」の育成が不可欠である。そのためには、強力な中央集権的教育制度と命令監督

（権力関係）にもとづく教育活動の統制・強制が不可欠である。つまり、下記の近代公教育諸原則

を解体することが必要条件で、近代公教育諸原則を採用している教育委員会制度を解体する必

要がある。 

②公教育における知育（真理教育）中心原則 

③公教育における選択教化的徳育（訓育）排除の原則 

④公教育における宗教的・思想的・政治的中立性の原則 

⑤知育における教育権（知育の内容・方法の決定権）の独立（自由）の原則 

⑥私教育の自由の原則（私教育における知育の自由・宗教等の選択教化的徳育の自由、私

人の私立学校設立の自由・私立学校選択の自由等） 

 

多くのマスコミは、安倍首相の諮問機関の「教育再生実行会議」（以下「再生会議」）この提言

（教育制度抜本見直し）に対し、「合議制の教委が責任を持つ現行制度からの転換で、実現すれ

ば人事権を通じて首長が教育行政に関与できるため、教育の政治的中立性をめぐって議論を呼

びそうだ」（『愛媛新聞』2013.4.16）などと指摘し、控えめではあるが、警鐘を鳴らしている。 

このように、安倍政権が進めている「教育再生」の一つである「教育制度抜本見直し」は、近代

公教育諸原則を破壊し、再び教育を政治の下部とし、人々を国家の下部とする。 

以上 


