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教育委員会会議の活性化に関する実証的研究  

一人口規模別に見る活性化要因およびその相対的規定力について一  

堀  和郎＊、柳林 信彦＊＊  

はじめに   

分権改革の動向の中で、志木市の構造特区提案で掟起された教育委員会の廃止  

論や任意設置論1）、あるいは、出雲市や高浜市などに代表される、教育委員会の所  

管する教育行政事務の首長部局への一部移管論に代表される権限縮小論2）など、  

教育委員会制度は厳しい批判的検討にさらされ、制度改革が模索されてきた。   

こうした動向への対応とLて、地方教育行政の組織および運営に関する法律の  

一部改正が行われ、教育行政の集権・官治システムから分権・自治システムへの  

転換のための法的整備の取り組みが進展してきている。。，とはいえ、進行中の分権  

改革は期待されたほど徹底されたものではないとの評価もあり3J、教育委員会制  

度の存廃論議に決着がついたわけではない．二、しかしながら、国レベルの政策動向  

を見るならば、教育委員会制度の抜本的な構造改革へ踏み出すよりは、現行制度  

の基本を堅持しつつ、その改善を図るという改革の方向性が支配的になってきて  

いることは明らかである。－   

それは、たとえば、平成16年3月の「地方分棟時代における教育委員会の在り  

方について」の諮問をうけて出された『部会まとめ」i（平成17年1月、中教審・教  

育制度分科会・教育行政部会）、さらに、平成17年10月の中教審答申『新しい時代  

の立務教育を創造する』（第3章の（2）「教育委員会制度の見直し」）にうかがう  

ことができる。『答申』では、「教育委員会制度の見直し」として、つぎのように  

述べられている。  
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現在の教育委員会の現状については、会議が形骸化している、国の示す方  

針に従う縦割り集権型の仕組みになっている、合議制のため責任の所在が不  

明確となっている、迅速な意思決定ができない、などの問題が指摘されてい  

る。（中略）しかし、教育行政における政治的中立性や継続性・安定性の確保、  

地方における行政執行の多元化（首長に権限が集中することへの危惧）、首長  

が広範な事務を処理する中で専門の機関が教育を担当することのメリット  

（安定した行政執行）、義務教育実施の確実な担保などの重要性を踏まえる  

と、教育委員会の設置は選択制にすべきではなく、必要な適用や制度の改善  

を図ることが必要であると考えられる。（中略）また、指摘される問題の多く  

は、首長や議会の在り方に起因するものであり、教育委員の選任などについ  

て首長や議会が本来期待されている権能を行使すれば解決できるとの意見も  

出された。   

したがって、教育委員会制度の今後の在り方については、すべての地方自  

治体に設置することなど現在の基本的な枠組みを維持しつつ、それぞれの自  

治体の実情に合わせた執行ができるよう制度をできるだけ弾力化するととも  

に、教育委員会の機能の強化、首長と教育委員会の連携の強化や教育委員会  

の役割の明確化のための改善を図ることが適当である。   

すなわち、ここでは、教育委員会の廃止論や権限縮小論、あるいは任意設置論  

ではなく、教育委員会を地方教育行政制度の中核的機構として堅持するという基  

本的な方針とともに、教育委員会が分権時代にふさわしい機構であるために解決  

されるべき課題が提起されてい るのである。換言すれば、教育委員会にさまざま  

な問題があることは十分に認めながらも、それを任意設置にすることはもちろ  

ん、廃止して首長の下に教育行政を山元化するとか、その権限を学校教育に特化  

するといった改革の方向ではなく、現行制度の基本を維持しながら、提起されて  

いる諸課題の解決を図るべきという政策スタンスが表明されているといえる。つ  

まり、教育委員会制度という枠組みを前提とした上で、教育委員会を分権時代の  

教育行政の有効な担い手にするためには、どのように改善を図るのかが重要な課  

題となっているのである。  
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教育委＝会会読の清明北ぷ閃すふ粟証的研髄  

このような政策動向は、教育委員会制度の運用実態に関する経験的データの必  

安性が高まっていることを意味する（、恭削険的デー タなしでは教育委員会の直面す  

る課題解決に有効な改韓策は打ち出せないからである。｝教育委員会制度の運用実  

態に関する実証的研究の社会的・実践的意義はますます大きくなっているといえ   

ワ ′〇rl   

われわれは、運周実態に関する経験的データを蓄楷すべく、これまで教育委員  

会制度に関する実証的研究を実施し、その結果をいくつかの論文として公表して  

きた1l’。本稿もそうした研究の一環として位置づけられるものであり、市町村レ  

ベルの教育委員会を対象にして、運周実態の一側面である教育委員会会議に焦点  

を当てた研究である（〕   

教育委員会会議（以下、会議と記されている場合、将に断りのない限り、教育  

委員会会議を指す）を取り上げるのは、教育委員会の旧慣化論の中心的主題のひ  

とつが会議のありように向けられているからである。周側Ⅳ月i柄に拭するが、そ  

の批判は、簡判こいえば、つぎのようなものであるハ教育委揖会が行政委員会と  

いう合議制の執行機関であるにもかかわらず、その中柁に†打消する、＝治体の教  

育政策にかかわる最高の怒思決定の場とLての会議が形式化L、合誹体として機  

能していないため、教育委員会が地域住民の教育ニーズに宋軟かつ的確に応答す  

ることができないだけでなく、自治体の教育政策の主体としての能力を発揮でき  

ず、結局、制度理念のいう、教育行政の住民統制機構としての実質を持ち得てい  

ない、という批判である。もちろん、この批判は今に始まったことではない。J教  

育委員会会議を制度理念にふさわしい政策フォい ラムとして機能l‖l筏すべきこと  

は、相当以前から掟起されてきた経緯がある。しかし、分掩時代を迎え、自治体  

教育行政の自主性・主体性が求められる現在、教育委員会会議の改善は喫緊の課  

題となっており、会議のありようをめぐる分析は逆用実態に関する実証的研究の  

重要な一部分といわなければならない√ 

このような問題意識から、本稿は、運用実態に関する分析の対象とLて教育委  

員会会議のありようをとりあげる。その際、そのありようを「会議の活発度」と  

いう指標で数量的に把握して、①会議の活発度を規定する要因（活性化要因と呼  

ぶことができる）としてどのようなものがあり、それは人口規模による影響を受  
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けるのか、という問いと、②活性化要因相互の規定力の順位はどうなっており、  

それは人口規模の影響を受けるのか、という二種類の問いこ分析課題を設定し、  

その解明を試みる。   

このような問いを設定し解明することの意義はどこにあるのか。   

まず、前者の問いについていえば、会読の活発度は教育委員会を構成する委員  

個々人の資質能力はいうまでもなく、委員の人選や研修機会の在り方、会議の形  

態や運営、事務局の支援の在り方など、教育委員会の特性が関係すると考えられ  

る。自治体教育委員会のどのような特性が会議の活発度に関連するのか。それ  

（活性化要因）を発見することができれば、会議を改善する手がかりを得ることが  

できると考えられる。また、それら活性化要田と人口規模との関係を問うのは、  

前述した、教育委員会形骸化論の主要な部分として展開されている「会議の形式  

化」論の焦点が主として、小規模自治体の教育委員会に向けられているからであ  

る。すなわち、小規模自治体の教育委員会では、他の自治体教育委員会に比べて、  

特に会議が形式化し、政策フォーラムとして械能していないこと、ゆえに、教育  

委員会が合議体の機構として存在し得ていないことが指摘されており、そのよう  

な批判が経験的に薮付けられるのかどうかは教育委員会会読の改善論にとって重  

要な検討課題と考えられるからである。つまり、活性化要因の人口規模別の布置  

を明らかにして、それが人口規模の影響を′受けるかどうかを検討することは、こ  

うした小規模自治体教育委員会批判の経験的な妥当性を検証することにつながる  

のである。   

後者の問いは、どんな意義があるのか。活性化安国としてさまぎまなものがあ  

ることが予想されるが、しかし、それら活性化要因は会議の活発度に対して同じ  

比重で作用するのではなく、会議の活発度を左右するその度合い（規定力）には  

差異があるのではないか、さらに、それら要因の規定力の順位も人口規模の影響  

を受けるのではないか、という仮説がこの間いの背後にある。活性化要因の規定  

力の差異があるとすれば、会議の改善のために優先的にとるべき方策の選択に際  

して、そのことは当然に配慮されなければならないであろう。こうした研究知見  

は、そのためのヒントを与えるであろう。また、人口規模の影響の有鯉を検討す  

ることも、会議改善の方策選択に活用できるデータを提供すると考えられる。す  
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教育委H会会議の清作化に閲すか実証的研究   

なわち、その規定力が八＝規模の影響を受けない要因は、会議の改割こ取り組む  

際、どのような自治体でも配慮すべき要因ということになるし、その規定力があ  

る特定の規模の自治体でのみ顕著にみられる要因であることが判明したら、当該  

自治体でのみ配慮すべき要因ということになる。つまり、活性化要因の規走力の  

順位を明らかにし、また、その順位の差異を人口規模との関連で検討することは、  

会議改善のために各自治体において取り組むべき優先方策を判断する手がかりを  

与えてくれると考えられるのである。   

分析に用いるデータは、2004年7月に実施した全国の市区町村教育委員会の教  

育委貞長（以‾F、委員長と略記）を対象とする「教育委員会制度の現状と課題に  

関するアンケート調査」のデータである5〕。調査対象は、市区教育委員会と人口3  

万人以上の町村教育委員会は悉皆、人口3万人未満の町村教育委員会は半数紬亡Iul  

とした（組合設置の教育委員会は調査対象から除いている）。教育委員会の摘出に  

当たっては、『平成15年版  

全国数育委員会一覧』  

（2003年5月1日現在）お  

よび国土地理協会編I「平成  

15年度住民基本台帳要覧』  

を用いた。行政区分別の  

送付数、回収数、回収率は  

行政区分  送付数   回収数  l山川叉率 い払）   

市   676   507   75．0   

東方浦用り区   23   14   60．9   

町   1024   623   60．8   

村   275   175   63．6   

不明  51  

1998   1370   6臥6   

表の通りである。   

本稿の依拠する調査データは、委員長を対象とする調査のそれである。会議を  

主宰する立場にある者からみた会議運用の実態に関するデータであるという意義  

とともに、委員長という職責に由来する認識上の制約から生ずる限界は念頭に置  

いておく必要はあるかもしれない。，ただ、それはアンケート調査にはつきものの  

限界であり、全国規模の調査であること、サンプル数が1370もの大きさであるこ  

とは、これまでにないデータソースであり、教育委員会制度の逆用実態に関する  

分析のためのデータとして大きな意義を有するものと考えている。  
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1 教育委員会会議の活性化要図と人口規模  

（1）教育委員会会議の様相の変数化   

まず、ピアソンの積宰相関分析を用いて、会議の活発度に影響を与えている要  

因を抽出する6）。相関分析に当たっては、会議の活発度を被説明変数とし、会議  

の適用に関わる特性（会議の形態、委員の役割遂行上の特性、教育委員の人選や  

教育委員のための研修などの在り方、事務局の役割遂行上の特性）を説明変数と  

して用いる。   

被説明変数である会議の活発度は、委員長調査でもちいた「教育委員会会議の  

特徴」を把握するための質問項目への回答を基に合成変数を構成した。合成変数  

の構成に使用した質問項目は、①会議では多様な意見が自由に交わされる、④提  

案された政策について活発な議論が展開される、③反対意見でも自由に発言でき  

る雰囲気がある、④提案された政策に関してはあまり発言はない、⑤提案された  

政策は特に意見もなくそのまま認められることが多い、の5つである。   

得点化に当たっては、「全くあてはまらない」に1点、「よくあてはまる」に5  

点を与えた（④提案された政策に関してはあまり発言はない、⑤提案された政策  

は特に意見もなくそのまま認められることが多い、については「全くあてはまら  

ない」に5点、「よくあてはまる」に1点を与えた）上で、全ての項目の得点を合  

計している。  

（2）相関分析の結果7）  

①教育委員会会議の形態と会議の活発度削   

会議の形克削こついては、会議の開催頻度と1匝lあたりの会議にかけられる時間  

と、会議の活発度との間に統計的に有意な関係が成立するという結果となった。  

相関係数からは、とりわけ強い関係があるとはいえないが、会議の頻度が多く、  

時間をかけて会議が行われることが、会議の活性化に影響を与えていることが分  

かる。  

（卦教育委員会の特性と会議の活発度   

教育委員会の特性と会議の活発度との間の相関関係については、分析に用いた  
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教育委員会全線細制肘ヒに関する実証凧研究  

特性のうち統計的に有意な関係が見いだされた  

ものは、委員による議題発案の有鰊（致育委員が  

議題を発案することがあるか否か）、委員による  

政策提案の有無（委員が政策提案ヤアイデアの提  

供を積極的に行っているか否か）、委員提案の政  

策への反映の有無（教育委員の提案ヤアイデアが  

鋸自体の教育政策に反映されているかどうか）、  

教育委員の人選（委員の人選を慎重に行っている  

か杏か）、そして、教育委員の研修（委員に対す  

る研修の機会が十分に配慮されているか否か）で  

あった。   

これらの相関分析の結果からは、会議の活性化  

のためには、つぎのような要因が重要であること  

がホ唆されるし〕まず、議題発案や、政策提案や政  

策アイデアの提供を特種的に行ってくれるよう  

な数奇委員の存在、いってみれば、地域の教育  

ニーズを把握しており、教育lHj題の解決に意欲が  

高く、教育識見を有する教育委員の存在が会議の  

活性化には欠かせないことが分かる。。さらに、そ  

うした教育委員の提案が自治体の教育政策に反  

映される、あるいは教育政策として実現するとい  

う実績が蓄楕されることが、会議を活発化する上  

で、重要な意味を持つこともうかがえる。それは  

おそらく、そのことで、教育委員が、自分の発言  

ヤアイデアが自治体の教育施策に影響を与えて  

いるという感蒐（委員としての効力感）をもつこ  

とになり、委員の住民代表としてのモラールが強  

化されるためであると思われる。そして、そのよ  

うな教育委貝にふさわしい人材をリクルートす  

会議活発度   

Pearsonの  

会 壬ゴ畠  
0．177＊  

臼紙   

0．0001  
頻 度  

N   1313  

会議活発度   

Pearsonの  
会   0．156＊  

議 時  

間  
0．0001  

N   1316  

Pearson（7）  
三＃三 百拭   0．316＊  

蒐 発  

案  
0．0001  

1315  会議活発度         相関係数     （両側）      N  

Pearson（7，）  

政   
0．423坤  会議活発度   策 撞 案   相聞係数     （両側）  0．0001 1261   N  

Pearsonの  

策   有意確率  会議活発度  政  反 映   相関係数  0．4，04＊    （両側）  0．0001   N  1272  
会議活発度   

Pearsonの  
0．325＊  

委 r＝＝】  

員  

人 選  
0．0001  

N   1262  

Pearsonの  

会議活発度  委 【＝1 貝 研 修   相関係数  0．265＊   有意確率 （両側〕  0．0001   N  1275  



会議活発度  

Pearson（7）   
資務  

相関係数  
0．290＊  

のの     有意確率   

質準  （両側）  
0．0001  

と備  
N   1276  

るために、その選任を十分に時間をかけて慎重  

に行い、他方で、研修機会を十分に確保し、そ  

の力量をより高めることが会議を活発化する上  

で肝要であることが、これらの結果から見るこ  

とができる。  

配会  

布議  
時資   有意確率   会議活発度      Pearsonの 相関係数  0．142＊     0．0001  期料 の  （両側）   N  1235  ③教育委員会事務局の役割と会議の活発度   

教育委員会事務局が果たしている役割につい  

ては、分析に使用した特性のうち、事務局の準  

備する会議資料の質と量が卜分なものであるこ  

と、事前検討の余裕がある時期に会議資料が事  

務局によって配布されていること、事務局によ  

る説明がわかりやすいことが、会議の活発度と  

会議活発度   

事  Pearsonの   
務   0．237＊  

局  有意確率   
の   0．0001   

説 明  （了l酬帖   N   1277   

の間に、強い相関ではないが、統計的に有意な  

水準において、相関関係が成立することが明らかになった。1   

これらの結米は、会議に関する教育委員会事務局による支援が、会議の活発度  

に影響を与えていることを示唆している。  

（3）会議の活性化要因と人口規模   

以上のように、会議の活発度に影響を与えている要因（活性化要因）が摘出で  

きた。はたして、これらの要因は、人仁I規模の大小によって、影響を凄けるので  

あろうか。そこで、つぎに、これらの要因の備わり方（多寡）が人口規模によっ  

て異なるか否かを分析する。この点を明らかにするために、人口規模別に各安国  

に関わる質問項目への回答を得点化し、人l－1規模別に合計点を求め、その平均値  

を比較する。   

人口規模の区分に関しては、教育委員会の設置規模論において適正な規模が10  

万人程度とされていること9）や、各人口規模区分間のケース数のバランスを考慮  

して、1万人未満（421、30．7％）、1万人以上～ 3 万人未満（336、  

24．5％）、3万人以上～5万人未満（194、14．2％）、5万人以上～10万人未満（180、  
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教育委員会会議の1骨性化に関する実証的研究   

各活性化要因の平均値の人口規模の比較  

人口規模   会議頻度   会議時間   議題発案  政策提案   政策反映  

靖  13．359  ⑤  2．616  ①  2．674：（も   3．435  ⑤  3．682  
1万～3万人   14．770  ④  2．577  ②  2．760  ③  3．557  ④  3．644  
3万～5万人   15．129  ③  2．412  領）  2．836  固  3．640  ⑨  3．684  
5万～10万人   15．328  ②  2．389  ④  2．764  ②  3．609  ②  3．711  
10ガ人以上   16，956  ①  2．224  痘）  2．528  （む  3．680  ①  3．782：①   
全国平均   14．736  2．495  2．715  7．124  3．691  

委員人選   委員研イ1  客  資料質毒  ＋十－ 軋  配布時期  説明  

（勤  3．352  ⑤  3．708  ⑥  1．468  ⑤  3．966  
④  3．383  ④  3．833  十十  1．633  ④  4．012  
⑨  3．479  ①  3．924  ⑨  1．972  ③  4．081  
固  3．394  国  3．966  ②  2．384  ②  4．107  
①  3．392  ④  4．051  ①  2．382  ①  4．097  

3．840  3．391  3．862  1．836  4．030  

13．1％）、10万人以上（182、13．3％）の5［幸二分としている。   

衷は各活性化要因の平均倍を記したものであるl〔J）。各平均値の右側のマル囲み  

の数字は平均値の八l山一I規模間の順位を示している（＿，   

分析結果を概観すると、各捕性化安国は、大きく分けると、人口規模の区分に  

したがい、すなわち、人口規模が大きくなる（あるいは、小さくなる）にしたがっ  

て、平均値が順次変化している要因と、八［二I規模の区分に応じた平均値の順次的  

な変化が見られず、八仁1規模の区分と平均値の大小とが首尾一貫していない安国  

とがある。   

前者は、「会議頻度」「会議時間」「政策掟案」「政策反映」「委員人選」「資料の  

質と最」「資料の配付時期」「事務局による説明」といった要因である。これらの  

要因に関しては、「会議時間」を除いて、人口規模が大きいほど、平均値が高くなっ  

ている。この結果は、人口規模が大きいほど、会議の行われる頻度が高く、委員  

の人選を慎重に行っており、積極的に政策提案を行う教育委貞が存在しており、  

委員のアイデアや意見が政策に反映されることが多く、事務局の準備する会議資  

料が質・量ともに充実しており、事務局が事前検討の余地のある時期に資料を配  

布しており、会議資料に関する事務局の説明がわかりやすい教育委員会が多くな  

るということを示している。反対に、「会議時間」については、人口規模が大きく  
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なるほど、会議時間が短くなるなるという傾向があることが分かる。   

このことからは、会読の活性要因の多くが、人口規模の大小によって、その備  

わり方（多寡）が影響を受けており、基本的に、人口規模が大きくなるほど、活  

性化要因を備えた教育委員会が多くなることが明らかとなった。   

後者は、「委員研修」と「議題発案」である（。これら2つの要因については、平  

均値の順位と人［l規模の大′トとの間に一走の関係が見られない。委員の研修に関  

しては、3万人以上～5万人未満の自治体で平均値が最も高く、5万人～10万人  

未満、10万人以上、1万人以上～3万人未満、1万人未満という順で平均値が高  

い。このことは、この人Ⅰ二I規模の順で、研修への配感がなされているということ  

を示している。議題発案については、3万人以上～5万人未満の自治体で、議題  

党案をする委員が存在する教育委員会が最も多くなり、5万以上～10万未満人、  

1万以上～3万人未満、1万人未満の順となり、10万人以上の教育委員会の平均  

値が最も低くなっている。   

これら2つの要因については、つぎのように解釈できるのではないかと考え  

る。委員研修については、人目規模別の平均値の差が小さく（すなわち、人lニト規  

模が異なっても、研修の配慮の多寡に大きな差が生じているわけではない）、か  

つ、すべての人口規模の平均が中央値（この場合は3）よりも大きい。このこと  

は、どの人口規模の自治体であっても委員研修の機会への配慮がある程度なされ  

ていることを示している。その結果として、人口規模の大小と、平均値の順位が  

比例しないのではないかということである。議題発案に関して、10万人以上の大  

規模自治体と1万人未満の小規模自治体の平均値が両者とも低いのは、大規模自  

治体では教育委員会の官僚制化（合理的官僚制の確立）が進んでおり、事務局の  

組織陣容が整っていることもあり、会議運営の手続きが合理化され、教育長や事  

務局による発案が多く、結果として委員が積極的に議題発案を行う必要性が希薄  

である状況があり、そのために委員による議題提案が少なくなっているのに射  

し、小規模自治体では、教育識見や問題解決の意欲に富む教育委員の確保が困経  

であるというリクルート面の弱さがあるために委員による議題発案が少ない傾向  

がある、と全く別の理由によるのではないかということである。   

以上、会議の活性化に影響を与える要因（活性化要因）と、人口規模別の活性  
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教育委明会会議の活悍≠に関するニ長討三的研究   

化安国の怖わり方（多寡）の差異を見てきた、こ、このように、山“‾l規模別に活性化  

安因の平均値を比較すると、いくつかの例外はあるが、総じて、人口規模の大き  

い自治体の教育委員会において、ほとんどの活性化安岡が高い平均値を示してい  

た。－ これらの結果は、人1コ規模の大きい自治体の会議が、相対的に活発であるこ  

とを示唆する。   

そこで、人口規模と会議の活発度  

とのクロス集計表を見ると、人口規  

模が小さい打治体において会議の活  

発度が低い教育委員会が多数を占め  

るようになるわけではないが、ノ∪一】I  

規模が大きい自治体ほど、会議が摘  

発な教育委員会が増えていくという  

結果となっている。すなわち、会議  

の活発度は、人口規模が大きくなる  

ほど高くなるという傾向がある．「こ  

の結果は、人1hI規模別の活性化質問  

の平均偶の差異に基づく予測を裏書  

きするものであるということができ  

よう。）  

会議の活発度   合計      l二】  
低   lYi可   

1ガ人未満   
189  

47．0％   

1万人以上～  153  177  330  

人  3万人未満  46．4（‰  
［二I  

5万人以上∵  5訂叩  118  176   川力人未満  33．0％  67．0（裁丁）  100．0％   10ノJ人以上  55  117  172    32．0（‰  68．0％  100．0（ラム     528  736  1264    418％  58．2％  100．0％   
鯉  5万人未満  39．7％  60．3（‰  100．0％  

pく0．001  

2 教育委員会会議の活性化要因相互の相対的規定カと人口規模  

（1）教育委員会合議の活性化要因相互の相対的規定カ   

ニれまでの分析で、会議の活発度との間に統計的に有意な関係がある会議の逆  

用に関わる諸特性が明らかになった。しかし、これらの謂特性が、会議の活発化  

のための要因（活性化要因）として同じ比重で働いているかどうかは明らかでは  

ない。これらの諸特性の活性化安国としての相対的な規定力を解明することが必  

要である。そこで、これら活性化要因相互の規定力の差異を重回帰分析を用いて  

検討する。，   

重回帰分析に当たっては、会議の活発度を被説明変数とlノ、相関分析によって、  

11   



会議の活発度との関連性が明らかになった要因－「会議の開催頻度」「会議にかけ  

られる時間」「委員による議題発案」「委員による政策提案」「委員提案の政策への  

反映」「教育委員の人選」「教育委員の研修」「事務局の準備する会議資料の質と  

量」「事務局の会議資料配付の時期」「事務局による説明の適切さ」－を説明変数  

とした。また、重回帰分析を行うに当たっては、ステップワイズ法を用いた。重  

回帰分析の結果は、表の通りである。衷の数倍は、会議の活発度に対する各安国  

の相対的寄与を示すものであり、説明変数を同時に投入するという条件の下で  

の、各要因の規定力の目安となるものである   

順位は、委員による政策提案が最も高い規走力を有しており、ついで、議題発  

案、政策反映、委員の人選、事務局の準備する資料の質と量、会議時間、会議頻  

度、事務局の説明、会議資料の配付時期という順となった。   

分析結果をまとめると、会議において議題発案を行う、あるいは政策提案ヤア  

イデアを提供する教育委員がおり、また委員の掟寒が教育施策に反映されるとい  

う実績が蓄積されることが会議が活写飢二進められる上で最も重安であり、そうし  

た条件が会議の政策フォーラム化を支えていることが分かる。つぎに、慎重な委  

員人選が位置づいている。このことは、教育識見などの委員としての資質能力を  

有する適材を時間をかけて選任することが会議の活発化にとって重要であること  

会議の活発度に対する活性化要因の相対的規定力  

活性化要因   標準偏回帰係数   順位   

政策提案   0．203＊＊   ①   

議鍵発案   0．154や＊   堰）   

政策反映   0．135＊＊   （事   

委員人選   0．125＊＊   ④   

事務局の準備する資料の質と量   0．118＊＊   ⑤   

会議時間   0．090＊＊   ⑥   

会議頻度   0．073＊＊   ⑦   

事務局の説明   0．061＊   ⑧   

会議資料の配付時期   0．052＊   ⑨   

R2乗  

自由度調整済みR2乗  

F値  

＊＊p＜0．01、＊p＜0．05  

0．317  
0．311  

59．33＊＊   
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教育委員会会議の油性化に関する実証的研究   

をホ＝愛する、、さらに、事務局が十分な質と量を備えた資料を準備し、議案を検討  

するための十分な会議時間や会議回数を確保すること、事務局がわかりやすい説  

明を行う努力をすること、事前検討の余裕がある時期に会議資料が配布されるこ  

ともまた活発な会議運常にとって無視できない条件であることが明らかである。   

この相対的な規定力についての結果を端的に言い換えれば、会議の活性化に  

とっては、まずもって教育委員が政策決定者としての資質と意欲を持つこと、適  

材を確保すべく慎重に委員の人選に取り組むこと、ついで、会読の頻度や時間と  

いった審議のための機会の確保や事務局のサポートといった制度的条件が存在す  

ることが重要であるということである。  

（2）人口規模別に見た活性化要因相互の相対的規定力   

では、これら活性化安岡の規定力は、人口規模別に見た場合には、どのように  

変化するのであろうか。、この課題を解明するために、人口規模をコントロールし  

た上で、会議の活発度を被説明変数とし、会議の活性化要因を説明変数とした重  

廿帰分析を行う。これは、人口規模別に活性化要因相互の規定力の順位を明らか  

にすることによって、八一二l規模別に活性化質問の相対的な規定力が異なるのかど  

うか、そして、異なるとすれば、どのように異なるのかを明らかにする分析であ  

る。 

分析の結果は、次頁の衷のようになった。衣は、八［¶l規模の区分・ごとに、上か  

ら、会議の活発度に対するその寄与率＝規定力の高い順に、晴性化要因を並べた  

ものである。  

「政策提案」や「政策反映」のように、総じて、どの人I二！規模においても上位に  

ある要凶、すなわち、どの人口規模においても、会議の活発度に対して規走力の  

高い要因が存在する。他方で、いくつかの安岡の規定力の順位は人口規模により  

かなり異なっている．〕たとえば、「委員の人選」は、人口規模が5万人以上の自治  

体で、規定力の順位が高い。Jまた「会議時間」については、人口規模が3万人以  

上の自治体では規走力は高いが、それ以下の人口規模ではその順位は下位にとど  

まっている〔〕反対に「議題発案」は小規模自治体では規定力が高いが、大規模自  

治体では規定力は低下している。また、「資料の質と量」は、1万人未満、1万人  
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人口規模別に見た活性化要因の規定力  

1万人～3万人  3万人～5万人   

標準偏回 帰係数  要因の 平均値  標準偏回  要因の  標準偏回  
項目  項目    帰係数   平均値 の   

項目    帰係数   
平均値  

の順位  
順位  の順位   

議題発案  0．228＊＊   ④  議題発案   0．214＊＊  〔卦  会一  講時間  0．211＊＊   ③   

政策提案  0．190＊＊  ⑤  政策反映   0．197＊＊  ⑤  政策反映   0．190＊  国  

0．155＊＊  ⑤      0．170＊＊  ④  政策提案   0．172＊   

政策反映  0．146＊＊  ④  委員人選   0．161＊＊  ④  温明  0．152＊  
会議頻度  0．126＊＊  ⑤  政策提案   0．132串   ④  議題発案   0．149＊  ①   

会議時間  0．104＊  ①  

R2乗   0．300  

自由度調整  

済みR2乗  
0．288  

F値  25．820＊＊  
頼pく0．01、＊p＜0．05  

5万～10万人  10万人以上  

要  標準偏回  要因の  
標準偏回  平均値  
帰係数   平‾ の   帰係数  

引立  の順位   

政策提案  0．408＊＊    国  政策反映   0，256＊＊  

委員人選  0．205＊＊     政策提案   0．241＊串  

会議時間  0．160＊＊   ④   委  i人選  0．226＊＊  国  

会言    0．185＊＊  （む  

R2乗   0．283  0．404   

0．388   

25．091＊＊  

自由度調整  

済みR2乗  
0．270  

F値  21．338＊＊  
＊＊pく0．01、＊p＜0．05  

以上～3万人未満といった小規模自治体でのみ、高い規走力を示している。   

以上のように、会議の活発度に影響を与えている要因相互の規定力に関する分  

析結果は、どの人口規模でも規定力の高い要因がある一方、人口規模別に規定力  

が異なり、一様でない要因もあることを明らかにした。これは何を意味するので  

あろうか。そ・れは、会議の活性化に際して、どの人口規模の自治体でも共通に優  

先的に取り組むべき施策があると同時に、ある特定の自治体規模において特に優  

先的に取り組むべき施策があることを意味する。  
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教育委噴全会議の活性北上供する一品証的研究  

たとえば、議題を発案したり政策を提案したりすることはどの人口規模の自治  

体にとっても規定力が大きく、会議を活性化させるために、鰊視できない重要な  

特性であるといえる。したがって、議題発案のような委員の職務遂行を刺激ある  

いは促進するような方策に取り組むべきことを示唆する。会議の活性化という課  

題に対して、小規模の自治体では、会議資料の質と量の充実という形での事務局  

のサポートを改善することが方策として求められるのに対して、大規模自治体で  

は、委員のリクルートに際して慎重な人選への取り組みが重要な意味を持ち、優  

先されるべきことを示唆するのである。   

ここで、前頁の表のなかの「要因の平均値」の順位に注目していただきたい。各  

活性化要因の平均値の人口規模別の差異はすでに検討した（13頁参照）が、この  

順位は、規定力の大きい順に並べられた活性化要因それぞれの人口規模毎の平均  

値の順位を記したものである。たとえば、1万人未満の自治体では、会議時間と  

いう要凶の平均値は1位であるが、会議頻度という安国の平均値は5位である。  

この順位は当該規模の自治体において規走力のある活性化要因がそれぞれどれだ  

け備わっているか、その順位を示している。表を見ると、3万人未満の小規模自  

治体の問題性が浮き彫りになっている。すなわち、会議の活発化にとって規定力  

の高い要因が、どれも小規模自治体には相対的に少ししか備わっていないことが  

明らかである。1万人未満の自治体、1万ノし以上～3万人末滴の自治体では、規  

走力の高い要因は、ほとんどどれをとってもその平均値はいずれも低く、3万人  

以上～5万人未満の規模の自治体になってようやく、活性化要因がある程度備  

わっていることが分かる。これに対して、5万人以上の自治体では、規定力の相  

対的に高い要因について、そのいずれも平均値が高い。たとえば、政策提案とい  

う要因は会議の活性化要因として規定力がどの自治体でも大きいが、平均値で見  

れば、大規模自治体では委員による政策提案がなされている教育委員会が多く、  

小規模自治体では相対的にその割合が小さくなっていく。また、小規模自治体で  

規定力の高い要因である会議資料の質と量にしても、その平均値は低い。  

おわりに   

以上において、教育委員会会議のありようという教育委員会制度の適用実態の  
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一側面に焦点を置く分析によって得られた知見を整理してきた。これはきわめて  

限定された視点からの知見であるが、このように人口規模の影響が明らかになっ  

たことは、今後、教育委員会制度の運用実態の研究に人口規模論の観点からの分  

析を組み込む必要のあることを示唆する。   

人口規模の影響という問題は、設置単位論という形で教育委員会制度の発足時  

から自覚されていた問題であり11J、特に目新しい問題ではない。たとえば、教育  

委員会の一斉設置後は、特に、教育指導行政の担い手である指導主事の配置に関  

して、早くから人口規模による格差が指摘され、結果として生じている教育指導  

行政の地域格差が問題視され、指導主事のいない小規模自治体での教育指導行政  

をどうするかという問題が検討されてきた経緯がある12）。つまり、教育委員会の  

設置単位を適正化する問題、一定の行政能力を備えるには一定の人口規模を必要  

とするという問題は決して軽視されてきたわけではない。そのために市町村合併  

の必要性も指摘されてきたし、教育行政の広域化の方策（たとえば、事務の共同  

処理）も提案されてきた。小規模自治体の教育委員会の行政能力の向上は、教育  

委員会制度論において一貫して追究されてきた課題であったといってよい。さら  

に、近年の中教審答申『今後の地方教育行政の在り方について』でも、中教審・  

教育制度分科会・教育行政部会の『部会まとめ』でも、中教審答申『新しい時代  

の義務教育を創造する』でも、その必要性が示唆されている。そこでは、分権時  

代の到来とともに、教育委員会には自主・自律が求められ、そのための行政能力  

の確保が至上命題となっており、そのためには、市町村合併等による設置単位の  

規模拡大が前提条件である、という論理をみることができる。   

しかし、教育委員会の設置単位の規模拡大を行えば、行政能力が確保され、制  

度運用が改善されるのか。たとえば、事務局の組織陣容の充実については、現在  

の規模別の職員配置を見れば、自治体規模の拡大により、それは確実に保障され  

るであろう。この点で、合併による設置単位の規模の拡大や事務の共同的、広域  

的処理は制度運用の改善を図る上で有効な方策といえる。しかし、設置単位の規  

模拡大によって解決可能な運用側面もあれば、そうでない運用側面もあると考え  

られる13）。人口規模と制度運用との関係をめぐる問題は実証的研究の課題として  

これまで本格的に検討されてこなかったし、人口規模が教育委員会制度の運用の  
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教育委員会会議の油性化に関する実証的研究   

どの側耐こいかなる影響を与えるかについての経験的データや研究知見は蓄積さ  

れてこなかった。人口規模の影響（従って、設置単位の拡大の効果も含めて）を  

判断するデータはない。教育委員会制度の研究に際して、人口規模の観点から運  

用実態の各側面を綿密に検討し、データを蓄積する必要があるゆえんである。   

今後、分権時代における教育委員会制度の存続可能性を高めるための改善策が  

さまざまな観点から検討されなければならないが、改善論の基本は、教育委員会  

が今日の自治体に求められる主体的な教育行政を担うだけの能力をいかに構築す  

るかであり、その点で、本稿において教育委員会会議の活性化との関係で示唆し  

たように、とりわけ、小規模自治体の教育委員会の能力をどう高めるかが焦点で  

なければならないであろう。そのためには、人口規模が教育長のリーダーシッ  

プ、事務局の政策立案能力、教育委員会と学校との関係、教育長と首長の関係、  

教育委員会と地域住民との関係等、制度運用の各側面にどう影響するかに関する  

研究知見が蓄積されなけゴLばならない。  
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会会議の活性化に関する要因の分析を中心に－」（『教育制度学研究』第12号、2005）に  

おいて解明しているが、本稿では、人口規模との関係についての分析を行うこともあ  

り、分析に用いる説明変数を見直した【l二で、あらためて相関分析の手法を用いて要因の  

析出を行っている。その際、説明変数とLて投入した教育委員会の諸特性が論文とし  

て公表された分析に用いた特性と山部異なるために、本稿において統計的に有怒な水  

準において確認された活性化要凶と、既発衷の論文におけるそれとの間には若干の差  

異が表れている。  

7）相関分析の結果を解釈する場合、どのくらいの祁関係数の倍があれば「高い相関があ  

る」といえるかが問題になる。相関係数の値が大きいか小さいかはあくまでも相対的な  

ものであって、いくらであれば「高い相関」であって、いくら以下であると「低い相  

関」であるとは、分野により異なる場合があり、山般的には述べることは必ずしもでき  

ない。。  

有意確率について述べておけば、了■椚酢検定で有意水準1％、5ワ〔，をそれぞれ設定する  

ならば、帰舞阪説を棄却できるための、轄本棚閏イ糸致の大きさの下限はつぎのように  

なっている。  

標本数  有意水準1％  有意水準5％  

N＝100  0．256  0．197  

N＝400  0．129  0．098  

N＝1000  0．081  0．062  

（盛山 利夫『社会調査法入門』有斐閣、2004年参照）  

8）本稿では、相関分析の結果、統計的に有意な水準において相関関係という関連性が確認  

された説明変数（安国）のみ提示している。いうまでもないが、相関分析にかけた説明  

変数のすべてに統計的に有意な関係が成立したわけではない。  

9）たとえば、つぎの文献を参照。市川昭午、前掲論丈、102‡‡、加治佐哲也「地方教育行   

政の地域設定と教育委員会の設置単位」堀内孜編『地方分椎と教育委員会制度』（ぎょ  

うせい、2000）、205頁。  

10）要因間で平均値が大きく異なる場合があるのは、各要凶に関する質問項凋に対する回  

答の選択肢が、それぞれ異なっているからである。  

会議頻度は、年間の会議回数を尋ねた設問を基にしており、その中央倦は15である 

会議時間も、一回の会議にかける時間が何時間であるかを尋ねた設問を基にしており、  

中央値は2となっている。政策提案は、教育委貝の役割遂行について尋ねた質問のう  

ち、「教育政策の提案をする」と「教育政策のアイデアを述べる」の2つの5作法の質   

問への回答を得点化して合計したものであるが、他の安国と比較しやすいように、合計  
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教育委員会会一義の活性化に関する実証的研究  

糾∴ほ2で割ってある。議題発案、政範反映、委員人選、委員研修、資料の質と量、事  

務局の説明に関する質問項目は、5件法で尋ねたものである。最後に、資料の配付時期  

については、4件法で尋ねている 

ll〕市町村に対する教育委員会の一斉設饅が当初見送られていたことは、八卜］規模の影響  

が問題視されていたことを物語ることであるし、馴鹿の導入に際して、GHQの民間情  

報数青木，i（C王E）は一斉設置ではなく、全国に600ほどの教育委員会設随を構想してい  

たといわれることも、この間規に自覚的であった証拠であろう 川川川祈†二、前掲論文参  

照）。、  

ユ2）たとえば、‖本数育行政学会の共同研究「教育指導行政に関する総合的研究」では、教   

育指導行政のさまざまな側耐二ついて検討され、人【1規模との関連、とりわけ小規模自  

治体のI町道が言及されている（日本教育行政学会指導行政研究特別委員会編『教職の質  

的向とと教育指導行政に関する総合的研究』1982）。  

13）例えば、教育長に対して行ったアンケート調査では、八【二二Ⅰ規模が小規模であるほど、住  

民の集会に出席する教育長が多いという結果があられている。これから見ると、小規   

模自治体の教育長の方が、地域住民のニーズにより敏感であることがうかがえよう（堀  

和郎他、前掲委嘱研究鞘苦苦、∠15真、参照）。  
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『oc鵬Om紬e耳m創uemce ofMumicipa馳es’  

Popu血豆on S五ze upom t払e『ac七ors  

Kazuo HORI  

Nobuhiko YANAGIBAYASHI  

The purpose ofthis paperis，by uslng emPlrlCaldata on thefunctionlng Of  

schoolboard meetlngS at the municlpal1evel，tOanalyze factors related to active  

board meetlngSin order to find measures to activate board meetings．Basic  

researCh questions are：What factors make board meetlngS aCtive as policy  

forum？and Are there anyin軋IenCe Of population size oflocalmunlClpalities  

uponたICtOrS related to active board meetlngS？We take up these questions as  

research toplCS because we are certain that board meetlngS are at the heart of  

schoolboards as education decision－making bodiesin thelocalmunlCIPalities  

and how to make them better policy forum has been a verylmpOrtantissue for  

research on educationalpolicy and administration．  

The data to be analyzed are based on a nationLWide survey mailed，inJuly  

Of2004，tO1998 chairpersons of schoolboards at the municipal1evel（city；  

town，vi1lage and Tbkyo metropolitan specialdistrict）．The totalsamples  

COntains1370board chairpersons．   

In order to achieve the research purpose mentioned above，While  

COntrOlling population size oflocalmunlClpalities，We attempt COrrelation analysIS  

and multiple regression analysIS for the survey data．In this analysIS，an  

explained variableis the degree of activeness of deliberationin board meetlngS  

that was constructed as a variable based an data of impressions that 

Chairpersons hold about characteristics of their board meetlngS．And，SeVeral  

aspects of schoolboards and their meetings（f．e．なequency andlength of board  

meetlngS，仕equency of decision by vote，h－equenCy Of board members proposal  
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教育委員会会議の活性化に関する実証的研究  

1 0f deliberative matters，frequency of board members policy proposals，  

recruitment pattern of board members，and so forth）are taken up as  

explanatory variables．   

As results of the analysIS，followlng factors are maJOr OneS found to be  

Statistically slgni鮎antly related to active board meetings and are putin order of  

importance．They are hereafter ca11ed activation factors；（1）board members’  

h・equent policy proposals，（2）board members’h：equent prOpOSalof deliberative  

matters for meetings，（3）h：equentimpact onadopted policies ofboardmembers  

ideas and opinions，（4）carefu1recruitment of board members，（5）better quality  

and quantity of materials for meetings prepared by central 0抗ce staff，（6）  

frequent board meetings，（7）longer time allowed for deliberationin board  

meetings，（8）relevant explanation about materials for meetings provided by  

Central office，（9）adequate timing of handing out materials for meetings，  

（10）sufficient opportunities tolearn enjoyed by board members．  

As for theinnuence of population size，mOSt Of activation factors are  

influenced by population size so that schoolboards oflarge population size have  

more andlonger meetlngS，reCruit board members carefully，have more board  

members proposlng pOlicies，have board members’ideas and opln10nS realized  

more 丘－equentlyin adopted policies，have better materials for meetlngS  

provided，and have more supportive central ofhce sta＃．As regards to the  

innuence of population size on the relativeimportance of activation factors，  

there are some factors that are morein丑uentialin any population size；thatis，  

－ SuCh factors asfrequency of board members policy proposals and丘－equency of  

impact on adopted policies of board members’ideas and oplnions・There are  

Other factors that are differentinimportance as activation factors size by size．  

Fbr example，Carefulrecruitment of board members are mOreimportantin  

schoolboards oflarge population size，and board members’frequent proposalof  

deliberative matters br meetlngS are mOreimportantin schoolboards of small  

population size andlessimportantin schoolboards oflarge population size．  
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