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国立教育政策研究所創立 70 周年記念シンポジュウム                       

記念講演 

 

自治体行政の環境変容と地方教育行政の課題 

 

                                  小川 正人 

                                      

 

はじめに－なぜ今、地方教育行政か 

 

（１）今日、新しい時代の教育政策や学校、教育課程などの在り方をめぐって様々な論議が

行われているが（小川 2019）、それらの新しい政策や課題を学校、教職員や地域住民ととも

に実施、遂行する核となる主体は、自治体と教育委員会である。 

 これまで日本の教育行政は、国（文部科学省）が設定するナショナルスタンダードを踏ま

えて、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を分担しながら連携、協働して運営され、全

国的に高い教育の水準、質を維持しその向上に努め成果を上げてきた。そうした国、都道府

県、市町村の連携、協働を担保する中核的な制度的仕組みの一つが、義務教育費国庫負担制

度とそれに連動する義務標準法、そして、県費負担教職員制度であった。その意味では、そ

れら制度的仕組みから構成される地方教育行政は、日本の教育制度の基幹的システムの一

つであるといえるものである。 

 そうした国、都道府県、市町村を通じた教育行政の在り方をめぐっては、1990 年代後半

以降に地方分権改革の論議と見直しがあったこともあり、一時、関心が高まったが、その後、

教育委員会制度改革を除き、この 20 数年間はあまり関心を向けられることはなかった。 

1990 年代後半以降の地方分権改革の一時期を除いて、この 20 数年間ほど、地方教育行政

の在り方をめぐってあまり関心が払われてこなかったのは、幾つかの理由があったと思わ

れる。 

第一は、1999（平成 11）年の「地方分権一括法」（7 月 16 日公布）による地方分権改革

は、機関委任事務体制の廃止に象徴される国の管理監督、関与の形を変えることになったが、

この地方分権改革は、国と自治体による広範な共管領域を基本的に維持した上で、その「編

み直し」が行われた改革であった。確かに、この地方分権改革に対しては、「未完の分権改

革」（西尾 2007）とする評価があり、市町村合併の更なる促進により基礎自治体の行財政基

盤確立を図ることを前提に、地方税財源の拡充、事務権限の移譲等の課題も指摘された。し

かし、他方で、現代国家では、国と自治体による広範な共管領域が存在することから、国―

地方関係を単純に分離主義的に捉えることが出来ないことを再確認させることにもなった

‐最低限の行政サービスの保障と地方の多様性・自立性をどう調整し折り合いをつけるか

という課題の確認‐（市川 2017）。 
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第二は、その意味で、「未完の分権改革」のその後の展開―道筋は、市町村合併の進捗状

況にもかかっていたといえる。「平成の市町村合併」は、市町村自治体数を半分近くまで減

らすことになったが、他方で、都道府県から市町村への事務権限の移譲を大きく進めるレベ

ルとされていた市町村数 1千まで届かず小規模町村が無視できない数で残ることになった。

そうした事態もあり、都道府県の事務権限移譲の気運も後退し、その後、国‐都道府県‐市

町村関係の調整については、よく言えば、「最適均衡」状況、悪く言えば、停滞状況が生じ

たといえる。 

↓ 

そうしたなかで、教育―特に、初等中等教育は、国と自治体による広範な共管領域を有し

た分野でもありことから、他の行政分野と比べて、国、都道府県、市町村の間の連携、協力

を担保する地方教育行政の従来の形態が維持され、世紀の変わり目に一つの頂点に達した

分権改革を超える見直し要請が教育行政の内外から生まれてこなかったという事情があっ

たように思われる。 

 

（２）しかし、近年、国、都道府県、市町村関係の在り方をめぐって議論が再び始動し始め

ている。その背景には、今後、急速に進む人口減少、財政窮迫等を背景にして自治体規模の

二極化と自治体間格差の拡大がある。 

平成の時代において、市町村合併が進み基礎自治体の数が半減した分、一方では、自治体

規模が拡大し、政令市（20 市）、中核市（58 市：2019 年 4 月現在）の数が増加し、それら

「都市行政圏」に国民の約半数（東京 23 区を含めると）が集中するような状況が生まれた。

他方で、少子高齢化と人口減少により、規模が縮小する自治体も増え、地域間格差と人口偏

在が拡大する中で、都道府県と市町村の関係の見直しは喫緊の課題として浮上している

（佐々木：2019）。 

① 人口 100 万人以下の県が、現在、10県であるが、2045 年には 19県に増加、また、小

規模市町村でも人口 1万人を割る市町村が 523 自治体（全市町村の約 3割）に上ると

推計されている。 

② 人口減少、財政逼迫、市町村の一層の規模縮小などで総合的行政（フルセット行政）

を維持できない自治体が増加 

③ 都道府県制の見直し（基礎自治体の拡大、政令市・中核市等の「都市行政圏」の拡大、

分権改革による基礎自治体への権限移譲、等） 

 

 同時に、（1）分権改革、地域社会や地域住民の変化で、対応すべき課題、ニーズが多様化、

新しい課題への取組みや企画・立案能力の向上などが要請されてきていること、（2）そうし

た要請に対して、旧来型の閉鎖的でジェネラリスト育成の自治体組織・人事では、迅速に対

応できなくなってきた側面が出てきたこと、等が指摘され始めている。 

 ⇓ 
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 自治体行政の環境変容の中で、１.問われ始めている都道府県と市町村の行政関係の見直

しと、２．自治体職員の新たな人材育成の課題について、地方教育行政に引き付けて考えて

みたい。 

 

（３）本講演では、国立教育政策研究所・プロジェクト研究である『「地域とともにある学

校」の推進に向けた教育行政の在り方に関する調査研究』（研究代表者：尾崎春樹、2015 年

3 月）の成果を引き継いた県費負担教職員人事行政の調査研究（川上・小川・植竹・櫻井「市

町村合併による県費負担教職員人事行政の変容」、『国立教育政策研究所紀要』第 146 集 2017

年度）や、国立教育政策研究所・プロジェクト研究「地方教育行政の多様性・専門性に関す

る研究」（研究代表者：渡邊恵子、2019 年 3 月）の成果報告『県費負担教職員制度運用の多

様性に関する調査研究―「平成の大合併」以降の教員人事を中心にー』本多・川上・小川・

植竹・櫻井による共同調査研究）の一部を報告させて頂くことで、国立教育政策研究所のプ

ロジェクト研究の成果報告の意味合いも兼ねている。 

 

１． 地方行政、都道府県と市町村の関係をめぐる近年の動向と論議 

 

近年、地方自治体における都道府県と市町村の関係のあり方を巡って論議が再び起きて

いる。その見直し論議の方向を大きく分けると「道州制」か、或いは、都道府県の「補完」・

連携、近隣市町村の「補完」・連携の在り方を模索するという二つの方向性がある。 

 

（１）「道州制」構想 

・2004 年、28次地方制度調査会 小泉首相「道州制」を諮問  

 2006 年 2 月、「道州制のあり方に関する答申」 

・2006 年 安部第一次内閣 道州制担当相を設置 

 2007 年 道州制担当相の私的懇談会「道州制ビジョン懇談会」（2007 年 1 月から約 3

年間設置）⇒中間報告「地域主権型道州制」（2008 年 3月） 

 ・2012 年 マニフェスト：「『道州制基本法』の早期成立を図り、その制定後 5年以内に

道州制導入を図ります。導入までの間に、国、都道府県、市

町村の役割分担を整理し、住民に一番身近な基礎自治体（市

町村）の機能強化を図ります」 

  

ただ、この間、政治的に表立った「道州制」の論議は生じてきていなかったが、今後の人

口減少と自治体行政の大きな変容を見通した中で、再び、「道州制」の論議が浮上してきて

いる。➡一例：佐々木信夫『この国のたたみ方』（2019 年 新潮新書） 

        国：対外政策や防衛などの国家的役割 

        州：広域行政と市町村の補完的役割 
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         （都道府県は、市町村を補完する役割をもつカウンテイとして州の

出先機関と位置付けられている） 

         市町村：基礎サービスの提供 

＊ 道州制の構想でも、都道府県は州の出先機関であるカウンテイとして市町村を補完す

る役割を期待されることに留意。道州制の下で都道府県がどのような「補完」機能を

どういう仕組みで果たすことが出来るかは、以下に見る二層制を前提として見直し案

と同様に今後の検討課題として残される。 

 

（２）二層制維持を前提とした垂直「補完」・連携と水平「補完」・連携の構想 

 〇現行の地方行政 都道府県と市町村の二層制 

都道府県の機能：地方自治法上で明示されている機能 

・「広域機能」：市町村域を超える広域的な事務、施策など 

・「連絡調整機能」：国と市町村の間に位置する府県が国からの情報を市町村に連絡し、

市町村間を調整する機能、府県が独自に市町村間の連絡調整を行う機能も含む 

・「補完（・支援）機能」：市町村が独力では困難な事務を代替する機能 

        補完機能は、擁護・支援機能、すなわち、市町村で対応可能で事務であ

るが、十分でないという前提で府県が市町村を支援するものを含めて

解釈できる。 

 

前述した地方行政の変容を見通す中で、都道府県がこれまで担ってきた機能の変化と状

況に見合った見直しの要請 

↓ 

第 27 次地方制度調査会（2001 年発足） 市町村合併の推進、それでも、尚、残存する小規

模町村については、例外的な取り扱いとして別類型制度を適用 

その中で提案された西尾勝「今後の基礎自治体の在り方について（私案）」） 

 →都道府県が「垂直補完」（特例町村制度） 

  他市町村が「水平補完」（内部団体移行方式）  

西尾私案は、様々な賛否の論議を生起させ、西尾私案をそのまま現実化することはなかっ

た。ただ、市町村合併が落ち着き、多くの小規模自治体が存在する現状を直視する中で、そ

うした小規模自治体の存在を踏まえて、都道府県と市町村のこれからの関係をどう構築す

るかといった新たな議論、検討が行われてきている（市川 2017、新川 2017、野田 2012、な

ど）。それら多岐にわたる議論の論点は以下のように整理できる。 

① 都道府県の縮小、財政逼迫等を考えると、都道府県の主な本来的機能である広域事務

に注力し、補完事務を増やしていくという選択肢ではなく、市町村の自主性と「水平

補完」を支援するとともに、連絡調整をしながらまだ自らの広域事務を執行すること

を通して「補完的」であるべき。 
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② 都道府県の優れた資源を活用する余地は大きいし、実際、小規模市町村はそれに依存

していることも間違いない。それでも、市町村優先の原則と市町村の自主性・自立性

は当然と考えられている。 

都道府県と市町村の関係を分権改革前のように上下関係とせず、対等平等の関係と

考えることを前提に、今後の都道府県と市町村の補完、連携のあり方を考える必要 

③ 対等協力関係の下に、補完に至るまでの手続きを重ね、委託であれ共同処理であれ、

また派遣であれ対等協力関係として補完事務が処理されることが必要である。 

⇒都道府県における補完事務のあり方を将来に向けてどう設計していくのか、等 

 

２．地方教育行政の変容と課題 

 

（１）1990 年代以降の地方分権改革と地方教育行政改革 

―県費負担教職員制度をめぐって― 

1990 年代以降の地方分権改革、行財政改革では、地方教育行政も見直しの対象とされて

きた。1999 年の「分権改革一括法」成立に伴う地教行法一部改正などで、旧来の「集権的」

な都道府県と市町村の教育行政関係が、「融合的」関係に変化してきたと指摘されてきた。 

 その中にあって、懸案事項として引き続き見直しの課題とされてきた一つが、県費負担教

職員制度である。県費負担教職員制度は、都道府県と市町村の「融合的」関係を維持する象

徴ともいえる制度である。周知のように、県費負担教職員制度とは、公立義務教育学校教職

員の給与負担と採用・任命権を都道府県が保持し、都道府県内の人事交流の円滑化を図ると

ともに義務教育水準の維持向上に資することを目的としてしくみである（文部科学省ホー

ムページ上における「県費負担教職員制度」の説明）。 

 ↓ 

 その県費負担教職員制度に対しては、評価は二分 

 ●廃止論：二重行政として批判、廃止 

  分権改革推進の立場からは、都道府県と市町村が「同一または類似の行政分野で広域自

治体と基礎自治体がおのおのの一部業務の承認権限を保有」するという事務権限の分断

を生み出す二重行政の原因であると指摘され廃止すべきものと指摘されてきた（佐々木

2019：57 頁、等）。 

●必要論：補完・支援のしくみとして維持 

県費負担教職員制度は、都道府県の機能である「補完（・支援）」の一つであり、域内

市町村間の連絡調整と共に、市町村格差があるなかで域内の均等で質の高い教育サービ

スを維持するうえで必要な制度であるとも言われてきた。 

 

 1990 年代以降の地方分権改革の論議では、どちらかと言えば、前者のような主張も根強

くあり、地方分権改革論議のある時期まで、県費負担教職員制度の見直し＝人事権の市町村
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への移譲が活発に論議されてきた。実際、2005 年の中教審答申「新しい時代の義務教育を

創造する」では、教職員の人事権を市町村に移譲する方向性が言及され、文科省内でも検討

が進められていた。 

2009 年 9 月に誕生した民主党政権期には、県費負担教職員制度の廃止と人事権の市町村

移譲論議のピークともいえた。民主党政権は、「教育一括交付金制度」構想を提案し、都道

府県と市町村の二重行政を解消したうえで、義務教育学校の設置・管理・運営の諸権限を設

置者たる市町村に移譲・集中し、市町村主義に基づく地方教育行政の制度改革案を打ち出し

た。「教育一括交付金制度」の下で、県費負担教職員制度によって都道府県と市町村の間で

二重行政的状態になっている義務教育学校の管理・運営の諸権限を設置者（市町村）に移譲・

集中し、 そこで生じる問題や弊害への対処は教育行政に関する適正規模（人口 30 万～50

万人）を想定することで、市町村間の広域的な連合・連携・協力の体制を整備していくこと、

都道府県はその広域市区町村の支援を行う（特に、採用・配属・研修等の積極的な共同）と

している（小川 2010）。 

しかし、その後は、中核市市長会、中核市教育長会などの一部を除き、人事権移譲の論議

は表立って現れていない。2007 年の地教行法改正では、同一市町村内の教職員転任が市町

村の独自判断で行えるようになったが、市町村への人事権移譲について、文科省は現行の地

教行法第 55 条（条例による事務処理の特例）により都道府県と市町村の自発的協議で可能

という基本的立場を示した。これを受けて大阪府は豊能地区への人事権移譲を行ったが、同

様の動きは他の都道府県に広がる気配はない。 

ただ、都市自治体の関係諸団体からは、近年でも、中核市を中心とした基礎自治体への人

事権移譲に関する要請が国に対して継続して提出されている＊。 

 

＊指定都市市長会・中核市市長会・全国施行時特例市市長会 

  「都市の自律性向上と地方創生の推進に向けた共同提言」（2016 年 11 月 8 日） 

⇒「『県 費負担教職員の人事権等移譲』については、『事務処理特例制度による対応』と

いう整理ではなく、希望する中核市及び施行時特例市が地域の実情に応じて選択的に

事務・権限の移譲を受けられるよう、抜本的な制度改革を行うこと。」 

＊全国施行時特例市長会『地方分権の推進に関する提言』（2018 年 5 月） 

⇒「平成 26 年の提案募集において、「中核市等に県費負担教職員人事権等を移譲する方向

で検討するとともに、事務処理特例制度の一層の活用を図る」との対応方針が国から示

されたが、事務処理特例制度を活用した事例は広がりを見せておらず、平成 29年度に

指定都市へ移譲されただけに留まっている。問題発生時に対応し、かつ責任を問われる

のは教育現場に最も近い市でありながら、市の意向に沿った教育行政や人事異動を必

ずしも行えないこと等、教育現場が抱えている課題を国等は認識し、地域の特性や実情

に応じた特色ある質の高い教育行政を実現するため、「責任と権限は一体」という観点

から、希望する市への手挙げ方式による移譲が早期に実現されるよう制度設計を行う
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こと。 

  移譲にあたっては、県費負担教職員の任命権、県費負担教職員給与等の負担、学級編

制基準の決定及び県費負担教職員の定数決定権、任免・分限・懲戒処分の基準制定権の

４つの権限について選択的又は包括的に議論することに加え、人事異動の広域性や人

材確保と財源措置を併せて検討し、柔軟に対応すること」 

  （注：全国施行時特例市長会：全国特例市市長会が、2015 年 4 月に特例市制度が廃止

されたことに伴い名称を変更した。） 

 

（２）地方教育行政をめぐる環境変容と県費負担教職員制度の運用の多様化 

県費負担教職員制度の見直しや論議では、前述のように大きな動きは見られない。しかし、

その制度運用においては、地方教育行政をめぐる環境変容の中で大きく変化してきている。 

① 地方教育行政をめぐる環境変容-地方教育行政の要としての教育事務所- 

地方教育行政制度の特徴の一つとして、多くの都道府県では都道府県教育委員会の出先

機関で「中間組織」として教育事務所が設置され、地方教育行政は「都道府県教委―教育事

務所―市町村教委」という「三層構造」によって運営されてきた。 

教育事務所の担う業務は都道府県によって多少異なるが、主に、人事行政と指導行政をそ

の要素とし、人事行政では、都道府県教委と市町村教委の連絡（媒介）や、市町村教委間を

含めた教職員の人事配置等の調整の機能を担う。又、指導行政について、指導主事の配置な

どの一定規模以下の市町村教委では満たせない教育行政サービスを提供するなど、市町村

教委を補完する機能も担うほか、学校に対し、要請訪問に応える等の支援を行なっている。 

教育事務所の統廃合の進展 

近年、その教育事務所の統廃合が進められてきている。背景には、市町村合併の進展、財

政逼迫による都道府県の行財政改革、1990 年代後半からの地方分権改革等が考えられる。 

ただ、市町村合併と教育事務所の統廃合の動向は、全国一律ではない。 

2004 年度から 2013 年度の 10年間における県別市町村合併率（「1－（2013 年の市町村数）

/（2004 年の市町村数）」で算出。値が大きいほど市町村合併が進展したことを示している）

の平均値は 45.3％となったが、人口密度の高い東京都（合併率 0％：人口密度 1位）、大阪

府（合併率 4.7％：人口密度 2位）、神奈川県（合併率 14.3％：人口密度 3位）では市町村

合併がほとんど進展していない。一方で平均水準（45.3％）を越える市町村合併を行った 28

県の 3/4（21 県）は人口密度 400 人/㎢以下（14位以下）に集中しており、人口非密集地に

おける「広域化」として平成の大合併が進展したことが指摘できる。 

県レベルでの教育事務所の統廃合でも同様の傾向がみられる。2004 年から 2013 年の 10

年間で 23県が教育事務所を統廃合し、このうち 4県（三重県、和歌山県、山口県、長崎県）

は教育事務所を完全に廃止した。教育事務所未設置の県（大阪府、奈良県、滋賀県、徳島県）

を除き、各県における教育事務所の再編率は平均すると 24.6％だが、再編を実施した県か

つ教育事務所を残した 19県に限定した場合、この数値は 34.6％となる。 
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教育事務所の再編があっ

た県について、再編率と市町

村合併率との関係【図 1】を

みると、平均値（45.3％：破

線）よりも高い市町村合併率

をとる県において、教育事務

所の再編が目立つ。 

そして、再編前後で各教育

事務所の規模（各管轄下市町

村の人口の合計）がどう変容

したのかを整理した【図 2】

をみると、2004 年度から

2013 年度の 10年で、人口規

模の小さい教育事務所（20万

人未満）が激減する一方で、

人口規模の大きい教育事務

所（人口 50 万人以上）に関

してはほとんど変動がみら

れなかった。 

これらの動向は、市町村合

併と教育事務所の再編が、

元々の（教育）行政能力が必ずしも高くないと推察される、人口非密集地での広域化として

進展したことを示している。教育行政の「中間単位」である教育事務所にとって、主要な支

援先・調整先である小規模市町村が合併によって一定の規模を獲得した結果、その機能（お

よび機能への期待）には何らかの変化がもたらされると考えられる。県と市町村の調整を要

するような教育行政活動についても、同様に何らかの影響が及ぶものと考えられる（川上・

小川・植竹・櫻井 2017）。 

 

② 人事異動の狭域化 

都道府県の公立小中学校教員の人事異動では、人事異動の地理的な範囲設定（広域か狭域

か）と異動事務調整の分担（本庁―教育事務所―市町村教委）には関係があり、人事異動の

地理的範囲を広域に設定・運用するためには、県教委（本庁および教育事務所）が異動事務

のイニシアチブを強く取って広域調整を進め、他方で、狭い地理的範囲の人事異動において

は、広域調整の必要性が低いため本庁や教育事務所の関与は弱くなり、市町村教委が異動事

務により深く関与する指摘されている（川上 2013）。 
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都道府県別の公立小中学校教員の人事異動状況 

2011 年データでは、小中学校の教員人事異動件数を「同一市町村内」「同一ブロック内」

「ブロック間」に分け、それぞれの実数を集計している。ここで言うブロックとは、複数市

町村（旧郡市単位や教育事務所の管轄区域など）で設定する人事異動の地理的範囲のことで、

単一市町村よりも広域的だが、全県レベルほどは広域的でない。このように教員人事異動の

地理的範囲を「狭いもの（同一市町村内）」「やや広いもの（同一ブロック内）」「広いもの（ブ

ロック間）」に分類し、それぞれの比率を指標として人事異動の動向を整理する。 

まず、各県における教員の異動状況について、地理的範囲の構成を整理したところ【図 3】

のようになった。狭い異動範囲を含意する「同一市町村内」の異動率は平均 54％で、80％

以上（3県）から 10％以下（2 県）と分布は幅広い。一方で、広域異動を含意する「ブロッ 

ク間」の異動率は平均 13％にとどまり、70％以上の県が 1 県あるほかは、30-40％が 3 県、

20-30％が 6 県、10-20％が 12県、10％未満が 24県であった。 

多くの県が同一市町村内及び同一ブロック内での人事異動を一般的としており、県内全

域を対象とするような広域的人事については、その枠組みを持つ県は多いものの、実際の異

動率は低かった。一定の地理的範囲（ブロック）のもとで、市町村内・市町村間の異動を進

めて県費負担教職員制度を運用しているという実態が示されていた。 

 

近年の人事異動範囲の変化 

続いて、異動の地理的範囲について、近年の変化を見てみる。まず各県における同一市町

村内の異動（狭い異動）がどう変化したのかを【図 4】に整理した。2004 年調査と 2011 年

【図 3】都道府県別教員の異動状況 
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データでは、異動件数（実数）とともに同一市町村内の異動件数（実数）も収集している。

この数値をもとに全異動件数に占める比率を算出し、両調査で回答を得られた 32 県の状況

を散布図にした。2004 年と 2011 年で同一市町村内の異動率が同じ場合、その県は点線上に

プロットされることになるが、実際はほとんどの県が点線より上にプロットされており、全

般的に同一市町村内の異動が増えたことを示している。合併の進展で市町村が広域化して、

設置管理する学校数が増えたことに加え、2007 年の地教行法改正により同一市町村内の異

動を市町村教委の判断（内申）に基づくものとしたことや、教育事務所の再編等で人事異動

の広域調整機能が低下したことなどが原因として考えられる。 

但し、これは地理的な意味での異動範囲が狭くなっていることだけを意味しているわけ

ではなく、市町村間での異動や、教育事務所間・ブロック間での異動など、複数の教育委員

会や教育事務所による調整を要するような異動が減りつつあることを意味している。そし

てこの傾向の背景には、市町村合併や教育事務所の再編にみられるように、異動の地理的単

位そのものが大きくなったことに加え、広域的な調整活動の減退が指摘できるのである。 

 

  

  

【図 4】各県の「同一市町村内異動率の変動（2004 年－2011 年） 
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人事異動事務における本庁・教育事務所の調整の後退 

次に、異動を進める上での事務体制等にどのような変動があったのかを見る。これについ

ては 2004 年と 2013 年の各調査で同様の質問をしているため、それらで得た回答を比較す

る。 

 

 

③ 地域限定採用の増大 

 市町村合併による基礎自治体の規模拡大、又、分権改革や行財政改革等の影響による本庁

‐教育事務所の教員人事行政上における調整機能の後退で、公立小中学校教員の人事異動

範囲が狭域化の傾向にあることが明らかになったが、この時期に、もう一つ注目する動向と

して、地域限定採用の広がりがある。 

 地域限定採用とは、県費負担教職員の採用に当たって、一定期間、或いは退職時まで広域

的な人事異動をせずに、特定の地域の学校に長期間継続的に勤務することを前提として行

う採用のことである。 

地域限定採用が増えている背景には、都道府県域内で公平な人事異動を図るために定め

られている人事異動方針に沿って人事異動に努めても、教員の赴任先としては異動希望が

決して多くない条件不利地域に中堅や指導的立場の教員を必要数確保することが難しいと

いう事情がある。そのため、そうした条件不利地域の学校を希望し，比較的長期間にわたっ
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て勤務することで当該地域の教育の発展に貢献できるような人材を確保、育成しようとす

る施策を打ち出す都道府県教育委員会が出てきている。 

現時点で，各都道府県の教員採用選考試験実施要項等から確認できる地域限定採用の状

況を導入年度の早い順にまとめてみると，以下の【表 4】のようになる。 

 

【表 4】県費負担教職員の地域限定採用状況 

道府県名

／導入年

（教員採

用年度） 

区分名 条件 出願者の扱い 

(1)平成 31 年度の対象

学校種／採用予定者数 

(2)各地域の小・中学

校数／小・中学校教員

数（平成 29 年 5月 1

日現在） 

島根県 

（ 平 成

11） 

「勤務地域限

定」（平成 28 年

度採用までは

「区分Ⅱ，区分

Ⅳ，区分Ⅵ」） 

小・中学校…石見地域

（大田市・江津市・浜田

市・益田市・邑智郡・鹿

足郡）又は隠岐地域（隠

岐郡）に限って勤務で

きる者。 

高等学校…採用から 10

年以上隠岐地域（隠岐

郡）に勤務できる者。 

県外現職教諭（正式

採用）の出願者には

第1次試験を全免除

又は一部免除。 

(1) 

小学校／15 名程度 

中学校／15 名程度， 

高等学校／若干名 

(2) 

石見地域 

小学校 74 校／827 人 

中学校 43 校／543 人 

隠岐地域  

小学校 11 校／104 人 

中学校 7 校／62 人 

京都府 

（ 平 成

20） 

「北部採用枠」 北部地域（綾部市、福知

山市、舞鶴市、宮津市、

京丹後市、伊根町及び

与謝野町）において採

用後10年間程度勤務で

きる者 

北部採用枠志願者

は一般採用枠での

併願は可能だが，北

部採用枠内での「第

２希望による併願」

（中学校志願者が

小学校を第２希望

とする場合，又は高

等学校志願者が中

学校の同一教科を

第２希望とする場

合）は不可。 

(1) 

小学校／15 以内 

中学校／15 以内 

高校／10 以内 

特別支援学校／15 以内 

(2) 

北部地域 

小学校…87 校／1,112

人 

中学校…25 校／642 人 

北海道 

（ 平 成

23） 

「一般選考（地

域枠）」 

日高，宗谷，根室管内の

いずれに限って勤務で

きる者（原則として採

用後，4年間は前記以外

の管内で勤務） 

レポート提出によ

り第1次検査の教養

検査を免除。 

一般選考との併願

は不可 

(1) 

小学校／15 程度 

中学校／若干名 

(2) 

日高管内 

小学校…28 校／335 人 

中学校…15 校／205 人 

宗谷管内 

小学校…38 校／394 人 

中学校…22 校／269 人 

根室管内 

小学校…24 校／391 人 

中学校…21 校／306 人 

 

兵庫県 

（ 平 成

「採用地域希

望優先制度」 

採用後に但馬，丹波，淡

路の 3 地域のうち希望

「小学校･特別支援

学校区分」での出願

(1) 

小学校（合格者数）／15 
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27） する地域の市町組合立

小学校で10年以上勤務

すること。 

時にこの制度を希

望する者が，一定の

成績で合格するこ

と。 

(2) 

但馬地域 

小学校…64 校／732 人 

丹波地域 

小学校…36 校／487 人 

淡路地域 

小学校…42 校／508 人 

岡山県 

（ 平 成

29） 

「地域枠」 津山市・高梁市・新見

市・真庭市・美作市・新

庄村・鏡野町・勝央町・

奈義町・西粟倉村・久米

南町・美咲町で 10 年以

上の勤務が可能な者。 

地域枠で採用候補

者にならなかった

場合でも一般選考

の中で更に選考し

採用候補者となる

場合あり。 

(1) 

小学校／25 以内 

中学校／15 以内 

養護教諭／2以内 

(2) 

該当市町村 

小学校…114 校／1,165

人 

中学校…40 校／628 人 

（※県立中学校 1 校を

含む） 

宮城県 

（ 平 成

30） 

 

「地域枠」 気仙沼教育事務所（当

時の名称は南三陸教育

事務所）管内と東部教

育事務所管内(平成 31

年度から対象)に採用

後 10 年程度勤務する。 

地域枠での選考は

第 2 次選考から実

施。選考に漏れた場

合は一般枠での選

考対象。 

(1) 

小学校／9程度（気仙沼

は 4，東部は 5） 

(2) 

気仙沼教育事務所 

小学校 21 校／266 人 

東部教育事務所 

小学校 66 校／893 人 

新潟県 

（ 平 成

31） 

 

「 出 願 形 式

Ⅱ」，「出願形式

Ⅲ」 

 

出願形式Ⅱは小千谷

市，十日町市，魚沼市，

南魚沼市，津南町，湯沢

町，出願形式Ⅲは佐渡

市に専ら勤務するこ

と。 

 

出願形式Ⅰ（新潟市

を除く新潟県全域

での勤務を希望す

る者），Ⅱ，Ⅲはそれ

ぞれに出願した者

の中から採用する

が，Ⅱ，Ⅲの出願者

は採用されなかっ

た場合のⅠでの採

用希望の意思表示

をしておくことが

できる。 

 

(1) 

小学校／15 程度（Ⅱは

10 程度，Ⅲは 5程度） 

中学校／7程度（Ⅱは 5

程度，Ⅲは 2程度） 

(2) 

Ⅱ該当市町 

小学校 59 校／740 人 

中学校 29 校／432 人 

Ⅲ該当市 

小学校 23 校／233 人 

中学校 13 校／144 人 

小学校 4名 

長 崎 県

（令和元

年） 

 

「離島教育特

別枠」 

離島における教育の一

層の充実のため、地域

に根ざし、離島教育に

対する熱意と識見を持

った優秀な人材を採

用。 

採用から 10 年連続し

て、原則同一離島市町

に勤務できる者。 （離

島市町とは、対馬市・壱

岐市・五島市・新上五島

町） 

離島教育特別枠採

用選考で受験する

場合は、小学校の一

般受験との併願 

 

長崎県は、令和元年度                         （本多正人・他 2019） 
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北海道と他府県の違い 

地域限定採用教員制度は，採用時から 10 年程度かそれ以上の勤務期間を課し，それ以後

は他の一般採用教員と同様の広域人事異動に戻すというルールで運用されている場合と、

勤務期間を限定しない場合とがある。北海道教育庁が実施している地域限定採用教員制度

は，採用元の管内において退職まで勤務することを課しており，そのため勤務期間を限定す

る他府県とは異なる次のような大きな制度的特徴を持っている。 

第１に，通常の定期的人広域事交流にもかかわらず都市部と郡部との間で転入・転出の適

正なバランスを図る円滑な人事異動が難しく，特に，中堅や指導的立場の教員確保に苦慮し

ている地域において，教員の年齢構成の適正なバランスを確保しつつ中堅や指導的立場の

教員を組織的計画的に育成することを目的としていること，そのため，第２に，教員の確保

が困難な管内において教員を単に採用段階から早期に「囲い込む」ことだけを目的にしてい

るわけではなく，当該管内において指導的役割を果たす中堅教員や管理職を採用段階から

組織的計画的に育成する仕組みづくりと取組を進めていることである採用初任 4年間を他

管内の一定規模以上の学校に勤務させることや地域限定採用教員のミッションを自覚して

もらうための定期的面談や研修会等‐。 

そうした特徴のある北海道の地域限定採用教員制度であることもあり，今後，当該管内に

おいて地域限定採用教員のキャリアパスを具体的にどう考え構築していくのかが重要な課

題となる。他府県の多くが実施している地域限定採用教員制度では，10 年程度かそれ以上

の地域限定採用期間の終了後に一般の広域人事異動とキャリアラダーに戻すことで地域限

定採用教員のキャリアパスの問題は解消できる。しかし，北海道のような制度の場合，採用

元の管内だけで地域限定採用教員の計画的なキャリアパスを構築することができるのかど

うか‐他管（教育局）や北海道教育庁との連携・協力等も得て検討されていくことになるの

ではないかと推察されるが，特徴ある新たな取組であることもありその成果と今後の運用，

キャリアパスの構築等の新たな仕組みづくりを今後も注視していきたい。 

 

④ 指導行政の変化 

地方行革による職員数削減 

各県の職員配置には、地方行革の影響が現れている。「地方公共団体定員管理調査」（総務

省）をみると、一般行政職員（全体）については 2005 年度から 2013 年度にかけて全県で職

員数が削減されていた（平均 15.4％減）。教育行政においても、ややゆるやかながら同様の

傾向がみられ、同時期（2005 年から 2013 年）の「地方教育費調査（教育行政調査）」にお

ける各県の「事務局本務職員数」を比較すると、5県を除く各県で職員総数は削減されてい

た（平均 10.9％減）。 

県教委本庁と教育事務所の職員数の変化‐教育事務所職員の大幅削減 

ただし、これを詳細にみると、県教委本庁の職員数がわずかな減少にとどまる（平均 2.1％

減：職員総数を増やした県が 20、減らした県が 27 と、県毎の増減が拮抗）、一方、教育事
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務所では大幅な職員削減（平均 27.3％減）が行われていた。また専門職員である指導主事

と充て指導主事についても、全体の配置数を減らす中で（4628 人から 4574 人：54 人減）、

教育事務所所属（2062 人から 1737 人：325 人減）から県教委本庁所属（2566 人から 2837

人：271 人増）への置き換えが進んでいた（同時に、充て指導主事（3264 人から 2889 人：

375 人減）から指導主事（1364 人から 1685 人：321 人増）への置き換えも進展）。先に、こ

れまでの研究成果として、教育事務所の機能には市町村間の格差是正や均等化が挙げられ

る点を示したが、上記のような職員配置傾向の変化は、それらの機能の弱体化を示すものと

言える。 

都道府県毎における専門職員（指導主事）数の変動パターン 

次に、各県における専門職員（指導主事・充て指導主事）数の変動を整理すると以下の【図

5】のようになった。県教委本庁、教育事務所それぞれにおける専門職員の増減を比較した

結果、「指導主事数純増【類型 1】」「事務所機能強化型【類型 2】」「本庁機能強化型【類型 3】」

「行革型（本庁・教育事務所共に削減）【類型 4】」に分けることができた。 

 

このうち図の点線より下側は、総合的に（県教委本庁と教育事務所の合算において）専門

職員を減らしたことを意味するが、該当 20 県のうち 14 県で教育事務所を再編していた。

逆に点線より上側にある点（県）は総合的に専門職員数を増やしたことを意味するが、該当

25 県のうち教育事務所を再編したのは 8県にとどまっていた。 

また県教委本庁と教育事務所それぞれについて専門職員数の増減をみると、軸よりも右

【図 5】都道府県別指導主事数の変化 

（指導主事＋充て指導主事）の変動（2005→2013 年） 
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側（県教委本庁における専門職員増）と下側（教育事務所における専門職員減）の多さが目

立つ。4 つの類型で言えば、教育事務所から県教委本庁への置き換えを意味する【類型 3】

が多く、次いで県教委本庁・教育事務所の双方で専門職員を減らした【類型 4】が続いてい

た。 

さらに教育委員会事務局職員（総数）に占める指導主事・充て指導主事の割合の変化をみ

ると、多くの県（40県）は指導主事・充て指導主事の割合が高まっていた（うち 16 県が教

育事務所を再編）。このことは、多くの県において専門職員の削減率を抑制し、他の教育委

員会事務局職員の削減を進めたことを意味している。そしてこの比率を低下させた 7県（岩

手・富山・静岡・岡山・広島・山口・長崎）については、逆に事務局職員全般の削減以上に

専門職員を削減したことを意味するが、これらはすべて教育事務所を再編した県であった。 

このように、県レベルでの行財政改革による公務員数削減は教育行政領域にも及んだ。全

般的には、その影響は教育事務所よりも県教委本庁の職員数、特に指導系の専門職員（指導

主事・充て指導主事）の「温存」として現れていた。個別の県の状況に違いはあるものの、

総じて県教委本庁における政策立案・実施機能が維持された反面で、教育事務所については

配置そのものの見直しや職員数の減少、専門職員の県教委本庁への引き上げなどがみられ、

市町村間の調整・均等化機能について弱体化の傾向が指摘できるのである。 

一方、「地方教育費調査（教育行政調査）」には市町村教委における職員配置の動向も示さ

れているが、教委事務局の総職員数が削減傾向にある（2005 年：58409 人、2013 年：53583

人）反面、指導主事・充て指導主事の配置は強化されていた（2005 年：4933 人、2013 年：

6119 人）。加えて、この間の 2007 年には地教行法が改正され（第 38 条 2 項）、同一市町村

内での県費負担教職員の異動について、市町村教委の意向（内申）が重視されるようになっ

た。県による調整・均等化機能が減退する一方で市町村の職員配置や権限が強化されたとい

う一連の動きは、制度運用において広域調整が求められる教員人事行政にも、何らかの形で

影響を及ぼすのではないかと推察される。 
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【表 5】指導主事の配置状況 
 

本庁 事務所 市町村 

年度 指導主事 充て指導主事 指導主事 充て指導主事 指導主事 充て指導主事 

2001 933 1,597 193 1,908 3,444 1,157 

2003 986 1,571 205 1,872 3,538 1,162 

2005 1,053 1,513 311 1,751 3,795 1,138 

2007 1,086 1,508 328 1,555 4,177 1,168 

2009 1,185 1,476 334 1,412 4,428 1,189 

2011 1,237 1,550 338 1,368 4,579 1,417 

2013 1,333 1,504 352 1,385 4,720 1,399 

2015 1,376 1,515 357 1,409 5,131 1,257 

2017 1,534 1,525 379 1,416 5,480 1,334 

 （櫻井作成） 

【図 6】指導主事の配置状況 

 

 （櫻井作成） 
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市町村規模別の専門職員（指導主事）配置率と配置数 

 全国的な専門職員（指導主事）の配置変動では、①教育事務所の配置数・率が全体的に減

少し、本庁と市町村の配置数・率が増加したこと、②市町村の配置数・率が増加したこと、

等が指摘できる。 

 確かに、市町村における専門職員（指導主事）の配置数・率は全体的に増加しているが、

特に、市町村規模別毎にその差は大きい。 

 

【表 6】市町村規模別の専門職員（指導主事）の配置率 

 
         

 

【表 7】市町村規模別の専門職員（指導主事）の配置人数 
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（３）小括 

① 市町村合併、行財政改革、地方分権改革等を背景にして、基礎自治体の数が半減して基

礎自治体の規模が拡大した。そうした中で、全国的に都道府県毎の違いはあるが、全体

的傾向として、本庁と市町村の連絡調整と補完・支援の機能を担ってきた「中間機関」

の教育事務所の統廃合が一定進んできている。 

② 基礎自治体の規模拡大と「中間機関」の教育事務所の統廃合は、どちらかと言えば、こ

れまで人口密度の低い広域行政を行ってきた道府県にその影響が強く現れている。 

③ その影響の一つとしては、公立小中学校教員（一般教諭）の人事異動では、基礎自治体

の規模拡大と分権改革による市町村の意向尊重の運営などもあり、人事異動の範囲が同

一市町村内異動や近隣市町村ブロック内とする狭域化が進み、文字通りの県全体を異動

範囲とする広域人事（ブロック間異動）は維持されてはいるがその異動率は低い。 

 そうした人事異動の傾向と共に、本庁や教育事務所が人事異動に関与し調整する機能

は全体として後退している傾向にある。 

④ 公立小中学校教員の人事異動に見られるそうした傾向は、指導行政の面でも同様に表れ

ている。専門職員（指導主事等）の配置では、教育事務所の統廃合による連絡調整と補

完・支援の機能の後退を反映して、教育事務所への配置が減少している。ただ、専門職

員（指導主事等）数は全体としては減っておらず、本庁への配置換えと共に市町村の配

置数・率も増えており、専門職員（指導主事等）の分散化が進んでいる。 

 そのため、市町村教委の学校支援等は、従来と比べて、学校のニーズに沿ったより細

やかになっている様子が見られる側面もあるが、本庁や教育事務所の補完・支援はその

分後退する傾向にある。 

⑤ 人事異動や指導行政における市町村サイドへの分散化は、「地方分権」の成果とも言え

なくもないが、他方で行財政改革や人口減少等の影響もあり、小規模市町村の問題は看

過できない。そうした現われの一つが、地域限定採用枠の広がりであり、また、専門職

員（指導主事等）の配置数・率の市町村規模別の間における格差は依然大きい。 

特に、人口規模 1万人未満の町村数（2008 年度で 489）は、全国市町村数の約 27.4％

を占めているが、今後、市町村合併が行われないまま人口減少を迎えた場合、2035 年度

で全国市町村数の 35.1％になると予測されている。 

⑥ 人事異動の狭域化（同一市町村内異動、近隣市町村のブロック内異動の高まり）や市町

村での専門職員（指導主事等）の配置数・配置率の増大、本庁・教育事務所の調整機能

の後退等は、中核市を核とした域内ブロックへの人事権移譲の「受け皿」が事実上生ま

れており、人事権移譲を進めるべきとの主張の追い風にもなるという考え方もある。 

しかし、他方で、地域限定採用を導入している道府県が徐々に増えている現実もあり、

今後に予測される人口減少を背景にした域内市町村格差や人口偏在等の問題を踏まえ

ると、都道府県の調整と補完支援の機能を著しく後退させた形での人事権移譲は問題が

多いのも事実である。 
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⑦ 小規模町村への調整、補完支援は、本庁や教育事務所の役割の一つであるが、ただ、広

域人事異動の維持や専門職員（指導主事等）の派遣、補完支援業務は高い費用（コスト）

がかかる。都道府県全体でも人口減少と財政圧力が強まる中で、都道府県教委（本庁、

教育事務所）のみでそうした小規模町村への連絡調整、補完支援を担うことも限界があ

る。本庁―教育事務所―市町村という縦の連絡調整、補完支援の在り方を再吟味すると

ともに、都道府県域内の政令指定都市、中核市の「都市行政圏」を活用した市町村間の

「水平的」な連絡調整、補完支援の在り方を検討することが必要になってきている。 

 

３．地方自治体における組織・人事とその見直し 

-行政職への「開放制」「専門性」導入の工夫、試みとその可能性- 

 

（１） 地方自治体における行政組織・人事と見直しの動向 

① 旧来の地方公務員の組織・人事の特徴 

日本の地方公務員制度は、これまで長らく建前上は「職務職階制」とされてきていたが

（2014 年の地方公務員法等の改正で職階制は廃止された）、実際の運用は、学卒者の一括採

用、長期雇用、年功昇進・昇給、集団的職務執行（一般的に「日本的雇用・経営」とされる

特徴）などを特徴としてきた。 

こうしたシステムでは、個々の職員が遂行する職務の範囲・内容は明確に確定されている

わけではなく各局各部課が一つの単位として仕事を推敲することになり、各局各部課の職

員が内部でそれぞれカバーし合いながら集団的な職務執行を進めていくことになる。また、

必要な知識・能力の習得は組織内部の色々なポストを異動・昇任していくことで図られ、そ

こで求められる知識・能力は一般的な事務処理能力、即ち、ジェネラリストとしての能力と

いうことになる（それを「閉鎖的な官僚制」稲継 1996、或いは、「閉鎖型任用システム」小

野 2019、等と特徴づける論者もある）。そして、そうしたシステムがこれまで長年にわたっ

て維持されてきたのは、「遅い昇進システムと積み上げ型褒賞システムにより、長期的に職

員のインセンティブを保持し職員全体のモラールを高めるシステムとして経済合理性を有

している」ことや、「協働執務態勢が相互に補完性を有して全体の生産性・効率性を高め、

リソースを「最大動員」するシステムとなっている」とそのメリットが評価されてきたこと

にもあった（稲継 1996、小野 2019）。 

 

② 「開放制」、「専門性」の一部導入の工夫、試み 

 閉鎖型任用システム、ジェネラリスト重視の育成方針に対する一部見直しの動き 

 （背景） 

 ・分権改革、地域社会や地域住民の変化で、対応すべき課題、ニーズが多様化、新しい課

題への取組みや企画・立案能力の向上などが要請されてきている 

 ・そうした要請に対して、旧来型の閉鎖的でジェネラリスト育成の組織・人事では、迅速
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に対応できなくなってきた側面が出てきたこと 

 ↓ 

組織内におけるそうした新たな労働需要に対応するため、組織内の人材育成・研修の取組み

と共に外部労働市場から必要な知識・能力を持った人材を調達 

 

A.<外部労働市場からの必要な人材を調達> 

（ア） 採用試験の年齢制限を緩和することで閉鎖型任用システムを維持しながらより幅

広い年齢や経験・知識・技術を有した人材獲得をめざす工夫、試み 

・採用試験の年齢制限の撤廃を実施している全国自治体の割合が 6.5％ 

（小野・井出 2011） 

（イ） 採用試験の年齢制限の緩和に加えて、ある特定の条件を設けてより明確な知識・

能力を特定した試験区分を設ける工夫、試み（社会人・経験者採用） 

・自治体において経験者採用が初めて実施されたのは 1988 年、以降、増加の傾向に

あるとされている。 

（小野 2019、日本人事試験研究センター調査「地方公共団体における『社会人

採用試験』の実施状況」） 

⇒定期或いは不定期に社会人採用を実施している自治体： 

都道府県及び政令市 48 団体（77.4％）、市町村で 246 団体（21.2％） 

計 294 団体（24％） 

 （ウ）任期付き任用の拡大 

 

B.<組織内部での職員人事マネジメント・教育訓練での工夫、試み> 

 複線型人事＝専門職制度：特定の行政分野に精通したスペシャリストを育成するしくみ 

 （特徴・メリット） 

（ア） キャリアプラトーの防止：勤務が長くなるに従って組織内昇進・昇格が狭まり

モチベーションの低下や能力開発機会の喪失に陥ることを防止できる 

（イ） 専門性の高い人材の有効活用：ジェネラリスト重視の単線型キャリアパスの組

織は、専門性が高い人材を有効的に活用できず人材資源の浪費や組織パフォー

マンスを低下させるリスクがあるため専門性を活かせる場を創出できる。 

（ウ） 専門性の高い人材のキャリア像を明確化：専門性の高い人材に対して自己のキ

ャリア像を提示でき、モチベーションの維持と組織貢献が可能になる 

   ⇓                               （小野 2015）  

「開放制」「専門性」導入に伴う検討課題 

・専門性を活かした外部労働市場が確立している訳ではなく、又、離職・転職等の出口

の開放制も進んでいない段階で、特定分野で秀でた専門的能力を有する職員をどう

計画的にキャリアを積ませ人事異動をしていくのかは難しく、他の一般行政職員と
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同様の扱いの中でその専門的能力を活用できなくさせる危惧もある。 

 Cf：「定年までその専門家として扱われるのは稀であり、多くの場合、異動を重ねる

うちに様々な部署を渡り歩くこととなる。これは年齢を経るごとに当該職員の

もつ知識・経験が古くなってしまうことと、専門分野を限ってしまうことで異

動・昇進の幅を狭めてしまい、人事の停滞・硬直化を招きかねないことが主な原

因である」（小野 2019：126 頁） 

・これまで複線型人事＝専門職制度は、どちらかと言えば、ライン管理職の役職昇進か

ら外れた職員を処遇するしくみとして運用されてきた側面もあったことは否定でき

ない。 

複線型人事＝専門職制度が、その本来の狙い通りにその目的を果たしていくために

は、ライン管理職と専門職管理職が対等に処遇される専門職昇進のキャリアパスを

構築していくことが課題となる（小野 2015）。 

 

（２） 教育行政分野の「専門性」育成のための採用・人事上の工夫、試み 

①都道府県・政令市の教育委員会事務局の組織・人事 

（１）で概観してきた自治体における行政組織・人事の特徴と課題は、行政委員会として

首長部局から独立した教育委員会を有する教育行政分野においても同様に存在している。 

加えて、前述のような自治体行政をめぐる環境の変容を背景に、教育委員会においても、近

年、政策系部署の設置・拡大が進んでおり（2019 年度現在：17 都道府県）、行政職であるが

教育行政に強い行政職員育成の要請も強まっている。2014 年地教行法改正による首長主催

の総合教育会議の必置化などもそうした動きを後押ししている。 

周知のように、教育委員会事務局の組織・人事は、一般的に、首長部局から異動してくる

一般行政職と学校現場から異動してくる指導主事（教員）で構成されており、前者が総務、

庶務、財務などの部署、後者が教育指導系の部署を主に担ってきた。ただ、全国都道府県・

の職員採用試験の募集要項からは、教育委員会事務局の職員配置は多様であることが分か

る。【表 8】は、全国都道府県における行政職採用試験実施要項から、教育行政職、教育事

務、学校事務等の採用枠に注目してその類型化を試みた整理である（青井 2018）。 
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【表 8】平成 29 年度実施採用試験まとめ 

 

                                                           （青井 2018） 

 

「Ⅰ 一括採用型」（３都県）：知事部局から小中、県立高等学校の学校事務まで一括して行

政職採用枠として採る形で、一般的に、一般行政職は、首長部局、教委事

務局、小中高等学校の学校事務を異動するものである。 

「Ⅱ 一括採用・小中分離型」（26 府県）：上記Ⅰから小中学校事務だけを別採用枠とする

形で、一般的に、首長部局、教委事務局、県立高等学校の学校事務の間で

異動するが、小中学校の学校事務だけそれから切り離される。 

「Ⅲ 行政・学校事務型」（７府県）：首長部局と教委事務局の採用枠と学校事務の採用枠を

分ける形で、前者は知事部局と教委事務局を異動し、後者は県立高等学校

と市町村立小中学校を異動するものである。 

「Ⅳ 教育行政一括型」（７県）：首長部局の採用枠とは別に、教委事務局と県立高等学校、

市町村立小中学校の分野を一括して採用するものである。 

「Ⅴ 事務局・県立型」（２道県）：首長部局の採用枠とは別に、教委事務局と県立高等学校

の採用枠、市町村立小中学校の採用枠も別としているものである。 

「Ⅵ 事務局・小中型」（２県）：首長部局と県立高等学校の採用枠とは別に、教委事務局、

市町村立小中学校の枠で採用するものである。 

 

行政職採用試験実施要項から採用枠という入口のパターンを類型化したが、しかし、実際

には、一般行政職として採用された後に、複線型人事で教育行政職に熟知した人材育成（専

門職制）を図る運用をしている自治体も多くあるようである。そうした点を考慮して、教育

委員会事務局の人事異動に留意して整理し直すと以下の様な類型が可能である。 

 

類型 該当都道府県

Ⅰ　一括採用型 秋田、東京、鳥取

Ⅱ　一括採用・小中
　　分離型

山形、福島、茨城、栃木、千葉、神奈川、
新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐
阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、奈
良、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川

Ⅲ　行政・学校事務型
青森、宮城、群馬、京都、和歌山、高知、
沖縄

Ⅳ　教育行政一括型
岩手、愛媛、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮
崎

Ⅴ　事務局・県立型 北海道、兵庫

Ⅵ　事務局・小中型 大分、鹿児島

※各都道府県ＨＰ・採用試験実施要項から作成



24 
 

（a）採用枠が首長部局＝一般行政職採用⇒・首長部局から定期的人事異動で教委事務局へ 

                           ⇒・複線型人事・専門職制（教委事務局や教育（行

政）機関に長く在職したり、又は、複数回に

亘って異動をする）       

（b）「教育行政職」採用⇒・教委事務局を中心に異動 

            ・教委事務局、県立高等学校を異動 

            ・教委事務局、県立高等学校、市町村立小中学校の間を異動 

（c）「学校事務職」採用⇒・県立高等学校、市町村立小中学校を異動 

            ・市町村立小中学校を異動 

 

 北海道は、以前は、行政職採用で複線型人事＝専門職制と採りっていたが、2013（平成 25）

年度から教育行政の採用枠を設けている。京都府は、行政職採用で複線型人事＝専門職制を

採っている。北海道も京都府もそれら職員は教委事務局を中心に異動する形態をとってい

るが、指導部門における教育行政職の配置割合が半分前後になっているのが特徴的である。 

 こうした複線型人事＝専門職制を長く採ってきた自治体の一つとして京都市教育委員会

が知られている（小川 2006、青井 2016）。京都市教育委員会でも、教育行政職を多く指導部

門に配置しており、その職員配置の割合は半数前後になっている。 

京都市の教育行政職は教育委員会事務局職員のうち半数前後を占めるなど人員的優位性

に加え、教育長・教育政策監・教育次長などを筆頭とする上級ポストに配置されるなど、事

務局内で自律性を有する教育行政職集団を形成している。教育行政職は教育行政の専門的

リテラシーの蓄積など教育行政の専門性を有し、指導主事と連携しながら教育行政課題に

取り組んでいる。指導主事が平均３年程度で異動する一方で、長期に教育行政の職務に従事

するため教育行政の継続性の確保を図れるという長所を有している。他方、市長部局での勤

務経験がないことからジェネラリスト型の市長部局の行政職と比較して市行政全体の把握

面での課題が挙げられる。また、異動範囲として学校勤務はなく、教育行政職のキャリア形

成の観点から学校現場との人事交流をどのように考えるかも課題である、とも指摘されて

いる（青井 2016）。そうした指摘は、京都市だけではなく、北海道や京都府など行政職採用

の下で複線型人事＝専門職制度を採る自治体において共通する課題でもある。 

実は、そうした課題も含めて、自治体行政において教育行政の「専門性」をどう担保し、

必要な人材を育成するかを巡りその制度的在り方が模索されているというのが実情である。

近年、行政職採用から「教育行政」枠を設けた自治体（熊本県、宮崎県、等）がある一方、

「教育行政」枠採用を廃止し行政職採用に見直した自治体（北海道、静岡県、等）があるの

も、そうした課題に対応した制度的在り方が模索されている証左でもある。 
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②市町村教育委員会事務局の組織・人事 

 都道府県と比べると市町村レベルで複線型人事＝専門職制や教育行政職の採用枠を導入

している自治体は少ないと推測される。職員採用人数が少ない市町村の場合、複線型人事＝

専門職制や教育行政職の採用枠を設けた場合、人事の柔軟性を欠き硬直化を招きやすいか

らであろう。村上（2016）の全国調査では、複線型人事＝専門職制を導入している市町村（政

令市を除く）は、回答した市町村数（712 自治体）のうち３％弱で 20 自治体ほどしか存在

していない。  

埼玉県戸田市の「教育行政職」採用の導入 

 そうした中で、埼玉県戸田市の行政職員採用に「事務（教育枠）」を設け、「教育行政職の

プロ」を育成するしくみを 2017（平成 29）年度から導入しているのが注目される。 

 戸田市は、2017（平成 29）年度から、一般行政職採用（採用職種「事務」、試験区分「上

級行政」）の中に、「事務（教育）、試験区分「上級行政」の枠を新設した。「事務（教育）」

は、戸田市職員採用試験案内では、「事務【教育】で採用となった者は、採用時に事務(上級

行政)と比べ優先的に教育委員会へ配属となる。ただし、採用後の人事異動により配属先が

変わることもある」と注釈されている。ただ、「事務（教育）」でどのような能力・経験等を

もった人材を採用するかは年度によって異なっている。 

初年度の 2017（平成 29）年度は、初年度でもあったということもあり、「採用後は教育委

員会事務にも精通した職員（教育行政のプロ）に育成する仕組みを活用していくこととした」

「事務（教育枠）採用者は、教育委員会内各課の異動をベースとしてキャリアを形成し、学

校や市長部局等との連携を深めていきます」と「教育行政のプロ」の育成を一変的に明記し

ていた（公募パンフレット「教育行政のプロ採用はじめました」）。ただ、次年度の 2018（平

成 30）年度での公募パンフレットでは、「本年度はさらに、『教育政策シンクタンク』の業

務を中心的に担っていく人材」を「事務（教育）」枠で採用し、「エビデンスに基づく教育政

策の推進や、教育とテクノロジーの融合（EdTech）などに興味がある」人材、2019（平成 31）

年度では、「教育行政に専門的な知見や現場への理解を持ちながら、福祉部門や財政部門な

ど様々な行政分野で経験を積み、活躍が期待できる人材」というように、年度により、能力・

経験等を特定して採用していることである。実際、2018（平成 30）年度は、民間会社でデー

タの整備・分析の業務経験を有した方や教育サービスの企画・営業の経験者が採用されてい

る。 
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戸田市では、事務（教育枠）採用者のキャリアパスイメージを次のように描いている。 

 

入庁 10 年目位までは、教育部局への配属によるキャリア形成を基本としつつ、市長部

局への異動も織り交ぜることで、教育行政のプロに求められる資質・能力を育成する。 

 入庁（主事補）:幅広く実務を経験 

  ↓3 年目 

 主事:幅広く実務を経験 

  ↓9 年目 

 主任：担当業務の企画・立案・調整 

  ↓（副主幹昇任選考） 

 副主幹：係の業務の企画・立案・調整 

  ⇓ 

（入庁 10 年目以降）管理職 

身に付けたスキルや市長部局とのつながりを駆使し、戸田市の教育振興をつかさどる 

  ⇓ 

    主幹：課の業務の企画・立案・調整 

     ⇓ 

    課長 

     ⇓ 

幹部 

 

（３） 小括 

 行政職員の中で特定の分野・領域を熟知し秀でた能力を活用することは必要 

 しかし、そうした人材をどう確保し育成していくかは課題 

① 一般行政職を採用し、計画的に複線型人事＝専門職制のしくみで確保、育成していくの

が旧来のジェネラリスト育成を基調としてきた組織では、やり易いことは事実 

  ただ、課題は、そうした専門職のキャリアパスをどう描くか 

  ジェネラリスト重視のキャリアパスの下で、専門職を対等にどう処遇していくか 

② 採用段階で、「教育行政職」枠を設け、その枠の下に計画的人材育成を図るという選択

肢もある。 

この場合でも、キャリアパスをどう描くかということと、一般行政職と比較した場合、

優秀な人材の確保という点で課題がある 

③ 専門職の確保、育成という点では、自治体規模が大きい都道府県の方が導入を図りやす

いのは事実。しかし、課題は、そうした専門職のキャリアパスをどう描き、処遇してい

くか。一般行政職の人事異動のルートに戻すとその専門性が活かされないという問題も

ある。 
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  小野は、「特定行政課題に精通した職員を当該自治体の中で異動させるよりも、その方

面の人材が不足する自治体へ異動する方が社会全体でみた場合には人的資源の有効活用と

なる場合も多い・・・積極的に人材を融通し合うメカニズム、現職の地方公務員に関する労

働市場のようなものが創設できる可能性も出てくる」（小野 132 頁）と問題提起しているが、

そうしたシステムの構築を可能とする条件を更に検討が必要である。 

 

おわりに  
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