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占領 下 公 民館 史研 究 序 説 (14)
一― 制定時社会教育法における教育長 に関する規定 の形成と
J.M.ネ ルソンの役割 一―
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大田

は じめに
憲法 。1947年 教育基本法制 な ど戦 後 日本 の教育改革が本格 化す る以前 の 1946(昭 和
二十一 )年 7月 、戦後 日本 の新 しい社会教育機関が構想 された。それが公民館である。本
研究 「 占領下公民館 史研究序説」 は、 この新 しい社会教育機関 である「公民館」が、連合
国軍 による占領 の下 で、 どの よ うな協議 を経て、構想化 され、普及化 され、法制化 されて
いったのか とい う事実 を、歴史的視点か ら極 めて実証的な研究方法で、その全体像の跡づ
けを行 う研究 である。
本研究 「制定時社会教育法 における教育長 に関する規定の形成 と JMネ ルソンの役割」
の研究課題 は、公民館運営 に影響 を及ぼす教育委員会事務局 の教育長 に関 して制定時社会
教育法 にお い て規定 されるにあた って連合 国軍最高司令官総司令部
情報教育局

(CI&E)教 育 課

(GHQ/SCAP)民

間

(Education Divison)成 人教 育 担 当 官 (Adult Education

omcer)」 ,M.ネ ルソン (JOhn Monninger Nelson)が どの よ うな役割 を果た して いかなる
影響 を与 えたのかについ て実証的に明 らかに してい くところにある。
本論文 の研究方法 は、研究課題 に迫 る うえでネルソンの構造的な認識 が明示 されてい る
(Dを
基礎 としなが ら、必要 に応 じて社会教 育法草柔 を援用 し、中核部
ネルソンの博士論文
②
分 は第一 次資料 であるネルソ ンの会議記録 で跡 づ けす ることにお く。

なお、本論文 の構成 は、以下の通 りとす る。
まず

(1)で は、制 定時社会教育法 の前提 とな り、CI&Eで も非常 に重視 されて い た教

育委員会法 に関 して、ネルソンがその要点 をどの よ うに とらえて い たのかについ て、 ネル
ソン論文 の記述 を再構成す る形で紹介す る。
次に

(2)で は、社会教育法草柔 の変遷過程 において、教育長 にかかわる規定が どの よ

うに取 り上げ られていったのかについて、先行研究 に学 びなが ら隊 づ け してい く。
最後 に

(3)で は、制定時社会教育法審議過程でネルソンが具体的 にどの ような関与 を

して教育長の規定形成 に影響 を与 えたのかについ て、ネルソ ンの会議記録 の整理 を しなが
ら明 らかに してい く。
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(1)教 育委員会法 に関するネルツンの認識
①教育委員会法 の意義に関するネルソンの認識

1946(昭 和 二十 一 )年 4月 29日 ネ ルソンの着任 ③当初か ら CI&E全 体 の教育改革 の核
ヽ
′
は「 民 主 主 義化」 と「地 方分 権化 」 にあ ったり。教 育委員 会 法 (法 律 第 一 七 〇 号、
と
一九 四人年七月十五 日公布施行 )は 、その「民主主義化」 と「地 方分権化」 を具体的に制
度化 した ものであった。
ネルソンは、教育委員会法 について、まず「 この法律 は、各地方 で選出される教育委員
会 の設置 を規定 し、そ して教育委員会 の責任 のなかに、『社会教育 に関す ること」 (第 四九
条一 四)を 含んでいた。新 しく設置 された委員会は、それまで都道府県知事、市町村長 に
よって任命 され責任 を負 っていた官吏に よって行使 されて い た 〔
ある程度の成人教育へ の
責任 を含 む〕教育上のあ らゆる権限をひ きついだ0(カ ソコ内、原文 )、 〔カッコ内、原文〕」
と切 り出 して い る。そ して この説明 の注釈 として、
「教育委員会 の設置 と委員 の選任 に関
す るこの法律 の諸規定は以下の通 りで ある。/(設 置)/

第三 条

教育委員会 は、都道

府県及 び市 (特 別区を含 む。以下同 じ。
)町 村 にこれ を設 置す る。但 し、町村 は、必要が
ある場合 には、一 部事務組合 を設 けて、その組合 に教育委員会 を設置す るこ とがで きる
中―…/(委 員 )/
第七 条 都道府県教育委員会は七人の委員で、地方教育 委員会 は五人
の委員 で、 これ を組織す る。 /

2

第 3項 に規定す る委員 を除 く委員 は、公 職選挙法

(一 九五〇 (昭 和 二十五 )年 法律第一 〇〇号 )の 諸規定 に従 って、 日本 国民 たる地 方公共

団体 の住民が これを選挙す る。 ………/(任 期 )/
第人 条 選挙 による委員 の任期 は四年
°
とす る。 …… (カ ッコ内、原文)」 と教育委員会法 の規定 を丁 寧 に紹介 して い る。
ネルソンが公民館構想の検討過程 で 自ら示唆 した公民館委員の公選制 ⑦の理 念が ここに
受け渡 され、法律 として明確 に位 置づ け られてい る。

②教育委員会法に関す るネルソンの重視 の認識
先のネルソン論文における教育委員会法の説明は、ネルソン論文「第四章 成人教育計
画 (一 九四六年 一一九五〇年)③ (カ ッコ内、原文)Jの 「 I 日本における成人教育計画
の法的枠組 (一 九五〇年人 月)°
(Ю )Jに
記 されている。
定

(カ

ッコ内、原文)」 の「A

成人教育に関する諸法の規

その「成人教育に関する諸法の規定」の中で、ネルソンは、まず「 1
を置 き、次に「 2
「4

教育委員会法

教育基本法
(1°

(12｀

」 に言及 し、「 3

学校教育法

(1°

」 として説明 してい る。ちなみに、続 く「 5

「 6 社会教育法(° 」、「 7

日本国憲法(1ll」

」 に触 れたあ とで、
文部省設置法 (1° 」、

図書館法(171」 までで締め くくっている。

上記の諸法の うち、ネルソンが社会教育法に最 も紙幅を割 いて解説 していることは言 う
まで もない。その次にネルソンが紙幅 を割 いて紹介 してい るのが、
「4
なのである。
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その説 明 の 中 で、ネル ソ ンは、先 に見 た (設 置 )、 (委 員 )、 (任 期 )に 加 えて、(権 限 )、
(事 務 局 )、

(事 務 局 の 部課 )、

(経 費 の補助 )、

(予 算 の編成 )、

(教 育 委員会 の 所管 )、
(予 算 の執行 )、

(教 育 長 の 責 務 )、

(経 費 の 負担 )、

(教 育委員会 と地 方公共団体 の長又 は議会
(D。

の 関係 )に まで各条文 を紹介 しなが ら言及 して い る

先 にも、CI&E全 体 の教育改革 の核心 が「民主主義化 Jと 「地 方分権化」 にあ り、その
中核 にあるのが「教育委員会法」 であることを見てお い たが、成人教 育担当官 であったネ
ルソンもまた「教育委員会法Jを 大 い に重視 してい たことが看て取れ る。
③教育委員会法 における教育長 の規定 に関す るネルソ ンの認識
ネルソンは、その博 士論文の中で、教育委員会法 における教 育長 の規定にか ん して次の
ように述べ て い る。
「教育長 は、成人教育の一 定 の責任 を うけ もった
長 の責務 )と して「第五二 条 の三

Q9J。

そ して、 (教 育

教育長 は、教 育委員会 の指揮監督 を受け、教育 委員会

の処理するすべ ての教 育事務 をつ か さどる。/

二

教育長 は、教育委員会 の行 うす べ て

の教育事務 につ き、助言 し、推薦す ることがで きる。/ 三 教育長は、教育委員会 の事
°°
務局 を総括 し、及びその職員 を指揮監督す る 」 とい う文言 につい て本文 で言及 して い る。
上記 のネルソンの教育委員会法 における教育長 の規定 に関す る認識は、一般的な もので
あ り、特 に この博 士論文の段階にお いて殊更重視 してい るとは言 い難 い。 しか し、以下 に
見 て い く社会教育法車柔 の変遷過程 を踏 まえた うえで、制定時社会教育法草某審議過程 で
ネルソンが どの よ うな言動 に至 ったかに思 い致せば、教育委員会法 における教 育長 の規定
をネルソ ンが受けて、その教育長 の役割 を「指導者養成」重視 の方策 を冠 しなが らいか に
大 きな もの として期待 して いたかが明確 となってい く。

(2)社 会教育法草案の変遷過程における教育長の位置づけ
①教育委員会法制定以前の変遷
°Dに よれば、教育委員会法制定 以前の社会教育法草案 としては、「第一実社
先行研究
会教育法
日)υ

9」

(昭 和二十二年四月一 日)°

D」

と「社会孝
史育法草柔第二案

(昭 和二十二年六月十

が確認されている。

社会教育法草案 の変遷 における教育長の位置づ けが明確にわかるのは、社会教育委員 と
の関連、公民館職貝 との関連、公民館委員会 ・公民館運営審議会 との関連な どにおいてで
ある。
まず、社会教育委員 と教育長 との関連 の変遷 をみてい く。残念なが ら、「第一案社会教
育法」においては、 日次には「第一章 総則」に「社会教育委員Jの 項 目が立てられてい
°。次に、
へ料的制約 か ら具体的な記述 の確認 はで きないつ
「社会教育法草柔第二条」
るが、ユ
貝
では、その第三条 で「都道府県教育委員会及び市町村教育委員会 はそれぞれ都道府県社会
Q°

教育委員及 び市町村社会教育委員 を委嘱す ることがで きる

」 と記 されてい るのみで、
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社会教育委員 の委嘱権限を教育委員会 に与 える ことは明記 されて い るが、そこに教育委員
会事務局 の教育長は権限を与 えられてい ない。
次に、公民館職員 と教育長 との関連 の変遷 をみてい く。
「第一 条社会教育法」では、
「第
公民館」の (八 )で 「館長及び主事 は公民館委員会 の推薦 によ り公民館管理者 よ り
これを委嘱す る」 と記 されて い る°°。教育長 どころか教育委員会 の位置 づ け も記 されて

三節

お らず、む しろ社会教 育法制定以前 には原則 となっていた公選制の公民館 委員会が推薦 の
権限 を与 えられてい る。 また、 この時期 の公民館管理者 とは、市町村長 を指 して い ること
になろう。次に、
「社会教育法草案第二 柔 Jで は、その第三 十七条で「館長及び主事 は公
民館委員会 の推薦によ り市町村長が これを委嘱す ること」 と記 されてい るの 。 ここで も、
公民館職員 の推薦権限は公民館委員会 に与 え られ、委嘱権限 は市 町村長に与 え られてい る。
さらに、公民館 委員会 ・公民館運営審議会 と教育長の関連 をみて い く。「 第一 条社会孝
史
公民館」の (六 )で 「公民館事業 の実施運営 を担 当 させ るため公
民館 に公民館 委員会 をおけなけれ ばな らない こと」 と記 されて い る°°。公民館構想 9° の
育法」 では、
「 第三節

当時か ら、公民館 委員会 は「実施運営」機関 として期待 されてお り、次の記述同 じく (七 )
の (イ )の 「館長 は公 民館委員会 の決定 に基 づ き事業の実施 にあたる°°Jを 併 せ て読 む
とき、 この時期 には、教 育委員会 の権限 とは別個 に公民館委員会が公民館運営の第一義的
権 限を有す ることとされていたので ある。次に、
「社会教育法草案第二 案」 では、その第
三十五 条で「公民館事業の実施運営 を担当 させ るため公民館 に公民館委員会 を置かなけれ
ばな らない こと」 と記 されて い る

131)。

ここで も、公民館 委員会が「実施運営」機 関 とし

て期待 されてお り、公民館運営 の 第一 義的権「艮を有 して い ることは、次 の記述 同 じく第
三 十六条 の第 二 項 「館長 は公 民館委員会の決定 に基 き事業の実施 に当ることG分 」 を併せ
て 読 めば 明 らかであ ろ う。但 し、 この 草 案 で は じめてその 第 三 十 五 条 の 続 きと して、
「公民館 を有す る市町村 に於 いては、市町村社会教育委員が公民館 委員 を兼ねることがで
きる こと°9Jと も記 されてお り、社会教育委員が公民館委員 を兼 ねる場合、その委嘱権
限は後 に市町村教 育委員会 に与 えられることになってい くので ある。

②教育委員会法制定直後 の変遷
教育委員会法制定直後の変遷 として、先行研究に学 びなが ら見ておかなければな らない
のが、
「社会教育法草案第五柔

(昭 和 二十 三年十 二 月十 五 日更生 )」

である134)。

前記 の視点 を踏襲 して見てい こ う。 まず社会教 育委員会 と教育長 の 関連 で ある。「社会
教育法草案第五柔」では、その第十五条 で (社 会教育委員の構成 )と して「教 育委員会 に
社会教育委員 を置 く。/社 会教育委員は、教育委員会が教 育長 の推薦 によ り、社会教育関
係 団体 の代表者及 び学識経験者 の 中 よ り委嘱す る」 と明記 されて い る°°。教育委員会が
社会教育委員 を委嘱す る場合、教育長の推薦 によることが、教 育委員会法制定直後の社会
教育法車案ではは っ きりと位置づ け られてい るのである。 この点が本論文 の核心部分へ と
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つ なが ってい くところである。
「社会教育法草柔第五 条」 にお いて、公民館職員 と教育長 の 関連 につい て見てい こ う。
同草柔 では、 まず第三十一 条 (公 民館 の職員 )で 「公民館 に館長その他必要 な職員 を置 く。

/

館長 は公 民館 を代表 し、公民館の行 う各種 の事業 の企 画実施そ の他必要 な事務 を行 う

外、所属職員 を監督す る。/

市町村 の設置す る公民館の館長その他必 要な職員 は、教育
9°

委員会法第六十 六条第四項の職員 とす る

」 と記 され、続 いて第三十 二 条 (同 前 )で 「公

民館 の館長そ の他必要 な職貝 は、市 町村 の設置す る公 民館 にあ つ ては、教育委員会法第
四十五条第四項の規定 によ り、市町村 の教育委員会が、法人 の設置す る ものにあ つ ては、
当該法人 の代表者 が、 これを任命又は委嘱する。/

法人 の設置す る公 民館 にお いて、公
°の
民館運営委員会 の承認 を得 た ときは、 法人 の代 表者 を以て館 長 とす る ことがで きる J
と記 されてい る。 ここで明 らかな ことは、公民館 の職員 につい ては、制定 された教育 委員
会法 との 関連 を非常 に意識 してい ることである。教育委員会法第六十六条 とは (学 校 その
史員及 び学校
他 の教育機関 の職員 )に 関す る規定 であ り、「都道府県及 び市町村 に枝長、孝
の事務職員 を置 く」 と規定 されてお り、第四頂 では「教育委員会 の所管 に属する学校以外
の教育機関に、必要 な職員 を置 くJと 規定 されて い る偲°。 この規定 に よって、公 民館 が
教育委員会 の所管 の学校 以外 の教育機関で ある とい うことが明確 となる。教育委員会法第
四十五条 とは (事 務局 の職貝 )に 関す る規 定 で あ り、「都道府県教育委員会 の事務局 に、
指導 主事、教科用図書 の検定又 は採択、教科内容及 びその取扱、建築そ の他必要 な事項 に
関す る専 門職貝並 びにその他必要 な事務職員 を置 く。/

2
都道府県委員会 の事務局に準 じて必要 な職員 を置 く。/ 3

地方委員会の事務局 には、
前 二項 に規定す る職員 の定

数 は、当該地方公共団体 の条例 で、これを定 めなければな らない。/

4

第一項及 び第

二項 の職員並 びに学校 の事務職員 は、教育長 の推薦 によ り、教育委員会が、 これ を任 命す
る°9Jと 規定 されて いる。す なわち、教育査員会法第四十五条第二 項 に該当す る公民館
の職員 は、第四項 の規定に よって、教育長 の推薦 により、教育 委員会 が任命す るのであ り、
ここで も教育長 の推薦権限が明確化 されるので ある。
「社会教育法草条第五 柔」 にお い て、公民館委員会 。公民館運営審議会 と教育長 との 関
連 について見 て いこ う。 この「社会教育法車柔第五 案」 の時点 で、教育委員会法 の制定 を
受 け て、公 民館委員会 の 名称が初 めて「公民館運営委員会 Jと な り、そ の 第二 十八条 で
(公 民館逗営委員会 )と して、「公 民館 に公民館運営委員会 を置 く。

/

公民館運営 委員

会 は、公民館 における各種 の事業 の企 画実施 に関 し公民館長の諮問に応 じ、 これに協力す
る(個 )」 と記 されて、教育委員会所管の公民館 の館長 の諮問機 関 と位置づ け られるのである。
「企 画実施そ の他必要 な事務 を行 う」 のは前述 の よ うに教育委員会 の管轄 の下 での公 民館
長 を中心 とした公 民館職員 となったのである。 さて、同 じく第 二 十九条 では

(同

前 )と

して、「市 町村 の 設置す る公 民館 にあ つ て は、公 民館運営委員会 の 委員 は、左 の各号 の
者 につ き市町村教育委員会が これ を委嘱す る。 /

一 、市 町村 の長、又 はその補助機 関
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たる職員/
長/

二 、市町村議会の議員 を代表す る者 /

四、社会教育委員 を代 表す る者/

三 、市町村内に設置 された各学校 の

五、市町村 に事務所 を有する労働組合、農業協

同組合、消費生活協 同組合、商工協 同組合等の役員 をそれぞれ代表す る者/
員 を代表す る者/
表す る者/

六、民生 委

七、市町村内に事務所 を有す る社会教育関係 団体 の役員 をそれぞれ代

ヽ
人、公民館 の運営 に特別の 関′
を有する者/
と

前項第二号及 び第四号 か ら第

七号 までに掲げる代 表者 の委嘱についてはそれぞれの 団体又 は機関にお いて互 選そ の他 の
方法 により適任者 を推薦 させ るもの とす る。/

第一項 の公民館逗首委員会の委員の定数、

任期、会議その他必要 な事項 は第二 十 五 条 の規定 による条例 で定めるl11)」

と詳細 に記 さ

れて い た。 この草案文 では、教育委員会の委嘱手続 きの前提 として、「教育長 の推薦」が
入 り込む余地がない ように記 されてい る もの と思われる。 また、先 の社会教育委員の選任
に関 して、同草 柔第十六条 で (社 会教育委員 と公民館運営委員会 との 関係 )と して、
「人
口三万 を超 えない市町村 で、公 民館 を設 置す る者 にあつ ては、社会教育委員 を置かないこ
とがで きる。/

前項 の場合 にお いては第二十人条に規定する公 民館運営委員会 の委員が
社会教育委員の職務 を行 う⑫ 」 とい う抜 け道 を用意 して い ることも、 この教育委員会法
制定直後 の草案 の特徴 として押 さえてお く必要 がある。

③国会審議直前 の草柔 の変遷
ここで は、 欠節 で社会教育法案国会審議中のネルソンの関与 とその結果 としての 制定時
社会教育法 を見てい く前 に、国会審議直前 の文部省草案である「文 部省議案第十五案 (昭
和 二 十四年二 月十 二 日)に °Jに つい て、その変更要点につい てのみ、先行研究 に学 んでみ
てお こ う。
まず、社会教育 委員 と教育長の関連 についてであるが、
「文部省議案第十五柔」 にお い
て も、その第十五 条第二項 で「社会教育委員 は、教育委員が教育長の推薦 により、社会教
9°
)う ちか ら委嘱す る 」 と記 されてお り、
育関係団体 の代表者及 び学識経験者 σ
「教育長 の

推薦」権限については従前 の草案 と変 わ りはない。但 し、 もっと大 きな点 として、その第
十五条第一項が 「教育委員会 に社会教 育委員 を置 くことがで きる °」 とい う記述 にな り、
社会教育委員が任意設置 と変遷 してい ることは注 目しておかなければならない。
へ料的な制約か ら明
次に、公民館 の職員 と教育長 の関連についてであるが、 もっぱ らン
貝
確
°
に「文 部省議案第十五 案」 にお い て とい う確定的な ことは立 証 で きない が、従前 の草
柔 で見 た公民館職員の任命時の「教 育長 の推薦」権限は踏襲 されてい るもの と思われる。
最後に、公民館委員会 ・公民館運営審議会 と教育長 の関連についてで あるが、従前の草
案 で「公民館運営委員会Jと 呼称 されて い た ものが、「文部省議案第十五案」 にお い ては
その第二 十九条で「公民館 に運 営審議会 を置 く化の」 と義務設置 の まま名称 を公 民館運営
審議会 と改め られ、その第二項 で「公民館運営審議会 は、公 民館 の各種事業 の実施 に関 し
公民館長の諮問に応 じこれに協力す る °Jと 改め られた。 また前述の「抜 け道」 に関 し
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ては、
「文部省議案第十五 案 Jで は、その第十六条 にお いて「 人口十万 を超 えない市 町村
で公 民館 を設置する ものの教育委員会 にあつ ては、社会教育委員 は、第二十九条 に規定す
°9Jと め られて踏襲 された。
改
る運営審議会 をもつ て充てることがで きる

(3)制 定時社会教育法 の教 育長関連規定 と J.M.ネ ル ソン
① ネルソンと教育長 の役割 に関す る一般的理解
公民館 に関わる社会教育法 の教育委員会関連 の規定 の 中で、ネルソンが特 に重視 したの
は、教育長の役割である。 これまで の研究 の 中で も、指導者養成 をネルソンが重視 して い
6°

ることは明 らかに して きた

が、その姿勢が公民館 に関わる教育委員会 の役割 の 中 で も

教育長 の役割 を強調す ることにつ なが っているのである。ネルソ ンの思想の中で、民主主
義 を確立するためには必ず しも「下か ら」積み上げる ことにはこだわ らな くて も良 い とい
う思想

6い

か ら、一 方 では公 民館委員 の よ うに全市町村民 の選挙 による民主主義の積 み上

げ ももちろん指導 しなが らも、指導者養成 に着 目し IFEL(教 育指導者養成詩習)に 力
を入れなが ら公民館長 などと並んで、教育長 を養成 してそ こに社会教育 の民 主主 義化 を期
待 して い るのである。
史育長に関 わる一 般的理解 は、 国会 に提 出され参議院の文部委員会 の検討 を
ネルソンの孝
受け る社会教育法柔 に明確 に示 されてい た。1949(昭 和 二十四)年 5月

13&14日 付 の ネ

ル ソン会議報告 6か に よれば、「元 々、そ の法律 の 第十 五 条 は 『社会教育 に関す る諮問 委
員 は、教 育長 の推薦 に基 づ いて、教育委員会 に よつ て選 出 された、社会教育 に関係す る
6°

団体 、学識 の あ る男女、 もしくは経験 の ある男女 か ら構成 される』 と書 い てある

」と

明示 されてお り、社会教育委員 の選出 に関する教育長の推薦権 限を非常 に重要 な ものだ と
「元 々の革案 の 中の 第十 七条 は、『社会教育 の諮問委員会
ネ ル ソンは考 えて いた。 また、
は、社会教 育 目的に関連す る問題 に関 して教育長に助言す るために、次の問題 に関連す る
6→

職務 を行 う。
』 と書 い てある

」 とされてお り、ネル ソンが教 育委員会 の 中の事務局 の責

史育長 に助言す
任者 である教 育長 の権限を非常 に重視 したか らこそ、社会教育委員が直接孝
る とい う仕組 みが必要である と考 えるので ある。
「元 々の草柔 の第二 十人 条 は、 [市 町村 によつ て設置 される公民館 の館長及 び職貝
次に、
6°

』 と書 い てある
は、教育長の推薦 によ り、市 町村教育委員会 によつ て任命 される。

Jと

されてお り、市町村立 で ある公民館 の館長及 び職員 の選出にあたって、それが教 育機関 の
職員 で あるが故に事務機構 上の上司 にあたる教育長の推薦権 限をネルソンは非常 に大切 な
ものである と考 えるのである。
以上の ように、ネルソンの教育長 に関わる一般的理解 は、社会教育委員 に関 して も公民
館職員 に関 して も非常 に重要 な権限 を与 える もの として捉 え られて い る。ネルソ ンがそこ
まで教育長 の権 限を重視す る理 由 は、指導者養成

(と

りわ け IFEL)に よって民主主義

女育 の民主主 義化 に関 して も有用足 りうる と、ネルソンの基
的に訓練 された教育長が社会孝
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本思想

6°

か らして も考 えたか らである。

② ネルソンと教育長 の権限に関する譲歩
先 に も見 たネル ソンの 1949(昭 和 二 十 四)年 5月

13&14日

付会議記録

6の

に よれば、

先 の社会教育法車案 の第十五 条 に関 して、「参議院文部委員会 は、後 の語句 (教 育長 の推
薦 に基 づい て)に 反対 し、その削除 を示唆 した6°

(カ

ッ コ内、筆者 )」 と記 され てお り、

参議院文部委員会 は教育長 の権限が強 くな りす ぎるのを恐れて、社会教育委員の選 出にお
ける教育長 の推薦権 限 を否定 しよ う と したのである。それ に対 して、
「成人教 育担 当官
(ネ

ルソン)は 、折哀提案 として『教育長 によつ て提 出された名簿か ら』 とい う文言差 し

替 えを示唆 した

6分

(カ

ッコ内、筆者 )」 と記 されてお り、 なん とか教育長 の推薦権 限を残

そ う とネルソンは提案 したのである。そ して、その後の い きさつ は、「その委員会 (参 議
院文部委員会)の 数人 の委員 は、これは教育長 の手に多 くの権限を委ねす ぎると感 じて い
た。 1949年 5月 14日 、長 い会議 の結果、 カーペ ンター博 士 と成人教育担当官 は、『教育
委員会が教育長 によつ て提出され た名簿 の人々を満足 であると考 えない場合 には、彼 らは
教育委員会が望 む よ うな追加 の 名簿 を提 出す るよう教育長 に要求 す る。
』 とい う一 節 の追
加 に合意 した。文部委員会が この提案 を受詰す るか ど うかに関す るい くつ かの疑間が残 っ
て い る °(カ ソコ内、筆者 )」 と記 されてお り、ネル ソンと しては大幅 な譲歩 を示 したの
である① この議論 の結果、参議院文部委員会若木委員の修正案 として社会教育法案 の 第
十五 条は、「 (社 会教育委員 の構成)第 十五条
ことがで きる。/2
嘱す る。/一

都道府県及 び市町村 に社会教 育委員 を置 く

社会教育委員は、左 の各号 に掲 げる者 の うちか ら、教 育委員会が委

当該都道府県又は当該市町村の区域内に設置 された各学校 の長 /二

当該

都道府県又は当該市町村の区域内に事務所 を有す る各社会孝
史育関係 団体 にお いて選挙その
他 の方法により推薦 された当該団体 の代表者/三

学識経験者/3

前項 に規 定す る委員

の委嘱 は、同項各号 に掲 げる者 につ き教育長が作成 して提出す る候補者名簿によ り行 うも
の とす る。/4

教育委員会 は、前項 の規定に よ り提 出された候補者名簿が不適 当 である
と認める と きは、教育長 に射 し、その再 提 出を命ず ることがで きる け」 とされ、先 の会

議 にお いてネルソンが提 出 した修正提案が受け いれ られる形で制定時社会教育法は決定 さ
れてい く。そ こでは、ネルソンが非常 に重視 した社会教 育委員 の選出における教育長の推
薦権限 は、直接 の推薦 の権限 としては明記 されず、候補者名簿の作成 と提出の権 限 として
規定 され、教 育委員会 の候補者名簿再提出の命令権 も明記 されることとなったが、 とにも
か くにも教育長が、挙げ られて くる社会教育委員 の候補者の中か ら候補者名簿 に掲載す る
委員候補者 を厳選す る権限はネルソンの意向 として残 されるのである。
次に、先 に見 た社会教育法草案の第十七条 に関 しては、
「参議院文部委員会 は、『教育
長』 とい う文言 を削除す るよ う要望 した°D」 と記 されてお り、 ここで も文部委員会 は教
育長 の権 限が強 くな りす ぎるの を恐れて、教 育長が介在 しない ことを要求 して い るので
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「教育課 は、折哀提案 としてその条項が次のように言 いi奥 えられる
ある。それに対 して、
ことを示唆 した。『社会教育の諮問委員会 は、
教育長を通 じて教育委員会に助言するために、
G°
。
次の問題に関連す る職務 を行 うべ きである ・・』 」 と記 されてい るように、ネルソン
及 び CI&E教 育課の意向 としてなんとか教育長の存在意義を社会教育法草某の当該部分
に残そうとしているのである。 この問題に関す るその後 のい きさつ は、「再 び、 この折哀
ん
の示口
ぇは文部委員会に受諾 されなかった。カーペ ンター悼士 と成人教育担当官 は、次の文
の挿入 に合意 した。『教育委員会 は、社会教育の諮問委員会に共同会議 でそれ と会見する
G°
ことを要求す ることがで きる。
』 」 と記 されてお り、 こうした修正提案 を妥協的に示 し

てでもネルソンは社会教育法草柔の当該部分 に教育長の役割を明記する文言 を残そうとし
史育
公正案 として、社会孝
ているのである。 この会議の結果、参議院文部委員会若木委員の却
「第十七条中、『教育長に助言す るため』 を『教育長を経て
法草条の第十七条に関 しては、
教育委員会 に助言するため』 に改め、同条第一号 を次のように改める。/―

社会教育に

関す る諸計画 を立柔すること。/同 条に人の一項を加える。/2 社会教育委員 は、教育
6°
委員会 の会議に出席 して社会教育に関 し意見を述べ ることがで きる 」 とされ、 ここで
も先の会議においてネルソンが提出した修正提案が受けいれられる形で制定時社会教育法
は決定 されてい く。参議院文部委員会 は、教育長 の権限が強 くな りす ぎるのを危惧 して、
当該条文か ら「教育長」の文言その ものを消 し去るように要求 したが、ネルソン及 びCI

&E教 育課の修正提案の提出によつて、なんとか社会教育法の第十七条にも教育長の役割
を明記 してお くとい うことがネルソンの意向 として受けいれられてい くのである。
③ ネルソンと公 民館職員 の選出におけ る教 育長 の役割
最後 に、先 に見て きた社会教育委員 との 関連 で教育長 の役割 に関 してネルソンが妥協 し
たの とは対照的に、ネ ルソンが一貫 して譲 らなかった公民館職員の選出における教育長の
権限の確イ
呆につい て見 てお こ う。
先 にも見て きたネルソンの 1949(昭 和 二十四)年 5月

13&14日 付会議記録

°によれば、

この点 に関す る社会教育法草案 の第二 十人条 に関 しては、「参議院文部委員会 は、『教育長
°分
の推薦 で』 とい う文言 を削除す ることを要望 した 」 と記 されてお り、公民館 の館長及
び職貝 の選出に関 して も教育長 の権限が強 くな りす ぎない ように、文部 委員会 は公民館職
員 の選出における教育長 の推薦権 限をな くす よ う要望 してい るのである。 これに対 して、
まず、「教育課 は、折 哀提案 として、 F教 育長 によって作成 された名簿か ら』 とい う文言 ヘ
の差 し替 えを示唆 した6° 」 と記 されてお り、 ネ ルソン及 び CI&E教 育課 と しては社会
教育委員 の選出の際 と同 じ趣 旨の修 正 提案 を して公民館職員 の選出における教育長 の権限
を残そ う としてい る。
果の対応 は社会教 育委員 の選出の場
しか し、 この点 に関するネルソン及 び CI&E教 育口
合 と異 な っていた。「公 民館長 は学校長 とい くらか似 た地位 にある有給の職員であ り、教
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育長 と非常 に密接 に仕事 を しつつ あるであろうか ら、 どんなさらなる折衷 もこの条項 に関
して合意 されなか った① Jと 記 されてお り、公民館職員 を学校教職員 と同様 に見 な して
その選出における教育長 の推薦権限をネルソン及 び CI&E教 育課は譲 らなかった。 この
会議 の結果、第二十八条に関 しては、参議院文部 委員会若木委員 も修正柔ではその点につ
いて触 れず 9° 、結果的 には制定時社 会教育法 で「第 二 十人条

市 町村 の 設置す る公 民

館 の館長その他必要 な職員 は、教育長 の推薦 によ り、当該市 町村 の教育委員会が任命す
る°°」 と明記 され、ネル ソンが希望す る「教育長 の推薦 によ り」 とい う公民館職員 の選
出における教育長の推薦権限は固持 されたのである。
なお、 この第二十八条 の公民館職員の選出における教育長の推薦権 限を明記 した条文 に
続 いて、「 2

前項 の規定 による館長の任命 に関 しては、市町村 の教育委員会 は、あ らか
じめ、第 二十九条 に規定す る公民館運 営審議会 の意見 を聞か なければな らな い⑫
い

Jと

う公民館長 の選出における有名な公民館運営審議会 の意見具 申権が明記 されてお り、 この
規定 もネルソンが公民館 構想 の検討過程にお いて公民館長の選出権 を公民館 委員会 に与 え
ることを自ら提案 した こと④ に由来することも付言 してお きたい。

おわ りに
「 占領下公民館 史研究序説」 として「制定時社会教育法 における教 育長 に関す る規定 の
形成 と JMネ ルソンの役割」 を詳細 に検討 して きた訳であるが、 この ように課題 を限定
して も、なお残 した課題 は多 い。その主要 なものをまとめて今後 のH果 題 とし、結 び として
お きたい。
第 1に 、本論考 にお い て、成人教育担当官であ った 」 Mネ ルソンの認識 における教 育
委員会法 の重視 の姿勢 に関 しては管見 して きたが、公民館 を中心 に据 えなが ら社会教 育全
体 に対 して この教育委員会法が いかなる重要 な意義 を有 して いたかについては、 よ り総合
的な検討が必要 となる。
第 2に 、本論考にお いて、ネルソンの会議記録 の跡づ けで もって制定時社会教育法にお
ける教育長 に関す る規定 の形成経僚 を管見 して きたが、当時 い くつ かの大学で教 育長格 の
専門教育行政官 を養成す るために教 育学部が創設 (改 組 )さ れていった状況 も十三 分に考
慮に入れ、歴史的に この時期公選制 の教育委員会 における事務局の教 育長 の権 限を重視す
ることにいかなる意義があったのかについて、 よ り総合的な検討が必要 となる。
第 3に 、本論考 を含 めてこれまでの「 占領下公民館史研究序説」 にお い ては、JMネ
ルソンとい う GHQ/SCAP・

CI&E教 育課成人教育担 当官 の果た した役割 に極めて限定

して管見 して きてい るが、ネルソンが呆 た した役割 を明 らかにす ることが、戦 後

(あ

るい

は 占領期 )社 会教育改革 ・教育改革研究全体の中で どの ように位 置づ き、 いかなる今 日的
意義 を有 してい るかについて、 よ り総合的な検討 ・研究が必要 となる。
課題 は山積 してい る。他 日を期 したい。
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