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演習ノート
このノートでは、はじめに演習問題の解答が示され、３ページ以降に次に、それら演習問題の

解答解説がされています。それらをじっくり読んで理解に努めて下さい。

１ 教育法規の基礎；法規は体系 知っておこう法規の仕組み
(1) 国が定める法令とその仕組み 法令ってなんだ

条約 「ウィーン条約」第 2条１ (a)
「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際

的な合意（単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わ

ず、また、名称のいかんを問わない。）をいう。

＜効力＞「…誠実に遵守することを必要とする」（憲法 98条）憲法＞条約等国際法規＞法律

ア 憲法＝国家の基本秩序を定める根本規範

イ 法令＝法律と国の行政機関が定める命令（法律 政令 府令 省令 規則 庁令）

・法律と命令（政令、府令、省令、規則、庁令）に大別

ウ 三権分立に基づいている

・立法権＝国会（唯一の立法機関 憲法 41条）法律…国会のみが制定できる。（公布 天皇名）

・行政権＝内閣に属する（（憲法 65条）。

行政府…国会より指名された内閣総理大臣が国務大臣を任命し組織する。

政令 内閣が定める ○○法施行令 （公布 天皇名）

省令 各大臣が定める規則 ○○法施行規則 （公布 大臣名）

・外局規則 （中央労働委員会、国家公安委員会等）

・独立機関の規則（会計検査院、人事院等）

・司法権＝最高裁判所～下級裁判所に属する（憲法 76 条）。

違憲立法審査権 最高裁判所…一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する

かしないかを最終的に決定する（憲法 81 条）。

エ 法律と政令・省令

・法治（法律による行政）が原則

・執行命令と委任命令

(2) 地方公共団体が定める自治法規

ア 条例 自治立法権 法令＞条例 地方議会

憲法 94 条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能

を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。（自治立法権）

地方自治法第 14 条 地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別

の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

法律＝国会が定める （公布 天皇名）

国の定める法 政令＝内閣が定める (公布 天皇名)

（国法編） 省令＝各大臣が定める (公布 大臣名)

憲 法 規則＝ ・外局規則＝中央労働委員会、国家公安委員会等

・独立機関の規則＝会計検査院、人事院等

自治法規 条例＝ 地方公共団体の議会が定める

（県 編） 規則＝ ・地方公共団体の長が定める

・法律で定められた執行機関が定める

（教育委員会、人事委員会等）
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イ 規則 法令 > 条例 > 規則（教育委員会規則、公安委員会規則など）

地方公共団体の長が定める

地方自治法 15 条 .普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に

属する事務に関し、規則を制定することができる。

(3) 不文法

ア 慣習法 人々の慣習的な行動で、法的効果を認められたもの

イ 判例（法） 裁判所が出す判決が、長年にわたり繰り返すことによって、法的効力を有する

ようになったもの

ウ 行政実例（法） 広い意味での行政指導法規の解釈や運用に関して中央省庁がだす文書回答

（見解・解釈）

エ 条理（法） 一般社会の正義の観念に基づいて、かくあるべきと信じられ、承認されている

もの

※民法第 90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

(4) その他 直接、国民に対しての拘束力はなく、一定の範囲内で拘束力を有するもの

ア 告示 各省大臣が、所掌事務について公示を必要とする場合

※告示の例外 学習指導要領の告示…学校教育法施行規則に基づく法規命令の一部。

イ 訓令 上級の行政機関が、指揮権に基づいて下級機関に対して発令する命令。

ウ 通達 所掌事務について、一定の事実、行政処分、意見を所管の機関及び職員に示達。

エ 規程 一定の目的のために定められた一連の条項の総体。

(5) 法令の効力

ア 形式的効力の原理 上位法は下位法に優先

憲法 > 条約 > 法律 > 政令（最高裁判所規則・議院規則） > 府令・省令・規則・庁令

イ 後法優先の原理 旧教育基本法 新教育基本法

ウ 特別法優先の原理 地方公務員法 教育公務員特例法

(6) 法令用語及び条文の単位

及び・並びに 又は・若しくは 以上・超える 以下・未満 署名・記名

その他・その他の 場合・とき・時・際 から・より 直ちに・速やかに・遅滞なく

者・物・もの 所・ところ 適用する・準用する 善意・悪意 故意・過失

○教育関係法令体系図 別紙 参照早見表大文字小文字
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法規演習問題解説

教育法規の体系：法規は体系
Q1 法令の読み方「条」「項」「号」 教特法 25条の２ 同法 25条の３ は何と読むか

＜出題の意図＞第○条○校○号は読める。「第 25条の２」と「の２」が付いたものは条文か項かを

判断するという意図である。

＜解説＞ この法律は第 25条で研修計画の体系的な樹立義務を述べ、指導改善研修を 25条の２で、

指導改善研修後の措置を 25 条の３で規定しているが、25 条の２は第 1 項から第 7 項まで存在してい

ることに気づく。したがって第 25条の２とあっても条文である。読みは 25条の 2（条）か。

Q1-1 学校教育法 35条を読んでみよう

確認 学校教育法第 35条②という丸数字は項。漢数字は号。

Q1-2 必携 学校教育法 34条の後に 注解 参照 通知 実例 判例 とあるが、これ何か。

どのように活用したらよいのか。

教育関係職員必携 ■凡例 参照 実例 判例 は特に重要

Q2 次の法令は略号で書かれています。正式にはどのような法令名か

①給特法 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等 ⑨職専免 職務に専念する義務の特例に関する条例

に関する特別措置法 職務に専念する義務の特例に関する規則

②教特法 教育公務員特例法 ⑩給特条例 義務教育諸学校等の教育職員の

③地公法 地方公務員法 給与等の特例に関する条例

④地教行法（読みは？）ちきょうぎょうほう ⑪勤務時間条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

⑤国庫負担法 義務教育費国庫負担法 ⑫勤務時間規則

⑥標準法 →義務標準法 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

公立の義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の ⑬割振規則 教職員の勤務時間の割振り等に

標準に関する法律 （高校標準法もある） 関する規則

⑦給与負担法 市町村立学校職員給与負担法 ⑭特勤条例

⑧育休法 国家公務員の育児休業等に関する法律 静岡県職員の特殊勤務手当に関する条例

地方公務員の育児休業等に関する法律 ⑮分限条例 職員の分限に関する条例

⑯定数条例 静岡県教職員定数条例

Q3 研修についての規定が地公法 39 条にも教特法 21 条にもある。どちらを優先したらよいか。

同様に地公法 24 条第 6 項と地教行法 42 条は同じような内容だが、私たちはどちらが適用され

るのか。 （法令の効果 法令の優先順位）

１ 法令の効力 特別法優先の法則 両者を比較してどこが違う？

［研修法令］

地公法 第 39条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えら

れなければならない。

教特法 第 21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければ

ならない。

２ 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修

を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければ

ならない。

［勤務時間、勤務条件］

地公法 第 24条 ６ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

地教行法第第 42 条 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務

員法第２４条第６項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都

道府県の条例で定める。
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２ 国法と条例の関係の理解

給特条例 第 1条 この条例は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号。次条において「法」と

いう。)第 24 条第 6 項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法

律第 162 号)第 42 条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置法(昭和 46 年法律第 77 号)第 3 条及び第 6 条の規定に基づき、義務教育

諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

Q3-1 外国人の子女の小中学校就学が増加しているが、外国人が日本の学校に就学できる法的

根拠は何か

憲法第26条第2項

「すべて国民は、・・・普通教育を受けさせる義務を負ふ。」

・憲法が定める普通教育を受ける義務は「国民」に関してのもので、外国人には当たらない。

・我が国では 。

・国際人権Ａ規約に基づき、就学を希望する児童生徒の小中学校における「教育を受ける権

利」を保障。

＜参考＞ 国際人権Ａ規約第13条（経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約）

１ この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が

人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的

自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、

自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の

間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助

長することを可能にすべきことに同意する。

２ この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。

(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。

(b) 種々の形態の中等教育（技術的及び職業的中等教育を含む。）は、すべての適当な方法

により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべ

ての者に対して機会が与えられるものとすること。

(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能

力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。

(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、

できる限り奨励され又は強化されること。

(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し

及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。

３ この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置され

る学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準

に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及

び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

４ この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げ

るものと解してはならない。ただし、常に、1 に定める原則が遵守されること及び当該

教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合するこ

とを条件とする。

憲法＞条約＞法律 条約締結 天皇の国事行為

Q4 刑法第 77条乃至第 79条の罪に係る訴訟という文言が判例のなかにあった。この場合、刑

法何条が該当になるか （法令用語の知識）

→この他にも用語はいろいろ 参照 資料 法令用語解説

刑法 77条、78条、79条が該当 ※最近の法令用語では「から」を使用している。
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Q5 私たちの勤務時間はどのような法体系のもとで決まっているか。関係する法令をあげてみ

よう。 （法体系の理解）

憲法第 15条第 2項 憲法第 25条
労基法 32 地公法 24-6 ，58（法律の適用除外）

勤務時間条例 2,3 勤務時間規則 2,3（週 38 時間 45分) 給特条例 割振規則・基準

Q5-1 国民の祝日に関する法律（祝日法）には、元日は祝日とされているが、年末年始に当た

る、12 月 29 日～ 31 日及び 2 日から 3 日は祝日とされていない。これらが休日となる法令

の根拠は何か。

１ 行政機関の休日に関する法律 （行政機関の休日）

第１条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わな

いものとする。

１ 日曜日及び土曜日

２ 国民の祝日に関する法律 （昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

３ １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）

② 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の

下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機

関並びに会計検査院をいう。

③ 第１項の規定は、行政機関の休日に各行政機関（前項に掲げる一の機関をいう。以下

同じ。）がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

２ 地方自治法 （期限の特例）

第４条の２ 地方公共団体の休日は、条例で定める。

② 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。

１ 日曜日及び土曜日

２ 国民の祝日に関する法律 （昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

３ 年末又は年始における日で条例で定めるもの

③ 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意

義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の

休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公

共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体

の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

④ 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に

基づく命令で規定する期間（時をもつて定める期間を除く。）をもつて定めるものが

第１項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方

公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく

命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

３ 静岡県の休日を定める条例

第 1条（県の休日）

次の各号に掲げる日は、県の休日とし、県の執行機関の執務は、原則として行

わないものとする。

１ 日曜日及び土曜日

２ 国民の祝日に関する法律 （昭和 23年法律第 178号）に規定する休日

３ 12月 29日から翌年の 1月 3日までの日（前号に掲げる日を除く）

② 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるも

のではない。


