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明治10年代における地方の中学校設立主体をめぐる論争について

一一 ｺ庫県会の議論を手がかりとして一一

三　木　一　　司

はじめに

　明治10年代の地方における中学校の設立・維持は「人民自営」に託されていった。この「人民自為」

による中学校の設立は，教育令で成文化された「中学校ハ高等ナル普通学科ヲ授クル所トス」という

規定や中学校教則大綱に掲げられた「中人以上ノ業務二就クカ為メ肉声高等ノ学校二入ルカ為メニ」

という目的に対する模索を伴いつつ具体化されていく。地方において中学校教育を必要とした人たち

の多様な模索や要求を，学校の設立・維持の具体化されていく過程の中に見取ることが可能である。

本稿では，地方における中学校の設立・維持の過程を検討することから，明治10年代に構想された中

学校の目的や理念を明らかにすることを課題とする。

　明治10年代の地方における中学校の設立に関わる研究は，府県ごとの特性に着目したり，県会の議

論枠組みに着目しているものがある。そして，これらの研究からは，実態史的に中学校の成立過程を

検討して府県ごとの特徴を明らかにしたり，地方における中学校教育の形成を士族意識との関連性の

中で明らかにしている（1）。こうした研究は，明治10年代の中学校の動向を尋常中学校へと至る一つの

流れへと収束する中学校観へと導くことにその力点が置かれているように見受けられる。しかし，こ

れまで中学校正格化政策の文脈の中で，見落とされがちであった町村立中学校の存在に着目すること

により，地方における中学校教育の模索や要求を見ることから尋常中学校へと至る中学校観とは異な

る中学校のあり方を見取ることができると思われる。町村協議費によって維持される中学校を設立す

ることは，そこに「人民自為」の発露を見いだすことは可能ではないだろうか。

　上述の課題を明らかにするために兵庫県を対象としたい。周知のように，多くの小藩が存在した兵

庫県は複雑な府県統廃合の経緯をたどり，旧五力国を明治9年に統合して成立した。そして，明治11

年になり県域各地に中学校を設立するようになる。設立された中学校は，協議費によって維持される

学校であった。この協議費よる中学校の存在は，県域各地において適宜の中学校を設立し教育を行う

形態を生み出すことになった。10年代前半の兵庫県における中学校維持をめぐる議論は府県統廃合を

背景にした中で行われた。こうした議論に変化をもたらすことになったのが，徴兵令改正，中学校通

則の制定をきっかけとした県立中学校設立を要求する動きであった。この要求は，中学校維持の枠組

みを見直すべきものとして出された。だが，県会にたびたび提出された県立中学校設立の要求は何れ

も結実することはなかった。それは，明治19年に県令内海忠勝が「今日県下二中学校ハ無用ナ
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リ」（2＞と述べたように，県会の中で中学校不要論とでもいうべき風潮が見られたためであった。そし

て，中学校令が公布される直前に，兵庫県播磨地方において14郡の町村が連合して中学校を設立する

に至る。

　こうした兵庫県における状況を踏まえて，まず町村立中学校という設立形態を選択した要因を検討

し，次に兵庫県会において共通の認識となっていた中学校像を明らかにする。そして，中学校正格化

政策の状況下であえて町村立中学校を選択した人々の構想を探ることを目的とする。以上の検討を手

がかりとして，明治10年代に地方において合意されていった中学校の実相を明らかにする手がかりと

したい。

1．中学校教育の萌芽

　明治9年に旧五力国（摂津，播磨，但馬，丹波，淡路）を統合することよって第三次兵庫県は成立

した。その後明治11年になり県域各地に中学校が設立されるようになる。第三次兵庫県の県令森岡昌

純は中学校の設立を強調し官費の補助を確約し，連合会などに中学校の設立を働きかけたとされる（3）。

この森岡の働きかけによって，県下に中学校は設立されることになった。しかし，実際には開設時の

補助金は与えられたものの，以後の学校の維持のための地方税による補助は一切与えられることはな

かった（4）。この町村協議費による維持は，明治18年度に県下の中学校が一斉に廃止，閉校するまで続

いていった。

　県域各地に中学校が設立された翌年に中学校の維持方法が定められた。県からの「地方公共物中供

議費ヲ以テ維持スル物会議二毛ス事」（5）に準拠して，播磨地方の12郡が参加した連合会において中学

校は地方協議をもって維持するべきものとする決議が行われた。この決議を受け姫路中学校の設置者

であった中播6郡（仁平，飾西，神東，神西，加西，印南）の連合会は，「明治十一年姫路中学ノ設立

其経費説経補助金一ケ月金七拾六円離婁他給費ヲ以テ維持セシ処，本年甲第百二十号乙第百九十九号

御布達二基キ今般飾壷飾西神東神西印南加古ノ六郡ヨリ毎郡弐名ノ議員ヲ謹言シ，更二聯合会ヲ開設

シ維持ノ古方ヲ議センニ，悉皆協議費ヲ以テ維持スルニ可決ス」と中学校を協議費のみで維持するこ

とを決定したのである（6＞。この維持方法の決定によって，協議費は村々の一戸一戸にまで均等に賦課

されることになった。協議費の賦課は住民の負担を招くことになり，明治13年には早くも龍野中学校

の廃止が意見されるようになる（7）。中学校の廃止を求める意見は，「公立龍野中学校ナル者ハ中与五

郡聯合共議費ヲ以テ維持候義は私共承知仕候，然ル処母校費タルや其額多霧ニシテ我々弊村之如キハ

右費用出金二難堪」と協議費の負担から上がったものであった（8）。また，「其部内十七年度中学校費

不納二付テハ去ル六月八日付ヲ以テ達置候次第モ有之候得意」とあるように協議費の滞納も起こって

おり，中学校費の納入督促がなされていた（9）。郡町村が学校の設立主体となり協議費によって中学校

の維持が行われるようになったが，住民の中学校に対する意識や経済状況に左右されるという脆弱性

を有していることが，中学校設立当初から内在している問題となっていたのである。

　学校の設立が進み維持方法が確立するのと歩を同じくして，兵庫県公立中学教則が定められる。こ

の教則は「管下各中学区二於テ追々変則中学開設致候二付教則別冊ノ通相定度」として定められたも
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のであり，実質的な教育内容については「科斗書ノ義ハ各地風土人情二依リ自然異同モ有之候條制定

ノ上其都度御尻仕候様致度」とされた（10）。兵庫県公立中学教則は，教科目名のみあげており，具体的

な授業時間数や内容は明記されていなかった。県側は兵庫県の統合成立過程を考慮して，大まかな枠

組を提示するに止まり実際の教育内容は学校に一任していた。この教則の制定後，県内の洲本中学校

や姫路中学校から具体的な教科書名と時間を明記した教則が定められた（11）。このことからも，兵庫県

公立中学教則は，県下の中学校に対しての一定の基準や枠組を示したものと見ることができ，教育内

容は各地において適宜定めることができたと考えられる。この教育内容の自由性が後の中学校のあり

方を規定する一：一一・つの要因となっていくのである。兵庫県下に設立された中学校は，協議費で維持され

る方法と教育内容を学校ごとに適宜定めるという方向によって，地方の主体性が形作られていくこと

になるのである。

2．中学校設立主体をめぐる中学校構想の展開

　兵庫県内に設立された中学校は，町村連合によって維持される学校として位置づけられることになっ

た。県側も教則は定めるが，使用する教科書やその内容まで厳密に規定してはいなかった。こうして，

地方適宜の教育を実践する中学校が成立していった。しかし，県側は改正教育令を受け，また，教育

内容の偏りや中学校教育の統一性を欠くという理由から，新たな目的をもった県立中学校の設立を計

画することになる。この神戸模範中学校を設立することに至った県側の主な目的は，県域各地の中学

校の教育内容を統一し，県下中学校教育の模範として位置づけることにあったω。

　神戸模範中学校設立案が県会に提出された明治13年には，中学校正格化政策の影響により中学校の

教育内容面からの位置づけを図る模索が行われるようになる。教育令に成文化された定義に関わる解

釈から中学校の教育内容の試行錯誤がなされていた。「中学校ノ義甲教育令第四條二其性質ヲ明示シ

テ中学校ハ高等ナル普通学科ヲ授クル所トスト有之候処」ではあるが「所謂高等ナル普通学科トハ教

育令第三條二掲載スル所ノ読書習字算術地理歴史修身ノ六科ヲ備ヘテ其学科ノ小学ヨリ高等ナルモノ

ハ都テ中学校ノ名称ヲ付シ差支無之筋二候哉又ハ六科ノ外更二罫画唱歌体操物理生理博：物等ハ勿論女

子ノ下情ニハ裁縫等ノ科ヲモ具備スルニ非サレハ中学校ノ名称ヲ付ス可カラサル筋二候哉了解難致候」

と栃木県から文部省に伺が出されたα3）。中学校における教育を教育令に成文化された定義に従い実践

するために必要な教育内容と学校体系内での中学校の位置とについて地方において模索されていたと

いえよう。中学校における教育内容の模索は，中学校正格化政策との関連で中学校の存在を厳密化す

るための要素となりつつあった。こうした教育内容面から中学校を規定することが，地方における中

学校教育の理念を合意する過程をあらわすものであると見ることができる。

　神戸模範中学校設立にかかわる議論においても，「自由教育」と「画一教育」という教育内容から

の対立した議論と学校の経費によって規定された教育効果に対する議論を生じることになった。

　教育内容から県立中学校設立を容認するのは，県域各地に設立された中学校教育の状況が「自由教

育二拘泥シ教育振作セサルノミナラス現二某中学校ハ漢学ノミヲ教授シ或ハ詩ノ課題ヲ設ケシアリ是

等ハ教育令二明文アル（中学ハ高等学科ヲ授クル所トス）ノ旨意二背馳セリ」（安倍誠五郎：三原郡）
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ためであったく14）。中学校を教育令に主旨に沿って「中学ハ大学二入ルノ階梯ニシテ小学トハ大二趣向

ヲ殊ニス故二学科規則ハ成ル可ク画一二成シタキコトナリ」（安倍）と’「自由主義」よる教育を非難

し，教育体系内での中学校の位置づけを述べ，さらに学科規則を県下統一に「画一」化する必要性を

述べている㈲。県立中学校としての模範中学校の設立を肯定した議員たちは，府県統廃合によって生

じた分離経済界によって規定された中学校維持の枠組みから脱却しようとしていた。しかし，県から

提示された予算金額では，「神戸区ノ中学校ニシテ仔馬全道ノ模範タラサラン」（安倍）と費用と学校

の規模を拡大することを望んだ⑯。教育内容の自由性と学校の設立主体は，同軸上に認識されつつあっ

た。それは，「則チ自由教育ノ主義ニシテ敢テ不都合ナカルヘシ中学校ハ各郡ノ協議隠笠テ之ヲ維持

シ」（菅原彦三：飾西郡）に見受けられる（’7）。つまり，県が教則に提示していた「科業書ノ義ハ各地

風土人情二依リ自然異同モ有之候條制定ノ上越都度御届仕候様致度」としたことから生じた「自由教

育」を必要としたのであった。こうした議員たちの認識が，中学校の設立主体を決定していく上で重

要になっていくのであった。そして，中学校に対する認識は，「神戸模範中学校トアレハ神戸区ノ協

議費」に任せて維持することを主張し，「地方税ニテ維持セントスルハ実際必ス回持ル可シ」（内海芳

次郎：玉東郡）と分離経済を優先する立場をとったのである（18）。先に見た連合町村会での中学校維持

の決議と兵庫県公立中学教則の教育内容の枠組みのみの提示が，中学校の設立主体を方向付ける要因

となっていたのである。

　兵庫県下の中学校の模範として位置づけられた県立神戸模範中学校は，教育内容の画一性や学校経

費を地方税に依拠することなどから，兵庫県会において県立中学校に対する共通の認識を得るまでに

はいたらなかった。それは，県域各地に存在する中学校が，設立区域に利益をもたらすものとして理

解されていたことと，適宜の教育内容を選択できるという「自由教育」によってもたらされる地方の

主体性によるものであった。

　この神戸模範中学校の設立をめぐる県会での議論は，明治16年の徴兵令改正，明治17年目中学校通

則によって変化の兆しを見せ始める。徴兵令改正による徴集猶予資格が官府県立学校へと限定された

ことや中学校通則の制定によって，明治17年に県立中学校を設立する建議が出された。

　県立中学校を設立する目的は「徴兵令第九條ノ明文ヲ見ルニ県立学校二於テー年以上ノ学課ヲ終り

シ者ハ六年間猶予ノ特許ヲ得ル其問ヲ以テ学ヲ修ムレバ充分修学スルヲ得」（松原操造：朝来郡）る

ためであった（18）。そのために「従来協議費ヲ以テ中学校ヲ設立シフルモ微々振ハズ且不完全タル学科

ニシテ生徒陶冶ノ効ヲ奏セス依テ此費ヲ移シ中学校ノ支弁ヲ為スモノナレハ陣門ハ異ナルモ其実劇画

リテハ出金驚異ナルナシ」（松原）という論を展開した（19）。学校のある部分で主体性をあらわしてい

た町村協議費による維持から地方税による維持に切り替えても，費用負担は同じであるというもので

あった。つまり，それまでの分離経済に依拠した町村協議費による中学校の設立・維持の形態を変更

する必要に迫られていたのである。建議者たちは，県立化をなすために費用が地方税であろうと協議

費であろうとかわりなく，また，学校の校数や規模も変わりなく，最小限の範囲内で学校の再組織化

を試みようとしたのであった。こうした費用に対する考えは「共議費モ地方税モ到底同一ニシテ唯名

ヲ異ニスルニ止マレハ今日民間ノ困難二際シ却ツテ地方税ノ共議費二優ルコトアラン」（水垣儀三
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郎：美含郡）と中学校の維持を規定していた協議費から，費用を地方税に転換することの優位性が強

調された（20）。これは，協議費の滞納が生じていたことにも起因することといえよう。そして，協議費

の脆弱性から「今や従来ノ公立中学引写二発レントス於是乎之力維持ヲ謀ラント欲セハ県立ノ名ヲ附

セサルヘカラス」（渡邊七郎：城崎郡）と中学校の名称に県立を冠する必要性を強調していくのであっ

た（21）。こうした動きは，従来から受け入れられていた中学校のあり方に対する変革の試みであった。

つまり，中学校の目的を「大学二入ルノ階梯ナリ人若シ工部大学ナリ農学ナリ大学校ナリーノ専門学

ヲ講習セント欲セハ先ツ普通学科ヲ里門サルヘカラス」と位置づけ，従来から継続されてきた中学校

教育について「自由教育云々ノ論二至ッテ尤不適当ノ論ナリ余や己二軒置上教育ハ干渉セサルヘカラ

サルノ思想ヲ惹起セリ」（渡邊）としたのである（ee）。それは「文部省斜壁テモ町村立中学校ノ如キハ

未タ干渉ヲ行ハズ放任セリ故二存廃ノ権町村聯合会二在ル」（魚住逸治：加古郡）という町村立中学

校のおかれた状況にも起因していた（as）。

　だが，建議者たちの構想も，「自由教育」によって一蹴されてしまう。この県立中学校設置の建議

においても反論が出たのは，神戸模範中学校の設立の際にもでた「今中学校ヲ興ストスルモ将来地方

税ニテ維持シ得ルや否ヲ考察セサルヘカラス」（前田熊市、：美嚢郡）であった（M）。この費用観は，中

学校を設立・維持していく上で払拭できないものとなっていた。そして，地方税によって県立中学校

を設立することが「干渉主義劇団好マサル点ニシテ私立共立学校ノ多キヲ欲ス共学ニチモ生徒陶冶二

不足アルナカルヘシ何ヲ苦テ乎県立ニテ不活発ナル範囲二入ランや壱万円ヲ要スル県立ニテ養成ヲ受

ケンヨリ寧ロニ千円ノ資ナル共立学校二半クルニ若カス人民ノ膏血ヲ絞り之ヲ興スハ不可ナリ」

（奥野借次：川辺郡）となる（25）。神戸模範中学校設立の議論にも見られた，中学校設立の主体性と教

育内容の自由性を重要視する立場に立つものであった。これは，「今日自由教育ヲ好ミ地方自治ヲ善

トスルハ天下ノ与論ニアラスや而〆已二自由ナル公立中学アルヲ駐日転シテ干渉二入ラントス」（三

輪啓造：揖西郡）と従来からの中学校の存在を強調することになるのであった（26）。

　県の計画を受けて，費用に規定される形で中学校の設立主体をめぐって意見が対立する結果となっ

た。それは，教育内容の「自由教育」と「画一教育」という対立であったが，背景には設立主体を代

弁する費用の違いが大きく存在していた。府県統廃合と分離経済論のなかで中学校は常に協議費で維

持されるものとされていた。協議費と教育内容が中学校の設立の主体性をあらわすこととなり，地方

税による神戸模範中学校は，学校の教育目的や存在意義の上で常に疑問視される結果となった。

　しかし，中学校正格化政策の流れの中で，中学校に対する資格基準が強化されるほど，学校の維持

は困難性を増すようになっていった。まず，財源が町村協議費に全面的に依拠していたための困難性

があり，徴兵令改正によって提示された徴集猶予の資格，さらに，中学校通則の制定による学校の施

設設備面に関する基準の強化に対応するものであった。だが，こうした状況の中でも県立中学校を設

立することはなかった。「自由教育」を実践することのできる中学校を維持し続けたのである。

3．中学校無用論の中の中学校意識

経済の悪化に伴い町村立中学校は，「現時スラ経費支弁上困難ノ状況アルモノ多ケレハ到底通則二
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従ヒ支持スルハ甚タ難カルヘシ故山明年（明治18年一引用者注）二於テハ廃校スルモノ多カランカ」

という状態になっていた（O「）。

　兵庫県内の町村立中学校の経費上の困難な状況により，県は中学校通則に準拠する中学校の設立を

計画した。この中学校の予算案が明治18年度の県会に提出され，常置委員から設立の理由が「本年度

二六テ中学校ノ新設ヲ要スル其組織ヲ完全無欠ナラシムルハ固ヨリ言ヲ挨タザレハ之力教員ヨリ学科

及書籍器械等二至ルマテ充分配置セサルヘカラズ」と説明された㈱。県域各地に設立されていた6校

の町村立中学校が民間の疲弊によって廃止へと傾きかけたため，県側から県立中学校の設立を働きか

けるζとになったのである。県側（番外一番：園田）の説明によれば県立中学校設立は，兵庫県にこ

れまで県立中学校が設立されていなかったこと，「通則及綱領調査方等達セラレシニ由リ此レニ適セ

サル学校ハ設立許可ナル能ハス」ことからであった。つまり，県下の中学校が「各中学共二維持困難

ナルノ趣ナリ現二笹山学校ノ如キハ昨年十一月ヲ以テ廃止ヲ届出テリ小野洲本亦之ヲ廃止スト聞ケリ

龍野姫路豊岡ノ如キハ維持覚束ナキト聞ク縦令ヒ維持スルモ適当ノモノニアラス」（園田〉という状

況から中学校通則に準拠できないという見通しをもっていたためであった。そして，県側の中学校設

立の意図は，町村立中学校が廃止されるということを前提として「前途入学ノ門ナク且当県下ニー中

学校ナキニ至ルヲ以テ幸ヒ設立ノ機会ト考ヘシ監事ル」（園田）というものであった（ts）。

　経済の悪化と中学校通則の制定によって町村立中学校の維持は絶望的な状況へと追い込まれつつあっ

た。県による中学校の調査は，この県立中学校設立案の出された明治18年度に行われており中学校の

廃止や閉校の理由は明らかではないが，県令森岡昌純は「在来中学資格アレハ維持サスル見込ナリシ

モ其資格ナキヲ以テナリ」（番外二番：恒川）という意向を持っていたが，廃止の認可を県が与えた

ということは中学校としての資格がないと判断したためであると考えられる。「笹山校ハ前途維持ノ

目的ナキヲ以テ廃止ヲ届ケ出タリ」（恒川）とあるように，協議費で支えられていた学校の経費的な

限界点をもあらわしていた（30）。

　この協議費による中学校維持の限界は，県会議員が認識している住民の経済力と民度にあらわれる。

特に協議費を拠出する住民の経済力に対する解釈は大きく二分していた。それは，「百四十万人尽ク

ミナ然ルニアラスシテ中等以下ノ人ナリ而シテ中等以下ニ口固ヨリ地租割営業税其他戸数割等ヲ賦課

セラル・モノ少ナク近ク云へ此此ノ賦課ニハ殆ント関係ナシ」（吉田亀之助：八部郡）と住民の経済

的疲弊は「中等以下」に限られており，中学校を設立しても「中等以下」の人たちには地方税の賦課

は少額であり余り関係ないという経済的認識から中学校の設立に賛成するものであった（31＞。しかし，

この認識は「民間ノ困弊ハ独リ中等以下二限レリト是レ大ナル謬見ナリ（中略）今や中等以上ノ入民

モソノ救済方二困却シテ続々郡長二迫リ手長ハ県令へ上申ノ為メニ来県スルカ如キ時ナリ」（廣田耕

十郎：津名郡）という見解の相違を生み出した働。

　議員たちの心情には，「本年ハ昨年ヨリ一層民力凋冷甚シキヲ以テ十八年度ハ廃止スルコト必然ナ

リ」（魚住逸治：加古郡）という意識が存在していた（33）。こうした意識とあいまって，当時の住民た

ちの経済状況が「公売所分ヲナシテ迄徴収スル所ノ地方税ニテー県立中学校ヲ興サントスルハ人民ヲ

シテ塗炭ノ苦ミニ陥ラシメ」（三輪啓造：揖西郡）ということから県立中学校を設立することには反
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対意見が数多く出された㈹。この経済状況の問題を背景にして中学校の必要性が問題とされた。県側

はあくまでも，従来の中学校と新設の県立中学校の費用負担を対比する形で，中学校の設立のメリッ

トを説明し続けた。

　こうした経済観念とともに，ただ漠然と中学校を設立したり廃止したりするのではなく，「生徒モ

多ク富裕ノ子弟ニシテ協議費ヲ以テ中学ヲ設ケサルモ宜シトノ主義ヨリ廃止議論ノ骨子ト思フナリ」

（魚住）という中学校教育に対する見方も次第にもたれるようになった（35）。従来からの費用によって

規定された中学校維持に見られなかった考え方が示されるようになった。従前は中学校設立の主体性

を確保するために費用と教育内容の面から中学校そのものに対する議論が集中していた。しかし，小

学校教育との関係から中学校教育について意見が述べられるようになっていく。「教育令ニモアル如

ク中人以上ノモノヲ養成スル処ニシテ之ヲ小学校二比スルトキハ甚タ其ノ関係ヲ異ニス何トナレハ小

学校ハ児童教育ノ為メ要スルモノニシテ是非之レナカルヘカラサルモノナリ然レトモ中学校ノ如キハ

必スシモ之ヲ要セス則チ小学ハ先ニシテ中学ハ後ナリ其ノ先タリ要用タル処ノ小学校スラ尚ホ且ツ維

持二野ンテ節減二節減ヲ加フル折柄ナルニ」（神吉宗明：佐用郡）と県の政策の無為さを避難する（36）。

そして，中学校の存廃に関わって「各駅小学ノ高等ハ大抵廃セラレタリト聞ク然レトモ方今ニチモ一

管ニーケ所位ノ高等小学下之レアリヤ」（石見厚一郎：加古郡）という質問がなされた⑳。これに県

側は「県庁ノ主旨ハ之ヲ全廃スルニアラスシテ従来三ケ所アリシヲーケ所二野メカヲ集メテ完全ナラ

シメントスルモノナリ」（番外一番：園田）と答えている働。小学高等科に着目しているということ

は，小学校と中学校とのアーティキュレーションを視野に入れるようになったものと考えられる。中

学校を新たに設立するよりも小学校教育の有用性が認識されるようになっていった。中学校は，小学

校どの関係性の上に成り立つということがはっきりと意識されるようになっていったのである。小学

校への着目と同時に，従前の町村立中学校における教育の内容や目的が明確にならないということか

ら，中学校教育は具体的な目的をもって設立することが肝心とされる。それは，東京大学予備門の存

在であった。「予備門ニテ修業シ然ル上大学校二入ル筈ナルカ各地中学校ノ科程ヲ踏ミタルモノハ直

チニ此ノ予備門二入リ得ルノ資格ヲ備ヘシメントスル文部ノ主意ナルヲ以テ十分ナル中学校ヲ設置セ

ントスルモノニシテ」ということから「本県ノ如キハ今川モ番外力言ニヨレハ管下ノ中学校ハ何レモ

完全ナルモノニアラス」（伊藤和七郎：飾東郡）であるゆえに中学校の必要性が強調されていった（39）。

そして，中学校とのアーティキュレーションにかかわって，小学校において「相当スル学力付ク様小

学ニテ教ヘシム」（園田）ことが目指されたω。

　だが，依然として「中学ハ概子小学ノ業ヲ卒ヘテ後入学スルモノナレバ其最：寄ニアル方固ヨリ便タ

リ」（池永通：神戸区）という中学校の設立場所についての意見が出される㈲。これは，従前からの

分離経済によって形成された中学校維持の基盤に従った考えによるものと思われる。町村連合による

中学校の維持が前提となっていた兵庫県では，県下に一つの中学校を設立する場合には，入学者が県

域各地から集まるのかということが常に問題となっていた。ここでもこの問題は重要視されていた。

とうした意見が出されるように，依然として「協議費寄付金等ヲ以テ設立スルヲ希望スル」（中井城

太郎：揖東郡）という考えも根強かった（e）。これは，播磨地方の姫路中学校などにおいて町村立の形
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態で維持し続ける考えを持ち合わせていたことにも起因していた。県側は，中学校教育を県立中学校

において行うことを想定していたため，通則の要件を満たしていたとしても「経済上ノ不得策ニモア

レ又教授上無益ノ費ヲ省カントスル」（園田）ために中学校の並立に前向きではなかった働。

　小学校の維持すらままならない状況において，新たに中学校を設立して「中学校生徒ノミノ方向ヲ

失スルヲ憐ム」（村田平左衛門：八部郡）ことについて県の教育の方向性に疑問を呈するものとなっ

た㈱。強調された費用負担の減少についても，「小学中高等科ヲ置キ十分野ル教育ヲ受ケシムルノ意

ナシト想像ス」（村田）とまで椰楡された㈲。そして，「子弟ヲ教育スルハ量蕾二中学校ノミナランヤ」

（三輪）と中学校の存在そのものへの問いへとなっていった㈹。しかし，一方で県側の論理と同じよ

うに「他県ヨリ遙カニ後レテ遂二塁ノ奴隷トナツテ屈従セサルヘカラサルノ日アルヘシ」（吉田）と

面目ということから中学校の設立を促す見解まで出された（4T）。

　兵庫県会では，県立中学校を設立するための動きが様々に出ていた。この時期の県会の世論は「昨

年本会ニテ町村立中学ヲ廃シ之ヲ県立ニセントスルノ議一度ヒ出テ・殆ント全会ノ与論タリシバ諸君

ノ知プル・所」（内藤利八：神東郡）というほぼ共通の見解がもたれていた㈹。県立中学校の設立を

めぐっては，主に経済的な観点から議論が進められた。その中でも，「嚢キニ小学教育上ノ盛服就キ

県令ヨリ民間ノ褒美ハ日二益迫ル故二教育モ民産ノ度二従ツテ盛大ニスベシト夫々へ諭達アリ今や各

欝金テ小学二中等高等ノ設ケアルモノ僅々指ヲ屈スル日足ル」（魚住）ような小学校教育の中で中学

校を設立することが受け入れられ難かったのである（49）。このことが「中学生バー般先富有者ノ子弟多

シ然ルニ今最モ必要ナル小学ノ教育スラ前陳ノ如クナル時二際シ此等ノ生徒ヲ養成センが為メ新二中

学ヲ創設セントスル理由ハ決シテ之ナカルベシ」（魚住）と経済的悪化によって小学校教育すらまま

ならない状況の中で，中学校生徒の前途を開くために中学校を設立することの理由が見いだせなかっ

たのである㈹。そして，従来の県域各地が主体となって「各地方々於不完全ニモセ江島中学ヲ維持シ

来りシバ実二奇怪千万」（魚住）であったという見方を導き出すことになる（51）。「奇怪千万」という町

村立中学校の維持は，「教育ノ何タルヲ感スルコトノ薄キニ因スルナラン」（魚住）という中学校設立，

中学校教育の根幹を問うことになる（52）。現実に神戸に中学校が設立されないのは，「神戸ハ我県下ニ

アツテ最モ要衝ノ位置ヲ占メ野蚕文明ヲ誘導スルノ地タリ而シテ其小学校ノ完美ヲ極ム又此二超ユル

モノナシ然ルニ従来中学ノ設ケナクシテ未タ著ルキ憾アラズ況ンや神戸ヨリ遙カニ隔リタル山陰山陽

ノー隅二於テオや其蝶理中学ノ要用ナラザルや知ルベキナリ」（魚住）となり，県当局の政策と見識

に疑問を呈することになるのである（53＞。中学校については設立の主体や教育目的や内容の試行錯誤の

段階に位置しており，中学校通則の適応をめぐっても「県庁二於テハ中学ハ会議ノ成跡二任スルノ置

土似タリ」（魚住）という議員の認識しかなく，具体的な中学校教育の目的や内容を打ち出すまでに

は至っていなかった㈹。県が中学校教育についての具体策を打ち出すことができないために，県立中

学校という枠組みでは従来からの中学校観を打破することができず「民傷悲弊ト干渉主義トヲ嫌シ此

項廃止」（三輪）という継続された論を繰り返すに至ってしまうのである価）。
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おわりに

　兵庫県では県令森岡昌純の主導によって明治11年から中学校が設立されていく。県域各地に設立さ

れた中学校は，学校を維持するための経費もすべて町村協議費によって賄い，具体的な教育内容も地

方の中学校によって適宜定められていった。こうした地方が主体性を持つ中学校のあり方は，県の緩

やかな中学校政策によってもたらされたといえる。県はゴ中学校の設立は促すが補助を与えず干渉せ

ず，教則を定めるが枠組みの提示に止まっていた。この県の放任主義が教育内容と協議費に裏打ちさ

れた「自由教育」を形成し，中学校の設立・維持の主体性を形作っていったのである。

　中学校正格化政策にともない，中学校の正格化が進められるようになる。県立神戸模範中学校の設

立によって，教育内容面から県下の中学校の正格化を進めようとした。しかし，県側の意図に反して

教育内容の「画一」性と地方税による設立ということが，県下地方の中学校の主体性に対して受け入

れがたいことであり，県立神戸模範中学は設立されるものの明治14年には廃校となった。協議費と

「自由教育」という中学校のあり方が強固なものとなっていったのである。こうした中学校のあり方

は，徴兵令改正と中学校通則に準拠するために議員が建議した県立中学校設立案においても「干渉」

と地方税による学校の維持という同じ論理を導き出すことになった。

　県下の中学校が設立された当初に形成された中学校設立主体の枠組みは，中学校正格化政策にも揺

らぐことはなかったのである。しかし，協議費という脆弱な基盤の上に成り立っていた中学校の主体

性は経済の悪化に伴ってもろくも崩れ去った。明治18年に県から県立中学校設立案が出される。この

設立案は，県下の町村立中学校が経済の悪化により廃止・閉校することを前提として出されたもので

あった。県側は神戸に県立中学校を設立することを目的とした。しかし，経済の悪化にはどうにも太

刀打ちすることができず，県の中学校設立計画は早々に廃棄されてしまう。だが，中学校に関する議

論は変化しつつあった。それは，中学校生徒への着目と小学校教育との関連への着目であった。少数

の中学生徒を養成するために協議費を費やすことへの矛盾を示しだし，中学校へ進学してくる生徒の

学力に着目し小学校教育を充実することへ意を注ぐようになっていった。そして，教育令や中学校教

則大綱に示された中学校教育の目的をより具体化するために東京大学予備門へと注目するのである。

だが，町村が主体となる協議費による中学校の維持にも依然としてこだわりがあり，議案の廃棄の際

にも「干渉主義」ということばが見られる。このことからも中学校設立の主体は郡町村にあるという

認識が継続されていたといえよう。この中学校設立の主体性は，明治19年に設立された播磨十四郡連

合町村立姫路初等中学校へと帰結していくのである。

　兵庫県では，「自由教育」と協議費によって形成された中学校観は中学校正格政策によっても揺ら

ぐことはなかった。郡町村が主体となり中学校を設立し維持するという枠組みを継続していくのであ

る。町村立中学校を設立することは，教育内容の自由性をあらわすものとなり，県下地方の自主性を

あらわすものとなりえたのである。中学校正格化の中で地方税によって中学校を設立し教育内容が

「画一」になることは，地方の自主性と主体性に「干渉」するものとなっていく。こうした認識が兵

庫県において県立中学校が設立されなかった要因となったといえるであろう。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註

（1＞　例えば神邊靖光「明治10年代における新潟県の町村立中学校」　『兵庫教育大学研究紀要』第9

　　巻　平成元年，新谷恭明「明治前期の福岡県における中学校教育の構想について」『九州大学教

　　育学部紀要（教育学部門）』第28集　1987年など。

　　兵庫県の動向については，宮川秀一「明治十年代兵庫県における中学校設立とをめぐる諸問題」

　　『地方教育史研究』第12号　1991年に詳しい。

（2）　『兵庫県会史』第一輯　平成元年復刻版

（3）『兵庫県百年史』P266～P267

（4）「明治十八年度兵庫県会議事録」第八号　明治十八年三月十六日

　　五十六番（伊藤）「是迄町村立中学ヘハ県庁ヨリ余り干渉セザリシヤ」という質問を受けての番

　　外一番（園田）「県庁ヨリ世話セシコトナシ」の返答より。

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

（22）

（23）

〈24）

（25）

（26）

（27）

『兵庫県布達類聚』

『姫路市史』第12巻　平成元年　P278

同上　P279

同上　P280

同上　P284

『文部省日誌』明治12年　第三号

『文部省日誌』明治13年　第十二号，第二十五号

『文部省第八年報』所収「兵庫県年報」

『文部省日誌』明治十三年　第二十一号

「兵庫喧々会日誌」第十四号　明治十三年

同上

同上

同上

「兵庫県会議事録」第九号　明治十七年

同上

同上　第十四号

同上

同上

同上　第九号

同上

同上

同上　第十四号

『文部省第十二年報』所収「兵庫県年報」
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（28）　「明治十八年度兵庫県会議事録」第七号

（29）　～（55）同上　第八号

付記　この論文を作成するにあたり，史料閲覧の便宜を図っていただいた兵庫県立神戸高校　永田

　　　實先生と県政資料室の皆様に記して感謝いたします。
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Co臨roversy　on伽e　Chief　Esta憂）丑isher．　of　Loca丑Mi（1（1丑e　Schoo亙

　　　　　　　　　　　in　the　Seeondi　Decadie　of　the　Meiji　Era

　　A舳Argume謡in懸yogo：Prefec加ra鑑Assem観y　as　a　Case

Kazushi　Mikg

　　　In　this　paper，　the　writer　examines　middle　school　establishment　and　maintenance　in　Hyogo　as

a　case　study．

　　　In　1876　Hyogo　Prefecture　was　composed　of　Settsu，　Harima，　Tajima，　Tanba　and　Awaji．　ln

1878，　Masazumi　Morioka，　prefectural　governor，　promoted　middle　school　establishment．　The

prefectural　governor　didn’t　control　midd｝e　schoo｝s．　From　1878　to　1887　the　towns　and　villages

continued　to　maintain　their　own　middle　schools　in　Hyogo　Prefecture．　The　local　communities

determined　to　maintain　of　a　middle　school　and　to　decide　of　it’s　curriculum．　Therefore，　establisher

of　middle　school　was　the　towns　and　vil｝ages．

　　　However，　in　1880　the　prefectural　governor　planed　to　establish　prefectural　middle　school　as　a

core　school　in　Hyogo．　ln　this　plan，　he　controled　town－village　middle　school　with　“Hyogoken

Koritsu　Mohanchugakko　Kyosoku”．　Hyogo　prefectural　assembly　argued　about　this　plan．　But

many　of　assemblymen　considerded　this　plan　as　uniformed　education，　“kakuitsu－kyoiku”．　The

reason　they　called　it　uniformed　education，　“kakuitsu－kyoiku”，　was　that　prefectural　middle　school

spent　prefectural　taxes　and　that　the　education　of　the　school　was　going　to　be　uniformed　by

“Hyogoken　Koritsu　Mohanchugakko　Kyosoku”．　Many　of　assemblymen　needed　liberal　multi－

formed　education，　“jiyu－kyoiku”．

　　　Because　of　economic　deterioration，　the　town－village　middle　school　couldn’t　be　rnaintained　by

the　loca｝　communities．　The　prefectura｝　governor　tried　to　establish　prefectural　middle　school

again　in　1885．　However，　many　of　assemblymen　spoke　against　this　new　plan．　The　reason　was　that

many　of　assemblymen　couldn’t　perceive　that　on　what　aim　middle　school　education　should　be

found．　Therefore，　they　needed　liberal　mu｝tiformed　education，　“jiyu－kyoiku”，　again　and　again．

Hyogo　prefectural　assembly　couldn’t　overcome　in　the　early　part　of　the　｝oca｝　communities　decision．

　　　In　Hyogo　Prefecture，　local　middle　schools　spent　town－village　taxes　for　there　maintanance　and

curriculum　of　those　schools　were　decided　by　iocal　communities．　Therefore，　towns　and　villages

continued　to　be　mainbody．　Hyogo　prefectural　assembly　continued　to　be　forced　to　liberal

mu｝tiformed　education，　“jiyu－kyoiku”，　for　middle　school　maintenance．
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