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私大助成の大幅増額をもとめる 

国会請願署名にご協力ください  
 

教職両組合執行委員会では、本年も東京私大協連・他私大の組合などと協力

し、総長の賛同を得ながら教職員の皆様に学費負担軽減と私大助成の増額を

求める請願署名をおこなっています。来年度の政府予算編成にむけ、私大助

成増額の請願署名へのご協力をお願いいたします。 

署名は毎年取り組むことが大切です。教職員から多くの署名を集めましょう。 

 

 請願事項  

１ 授業料無償化が進む高校と同様に、私立大学生への学費補助制度を創設してください。 

２ 大学等修学支援制度（授業料減免・給付型奨学金）の厳しすぎる年収基準を大幅に引き上げてく

ださい。 

３ 希望者全員が無利子奨学金を受給できるようにしてください。 

４ 卒業後の奨学金の返済負担が軽減されるよう制度を改善してください。 

５ 私立大学の経常的経費の２分の１を補助するよう私大助成を大幅に増額してください。 
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署名用紙が足りない場合は、組合書記

局までご連絡ください。 

 

第７５５号  ２０２１年７月６日 発行：早稲田大学教職両組合執行委員会 

◆国籍・年齢を問わず

誰でも署名できます。 

◆この署名は、国会に

提出する目的以外には

使用しません。 

◆ご家族、同じ住所で

も住所欄は「〃」と省

略せず、それぞれに住

所をご記入ください。 

◆署名済みの用紙は学

内便で組合書記局まで

ご返送ください。 
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私大助成の増額をもとめる国会請願署名にご協力を 
誰もがひとしく学ぶ機会を保障されるために 

 近年、生活の困窮・経済的理由から進学を断念する学生が増えています。そのうえ、今後は私大への授業料減免補助の廃

止やコロナ禍の影響を被り、ますます多くの学生が学業の断念へと追いやられかねません。すべての学生に等しく学ぶ機会

を保障するために、私大助成増額の請願署名へのご協力をお願いいたします。 

 

  

このアンケート調査は、2020年６月におこなった私大助成国会請願署名運動とあわせて、早稲田大学をはじめ９大学で実

施されました（東京私大教連作成「私立大学新入生の家計負担についてのアンケート」）。 

早稲田大学では学部新入生の保証人にお願いし1,315名の方から回答がありました（回収率16.6％）。全体の調査結果は

2021年４月に東京私大教連がマスコミを通して発表しました。９大学の調査結果の概要は東京私大教連のウェブサイト

(http://www.tfpu.or.jp/)に掲載しています。以下では、早稲田大学の結果をダイジェストしてまとめたものと、アンケートの自由

記述部分に寄せられた主な声を掲載しましたので、ぜひご一読ください。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

※ ９大学とは学部新入生家庭にアンケートを実施した１都３県（東京、神奈川、埼玉、千葉）にある大学。 

教職員ひとり 15 名の署名と 500 円のカンパをおねがいします。 
 

今年も、教職両組合では東京私大教連と連携し、「学費負担の大幅軽減と私学助成の増額を求める

国会請願署名」にとりくんでいます。保証人のみなさまから寄せられる 6,300 筆に近いご署名や、切実

なお声にこたえるためにも、ぜひ教職員のみなさん、ご協力ください。 

■署名済みの用紙・カンパは、執行委員にお渡しいただくか学内便で教員組合・職員組合の各書記局

までご返送ください。 

教員組合書記局（内）71-5632 

職員組合書記局（内）71-5634 

 

■東京私大教連ホームページ http://tfpu.or.jp/にも署名用紙 PDF の掲載があります。 

■署名用紙   https://is.gd/Kw9j2P 

 2020年6月実施 私大助成推進のためのアンケート 

「私立大学新入生の家計負担調査」結果報告 

主なアンケート項目 早稲田大学 9大学平均 

家族の税込年収（単純平均） 

入試の際の受験料・交通費・宿泊費平均 

入学時の費用を借入れした人 

借り入れ額 

入学時の費用の負担感「大変重い」「重い」の計 

国の授業料への直接助成は必要 

奨学金を希望する 

 うち奨学金の申請をすすめた家庭 

自宅外通学者 

 敷金・礼金平均 

 生活用品購入費平均 

 家賃（月額） 

 仕送り額（６月以降予定） 

1,036.1万円 

27.36万円 

13.8％ 

185.0万円 

92.8％ 

90.6％ 

58.9％ 

54.0％ 

34.7％ 

25.16万円 

31.73万円 

7.34万円 

9.20万円 

937.7万円 

25.52万円 

17.4％ 

180.9万円 

92.2％ 

91.0％ 

56.9％ 

56.7％ 

31.6％ 

22.53万円 

32.07万円 

6.42万円 

8.24万円 
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調査結果のダイジェスト（早稲田大学の結果より） 
 
 

１．新生活準備の費用などは 642,300円（自宅外通学） 

＊自宅外通学者の受験から新生活準備の費用別の平均額   

 平均額 
対 前 年 

増 減 比 

同増減

率 

家賃 73,400円 +2,500円 3.5% 

敷金・礼金 251,600円 +15,300円 6.5% 

新生活準備費用 317,300円 -1,100円 -0.3% 

合     計 642,300円 +16,700円 2.7% 

 

自宅外通学者の新生活準備のための費用は、昨年の

625,600円から642,300円へと負担が増加している。受験

の際の諸費用(273,600円・昨年より約9,300円増）と 

初年度納付金がこの準備費用に加えて必要となる。 

※新生活準備費用にはパソコン・家具・家電等を含む。 

 

 

２．仕送り額は依然として低く 学生生活は１日あたり620円の厳しいやりくり 

出費が落ち着く「６月」の仕送り額は92,000円となり、

前年度91,900円より100円増となっている。しかしなが

ら、調査開始の1999年度の水準（130,400円）と比べる

と依然大きく後退した値といえる。家賃平均額は73,400

円で仕送りに占める家賃の割合は79.8％と依然として大

きな支出割合となっている。 
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「仕送り額」（６月）と「生活費」・「家賃」の推移

＊「仕送り額」の（ ）は「仕送り額（６月）」から「家賃」を除いた生活費 

＊「家賃」の％は「仕送り額」に占める「家賃」の割合 
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※アンケートの自由記述欄のご意見部分は、勉学環境の改善や、学生生活の支援策向上のため、毎年教職員

に紹介しています。 
 

地方からの大学進学の負担 

●国立と格差に驚き。ぜひ活動継続を 
国立大学の学費も払っていますが、私大との差に驚いて

います。特に遠方より自宅を離れて生活している学生、家

族にはとても大きな負担となっています。バイトもがんばり、

勉強も両立させなければならない現状です。活動の継続を

お願いします。（北海道） 

 

●奨学金利用で大学進学 
経済的理由により、東京あるいは関西などの大学、特に

私大を諦めざるをえないという話はまったくめずらしくありま

せん。このままでは欧州に学力その他で追いつくのは難し

いと感じます。我が家も奨学金を利用しなければ貴大学へ

の進学は考えられませんでした。大学生がしっかりと本来

の大学生活を全うできることを期待します。（北海道） 

 

●母子家庭のため辛い学費負担 
青森県から東京都内の大学に進学するのは大変な経済

的負担がかかります。母子家庭のため、正直この先のこと

を考えると辛いです。国公立と私大、どちらに進学しても家

計の負担があまり変わらないように、国はしっかりと動いて

いただきたい思いです。あと、コロナ禍での制度、費用助

成など、幅広く皆に行き渡るものにしていただきたいです。

（青森） 

 

●大学の授業料半減制度が役立った 
大学で行っている授業料半減の奨学金は非常にありが

たかったです。国（日本学生支援機構）もありがたいですが、

手続きが非常に煩雑だったので、もう少し分かりやすく簡

単になるといいと思います。前期は自宅でオンライン授業

を受けたため、仕送りはありません。（北海道） 

 

少なすぎる私学への補助金 

●私学振興法にもとづく学費是正を 

私学振興法が採択されているにも関わらず補助金の増

額がなされない事実を初めて知りました。国立と比べ、私

立の異常に高い学費については、日本の現状をみると強く

感じました。（東京） 

 

●国公立、私学の補助金格差に驚き 
国公立大学と私立大学の補助金の差が、こんなにある

のかと驚いた。しかも 1980 年に 29.5%もあった補助率が、

2015 年度には 9.9％にまで下がっている。年々低下してい

るのは何故でしょうか。下げられている理由があるはずです

ので、その所を知りたいです。（栃木） 

 

 

●国の補助金を私大に向けて増やして 
コロナで収入が減少しており、大学へ通わせ続けられる

か心配になります。公立に比べ、私大は多額のお金が必

要なため、本人にもアルバイトはさせますが、勉強に集中

できなくなると困るため、ほどほどにさせたいと思っていま

す。国からの補助金をもっと私大に向けて増やして欲しい

です。（山梨） 

 

●私立大学の社会貢献に十分な助成を 
私大経常費補助率がこんなに低下しているのは驚きで

した。私大出身者の社会貢献度に見合った私大助成、大

幅増額を希望します。（福岡） 

 

●学びの選択を可能にする学費軽減願う 
住宅ローンや地方からの大学進学が生活費に重くのし

かかり、もう少し家計に左右されず学びの選択が可能とな

るよう、学費が軽減されることを願っています。（広島） 

 

直接助成、中間層への支援を望む声 

●高校の私学助成のような制度を 
高校では東京都の私学助成が少しもらえたので、他の

兄弟など、まだ教育費がかかる家族が他にいるなどの条件

を設定して中間層でももらえるものがあると助かる。（東京） 

 

●直接助成制度、給付型奨学金望む 
直接助成制度があれば、とても助かり、ありがたいので、

是非制度化してほしいです。奨学金に関しても、給付型を

充実していただきたいです。対象範囲をぜひ拡大していた

だきたいです。（埼玉） 

 

●新たな修学支援制度の対象になるか 
ひとり親家庭です。今年度より給付型奨学金制度、新た

な修学支援制度がはじまりましたがギリギリ対象になるかな

らないかのラインです。少しでも仕送りを増やすために、ダ

ブルワークをと思いますが収入がわずかでも増えれば支援

がなくなり、逆に負担が増えることになります。400 万円～

600 万円の年収でも２世帯分の生活となると厳しいです。中

間所得層にも授業料減免を。九州と東京で帰省費用の負

担も大きく入学したばかりですが、アルバイトの掛け持ちに

加え、単発派遣などで生活費、旅費確保のために、学習

時間が削られています。（宮崎） 

 

●中間層に対しては厳しい 
低額所得家庭には補助金や奨学金が充実しています

が、中間層に対してはかなり厳しい高額な私大学費だと思

います。また奨学金を当てにしての大学進学はかなり難し

いと思います。（栃木） 

保証人のみなさまからアンケートに寄せられた声 
2020年家計負担調査からのご紹介 
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奨学金の充実、給付型の充実を！ 

●返還不要な奨学金の充実を切に望む 

私立理系の学費負担が非常に大きく私大助成増額、返

還不要、給付型奨学金の充実を切に希望します。奨学金

所得制限も理系、文系で分けるなどして欲しいです。 

（東京） 

 

●給付型奨学金を広く採用してほしい 

無利子より返済なしの給付型奨学金をもっと広く採用し

て欲しい。（東京） 

 
●私立高校在学時のような補助を望む 

私立高校在学中には国や県の補助金がありました。とて

も助かりました。高校以上にお金がかかる大学在学中にも

補助金があるといいと思います。アルバイトを最小限にして

学業に集中してもらいたいです。(埼玉)  

 

学ぶ意欲を支えるため 

●学費以外の負担も大変 

今年度のコロナによるオンライン授業では、先生方も苦

労されていることと思います。一方、自宅で授業を受けるの

に必要なネット環境（Wi-Fi やプリンター、インク、用紙代）

や 1 日中家におりエアコン代など出費が多かったのも事実

です。学費の返金がないのは承知しておりますが、きっと

学生さんは学費以外の負担が大きいので、アルバイト（飲

食店）のシフトが減ったりしていて、いろいろ大変だったと

思います。（埼玉） 

 

●学ぶ意欲あるものに魅力的な私立大学 
本人が学びたい大学は、魅力的なアピールをしている私

立大学が多く、講師の方や教育方針も学ぶ意欲があるもの

にとっては行きたいと思う。本人の学びと努力が生かせるよ

うに奨学金だけではなくもう少し補助があるとよい。これから

少子化になり、大学自体のことを考えて国で考えていけれ

ば少し変わっていくと思います。（福岡） 

 
●オンライン授業で真剣に勉強する姿 

子は現在、自宅でオンライン授業を受けていますが毎日

真剣に勉強する姿を見て、学費のため大学をあきらめるな

んてことが決してないように父母揃って一生懸命に働いて

おります。それでも学費を払いきることは私たち庶民にとり、

大変な負担です。私大の学費負担の大幅軽減、私大助成

を強く望みます。（東京） 

 

 

 

 

 
 

署名の締切は８月５日です。皆様のご協力をお願いいたします。 

Ｑ︓なぜ組合が私⼤助成増額の運動に取り組むのですか︖ 
Ａ︓教職両組合は私⽴⼤学の組合として、「労働条件の改善」だけでなく、「⼤学の教育・研

究条件の維持・発展のための取り組み」もおこなっています。本運動もその取り組みの一

環といえるものです。私学助成増額の運動では、学生・保証人の声も集め、全国の⼤学の

約８割を占める私⽴⼤学の果たしている役割について、政党や⽂部科学省、関係諸団体に

働きかけています。こうした活動は教職員だからこそできるものであり、また上述の通り

教職員組合の役割のひとつとして積極的に取り組むべき運動と考えています。 

 
Ｑ︓署名をしてどのような意味があるのですか︖ 
Ａ︓この署名は憲法第16条に保障された「請願権」にもとづくものです。広く国⺠に賛同を

求めて、集められた署名をもとに、衆・参両議院の⽂教議員に署名の紹介議員になっても

らう要請⾏動をおこない、紹介議員から国会に提出されます。国⺠の声を、議員を介して

国会に届けることで最⼤の効果をあげることができます。 



きょうとうニュース第755号（2021.7.6） －6－ 

＜2020年度私大助成運動報告＞ 
 

私大助成署名集約結果 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

公費助成署名集約結果 

全国の署名集約数                141,317 筆 

早稲田大学教職両組合署名数                        6,269 筆 

(2020.9.30 時点集約数) 

 

公費助成運動収支決算 
                  （2019年10月１日～2020年9月30日） 

単位：円 

収     入 金   額 支     出 金   額 

前 期 繰 越 金 

公費助成運動募金 

支援物品販売収入※2 

利 息 

教員組合分担金※3 

職員組合分担金※3 

 

7,676 

559,686 

8,223 

0 

559,000 

559,000 

印 刷 費 ※ 1 

署 名 依 頼 郵 送 代 

封入作業業者依頼費 

返 信 受 取 人 払 料 金 

募金受入郵便振替手数料 

私大教連分担金※4 

次 期 繰 越 金  

324,720 

669,507 

309,242 

45,342 

55,353 

280,000 

9,421 

合     計 1,693,585 合     計 1,693,585 

※1.保証人への依頼文書、振込用紙、封筒印刷代。 ※2.年2回の斡旋物品販売活動による手数料収入。 
※3.募金で賄えない分を教職両組合の組合財政から負担している。 
※4.署名用紙(29,000枚)、チラシ（17,500枚）、家計負担調査用紙（9,050枚）の印刷代・家計負担調査集計費、報告集印刷代

等として東京地区私立大学教職員組合連合へ納入。 

 

 監 査 報 告  

私どもは、早稲田大学教員組合・職員組合が、2019年10月1日から、2020年9月30日まで行った、公費助成運動の

収支計算書について監査を行った。監査の結果、収支計算書は適正なものと認める。 

                                 2020年10月6日 教員組合会計監査役 

                                     松木 正恵 ㊞ 

                                 2020年10月6日 職員組合会計監査役 

                                     潘  沼成 ㊞ 

                                     藤  順一 ㊞   

早稲田集約分 2019年 2020年 

①  発 送 数（単位：部） 

学部・新入生保証人 

両高等学院保証人 

11,053 

8,053 

3,000 

7,913 

7,913 

  ※ - 

※今年度は見送り 

② 署名数合計（単位：筆） 

  学部新入生保証人・両高等学保証人 

  教員・職員・その他 

6,501 

6,146 

355 

6,269 

6,169 

100 

③ カンパ等合計（単位：円） 

  保証人カンパ 

  職員 

  教員 

  支援物品販売収入 

475,810 

442,810 

24,000 

9,000 

9,236 

567,909 

550,686 

6,000 

3,000 

8,233 

④ 学部新入生保証人アンケート回収数 1,185 1,315 


