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2004 年 5 月 27 日 

高校生の修学保障に関するアンケート調査の結果について 

 

日本高等学校教職員組合中央執行委員会 

 

 日高教は 2004年 1月、日高教傘下の高教組を通じて「高校生の修学保障に関するアンケート調

査」を実施しました。調査は、各道府県・政令市の公立高校から抽出した全日制普通科 3 校、職

業科 1校、総合学科 1校、定時制 1校を対象に実施し、20道府県・4政令市 88校(生徒数 56,370

人)から回答が寄せられました。以下は、この調査結果をまとめたものです。 

 

１．授業料等の教育費父母負担について 

(1) 公立高校の授業料が準拠している総務省基準が 2001 年度に引きあげられ、多くの県で 2001

年度から授業料月額を、全日制 9,000 円を 9,300 円に、定時制 2,400 円を 2,500 円に値上げしま

した。2002 年度まで据え置いた県も、青森・鳥取を除くほとんどの県が 2003 年度に値上げを実

施しました。また、全国的には大阪府が総務省基準を大幅に上回る 12,000円と突出しています。 

(2) 県や学校によって異なりますが、授業料以外の学校納付金がかなりの額にのぼり、納入でき

ない家庭が増えるなど大きな問題になっています。まず、ほとんどの学校で共通して集めるＰＴ

Ａ会費・生徒会費・修学旅行積立金ですが、今回の調査ではＰＴＡ会費の平均額が 5,965 円、生

徒会費の平均額が 7,188 円、修学旅行積立金の平均額が 93,713 円、合計では 106,866 円と 10 万

円を超える状況です。 

 上記３項目以外にも「その他の納付金」が種々あります。これらは徴収する学校数にかなりの

バラツキがありますが、教育振興費の平均額が 9,466 円、部活振興費の平均額が 7,409 円、学年

費の平均額が 19,068 円、進路指導費の平均額が 3,187 円、教材費の平均額が 22,491 円、空調費

の平均額が 8,100円、「その他の納付金」合計の平均額が 25,469円となっています。さらに、「入

学時の制服代」が男子の平均額が 45,609 円、女子の平均額が 53,648 円ですから、これらを合計

すると男子で 177,944 円、女子で 185,983 円になります。これに教科書代を加えれば高校入学に

伴う諸費用は平均で約 20万円という大きな金額になります。この他に、通学費や部活動に要する

経費などを加えると相当に重い教育費負担が生徒・保護者にのしかかっている状況です。 

(3) 授業料滞納状況もひきつづき深刻です。2003年 12月末現在で、「前（2002）年度分の滞納」

が 227人（0.40％）であり、「１ヶ月滞納」が 1,146人（2.03％）、「２ヶ月滞納」が 406人（0.72％）、

「３ヶ月以上」の長期滞納が 724人(1.28%)、併せて「今（2003）年度の滞納」は 2,503人（4.44％）

となっています。 

 前年度と比較して、「前年度分の滞納」が昨年度の 129 人（0.25%）の 2 倍近くまで増加して

いるのをはじめ、「１ヶ月滞納」を除くすべての分類で昨年度より悪化しており、滞納が長期化

している状況が読み取れます。 

 全日制課程に比べて定時制課程の滞納率が高く「滞納計」で 9 倍以上の差があります。また、

学校によって大きな差があります。家庭の経済状況の困難をかかえた生徒が特定の学校に集中し

ている、学校による格差がひろがっている状況を示しています。 
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 「長期滞納者の滞納理由」としては、「家庭の収入減」「ローン返済に追われている」「高額

な医療費の支払い」など深刻な実態が浮き彫りになっています。 

(4) 調査からは、授業料等値上げで父母負担が年々大きくなっており、多くの家庭でその負担に

耐え切れなくなっている状況が読み取れます。学校納付金の中には、本来公費でまかなわれるべ

き経費が相当含まれていると考えられます。教育活動に必要な経費は行政の責任で措置すべきで

す。この点で、一部自治体で空調費（クーラー代）を父母負担にしていることは大きな問題であ

り、ただちに公費負担にすべきです。 

 国民の収入・可処分所得が減り続けている時に、総務省基準の改定で高校授業料・入学料の値

上げをリードする小泉自民党政治は、子どもたちの学習権の保障を省みない、まさに庶民いじめ

の政治といえます。国が授業料無償化・父母負担軽減の方向で指導性を発揮することが求められ

ています。 

 

２．経済的理由による退学、修学旅行不参加について 

(1) 経済的理由で退学した生徒数については、2002 年度 11 人、2003 年度 10 人(12 月末まで)と

ほぼ昨年並みになりました。しかし、退学届を提出する際、経済的理由があっても退学理由欄に

は「進路変更」「一身上の理由」など書かれることが多いのが実情であり、実際はこの数字より

かなり多いものと考えられます。     

(2) 経済的理由で修学旅行の参加を取りやめた生徒数については、2001年度 16人、2002年度 24

人、2003年度 25人(12月末現在)と増加しています。 

(3) 経済的理由で学業を中断せざるを得なくなった生徒たちや修学旅行に参加できなかった生徒

たちの気持ちを思うと、教育に携わる者として大きな憤りを感じざるを得ません。緊急避難的な

何らかの措置を設けて、これらの生徒たちを救済することを国に強く求めます。 

 

３．授業料減免制度について 

(1) 授業料減免者数は、2001年度 3,487人(6.05%)、2002年度 4,263人(7.52%)、2003年度 4,817

人(8.55%)と昨年度に引き続き高い率を示しています。とくに定時制では 14.89%と非常に高い率

になっています。 

(2) 授業料減免制度の内容や手続きを説明する生徒（保護者）向けの「しおり」の有無について

は 67％の学校で「ある」と答えており、減免制度の説明は 92％の学校が「入学説明会で全保護者

に説明している」と答えています。多くの学校で周知徹底の努力がなされていることが読み取れ

ます。 

(3) 「減免制度改善のために必要なこと」については、第 1に「家計収入基準の緩和」(44.3%)、

第 2に「添付書類の簡素化」(37.5%)、第 3に「減免制度の広報の徹底」(29.6%)、第 4に「減免

適用の遡及」(23.9%)が指摘されています。経済的理由による退学を未然に防止し、担当者の苦

労を軽減するために、これら制度の問題点の改善と減免枠（予算）の増加を求めます。 

 

４．奨学金制度について 

(1) 高校奨学金の受給者については、2001年度 814人(1.41%)、2002年度 1,345人(2.37%)、2003

年度 1,673 人(2.98%)となりました。昨年度調査（2000年度 2.31％、2001 年度 2.73％、2002 年
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度 4.32％）に比べて受給率が減少していますが、これは日本育英会の廃止問題で学校現場への連

絡が遅れたことによるものと思われます。 

 「緊急に改善すべきこと」については、第 1 に「手続き書類の簡素化」(44.3%)、第 2 に「家

計収入基準の緩和」(40.9%)、第 3に「年度途中も申請できるようにする」(31.8%)、第 4に「成

績基準をなくす」(26.1%)、第 5に「貸与制から給付制にかえる」(21.6%)となっています。 

(2) 日本育英会の「緊急採用奨学金制度」の対象になった生徒は、2001 年度 5 人、2002 年度 21

人、2003 年度 17 人となっています。この制度は「親の勤めていた会社の倒産」「父親の入院」

「主たる収入者の死亡」など、緊急に学業継続が困難となった高校生を救済する重要な役割を果

たしています。日本育英会の業務が各都道府県に移管されてからも必要な制度であり、制度の維

持・拡充が求められています。 

(3) 大学・専門学校などの予約奨学金制度については、希望者が 1,837 人（無利子の第一種希望

が 842 人、有利子の第二種希望が 995 人）であり、内定者が 1,431 人（第一種が 379 人、第二種

が 1,052 人）でした。いずれの数字も昨年度より大幅に増えているとともに、無利子の第一種を

希望しながら有利子の第二種を受けざるを得なかった生徒の存在が読み取れます。 「予約奨学

金制度の問題点」については、「第一種の締切りが早く、進路決定時期の関係で申請できない生

徒が毎年必ず出る」「秋にも第一種の募集をしてほしい」「成績基準が高すぎる」「手続きを簡

単にしてほしい」等の声が出ています。 

(4) 日本育英会が廃止されて独立行政法人学生支援機構となり、高校奨学金制度は都道府県に移

管されることとなりました。長引く不況で高校生の修学権が脅かされている今こそ、奨学金制度

の改善・充実が求められています。移行期間である 2004年度中に、「緊急採用奨学金制度」や「予

約奨学金制度」を含めた高校奨学金制度がすべての都道府県で確実に実施されるように、また、

採用人数増や制度の改善がはかられるように国が指導性を発揮するよう求めるものです。 

 

５．修学奨励費等について 

(1) 修学奨励費を受給している生徒は、2001年度 718人(19.91%)、2002年度 724人(18.80%)、

2003年度 693 人(16.89%)と、昨年度（2000年度 3.64％、2001 年度 3.26％、2002年度 3.76％）

に比べて大幅に増加しています。 

(2) 「修学奨励費制度の問題点」については、「枠が限られている」「支給時期が遅い」「働く

ことができない生徒が対象にならない」などが指摘されています。また、教科書代や夜食費補助

が有職者に限定されているために「無職の生徒への指導が大変」などの問題点が出ています。わ

ずかな予算のために、困難を抱えながらがんばっている定時制生徒への補助を削りこむような行

政の姿勢を転換することが求められています。 

 

６．担当教職員の思い・要求など 

 調査では、学校現場で授業料徴収・減免事務、奨学金事務などを担当している担任や係教諭・

事務職員に、生徒・保護者の状況、高校生の修学保障の実態と問題点、必要な改善点などについ

て聞きました。 

(1) 生徒・保護者の状況については、「滞納があまりに多く、経済的困難さやゆとりのなさを感

じる」「経済状況の悪化等による保護者の労働環境が厳しいため、子どもたちの就修学権が侵害
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されている」などとともに、「学校間格差が階層的に現れている。進学校では滞納問題はほとん

どなく、減免生徒も少ない」「学校のランク（成績）に応じて、授業料滞納者や減免該当者が反

比例する」という問題点も指摘されています。 

(2) 問題点として、「保護者の誠意が感じられない家庭も少しある」「大変な生活の中よくやっ

ているなと思われる家庭がある一方で、滞納していながら生徒の服装・携帯電話の使い方に問題

があると思われる家庭もある」「子どもの家庭の崩壊状況の深刻さ、子どもが大切にされていな

いことを強く思う」「生活困窮家庭が多く、支払い能力が乏しい」「母子・父子家庭や失業など、

不安定雇用者の割合が高い」などが挙げられています。 

(3) 担当者として改善を要すると感じる点は、「減免制度の拡充」「奨学金制度をなるべく多く

の生徒が利用できるように拡大してほしい」「減免・奨学金制度の拡大しかない」が共通し出て

います。また、「修学旅行費用の公的補助制度を作ってもらいたい」「定時制授業料・入学料は

少額なので無料に」「修学奨励費の条件緩和」「本来なら公費負担する部分を私費に頼っている

面があるので、公費の増大を」などの声が出ています。 

(4) 「生徒・保護者の状況について」では、経済的困難が生徒の修学権を脅かしている事態が全

国的に広がっている状況とともに、授業料滞納等が進学校では少なく困難校に多いという学校間

格差の問題も指摘されています。「担当者として感じること」では、長引く不況により、経済的

困難が生活困窮にまで至っている家庭が増えていること、子どもが大切にされない状況がふえて

いること、その中できちんと対応できない保護者も増えていることが読み取れます。日本社会全

体に余裕がなくなり生活や家庭の荒廃が広がっていると考えられます。 「高校生の就修学保障

に必要な制度の改善、新たな施策」では、減免制度・奨学金制度の拡充・改善を求める声が共通

して出されるとともに、修学旅行費用の公的補助制度創設、定時制授業料・入学料の無料化、修

学奨励費の条件緩和、公費負担の増大などの要求が現場から出されています。これら諸要求を真

剣に検討し施策化することを求めます。 

 

 各高校からの回答によって、長引く不況、とりわけ、「小泉構造改革」の経済失政のもとで、

失業・倒産など保護者の雇用や家庭の経済状況の悪化が一段と深刻になり、高校生の学習権を脅

かす事態がますます進行していることが明らかになっています。次代を担う高校生たちに、安心

して学習できる環境を整えるのは社会の責務であり、政府の責任です。日本社会の未来に関わる

問題として、高校授業料の引き下げや減免措置・奨学金制度の拡充、教育費の父母負担軽減が求

められています。 

 教育基本法の改悪がすすめられようとし憲法改悪の動きもありますが、すべての子どもたちの

就修学保障のために、今こそ憲法第 26条「教育を受ける権利」、教育基本法第 3条「教育の機会

均等・修学援助」、同法第 10条「教育諸条件の整備確立」をはじめ、憲法・教育基本法の理念、

規定を生かした教育行政が強く求められています。 

 日高教は、「小泉構造改革」から子どもと教育を守るために、教育・学校・社会に憲法・教育

基本法を生かす運動を国民のみなさんとともに引き続きすすめることを表明するものです。
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Ⅰ  調査の概 要 

１． 調査の趣旨 

長引く不況、とりわけ、「小泉構造改革」のもとでの失業・倒産や所得減少などによって、高校生の

家庭の経済状況の悪化が深刻になっています。このために、「授業料が払えない」「修学旅行に行けな

い」「卒業アルバムが買えない」など、高校生の学習権と学校生活を脅かす事態が全国的に広がってい

ます。これらの実態をリアルに把握し、高校生の就修学保障を求める運動の基礎資料とします。 

 

２． 調査の対象 

（１） 日高教組織のある 26道府県・４政令市の公立高校 

（２） 各道府県・政令市で、全日制５校（普通科３校、職業科１校、総合学科１校）および定時制

１校を抽出。 

 

３． 調査の方法 

（１） 調査用紙にもとづくアンケート方式 

（２） 回答者：各校の授業科担当事務職員または教員 

 

４． 調査の実施時期 

 2004年 1月（2003年 12月末日段階の調査） 

 

５． アンケート回収状況 

（１） 対象 26道府県・４政令市のうち、以下の 20道県・４政令市から回答が寄せられた。  

北海道、青森、秋田、福島、群馬、埼玉、新潟、富山、長野、岐阜、静岡、愛知、滋賀、       

兵庫、和歌山、島根、岡山、山口、高知、佐賀、横浜市、京都市、大阪市、神戸市 

                      

（２） 回答校数 

公立 88校（道県立 75校、市立 13校；全日制 72校、定時制 16校） 

 

（３） 対象生徒数 

2003年度 56,370人（全日制 52,272人、定時制 4,098人） 

2002年度 56,669人（全日制 52,817人、定時制 3,852人） 

      2001年度 57,644人（全日制 54,037人、定時制 3,607人） 
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Ⅱ  調査結果のまとめ 

１． 授業料等の納入金について 

〈 授業料・第１学年の月額 〉 

〔全日制〕  9,000円  青森 

 9,300円  北海道、秋田、福島、群馬、埼玉、新潟、富山、長野、岐阜、静岡、愛知、滋賀 

兵庫、和歌山、島根、岡山、山口、高知、佐賀※、横浜市、京都市、神戸市                

（※印は 2002年度 9,200円） 

 12,000円   大阪市 

〔定時制〕 1,150円 京都市 

  2,000円 福島 

 2,400円 青森 

 2,500円 埼玉、愛知、兵庫、横浜市、大阪市 

 

 

  上記以外の都府県の授業料は以下の通り（『内外教育』2003年 7月 18日より） 

〔全日制〕 9,000円  鳥取 

9,300円  岩手、宮城、山形、茨城、栃木、千葉、東京、神奈川、石川、福井、山梨、三 重 ※、

京都、奈良、広島、徳島※、香川、愛媛、福岡、長崎※、熊本※、大分※、宮崎

※、鹿児島※、沖縄※           （※印は 2002年度 9,200円） 

  12,000円 大阪 

〔定時制〕  900円 山口 

 1,000円 山梨 

 1,150円 京都 

 1,200円 和歌山 

 1,250円 北海道、奈良 

 1,700円 静岡  

 2,000円 島根、香川 

 2,100円 三重（01年度 1,700円、02年度 1,900円）大分 

 2,200円 広島 

 2,400円 鳥取、福岡 

 2,500円  岩手、宮城、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、

石川、福井、長野、岐阜、滋賀、大阪、徳島、愛媛、高知、長崎（02年度 2,480

円）、熊本（02年度 2,400円）、宮崎（02年度 2,480円）、鹿児島 

〔通信制〕 

 １単位あたり 90円   岡山 

 １単位あたり 120円  佐賀 

 １単位あたり 125円    沖縄（02年度 123円） 

 １単位あたり 135円    千葉（02年度 125円） 

◇ 授業料を改定したのは以下の 10県。 

全日制、定時制両方を改定…三重、長崎、熊本、宮崎、沖縄 

全日制のみ改定…徳島、佐賀、大分、鹿児島 

定時制の単位制のみ改定…千葉 

 ◇ 2003年 5月 22日現在で 04年度以降の授業料等の改定を予告している都道府県はゼロ。また、2004

年の基準額（地方交付税算定の基礎となる単位費用）は、全日制月額 9,300 円、定時制 2,500円。 

参 考 資 料  
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〈 授業料以外の学校納付金 〉   

（いずれも年額） 

〔旅行先別費用〕   全＝全日制 定＝定時制 普＝普通科 職＝職業科 総＝総合学科 

○スキー教室 妙高スキー場 29,900円（富山・全普）、長野 76,000円（和歌山・全職） 

○北海道 90,000円（埼玉・全普）、100,000円（埼玉・全職）、100,000円（新潟・全普） 

 90,000 円（横浜市・全総）、65,000 円（愛知・全普）、63,000 円（愛知・定職）   

90,000 円（滋賀・全普）、80,000 円（京都市・全職）、64,100 円（兵庫・全普）、

86,000円（神戸市・全職）、90,000円（岡山・全普）、95,000円（山口・全普職）、

85,869円（山口・全普）、108,000円（佐賀・全普）、93,600円（佐賀・全普） 

○沖縄 137,287円（北海道・全総）、120,000円（青森・全職）、100,000円（福島・全普） 

 80,000円（群馬・全職）、147,000円（新潟・全普）、90,000円（横浜市・全普） 

 165,000円（横浜市・全職）、150,000円（長野・全職）、90,000円（岐阜・全普） 

 78,000円（静岡・全普職）、90,000円（滋賀・全普）、70,000円（滋賀・定普） 

 76,000円（京都市・全普）、80,000円（京都市・全普）、77,000円（京都市・定職） 

 72,000円（大阪市・定職）、80,294円（兵庫・全普）、70,000円（和歌山・全普） 

○関西方面  110,000円（北海道・全普職）、120,000円（青森・普職）、130,000円（青森・全普）、

110,000 円（秋田・全総）、90,000 円（秋田・全普）、94,000 円（福島・全普職）、

100,000 円（福島・全職）、80,000 円（埼玉・定職）、108,000 円（新潟・全普）、

90,000円（新潟・全総） 

○九州 96,730円（新潟・全職）、70,000円（静岡・全普）、89,000円（静岡・全職）、 

 65,290円（愛知・全職）、62,300円（愛知・全総） 

○東京 33,000円（兵庫・定普） 

○長野 90,000円（高知・全普） 

○山形 96,000円（佐賀・定普） 

○海外       マレーシア 99,000円（兵庫・全総）、韓国 80,000円（島根・全職） 

 

〔その他の納付金〕 

 
教育振興費/ 

後援会費 
部活振興費 学年費 進路指導費 教材費 空調費 合計 

学校数 31/88校 38/88校 24/88校 15/88校 19/88校 2/88校 75/88校 

平均金額 9,466円 7,409円 19,068円 3,187円 22,491円 8,100円 25,469円 

最低額～

最高額 

210円～

34,000円 

600円～

24,000円 

1,500円～

69,250円 

600円～

10,000円 

1,081円～

95,000円 

7,800円～

8,400円 

1,000円～

101,500円 

 

〔入学時の制服代〕 

 男子（夏・冬） 女子（夏・冬） 性別不明（夏・冬） 

平均金額 45,609円 53,648円 55,590円 

最低額～最高額 6,180円～75,600円 36,000円～8,0000円 40,000円～81,600円 

制服なし…全日制 72校中 2校 

  ＰＴＡ会費 生徒会費 修学旅行 

全日制平均 5,965円 7,188円 93,713円 

最低額～最高額  160円～30,300円 250円～16,800円 24,000円～180,000円 

定時制平均 4,257円 4,619円 66,100円 

最低額～最高額  300円～10,200円 200円～9,000円 33,000円～96,000円 
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２．授業料滞納の状況について 

〔授業料滞納者数と全生徒数に対する割合〕 2003年 12月末現在 

 

 

〔２ヶ月以上滞納者の多い学校の例〕 

県・市 全・定（学科） ２ヶ月滞納者 ３ヶ月滞納者 02年度分滞納者 

京都市 定時制（職業科） 0％ 48.96％ 0％ 

大阪市 定時制（職業科） 23.41％ 19.27％ 9.02％ 

横浜市 定時制（普・職） 7.37％ 19.47％ 38.42％ 

埼玉 定時制（職業科） 9.68％ 1.61％ 0％ 

横浜市 定時制（総合科） 1.35％ 8.28％ 0％ 

新潟 定時制（普通科） 0％ 7.81％ 4.88％ 

島根 全日制（職業科） 5.76％ 1.00％ 0.13％ 

新潟 全日制（職業科） 3.33％ 1.25％ 5.00％ 

 

〔長期滞納者の滞納理由〕 

○経済的理由 

・家計の収入減 

   リストラや倒産、給与の削減、病気等による収入減。（新潟・富山・神戸市・岡山・和歌山） 

 ・自営で収入が極めて少なく、生活するのが精一杯。(佐賀) 

 ・母子家庭で母親の収入が少ない。（佐賀・福島） 離婚。（新潟・和歌山） 親の死亡。(高知)  

・母子家庭で母ほとんど就労せず、在宅もしていない。生徒が小学校低学年の妹の面倒をみて、経済

的に苦しい状況。授業料免除も未申請のまま生徒は欠席を続けて退学となった。（福島） 

・高額な医療費の支払い。（山口） 

・授業料免除にはならないが生活が苦しい。（長野） 

・ローン返済に追われている。（滋賀） 

・保護者の離婚・失業等により納入不能にもかかわらず、免除申請をなかなか行わない。（福島） 

・親の借金（サラ金）。（埼玉） 

・年間収入でみると授業料免除にならないが、１ヶ月ごとの収入が安定していないため。（京都市） 

○授業料滞納に対する保護者の意識不足。 

・他の経費を優先する。（静岡） 

・お金がない、払う気がない、払わなくてもなんとかなると思っている。（北海道） 

・浪費。（滋賀） 

・納入意識の欠如、計画性のなさ。（富山） 怠慢。（秋田） 

・価値観のちがい。（群馬） 

・経済的理由によるものは２人程度で、あとは共働きでありながら滞納。（新潟） 

○保護者が転居により行方不明。（北海道） 

○保護者との連絡がとれない。（福島） 

 

 03年度１ヶ月分滞納 03年度２ヶ月分滞納 03年度３ヶ月分滞納 02年度分滞納 滞納計 

全体 1,146人（2.03％） 406人（0.72％） 724人（1.28％） 227人(0.40％) 2,503人(4.44％) 

全日制 834人（1.60％） 259人（0.50％） 290人（0.55％） 77人(0.15％) 1,460人(2.79％) 

定時制 312人（7.61％） 147人（3.59％）  434人（10.59％） 150人(3.66％) 1,043人(25.45％) 
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３．授業料滞納者への対応について 

（１）教育委員会の方針・対策・学校への指導、その問題点等 

 

○現場をバックアップしてくれるような方針がまったくない。結局、学校の担当者のみが収納率を上げ

るようにと追い詰められている状況。（北海道） 

○督促後、５年経過し、徴収不能の場合は道として不能欠損処理。（北海道） 

○全免・半免を徹底し、学校長決裁・教育長承認を受けるよう指導している。（青森） 

○今年度より減免制度の取り扱いについて、学校での減免決定権を増やし、できるだけ減免適用するよ

うに呼びかけている。県としても、広報に免除についての概要を載せて申請を呼びかけている。（青森） 

○農家減収者への減免特別措置（Ｈ15年度）（秋田） 

○これまで、教委によるこれといった指導がなかったことが問題であったが、現在、平成 16 年度実施

を目途に、教委において｢検討委員会｣を設置し、方策等について検討中である。（福島） 

○滞納額の急増に伴い、県教育庁が授業料事務担当者を集め会議を開いた。徴収方法について、学校担

当者の意見をふまえて全県的に統一を図ることになった。(平成 16年度以降具体化の見込み)（福島） 

○平成 14 年度より、福島県教育庁担当グループが主となり、授業料未納対策検討委員会が開催されて

いる。（福島） 

○授業料に関する諸規程の見直しや、授業料の徴収事務のマニュアル化について検討中である。（福島） 

○現場任せ。学校間格差が大きく、いわゆる困難校に問題が集中。（群馬） 

○授業料減免制度の公報への県教委の対応は評価できるが、一方、減免者が多いことにより 16 年度授

業料が 2,500円から 2,600円(１年)値上げされた。（埼玉） 

○学校にまかせきりという感じがする。数年前より調定繰越が行われるようになったが、不納欠損は認

められていない。（埼玉） 

○授業料滞納者に対し、県より学校への指導の強化がみられると思う。（新潟） 

○条例での除籍処分への根拠があいまいな点(学校と教委のどちらに決定権あるのか)（横浜市） 

○県教委の指導は「経済的理由による滞納者については、授業料減免制度・奨学金貸与制度の活用をす

すめる」。奨学金貸与人数の見直しがあった。（富山） 

○減免制度を改め、校長専決の区分を拡大した程度である。滞納者への働きかけや措置については、学

校任せでしかない。（富山） 

○滞納者に対する対応が明確化されておらず、現場の負担が大きい。（静岡） 

○｢入学料及び授業料の未納者の取り扱い｣(03.4.1～)校長会へ県教委依頼(通知文書化しない)（愛知） 

○平成 15 年４月１日付で、｢授業料の納付指導にかかる留意事項｣についての通知が教育長名であり、

統一的な扱いがされるようになった。（滋賀） 

○県教委においてマニュアルが昨年作られ、マニュアルに沿った徴収を行っている。（滋賀） 

○教育委員会からは、年度が替われば出納閉鎖(５月 31日)まで矢のような督促が学校にくる。（京都市） 

○延滞金徴収をなくす働きかけをしていますが、｢きっちり払っている者と同等に考えることはできな

い、払わない者へのペナルティーである｣と県は考えており、教育長名で出校停止等の規則条例を文書

化できるよう働きかけている。（和歌山） 

○県から学校への対策や指導などはない。（島根） 

○生活が苦しく、授業料免除を申請してもなかなか全額免除にはならない。前年の収入を基準にするの

ではなく、その時の現状により判断すべきではないか。（高知） 

○授業料免除の許可が厳格になってきている。（佐賀） 
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（２）授業料滞納に対する退学・出校停止などの条例・規則などがある道府県市 

   条例・学則を根拠にした処分の有無 

 

○北海道立学校条例 

①督促は期限後 30 日以内 ②出席停止は督促後 14 日以内 ③退学は出席停止通知から 30 日経過。 

…出席停止・退学処分は実行していないと聞いている。 

○青森県立学校学則 第 25条(授業料滞納者に対する処分) 

「納期限経過後２箇月に及んだ生徒に対しては、退学を命ずることができる｣ 

…県教委では、この条項で生徒を退学させてはならないと指導している。処分はない。 

○秋田県立高等学校授業料等徴収条例 第５条  

「正当の理由なく、定められた期間内に授業料を納付しない者に対しては登校を停止し、未納 15日に

およんだときはその学籍を除くことがある」 

…処分はなし。 

○福島県立高等学校の授業料等に関する条例 第６条  

｢納入期限を過ぎてもなお授業料を納入しない者に対しては、その出席を停止することができる｣ 

…本校ではこれによる処分を行った例はない(他校で１回のみ)。 

○埼玉県立高等学校通則 

授業料滞納者に対する処置の基準「授業料滞納者に対する処置は概ね次の手続きを経て行うものとす

る」滞納１ヶ月で督促。２ヶ月で保護者招集。３ヶ月以上は出席停止。５ヶ月以上は除籍  

…県教委は画一的な適用を校長に求めていない。『教育の機会均等』との関連で。 

○新潟県立学校管理運営に関する規則 23 条２｢授業料等未納者に対する出席停止措置｣ 23 条３｢授業

料等未納者に対する除籍措置｣  

…具体的処分はない。 

○横浜市立高等学校授業料等徴収条例 第 6類財務第３章第６条 

 「授業料を期限内に納付しない場合には、２週間以内にその保護者若しくは保証人に対して、期限を

付して納付を督促しなければならない」 

      …処分なし 

○富山 

 富山県は行政処分の規定なし。 

○長野県高等学校授業料等の徴収に関する規則 第 10条 

 「校長は、正当の理由がなく授業料又は受講料を滞納している者については、登校又は受講を停止す

ることができる」 

…適用は今までなし。 

○愛知県立学校条例  

 第７条(退学)「校長は、正当な理由がなくて前条の規定による授業料、又は聴講料を納付しない者を

退学させることができる」 第５条(入学許可の取消)「校長は、教育委員会規則で定める入学手続き

(※入学料の納付)をしない者に対しては、入学の許可を取り消すことができる」 

…処分なし。 

○滋賀県立学校の管理運営に関する規則 

 学則の準則 第 36条「正当な理由がなく授業料を期限までに納入できない生徒については、校長は、

その出席を差し止めることができる」 

…処分なし。 

○京都市立学校授業料等徴収条例 第６条  

｢学長、校長および園長は、授業料または保育料を滞納した者に対し、出席の停止または退学もしく

は退園を命じることができる｣ 

…実際に処分はない。 
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○大阪市 学校授業料幼稚園保育料に関する条例 第 12条２  

「前項の督促には１週間の納付期限を付するものとし、長期に渡って納付しない場合は退学させるこ

とができる」 

…処分の実績はなし 

○兵庫県高等学校学事通則 第 16条 

「授業料を所定の期日から三月を経過してもなお、正当な理由なく納付しない生徒に対し、出席停止

を命ずることができる」 

     …上記を理由とした処分は該当なし。 

○神戸市立高等学校学則 第 16条第３項  

｢所定の手続きを経ず納入しないこと 30日以上の者は停学、90日以上の者は退学を命ずることができ

る｣   …現在処分なし。 

○島根県立高等学校規程 第 39条の４  

｢校長は、正当の理由なくして授業料を納付しない者に対しては、登校を停止し、若しくは除籍する

ことができる｣ 

○岡山県立高等学校授業料徴収条例 第５条 

 「前条に定める期日後 10 日を経過してもなお授業料を納入しないときは学校長において学籍を除く

ことができる」…処分した例はない。 

○高知県立学校授業料徴収条例 第９条  

「授業料の滞納が５月に及んだ者に対しては、その納付になるまでその授業を停止することがある。

授業停止後２週間を経過してもなお納付しない者は、これを除籍することができる」 

○佐賀県立高等学校授業料等徴収条例 

「督促の納付期限までに授業料を完納しない場合、授業を停止。授業料の滞納一月以上：諸証明の発

行停止。三月以上：退学を命ずることができる」 

…処分なし。 

 

（３）中途退学、卒業する際の生徒（保護者）への対応 

   滞納金の処理 

 

○払うまで退学を保留。退学願の不受理。（北海道・埼玉・京都市） 

○給食費は未納月で給食休止。（北海道） 

○内密で担任が払っていることが多い。（北海道） 管理職や担任が立て替えることが多い。（京都市） 

○授業料が納入されない限り退学することができないため、何とか納入するよう保護者にお願いをして

いる。（青森） 

○義務教育とは異なり、｢教育使用料｣として納入義務を負うことを繰り返し説明し、退学・卒業前に納

入してもらった。（福島） 

○どうしても都合のつかない場合は、校長を前にして分納誓約書を作成してもらい、分納にしている。

しかし、督促・家庭訪問しても納入しないケースが多い。（福島） 

○分納誓約書を書いてもらって卒業・退学後も納めてもらっている。滞納金が５年経過すれば欠損処理。

（神戸市） 

○授業料納入計画書を提出してもらう。（福島・佐賀） 

○滞納金は卒業後も継続して督促。（福島） 

○滞納金の処理は修学旅行積立金で清算。（埼玉・横浜市） 授業料以外の積立金を授業料に振り替え

る。（新潟・愛知） 入学納付金、学年会費により清算。（長野・愛知・兵庫） 

○学年費の返金分から授業料を差し引き。（埼玉） 

○家庭と連絡（訪問、電話、郵便）し、お互いに状況を確認し、最良の方法を相談。（奨学金、減免の

手続き）（新潟） 
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○滞納金が生じる（支払えない）場合は除籍処分。（横浜市） 

○卒業生で滞納者はかなり少なくなってきたが、中途退学生がなかなか減らず、過去 5年間は督促しな

ければならないのだが、連絡もつかない場合がほとんどで困っている。（大阪市） 

 

（４）担当者の悩みや困難な問題 

 

〈保護者との連絡・対応〉 

○保護者との連絡がとれない。（居留守をされる。電話連絡がつかない。電話が止まっている）（北海道・

青森・秋田・福島・新潟・横浜市・静岡・愛知・兵庫・和歌山・高知・佐賀） 

○就労している保護者と会うためには、夜間に家庭訪問しか方法がないケースが多く、出張・旅費等負

担が大きい。（福島） 

○何度も督促をしなければならない。時間外に家庭訪問したりしても効果が上がらないときは、仕事が

イヤになる。（富山） 

○たびたび家庭訪問を事務長が行い、保護者から今後の納入計画等相談を受けたりしているが、連絡は

なかなかつかない。（山口） 

○生徒や保護者と金銭の話はしたくない(特に担任)。決算ができない(実習費・学級費)。たぶん担任立

て替えになるだろう。（北海道） 

○夜に電話をしたり、対応が悪いと反対に訴えられる。（滋賀） 

○担任として保護者・生徒との信頼関係を壊さないように話をするのに非常に気を使う。クラス運営上、

立て替えをしないといけない。保護者からの入金がないので困っている。家庭状況に立ち入ってしま

うので困惑している。授業料の担当は事務なので、責任持って処理してほしい。（新潟） 

〈体制の問題〉 

○現場をバックアップしてくれるような方針がまったくない。結局、学校の担当のみが収納率を上げる

ようにと追い詰められている状況。（北海道） 

○保証人制度が平成 11年度からなくなったことに伴い、徴収が困難となった。（青森） 

○通知、電話連絡、面談と、督促の方法がエスカレートするだけで、納入に対する義務感の乏しい滞納

者に対しては効果があがらない。本県の制度が不備であるため、道具を持たずに捕り物をしているよ

うで非常に歯がゆい。（福島） 

○滞納の場合の事務処理手続きを定め、それだけやっていれば、調定繰越、不納欠損できるようにして

ほしい。（埼玉） 

○滞納者を減らして完納をめざすためには、卒業や進級および退学・休学の際に、授業料３ヶ月以上の

滞納者を判定基準に含めるような校内規定を設けるなどの措置をとれればよいのだが、教育上の配慮

との板挟みで、なかなか強硬手段を用いるわけにもいかず、苦しい現状である。（大阪市） 

○事務からは書面での督促しか行っていない。担任や学年主任からの働きかけ(電話や家庭訪問)は人に

よってまちまちであり、働きかけをしていない学年の滞納者は納入が遅い。（富山） 

○滞納者への対応は、一担当者だけでは限界がある。学校全体で対応してほしい。（静岡） 

○授業料等の納入は事務の仕事と考え、先生の協力が得られないときがある。（神戸市） 

○税金のように法的な強制力(差し押さえ等)がないので、徴収が困難である。（山口） 

〈免除申請〉 

○免除申請には所得課税証明書が不可欠であるが、保護者が確定申告をしていないため、証明書が発行

されず、申請さえできないというケースがある。（青森） 

○授業料免除に該当すると思われるため、免除申請を提出するよう指導するも、提出されないまま未納

額が累積してしまう。（福島） 

○できるだけ授業料減免の申請をするようにすすめているが、添付書類等を揃えるのが面倒で申請を辞

退する人が多い。（兵庫） 

○授業料減免申請に際し、所得証明を取ると相当な額が現れるが、実情は失踪や高額な住宅ローン返済
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等で、減免不可のため授業料滞納となっている事例がある。このような時の救済措置があると良い。

（島根） 

○減免の基準が基本的に保護者の収入なので、収入が多く、借金などが多い家庭からの徴収が困難→減

免の基準に入れてほしい。（山口） 

〈その他〉 

○滞納の原因として、携帯電話代重視の生徒や、親のサラ金借入など、金の使い方への意識の変化を感

じる。生活苦とルーズな金づかいが入りくんでいる。（埼玉） 

○督促に対して、納入すると答えていながら予定日に納入がない。（福島・埼玉・新潟・横浜市・島根） 

○事務室・担任からの滞納連絡が周知しづらい(長期欠席等)。滞納者の危機感が希薄な面がある。（横

浜市） 

○滞納者なし(定期考査までに、その月までの授業料・諸経費を納入しない生徒に対しては考査受験を

認めないため、大概の者は納入する現実がある)（岡山） 

○借金の返済のため授業料が納入できない(５～１月分)でいる。保護者との連絡がなかなかとれず(所

在を明らかにしない)。親にして子どもの養育ができない。（新潟） 

 

４．経済的理由による高校生活への影響について 

経済的理由で退学した生徒数 

01年度 0人  

02年度 11人 
秋田（全・普）２、横浜市 A（定・総）７、富山（全・普）１、 

滋賀 A（全・普）１ 

03年度 

（12月末現在） 
10人 

青森 A(全・職）２、横浜市 A（定・総）５、埼玉 A（全・普）２、 

長野（全・職）１ 

 

経済的理由で修学旅行参加を取りやめた生徒数 

01年度 16人 

福島 A（全・職）３、群馬 A（全・職）３、埼玉 A（全・普）１、 

埼玉（全・総）２、新潟 A（全・職）１、新潟 B（全・普）２、 

滋賀 A（全・普）２、京都市 A（定・職）２ 

02年度 24人 

青森（全・職）１、福島 A（全・職）３、群馬 A（全・職）５、 

埼玉 A（全・普）１、新潟 A（全・職）２、新潟 B（全・普）１、 

京都市 A（定・職）５、兵庫（全・普）１、山口 A（全・総）４、 

佐賀（全・普）１ 

03年度 

（12月末現在） 
25人 

北海道（全・普）１、北海道（全・普）１、青森 A（全・職）１、 

福島（全・普）４、群馬 A（全・職）５、埼玉 A（全・普）１、 

新潟（全・普）１、新潟 A（全・職）２、新潟 B（全・普）１、 

横浜市（全・職）１、滋賀（定・普）１、京都市 A（定・職）５、 

山口 A（全・総）１ 

 

修学旅行費用を納入できていない生徒について 

修学旅行に ア 参加させている   11校（12.5％） 

イ 参加させない    22校 (25.0％） 

ウ その他       19校（21.6％） 

   ○学年によってまちまち。○納入の見込みをたてた生徒のみ参加。 

   ○先生が立替をした。○現在のところ該当者なし。 

○生徒から不参加申し出。    
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未納で参加させる場合の措置 

○保護者と話す。（秋田） 

○担任が個人的に負担した。（新潟） 

○事後に必ず納入するよう指導している。（愛知・滋賀・京都市） 

○今年度はたまたま修学旅行前日に納入あり。（愛知） 

○旅行業者から請求してもらい、納入してもらった。（滋賀） 

○積立金未納者は約１ヶ月前頃に督促して一括納入させているが、期限内に納められず、旅行出発前後

日に分割納入の約束で何とかぎりぎり参加させた生徒が１名いた。(昨年度例)（大阪市） 

○修学旅行経費はあったが、給食費未納で参加させるべきでないとの意見があった。教育的配慮で参加

させる。給食費は後日納入できた。（埼玉） 

○現在、修学旅行費用全部の未納はなく、１～３ヶ月分程度なので、業者に支払うまでに納めてもらっ

ている。（神戸市） 

○貸付制度がある。（和歌山） 

○最終的に支払うという形で、いわば前借りして参加させている。また、旅行積立金に余りが生じるた

め、費用の面での工面に問題はない。（佐賀） 

 

その他顕著な例 

○授業料免除、実習費未払い、態度悪、という生徒に対して、担任が立て替えるのは気持ち的につらい。

（北海道） 

○教材費を納入できない。（秋田） 

 

５．授 業 料 減 免 制 度 に つ い て 

授業料減免者数 

 

（１）減免制度の内容や手続きを説明する「しおり」の有無 

回答なし…６校 

（２）減免制度の説明 

入学説明会で全保護者に説明している 81校（92.05％） 

最初の H・Rで説明している 5校 （5.68％） 

問い合わせがあれば係が説明している １校 （1.17％） 

説明していない ０校    （0％） 

 

回答なし…１校 

 01年全額 01年半額 01年合計 02年全額 02年半額 02年合計 03年全額 03年半額 03年合計 

全体 3210人 277人 3487人 3979人 284人 4263人 4509人 308人 4817人 

％   6.05％   7.52％   8.55％ 

全日制 2804人 269人 3073人 3473人 280人 3753人 3907人 300人 4207人 

％     5.69％     7.11％     8.05％ 

定時制 406人 8人 414人 506人 4人 510人 602人 8人 610人 

％     11.48％     13.24％     14.89％ 

減免制度を説明する生徒

（保護者）向けの「しおり」 

ある ない 

５９校（67.05％） ２３校（26.14％） 
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（３）現行制度の問題点 

 

免除基準 

○授業料免除で使っている年間生活基本額を下げるべき（北海道） 

○免除基準を拡大しているというが、わずかであり、不況に見合う拡大につながっていない。（北海道） 

○家計収入の基準がもっと緩和されればよい。（青森） 

○授業料免除者のうち 46 人が母子家庭であることから、離婚により生計困難となった様子がうかがえる。母子・

父子家庭は免除しやすいが、しかし、両親が揃っている場合の基準が高く、免除されにくい実態もあるため、

基準の緩和が必要かと思われる。（青森） 

○所得基準が生活保護所帯の 1.2倍以下のため、生活困難であっても減免が受けられない場合がある。（滋賀） 

○祖父母・兄弟等の収入も家計に算入される。（埼玉） 所帯が別の同居の祖父母等の所得まで必要かどうか

(証明がとりにくい)（富山） 

○収入の上限が高く、年の途中で収入が激減した場合に対応できていない。（神戸市） 

○免除の基準となる、最低生活費に占める総所得の割合が 120％ラインを少々超えた生徒に対する授業料等

の取り扱い(校納金は多少なりとも免除にできないか)（佐賀） 

○大阪府よりも基準が厳しく、府立に通う兄弟が免除となっているのに、大阪市では認められない例がある。（大

阪市） 

申請の問題 

○失業等で収入激変があった場合に、給与所得者であれば失業給付等により証明しやすいが、自営業の場合

は証明が難しい(民生委員による無職無収入証明があればよいが、世間体を気にして申請しないケースがほ

とんどである)。（福島） 

○該当者と思われる場合でも、書類を書きたがらない。（新潟） 

○保護者への周知が不十分。利便性が浸透しておらず、気楽に申し出できていない。（新潟） 

○保護者が希望しない場合がある。（横浜市） 

○申請者の必要書類が多く、煩わしい。（富山） 

○生徒からの申請がない限り、必要な生徒がつかめない。（岐阜） 

○年度当初の期限が早すぎる。４月中旬では保護者への書類依頼が困難。せめて４月下旬にしてほしい。（静岡）  

児童扶養手当の改正にともなう問題 

○児童扶養手当が改正されたので、すべて課税額にて認定する方法でもよいのではないか(認定基準の第内

(3)児童扶養手当の存在意義がない)。（愛知） 

○児童扶養手当の制度が改正(悪？)されたため、今まで学校承認で該当する人が減り、その分、手続き上複雑

な知事減免になる人が増え、事務が繁雑になった。（愛知） 

○児童扶養手当の一部支給停止者が減免に該当しない。（愛知） 

○母子家庭における児童扶養手当受給者について、03 年度入学者から一部支給者が対象外となった(全額支

給のみ)。失業等による減免手続きが、知事承認によることから収入見込み算定等複雑。（愛知） 

その他 

○本当に必要な人が制度を利用していない場合があるので、広報などを徹底していくべきだ。免除の決定まで

がもう少し早くできないか。（京都市） 

○減免は授業料のみで、他の費用の負担がかなりある。（横浜市） 

○｢介護扶助｣を考慮していない。（新潟） 

○滞納者をさかのぼって減免できない。（埼玉） 

○市町村民税の額で決定しているが、事業の失敗・リストラなどで、収入が多いが借金も多いような家庭も減免

にすべきだ。（山口） 多重債務者で、給料はあるが借金返済で困っている方への対策が必要。（福島） 

○現行制度でとりあえずは柔軟に対応できる。（福島） 

○滞納生徒と卒業との関係。(完納しなければ卒業させない等の強い条例があればよい)（北海道） 
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（４）減免制度改善のために必要なこと （あるだけ○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他〉の記述から 

○ 毎年確認だけで更新してほしい（岐阜） 

 

６．奨学金制度について 

 01年度 02年度 03年度（12月末現在） 

日本育英会 564人（0.98％） 886人（1.56％） 978人（1.74％） 

各県育英会 46人（0.08％） 83人（0.15％） 206人（0.37％） 

その他 204人（0.35％） 376人（0.66％） 489人（0.87％） 

合計 814人（1.41％） 1,345人（2.37％） 1，673人（2.98％） 

 

（１） 現行奨学金制度について 

緊急に改善すべきと思われるもの（３つ選んで○） 

 

ア 成績基準をなくす 23校 26.1％ 

イ 家計収入基準を緩和する 36校 40.9％ 

ウ 手続き書類を簡素化する 39校 44.3％ 

エ 広報の徹底 10校 11.4％ 

オ 貸与制から給付制にかえる 19校 21.6％ 

カ 年度途中も申請できるようにする 28校 31.8％ 

キ 受給中の者が留年しても停止せず、卒業するまで支給

する 

６校 6.8％ 

ク その他  ８校 9.1％ 

 

〈その他〉の記述から 

○ 申請者の事情をよく精査し、必要な生徒に貸与されるようにする必要あり。（北海道） 

○ 決定までの期間を早く（秋田） 

○ 厳しい生徒が増加しているので総額(予算枠)を拡大。（神戸市） 

○ 数種の奨学金の統合。（島根）    

○ 申込者急増のため仕事量も倍増、できるだけ個人で申し込みできるようにしてもらいたい。（岡山） 

○ コンピュータ処理をなくしてほしい(ホームページで入力する等)（山口） 

 

 

 

 

ア 家計収入基準の緩和 39校 44.3％ 

イ 添付書類の簡素化 33校 37.5％ 

ウ 減免適用の遡及 21校 23.9％ 

エ 減免制度の広報の徹底 26校 29.6％ 

オ 成績基準をなくす ３校 3.4％ 

カ 地方交付税の授業料収入基準を 95％から 90％程度に

引き下げる 
９校 10.2％ 

キ その他 ４校 4.6％ 
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（２） 日本育英会「緊急採用奨学金制度」（99年度から実施）の対象になった生徒 

 

 

 

 

 

〔 主な理由 〕 

○親の勤めていた会社が倒産した（北海道・秋田・新潟・京都市） 

○親の経営していた会社が倒産（北海道） 

○親のリストラ（青森・新潟・富山・愛知・京都市・山口・佐賀） なかなか定職がみつからない（岡山） 

○保護者の収入減（秋田・島根・山口） 自営業で収入減のため（新潟） 

○父親が入院してしまったため（福島） 父親の手術・入院（京都市） 

○火災（全焼）（青森） 

○主たる収入者の死亡（富山・大阪市・兵庫） 

○一時所得があり、授業料減免が取り消しになったため、授業料の納入が困難になった。（長野） 

 

（３） 大学・専門学校などの予約奨学金制度の内定者・希望者 

希望者数が未記入の学校あり 

〔 予約奨学金制度の問題点 〕  

○現行では、一度予約の権利を得ても、浪人すればその権利が失われて、もう一度手続きしなければなりま

せん。複数年、権利が継続できるようにしてもらいたい。（北海道） 

○春の募集時は一種・二種の募集であるが、秋は二種のみである。家計の事情などにより、秋の時点で進

学を決定する場合もあり、一種の募集を秋にもすべきである。（北海道）  

○無利子の奨学金の募集時期が早く、進路決定時期の関係で申請できない生徒が毎年必ず出ること。（福

島・秋田）  

○予約申請の締め切りが早すぎる(進路を決める前に予約締め切り)（富山） 生徒の進路先決定が遅いた

め、申し込み時期を夏休み以降にしてほしい。（新潟） 

○秋の募集の時期がもう少し遅ければ良いと思う。（富山・大阪市） 

○日本育英会がなくなること。(どう変わるかまるで知らされていないため、質問があっても学校で返答できない)

（秋田） 

○成績基準が高すぎ、本校生では枠内に入れない。（福島） 

○給付制でないので利用しない傾向が強い。返済の見通しが立てられないので借りない。（群馬） 

○予約決定後の生徒自身の手続きがわかりにくい。（富山） 

○初めてコンピューター入力をすることになり戸惑った。希望数は多かったが、希望通りにならない場合が

多かった。収入基準の緩和を。（静岡） 

○採用枠の拡大（愛知） 

○一括して高校で申請しているが、各個人で申請させるようにしたい。（大阪市） 

○とにかく手続きを簡単にして、学校負担を減らしてほしい。（岡山） 

○本年度は不採用があった。何らかの道を残してほしい。（山口） 

○現場の担当者に手続きを任せすぎのため、担当者は５月の連休にも出勤し処理をしているのが実態。手

続きの簡略化を!!今年度は採用予定者のしぼりこみが厳しかったので、もっと採用枠の拡大を!!（高知） 

01年度 02年度 03年度（12月末現在） 

５人 21人 17人 

 内定者 希望者 

第一種奨学金（無利子制）  379人 842人 

第二種奨学金（有利子制） 1,052人 995人 
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７．修学奨励金等について（定時制のみ） 

（１）修学奨励金を受給している生徒（定時制のみ） 

 

 

 

（２）修学奨励金制度の問題点 

○とても良い制度と思う。これからもぜひ継続してほしい。（青森） 

○枠が限られていることに尽きます。（福島） 

○新入生(１年生)の適用がむずかしい。(退学・留年への恐れ)（埼玉） 

○働くこともできない生徒は、この制度の対象になれない。（埼玉） 

○申請方法、内容等不明。文書なし。（横浜市） 

○現場仕事の生徒はなかなか上司に会う機会がなく、就職証明書がとれず申請できない。他校を退学し、

入学してきた生徒は教科書の確認ができない。主婦、介護、育児といった項目がなく、生活が苦しくて

も対象者になれない。（愛知） 

○支給時期が遅すぎる(今年度は１月 26日)（京都市） 

 

（３）教科書代・夜食費補助の対象生徒を限定するような動向 

○有識者が前提条件になっていることはほぼ定着してきている。（北海道） 

○本校は厳密に適用しているが、その場合、無職の生徒への指導(職安求人申し込み)や書類を整えさせ

るのが大変。（埼玉） 

○求職証明を校長ができなくなった。（埼玉） 

○一時問題になったが、落ち着いている。（新潟） 

○無業者の調査がよくあり、補助打ち切りの動きが毎年のようにある。（横浜市） 

○2002年度より１年生も 90日以上就業する生徒のみ対象となり、１～４年生は 90日以上の生徒が対象で

ある。（愛知） 

○申請計画の精度が求められるようになったため、年度途中での追加など、実態に応じた対応が困難に

なった。（滋賀） 

○昨年から１年生の雇用証明も必要となった。（兵庫） 

 

８．生徒・保護者の状況について 

○私個人の経験では、①家計が大変な場合は真意が伝わってくる、②納める必要がないと考えている、の二通

りに分かれる。（北海道） 

○本当に生活が大変な場合は、大部分は授業料減免の対象になると思われる。滞納者の多くは授業料納入に

対する意識が不足しているのでは？（秋田） 

○大変な生活の中よくやっているなと思われる家庭がある一方で、滞納していながら生徒の服装、携帯電話の

使い方等から十分納入可能ではと思われる家庭も多く見られる。前者の場合、往々にして減免に消極的であ

り、むしろ後者が減免を希望して基準に達せず認められない場合もいくつかあった。（福島） 

○携帯電話等、その他支払を優先させ、授業料の支払いを後日にしてしまう傾向があると思う。納入の意識が

低下していると思う。（福島） 

○両親が揃っており、職にも就いているが、滞納するものが何人もいる。減免申請はしていない。家や車等のロ

ーンにお金が回ってしまうのではないかと思われる。授業料には延滞金等の罰則がないため、後回しになる

のではないだろうか。（富山） 

○景気の悪化にともなって滞納が増えている。（富山） 

○滞納者の保護者に学校に来て説明をし(免除制度や奨学金)、期限を決めて納入日をお願いするが、約束は

01年度 02年度 03年度（12月末現在） 

718人（19.91％） 724人（18.80％） 692人（16.89％） 
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なかなか守ってもらえないし、連絡もなく困っている。（青森） 

○なんとしても子どもの学費は払わなければならない、という意識が最近の親にはない人がいる。（滋賀） 

○高校生活で必要な経費が入学するまでにわかっていない家庭が多いのでは…。授業料を滞納して督促状が

来て、期限までに払えばよいと思っている家庭がある(督促状が来ないと払わない)。（佐賀） 

○子どもの家庭の崩壊状況の深刻さ。子どもが大切にされていないことを強く思う。（埼玉） 

○貧しいことを恥ずかしいことと考えていること。（新潟） 

○滞納者の家庭は生活ギリギリの家庭が多いと感じる。（新潟） 

○家庭の経済力の弱体化（新潟） 

○生活困窮家庭が多く、支払い能力が乏しい。保護者の意識が義務教育と同等と考えている者もあり、納入義

務感が乏しい。（新潟） 

○当校の生徒・保護者が協力的で、一、二度滞納はするものの完納してくれます。（横浜市） 

○生保を受ける手前くらいの経済状態で、必死にがんばっている家庭へは、もっと楽に奨学金を受けられるよう

になるとよいと思う。（横浜市） 

○授業料納入を親が生徒に任せていることがよくある。生活保護受給家庭でも生徒任せが多い。行政からの調

査がよくある(通学の有無など)。（横浜市） 

○授業料以外にも学校徴収金の納入金額が多額になる。授業料が減免になっても納入しなければならない。し

かし、現状では納めることができない生徒があり、担当者・担任の大きな悩みとなっている。（長野） 

○母子・父子家庭や失業など、不安定雇用者の割合が多い。生活困難で遠距離通学の生徒が多い。（滋賀） 

○納入意識はあるが、両親の離婚等で経済的に厳しい状況がある。（兵庫） 

○教材費など事務でやりくりして支払っており、また罰則もない(実際には行っていない)ので滞納しているという

意識が少ない。（神戸市） 

○滞納することに対しての危機意識が感じられなくなった。高校＝義務教育と勘違いしている人が多い。（佐賀） 

 

９．担当者として感じるこ と 

○滞納生徒には、担任・担当者が早くに(年度始めに)保護者に免除申請や奨学金を申請させるなど、アピール

や指導をすべきである。（北海道） 

○事務担当は大変苦労している。（北海道） 

○担任から家庭の状況を聞くと、金銭的に困っている状況ではないが、理由なく納入が遅れるケースが見られる。

（青森） 

○授業料が値上げされると未納者も増えることとなる。今でも毎月滞納者が多く、納入の督促をすることが増えて

いる。保護者の家計がしっかりしていれば納入率も上がるであろうが、不況で仕事もないような状況では、や

はり困難な状況ではないかと思っている。（青森） 

○心理的負担が大きい(納入の約束が守られず)。本当に気の毒な家庭・生徒もいる。（秋田） 

○免除など、現状の制度であってもそれを積極的に活用してもらえればこれほど滞納が増えることはないのに、

それを再三の督促にも関わらず活用しない層がいるため、意識の差を痛感させられる。（福島） 

○保護者の誠意が感じられない家庭も、少しある。（福島） 

○授業料入学料の減免はできても、他の圧倒的多額の給食費・修学旅行代の督促が大変。（埼玉） 

○いろいろ手だてを尽くしても、どうにもならない場合がある。（埼玉） 

○恥ずかしがらずに減免申請をしてもらいたい。（新潟） 

○保護者の責任なので、直接出向くこともある。やむを得ないと感じる。（新潟） 

○未納徴収は授業料担当者の責任と思い、担任の先生は他人事のようであるが、担任と協力しなければ滞納

は減らない。（新潟） 

○協力的で助かっている。（横浜市） 

○銀行等でおこなっている教育ローンより、金利面等で借りやすい奨学金ができるとありがたいと思う。（横浜市） 
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○滞納があまりに多く、経済的困難さやゆとりのなさを感じる。（横浜市） 

○複雑かつ細かくなる事務処理の中で、ここまで立ち入って書類を整備しなければならないのか。（富山） 

○事務職員と担任の意識にずれがある。家庭の経済状態を担任に把握してもらいたいと思うが、生徒のプライ

バシーには踏み込めないと言う担任がいる。どのような経済状態であるかというのは、後々進路指導にも影響

してくると思われるが、どのようなものだろうか。（富山） 

○教育的配慮ばかりでは成り立たないことがあると思う。悪質な滞納者に対して督促だけでは限界がある。時間

ばかりかかって本当に困る。何か効果的な対応がとれるよう、他県にならって罰則などの条例改正を求める。

減免や奨学金、教職員や親、生徒はこの制度を知ってほしい。（富山） 

○現状では学校によって大きな違いがあるが(全く問題とならない学校もあるようです)、滞納者は年々増加し問

題になっている。担当を複数にすること、この問題を学校全体で協力し解決する、等しなければならない時期

に来ていると思う。（長野） 

○学校のランク(成績)に応じて、授業料滞納者や減免該当者が反比例する。学校事務の中で、授業料の仕事

はいちばん較差(大変なところと楽なところ)が大である。（愛知） 

○減免制度の拡充。私費会計の見直し(保護者負担の軽減)。（愛知） 

○学校間格差が階層的に現れていると思う。進学校では滞納問題はほとんどなく、減免生徒も少ない。（滋賀） 

○手続きに関してあまりにも多くの資料を必要とするため、少しでも働かなければならない人、あるいは証明書を

とるのに費用がかかる、手間がかかりすぎ、あきらめる人がでています。資料を揃えても没になるのは気の毒

である。（滋賀） 

○定時制は授業料をなしにすればよい。（兵庫） 

○滞納者の指導は、家庭の状況が厳しいと知っている場合、家に電話をかけづらい。（兵庫） 

○滞納者への督促について、事務で対応(ハガキ等を送る)しているが、担任が連絡をとるので辛い場面がある。

（神戸市） 

○やはり母子家庭の保護者の滞納が多いように思う。（高知） 

○進級内規に、授業料等の納入を設けることが必要である。（佐賀） 

 

10．高校生の就修学保障に必要な制度の改善、新たな施策  

○減免、奨学制度(無償)の拡大しかない。（北海道） 

○奨学金制度がなるべく多くの生徒に利用できるよう、拡大してほしい。（秋田） 

○高等学校を義務教育にする。（福島） 

○①定時制授業料・入学料は少額なので無料に。 ②修学奨励費の条件緩和(働いていることが条件)（埼玉） 

○修学旅行費用の公的補助制度を作ってもらいたい。（新潟） 

○財政枠の拡充が必要。（新潟） 

○キチンと三年間で卒業すること。それに見合う無利息の奨学金。（横浜市） 

○求人に定時制を差別しないこと。（横浜市） 

○公費の増大(本来なら公費負担をする部分を私費に頼っている面がある)。制服の廃止(制服等指定される物

品にかかる費用が大きい)。（愛知） 

○経済状況の悪化等による保護者の労働環境が厳しいため、子どもたちの就修学権が侵害されている。（愛

知） 

○滞納者を出さないような修学奨励金の改善制度を考えられたい。（京都市） 

○通信高校も狭き門。公立通信制の拡充。勤労青年という定義さえ、この時流では不可能となっている。（兵庫） 

○減免制度の拡充（神戸市） 
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