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2005 年 12 月 22 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 

 

はじめに 

  日高教は 2005年 10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－ト」

を実施しました。調査は、各道府県・政令市毎に全日制普通科 3校、職業科 1 校、総合学科 1 校、定

時制 1 校を対象に依頼し、21 道府県・3 政令市 89校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。本調査は、憲法・教育基本法を守り、生かすという立場から、小泉「構造

改革」から生徒の学習権を守り、教育の機会均等を保障するために、修学保障と教育費の父母 (保護

者) 負担軽減を求めるとりくみの一環として実施したものです。尚、1校で 492,000 円の寮費が報告さ

れていますが、そのデータは集計にあたり除くことにしました。 

 

Ⅰ．調査結果の特徴 

  05 年度 1 年生の初年度学校納付金は、全日制平均 216,487 円(定時制 86,987円）で、最も高い学校

では、341,750円(定時制 166,300円）になっています。その他の制服・教科書などを加えると保護者

が負担した額は、最も高い学校では 432,142円（定時制 192,073円）になっています。今回、各学校

の通学費が最も高い生徒のその金額を調査(年額）しましたが、全日制で、374,880 円（定時制 462,000

円）など学校納付金を超える保護者負担も明らかになりました。 

 これらの保護者負担の重さが、授業料滞納者や授業料減免者の増加を招いています。授業料滞納者は、

年々増えてきており、長期滞納者の滞納理由は、経済的背景としては、「リストラ・失業・倒産」「元々

減免対象すれすれの家計収入である」が最も多く指摘されています。また、授業料減免者は、生徒減

にもかかわらず増えてきています。奨学金受給者も同様に増えてきています。 

  「経済的理由による高校生活への影響」については、修学旅行への不参加が、4 割の学校であり、11

校から中退者があったことが報告されています。また、「体の不調・ケガの治療のための通院ができ

ない」「通学定期が買えない｣生徒もでてきています。 

   調査では、｢担当者の声｣を記述してもらっています。そのなかで、共通して出されているのは、保

護者負担の軽減と教育費無償化の要求、そして学校独自で負担を軽減する努力の必要性についてです。

また、保護者とのやりとりの難しさです。 

  

１．授業料等の教育費父母負担について 

（１）授業料は、年額 11万円をこえる 

  公立高校の授業料の基準額（地方交付税算定の基準となる単位費用）は、全日制が月額 9,600 円 、

定時制が同 2,600 円で、3年ぶりに増額した昨年度と同額です。昨年度は、約半数の県・政令市では

基準額より低く据え置いていましたが、今年度は殆どが増額し、基準額と同額にしています。また、

大阪府は昨年度から月額 12,000円と総務省の基準額もこえ、全国的に突出した状態が続いています。 
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（２）保護者が実際負担した初年度納入金総額は平均で 30万円 

 授業料以外の学校納付金は、ＰＴＡ会費・生徒会費・修学旅行積立金等ですが、ＰＴＡ会費は 1,000

円～39,700円（平均は全日制 7,511 円、定時制 5,710 円）、生徒会費は 600 円～14,400 円(平均は全

6,984 円 定 5,188 円) です。また修学旅行積立金は初年度、3,100 円～125,000 円( 平均は全 63,487

円 定 30,247円) です。これら以外にも、教育振興費、部活振興費、学年費、進路指導費、空調費等

「その他の納入金」が多くあります。さらに「入学時の制服代・教科書代等生徒が各自で購入するも

の」は、全日制男子平均 87,320円(21,360円～178,380円) 、女子平均 94,894 円（47,298円 ～190,980

円) になっています。授業料等の学校納付金にこれらを加えると、高校入学にともなう諸経費は、授

業料の 2 ～3 倍の額となり、最高額は、432,142 円( 平均は全日制男子 304,459 円、全日制女子

310,029円、定時制男子 100,578 円、定時制女子 99,655 円) になっています。今回初めて在校生の通

学費最高額(年間)を調査しました。最高額は、全日制 374,880円、定時制 462,000 円です。この高額

な通学費には、「通学区拡大」「高校統廃合」による影響もあると考えられます。 

 

２．深刻な授業料滞納状況 

 過去 3 年間の 9月末現在での滞納者は、各年度の全在校生徒に対する比率は 03 年度 3.3％、04年度

3.9％、05年度 4.9％と少しずつ増えています。その内全日制は、年次順に 3.3％、3.7％、4.4％、定

時制では、5.7％、9.3％、16.1％となっており、定時制の滞納率は、05 年では、全日制に比べ 4 倍に

もなっています。全日制でも 37％の滞納率になっている学校はじめ 14校で 1割を超えています。長期

滞納者の滞納理由では、「リストラ、失業、倒産」「もともと減免対象基準すれすれの家計収入であ

る」が経済的理由としてはもっとも多く、「離婚」が次にあげられています。また、滞納の直接的理

由として「保護者の意識」による滞納が一番多くあげられ、「学校からの働きかけに全く反応がない」

「家庭崩壊」「減免手続きにも応じない」等も指摘されています。 授業料滞納者に対する教育行政と

学校の指導については、多くの地域で学校管理規則等で出席停止や除籍の規定がありますが、実際に

処分された例は 2校だけです。 

 

３．生徒減の中で増え続ける授業料減免者 

 この調査は、同一校で 03年度から 05年度までの授業料減免者数を捕捉したものです。03年度は 4,405 

人（全日制 8．7％、定時制 7．3％)、04年度は 5,514 人( 全 10.9％、定 10.7％)、05 年度は 6,258 人

( 全 12.5％、定 17.5％)と、生徒減にもかかわらず授業料減免者数は増えてきています。このことは、

保護者の家計の困難が進行していることを如実に示すものです。 

 減免制度改善のために必要なこととして、家計収入基準の緩和、添付書類の簡素化、減免制度の広

報の徹底、減免適用の遡及が多くあげられています。また、定率減税が廃止になれば住民税の基準所

得が増えることになることへの対策を求める声もあります。授業料滞納者や経済的理由による退学者

を未然に防ぐために、減免枠(予算)の拡大が必要です。 

 

４．経済的理由による高校生活への影響について 

 経済的理由による修学旅行への不参加は、回答した 56 校中 24校（42.9％）と、ほぼ 4 割の学校で

修学旅行不参加者がいます。修学旅行費の総額は、全日制平均 91,503円(59,000円～230,000 円)、定

時制平均 77,053円(60,000円～100,264 円）です。定時制では、17校中 8校で修学旅行を実施してい
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ません。多くの学校で、さまざまに工夫して参加できるようにしていますが、それでも参加できない

生徒がおり、参加費用の問題等抜本的な検討が必要です。 

 経済的理由による中途退学は、11 校（19.6％）になっています。経済的理由であっても、「進路変

更」「一身上の都合」と書かれることが多く、実態は調査に現れた数字よりかなり多いと考えられま

す。その他、「体の不調・ケガの治療のための通院ができない」が、6 校（全定各 3校）、通学定期が

買えない生徒がいる（5校）ことも明らかになっています。 

 

５．奨学金制度について 

（１）増え続ける奨学金受給者 

 03 年度 1,275 人 、04年度 1,950 人、05年度 2,157人と、生徒減にもかかわらず毎年受給者が増え

ています。これは、授業料減免者数の増加と対をなすものです。 

  その中で、「緊急に改善すべきこと」については、「添付書類の簡素化」（回答校の 56％）が一番

に上げられています。次いで「家計収入基準の緩和」（39％）で、保護者の経済状態の悪化が日々進

行していることが読みとれます。次に、「年度途中の申請」が約３割あり、保護者の家計の不安定化

に対応することを求めています。また、「成績基準をなくす」も 24％あります。家庭の経済格差が学

力格差につながっていることはよく知られていますが、このことを放置すれば、貧困と学力低下の悪

魔のサイクルともいえる事態をさらに加速させることになりかねません。 

 本来、奨学金制度は成績優秀者の特権ではなく、「教育を受ける権利」(憲法第 27 条)「教育の機会

均等｣(教基法第 3条）を保障するためのものです。「緊急採用奨学金制度」の対象になった生徒の主

な理由には、「リストラ･失業･倒産」（75％）が一番にあげられています。対象になった生徒は、03

年 17 人、04年 38人、05年 18 人となっていますが、この制度の拡充が必要です。地方自治体では、

県市町村段階でさまざまな施策がおこなわれています。独自奨学金制度、通学費補助(バス代の 1／4

補助等）です。国の施策の充実は急務ですが、地域を守り、地域で育つ子どもたちのために身近な自

治体行政の果たす役割は重要です。 

 

（２）無利子の第 1種希望者の多くを切り捨てる「大学・専門学校などの予約奨学金制度」  

 「大学・専門学校などの予約奨学金制度」の第 1種(無利子制）希望者は 1,073 人ですが、内定者は

471人で 602 人が切り捨てられています。有利子の第 2 種希望者は 1,385 人で、内定者は 1,300 人と

なっています。 

 予約奨学金制度の改善のため必要なこととして、「手続きの簡素化」とともに「進路決定の時期ま

で申請をのばす」ことが、それぞれ 5割を超えてあげられています。第 1種採用枠を増やし、「大学

の予約採用が受けられなかったために大学進学をあきらめた生徒がいる｣という深刻な事態の広がり

を止めなければなりません。 

 

６．担当者の声 

 調査では、「就学保障に必要な制度の改善、新たな施策について」など生徒・保護者の状況や、滞

納者の指導、減免・奨学金の仕事を通じて担当者が感じていることについて尋ねています。 

  就学保障に必要な制度の改善については、高校教育の無償を求める声が根強くあります。また、今

回新たに通学区拡大･統廃合による遠距離通学にともなって、授業料の減免基準に算定することや通学
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費補助制度の導入等通学費問題についての記述が多くあります。 

 保護者の困難な生活実態、雇用の問題にも触れられています。「保護者のリストラ、低賃金、母(父)

子家庭が増加している。祖父母に養育されている生徒が２～3人いる。｣｢家計収入のための仕事の確保｣

｢不況で働きたくても、両親にそれなりの収入を得る働き口がない場合の家庭の収入基準の緩和を」｢授

業料の督促状に差出人に該当がないと返信された｣「リストラなどで失業、自営業者の大幅収入減など

で減免や奨学金を必要とする生徒が急増し、係の仕事も多忙化が著しい」などです。また、私費負担

等学校のあり方についても多くの意見がよせられています。｢授業料よりも PTA会費等私費会計が大き

いために滞納が繰り返される｣など学校徴収金の見直しを指摘する声も多くあります。さらに、「保護

者と話し合いを持とうとしても、保護者に約束を破られる」「減免制度をすすめるがなかなか手続き

しない｣「修学旅行や部活の遠征の費用を払ったので授業料が払えない等お金の使途の優先順位が変に

なってきている」等、生徒や保護者の意識の問題も指摘されています。 

 

Ⅱ．安心して高校生活を送ることができるように 

  各学校での各種納付金には、本来、学習等に不可欠で公的費用とすべき施設整備費や空調費等が含

まれており、貧困な教育予算を保護者負担でまかなうものになっています。この調査結果は、日本の

未来を左右する公共性の高い高校教育に「受益者負担主義」を持ち込む政府の教育政策の貧しさを告

発すると同時に、高校教育における保護者負担の軽減が急務であることを私たちに投げかけています。 

 困難を抱えているものに手厚くするという憲法･教基法の｢正義の原則」にたった行政施策が急がれ

ます。また、私たち教職員にとっても、大変重い課題を提起するものになっています。各種寄付金、

修学旅行費用、制服代などそれぞれ父母負担を軽減する観点からの見直しも求められています。同時

に、教育実践の課題としても、教育費の保護者負担を生徒自身の生活に直結する社会問題としてどう

学ぶのかが問われています。 

 私たちは、教育行政に対して憲法第 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」、同第 10条「行政の教育条件整備義務」に基づく高校授業料の引き下げ、減免措置・

奨学金制度の拡充など父母負担軽減をすすめるよう強く要求します。日高教は、「小泉構造改革」か

ら子どもと教育を守るために国民のみなさんと共同するとりくみをすすめ、目の前にいるすべての生

徒たちの修学を守るとともに国際人権規約（Ａ規約）第 13 条の留保項目を撤回させ、欧米なみの高校

教育の無償を実現するために力を尽くすものです。 
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Ⅰ  調査の概 要 

１．調査の趣旨 

「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。部分的な景気回復も中小企業や家計にまでは及ばず、大企業の収益が大規模に蓄積される

一方で、個人所得は減り続けています。このような状況の中で「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。 

本調査はこれらの実態をリアルに把握し、社会問題としてアピールするために実施したものです。また、

政府や地方行政にたいして生徒の就修学保障を求める運動の基礎資料にすると同時に、国際人権規約(A)の留

保条項（13条２項）の撤回に向けたとりくみの資料として生かすため実施しました。 

 

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：各校の授業料担当事務職員または教員 

 

４．調査の実施時期 

 2005年 10月（2005年 9月末日段階の過去３年間の調査） 

 

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 21 道府県・３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、大阪府、

兵庫、和歌山、島根、山口、香川、佐賀、長崎、横浜市、神戸市、大阪市 

                      

（２） 回答校数 

公立 89校（全日制 71 校、定時制 17校、通信制１校） 
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Ⅱ  調査結果のまとめ 

１． 初年度に保護者が負担しているすべての費用（１学年のみ対象） 

（１）  授業料・第１学年の年額 （ ）内は 04年の金額 

 〔全日制〕  114,000円  佐賀・長崎（112,800円） 

 115,200円   北海道・秋田・福島・長野・岐阜・滋賀・京都・和歌山・山口・香川 

               （111,600円）、青森、群馬、埼玉、神奈川、新潟、富山、静岡、愛知、 

                兵庫、島根 

   144,000円  大阪 

〔定時制〕   10,800円  山口 

14,400円   京都（13,800円） 

 15,600円  北海道（15,000円） 

 18,000円  和歌山（14,400円） 

 21,000円  静岡 

 25,200円  香川（24,000円）、島根 

 26,400円  福島（24,000円） 

 30,960円  長崎（30,480円） 

 31,200円  秋田・長野・岐阜・滋賀・大阪（30,000円）、青森、群馬、埼玉、神奈川、 

       新潟、富山、愛知、兵庫 

      １単位あたり 1,500円  佐賀 

 

  

  上記以外の都府県の授業料は以下の通り。2005年度の基準額（地方交付税算定の基準となる単

位費用）は、全日制が年額 115,200 円、定時制が同 31,200 円で前年度と同額。（『内外教育』

2005年 12月 2日付より） 

 

〔全日制〕 108,000円  鳥取            

   114,000円 三重・徳島・熊本・大分・宮崎・鹿児島（112,800円）、沖縄（111,600円） 

   115,200円    岩手、山形、茨城、千葉、石川、山梨、岡山、広島、愛媛、高知、宮城・ 

            栃木・東京・福井・奈良・福岡（111,600円） 

〔定時制〕  15,600円  奈良（15,000円） 

               21,000円  山梨 

        27,600円   広島、大分（26,400円） 

         28,800円   鳥取 

 30,000円   三重（27,600円）、福岡（28,800円）、熊本 

 30,960円   宮崎（30,480円）  

 31,200円   岩手、茨城、群馬、埼玉、千葉、石川、徳島、愛媛、高知、宮城・東京・ 

            福井（30,000円）鹿児島（30,600円） 

 １単位あたり 1,200円 岡山 

 １単位あたり 1,560円 山形  

      １単位あたり 1,530円  沖縄（1,500円） 

 １単位あたり 1,620円 栃木  

 

  

参 考 資 料  



      - 7 - 

（２） 授業料等学校納付金 （年額）    

※寮費を除いた金額の平均 

 

〔学校納付金として徴収しているものの内訳〕 

通信制 入学金 450 円/授業料 4,080 円/生徒会費 1,200 円/日本学校体育健康センター 210 円 合計 5,940円 

 

 

その他として上記以外の名目で徴収されたものとその額 

入学協力金…20,000円／教育振興費…5,400円、9,600円／宿泊研修積立金…30,300円 

野外活動費ほか…33,000円／遠足…3,200円／特別教育費…16,500円／ 

同窓会費…1,200円、4,000円、4,800円、8,000円 

図書費…2,400円／芸術鑑賞ほか…3,840円 

定時制振興費…4,110円、6,000円 

 

内訳 全日制平均 最低額～最高額 定時制平均 最低額～最高額 

入学金   5,628円 5,500 円～5,650円 1,768 円 0 円～2,100 円 

授業料 117,955円 114,00円～144,000円 25,299円 10,800円～31,200 円 

PTA会費（含入会金） 

(徴収している学校数) 

7,511 円 

(70校) 

1,000 円～39,700円 5,710 円 

(16校) 

2,400 円～11,200円 

生徒会費（含入会金） 6,984 円 

(68校) 

600円～14,400 円 5,188 円 

(16校) 

250円～8,550円 

後援会費 7,554 円 

(51校) 

900円～26,500 円 4,987 円 

(6 校) 

1,000 円～10,000円 

学年費 28,676円 

(53校) 

500円～136,800円 11,030円 

(13校) 

1,925 円～47,050円 

修学旅行積立金 63,487円 

(40校) 

3,100 円～125,000 円 30,247円 

(7 校) 

5,250 円～55,560円 

部活動振興費 7,251 円 

(36校) 

1,000 円～20,000円 1,400 円 

(2 校) 

1,000 円～1,800円 

進路指導費 4,914 円 

(25校) 

500円～27,600 円 667円 

(3 校) 

300円～1,000円 

冷暖房費 5,397 円 

（6校） 

1,520 円～9,720円 0 円 0 円 

設備費 5,669 円 

（7校） 

4,200 円～9,960円 1,000 円 

（1校） 

1,000 円 

卒業アルバム積立金 7,767 円 

（6校） 

700円～15,500 円 1,500 円 

（1校） 

1,500 円 

給食費 
－ － 

28,235円 

（13校） 

1,320 円～58,440円 

その他 21,908円 

（46校） 

  1,080円～ 

   492,000円（寮費） 

4,858 円 

（12校） 

600円～10,530 円 

学校納付金 全日制平均 最低額～最高額 定時制平均 最低額～最高額 

216,487円 132,922円～341,750円 86,987円 34,200円～166,300円 

※（ ）内はその名目で徴収している学校数です 
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（３） 生徒が各自で購入するもの （年額）  

 全日制平均 最低額～最高額 定時制平均 最低額～最高額 

各自で購入（男子） 87,320円 21,360円～178,380円 17,397円 2,200円～35,020円 

各自で購入（女子） 94,894円 47,298円～190,980円 17,518円 2,200円～35,020円 

 

〔購入するものの内訳〕 

通信制 教科書 15,683 円 

 

（４） 授業料等学校納付金＋生徒が各自で購入するもの （年額） 

 全日制平均 最低額～最高額 定時制平均 最低額～最高額 

男子 304,459円 141,250円～431,557円 100,578円 36,400円～192,073円 

女子 310,029円 141,250円～432,142円 99,655円 36,400円～192,073円 

 

（５） 各学校の通学費の最高金額 （年額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 通学費を含んだ経費の総額（年額） 

 全日制平均（通学費の回答のあった 38校が対象） 定時制平均（通学費の回答のあった 11校が対象） 

男子 471,842円 231,277円 

女子 475,105円 229,707円 

内訳 全日制平均 最低額～最高額 定時制平均 最低額～最高額 

制服（男子）夏冬計 43,696円 2,800 円～70,900円  － － 

制服（女子）夏冬計 52,658円 3,550 円～86,921円 － － 

体操服・靴・上履き（男子） 

（購入させている学校数） 

18,826円 

（64校） 

3,670 円～36,000円 10,043円 

（15校） 

2,200 円～18,450円 

体操服・靴・上履き（女子） 18,200円 

（63校） 

3,670 円～36,000円 9,639 円 

（14校） 

2,200 円～18,300円 

教科書 11,970円 

（60校） 

5,440 円～30,048円 7,973 円 

（7校） 

5,230 円～18,400円 

副教材 15,404円 

（47校） 

1,000 円～80,000円 5,870 円 

(6 校) 

550円～15,248 円 

実習服代 6,960 円 

（14校） 

1,400 円～14,769円 4,160 円 

（4校） 

2,000 円～5,418円 

※（ ）内はその名目で購入させている学校数です 

0
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学校数 

   全日制 

   定時制・通信制 

金額の最も多かった学校 

 全日制 

  374,880 円（長崎・全総） 

 定時制 

  462,000 円（長崎・定普） 
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２． 修学旅行積立金総額 

 （全＝全日制 定＝定時制 通＝通信制 普＝普通科 職＝職業科 総＝総合学科） 

 

○沖縄 61,077円（兵庫・定普）、61,974円（和歌山・全普職）、68,053円（愛知・全普）、

70,000 円（長野・全職）、73,621 円（岐阜・全職）、74,000 円（大阪市・全職）、

80,000 円（静岡・定職）（静岡・全普）（香川・全職）（横浜市・全普）（和歌山・

全総）、88,000円（滋賀・全普）、90,000円（神戸市・全普）（香川・全普）、110,000

円（福島・全職）（福島・全普）、113,654 円（新潟・全普）、120,000 円（秋田・

全普）、125,000円（青森・全総） 

○北海道 71,500 円（静岡・定普）、80,000 円（静岡・全職）、84,000 円（和歌山・全普）、

88,000 円（山口・全職）、90,000 円（兵庫・全普）、92,000 円（横浜市・全普）、

92,730円（山口・定普）、95,000円（香川・全職）、98,000円（香川・全職）、 

100,000円（長野・全職）、124,800円（埼玉・全職） 

○関西方面 60,000 円（長崎・定普）、68,000 円（秋田・全普職）、80,000 円（群馬・全総）、

87,700円（福島・全普）、90,000円（北海道・全普）、93,000円（北海道・全普）、

100,000円（秋田・全職）、100,264円（北海道・定普）108,972円（北海道・全職）、

110,000円（福島・全総）（青森・全普）、120,000円（青森・全職） 

○長野 59,000 円（大阪市・全職）、63,807 円（愛知・全職）、65,000 円（愛知・全普）、

70,000円（神戸市・全職）、73,798円（愛知・定職）、74,000円（大阪市・全職）、

75,000円（和歌山・全職）、78,000円（長崎・全普）、82,000円（長崎・全総）、 

○九州 60,000円（愛知・全普）、63,611円（愛知・全総）、75,000円（大阪市・全普） 

○東京 84,909円（秋田・全総）、85,600円（長崎・全職） 

○東北方面 72,000円（大阪市・全普）、76,000円（山口・全普）、78,000円（大阪市・全職） 

○関東方面 90,000円（新潟・全総） 

○愛知万博 100,000円（富山・全普職） 

○海外       韓国 76,000円（山口・全普） 81,000円（長崎・全普） 90,000 円（和歌山・

全普） 127,000円（北海道・全総）、ニュージーランド 96,500円（神戸市・全普）、

マレーシア 97,000 円（香川・全職）、グアム 98,000 円（兵庫・全普）、オースト

ラリア 180,000円（佐賀・全普） 230,000円（岐阜・全職）、 

 

○実施していない  全日制４校…富山・全普職、富山・全普、富山・全職、大阪府・全普 

 定時制・通信制９校…京都府・通普、青森・定職、富山・定普職、横浜市・定総、

 香川・定職、和歌山・定普、和歌山・定普、島根・定普、長崎・定普 

 

 

 

 

 

 

 

 

全日制平均 最低額～最高額 定時制平均 最低額～最高額 

91,503円 59,000円～230,000円 77,053円 60,000円～100,264円 
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３．授業料滞納の状況 

（１） 授業料滞納者数と全生徒数に対する割合  

 

 2003 年９月期の納期限現在

の未納者数（全生徒数に対する割合） 

2004 年９月期の納期限現在

の未納者数（全生徒数に対する割合） 

2005 年９月期の納期限現在

の未納者数（全生徒数に対する割合） 

全体 1,722人（3.26％） 2,024人（3.91％） 2,475人（4.93％） 

全日制 1,594人（3.26％） 1,788人（3.73％） 2,055人（4.43％） 

定時制 128人（5.68％） 236人（9.31％） 420人（16.09％） 

 

〔滞納者の多い学校の例〕 

 

2003年９月期の納期
限現在の未納者数
（全生徒数に対する割合） 

2004年９月期の納期限
現在の未納者数
（全生徒数に対する割合） 

2005年９月期の納期限
現在の未納者数
（全生徒数に対する割合） 

秋田（全・職）   51人（10.52％）   80人（16.43％）   53人（11.25％） 

神戸市（全・職）   86人（12.36％）   92人（13.18％)   91人（12.91％） 

和歌山（全・職）   48人（15.00％）   41人（13.27％）   37人（12.50％） 

長崎（全・普）   29人（16.96％）   21人（11.54％）   29人（16.96％） 

大阪市（全・職）   84人（12.07％)   162人（23.11％）   87人（12.70％） 

長崎（全・普）   41人（19.8％）   36人（17.14％）   26人（13.33％） 

群馬（全・総）   161人（36.84％）   163人（37.39％）    145人（34.52％） 

島根（定・普）       10人（15.63％）   12人（20.00％） 

青森（定・職）    23人（23.47％）   29人（25.44％） 

長崎（定・職）     50人（33.33％）   50人（37.31％） 

山口（定・普）   30人（37.97％）   48人（53.93％）   17人（19.54％） 

愛知（定・職）   65人（45.14％）   70人（46.98％）   64人（47.76％） 

 

（２） 長期滞納者の特徴的な滞納理由（３つまで） 

ア．リストラ・失業・倒産 40校    50％ 

イ．転職 9校    11％ 

ウ．事故・病気・死亡 13校    16％ 

エ．離婚 26校    33％ 

オ．火災・風水害・地震などの災害 0校     0％ 

カ．ローン返済 8校    10％ 

キ．もともと減免対象基準すれすれの家計収入である 39校    49％ 

ク．保護者の授業料に対する意識の問題 51校    64％ 

その他 8校    10％ 

その他の記述から 

＊家庭崩壊 ＊口座引き落とし時の残高不足による滞納 ＊携帯電話を持っていて、車で送迎されていても

授業料を滞納する。小学校の時から学習費や給食費を払わず卒業する生徒がいる。＊修学旅行の旅費を払え

ず、出発直前まで納入を待つ例が十数件ある。 ＊行政手続きに対する不慣れ、生活全般の自律性欠如 ＊

父子家庭・母子家庭が多く、経済的に不安定な家庭が多くなった。ちなみに、現在の１年生の父子家庭・母

子家庭などは 47％である。 
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４．授業料滞納者への対応 

（１） 授業料滞納者への対応に関して、道府県市教育委員会から学校への指導 

（○以下は授業料滞納に対する退学・出校停止などの条例・規則） 

 

北海道 

○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。…

未納者に対しては学校が督促・催告を行う。 

道府県市教育委員会から学校への指導 

＊“授業料の事務処理マニュアル”により対応する。｢未納者整理票｣を作成し、督促の状況を記録整理する。 

＊一般指導として、督促文書の遵守とともに、電話・訪宅による督促に努めるよう指示がある。 

 

青森 

○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｣ 

指導 

＊経済的理由の場合、授業料免除申請をすすめ、制度を活用させる。 

＊県学校学則第 25 条で｢授業料の滞納が納期限経過後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｣とあるが、県教委ではこの条項での退学をさせてはならないと指導している。 

 

秋田 

○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」 

 

福島 

指導 

＊学校として減免手続きをするよう指導 

＊授業料徴収マニュアルの制定 

＊滞納者への出席停止は以前から明記されていたが、より一層の徹底を図るため｢３ヶ月以上｣を入れた。 

＊学校として減免手続きをするよう指導 

 

群馬 

指導 

＊３ヶ月滞納で委員会(校内)設置、６ヶ月で弁明させ、その内容等により停学、以後３ヶ月経過で改善無し

の場合除籍(05.4から) 

 

富山 

指導 

＊富山県の場合は滞納状況を掌握する程度 

＊特になし。但し、現在、事務職員協会と事務長会と教委の三者で、対応の指針策定に向けて協議中。 

 

埼玉 

○埼玉県立高等学校通則 
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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  

 

横浜市 

○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。前項の規定により督促をしても、なお納入しないときは、出

席を停止し、又は除籍することができる」 

 

岐阜 

○岐阜県高等学校管理規則 第 43条の３ 

 授業料を納入しない生徒は、将来に向かっての入学許可の取り消し、すなわち除籍することになる。 

指導 

＊H12.3.24付教総第 769号 高等学校授業料等滞納者に対する措置について（通知） 授業料等を納入しな

い生徒は除籍することになる。…過去において除籍した実績がないことから、今回高等学校管理規則に規定

するものとする。また、高校においても、規定があることで指導しやすくなることから規定する。 

 

静岡 

○静岡県立高等学校学則 第 38条 

「校長は、授業料を正当の理由なく納付しない者に対して、出席を停止し、又は除籍することができる」 

 

長野 

○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、正当な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」 

 

愛知 

○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」 内規｢入学料およ

び授業料の未納者の取り扱い｣ ◎入学料(納期 4/20)→納期限 20 日以内督促状(納期 10 日以内)→聴

聞手続き→入学許可取消。◎授業料(納期限毎月 20日)→６ヶ月滞納→聴聞手続き→退学。 

 

滋賀 

○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」 

 

京都府 

 学期を超えて未納の場合、除籍処分の文言はある。 

 

京都市 

○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 
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大阪市 

○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」 

 

兵庫 

指導 

＊保証人に連絡（４ヶ月分未納） 

＊H17.10.1より、１ヶ月未納より督促状を発送する。３ヶ月未納の場合、保証人へも連絡する旨を予告。４

ヶ月未納より出席停止を命ずる場合があることを通告するようになった。 

 

和歌山 

○和歌山県高等学校規則 第 26条第４項 

「校長は未納が正当な事由なく納期限１ヶ月を超えるに至ったときは、その生徒の出席の停止を命じ、

…出席の停止を命ぜられ１ヶ月に及びなお未納の者があるときは、除籍することができる」 

指導 

＊授業料対策委員会をつくり、未納者に対して、事務員だけでなく担任や管理職も含めて対応する。 

 

島根 

○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｣ 

 

山口 

○山口県立××高等学校学則基準第 32条第２項 

「出席停止または除籍することがある」 

 

香川 

○香川県立学校の管理運営に関する規則第 39条 

「校長は授業料を滞納している生徒に対し、出席を停止させ、または退学をさせることができる」 

 

佐賀 

○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」 

 

長崎 

 授業料免除制度の活用。滞納に対する例規はない。 

 

（２） 条例・規則を根拠にした授業料滞納者に対する処分（今年度） 

ある 2校（香川・全職）（横浜市・定総） 

ない 82校 

無回答…5校 
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（３） 滞納者が中途退学・卒業する際の滞納金の処理 

ア．最後まで保護者に追求 65校 84.4％ 

イ．学年費・団体費（PTA・同窓会費など）を充てる 6校 7.8％ 

ウ．担任・管理職が立て替え 2校 2.6％ 

その他 10校 13.0％ 

無回答…12校 

その他の記述から 

＊該当者なし(5 校)  

＊卒業時点でまだ滞納し、その後も連絡するが未納が大半。 

＊積立金の残金を充てる 

＊教育振興会の奨学金を貸すこともある 

＊修学旅行等積立金を充てる 

 

５．経済的理由による高校生活への影響（複数回答） 

ア．中途退学 11校 19.6％ 

イ．修学旅行の不参加 24校 43.0％ 

ウ．卒業アルバムを買えない 3校 5.4％ 

エ．部活動に参加できない 9校 16.0％ 

オ．体の不調・ケガの治療のための通院ができない 6校 10.7％ 

カ．参考書などが買えない 5校 8.9％ 

キ．通学定期が買えない 5校 8.9％ 

ク．給食をやめる（定時制） 1校 9.1％ 

その他 21校  

無回答…33校 

その他の記述から 

＊該当者なし(12校)  

＊１年スキー実習の不参加、大会参加費が出ない 

＊アルバイトで生計を立てている 

＊アルバイトで疲れ、授業に集中できない。 

＊中途転学(通信制) 

＊進学をあきらめ、就職内定した 

＊進学断念による学習意欲の低下 

＊本校は、授業料未納による除籍が多く、進級？１年目、３年目になると一定単位取って中退。 
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６．授業料減免制度 

（１） 授業料減免者数 

  03年全額 03年半額 03年合計 04年全額 04年半額 04年合計 05年全額 05年半額 05年合計 

全体 4,174 人 231人 4,405 人 5,160 人 354人 5,514 人 5,953 人 305人 6,258 人 

％   8.61   10.92   12.77 

全日 4,015 人 225人 4,240 人 4,897 人 345人 5,242 人 5,504 人 297人 5,801 人 

％   8.67   10.93   12.50 

定 159人 6 人 165人 263人 9 人 272人 449人 8 人 457人 

％   7.32   10.73   17.50 

 

（２） 現行制度の問題点・基準の見直し等の動き 

○家計収入の基準の緩和が必要（秋田・全普職） 

○住民税額で判断しているが、生活保護基準(例えば 1.5 倍)を元にして判断した方が良いと思う。（愛知・

全普） 

○授業料減免申請の手続きをしない父兄がいる（静岡・全普） 

○非課税世帯は半額免除となるが、課税強化により基準が厳しくなる。（青森・全職） 

○お金があっても払わない人の対応が統一されていない（新潟・全総） 

○減免基準が市町村民税額による算定であるが、税制改悪により扶養控除の縮小等が懸念されることから、

税制改正に左右されない減免基準の創設が必要。減免基準の児童扶養手当受給について、01年度入学者から

全部支給のみ対象となったが、母子家庭の増大・収入状況・家庭環境から｢一部支給｣も認めるべきである。

05.4月から減免権限が学校長へ全部委任された。生活保護世帯について、05 年度から高校就学費用が支給さ

れることから、減免基準から外させる。（愛知・全普） 

○所得把握が家計＝家族で、父母・子どもの家族実態に合わない。また、住民票と家族状況が異なり、｢家族｣

の把握はむずかしい。（群馬・全総） 

○少しずつであるが、減免許可基準額が上昇している。(秋田・全職) 

○年度途中の確認(市町村民税、児童扶養手当)をなくし、当初承認のまま年度末まで減免とすること。児童

扶養手当一部負担の非該当。（愛知・全総） 

○父がガン等で入院し、家計が著しく悪化しても、母親に所得があるため基準を満たさない場合免除できな

い。母子家庭とみなすことができれば認定できるが、それができない。（香川・全職） 

○離婚、失業以外はほとんど所得証明で判断されている。(大阪市・全普) 

○配偶者特別控除制度の見直しにより、配偶者に所得があるかどうかわからなくなった。そのため、兵庫県

においては｢０円｣の申告をさせて証明書を申請書に添付させている。（兵庫・全普） 

○家計収入基準額の地域較差が大きいこと（北海道・全職） 

○基準の見直し：今年度まで生活保護受給世帯は授業料免除対象となっていたが、生活保護制度が改正され

たことに伴い、平成 18年度より生活保護受給世帯は免除対象とならなくなる。（北海道・全総） 

○必要書類のとりまとめに手間がかかる（和歌山・定普） 

○収入基準が相対的に高くなってきている←収入減（横浜市・定総） 
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（３） 減免制度改善のために必要なこと（複数回答） 

ア．家計収入基準の緩和 38校 （53.5％） 

イ．添付書類の簡素化 25校 （35.0％） 

ウ．減免適用の遡及 22校 （31.0％） 

エ．減免制度の広報の徹底 23校 （32.4％） 

オ．成績基準をなくす 3校 （ 4.0％） 

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 （13.0％） 

その他 8校 （11.3％） 

無回答…18校 

その他の記述から 

＊家族全員の収入を基準にするのではなく、監護者の収入を基準にする 

＊持ち家世帯のローンを考慮する。 

＊住民税の所得割による減免基準２万円以下があるため、定率減税が廃止になれば所得割２万円以下の引き

上げ。 

＊所得証明等の無償化。非課税家庭や児童扶養手当受給家庭の無条件減免適用。 

＊教育長認定の基準緩和 

＊様々な家庭事情により、公的書類が揃わない生徒への校長裁量権の拡大。 

＊兄弟姉妹・祖父母の所得を算入しない。入学時に学費納付についての誓約書を提出させる。 

＊校長専決範囲の拡大 

 

７．奨学金制度 

（１）高校奨学金制度の受給者数 

 

 

 

 

 

 

（２）日本学生支援機構の奨学金業務が都道府県に移管されたことによる問題 

○奨学金制度の周知が相変わらず不足している。 

○中学校で予約内定を受けた生徒が高校に進学後、高校へ名簿が来ないケースがあり、係が把握できず、申請もれになる

ところであった。 

○経済的要件が厳しい 

○奨学金ではなくローンである。 

○２・３年生が過渡期にあたり、２種類の手続きがあるのでやや煩雑である。 

○県に移管されて事務処理がしやすくなった（連絡等しやすくなった） 

○同じ家庭の姉弟で、姉は日本学生支援機構で現在奨学金を受け、本年入学した弟は県奨学金に申し込んだが、祖父母の

年金も収入に入るため、奨学金が受けられなかった。 

○制度変更の事務処理はことのほか複雑であり、本務外の業務(教務・庶務)がより増加の実態です。 

 03年度 04年度 05年度（9月末現在） 

日本育英会 651人（1.23％）   

日本学生支援機構  961人（1.85％） 814人（1.62％） 

各県育英会 286人（0.54％） 389人（0.75％） 640人（1.27％） 

その他 338人（0.64％） 600人（1.16％） 703人（1.40％） 

計 1,275人（2.41％） 1,950人（3.76％） 2,157人（4.29％） 
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○インターネットでの申し込みができるようになると便利です。 

○特に問題はなかったが、教委から各学校への周知がなされていなかった。 

○移行期間中であるため、担当者及び奨学金受給希望者とも事務手続きにとまどっている。 

○住民票の提出など、提出物が多いので困る。成績基準が厳しくなった。 

○将来、返還事務が学校に移されないか不安である。 

○申請手続きが非常に煩雑になった。希望者１名につき 13種類の書類を増刷りして配布・回収しなければならない。 

○中学予約が今年は徹底されていなかった。予約者１名。 

○受給方法について：学校口座に振り込まれて、それを各家庭の口座に振り込むので、手数料がかかる上事務負担もある

(手数料は個人負担としている)。 

○今年度１年生から県育英会だけに選択機会の幅がしぼられた。応募が殺到し、推薦などの手続きに大変な労力がかかっ

た。何より不採用になった生徒を思うと気の毒である。 

○異なる制度が併存するため、担当者にとっては複雑である。 

○県財政減少で採用人数が削減される可能性大 

○文科省は、移管内容を事前に移管機関や学校は当然のこと、国民に対して周知を徹底すべきである。 

○旧日本育英会は労組もしっかりしていて信頼できていましたが、県教委事務局は機械的にやっているだけの印象を受け

る。 

○日本学生支援機構は本人口座に奨学金が振り込まれるが、日本高等学校奨学会は３ヶ月毎に学校長経由で支払われるた

め、多額の現金を取り扱うことになり、また、生徒も多額の現金を持ち歩くことになるため、紛失・盗難の危険がある。

事務量もたいへん多くなった。 

○コンピュータ入力による申し込みのため混雑する（パソコン室） 

○自治体独自の修学援助制度とあいまって、複雑・繁雑化している。在学生の奨学金業務については本部(東京)に問い合

わせるのが多大な労力である。 

（３）現行奨学金制度について緊急に改善すべき点（複数回答） 

ア 成績基準をなくす 16校 24％ 

イ 家計収入基準を緩和する 26校 39％ 

ウ 手続き書類を簡素化する 37校 56％ 

エ 広報の徹底 9校 14％ 

オ 貸与制から給与制にかえる 14校 21％ 

カ 年度途中も申請できるようにする 19校 29％ 

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 5校 8％ 

ク 申請期間をのばす 5校 8％ 

その他 8校 12％ 

無回答…23校 

その他の記述から 

＊直接、家庭・本人とのやりとりにしてほしい。 

＊採用の基準があいまい 

＊一人当たり 13枚もの書類が必要で、押印自書等、申請者への説明が大変でミスも多かった。 

＊年度初めに授業料減免申請手続きと事務作業が集中するので、申請時期を７月以降にしてもらいたい。 

＊経済状況によっては必要。もしくは一時給付金の条件を緩和する。 

＊横浜市は、学校担当者から生徒へ現金を渡す形なのですが、繁雑なので、生徒口座へ振り込みにしてほしいです。 

＊併給を認める 

＊兵庫県・明石市の奨学金制度にしても、貸与制であるので、生徒も借りにくいし、事務室も途中で辞めそうな生徒に

制度を勧めるのに躊躇する点が問題である。 
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（４）「緊急採用奨学金制度」の対象になった生徒 

 

 

 

（28校が回答） 

 

〔 主な理由 〕 

ア．リストラ・失業・倒産 21 校  （75％） 

イ．転職 2 校   ( ７％） 

ウ．事故・病気・死亡 10 校   ( 36％） 

エ．離婚 8 校   ( 29％） 

オ．火災・風水害・地震などの災害 1 校    （3.6％） 

その他(低所得) 1 校   （3.6％） 

 

（５）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 

〔 予約奨学金制度の改善のために必要なこと 〕 （複数回答） 

ア．進路決定の時期まで申請をのばす 24校 （50  ％） 

イ．有利子制をやめる 18校 （37.5％） 

ウ．対象者数をふやす  8校 （16.7％） 

エ．手続きの簡素化  26校 （54.2％） 

その他 5校 （10.4％） 

無回答…41校 

 

その他の記述から 

＊第一種は貸与金額が決まっているのを、二種のように３万、５万、８万、10万の選択制にしたらよいと思う。 

＊インターネットで申し込まなければならず、生徒への説明・入力が大変であった。 

＊大学に入学をしていない生徒に対して、高校で大学奨学金の事務をやることの是非 

＊学校での処理が多い 

＊インターネットによる申し込みの廃止、従来通り書面によるものとする。 

 

 

 

 

 

03年度 04年度 05年度（9月末現在） 

17人 38人 18人 

 内定者 希望者 

第一種奨学金（無利子制）   471人 1,073人 

第二種奨学金（有利子制） 1,300人 1,385人 
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８．修学奨励金（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） 

 

 

 

〔修学奨励金制度の問題点〕 

○毎年度申請を要すること。国の三位一体改革のなかで補助金削減に伴い、制度自体が流動的なこと。（京都府・通普） 

○勤務形態及び給与の金額により対象でなくなる等、基準があいまいである。（青森・定職） 

○募集時期が遅い(９月以降になる)（静岡・定職） 

○日本学生支援機構との併給を認めないこと。親に一定の所得が必要なこと。（静岡・定普） 

○途中で辞めた場合（または仕事を辞めた場合）変換しなければならない点が問題である。（兵庫・定普） 

○貸与制であること。手続き書類が面倒。（和歌山・定普） 

○連帯保証人の資産状況報告書等、他奨学金制度に比べて複雑で利用しにくい。（島根・定普） 

○申請時に印鑑証明を提出し、保証人に自覚を促さないと、中途退学者の返金（集金）がむずかしい。（長崎・定職） 

 

（２）教科書給与・夜食費補助について県の変化 

青森 

定時制生徒の教科書貸与・夜食費補助が削減されつつある。また、１年次入学生は対象になりにくく、

本校では全員より徴収し、申請により給与している。 

 

静岡 

05 年度から、90 日間以上の仕事の実績がないと補助が出ないようになった。実質半年経たないとその

くらいの実績は出ないので、支給が遅れる。 

 

愛知 

生活保護世帯の生徒は対象から外された 

 

京都府 

具体的には指示はないが、有識者の状況確認や、申請を年３回行うなど事務が膨大になっている。また、

作業が非常に困難な実態が認識されていない。 

 

和歌山 

夜食費補助の減額を要求させた 

 

島根 

夜食補助金が減額になる予定。 

 

山口 

05年度より夜食費補助については単県事業となった。 

 

 

 

03年度 04年度 05年度（9月末現在） 

96人（4.26％） 100人（3.94％） 90人（3.44％） 
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９．地方自治体（道府県・市町村）の独自施策 

通学費補助など地方自治体が独自に実施している施策 

自治体名 内容 調査した学校で施策

を受けている生徒数 

秋田県湯沢市皆瀬地区 羽後交通バス定期代の 1/4を補助 35 

秋田県北秋田市 奨学金 3 

秋田県上小阿仁村 奨学金 0 

福島県岩代町 通学費 5 

富山県入善町育英奨学資金 １・２年 9,600円、３年 9,300円(２名)給与 1 

富山県宇奈月町育英奨学資金 高校生 10,000円給与、大学生 40,000円貸与  

富山県朝日町加藤森島奨学資金 高校生 8,000円給与、大学生 15,000円給与 0 

長野県 通学費貸与制度  

静岡県 高等学校遠距離通学費補助金 0 

神戸市 神戸市奨学金 77 

京都府 遠距離通学者の定期代 1/2を補助 通信制は対象外 

和歌山県 特別地域生徒通学費等補助事業 25 

和歌山県 遠距離通学費補助(所得による) 4 

和歌山県 就職している生徒で通学距離が一定㎞以上の生徒に補

助金が出る 

0 

島根県松江市 一人親家庭対象 つかんでない 

香川県高松市 奨学金 2 

 

 

10．高校生の修学保障に必要な制度の改善、新たな施策 

＊①減免基準の大幅緩和。②学区拡大・統廃合で遠距離通学が多くなっており、減免基準に通学費を算

定すべき。（北海道・全普） 

＊国際人権規約のＡ規約中の｢高校・大学教育の無償｣留保を早期に批准して、誰でも高校教育を受けら

れるようにすること。（青森・全職） 授業料の無償化（秋田・全職） 高校までは無償とする。（群馬・

全総） 授業料等の無償化。運営費予算だけでは足りず、受益者負担と称して父母から徴収金を集める

ことが許せない。教育費予算増が必要。（愛知・全職） 

＊①目的限定の補助制度があるとよい（修学旅行費補助、通学定期補助等）②授業料減免基準の緩和 

③奨学金の拡充（福島・全職） 

＊学費の前納制度（福島・全普） 

＊地域の学校に通学できること（小学区制の実現）。交通費が高いし、最近、公の交通機関の廃止で困

っている。（福島・全総） 

＊組合が本気で考えているなら、授業料以外の部活動や進学指導にかかる経費の父母負担を教員自らが

増やさない努力が必要である。（富山・全職） 

＊家計が大変な人ほど必要書類の提出が難しく、本当に必要な人には行き届きにくい制度となっている。

（富山・全普） 

＊長野県では、市町村民税所得割額２万円までの家庭を授業料全額減免していますが、今後の税制の改

正により、その影響が大きくなることが予想され心配です。（長野・全職） 

＊授業料減免基準の拡大。保護者負担の軽減から、団体会計・徴収金会計等、私費会計の見直し。（愛
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知・全普） 

＊公費の増額：ＰＴＡ会費も本来のＰＴＡ活動のみの運営に使用するならもっと安くできる。ＰＴＡ会

費の中から職員の土日の手当、旅費(クラブ指導)等が出されていることなど、県費の補助的に使用され

ている。教育振興費も不用となる。（愛知・全総） 

＊授業料免除だけでなく、修学旅行等の費用に関する援助措置がほしい。（兵庫・全普） 

＊所得制限のない貸付の奨学金制度の創設(借金・ローン等で苦しんでいる家庭が多いため)（兵庫・全

普） 

＊保護者の方に、修学保障に関わる制度の知識が充分に伝わっていないところがある。（香川・全職） 

＊県に移管せず、国の施策として完全に保護すべき（長崎・全総） 

＊授業料の撤廃もしくは修学保障すべてで所得要件、成績等の諸条件の撤廃。（京都府・通普） 

＊高校入学後、２年次より１年次の成績、出欠、特別活動等の成績が良い場合には、次年度の授業料等

を減額するなど、生徒の意欲向上が見られる施策があればよい。（青森・定職） 

＊｢給食の改善｣：厨房設備によるあたたかい(心のこもった)給食を提供してほしい。現在の外注による

給食は冷たい、まずい、残飯のムダ(毎日 1/3以上余る)と制度疲労に陥っている。厨房さえあればあた

たかい、旨い、残飯のない給食が実現する。合理化によって費用も抑えられると思う。（静岡・定職） 

＊教科書、夜食費を全員補助（愛知・定職） 

＊貸与制が多いので、本当の意味で負担軽減にならない。また、大学予約奨学金も利子が付いたりと、

経済的な弱者は専門学校・大学へも進学できないようになっている。すべて給与制にしてほしい。また

はせめて無利子にしてほしい。（兵庫・定普） 

 

 

11．担当者として感じること 

＊滞納者に連絡をとると、その理由として｢修学旅行や部活の遠征の費用を払ったので余裕がない｣とい

ったことがあげられる。修学旅行などに比べ、授業料を納めないと学校に行けないという意識は薄い。

（北海道・全職） 

＊滞納者について、納入の約束や納入の確約書を受領しても、なかなか期日通りに納入されない。納入

への意識が低いと思う。（北海道・全総） 

＊未納(授業料及び諸費)の増加。父母の経済的・リストラ等あるが、事務の係として未納解消のためや

ればやる程“取り立て屋”的言動になりがち。（北海道・全普） 

＊両親がそろっている家庭の収入基準の緩和（不況で働きたくても、それなりの収入を得る働き口がな

い）（青森・全普） 

＊滞納者の保護者に対して来校するよう要請するなど、未納をなくするための取り組みを行うが、連絡

も取れない。約束も守ってもらえないなど苦労をする。（青森・全職） 

＊制度の積極的利用、減免許可基準の緩和、保護者の納入意識。（秋田・全職） 

＊奨学金をもらうことに抵抗を感じる人がまだいる。書類を出さない家がある。口座引き落としに慣れ

ていない家庭が多い。（秋田・全普職） 

＊年々滞納者が増加していることが気になる。（秋田・全普） 

＊滞納が続くため、減免かつ奨学金の受給についてすすめるも、すぐに手続きする保護者が少なく、未

納が解決されない状態が多い。（福島・全職） 

＊授業料免除に該当すると思われるが、申請書を提出しないがために未納額がどんどん増えてしまい、

困ってしまう。（福島・全普） 

＊家計収入のための仕事の確保。納税額の減。授業料もそうだが、学校に関わるお金の支出が多すぎる

（保護者負担の軽減を！）（福島・全総） 

＊保護者のリストラ、低賃金、あるいは母(父)子家庭が増加している。祖父母に養育されている生徒が

２～３人いる。（富山・全普職） 
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＊授業料の滞納は監護者の責任であるが、授業料よりも PTA等の私費会計が大きいため、滞納が繰り返

されると思う。学校行事を行う上で生徒からの徴収金で賄われるのは如何なものか？また督促状が差出

人に該当がないと返信されたとき、まだまだ不況の影響を感じる。（富山・全普職） 

＊一般に減免の対象となるような家庭は滞納がない。むしろ、収入があっても他の生活費、借金のため

学校納金が滞ることが多い。背景には国民の生活苦があるにしても、直接的には保護者の意識が問題で

ある。（富山・全職） 

＊大学の予約採用を受けられなかったため、大学進学をあきらめた生徒もいるので、ぜひ対象者を増や

してほしい。（富山・全普） 

＊リストラなどによって生活が苦しいことがあげられます。（岐阜・全職） 

＊本校は滞納者が多いが、クラス担任に授業料の徴収業務を分担させるような傾向がある。（静岡・全

普） 

＊経済的に困難な生徒が多く、授業料未納者への督促にも困難さがある。また保護者も離婚家庭やリス

トラによる失業者も多く、経済的な基盤、施策が必要である。（愛知・全普） 

＊電話が切られたり、郵便を出して連絡を取るように促しても全然通じない保護者がおり、授業料の滞

納がどんどん積み上がっていくことが辛い。生徒たちは状況の悪い中でも元気に明るく生活しており、

応援していきたくなる。（愛知・全総） 

＊生活破壊・階層間格差が年々ひどくなっていて、それが生徒の未来への希望を、より持てなくしてい

ると思います。（兵庫・全普） 

＊制度の問題もあるが、保護者の意識の問題が最も大きい。保護者から相談があれば各種の制度につい

て説明することができるが、学校からの連絡にまったく反応のない保護者が多い。（兵庫・全普） 

＊６年間授免の担当をしているが、１学期の多忙さは激しい者がある。土日出勤、残業で何とか乗り越

えているが、本年であれば 230 人を超える申請があり、年々増加している。かなり疲れている。（神戸

市・全職） 

＊授業料減免申請手続きを事務職員に委嘱してもらいたい。（神戸市・全普） 

＊家庭状況が厳しくてもきちんと払う方がいらっしゃる一方、見栄(プライド)で減免や奨学金も受けず

支払わない方。また、どうにか支払わずに済めばと思っている方もいらっしゃる。こちらからの電話で

の督促に出ない方、全く無視する方もいらっしゃる。今の制度では卒業を認めないことになっているの

も関わらず、県教委から指示はなく、対応は学校任せである。（島根・全職） 

＊滞納者の指導が、担任を通して行われているところがつらい。担任が立て替えて払った場合もあると

聞いている。（香川・全職） 

＊携帯電話の出現で家計の状況が苦しくなり、授業料の滞納者が年々増加してきている。授業料を払う

という意識がだんだんと薄くなってきている。（香川・全職） 

＊向学心に燃え、がんばっている生徒の家庭については、何とか減免の適用をしてほしいと思う反面、

減免を当然の権利とし、手続きの応対も横柄で、奨学金については返済もしない家庭も多く見られる。

（佐賀・全普） 

＊経済的に厳しい家庭の援助とともに、納入意識の向上の対策も必要だと思います。督促の仕事が増え

て負担となっている。（長崎・全普） 

＊離婚が多く、子どもにとっては迷惑である。もっと社会教育も充実させるべきではないか。（長崎・

全総） 

＊真に生徒の修学援助に資しているか甚だ疑問。保護者(親)の生活資金、あるいは借金等の返済に充て

られているのが多くの実態である。（京都府・通普） 

＊納期までに確実に納めるという保護者の意識が薄いように思われる。（青森・定職） 

＊年間４～５万円の授業料等（生徒はアルバイトで収入は数万あるはず）の学校にかかる経費を支払え

ないで中退・除籍になっていく生徒を見ると、経済的負担だけの問題ではないと感じます。仕事・家庭・

子育てという環境と確かな学力保障ができなくなっている。“学校リストラ”の問題が反映していると

思います。（横浜市・定総） 
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＊減免基準に当てはまらないものの、複雑な家庭環境等により、授業料等の納付が困難な生徒について、

卒業後、分納する等の制度が必要。（富山・定普職） 

＊経済的には自立していても、本人や両親が夜勤の仕事のため対話がなく、滞納になるケースがある。

（静岡・定職） 

＊授業料の督促状を送っても何の反応もない（慣れ？）。滞納を続ける家庭では、教育に対する意識ラ

ンクが低いところにあるように思える。（愛知・定職） 

＊減免制度の保護者への周知徹底は必要である。保護者の授業料への認識の薄さを感じる。（義務教育

ではないので十分理解しているかと思うが、認識不足を感じる）（和歌山・定普） 

＊本校は母子家庭の生徒が比較的多いように思う。だから、経済的に恵まれていない家庭の生徒が多く、

滞納者の指導もしづらい部分がある。（和歌山・定普） 

＊授業料減免制度について：生徒の生活状況を見ると、本当に授業料支払いが困難なのだろうかと疑問

に思うことがある。（島根・定普） 

＊今年度から定時制の授業料について口座振替制度が始まったが、現金徴収のままという生徒、全日制

と比べると１ヶ月の授業料等の額が少額にも関わらず、残高不足による口座振替不能の多さを感じる。

定時制の授業料徴収事務については教員が協力的なので助かっている。（山口・定普） 

＊授業料は年度当初一括して徴収するため、滞納はない。しかし諸会費の滞納は多い。経済的に困窮し

ている家庭が非常に多い。（長崎・定普） 
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※ご記入は黒のボールペンかペンでお願いします 

高校生の修学保障に関する調査（2005年度） 

道府県名（         ）学校名（           ） 

課程（全・定）学科（普・職・総）記入者名（         ） 

１．全生徒数 

2003年度 2004年度 2005年度 

人 人 人 

２．初年度に保護者が負担しているすべての費用 （１学年のみを対象に） 

★入学説明会などで配布する納付金等のプリント（男女・学科）を送付してください。その場合該

当箇所の記入は不要です。 

生徒が各自で購入するもの 

制服（男子）夏冬計 円 

制服（女子）夏冬計 円 

体操服・靴・上履き（男子） 円 

体操服・靴・上履き（女子） 円 

教科書 円 

副教材 円 

実習服代 円 

その他（    ） 円 

その他（    ） 円 

計 円 

 

※制服・体操服は最小限必要なものの総額を記入して

ください 

 

 

 

 

 

３．通学費 

  交通機関を使って通学している生徒のうち最高金額（年額で）…（        ）円 

４．修学旅行 

  今年度実施した（する予定の）修学旅行積立金総額 一人あたり （       ）円 

                          行き先（            ） 

  修学旅行は実施していない（   ） 

 

 

 

授業料等学校納付金（年額） 

入学金 円 

授業料 円 

PTA会費（含入会金） 円 

生徒会費（含入会金） 円 

後援会費 円 

学年費 円 

修学旅行積立金 円 

部活動振興費 円 

進路指導費 円 

冷暖房費 円 

設備費 円 

卒業アルバム積立金 円 

給食費 円 

その他（    ） 円 

計 円 



      - 25 - 

５．授業料滞納の状況 

 （１）滞納者数 （過去の滞納者数もわかる範囲でお書きください） 

 

2003年度９月期の納期限現在の未納者数 人 

2004年度９月期の納期限現在の未納者数 人 

2005年度９月期の納期限現在の未納者数 人 

 

 （２）長期滞納者の特徴的な滞納理由  多いと思われるものを○で囲んでください（３つ以内） 

     ア．リストラ・失業・倒産  イ．転職   

     ウ．事故・病気・死亡  エ．離婚  オ．火災・風水害・地震などの災害 

       カ．ローン返済  キ．もともと減免対象基準すれすれの家計収入である 

      ク．保護者の授業料に対する意識の問題 

    その他  

   

  ６．授業料滞納者への対応 

   （１）授業料滞納者への対応に関して、道府県市教育委員会から学校への指導があった 

        場合はその内容をお書きください 

 

 

 

   （２）今年度、条例・規則を根拠にした授業料滞納者に対する処分がありましたか？ 

    

   （ ある ）   （ ない ） 

   

   （３）滞納者が中途退学あるいは卒業する際、滞納金はどう処理しましたか？ 

     ア．最後まで保護者に追求  

      イ．学年費・団体費（PTA・同窓会費など）を充てる   

    ウ．担任・管理職(または       )が立て替え  

    その他  

 

７．経済的理由による高校生活への影響について    

   今年度経済的理由による影響があったもの（複数回答可） 

     ア．中途退学    イ．修学旅行の不参加 

     ウ．卒業アルバムを買えない エ．部活動に参加できない 

     オ．体の不調・ケガの治療ための通院ができない 

     カ．参考書などが買えない  キ．通学定期が買えない 

     ク．給食をやめる 

     その他 
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８．授業料減免制度について 

 （１）授業料減免者数 

 2003年度 2004年度 2005年度 

授業料減免 
全額 人 人 人 

半額 人 人 人 

 （２）現行制度で問題と思われる点と基準の見直し等の動きがある場合はお書きください 

     

                  （３）

減免制度改善のために必要なこと（複数回答可） 

ア．家計収入基準の緩和   イ．添付書類の簡素化   ウ．減免適用の遡及 

エ．減免制度の広報の徹底   オ．成績基準をなくす 

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 

キ．その他 

 

９．奨学金制度について 

（１）高校奨学金制度の受給者数 

 2003年度 2004年度 2005年度（９月末現在） 

日本育英会 人   

日本学生支援機構  人 人 

各県育英会（       ） 人 人 人 

その他（         ） 人 人 人 

（２）今年度１年生から日本学生支援機構の奨学金業務が都道府県に移管されました。制度変更にかかわる

問題はありますか？ 

 

 

（３）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（複数回答可） 

 ア．成績基準をなくす  イ．家計収入基準を緩和する  ウ．手続き書類を簡素化する 

 エ．広報の徹底  オ．貸与制から給与制にかえる  カ．年度途中も申請できるようにする 

 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 ク．申請期間をのばす 

 ケ．その他 

 

（４）「緊急採用奨学金制度」の対象になった生徒は何人いますか？その理由は何ですか？ 

2003年度 2004年度 2005年度（９月末現在） 

人 人 人 

 主な理由 多いと思われるものを○で囲んでください（３つ以内） 

   ア．リストラ・失業・倒産  イ．転職  ウ．事故・病気・死亡 

   エ．離婚  オ．火災・風水害・地震などの災害  

 その他（                                     ） 
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 （５）「予約奨学金制度」の内定者・2005年度春の募集時の希望者数は何人でしたか？ 

    

 

 

 

   予約奨学金制度の改善のために必要なこと（複数回答可） 

     ア．進路決定の時期まで申請をのばす  イ．有利子制をやめる 

      ウ．対象者数をふやす   エ．手続きの簡素化 

            その他 （                               ） 

     10．修学奨励金等について（定時制のみ回答してください） 

   （１）修学奨励金を受給している生徒数 

2003年度 2004年度 2005年度（９月末現在） 

人 人 人 

    修学奨励金制度の問題点 

    

   （２）定時制生徒の教科書給与・夜食費補助について、県の変化がある場合はお書きください。 

    

    11.地方自治体（道府県・市町村）の独自施策について 

    （１）通学費補助など地方自治体が独自に実施している施策がありますか？ 

      （ ある ）   （ ない ） 

    ある場合は実施している自治体名・内容・施策をうけている生徒数をお書き下さい 

自治体名 内容 生徒数 

   

   

   

   

   

 

    12.高校生の修学保障に必要な制度の改善、新たな施策について 
     高校生の修学を保障するために必要と思われる制度の改善、新たな施策等について、ご意見があ

りましたらお書きください。 

  

 

     

   13.担当者として感じること 
     授業料等の担当者として、減免・奨学金の仕事や滞納者の指導を通じて感じること、背景となる生

徒や保護者の生活の状況などについて感じることなど、自由にお書きください。 

 

 

 内定者数 希望者数 

第一種奨学金（無利子制） 人 人 

第二種奨学金（有利子制） 人 人 
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