科研

後期中等教育・高等教育における「無償教育の漸進的導入」の原理と具体策に係る総合的研究

高校教育・高大連携グループ

『後期中等教育における無償教育の漸進的導入』研究報告書

高校授業料無償化政策の動向と市民運動の関与に関する考察
― 韓国・台湾と比較した高校無償化への課題 ―

小池

由美子

(埼玉県立川口北高等学校）

はじめに

― 本稿の目的と先行研究 ―

１．公立高校授業料無償化の政策動向と市民運動の関与
本稿の目的は、日本の高校授業料無償化政策の動向と市民運動との関与を考察し、教育
費の漸進的無償化を進めるための課題を論点整理することにある。
日本の高校授業料に関する先行研究として、渡部昭男の「高校授業料無償化法の見直し
に係わる論点

―「無償教育の漸進的導入」条項の留保撤回と遵守」

*1

がある。民主党政

権下で２０１０年度に実現した「公立高等学校に係わる授業料の不徴収及び高等学校等就
学支援金の支給に関する法律」が可決・成立し、教育費の無償化へ大きな一歩を踏み出し
た。しかし、２０１２年１２月に行われた総選挙で、政権は再び自民党・公明党に取って
代わった。３年後の見直し規定によって第１８５回通常国会で所得制限導入が審議され、
２０１４年度から就学支援制度に大きく後退させられたが、渡部の論考にはその問題の所
在が詳細に分析されている。
日本の選挙では、教育政策について有権者の関心は必ずしも高くはなく、無償化が大き
く公約に掲げられることはなかった。しかし、貧困と格差が拡大するにつれ、経済格差が
教育格差になっている実態をメディアが告発するようになり、「反貧困」の社会的運動と
相俟って注目されるようになった。そのプロセスと政策動向の関与の論考を試みる。
また、国政レベルの教育費問題のみならず、地方自治体によっては高校存続と地域存続
が一体化した課題になっている事例が増えてきている。地域住民の合意を得て、高校教育
への公財政支出を独自に行っている地方自治体が増えてきており、その事例研究を進める
ことによって、地方自治体からの教育費の漸進的無償化の実現を展望したい。

２．私学助成拡充を進めた市民運動と首長選挙・総選挙の公約
公立高校授業料無償化政策の動向に比して、私学助成は「取り残され感」が、特に私学
関係者を中心にあった。しかし、長年に渡る私学助成署名運動や請願活動と、各地の首長
選挙などの公約を通して、地方公共団体レベルでは一定の所得基準以下での私学の授業料
補助政策が実現しつつある。私学は建学の精神や独自の教育方針を堅持しているが、私学
助成と引き替えに行政の教育内容への介入があるのではないかと懸念する声が私学内部に
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もあったが、それを当事者同士が議論して克服し、私学助成運動を起こしていった歴史が
ある。詳細は２０１６年度公開研究会の永島民男氏の報告２に譲るが、私学に通っている
のは自己責任か、激しい論争が起きた大阪が先ず所得基準の大幅な引き上げを行い、埼玉、
京都など大都市圏がそれに続いた。さらに２０１６年に東京都知事に就任した小池百合子
氏は、私学助成の基準を大幅に引き上げた。２０１７年１０月の総選挙では、国民へのイ
ンパクトとして、安倍政権は就学前教育から高等教育までの無償化を公約に掲げ、各党も
教育費の無償化について積極的な公約を掲げた。しかし、今後は「改憲」の具として論議
するのではなく、権利としての無償化の在り方、財源問題、法的整備等の具体的な実効性
に注視していく必要がある。

３．韓国、台湾の高校授業料無償化政策との比較考察
科研では、２０１５年９月に韓国調査を行い、２０１６年３月に台湾国立嘉義大学の林
明煌准教授を招聘し、高校授業料無償化に係わる日台共同プロジェクト会議を開催した。
その結果明らかになった韓国、台湾の高校授業料無償化政策と市民運動と比較考察する。
この３国は、高校進学率が高く学校教育が過度に競争的であり、教育費の私費負担の多さ
が共通している。しかし、近年高校授業料無償化の動きが、それぞれの国で進み始めてい
る。 韓国の教育費問題については、申智媛が「韓国における学校教育改革の動向と課題」
の中で、私費負担の多さに警鐘を鳴らしている。

*2

台湾の教育改革と無償化政策について

は、林明煌が「台湾における学校教育改革の動向と課題」で記している。

*3

大学等の高等教育費の国際比較については研究が進んでおり、先行研究も多い。しかし、
高校授業料の国際比較については、テーマを絞って研究されているケースは少ない。日本
・韓国・台湾の高校授業料無償化政策はまだ緒に就いたばかりで、この３国を比較した研
究は新しいといえる。

Ⅰ．高校授業料無償化の国際的潮流と日本の政策動向
１．教育費無償化の国際的潮流
教育費無償化の国際的潮流については、国際人権Ａ規約について振り返っておきたい。
この人権規約は、１９６６年１２月１６日、第２１回国連総会において採択された。これ
は条約であり、締約国は規約に規定している権利を尊重し、確保し、或いはその完全な実
施のための措置をとることを約束している。日本がこの規約を批准したのはやっと１９７
９年のことであり、しかも(b）(c）は留保したままであったった。従って、日本政府は教
育費の無償化や条件整備には熱心であったとはいえない。２０１０年１月時点ではこの規
約を批准した１６０カ国中、（b）(c）を留保しているのは、日本とマダガスカルのみとな
った。
こうした国際人権 A 規約の批准の広がりを背景に、高校授業料無償化も国際的に普及
していった。その例として OECD 加盟国を参照する。２００８年時のデータでは OECD
加盟国３０カ国中、２６カ国が高校授業料は無償である。有償の４カ国はスイス、イタリ
ア、韓国、日本である。スイスは一部の州が有料だが他の州は無償である。イタリアは年
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間１５ユーロで日本円に換算すると２０００円程度である。韓国は授業料と育成会費を合
わせた額は年間１７７万２４００ウォンで、日本円に換算すると２２万６２９０円という
高額である。日本の授業料は年間１１万８０００円であった。OECD 加盟国と比較すると、
いかに高額であるかが歴然としている。

２．日本における高校授業料に関する政策動向
― 貧困と格差の拡大と高校生の社会参画 ―
２００９年８月の第４５回衆議院総選挙で民主党が圧勝し政権交代がおこり、民主党、
社民党、国民新党連立の鳩山内閣が成立した。政権交代の背景には、小泉政権による構造
改革の進行によって、貧困と格差が拡大したことも要因の一つに挙げられよう。
事例として、高校の教育費に関わる問題を挙げる。２００４年以降高校授業料の滞納率
が増加し、各地で表面化していった。当初は「払わないのは保護者のモラル問題」とする
*4

自己責任論も根強く 、授業料徴収強化の動きも見られた。

*5

具体的には、「授業料を４ヶ

月未納だと出席停止を命ずる場合がある」など通則を変える地方公共団体も相次いだ。

*6

２００８年４月には、千葉県と長崎県で入学金未納の新入生を入学式に参加させないとい
う事例が起こった。教育を受ける権利そのものが脅かされている実態が明かになり、「授
業料未納問題はもはや自己責任ではない」と社会問題化していった。その背景には「反貧
困」の社会的な運動がある。２００８年１２月３１日から２００９年１月５日のハローワ
ーク業務が再開されるまでの期間、複数の NPO 及び労働組合が日比谷公園に簡易宿泊所
*7

「年越し派遣村」を設置して緊急支援活動を行い、貧困を可視化させた。 こうした中で、
それまでなかなか認知されていなかった子どもの貧困の実態が、阿部彩著『子どもの貧困
―日本の不公平を考える』(岩波新書
退

２００８年 ）、青砥泰著『ドキュメント高校中

―今、貧困が生まれる場所』（ちくま新書

２０００９年）等を始めとして次々と明

らかにされていった。それと連動して高校生が、「お金がないと学校へ行けないの？」首
都圏高校生実行委員会や 、「大阪の高校生に笑顔をください」など有志団体を立ち上げ、
教育費の無償化を始め、「私学助成削減、定時制高校の教科書無償化給与廃止、授業料値
上げ」などに反対する運動を起こした。

*8

高校生たちは国会請願等も行い国会議員と直

接懇談し、授業料未納の実態等を伝え、高校授業料の無償化を訴えた。こうした中でメデ
ィアも 、「貧困と格差」から問題の本質を捉え、発信する方向に代わり、テレビ、新聞、
雑誌等で特集が組まれるという変化が起こった。*9

３．「公立高等学校に係わる授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関す
法律法」の成立
（１）市民の社会運動と無償教育政策の前進
こうした市民、高校生の運動や世論等が民主党総選挙「マニフェスト２００９」に反映
され 、「高校無償化」が盛り込まれた。政権についた民主党は、公約を守るべく第１７４
通常国会において「公立高等学校に係わる授業料の不徴収及び高等学校就学支援金の支給
に関する法律（平成２２年３月３１日法律第１８号 ）」（以下 、「高校無償化法 」）を上程
した。自民党からは「バラマキである」という批判もあったが、国会で審議の末可決され、
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２０１０年４月１日に施行された。その時の民主党の無償化理念は、教育を権利として捉
え、「高校生の学びを社会全体で支援します」というものであった。従って国会の論議で
は、教育費問題の本質は、受益者負担によって個人の利益に還元されるという教育の「私
事」化や、「自己責任」を乗り越えたのである。そして、公立高校の授業料無償化は、憲
法で保証された権利として、学びが個人の成長発達を保障し社会全体に還元されるもので
ある、という理念を具現化したといえる。しかし、この理念が国民の間にどこまで定着し
たかは、課題であったろう。
高校授業料の無償化が実現し、日本政府はそれを根拠として２０１２年９月１１日に国
際人権 A 規約第１３条２(ｂ)(c)の留保を撤回した。日本は中等教育、高等教育の無償化
へ大きな一歩を踏み出したかの様に見えた。
（２）「高校無償化法」の見直しと所得制限制度の導入
しかし、２０１２年１２月の第４６回衆議院総選挙で自民党が大勝し、自民党、公明党
の連立政権に交代した。続く２０１３年７月の第２３回参議院選挙でも勝利した安倍政権
は、高校授業料無償化を見直した。それは 、「バラマキをやめて所得制限を導入し、それ
を財源にして就学支援金制度を拡充する」という自民党の公約を実現するためであった。
２０１３年第１８５国会で改正案を上程し、９１０万円の基準で所得制限を導入すること
で、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」（以下「就学支援金法」）に一本化して
可決、２０１４年度から施行したのである。その趣旨説明を下村文科大臣(当時）は次の
ように説明している。
「高校無償化でございますが、これは平成二十二年度より導入され、現行法の附則第
二項における制度施行三年後の見直し規定を踏まえ、検証を行った結果、無償化前から授
業料が全額免除されていた低所得者にとって恩恵がなかったこと、私立学校の低所得世帯
の生徒には授業料を中心に依然として大きな負担があること、特定扶養控除の縮減により、
従来から授業料負担が小さかった生徒においては負担増となっていること、このような課
題があり、低所得世帯の生徒に対する一層の支援と公私間の教育費格差の是正を図る必要
があると考えております。
厳しい財政状況のもと、限られた財源を有効活用する観点から、就学支援金の支給に
所得制限を設け、低所得世帯の生徒への支援や公私間の教育費格差の是正に充てるための
財源を捻出するため、制度設計を行うものであります。」
この趣旨は、民主党政権下で「高校無償化法」が審議された第１７４回国会（２００９
年）でも自民党が主張していた論点と一致する。全世帯への無償化は「バラマキ」である
という批判も、社会的には克服できないままであったといえるだろう。与党が国会内で多
数を占め、法案審議が早かったこと 、「バラマキ」論と財源問題 、「就学支援金」という
名の下に低所得者に対する支援が厚くなるかのような印象等があり、反対の世論は上がら
ないまま「就学支援金法」が可決された。赤字国債の発行残高を勘案する際に、財源問題
は確かに切り離せない課題ではある。しかしこれらの論点には、いくつかの危うい問題を
孕んでいる。次にその問題について、国際条約との連関や、公財政支出、子どもの貧困の
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実態や、高校現場の混乱等のアプローチからを問題を整理したい。

４．所得制限導入が孕む問題点と高校生への影響
（１）国際条約の「無償化」の理念と公財政支出
第一は、２００９年第１７４国会と２０１３年第１８５国会で、決定的に異なるのは、
２０１１年に国際人権 A 規約第１３条２(b）(c）の留保を撤回していることである。こ
の人権規約には条約としての効力があり、高校無償化を根拠にして批准したわけであるか
ら、２０１３年の所得制限の導入は国としてこれに反する行為であるといえる。所得制限
導入と国際条例への違反性についての研究については、田中秀佳「教育財政制度原則の国
際動向」*10 に詳しい。
また２００６年第一次安倍政権下で改正された教育基本法第四条（教育の機会均等）に
おいても 、「経済的地位又は門地によって、教育上差別されない 。」と記されており、所
得が高い事によって授業料無償化の対象から除外されることには、問題があるといえる。
第二には、低所得層に恩恵がなかったという事に矮小化し、所得制限によって生じた財
源を一層の支援に充てるとしている点にも問題がある。２０１３(平成２５）年度文部科
学省予算案の配分を見てみよう。高等学校等就学支援金等は３９５，０１６百万円となっ
ているが、所得制限が導入された２０１４(平成２６）年度予算では３８７，６４３百万
円となっており、７，３７３百万円の減額となっている。「奨学のための給付金」制度が
新たに導入されたが、その額は２，８０４百万円であり、差額が４，５６９百万円生じて
いる。掛け声は大きかったが、実質的には「高等学校就学支援金等」の予算は減額されて
いるのである。その要因は、資格認定に市町村民税の所得割０円という厳しい所得制限等
があり、対象は極少数に限定されてしまったからであると考えられる。
第三には、税金の配分問題である。トマ・ピケティは、世界的に起きている富の資本家
への集積が貧困と格差を拡大し、社会や経済の不安定要素となっていることに警鐘を鳴ら
し、税の再配分の在り方を問題提起している。

*11

日本は、国際比較において教育への公財政支出が低い。OECD は２０１６年９月１５日に、
２０１３年の加盟国の GDP に占める教育機関への公的財政支出割合の調査結果を公表し
た。２０１６年９月１６日の朝日新聞朝刊記事よると、日本の割合は３．２％で３２位で
ある。比較可能な３３カ国中最下位のハンガリー３．１％に次ぐ低さで、OECD 平均の４．
５％を大きく下回っている。OECD のこの調査では、日本は２０００年度以降最下位か最
下位から二番目という状況が続いている。一方で、公的支出に私費負担を合わせた児童生
徒一人当たりの教育機関への支出では、日本は OECD 平均を上回っており、私費負担の
重さが表れている。文科省の概算要求に対して、財務省が厳しい意見をつけ減額している
実態もあるが、防衛費等は増額されており聖域がないわけではない。教育費の公財政支出
を国際比較すると、教育予算の拡大は急がれるべきであろう。それによって、教育費の私
費負担が軽減されれば、次のように財政的にも教育効果が上がるのである。
（２）子どもの貧困の連鎖と社会的損失
日本財団の『子どもの貧困の社会的損失推計

―都道府県別推計―

レポート』（２０

１６年３月１１日訂正版）では、「経済格差が教育格差を生むという想定のもと、現状の
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シナリオと改善シナリオにおける将来所得と税・社会保障の純負担を算出し、その差分を
社会的損失として、子どもの貧困がもたらす経済的影響を試算（P ３０）」している。都
道府県別高等学校等進学率や、中退率、高校卒業後進学率、４０歳時点における雇用形態
別・学歴別年収のデータを比較し、
「支援アプローチには十分な予算確保が不可欠であり、
逼迫した財政下にある我が国では困難との指摘もあるだろう。しかし、本レポートで示し
てきたように、子どもの貧困対策は大きな経済効果を生みうる施策である。投資対効果の
視点から、子どもの貧困問題に投じている既存予算をもう一度検証すれば、大幅な予算増
の余地は十分にあると考えている。OECD のデータによれば、我が国における予算配分比
率をみると、高齢者を１００とした場合、子どもは２６．２となっている。ドイツの予算
配分が４０．５であることを踏まえると、配分増の余地はまだ十分にあるといえそうだ。
(同 P ３３）」と指摘している。
（３）経済格差と重い教育費の私費負担
貧困の連鎖を断ち切るためには、無償化の範囲を授業料に留めるのではなく、授業料と
同等以上にかかる制服代、教科書代、通学費、学校徴収金（教材費、修学旅行積立金等）
まで拡大し、私費負担を減らすことにあるのではないか。低所得層にとっては、生活その
ものを支援する必要がある。高校生がいる世帯で教育費の私費負担の実態は、「２００８
年度高校生のための修学保障のためのまとめ」

*12

によると、全国の全日制高校９９校の初

年度学校納付金の平均額は、２２０，１２１円となっている。その最高額は３１１，３３
２円になる。最高額の内訳は、入学金５，６５０円授業料１１８，８００円生徒会入会金
１０，０００円、後援会費６，０００円学年費７５，０００円、修学旅行積立金６５，０
００円、部活動振興費２，０００円、進路指導費１，０００円、その他２７，８８２円で、
家庭の教育費私費負担は大きい。
（４）所得制限で混乱する保護者と高校現場
授業料無償化の所得制限導入によって、２０１４年度から新たに「就学支援金」制度に
なり、高校現場では混乱が起きた。制度の名称から、経済的に必要があると判断した家庭
のみが申請するものだという誤解を招いたのである。すべての家庭が申請することが理解
されるには、数ヶ月を要した。また当初から懸念されていたことではあるが、手続きは次
の様に高校現場にとっても各世帯にとっても非常に煩雑になった。①各自治体が高校を通
して各世帯に通知を配布する。②各世帯は４月に前々年度の課税証明書を、６月から７月
になって前年度の課税証明書を取得し、その都度提出しなければならない。③その後審査
され、就学支援が決定される。
生徒の中には、両親が外国籍で日本語を理解できるのは自分だけというケースも増えて
いる。保護者の雇用状況によっては、証明書を取得するために休暇を取り役所に赴くこと
すら難しいケースがある。サポートする学校事務職員や教員の労力が増し、この時期の長
時間過密勤務の要因ともなっている。自治体によっては繁忙期間のみ、臨時的に就学支援
金申請に関わる職員を雇用するケースもあるが、従来の事務職員体制で凌いでいる自治体
の方が多い。
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５．地方教育行政の所得制限導入に対する受け止め
（１）地方教育行政への調査結果から見える所得制限の課題
「２０１４年度「公立高校授業料不徴収 」「高等学校等就学支援金制度」に係わる都道
府県・政令都市教育委員会調査結果」 *13 によると、「高校無償化」を廃止して所得制限を
導入したことについて、授業料担当者の意見が次の様に記述されている。
◯「賛成」４県
その主な理由は、「公立学校授業料不徴収制度の制限を設け、低所得世帯の授業料以外
の教育費負担を軽減することは、高等学校における教育に係わる経済的負担のより一層の
軽減を図るものであり、教育の機会均等に寄与するものであると考えている」となってい
る。
◯「反対」２府県
主な理由は「家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受
けることができるよう、家庭の経済的負担の軽減を図る事を目的とするならば、以前の不
徴収制度を継続すべきである。所得制限を設けたことにより、審査業務に係る人件費や物
品費は膨大で、所得制限に該当する生徒から徴収する授業料歳入を大きく上回るものと推
測されるため、不徴収制度に戻す方が経済的である。また、実際の監護関係に関係なく、
親権者の市町村民税所得割り額を求めるため、人に知られたくない複雑な家庭の状況を手
続きのたびに申請書類に記述させることにより、精神的に不安定な生徒を更に傷つけるこ
とになってしまうため、手続きの不要な不徴収制度委戻すべきだと考える」である。
◯「その他」３６府県
「国会で審議を経て成立した法律において制度化されたものなので、意見を言う立場に
ない 。」「導入されたばかりの制度であることから、まずは制度の円滑な運用に努めてい
きたい 。」「新制度に変わったところであり、改正法には３年後の政策検証と必要な措置
を講じると付帯決議がなされていることでもあるので、現時点での評価は時期尚早と考え
る。」等の意見がある。
また「その他の自由記述」には、「国（文科省）に対して、国会における法律改正の付
帯決議にもとづき、所得制限を行うことなく、すべての生徒に就学支援金が支給できるよ
うに早期に予算を確保されるよう要望をおこなっているところ」という趣旨が３件挙がっ
ている 。「申請書類の回収、内容審査、及び確認に苦慮している」と制度の簡略化を要望
する意見は５件あり、教職員の多忙化改善については 、「就学支援金申請手続きが煩雑で
保護者及び学校の負担が増大している。また制度内容が複雑であり、保護者全員に正しく
理解していただくため、個別に説明する必要が多数生じるなど保護者等や学校にとって大
きな負担となっている」等、１３件の意見が挙がっている。
（２）自治体独自の教育費補助の努力
国レベルでは、高校授業料の無償化は後退したといわざるを得ないが、地方レベルでは
新たな胎動がある。超少子高齢化時代を迎え「限界集落」等、今後消滅する自治体問題は
喫緊の課題である。深刻な過疎化で高校統廃合が進む北海道では、町村から高校がなくな
れば地域の消滅につながるという危機感が強い。そこで高校の存続のために、予算を確保
して地域の高校生や、寮に入る地域外の高校生に手厚く教育費を補助している自治体があ
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る。
例えば、北海道網走郡津別町の北海道津別高校では、町から教科書、副教材の全額補助、
バス定期代７５％補助（北見から通学の場合、１カ月２５，９２０円が６，４８０円の負
担で済む。）、各種検定・模擬試験の受検料補助、ニュージーランド海外研修（毎年５名）
費の補助、部活動遠征費等の補助が支給されている。

*14

北海道苫前郡苫前町の北海道苫前商業高校は、自宅から通学が困難な生徒に対して寮を
作り、寮費を補助している。補助金を差し引いた１カ月の寮費の自己負担額は、部屋代と
１日３食付きで３５，０００円である。帰省バス代は年３回全額補助、入学試験時の宿泊
費一泊本人のみ補助、入学支度金（入学後）５万円支給、国際交流事業（年２名派遣）参
加費一部補助、検定一級合格者の受検料全額補助、医療費無償化（住民登録が条件）とな
っている。
財政規模が小さい自治体にとって公財政支出の比率は大きいが、予算を確保して高校を
存続させることは、地域住民の合意となっており、地域存続の必須条件となっているので
ある。こうした事例は過疎化が進む自治体でも広がり始めている。

Ⅱ

私学助成を拡充させた市民運動と選挙における私学政策

１．地方自治体における私学助成の増額と無償化へのアプローチ
（１）私学助成運動の歴史と自治体の補助金増額
「高校授業料無償化」法が可決された２００９年第１７４国会の審議では、公立高校と
私立高校の授業料負担格差が「０対いくつになる」という強い懸念が、特に私学関係者か
ら出された。つまり、私学には無償化のメリットが何もないという事である。
公立高校のいわゆる「受け皿」となり、学力や経済的に困難を抱える生徒を引き受けて
いる私学にとっては、教育を受ける権利を生徒に保障することと、授業料納入による経営
の安定は両輪の課題である。私学の教職員には、私学の建学の精神が、公的な助成を受け
ることにより、独自の教育方針に介入されるのではないかという懸念がある。また、経営
は理事の問題であり教職員が考えなければならない課題ではない、という反対論があった
という。

*15

しかしこの問題を議論して乗り越え、私学の教職員は生徒の学習権保障のため

に、生徒、卒業生、保護者と学習会を積み重ね、私学助成運動を全国で展開した。その背
景には、長年の私学助成運動がある。
１９７０年代から私学助成署名運動が始まって運動の輪が広がり、１９９１年には全国
で２５００万筆以上が集まった。ある私学では、生徒一人が１，０００名の署名を集める
という。国会議員への請願も行い、衆参与野党含め署名の紹介議員は２０１４年には１０
会派１８５名に上る。

*16

こうした長年の私学助成運動が、就学支援金制度の導入によって

自治体を動かし、各地に私学助成を増額する動きが広がった。
（２）自治体の補助金増額の動向
２０１３年第１８５国会で政府は、私立高校生に対する就学支援金について、年収２５
０万円未満の世帯は２倍、年収２５０万円～３５０万円未満程度の世帯は１．５倍と、低
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所得世帯に対して増額支給されることや、都道府県独自の授業料減免制度が上乗せされて
いること等から 、「私立高校生に対しては手厚い支援を行っているところであり、公私間
格差は縮小する」と答弁している。

*17

公立高校無償化と連動して、私学助成運動の高揚も

あり、地方自治体では独自の努力によって、私学の授業料の公費負担は表１の通り拡充し
てきている。低所得層にとっては、私学の授業料無償化が実現しつつあり、年収が３５０
万円までの層では１３県が授業料相当額を補助している。埼玉では年収５００万円の層ま
で、大阪では年収５９０万円までの層に、ほぼ授業料相当額が補助されている。公私間の
授業料格差が縮小することは、教育費の無償化への展望を拓くが、国は地方自治体任せに
せず、予算措置して保障する必要があろう。
表１

２０１６年度の私立高校生への学費（授業料）補助制度の地方公共団体体の到達点
学費（授業料）・入学金補助制度

該

当

地

方

公

共

団

体

低所得世帯へ学費（授業料）＋

大阪（６０９万円未満世帯まで）

（施設設備費）の全額補助

京都（５００万円未満世帯まで）
埼玉（３５０万円未満世帯まで）
鳥取・広島（生保・非課税世帯）

自治体単独補助が８００万円

愛知（８４０万円）、大阪（８００万円）

世帯まで

京都（９１０万円）、福岡（上限無し）

自治体単独補助が５９０万円

秋田、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、

未満世帯まで│

福井、愛知、岐阜、滋賀、京都、大阪、
奈良、兵庫、岡山、徳島、香川、福岡

２０１６年度「漸進的無償化」科研第４回公開研究会報告２の資料より筆者作成

（３）２０１７年度東京都における私学の特別奨学金拡充政策
２０１７年 1 月に、東京都独自の私立高校特別奨学金制度の拡充が予算化された。２０
１７年１月１７日の朝日新聞から抜粋すると、次の通りである。
東京都は世帯年収７６０万円未満の都内の私立高校生に対する都独自の給付型奨学金を
拡充し、授業料を実質無償化する方針を決めた。都内私立高校の平均授業料にあたる４４
万円を国と都で給付し、教育機会の平等化を図る考えだという。東京都によると、対象は
都内に住む都内外の私立高校等に通う生徒約１６万７，０００人の内、約５万１，０００
人が該当するという。都の支出分の総額は、今年度より８８億円多い計１３８億円となる。
拡充分の原資は予算全体の無駄見直しなどで捻出し、従来の私立高校向けの補助は見直さ
ないという。都内の私立高校生は全国最多で、対象規模は最大級とみられる。
また１月２６日の朝日新聞は、予算編成について次のように報道している。
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「一般会計の総額は前年度比０．８％減の６兆９５４０億円で５年ぶりに減少した。そ
の中で１６年度比２．７倍の大幅増額で目玉にしたのが、年収７６０万円未満世帯の私立
高校生の授業料を「実質無償」にする奨学金の拡充だ。」、『
「 ばらまき』になりかねない」
との懸念も都庁内にあったが、小池都知事は押し切ったという。」
平成２９年度（２０１７年度）東京都予算案の概要の「Ⅰ

誰もがいきいきと活躍で

きる都市」(P ４２）には、私立高等学校等特別支援金等の拡充の課題を、「現在、私立高
等学校等などへの就学に対しては、一定の支援制度が求められているものの、教育費の公
私間格差は依然として大きいままとなっている」と挙げ、制度設計図の下に「家庭の経済
状況などにかかわらず、誰もが学べる環境を実現し、未来を担う子供たちの成長を支援」
と書かれている。
この東京都の新たな施策には、２０１６年７月都知事に選出された小池百合子氏の強い
意志が反映されている。今後、財源と教育政策に関する動向を注視していく必要があろう。
首長の決断によって、教育費の無償化に踏み出せる可能性は、次の韓国ソウル市長の例か
らも明かである。

Ⅲ

韓国と台湾にみる高校授業料無償化政策

次に、科研「漸進的無償教育」で行った２０１５年９月の韓国調査と、２０１６年３月
の日本・台湾無償教育共同研究プロジェクト会議から、韓国、台湾の高校授業料無償化政
策について比較考察したい。

１．韓国の高校授業料無償化政策
（１）韓国・ソウルの高校授業料政策について

―ソウル市長ヒアリング―

科研「漸進的無償教育」で、２０１５年９月３日午前ソウル市庁において、パク・ウォ
ンスンソウル市長にヒアリングを行い、下記のように聞き取った。
①高校授業料無償化政策について
全国の公立私立を含めた高校が２３５２校ある中で、農村漁村を含めた２３９校で無償
化が実現している。高校まで無償化するかは、首長の意思次第である。私立学校について
は、管理監督権は政府にあり、私学助成がある。私学の無償化の予算については、運営費
は別途措置されている。２３９校で実現したのは、自治体首長と教育監(日本の教育長。
住民の直接選挙で選ばれる)の意志の強い所である。全羅道では７０％、全羅南道では１
００％実現している。
市民団体は地方、国政選挙の時、全ての候補者に教育費の無償化を求め協定を結ぶ。パ
ククネ大統領（当時）も選挙の時公約に掲げている。しかし実態としては無償化を反故に
している。国から無償化の予算は全く出ていない。広域自治体が５０％、地方自治体が５
０％出している。教育監が持っている教育予算は厳しく、国家の責任で健康な子どもを育
てる視点があるべきだ。
②教育を受ける権利と無償化に関する考え方
韓国では、教育を受ける権利が、憲法と教育法、国際条約の三重構造で入っている。す
なわち、憲法の第３１条（１）には、すべての国民は能力に従って平等に教育を受ける権
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利があると記されている。第３１条（３）には義務教育は無償と定められている。韓国で
は高校までほとんどの生徒が進学するので、高校まで義務教育と見なすべきという考え方
がある。パククネ大統領（当時）も、選挙では公約に高校の授業料無償化を掲げたが守っ
ていない。
韓国も国際人権 A 規約は批准しており、国内法と同様に考えられている。A 規約の第
１３条は憲法に入っていないので、憲法の法を基に考えられている。法的には無償化は約
束されているが、問題は行政の意思である。
（２）ソウル市の高校授業料政策について

―チョ・ヒヨン市教育監ヒアリング

２０１５年９月３日午後にはソウル市教育庁を訪問し、チョ・ヒヨン教育監からヒアリ
ングを行い、下記の内容を聞き取った。
①無償教育に対する教育行政トップの考え方
ソウル市の子どもたちの教育や家庭支援について留意していることは、５歳から高校ま
で義務にすべきだということである。高等教育の無償化にも共感している。福祉に対する
市民の考えが変わり、権利意識が高くなっている。要求が高くなり、広まっているのは「連
帯

参与」団体（市民運動団体を統合するナショナルセンター）の努力の結果だと考える。

背景には１９８０年代に民主化が起こり、市民社会の権利意識が高まったことが挙げられ
る。義務教育以外への財政支援も増え、高校生の家庭の低所得者層には授業料や教科書代
等の支援がされている。
②無償化と私学の教育費問題
韓国の教育の特性として、公教育における私学教育の領域が大きくなり、保護者の経済
的負担が重くなっている。国民の国家に対する私教育費の負担軽減の要求が強くなってい
る。塾や放課後学校に対する支援も必要になってきている。教育費の無償化の意義は、教
育を受ける権利そのものであり、保護者の負担軽減をすることにある。義務教育の無償化
は、その方向性を義務教育以外にも拡大している。無償化は公共性の拡大である。国公立
のみ授業料が半額で、私学がどんどん上がっていくようでは意味がない。私学も公教育で
あり、奨学金での支援だけでなく授業料の半額は、私学も併せて行われることが必要であ
ると考える。高校では、私学が６０％に達しており、大事なことは学校法人になった時点
で私学は公共のものになったということである。高校授業料無償化が停滞している理由は、
パククネ大統領（当時）の無償化の公約が進行していないことにある。
③無償化への所得制限について

― 選択福祉か普遍福祉か ―

教育費の無償化については、所得制限を導入すべきという考え方もあるかもしれない。
例えば、サムソンの息子も教育費の無償化の恩恵を受けるべきかという問いには、サムソ
ンは累進課税でそれだけ多くの税金を負担している。従って教育を無償としても何ら問題
はない。医療と教育は均等に受けられるべき、という考え方が世界的潮流である。全国１
７広域地域の内、１３の地域が選挙で進歩勢力が当選しており、国民は普遍的な教育に共
感している。そうでないと、富める者は更に富み、貧しい者は更に貧しくなる。サムソン
の息子が、教育を受ける権利は平等であるということを経験しないのは、不幸なことであ
る。
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（３）台湾の教育費無償化の動向
２０１６年３月６日、日本台湾無償教育共同研究プロジェクト会議を東京市ヶ谷で行い、
台湾国立嘉義大学林明煌准教授のレクチャーを受けた。その内容は以下の通りである。
「台湾の高等学校には、普通高級中学校、高級職業学校、綜合高級中学校と５年制専科
学校がある。国民基本教育が実施される中で、２０１４年度から義務教育は高校まで延長
され、高級職業学校は無償化された。無償化が行われている普通科高級中学校の所得基準
は、日本に比較すると４５０万円程度と低い。
台湾政府が国民的な討論を呼びかけ、国民基本教育を実施した背景には、１９９５年～
９６年頃に教育に関する社会運動が広がり、デモが各地で展開されたことがある。政府は
国民に討論会を呼びかけ、その結果数百回の討論会が開催された。その討論方法は①マス
コミを通して国民へ、②地方の国立大学を通して国民へ、③各学校から保護者へ、である。
各学校から保護者へ呼びかけた③の方法が、国民の間に一番浸透したと考えられる。その
結果、１９９８年に教育部は小中９年間一貫課程綱要を定めた。日本の学習指導要領に当
たる課程標準はそれまで細かく定められていたが、細かい必要はなく、学校現場の教員の
力量に委ねられる部分が多く認められるようになった。この新しい課程標準を１０年実施
し、１２年一環教育を目指した。
こうした中で、日本の高校に当たる普通高級中学校で、所得制限の水準は低いものの一
部無償化が実現したのである。
（４）韓国・日本と台湾の高校授業料無償化政策の比較考察
日本と韓国の高校授業料無償化政策導入の共通点は、二つ考えられる。第一は、貧困と
格差の拡大から国民生活を守るため、教育関係者や市民団体等が教育費の無償化を社会的
な運動として展開したことである。その結果、国政選挙で各党が公約に掲げるようになり、
法制化につながった。
第二は、与党が教育費の無償化や、就学支援の充実を公約に掲げ議席を伸ばしても、実
際の予算編成の段階では財源論を理由に予算を拡充していないことである。特に日本では、
制度そのものが「就学支援」にふさわしい内容とはなっていない。
日韓の決定的な相違点は、市民団体と運動の影響力である。韓国の市民運動のナショナ
ルセンターともいえる参与連帯は、様々な市民運動のネットワークを集約し、積極的に政
策スローガンを掲げ、選挙で各候補者と協定を結び支援する。政策に賛同しない候補者に
対しては落選運動も展開している。選挙後は、政策が実現されているか検証し、国民に積
極的に情報を発信し次の投票行動の基準を打ち出している。それが国民の意識を大きく変
えた。ソウル市教育監を訪問した際に、教育行政のスタッフが参与連帯の力の大きさを認
めていたのが印象的であった。日本では、こうした市民運動が行政をチェックし、次の国
政選挙で更に政策を拡充させるところまで世論を喚起できるかが課題であろう。財務省の
教育予算削減の理論に対するカウンタ―レポートなどを積極的に発信して行く必要があ
る。
台湾の高校授業料無償化のプロセスは、国家主導といえる。教育政策の混乱に対して国
民の不満に応えるべく、政府が国民討論を呼びかけた点が日本・韓国とは大きく異なる。
討論方法が３種類あったが、当事者性が最も高い学校から保護者への呼びかけが、討論と
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して一番盛んに行われたのは納得出来る。その結果、政府が「国民基本教育政策」を打ち
出し、高校までを義務教育と位置づけ、高級職業学校を無償化したのである。根拠が明確
で、無償化が制度として安定的であり、重要な第一歩である。高級職業学校以外に拡大し
ていくことによって、高校の授業料完全無償化が展望できる。

おわりに

*18

― 憲法と結んだ教育費の無償化を

１．憲法と市民運動を軸にした教育費無償化への道
民主党政権の誕生以前では、政府・文部科学省は、教育費について「受益者負担主義」
を取ってきたが、２０１７年１０月の総選挙では、貧困と格差の広がりや少子化問題対策
の一環として、全ての政党が何らかの形で「教育費の無償化」を政策に掲げた。これは、
長年教育費の無償化の声を上げてきた市民運動の成果であるといえるだろう。自民党は、
就学前教育や高等教育にまで無償化を拡大する公約を掲げたが、選挙後は財源との関係で
既にトーンダウンしている。特に高等教育の奨学給付金については極一部にとどまってお
り、明かな掛け声倒れである。また、日本維新の会や自民党案のように、改憲とセットで
無償化を論じる論調が出てきていることには注視する必要があろう。教育費の無償化を改
憲の具に貶めるのではなく、現憲法下では無償化は実現できないという仮説が成り立つの
だとしたら、冷静に対峙する必要があろう。憲法２６条や教育基本法、国際人権(A）規
約や子どもの権利条約等、国内法や日本が批准している国際条約を含めて、改めて教育費
無償化の理念と法整備について検証し、世に問う研究も必要になろう。奨学金問題対策全
国会議事務局長の岩重佳治弁護士は 、「憲法で無償化を定めた瞬間に違憲状態になるよう
な「改正」はあり得ない」と述べている。

*19

つまり、無償化が全てに行き渡っていない実

態で憲法を「改正」したら、直ちに違憲状態になってしまう状況においては、改憲などす
ることはあり得ないということである。今後憲法を軸にして、研究者、法曹界、市民団体
と一層連携し、無償化政策の具体化に資する研究がますます求められる。
２．医療、社会福祉、労働と一体的な権利保障の研究を
今後の研究課題のもう一つのアプローチは、憲法１３条の幸福追求権を視野に入れ、人
間が人間らしく生きるために、教育のみならず医療、社会福祉、労働・雇用等の広範な分
野に渡って、権利を追求する論拠を明らかにしていくことであろう。教育費にお金がかか
るために子どもを産む数を抑制し、子どもが生まれたらその時から学資の積み立てをしな
ければならない日本の実態は、少子高齢化をますます進行させる社会的損失である。その
一方、平均年収が下がり続け貧困と格差が更に進行する中で、学習支援や子ども食堂、医
療費の無償化等の取り組みが自治体で広がっている。これ等を支えているのは、地域で地
道に活動している市民の力が大きい。韓国のように、教育のみならず、生活全般を視野に
入れたネットワークを広げ、政策や行政を変える事例を国内外から研究することが今後の
課題であろう。
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