高校生等への支給枠の拡大
大学生への奨学金の創設を
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教育の機会均等の一層の推進にむけ
奨学基金の有効活用を提案 日本共産党
日本共産党は 月市議会で 、教育の機会均等の一層 の推進
にむけ、高校生等を対象にした 奨学金（給付型＝返済 不要）
の支給枠の拡大、新たに大学生 を対象にした奨学金制 度（返
済不要）の創設を要求。奨学金 の財源として、奨学基 金（約
４千万円）の活用で可能と提案 しました。市長は基金 の活用
について、「基金の有効活用を検討」と答弁しました。

高 校生 奨 学金 「 枠を 超
えれば補正予算で対応」
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知立 市は 経済的 理由 により 、高
校・高 等専 門学校 等で の修学 が困
難な人 の保 護者を 対象 に奨学 金を
支給し てい ます。 月額 ９千円 を１
年～３ 年の各 学年 ９人、 計 人の
支給枠 です 。義務 教育 では、 経済
的な理 由で 就学が 困難 な人の 保護
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児童クラブの設置基準の緩和
市は「現行基準を堅持する」

者に 就学 援助 を実施 。２ ０１７ 年 活保護 世帯 、住民 税非 課税 世帯な
度は 中学 生１ ７０人 、１ 学年平 均 どを対 象に 約２万 人の 枠で 本格的
人に 支給。 日本 共産党 は高 校生 にスタ ート したも のの 、１ 学年の
等へ の奨 学金 支給枠 と就 学援助 の 学生数 でみる と 人に １人 の割合
支給 実態 がか け離れ てお り、奨 学 で大変 狭き 門です 。給 付型 を受け
基金 を活 用し 、支給 枠を 拡大す る れない 学生 は、貸 与型 奨学 金（無
よう 提案。 担当 部長は 「現 在、
利子・ 有利 子）を 借り なけ ればな
人と 緊急枠 ５人 の 人の 枠が ある。 りませ ん。 卒業時 には 大学 で４０
申請 が上 回っ ていな いの で、現 行 ０万円 前後 、大学 院で １千 万円も
で対 応で きて いる。 枠を 超えれ ば の借金 を背 負い社 会へ と出 ていく
補正 予算 を組 み対応 する 」と答 弁 ことに なり ます。 ２０ １６ 年を含
しま した 。進 路相談 時な ど含め 、 む過去 ５年 間の破 産件 数は 約１万
積極 的な 情報 提供、 申請 支援に 努 ５千人 （年 ３千件 ）、 機構 による
めるべきです。
裁判所 への 返済申 し立 て数 は約４
万５千 件（ 年８千 百件 ）に も上っ
貸与型奨学金は
ていま す。 まさに 奨学 金な らぬ学
実態は学生向けサラ金
生向けサラ金そのものです。
日本 共産 党は、 国会 で給 付型奨
学金の 創設 を提案 ・実 現、 更なる
支給枠の拡大を求めています。
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国 運営 の日 本学生 支援 機構の 給
付型 奨学 金制 度は、 今年 度から 生
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日本共 産党 は、「 ある お母 さん
が 、高校 ３年 生の娘 が大 学に 行き
た いと言 って いるが 、お 金に 余裕
が なくて 困っ ている 」と の声 や日
本 学生支 援機 構の貸 与型 奨学 金の
実 態を紹 介し 、奨学 基金 の活 用に
よ る大学 生へ の給付 型奨 学金 制度
創設を提案しました。
市長は 、こ れらの 提案 に「 基金
の 有効活 用を 検討し たい 」と 答弁
しました。

大学生への給付型奨学金
「基金の有効活用を検討」

国は児童クラブ（学童保育）
の設備及び運営に関する基準第
10条が規定する職員の資格の要
件緩和及び廃止について検討し
ています。現行の基準は子ども
たちの生活、遊びなどを支援する支援員の資格
を保育士、社会福祉士、幼稚園や小中学校の教
諭などの専門的資格を有し、都道府県知事が行
う研修を受けた者と規定し、厳格に守らなけれ
ばなりません。そして、概ね40人の児童を1単
位に２人以上の支援員の配置を義務化していま
す。資格や配置基準の緩和・廃止となれば、子
どもたちの安心・安全の確保などの質の低下を
招くのは目に見えています。
日本共産党は12月議会、国の基準が緩和され
たとしても、知立市では現行基準を守るよう要
求。市は「現行基準を堅持する」と明言しまし
た。直、市は国に対し、基準緩和等に反対を表
明すべきと主張しました。
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