大 学・短 大・専 門 学 校 生

学費を無償に
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セクハラ被害者

教育に後ろ向きな政治

60%

世界で最も教育にお金を

かけない日本の政治。そ
の結果、国立大の学費は

就職活動中の学生が
被害にあうケースも。

「実家からの仕送りが減って退学を検討」

日本マスコミ文化情報労組会議 調査

「就活などこれからのことが心配」
そんな声がたくさん溢れてる。

５月の仕送り額の推移

「コロナ不況で内定が取り消しに」

145,100円

「女性の非正規が優先的にクビ切りに」

133,900円

そんな現実がすぐ目の前に広がってる。

108,600円

これを「自己責任」で

1990年

2000年

2010年

97,700 円

101,800円
2015年

2019年

仕送りは年々減少。家賃を除けば 

片付けようとする社会は

1日あたりの生活費は
わずか730円

やっぱりおかしい。

東京私大教連調査

お金の心配をせず学べる社会

り、多くの学生が奨学金
とアルバイトでなんとか

「学生の貧困」が広がって
います。

GDP に占める教育の
公的支出の割合

ノルウェー
OECD 平均
日本

6.4%
4.1％
2.9%

OECD 加盟 38カ国中

下から２番目

OECD「図表でみる教育2020」
より

人材を使い捨てる社会

政府と財界が非正規雇用

や派遣労働を拡大。青年

の非正規雇用が２人に１人

という状況に広がり、雇用
の調整弁にされています。

首を切れない
社員なんて
雇えない

竹中平蔵氏（政府成長
戦略会議委員・パソナ会長）

学生は最大の犠牲者

普通に働いて暮らせる社会

それに責任をもつ政治に変えよう。

5 人に 1 人が “退学を検討”

もともとギリギリのところに「もう無理」の声も。
高等教育無償化プロジェクトFREE 調査

MAKE IT FREE!

半世紀で 45 倍に跳ね上が
学生生活を成り立たせる

「バイトもできず、食費をけずってる」

2

人災

コロナは天災でも…

ガースーです
自助
共助
公助

異常な高学費、奨学金のローン

化、使い捨てられる非正規雇用…
これまで学生に押しつけられて

きた政治の問題が、コロナ危機

を通じて吹き出してきています。
それなのに自己責任を強調する
政治。まさに人災です。

MAKE IT FREE!
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Change politics

政
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を
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こんな政治を変えるには
自民党・公明党政権を
変えること。

今年おこなわれる
次の総選挙で

立憲民主党など

他の野党と協力し

「政権交代を実現」して
「野党連合政権」を
めざします。

政 権 交 代でこう変える！

市民＋野党で政治を動かす

な提案をしています。野党の政策と市民の世論で政治を動かし

奨学金返済のセーフティーネット

政府のコロナ対応の遅さに対して、野党は批判とともに積極的

2020 年の主なコロナ対策では…

雇用調整助成金助成率の引上げ

全国一律 10万円給付

家賃支援法案

学生支援緊急給付金

3 /25 野党提案

5/1 与党発表

4 / 28 野党提案

5/8与党2次補正
に組み込む

4/2 野党提案

2018 年の総選挙
（比例代表）
では、維新・
諸派を除く野党の得票率が自民・公明

を割っています。野党が力を合わせれ

ば、若者の声が届く政治に変えられる
チャンスが、すぐそこにあります。

広がる

野党共同での法案提出

しんぶん赤旗提供

4

MAKE IT FREE!

4/17与党決断

 5/19 政府決定

国会では、すでに野党が共
同して政策提案を次々とお
こなっています。野党と市
民の共同の動きは、自民党
政治に代わる新しい政治を
提案し、実行する段階へと
深化しています。

維新・諸派

7.38％

野党の
合計得票率

46.83％

自民＋公明

45.79％

2018年総選挙

野党共同で提出した主な法案

2017 年 カジノ解禁推進法廃止法案
2018 年原発ゼロ基本法案
2018 年選択的夫婦別氏法案
2019 年大学入試の民間英語試験延期法案
2019 年 記述式試験中止法案
2020 年学費半額免除など学生支援法案
2020 年医療・介護など
福祉職員の処遇改善法案

すべての学生を対象に、
大学・短大・専門学校の

授業料を、すみやかに
半分に値下げし、段階

すべての奨学金を無利子にし、月額 3 万円の給付制奨学金を 70

的に無償化します。

万人の学生が利用できるようにします。

既卒者の奨学金返済の減免制度をつくり、返済に困ったときの
救済制度を拡充。保証料・保証人制度、延滞金を廃止し、返済

学費半額
奨学金充実

能力に応じて返済する所得連動型にするとともに、20 年返還

1.8

すれば残額を免除する。

最低賃金を1500 円に

最賃引上げのための中小企業への支援を厚くして、
働く人全体の賃金の大幅な底上げをします。コロ

ナ禍でも内部留保を積み増している大企業には、
その活用で賃上げを求めるとともに、年 4 兆円の
大企業向け減税の中止、最高税率見直しなどによ
る富裕層への増税で財源を確保し、中小企業向け
の支援を充実させます。

どんな働き方にもセーフティーネットを

正規でも非正規でも、同一賃金同一労働、有給休暇

や福祉などケア労働で働く人の処遇を改善します。

2.7

兆円

コロナ危機でも

大企業と大資産家はためこみを増やす

大企業の内部留保

前年度から
10兆円増！

財務省法人企業統計より
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19年度

資産 1000 億円以上の超富裕層の資産は増加

フォーブス
（2020年11月10日）

などの労働条件も均等待遇にします。フリーランス
で働く人も労働法を適用して権利を守ります。医療

GOTO
トラベル

兆円

これらの政策にかかる予算（約 1.8 兆円）は、日本の教育予算
を OECD 平均並みにするだけで十分に可能です。

人間らしく働 けるルールを

政権交代できるチャンス

例代表）でも自民・公明の得票は 50%

学



5/11 野党提案

を上まわりました。翌年の参院選
（比

で
野党共同
案を提出
生支援法

学費は半額 そして 無償に

給付制奨学金の拡充

ています。

日本共産党は

日本 共 産 党 の 提 案

2019 年

14兆円

2020年

20 兆円
MAKE IT FREE!
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？

ど

企業・団体献金を受け取らずに

活動。国民がスポンサーだから

共産党

えます。国民 1 人あたり 250 円

自民党

を分け取りする政党助成金を

受け取らない唯一の政党です。

0円

172億
6136万円

の運動に共同し、核兵器禁

すべて
税金！

止条約制定の国連会議でも

連合政権めざす！

団体、個人と共同して政権をつ
くるということを党の綱領で掲

げている。2020 年 9 月の首相指
名選挙では立憲民主党の枝野代

▲

政権を呼びかけています。

自民

0%

維新

0%

公明
立憲
共産

7%

20%

10%

11%

25%

35%

7%

14%

18%

14%

25%

次期衆院選

しています。

政党の役員・議員の 女性比率
予定候補

苦難軽減を立党の精神として活動

しんぶん赤旗提供

︵現職除く︶

大企業や権力に忖度せず、国民の

表に投票。政権交代・野党連合

MAKE IT FREE!

バクシャとともに核兵器廃絶

衆院議員

の長い政党です。結党以来ずっと、

一党独裁を否定し、他の政党や

6

つらぬいてきた政党です。ヒ

総務省「令和2年分政党
交付金の交付決定」より

日本共産党。実は日本で一番歴史

綱領こちらで
読めます

ながら命がけで戦争反対を

役員会等
執行組織

We
are
JCP

戦前から激しい弾圧を受け

政党交付金額

こそ相手が大企業でも権力で
も国民の立場で堂々とモノが言

平和つら ぬき行動する！

現職含む比例代
表予定候補では

8%

17%

54％

2020年12月25日現在「朝日新聞」
12月30日付より

志位委員長が発言しました。

ジェンダー
平等社会へ！
結 党 以 来 99 年 間、 男 女 同

権、女性の社会的・法的地
位を高める立場で一貫して
努力。党にジェンダー平等
委員会をつくり、差別や暴
力、ハラスメントに声を上
げた人を孤立させず、とも

資本主義を
乗りこえる社会を
展望！

貧富の格差拡大や気候変動など、いま
や資本主義そのものが問われる時代に

入っています。アメリカでは若者の間
で「社会主義」を求める声が多数派とな
り（フォーブス 5/26 付）、日本でもマル

クスや資本論が再注目されています。
日本共産党は、当面の政治改革ととも
に、将来的には資本主義を乗りこえた
新しい社会（社会主義・共産主義）を展

望し、真に自由で環境も人間も大切に
される社会をめざしています。

にある（withyou）の立場で
活動しています。

民主主義 を絶対に守る！
中国共産党と一緒
では、と言われる
けれど全然ちがい
ます。

カール・マルクス

日本国憲法の制定時には「主権在民」を

入れることを主張した唯一の政党です。
香港やウイグルなど人権を抑圧する中
国の行動を強く批判しています。

しんぶん赤旗

ぜひ読んで
ほしい！

「桜を見る会」や「学術会

議への人事介入」など、ス

クープを連発している日

本共産党機関紙。毎日発
行の日刊紙と週１回発行

申込みは
こちら
▲

政党なの
んな

権力に忖度なし！

資本主義の次の
未来社会をめざす党です。

の日曜版、電子版があり
ます。

MAKE IT FREE!
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を
若者が 政 治

Hatano
Kimie

動かす

をお
こ
な
う
学

新型コロナウイルスの危機のもと、学生は深刻な立場に置かれています。
そうしたなかで声を上げ、現状を変えようと立ち上がる学生も出てきました。
新しい変化と可能性について、民青同盟神奈川県委員会の中村和行委員長と、
日本共産党衆議院議員の畑野君枝がトーク！

アルバイトや保護者の収入減で「退学を検

新型コロナウイルス感染症は学生

生活に深刻な影響をもたらしています。
中村さんたち民青同盟は

討する」と答え、実際に大学４年生で「退
学することにした」という人もいて衝撃を

畑野

そもそも、どういうきっかけで「食

中村

きっかけは、学生から寄せられた実

料支援プロジェクト」を始めたのですか？
態アンケートですね。一人ぐらしの学生で
「１日の食費が 300 円以下」という人が 15%

畑野

プロジェクトに立ち寄られる学生

中村

一番は学費のことですね。「春から

のみなさんからはどんな声を聞きますか？
一度も大学に行けてない分、せめて学費
を減免してほしい」など、高い学費負担が

受けました。

もいました。こういう実態を知って、何か

重くのしかかっています。

畑野

できないかと民青同盟の仲間で相談して実

それからアルバイト

施することにしたんです。

ができないこと、

「５人に１人が退学を検討」というニュー

最初は横浜市内の大学近くでテントを出し

奨学金返済や就

2020 年 5

スを見ていたので、神奈川でも深刻な実態

て開催しましたが、用意した 100 人分の食

職など将来の

月からwebで実

があることをあらためて知りました。とて

材セットが約１時間でなくなってしまっ

不安も出さ

態アンケート

も貴重な調査だったと思います。

て、これは思ったよりも深刻だと。

れています。

その後、民青同盟のみなさんが「食料支援

それから県内の民青同盟の仲間にも呼びか

いち早く学生の実態
調査をおこないま
したね。
中村

その数字を聞いて、私も驚きました。

学生団体「FREE」が同じような調査をして

プロジェクト」をはじめたんですよね。

けて、県内各地でやるようになりました。

中村

そうですね。学生に無料で食料を配

提供する食材は、
「かつて苦学生だった」と

布するとりくみで、昨年 12 月までに県内

いうお医者さんが車いっぱい持ってきてく

38 カ所で 1746 人の学生や専門学校生の利

れたり、農家の方が野菜を提供してくれた

用がありました。

りと、いろんな方に協力いただいています。

畑

野

はたの君枝

中村和行
（民青同盟）

1957年川崎市生まれ。2014年から衆議院
議員
（比例南関東ブロック選出）
、現在は、
文部科学委員会、科学技術特別委員会、
消費者問題特別委員会に所属。党中央委
員をつとめる。元参議院議員。

もっといい未来をつくるために学んで声をあ
げていく15〜30歳の全国組織の民青同盟神奈
川県委員長。会員は全国で約1万人。日本共産
党を相談相手に、平和や環境、ジェンダー、雇
用やくらしなど、様々なテーマで活動している。

▲

はたの君枝オフィシャルサイト

民青同盟オフィシャルサイト

▲

畑野

回答が寄せられました。４～５人に１人が

生

をはじめました。県内で 1500 通を超える

深刻な実態、

食料支援プロジェクト始動

Nakamura
Kazuyuki

食 料支援

TA L K !

お問い合わせ：民青同盟神奈川県委員会
横浜市神奈川区二ツ谷町２-９ TEL：045-290-6374
8

MAKE IT FREE!

MAKE IT FREE!
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TA L K !

若者が 政 治

を動かす

学費減免、対面授業など
文科省・国会に直接要請！
畑野

Hatano
Kimie



畑野 「大学でピアノの練習ができず、紙

の鍵盤で練習している」、「受験以来、キャ
ンパスに入っていない」
（新入生）など、対
面授業をのぞむ切実な声を聞いてきまし

民青同盟のみなさんが直接聞いた学

た。９月に日本共産党として文科省に対し、

生の実態をもとに文科省や国会にも要請さ

国で財政支援して感染対策をすすめなが

れましたね。

ら、対面授業をはじめ学びと交流を安全に

中村

そうです。４月と 11 月に文科省と

Nakamura
Kazuyuki

要 件 を 緩 和 し、 必 要

学生支援給付金の追加が実現

な学生に行き渡るよ
う決断を」と強く求め

中村

最近では、学生支援緊急給付金も追

畑野

アルバイト収入が減って修学継続が

加されることになりましたね。
困難な学生に 10 ～ 20 万円を支給する制度

た結果の答弁でした。

政権交代で

「学費半額政権」
！

実施できるよう申し入れました。

ですね。私たち野党が５月 11 日に学生支

国会議員の方に学生への支援の充実を求め

政府が大学に「対面授業の積極的検討を」

援法案を国会に提出し、その一部が５月

ました。その時は畑野議員にもお世話にな

と求める動きにつながりました。

19 日に政府の制度に盛り込まれたもので

りました。そこでは、自粛などでつかめな

中村

学生の問題が政治のテーマになって

す。９月末で一旦終了してしまったのです

も政府の動きが遅いと感じています。

きたのは、
これまでにない変化だと思います。

が、再支給や対象拡大を私たち共産党も強

畑野

何より学生の実態の深刻さが大きい

く要求していたのです。

畑野

かった学生の実態を知らせたことに、国会
議員や文科省の方から感謝されたことが印

中村

私たちの声が届きはじめた実感が

ありますが、コロナ対策も学生への支援
もっと国民の声、若者の声に寄り添っ

て動く政治に変えなければなりません。

のですが、学生や若者のみなさんが声を上

11 月 13 日と 27 日と２回にわたって私が国

今年は総選挙もあるので、変えるチャン

げて立ち上がったことが、マスコミや政府

会質問で求めたところ、文科大臣がつい

スです。日本共産党は他の野党とも力を

委員会で、全国 200 を超える大学で学費減

を動かしました。コロナ禍での学生支援も、

に、過去に申請し対象外になったものの、

合わせて政権交代をめざしています。新

免を求める署名がおこなわれているなど、

最初は第 1 次補正予算として 7 億円だった

状況の変化により要件を満たした学生に

しい政権ができれば、学費半額など野党

学生が学費の負担軽減を切実に求めてい

ものが、その後に充実を求める運動が広

対し「12 月に再追加

共通の政策も実現する可能性が大いにあ

る。国としてこうした学生の声を受け止め

がって学生支援給付金や授業料減免など

配分を実施する」と

ると思います。

てほしい、支援すべきと文科大臣に迫りま

681 億円、約 100 倍に増額されました。若

答 弁 し ま し た。 学

した。

者のみなさんの運動の成果だと思います。

生のみなさんの声

中村

増額された学生支援費用

が 届 い て、 政 治 が

象的でしたね。
畑野

中村

私は５月 15 日の国会衆院文部科学

学費については、畑野さんを含めて

野党のみなさんで半額免除の法案も出すな
ど、学生の声が国会でよく取り上げられる
ようになりました。対面授業の拡大につい
ても取り上げてくれましたね。

当初の
学生支援予算

７億円

100 倍に！

681億円

畑野

すごい！「学費半額政権」ですね！
学生や若者のねがいが実現する政

治へ、新しい政権に向けた合意ができる

動いた瞬間ですね。

よう、私たち日本共産党もがんばります。

質 問 し な が ら、 と

ご一緒にがんばりましょう。

ても感動しました。

中村

「予備費も活用して、

制度解説



MAKE IT FREE!

比例区

比例代表選挙
政党名で投票します

● 

比例区

畑野と中村

小選挙区選挙

候補者名で投票します

● 

小選挙区

衆院選挙では 2 回投票します

小選挙区

する
交渉
省と
科
文

投票方法

ぜひこれからも学生や若者の声を

届けますので、期待しています。

11

こ ん な と き に 使 え る 制 度 を 紹 介！

学 費
払えない

奨学金
返せない

生活費
足りない

家 賃
払えない

年 金
保険料を
払えない

医療費
払えない

就 活

始めたい

お仕事
困りごと

大学等修学支援制度
（給付奨学金 + 授業料減免）

世帯年収

380 万円以下
（モデル世帯）
が対象
コロナ減収後の見込み年収で申請可。
「家計急変」は随時受付
●お
 問い合わせは各学校、日本学生支援機構へ
学校独自の授業料減免が受けられる場合もあります
●



返還の減額、猶予制度

減額…年収 325 万円以下
（個人事業主などは所得 225 万円以下）
猶予…年収 300 万円以下
（個人事業主などは所得 200 万円以下）
● コロナでの
「家計急変」は減収後の推定年収で申請可
● 日本学生支援機構
（奨学金相談センター） 0570-666-301

総合支援資金
（単身世帯月15 万円×原則 3カ月まで）
緊急小口資金
（20 万円まで）

無利子・保証人なし
（21 年 3 月まで）
の公的貸付制度
学生も利用可
● 緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999
●
●

住居確保給付金
（家賃 3カ月分を給付、最長 12カ月）

離職・廃業、減収で住居を失う恐れのある方が対象
親から支援を受けていない自宅外の学生もOK
● 住宅確保給付金コールセンター
0120-23-5572
●
●

学生納付特例制度
（納付猶予）
●
●

自身の収入が年118 万円以下の学生が対象
コロナ減収の場合は所得見込みで申請可

（学生以外）
免除・納付猶予制度
●
●

失業や退職、コロナ減収で申請可
ねんきんダイヤル 0570-05-1165

全国に無料・低額診療の医療機関があります

「保険証がない」
「お金がない」方もご相談ください
全国の民医連でも多く取り組んでいます

●
●

国民健康保険
（国保）
の保険料の減免
●
●

主たる生計維持者の収入が前年比 30% 以上減少見込み
お問い合わせは各自治体へ

新卒応援ハローワーク
（全国 56 カ所）

●

求人検索、企業説明会を実施。内定取消などの相談も

失業、解雇、休業補償などの相談窓口
●
●

厚労省 新型コロナ特別労働相談窓口
全労連 労働相談ホットライン 0120-378-060
※各種制度は変更される場合があります。

日本共産党の政策をお知らせします
2021年春号
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