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青葉区
金田もと

る

日本共産

党

問題があ

る

世界では普通となっている給付制の奨学金制度が、日本ではきわめて不十分

で、社会に出たとたん重い借金返済を背負う若者をなくすことが必要。

宮城県が制度を創設し、市町とも協力しあって、奨学金制度を充実していくべ

きであると考えます。

給付型

教育ローンのような奨学金でなく、

返済の必要のない給付型奨学金が、

たくさんの子どもたちに対象となる

ように努力すべき。

必要があ

る

全国で、奨学金返済困

難者への行政の支援が

はじまっており、地元

企業に就職した社会人

むけの返済補助をする

制度など、様々な工夫

の例があるが、まずは

一人で返済に困ってい

る若者への、相談体制

を強化し、一人で悩ま

なくてもいいと思って

もらえるような宮城県

の取り組みをすすめた

い。

青葉区 菅間進 無所属
問題があ

る

返還支援

型

給付型が理想的とは思うが，財源等

の課題があり，現実的対応が必要と

思われる。

必要があ

る

宮城野区 大内真理
日本共産

党

問題があ

る

国際人権規約では大学教育の段階的な無償化が定められているのに、日本の学

費は上がり続け、国民の負担は限界です。安倍政権は「大学無償化」などと言

いますが、学費値上げを抑えることもしません。授業料減免の対象になるの

は、文科省の答弁でも、現在の大学・短大・専門学校の全学生の1割程度で

す。しかもその財源は弱いものイジメの消費税増税です。政府案では、授業料

等の減免対象は4人家族で年収270万円程度（住民税非課税世帯）が上限で

す。年収380万円未満の世帯も一部対象になりますが、3分の1または3分の2に

減らされます。9割近い学生を対象にしない制度を「大学無償化」などと言う

ことは「看板に偽りあり」です。日本共産党は、学費無償化と給付制奨学金制

度は、まずは国政課題だと考えています。政府案の低所得者を対象にした制度

に加えて、月額3万円（年額36万円）の給付制奨学金制度をつくり、全体で70

万人の学生が利用できるように政策提案しています。すべての奨学金を無利子

にする事も重要です。若者の人生の門出で、「奨学金」という名の多額の借金

を背負わせる社会をあらためます。日本の教育予算の水準（教育への公財政支

出のGDP比）はOECD最下位クラスです。日本政府は、国際人権規約の大学、

高校の学費を段階的に無償化する条項の「留保撤回」を2012年に閣議決定

し、国連に通告しました。段階的無償化は、国際公約であり、国民への政治の

責任です。これらを国政に求め続ける事と並行し、宮城県独自や仙台市独自に

給付型奨学金制度と返還支援制度を確立する事を求めて参りました。国が責任

放棄をし続けているからといって、地方自治体が実際に「教育ローン」で生活

自体を破壊されていく若者達を放置する事は許されません。

給付型，

返還支援

型

問い1の理由を前提に、学費無償化と

給付型奨学金制度創設を国政に求め

続ける事と並行し、宮城県独自や仙

台市独自に給付型奨学金制度を確立

する事を追求して参りました。国が

責任放棄をし続けているからといっ

て、地方自治体が実際に「教育ロー

ン」で生活自体を破壊されていく若

者達を放置する事は許されません。

宮城県独自の給付型奨学金制度と併

せて、現時点で貸与型奨学金で多額

の「教育ローン」を背負って困って

いる既卒の若者の返還支援制度が必

要と考えています。

必要があ

る

県内にも奨学金返済困

難者は多数いらっしゃ

います。現時点でみや

ぎ奨学金問題ネット

ワークに参加する方々

がボランティアで相談

対応を下さり、実際に

困難事例の数々を解決

して下さっている事を

承知しています。宮城

県や仙台市行政として

予算と人手を確保し、

相談体制と救済策、既

卒の若者の返還支援制

度を構築する必要があ

ります。その際、貴団

体に参加されている

方々からのご助言と連

携が不可欠と考えま

す。

若林区
三浦なな

み

立憲民主

党

問題があ

る

そもそも，高度な教育を受け，学問を学ぶ権利があります。経済的事情で就職

してから借金返済が始まることほど，実は社会全体の経済的観点から非合理的

だということを訴えたいです。

給付型

私自身は，あくまで宮城版給付型を

目指します。先輩でもある鎌田元県

議の質疑に対して，村井知事は「借

りたものは返すのが当たり前」と答

弁されています。その続きの論戦に

臨みたいです。

必要があ

る

学生さん自身，まわり

の保護者や大人の生き

づらさを見ています。

相談したくても相談で

きず，孤独の中に身を

置かざるを得ない若者

の相談体制は絶対に強

化すべきです。

太白区 岸田清実 社民党
問題があ

る

家庭の経済状況や返済の不安によって進学が困難になる問題を解決していくこ

とが必要だ。

給付型

卒業後の不安を無くしていくことが

重要。

必要があ

る

奨学金の督促が人権無

視になっている面があ

る。若者の将来の不安

を解消していくことが

地域の未来にもつなが

る。

太白区
わたなべ

拓
自民党

問題があ

る

大いに問題がある。ひとり親家庭の割合が増えており、相対的貧困層が拡大し

ている。家庭の経済的事情で進学を諦めると、子供が学問を修め、安定した雇

用につながる機会が大幅に減る。貧困が世代を超えて連鎖することを防ぎ、学

ぶ意欲・能力をもった子供に就学の機会を保障することは、持続可能な社会を

つくるうえでも必須の取り組みである。わたなべ拓自らも、13歳で父を亡くし

母子家庭で育ったが、進学先の早稲田大学から給付奨学金の支援を受け、どう

にか社会に出ることが出来た。給付奨学金の意義、有難みを我が身に沁みて理

解している。経済的に課題ある家庭出身者が等しく給付型奨学金の恩恵を享受

し、高等教育などにアクセスできる宮城県にすることはわたなべ拓の使命と心

得る。
給付型

本来的には、国において高等教育の

全面的無償化も検討すべきと考える

が、まずは来年4月から始まる高等教

育の修学支援制度新制度を評価す

る。しかし、これでも、国の奨学金

制度の恩恵に十分与れない方々は少

なくない。多くの学生は貸与型の奨

学金を利用することになるが、多額

の借金を負って社会人生活のスター

トをきることになる。それでも、安

定した雇用が持続すればどうにかな

るが、不安定な非正規雇用の場合は

返済が続かず自己破産する場合、さ

らには連帯保証人まで連鎖的に自己

破産するなど奨学金連鎖破産など問

題になっている。学資・生活費に充

てる資金を給付して学問に打ち込

み、様々な活動に専心するために

も、給付型の奨学金であるべきと考

える。

必要があ

る

返済困難者への法的支

援・情報提供を強化す

る必要がある。10年の

返済期限の猶予の期限

が切れた後の対応な

ど、国の制度の周知と

相談、債務整理の手法

など支援すべき点が少

なくない。県として、

弁護士会など関係支援

団体と連携しつつ奨学

金返還困難者の相談体

制を強化する余地があ

る。



太白区 角野達也
日本共産

党

問題があ

る

安倍政権が導入した給付制奨学金は、対象となる人数が少なすぎます。国の制

度を県として補完する事例は、新潟県や長野県など、仙台市や札幌市などの地

方自治体独自で実施するところも増えてきています。

　国や市町村任せではなく、県として学生の学ぶ権利を守るべきです。
給付型，

返還支援

型

返さなくていい奨学金が本来の奨学

金制度です。また、いま多くの若者

がはじめからローン返済を抱えて社

会に出ていきます。街頭では「息子

二人がそれぞれ四百万円の返済して

いる、かなりきつそうなので毎月一

万円ずつ応援している」との声を掛

けられました。奨学金返済への支援

が求められています。

必要があ

る

奨学金返済問題は大き

な社会問題となってい

ますが、返済困難者に

情報が行き届いている

とは思えません。県

は、相談窓口での体制

を作り、重ねて返済者

への情報提供などをす

すめるべきです。

泉区
小畑きみ

子

立憲民主

党

問題があ

る

そもそも更に高度に学びたい学ぶ権利を侵害するに等しい現奨学金制度そのも

のが違憲状態にすら感じられます。現制度を続けていたら，若者の経済的安定

は得られず，憲法１３条幸福追求権も奪われてしまいます。

給付型

見方を逆に見れば，給付型にし，若

者に経済的圧迫を与えない方が若者

の働く意欲，労働モチベーションも

好影響好循環となると思います。そ

もそも，学びたくても学べない経済

状態に国民を追いつめている日本の

政治に憤りさえ感じます。

必要があ

る

絶対に必要です。学生

自身も親のしんどい状

況を見ながら，相談す

ることをためらいま

す。県内の若者が一人

で悩み，孤立すること

は宮城のためにもなり

ません。

泉区 中嶋廉
日本共産

党

問題があ

る

貧困が世代を超えて連鎖することは許されず、教育を受ける機会の均等をめざ

して国において給付制奨学金制度が創設されましたが、宮城県に配当された推

薦枠は余りにも少な過ぎます。各県が独自の奨学金や返還支援制度を創設して

おり、若い世代の定住と地元への就労促進する施策ともしています。宮城県で

も独自の奨学金を創設することは可能であり、実施すべきです。

給付型，

返還支援

型

返還不要の給付型が本来の奨学金制

度だと考えます。

　すでに貸与型の奨学金を借りてい

る人がいることから、返還支援型も

併用すべきです。とくに仙台市が返

還支援型を導入しようとしている中

で、他の市町村に何の施策もなけれ

ば、人材の仙台一極集中を招く恐れ

があり、県のイニシアチブ発揮がの

ぞまれていると考えています。
必要があ

る

奨学金返済困難者がい

ることを承知していま

す。

甥の奨学金返済の連帯

保証人になっていま

す。正直に言って、離

職・失職の心配をして

います。甥の就職先が

ブラック企業ではない

か、奨学金の返済のた

めに無理をしていない

かと、心配したことも

あります。

相談の窓口は身近にあ

ることが望ましいので

すが、市町村が対応す

ることは困難だと思わ

れるので、県政の責任

で相談体制を強化すべ

きだと考えています。

石巻・牡

鹿
坂下腎

みやぎ県

民の声

問題があ

る

給付型，

貸与型

（無利

子）

必要があ

る

気仙沼・

本吉

斉藤みつ

や
無所属

問題があ

る
給付型

必要があ

る

岩沼
田村ひろ

し
無所属

問題があ

る

家庭環境により教育を受ける機会に格差がおそれがある。
給付型

返済が長期間に及ぶと人生設計に影

響する。

必要があ

る

登米
佐々木な

つえ
無所属

問題があ

る

2020年4月に進学・進級する学生から国の給付奨学金の対象が広がるが，世帯

収入の基準があるなど万全とはいえない。自治体ごとに独自の奨学金を創設し

ようにも体力の差があり，なかなか難しい状況。県として次世代を担う若者の

教育にはもっと積極的に取り組み予算をしっかりとつけるべき。

給付型，

貸与型

（無利

子）

家庭の収入等によって，給付型と貸

与型に分けられるとは思うが，次世

代への投資と考え，貸与型も利子は

とらない。本来完全給付型が望まし

いと考えるが財政の整備に時間がか

かることを踏まえ，当面はセットで

の奨学金制度を進め，学びたい学生

を全力で応援したい。 必要があ

る

奨学金の返済困難によ

り，ワーキングプア状

態の若者の増加が止ま

らない。このことによ

り，結婚できない，子

供を持てない人が増え

続け，少子化の原因に

もなっている。もはや

個人の問題ではなく，

社会として考えなくて

は解決しない。県とし

て，しっかり支援体制

を整え，生活建て直し

のサポートをする必要

があると考える。

大崎
内藤たか

じ

日本共産

党

問題があ

る

学生が学ぶこと自体に社会的価値があることを認めることが大事。学ぶことに

よって社会的には返済されていると考えるべき。
給付型

必要があ

る

卒業と同時に，巨額の

返済義務を負わせるの

では若者の未来を奪う

ことになる。


