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2022参議院選挙 公開質問状への回答一覧 

2022年 6月 23日 

京滋地区私立大学教職員組合連合 

 

京滋私大教連は、7月 10日に参議院議員選挙の投開票日を迎えるにあたって、京都選挙区で立候補予定の各党の選挙事務所を 5月 27

日に訪問して公開質問状への回答を要請するとともに、滋賀選挙区の立候補予定者には公開質問状を送付し回答を要請しました。 

回答期限（6月 20日）までに以下の回答が寄せられましたので、今回の選挙で投票される際の参考にしていただけると幸いです。（敬

称略、回答到着順に掲載）なお、京都選挙区の自民党・吉井あきら事務所、立憲民主党・福山哲郎事務所、日本維新の会・楠井ゆうこ

事務所にも申し入れを行ないましたが、いずれも回答はありませんでした。 

 

質問 1．学生・保護者の教育費負担の軽減策について 

私立大学に通う学生と保護者にとって、学費をはじめとした教育費やそれに伴う生活費の負担は大変重いものとなっています。2020 年 4 月から「大

学等修学支援新制度」が始まりましたが、その対象世帯は限定（年収 380 万円以下）されており、またその対象者も全ての費用が無償ではなく、いま

だ多くの費用を負担せざるをえない状況に置かれています。 

こうした現状を踏まえ、現行の「大学等修学支援新制度」の拡充や、今のところ本制度の対象外となっている中間所得層の学生への学費負担軽減策

など、学生・保護者の教育費負担軽減に向けた政策に関するお考えをお聞かせ下さい。 

また、日本政府が 2012 年に国際人権規約（社会権規約）の「高等教育の漸進的無償化」条項の留保を解除してから今年で 10 年目を迎えますが、高

等教育無償化の段階的実施に向けた方策と財源確保に関するお考えをお聞かせ下さい。 
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◆京都選挙区 

日本共産党 

たけやま さいこ 

日本の学費・教育費負担は異常に高く、コロナ禍でこの問題がよりいっそう浮き彫りとなりました。これは、歴代自民党政

権が受益者負担主義、個人責任論をとり、貧困な教育政策を続けてきた結果です。欧米では学費は無償か低額、返す必要のな

い給付制奨学金も充実しています。教育の機会均等の保障は憲法上の要請であり、学生が学費や生活費の心配なく、勉学に没

頭できる環境整備、進学できる条件整備は政治の責任で、決して家庭や個人の責任ではありません。 

私は、第一に、大学・専門学校の授業料をすみやかに半額にし、段階的に無償化をめざします。国公私立の大学・専門学校

の授業料を 10 年で半減させるため、国の運営費交付金を毎年 160 億円程度ずつ増やし、毎年授業料標準額を 2 万 6000 円程度

引き下げます。私立大学については、国の私学助成の中に、「学費値下げ緊急助成枠」をつくり、私学助成を毎年 900 億円程度

引き上げます。公立大学については、授業料を引き下げるため、公立大学に対する国の補助制度（毎年 40 億円程度）を創設し

ます。そして、日本独特の制度である「入学金」制度は、廃止します。 

 第二に、授業料減免制度を作ります。具体的には、世帯年収 400 万円以下の授業料を減免します。 

第三に、給付型奨学金を 75 万人規模に拡大し、すべての奨学金を無利子とします。 

軍事費を GDP 比で 2 倍とする議論の時は「財源」を言わない政府が、学費値下げとなると「財源がない」というのはまった

く無責任です。5 兆円もあれば、大学の授業料を無料にして入学金を廃止してもおつりがくるのではないでしょうか。 

 

◆滋賀選挙区 

日本共産党 

石堂 あつし 

コロナ禍のもとで、アルバイト収入が減り、食費にも事欠く学生が多数います。異常に高い学費や貧弱な奨学金が、学生の学

ぶ権利を奪っていることが浮き彫りになりました。高等教育修学支援制度は、あまりに要件が厳しく、学生の 8％にしか支給さ

れず（2020 年度実績）、「高等教育無償化」とはほど遠いものです。この制度の創設の財源として、消費税増税が強行されたため

に、ほとんどの学生が負担増となっていることも問題です。 

今必要なのは、給付制奨学金の拡充と公費負担によって入学金を廃止し、授業料を半額化することです。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る必要があります。「自宅 4 万円、自宅外 8 万円」の給付奨学金

を 75 万人（現在の奨学金利用者の半数）が利用できる制度をつくり、拡充していきます。また、すべての奨学金を無利子にし

ます。奨学金返済が困難になった場合の減免制度をつくります。以上を国際人権規約が定めた「高等教育の漸進的無償化」の第

一歩と位置付けて実現します。 

以上の政策は、消費税減税や社会保障の拡充、教育費負担の軽減など 19 兆円程度の所要財源規模で盛り込んだ参議院選挙政

策のなかで位置付けているものです。高等教育の授業料半減・入学金の廃止、給付奨学金の拡充などの所要財源規模は 1.8 兆円

と試算しています。 

参議院選挙政策を実現するための財源確保策としては、大企業優遇税制の見直し、法人税率を 28％に戻す（中小企業を除い
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て）ことで 8 兆円、富裕層への税負担の見直しで 3 兆円、富裕税や為替取引税の創設で約 3 兆円、軍事費や大型開発の浪費の削

減などで約 5 兆円‐あわせて 19 兆円を提案しています。 

自由民主党 

こやり 隆史 

長引くコロナ禍やロシアによるウクライナ侵攻など社会が混沌とする中、貧困の連鎖を断ち切り、「一億総活躍社会」や「地方

創生」を実現するためには、教育における格差を克服し一人ひとりの能力を向上させることが喫緊の課題です。 

高等教育段階では、高等教育の修学支援新制度（授業料減免および給付型奨学金）の中間層（理工農系・多子世帯）への拡大

など、経済的支援の充実を図ります。さらに、在学中は授業料を徴収せず卒業（修了）後の所得に連動して納付を可能とする新

たな制度（日本版 HECS）について、修士を対象に先行導入するとともに、安定的な財源を確保し学部生等への対象拡大を目指

します。 

立憲民主党 

田島 一成 

真剣に学びたいと希望する学生が安心して勉学を続けられるように、高等教育の修学支援新制度の受給要件を緩和することが必要

だと考えます、支援を受けることができる対象を中間所得層の学生まで拡大して、学生と保護者の教育費負担の軽減を図るべきだと

考えます。同時に、私立大学は学術研究とともに国際的な水準の教育を提供して、学生と保護者の期待に応えられるように努力を続け

ること、また、給付型奨学金制度の対象者となり、授業料や入学金の減免を受け、充実した学生生活を送ることができた学生が、将

来、社会で活躍するようになった時に、母校に感謝して寄付をすることで、後輩の学修を支援できるような環境を整えることも検討す

るべきです。 

また、日本政府は、国際人権規約の社会権規約第 13 条２(b)及 び(c)に規定されている中等教育及び高等教育の「無償教育の漸進的

導入」に関する留保を、2012 年９月に撤回しており、無償教育の導入に向けた努力を加速させるべきだと考えます。具体的には、世

界的に見ても高額であるとされている大学の学費を低額化すること、給付型奨学金制度の更なる拡充、授業料減免措置を国公私立の

区別なく充実すること、私学助成の充実、高等教育に対する公財政支出の増額等に向けて、積極的に取り組むべきだと考えます。 

 

質問 2．私立大学等経常費補助に関する政策について 

1985 年に私学振興助成法が成立した際、私立大学・短期大学の教育研究活動の基盤を支える私立大学等経常費補助は、経常費の 2 分の 1 補助（補

助率 50％）を目指すとしていましたが、現在は 10％を下回る水準（文科省が最後に数値を公表している 2015 年度は 9.9％）にとどまっています。 

私立大学には大学生全体の約 75％（226 万人）が学ぶとともに、卒業生は社会の各分野で活躍するなど、日本社会を支える大きな役割を果たしてい

ます。さらに、私立大学は地域・社会との連携を通して地域経済の発展や市民の暮らしの向上を図るなど様々な取り組みを進めており、引き続きその

役割を果たすことが求められると考えますが、今後、私大の経常費補助を引き上げる必要があるとお考えになりますか。 

 

◆京都選挙区 

日本共産党 
私立大学は、公教育を担う重要な役割を担っています。そのため、私立大学の「経常費の 2 分の 1 助成の速やかな達成を目

指す」というのが 1975 年の国会決議です。自民党政権が、この国会決議をないがしろにしてきたため、私立大学は経常費の 7
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たけやま さいこ 
割以上を学費収入に頼らざるを得ない状況に陥っています。 

また、競争的資金にシフトする「選択と集中」でゆとりが奪われ、基礎研究が軽視されていることは大問題です。じっくり

と教育・研究できる予算、環境づくりが焦眉の課題です。私は、私学への経常費助成を大幅に増額するべく全力を尽くしたい

と存じます。 

 

◆滋賀選挙区 

日本共産党 

石堂 あつし 

自民党政府は、国民の高まる高等教育要求のもとで、主に私立大学の入学定員を増やしてきました。一方で、“学費は利益を受

ける学生本人が負担すべき”という「受益者負担主義」を教育に持ち込みました。学費値上げを誘導し、私立大学の「経常費の

2分の 1助成の速やかな達成を目指す」とした国会決議（1975年）をないがしろにして、私学助成を抑制してきました。その結

果、経常費補助率は 1割を割り込むまで落ち込んでいます。これは若者に自己責任を押し付け、高等教育への国の責任を放棄す

る新自由主義的政策です。 

コロナ禍のもとで、親の収入減、学生のバイト収入減、食事さえままならない中、異常な高学費、劣悪な奨学金制度が学生の

学ぶ権利を奪っています。学生がキャンパスに入れず、学生たちによる学費返還運動も起きました。経常費の約 7割を学費収入

に頼る私立大学の経営基盤がいかに脆弱なものなのか「受益者負担主義」の破綻があらわになりました。 

今こそ、大学生の 8割近くを擁する私立大学がはたす公共的役割にふさわしく、私立大学への国の支援を抜本的に強める必要

があります。学生の学ぶ権利を保障する高等教育機関としては、国立と私立に差異はありません。私立大学にも国公立大学と同

様に公費を支出する「公費負担」原則を確立するべきです。今必要なことは、公費負担によって入学金を廃止し、授業料を半額

にすることです。「私立大学の経常費の 2分の 1を国庫補助」（1975年国会決議）はすみやかに実現するべきです。 

自由民主党 

こやり 隆史 

戦後 77 年を迎え、わが国が少子化を迎える中にあって、今日までに公教育において私学が果たしてきた重要性に鑑み、私学

の建学の精神を尊重しつつ、「私立学校振興助成法」の目的の完全実現（教育条件の維持・向上、修学上の経済的負担の軽減、経

営の健全性向上）により、公私間格差の解消を図ります。 

私立大学については、少子化を見据えた経営改革や社会からの要請と期待に応える抜本的な変革を行うとともに、まずは経常

的経費の 1 割以上を確保し、2 分の 1 を目標に私学助成を充実します。 

 立憲民主党 

 田島 一成 

私立大学等経常費補助を引き上げについては、私立学校振興助成法の目的である①私立大学等の教育条件の維持向上、②学生の修

学上の経済的負担の軽減、③大学経営の健全性の向上を妨げることのないように、各種政策を調整して行くことが重要だと考えます。  

特に、大学を円滑に運営するのに不可欠な経常的支出への補助を削減することによって、私立大学の経営が不安定となり、不安定な

財政状況を解消するために、正規雇用の教員を減らし、雇用が不安定な非常勤講師等の非正規雇用の教員が増加する結果をもたらし、

学生に不利益が及ぶようなことは避けなければなりません。 

また、一人当たりの学生に対する経常支出に対する補助額は、国立大学と私立大学で大きな格差が生じております。社会に有用な人

材を養成する高等教育機関としての役割には、国公立大学であっても、私立大学であっても違いはありません。日本では、大学数で
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も、学生数でも私立大学が大多数を占めており、私立大学の果たしている社会的役割の大きさに鑑みれば、経常支出に対する補助率の

格差を抜本的に是正することも検討するべきだと考えます。更に、大都市圏の大学と地方の大学の間に格差についても、配慮が必要だ

と考えます。地域社会の発展・維持に必要な人材を育成する私立大学の役割をきちんと評価するべきだと考えます。 

 

質問 3．研究者の育成と雇用の安定化について 

現在、岸田内閣の下に「教育未来創造会議」が設置され、高等教育で培う資質・能力や目指したい人材育成に関する議論が行なわれていますが、同

会議の第 1 次提言（2022 年 5 月 10 日公表）で示された「高い付加価値を生み出す修士・博士人材の増加」や「高度専門人材の育成」を図るために

は、学部生と同水準の「学費減免・給付型奨学金」の実施など、大学院生の研究と生活を支える経済支援を実施するとともに、研究者としての雇用の

安定化を図ることが重要と考えます。 

特に、大学教員任期法の特例措置（雇用上限 10 年）の対象となる多くの非正規雇用教員が、2023 年 3 月末に雇い止めを受けることが懸念される

中、若手研究者の育成と研究者の雇用の安定化についてお考えをお聞かせ下さい。 

 

◆京都選挙区 

日本共産党 

たけやま さいこ 

欧州では、研究者は「期間の定めのない労働契約」が原則とされています。もともと、任期付き雇用の拡大は、雇用主の都

合で研究者を「使い捨て」にできるようにするだけであり、人間の尊厳を傷つけるような雇用のあり方は一掃しなければなり

ません。現状を放置するならば学術の後継者が不足し、日本社会の知的基盤を失いかねません。 

私は、大学教員、研究員の任期制は、任期制法の廃止を含めた見直しを行い、任期付き雇用は限定し、欧州のように無期雇

用を基本にすべきと考えます。大学や研究機関が期限のある国の資金でプロジェクト研究を行う場合に、その資金で有期雇用

される研究者や職員を期限終了後も雇用するための国の財政支援が重要であり、拡充します。 

無期転換権の発生を特例で 10 年に延長している有期雇用の研究者・職員が大量に雇止めとなる危険が来年度末に迫ってい

ますが、有期雇用の大学教職員、研究者、非常勤講師に 5 年・10 年の契約更新上限をあらかじめ求めることは、雇用の安定化

をめざした労働契約法改正（2013 年施行）の趣旨に反する脱法行為であり、やめさせます。 

有期契約が反復されて 5 年経過した雇用を無期契約に転換した場合に、国が大学に対して財政支援する奨励制度をつくりま

す。 

 また、ポスドクなどの若手研究者の安定雇用のため、大学や独法研究機関が、期限付きで研究者を雇用する場合に、テニュ

アトラック制をさらに充実させ、期限終了後の雇用先の確保を予め義務づける制度を確立します。そのために必要な経費は国

が責任をもちます。学費減免・給付制奨学金など大学院生への経済支援を抜本強化します。 
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◆滋賀選挙区 

日本共産党 

石堂 あつし 

大学の任期付き教員はこの 15 年（2000～2015 年）で 5 万 5445 人増えました。一方で、任期なしの教員（テニュア教員）は

約 2 万人減っています。不安定な研究職は不人気となり、博士課程に進学する学生が激減しています。日本学術会議は流動性を

高めることを目的にした任期制の導入は「失敗した」と断言しています（2019 年 10 月）。欧州では、研究者も期間の定めのな

い労働契約が原則とされ、流動性は研究者が専門家としての能力を高めるための手段として位置づけられています（欧州委員会

「研究者採用行動規範」2005 年）。任期付き雇用の拡大は、雇用主の都合で研究者を「使い捨て」にできるようにしており有害

です。 

日本共産党国会議員団の質問がきっかけとなり、博士課程院生への経済支援の対象が 1 割から 2 割に拡大しました（2019 年

11 月 27 日、衆院科学技術イノベーション推進特別委員会）。しかし、新たに設けられた次世代研究者挑戦的研究プログラム（Ｓ

ＰＲＩＮＧ）などは、対象が「破壊的イノベーション創出を目指す」分野に限定され、大学別、分野別に偏りが生じます。公平

性、透明性が担保された選考とすべきです。博士課程院生への経済的支援の強化は、日本学術振興会の特別研究員制度の拡充と

大学院生に対する給付制奨学金の創設で図るべきです。 

国立の大学・研究機関の任期付き研究者のうち最大 4500 人が、無期転換逃れのために 2022 年度末までに雇止めにされる恐

れがあることが、日本共産党国会議員団の追求で判明しました（5 月 17 日、参議院内閣委員会）。私立大学の任期付き教員の雇

止めも懸念されます。無期転換逃れのための雇止めは違法であり、行政指導でやめさせます。 

有期雇用の大学教職員、研究者、非常勤講師に 5 年・10 年の契約更新上限をあらかじめ求めることは、雇用の安定化をめざし

た労働契約法改正（2018 年施行）の趣旨に反する脱法行為であり、やめさせます。有期契約に無期契約に転換した場合に、国が

大学に対して財政支援する奨励制度をつくります。 

自由民主党 

こやり 隆史 

国土が狭く天然資源に乏しいわが国にとって、これから目まぐるしく変化する国際社会の中、人への投資は死活的に重要です。

若手研究者への支援に重点化して安定的なポストを大幅に増やすとともに、大学院生への多様な財源による経済的支援を行いま

す。特に、わが国の科学技術・イノベーションの将来を担う博士後期課程学生について、その支援の抜本的な拡充を進めます。 

また、優秀な研究者が大学や公的研究機関、産業界の枠を超えて活躍できる環境を整備します。加えて、キャリアパスを多様

化するため、産業界と連携した若手研究者や大学院生に対する企業家・イノベーション人材育成を実施するとともに、産業界の

研究職や知的財産管理などの研究支援に携わる専門職などでの活躍を促進します。若手研究者が自立して研究に専念できるよう

にするため、プロジェクト雇用における専従義務の緩和や研究以外の業務の負担軽減等を進めます。 

立憲民主党 

田島 一成 

日本は急速な少子高齢化に直面していますが、国内の雇用を維持し、安心できる社会保障制度を維持するためには、健全な経済活動

と国際競争力を維持・強化することが求められます。また、地球温暖化対策として再生可能エネルギーへの転換を進めると同時に、環

境対策先進国として国際社会をリードするためにも、国内の基礎研究力を高度な水準に維持することが重要です。国内の基礎研究力

を高めるためには、学位の取得等一定の評価を受けた研究者が、生活の不安をかかえることなく、長期的な視野を持って研究に集中で

きる環境を整えることが大切です。 
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若手研究者の育成と研究者の雇用の安定を図るためには、大学院生に対しても、「学費免除・給付型奨学金」の実施等、大学院生の

研究と生活を支える経済支援を充実する必要があります。また、優れた研究実績を上げているにもかかわらず、大学教員任期法の特例

措置の対象となって職を失う可能性のある非常勤講師等の非正規雇用の職員に対する救済措置を検討することが必要です。尚、理科

系の研究者だけではなく、人文学や社会科学系の研究者も困難な雇用環境に置かれています。時代の変化に応じて益々複雑化する社

会的課題を解決して行くためには、人文・社会学系の高度な知見も必要です。高度な研究を積み重ねた人材が、幅広く活躍できる環境

づくりが重要だと考えます。 

 

質問 4．日本学術会議会員任命拒否問題について 

2020 年 9 月、菅前総理大臣は第 25 期日本学術会議の発足にあたって、同会議から推薦された会員候補者 105 人のうち 6 人の任命を拒否しました。

日本学術会議は、日本の科学者を代表する「国立科学アカデミー」として、内閣総理大臣の所轄にあるものの、政府から独立して職務を行なう「特別

の機関」として設立されたものであり、会員の任命拒否は学術の独立性や自主性への重大な介入と言わざるをえません。私たちは、早急に 6 人を任命

すべきと考えますが、どのようにお考えになりますか。 

◆京都選挙区 

日本共産党 

たけやま さいこ 

日本学術会議会員候補者 6 名の任命拒否は、法の支配、学問の自由、基本的人権を侵害し、表現、言論、信教の自由の侵害

にもつながる重大な問題です。違憲・違法の任命拒否を撤回し、その全容を解明し、こうしたことを二度と起こさない政府を

つくる必要があります。 

もともと日本学術会議は、科学者が軍事研究に総動員され、科学の独立性を維持できなかった戦前・戦中の反省のもと、「わ

が国の平和的復興と人類の福祉増進」のために、日本の科学者を代表する国の機関として設立されました。これまで新型コロ

ナ等の感染症対策やジェンダー平等、東日本大震災の被災者救援と復興、気候変動、環境対策、原発、エネルギーなど社会が

直面するさまざまな課題について、科学者の英知を結集して、政府への的確な助言・提言を行ってきました。まさに、「科学者

の社会的責任」を果たすための組織として、国民生活や権利の向上に貢献してきました。 

 ところが、政府は、こうした科学的な助言・提言に耳を傾けず、政権に「従順」な審議会をつくるなどして、学術会議の影

響を削ぎ、学術会議そのものの変質を策してきました。学術会議の人事に介入し、「科学者の社会的責任」を果たす上での要で

ある独立性を奪うことは、絶対に許すことはできません。 

私は、日本学術会議会員の任命拒否を撤回させ、独立性を守るとともに、予算・体制を充実させます。日本学術会議の自主

的改革を尊重し、予算や事務局体制を欧米のアカデミー並みに増額・充実させます。 

 

 



8 

 

◆滋賀選挙区 

日本共産党 

石堂 あつし 

早急に、6人を任命すべきです。日本学術会議法は、科学者を代表する機関である学術会議が「優れた研究又は業績」を審査し

て選考した会員候補を推薦するとしています。その任命を首相が拒否することは、同法が定める学術会議の独立性を壊すものであ

り、憲法 23条の「学問の自由」の侵害です。表現や言論、思想・良心という国民の精神的自由の侵害にもつながる大問題です。

理由を示さず権力が異論を排除することは、社会を萎縮させ、分断をもたらしかねません。 

政府は日本学術会議の在り方に問題をすりかえ、設置形態など組織の改編を検討していますが、日本学術会議が独立性を失い、

政権に忖度する組織に改編されるなら、科学は政治の下僕となり、学問の自由が奪われます。科学を無視し専門家・科学者の意見

を軽視する政治が国民に災厄をもたらすことは、感染爆発と医療崩壊を招いた自公政権のコロナ対策を見ても明らかです。 

政府は、違憲・違法の任命拒否を撤回し、学術会議の独立性を守るとともに、任命拒否に至った全容を明らかにし、再発を防止

するべきです。日本学術会議の自主的改革を尊重し、予算や事務局体制を欧米のアカデミー並みに増額・充実させます。 

自由民主党 

こやり 隆史 

 

会員の任命問題については、一連の手続きはすでに終了したもの認識しています。今後の学術会議の在り方については、学術会

議の自主的な取り組みの進捗状況も勘案しながら、検討すべきものと考えます。 

立憲民主党 

田島 一成 

日本学術会議の拒否問題に関しては、学問の自由が認められなければならない趣旨をきちんと認識して、為政者には、学問研究に不

当な萎縮効果を及ぼさないように慎重な配慮を行うことが求められます。2020 年に菅総理大臣によって日本学術会議の会員として任

命を拒否された 6 人ついては、内閣総理大臣の介入が恣意的であった場合、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科

学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与すること」とする日

本学術会議の使命を果たすことが困難となる恐れがあることを十分に踏まえ、推薦を行った日本学術会議の判断を最大限に尊重す

るべきです。 

任命を拒否された東京慈恵会医科大学（憲法学）の小沢隆一さん、早稲田大学（行政法）の岡田正則さん、立命館大学（刑法）の松

宮孝明さん、東京大学（歴史学）の加藤陽子さん、京都大学（キリスト教学）芦名定道さん、東京大学（政治学）の宇野重規さんの任

命に向けて、早急に再検討を行うべきだと考えます。日本学術会議の拒否問題が、日本国憲法第 23 条に規定されている学問の自由の侵

害だと受け取られ、日本の学術研究環境に対する疑念が生じた場合、日本の研究成果に対する国際的な信頼度にまで影響を及ぼしかね

ないことも念頭に置くべきだと考えます。 

 


