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国による一律学費半額と、高等教育機関への予算措置を求める要請書 

 

一律学費半額を求めるアクション 代表 山岸鞠香 

 

 私たち「一律学費半額を求めるアクション」は、さまざまな大学の学費減額署名の発起人がつながっ

たグループです。それぞれが学生の声として大学に署名を届けてきましたが、学費減額を本当に実現す

るためには国に予算措置を求める必要があることに気づき、そのなかで共通部分として辿り着いたのが

この署名です。全ての学生が安心して大学などに通い続けられるようお力添えをお願いします。 

 新型コロナウイルスの感染が広がる中で、多くの大学や高等専修学校、専門学校などで立ち入りが制

限され、授業がオンラインで実施されることになるなど、学生の生活に大きな影響が出ています。 

 学生のアルバイト、親の収入、学生ローンなどの抱き合わせでなんとか大学や専門学校に通わざるを

得ないのは、そもそもの学費が高いからです。いま、アルバイトがなくなり、親の収入も減って家計が

急変しています。このままでは進学や在学が危ぶまれ、世代ごと未来を奪われて社会に大きな傷跡が残

ります。特に、いま最前線で新型コロナウイルス感染症の治療にあたっている医療従事者は、医学生・

看護学生などが毎年学校を卒業するからこそ存在しているのです。 

 １３人に１人が退学を検討中との調査もあり、学費を負担する親世代にとっても子どもの未来が決ま

る瀬戸際です。高等教育はお金が払える人だけのものではなく、日本社会の共有の財産であり本来は権

利です。学びを諦める人をなくすため、以下の２点を速やかに実現するよう国に求めます。 

 

記 

 

1. 国の予算で一律の学費半額化を求めます 

 経済的影響が⾧期化することで、学業を続けることが難しい学生が大量に出てくる恐れがあります。

対象が狭く審査に時間をとる現行の制度ではなく、国公私立の違いや、課程や学年の違い、国籍の違い

を問わない学費半額への一律減額を求めます。 

 

2. 大学などへの予算措置を求めます 

 国は、新型コロナへの対応で増えた大学などの費用を補填してください。大学ではオンライン授業の

設備投資や教職員の残業代など、予期せぬ負担が出ています。例えば、図書館休館に伴って書籍を貸し

出すシステムを各大学が整備する際、国がこの費用を補償してください。 

以上 
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『一律学費半額を求めるアクション』活動内容

〇 署名に至った経緯 

 『#COVID19 学費問題』（後述、署名発起人の自助グループ）にて、各大学署名発起人が集まり交流し

ていた。その中で、学費減額をほんとうに実現するために、国に予算措置を求めることにした。学費減

額署名は大学ごとに様々なタイプがあったが、その共通部分として見出されたのが、大学ではなく「国

に予算を求める」この署名である。 

〇 オンライン署名実施期間  

〇 署名数 １０６６３筆 

〇 『一律学費半額を求めるアクション』参加者一覧  

 全４１校の学費減額署名発起人 

・東北学院大学「東北学院大学における新型コロナウイルスによる措置に対する学費減額を求めま

す」署名発起人 

・法政大学「新型コロナの流行に伴う、法政大学のキャンパス閉鎖と授業のオンライン化に対する

学生への学費減額等の支援を求めます」署名発起人 

・法政大学「法政大学に学費減額を求める署名活動」署名発起人 

・大東文化大学「大東文化大学におけるコロナウイルスによる入構禁止及びオンライン授業につい

て学費の返還を求めます」署名発起人 

・名古屋商科大学「名古屋商科大学 学費・施設利用料(教育充実費)の減免を求めます！」署名発起

人 

・慶應義塾大学「慶應義塾大学に学費減額を要求します。（学生・関係者のみ署名可）」署名発起人 

・駒澤大学「駒澤大学における新型コロナウイルスによって生じた大学施設閉鎖間に伴う学費一部

免除を求めます！」署名発起人 

・和歌山大学「【緊急】和歌山大学は、コロナウィルスによって先行きが不透明な状況下で、授業料

を徴収しないで下さい。大学教育の質の確保について、学生にきちんとした説明を行って下さい。」

署名発起人 

・金沢大学「金沢大学：全学生対象の支援と制度の改善請求を！」署名発起人 

・拓殖大学 「拓殖大学に今年度の学費減額を求めます」署名発起人 

・東洋大学「東洋大学へ。大学施設閉鎖による春学期分学費減額の要望」署名発起人 

・共立女子大学「共立女子大学に学費の一部減額・一部返金を求めます。」署名発起人 

・神奈川大学「春学期の学費納入、施設設備資金について」（終了済）署名発起人 

・成城大学「成城大学に学費減額を求めます！コロナウイルス対策に伴うキャンパス閉鎖・オンラ

イン授業実施の影響を考慮してください！」署名発起人 



2 

・佛教大学「佛教大学 学費一部返還を求める署名」署名発起人 

・國學院大學「國學院大學学費減額要求」署名発起人 

・関西大学「関西大学へ学費の一部免除を求めます！」署名発起人 

・跡見学園女子大学「跡見学園女子大学に対する学費(設備費)の返還」署名発起人 

・桃山学院大学「桃山学院大学コロナ被害に対する学費の減額 返還」署名発起人 

・中央大学「中央大学は学費を減額せよ」署名発起人 

・同志社大学「大学は学費を減額せよ」署名発起人 

・東京理科大学「東京理科大学学⾧: 新型コロナウイルスによる東京理科大学のキャンパス閉鎖とオ

ンライン授業移行に伴い学費返納・減額を求める署名活動」署名発起人 

・宮城学院女子大学「宮城学院女子大学の学費一部減額または返還を！」 署名発起人 

・尚絅学院大学 「尚絅学院大学において新型コロナウイルスの措置に対し学費減額を求めます。」

署名発起人 

・東京家政大学「東京家政大学に学費減免や学生への支援を求める署名」署名発起人 

・北海学園大学「北海学園大学新型コロナウイルス対策本部: 新型コロナウイルス感染症による、遠

隔授業への移行を受けた学費減免と真摯に遠隔授業に取り組んでくれた教員への配慮を求めます。」

署名発起人 

・京都文教大学「京都文教大学に対し学費の減額等を求める署名活動（京都文教大学学生自治会）」

署名発起人 

・摂南大学「摂南大学の学費設備費等の一部返還･免除を求めます！」署名発起人 

・東京学芸大学「東京学芸大学に授業料の返還と文部科学省に高等教育機関への予算措置を求める」

署名発起人 

・京都建築大学校「京都建築大学校の二級建築士講座の休講及び図書館各種施設閉鎖を伴い、学費

減免、一部返還を求める署名活動を行います」署名発起人 

・日本体育大学「日本体育大学 学費減額及び返還 要望」署名発起人 

・亜細亜大学 学費減額署名発起人 

・大妻女子大学 学費減額署名発起人 

・弘前大学「弘前大学学生への経済支援を求める緊急署名」署名発起人 

・一橋大学「一橋大学における学生への経済的支援と制度的措置要請への署名よびかけ」署名発起

人 

・早稲田大学「早稲田大学に授業料一部減額もしくは一部返還求める嘆願書」署名発起人 

・帝京大学 学費減額を求める会 

・群馬大学 有志 

・東京工業大学 有志 

・千葉大学 有志 

・東京医科歯科大学 有志 
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『#COVID19 学費問題』グループについて 

〇 グループ形成の経緯 

 ４月半ば頃、大学の学費振り込み用紙が手元に届くようになる。額が例年通りであること、授業は開

始されないこと、オンライン化などで再現されない授業が多いなどを鑑み、違和感を覚えた学生が各大

学宛てに学費減額署名を個々に開始する。様々な大学が独自に学費減額署名を行っていたので、その署

名発起人同士がつながり、学費減額署名が広がるにつれ、自然と拡大していった。 

〇 活動内容 

 大学内学費減額署名の作成方法、オンライン署名 Web サイトの仕様、署名集め、大学への提出方法な

どのノウハウの共有。活動のストレスについての相互的なメンタルケア。共通署名『国による一律学費

半額と、大学などへの予算措置を求めます』の作成に至るまでの議論。 

〇  参加者数（２０２０年４月２９日現在） １２６人 

参加者数推移 

 4/16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 6 13 23 38 52 65 67 83 94 106 114 122 126 

〇 参加者の各大学学費減額署名の一覧と署名数（２０２０年４月２８日正午時点） 

大学名 署名数 

近畿大学 1280 

上智大学 1101 

慶應義塾大学 139 

拓殖大学 500 

宮崎公立大学 1 

千葉工業大学 27 

東京農業大学 580 

京都先端科学大学 177 

神奈川大学 648 

宮城学院女子大学 589 

日本大学 1400 

慶應義塾大学 204 

関西大学 1620 

和歌山大学 390 

同志社女子大学 24 
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京都文教大学 264 

國學院大學 907 

跡見学園女子大学 184 

金沢大学 233 

千葉工業大学 56 

大阪芸術大学 479 

名古屋大学 67 

東京学芸大学 277 

成城大学 602 

獨協大学 1068 

東京家政大学 782 

中央大学 1236 

共立女子大学 408 

東海大学 1843 

一橋大学 30 

合計 30 大学 合計賛同者数 17116 筆 

◎グループに入っている学生が在籍する大学一覧（全 66 大学） 

亜細亜大学 一橋大学 学習院大学 関西大学 

宮崎公立大学 宮城学院女子大学 京都建築大学校 京都先端科学大学 

京都大学 京都文教大学 共立女子大学 近畿大学 

金沢大学 駒澤大学 群馬大学 慶應大学 

敬愛大学 弘前大学 昭和女子大学 上智大学 

信州大学 神奈川大学 成城大学 青山学院大学 

跡見学園女子大学 摂南大学 千葉工業大学 千葉大学 

早稲田大学 多摩美術大学 大阪芸術大学 大阪樟蔭女子大学 

大手前大学 大正大学 大東文化大学 拓殖大学 

中央大学 帝京大学 帝塚山大学 東海大学 

東京医科歯科大学 東京家政大学 東京学芸大学 東京工業大学 

東京大学 東京電機大学 東京農業大学 東京農工大学 

東京理科大学 東京藝術大学 東北学院大学 東洋大学 

同志社女子大学 同志社大学 日本大学 法政大学 

北海学園大学 明星大学 立教大学 立命館大学 

了徳寺大学 和歌山大学 佛教大学 獨協大学 

京都外国語大学 明治学院大学   

以上 



大学名 発表日 予算総額 支援額 対象 大学名 発表日 予算総額 支援額 対象 学校名 発表日 予算総額 支援額 対象

立命館 4月27日 25 3 東北 4

東洋 4月27日 15 5 広島 4月23日 3

中央 4月28日 13 5 大分 4月27日 0.07 10

立教 4月25日 10 5 宇都宮 4月27日 0.1 10

城西 4月24日 7 5 徳島 4月28日 3

京都産業 4月28日 7 5 名古屋 3 自宅外

明治学院 4月21日 6 5 岐阜 3 自宅外

芝浦工業 4月28日 5 6

早稲田 4月24日 5 10

東京家政 4月28日 4 5

大手前 4月28日 2 5

北海道科学 4月20日 5

慶應義塾 4月25日 1,5

神奈川 4月24日 5

京都芸術 4月24日 3

就実 4月21日 3

東北芸術工科 4月27日 3

広島工業 4月24日 5

武蔵野 4月27日 5

獨協 4月23日 10 校区分 校数 予算総額支援平均

日本 4月27日 10 10 一律給付 私立 20 118 5.59

日本体育 4月28日 3 10 一律給付 国公立 5 4.17 5.33

佛教 4月28日 5 一律給付 専門

東京電機 4月28日 6 25 122.17 5.46

20 118 5.59 5 4.17 5.33 (校) (単位：億) (単位：万)

私立 国公立 専門


