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あけましておめでとうございます 
 

◆◆2022年度私学助成国予算案が決まりました◆◆  

 高校以下私学助成の予算案が決まり、1月17日からの通常国会で審議されています 
「奨学給付金」の単価が改善されました。「私立小中授業料支援」が大きく変わります 
  1. 高校等就学支援金(公私合計額) 4,142億円(－27億円) 支給基準は昨年どおり 
 2. 高校生等奨学給付金(公私合計額) 151億円(－8億円) 
  ・(改善)全日制私立･非課税世帯第１子給付額：129,600円(＋5,000円) 
   同･第２子以降給付額：150,000円(＋2,000円)<15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合>  
 3．私立高等学校等経常費助成等補助 1.020億円(＋10億円)  
  ・各学校への経常費補助、家計急変家庭への支援等を含む 
 4. 私立学校施設･設備の整備の推進(大学を含む) 99億円(－1億円) 

・校舎耐震化等の促進、ICT教育設備整備費(情報通信設備の整備) 
5．私立小中学校授業料減免支援 12億円(＋2億円) 
 ・支援対象が家計急変家庭に限定。支給額は10万円から36万円に増額されます。   
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受験生チャレンジ支援貸付事業は、学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講料や、高校

や大学等の受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に必要な資金の貸付を行うことにより、将来の自立

に向けて意欲的に取り組む子供たちが高校や大学への進学を目指し、受験に挑戦することを支援する事業

です。中学3 年生・高校3 年生又はこれに準じる方※を対象に塾費用や受験料の貸付を無利子で行いま

す！！さらに高校・大学等に入学した場合、返済が免除されます！！（東京都福祉局の HP より） 

中途退学した方の再チャレンジにもご利用いただけます！！ 

 

東京都の受験生チャレンジ支援貸付事業について 
 



 
 
 
 
和光小学校 
▼12月17日、新型コロナウィルス感染対策のた
め、運動会当日にできなかった騎馬戦大会を実
施しました。当日は雨のため人数制限をして体
育館で行いました。 
▼和光小学校の沖縄学習旅行がはじまって今
年で35年。それにちなんで、親和会委員会主催
で沖縄戦の証言者の方のお話を聞くオンライ
ン学習会を2月2日に開催します。 
▼3学期は1月11日からスタートしました。 
 
和光鶴川小学校 
▼12月14日 ６年生で
は、「原爆の授業」がお
こなわれました。毎年こ
の時期、元校長の園田先
生をおよびして、特別授
業をしていただいています。「原爆とは何か」か
らはじまり、「原爆が生まれるまでの経過やその
非人道性」「実際につかわれるまでの歴史的背景」
「戦争の推移と投下にあたっての状況」など非常
に詳しく授業をしていただきました。昨年まで、
子どもたちに被ばく体験を直接話していただいて
いた被爆者の木村徳子さんが、今年の２月にお亡
くなりになりました。園田先生は、その証言を代
読されました。さらに、今日は、木村さんの娘さ
んもわざわざ来校くださって、子どもたちに、被
ばく２世としての体験を語られました。 
▼1月18日 今年度の署名集約をします。 
▼1月29日 公開研究会をオンラインで実施しま
す。 
 
和光中学校 
▼オミクロン株の急激な拡大により、１月５日に
学校より冬休みの健康観察を始業式に提出するよ
う連絡がありました。 
 始業は予定通りスタートできたものの、始業式
は 再びテレビ放送という制限のもとで行われま
した。 
▼昨年末は、生徒会主催の有志文化集会が開催さ
れたり、終業式も久しぶりに全校生徒が体育館に
集まって行うことができました。 
 有志文化集会も事前に入場者を確認し当日の飛
び入り参加はNGとするなど、基本的な感染対策

は行っていましたが、こうなってみると、束の間、
少しのびのびと行事を楽しむことができていたの
かなと思いました。例えば、皆既月食の日は、部
活動後の生徒たちが自然と集まり月食観測会が開
かれるような姿もあったようです。雲が晴れて欠
けた月が見えると歓声が上がるなど、とても微笑
ましい部活終わりならではの交流でした。 
▼現段階では、部活動も中止になっていませんし、
父母が校内に入ることはできないという状況でも
ありませんが、１月中に予定されている親和会や
委員会が対面で行われるかは状況次第といったと
ころです。 
 
和光高校 
【学校生活】 

▼12月の親和会では和光祭での子ども達の様子
を担任から写真や動画も合わせて話を聞く事がで
きました。子ども達だけで行う和光祭も2年目と
なり、目の当たりにできない親にとってとても有
意義な時間になりました。 
▼期末テスト後は通常の授業ではなく各学年クラ
スでレクリエーションが行われました。 
内容はビンゴゲーム、鶴川小学校の雑木林を散歩、
ドッヂボールなど他にも様々な生徒主体のアイデ
アを出し合い、互いに1年を振り返りながら更に
交流を深め終業式を迎える事ができたようです。 
▼冬休みも明け1月11日の始業式は各教室でモニ
ターを通して行われました。 
▼３年生は和光高校生としての時間も残りわずか
となり、大半の生徒は新たな環境に向けてそれぞ
れに準備をする段階です。 
▼２年生は進路を具体的化する為に改めて自分を
見つめる事。1年生はより実りの多い２年目を。子
供達がそれぞれよいスタートを切れるよう、今年
も活動を通して尽力できたらと思います。 
【親和会】 
▼私学部 12月4日の3回目の署名集約結果 
対都3558 対国3535 幼稚園3170 109家庭 
私学部便り 第3号を配信。 
▼広報部 2冊目の広報誌発行 
▼役員会 より良い親和活動を続けていく為のア
ンケートを行いました。 
 
大東学園 
▼12月3日(金) 都議会署名提出集会へ参加 
▼12月4日(土) 役員会 
▼12月10日(金)  午前：院内集会 午後：教育全
国署名集約集会、新宿西口パレードに参加 



▼12月11日(土) 拡大役員会・専門部会（担当者
会議）。私学助成署名第4回集約累計4059筆 

▼12月14日(火) 三者協事務局会議（1月29日
三者協議会に向けて）、制服プロジェクト（制
服について三者で考える） 

▼12月25日(土) 午前：東和会ホームページ業
者打ち合わせ。午後：コロナ禍での「新年会」
について企画打ち合わせ。 

▼1月8日(土) 午前：役員会。午後：昼食会をは
さんで拡大役員会 

▼1月11日(火) 三学期始業式。新型コロナ対応
時程を通常の体制に戻す。 

▼1月15日(土) 午前：専門部会（担当者会議）、
署名追加集約。午後：コロナ禍での「新年会」 

 
明治学院高校 
▼12月下旬に2年生の総合学習の研修旅行を実施
することができました。沖縄、長崎、京都などに
行きました。 
▼教養福祉委員会主催のＰＴＡクリスマス会を▼
公費助成委員会を1月中旬に行い、私学助成拡充
の署名の集約をしました。約3,300人分の署名と
9万円の募金が集まりました。 
 
鶴川高校こもれびの会 
▼昨年の父母懇総会では、Ａ先生の職場復帰を勝
ち取るための署名にご協力頂きありがとうござい
ました。昨年11月に、東京都労働委員会は、学園
が組合員であるＡ先生を雇い止めしたことは不当
労働行為に当たると明確に確定しました。また、
Ｂ先生への再雇用拒否、他の組合員に対する担当
教科授業時間を減じたことも不当労働行為である
とし、労働委員会はポスト・ノーティス（学校内
に謝罪文を掲示すること）を命じました。 
▼鶴川高校は1月11日に第三学期の始業式が行わ
れました。予定では1月22日推薦入試、2月10日
一般入試、3月5日卒業式となっています。 
 
正則すずかけ 
▼12月18日、コロナが下火になったので、ほぼ１
年ぶりに運営委員会を開くことができました。８
人が参加しました。担当の先生も参加され、当校
の近況を話していただきました。当日は特に決め
たことは無く、各自の近況を話す程度でしたが、
時間が足りないほどでした。次回は１月の予定で
したが、コロナの影響で延期になりました。 
▼ＰＴＡの会報誌へ、すずかけの活動内容の原稿
を送りました。 

不登校を考える私学の会 
▼「つまずいてもいいんだよ。」そんな声をかけ
てもらえたら、とても安心できる居場所だなと思
いませんか？ 
〇茶話会 
・毎月１回土曜日（次回3/12予定） 
・午後２時から４時半（全国教育文化会館内） 
（開催日・会場については下記にお問い合わせを） 

連絡先：メールkonishi_m@dokkyo.ed.jp （獨協・小西） 

 
 
 正則高校(事務職員)坂井 英希さんからの寄稿 

大学を出て正則高校の事務職員として二十
余年･･入職時から高学費私学への負担軽減
(保護者直接)助成制度はありましたが､当時年
額８万ほどの｢些少｣さが永年続いてきまし
た。 
 2010年民主党政権(公立)高校無償で国の
直接助成も加わり､現在小池知事公約で“高所
得(年収1千万ﾚﾍﾞﾙ)でなければ授業料は公立
と同等的になり(施設費部分は未だ)本校の未
納は各段に減少しました。 
 しかし、高校生は県外通学等｢幅広く教育
(学校)選びができるべき｣です。正則高校は神
奈川県からの通学生も一定程度いますが､こ
の子たちは東京の授業料助成は受けられませ
ん。そのため①正則(独自財源の)奨学金と②国
の就学支援金,③居住市の奨学給付金をすべて
｢申込み｣、｢お上の審査をパスして｣やっと都
内生並みの負担に近づきます。③は各市独自
の制度で､財源(対象者数)も限られ、居住市に
よっては制度すらない場合も･･しかも制度が
周く広報されているわけでもなく､本校で同
じ市から複数通学していますが今年度③を利
用したのは１名のみ･･しかも保護者が民生委
員に相談してやっと(その制度と)つながれた
くらいです。 
 このように複数の制度を(いくつも)それぞ
れ各種書類を整えやっと公立並みの負担に近
づけている例は｢一部｣ではなく、通常の私立
高生(家庭)の実態です。｢絆創膏(諸制度)の貼
り合わせ｣＝｢学費は受益者(自己)負担、援助す
る(援助を乞い申請する)モノ｣からの脱却を!! 



     
 
 
１．準備段階 
★公立高校増設運動の中から 
 1960 年代後半進学率の高まりの中で、高校が足りなくなっていました。都内中学の PTA が

中心となって、公立高校増設運動が始まりました。その方達の中から公立に行きたくても私
学しか行けなかった生徒が多数出ていることを問題視して、私学高
校生への授業料補助を求める私学助成金運動が始まりました。 

60 年代半ば東京都でも私学への助成金が出るようになりまし。最
初は高校生１人あたり２千円でした。 
★私教連が私学助成運動に取り組むことを方針化 
1964 年 私学の教師たちで組織する組合（私教連）が、私学助

成は公立中学生の親の問題と高みの見物を決め込む問題ではなく、
自分たちの問題ととらえ私学助成金運動に私教連として取り組むことを方針化しました。 

そして私学助成運動に取り組むに当たって、その画期的原則を打ち出したのです。 
「１．父母負担の軽減 ２．教育研究条件の充実  

３．ひも付き助成反対」（阿蘇三原則：全私研の前身阿蘇全私懇で）」 
２．「私学教育を守る父母懇談会」の誕生 

72 年福島飯坂全私研に東京の父母 20 名が参加。その方たちを含め東京私教連の全地区協を
訪問、父母懇結成への協力を呼びかけ、次の年 73 年 3 月 10 日 15 校 69 名の父母と 27 校 68
名の教師の参加で「私学教育を守る父母懇談会」を全国に先駆けて結成しました。 父母懇は
「懇談会活動によって父母も教師も横に繋がり一人ぽっちにさせない。父母も教育権者とし
て、学校作りに参加する。私学助成運動の一員として父母も参加する。」を目標に、活動を始
めたのです。 

その後は毎年の全私研にレポートを持って参加、父母と教師の提携の大事さを訴えて歩き
ました。全私研にも東京だけでなくいろいろな県から父母の参加がじわじわと増えてゆきま
した。そして父母懇の結成も広がってゆきました。 

その後、全国の父母懇、私学助成をすすめる会が、全国父母懇すすめる会交流集会を開くよ
うになり、全国的な交流が進んできたことは皆さんもご承知のことと思います。 

こうして東京から始まった父母・教職員共同の取り組みは全国へと拡大し、教育作りへの父
母の参加が支持を広げて行きました。 
欧米では教育への父母の参加は、父母の教育権として広く認知されおり、教育の国際組織で

あるユネスコは「教育はすべての人々の責任であり、政府や教員だけの責任事項ではないと
いう普遍的な合意がある。知識や情報が経済において主要なものとなり、文化の多様性・ジェ
ンダーの平等・その他の人権が民主主義の安定にとって重要なものとなっている社会におい
てはパートナーシップは教育改革における必要不可欠な要素となっている」と述べています。 
 父母懇の結成は、教育を上意下達の政府による統制から民主的な教育へ変える力の一つと

して、父母教師の共同を作る教育運動の一翼の誕生だったのです。 
３ . 父母・職員共同の学校作りを目指して 

これを受けて東京私教連は、これまでの教員中心の教育運動では、
教育を変えることはできない、父母・生徒と共に教育を変える運動を
目指そうと、当面父母と共同の運動作りをめざし、全私研に父母の参
加を、そして父母と教師による懇談会を組織する方針を提起しまし
た。各校の教師の呼びかけに応えて 1971 年夏、第 2 回阿蘇全私研に
東京から 5 校 8 名の父母が参加しました。（和光、明治学院、正則、
明星、豊昭）この 8 名の父母たちは、東京に帰ってからこのつながりを契機に東京の父母を
横につなげる組織を作ろうと、私教連の教師たちと相談を始めました。 

全国の私教連に参加する教師たちは、阿蘇全私研の成功に励まされこの年対国署名を 190
万集め、私学助成は全国的統一要求になったのです。(次号に続く) 

東京父母懇の歴史①  

 

東京父母懇は 2023 年に創立 50 年目を迎えます。 

父母懇創立以来のことを知る鈴木伸男さんにまとめて頂き

ました。今回より連載をしていきます。当時のことや感想等を

メール等でお寄せ頂ければ幸いです。 


