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第 24回伊賀市意育教育特区学校審議会 記録 

 

◎ 開催日時：平成 28年３月 14日（月） 15：37～19：12 

 

◎ 開催場所：大山田農村環境改善センター 大会議室 

 

◎ 出 席 者（敬称略） 

審議会委員  直木葉造（会長・学校法人 愛農学園農業高等学校長） 

城山廣三（上津地区代表者） 

市川岳人（伊賀市議会議員） 

       ウィッツ青山学園 

              白根孝一（㈱ウィッツ代表取締役） 

              西尾隆一（ウィッツ青山学園校長） 

              井上 晃（ウィッツ青山学園副校長） 

       事 務 局  野口俊史（教育長） 

  伊室春利（教育次長） 

  宮崎 寿（教育総務課長） 

中浦基之（学校教育課長） 

立岡優孝（教育総務課） 

              高橋やすこ（教育総務課 主査） 

       欠席委員   中谷英子（税理士） 

東 則尚（三重県立上野高等学校長） 

傍  聴   19名 

 

・審議会の成立を報告（宮崎教育総務課長） 

 

・あいさつ 

 

会  長：皆さんお忙しい中ありがとうございます。 

今日は続きまして大事な確認、審議等がございますのでよろしくお願いいたします。 

 

野口教育長：皆さんこんにちは。審議委員の皆様方には短い期間に何回もお集まりをいただきまして本

当にありがとうございます。３月末も近づいていますので至急考えていかなければならな

いこともたくさんあります。新聞報道等でウィッツ青山学園高校って一体どんな学校なん

だと思っている人たち、あるいは子ども達もいるかも分かりません。一番その中で私達も

そういう意味で責任を感じていますし、今後どうしていったら良いのかということも考え

ています。しかし一番守っていかなければいけないのは子ども達かなと。一生懸命卒業し

て行った子ども達が一番つらいというか、いろんなことを考えているのかなと思っていま
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す。また逆に教育実体の無いようなかたちで入ってきた子ども達については、私はある意

味では今一番良い勉強をしているのかと思っており、大変だという思いも持っているのか

なと思っています。そんな子ども達のことも考えながら至急まだしていかなければならな

いことがたくさんあります。学校からも３名来ていただいていますが、よろしくお願いし

ます。審議委員の皆さんもどうぞよろしくお願いします。   

 

（以下、会長が進行） 

 

１．当審議会の公開・非公開について（事務局より非公開審議を提案） 

 

会  長：今事務局の方からの提案について、事項書４番までは公開、事項書５番以降を非公開とさせ

ていただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

【伊賀市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条第２号により一部非公開決定】 

 

２．議事録の確認について 

 

（立岡が議事録概要について資料１に基づき説明） 

 

議事録について疑義があった場合事務局へ連絡いただく。 

 

 

３．３月４日付緊急措置要請（行政指導）にかかる対応状況について（報告） 

 

会  長：緊急措置要請の要請に対してどのような対応をしてこられたかをウィッツさんの方からご説

明をお願いいたします。 

 

（以下の項目について白根社長が口頭説明） 

 

・生徒・保護者への説明責任を果たすこと 

説明の内容について明確にする必要もございますので、３月１５日までに本年３月卒業見込生徒

の回復措置について明確なかたちで説明できるような状況を作って、それから各該当する生徒に

順次郵送するかたちで説明をしてまいりたいと思っております。また同時にホームページ上にも

その内容を掲載してみていただけるような形をとりたいと思っています。 

一番目に掛かりますのは３年生次の転入・編入の生徒でございまして、該当する生徒が６９名お

りますがその中で早急に再履修をしていただく生徒さんが５３名ということで、その生徒さんつ
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いてまずは保護者さんも含めて説明の文書をお送りしたいと思っております。それ以降、３月２

０日に２年次転入生の再履修状況調査と回復措置の計画を作りまして、その内容についてもお送

りするというかたちで順次説明をしてまいりたいと思っています。 

 

・在籍不適格生徒の退学処分について 

この生徒に関しましては、全て東京の四谷 LETS の生徒でございまして、その四谷 LETS の生徒一

人ひとり、訪問あるいは電話連絡を含めて対応を行いました。ただ一人ひとりの学習履歴につき

ましては明確な書類というのが手元に残っているもので確認する他なかったのですが、東京地検

に押収されているもののコピーを返していただくようなかたちで、再度明確なかたちでは報告さ

せていただきますが、今回報告させていただいた不適格者という生徒に関しては現在までに連絡

が取れない生徒、それから今後継続を希望しないという生徒として不適格者として退学処分にさ

せていただきます。その生徒が１０２名でございます。 

   

（以下の項目について井上副校長が口頭説明） 

 

 ・本年度卒業見込生への回復措置について 

   現在調査中の部分も多くあるのですが、ひとまず先ほど社長の方からもあったように３年次の転

入生・編入生と合計６９名いる中で、まずは９月生という生徒が本校には在籍しておりますので、

転入生のうち９月生の４名を除いた者及び授業型のスクーリングと呼ばれる本校の教員による授

業を受講している生徒１２名を除いた数をまずは優先的に回復措置を優先的に行っていくという

ことを検討しております。他３年生のうち２年次転入生・編入生、１年の時に入学してきている

生徒の履修状況も調査した上で、それぞれ学習状況がどうであったかということもチェックした

上で随時４月以降回復措置を実施していくというふうに考えております。 

  

委  員：ちょっとすいません。この改善計画書の１１ページのことを今言われているんですね。 

 

井上副校長：はい。そうです。 

 

委  員：それならもう一度人数を教えてくれませんか。本年卒業見込生の回復措置で３月１５日は何

人とか、そういうのが分かるはずですね。それを教えてください。 

 

井上副校長：まず、３年生転入生・編入生につきましては合計で６９名になっております。６９名のう

ち９月生と呼ばれる生徒が４名。既に授業型と呼ばれる授業を本校で受けている生徒が１２

名。２年次の転・編入生につきましては、転入生が１３３名、編入生が１７名。そのうち９

月生が４名。同じように授業を受けている生徒が１４名。１年次の入学及び転入・編入生に

つきましては、１年生の転入生が１０３名。編入生が８名。うち９月生が４名。１年生から

新入学で本校のほうに入学してきている生徒が１０１名。うち９月生が１６名。それがそれ

ぞれの人数になっております。今現在履修状況および学習状況、添削指導であったり面接指
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導であったり、メディア学習、考査、それぞれの実施が正しく行われていたかどいうかとい

うチェックを終えているところが３年生の転入・編入生まで。そのあとこちらの改善計画書

に書かせていただいているように、３年生の転入生、編入生については１５日の段階で回復

措置計画を作成して通知を行っていく。続けて２年次の転入生・編入生に関しては３月２０

までに状況を確認したうえで通知を行っていく。同様に１年生入学生及び転入生・編入生に

ついては３月３１日に向けて調査を行って計画を立てて通知を行っていくというように考え

ております。実際の回復措置につきましては、下に書いてありますが、３年次の転入生・編

入生および２年生の転入生・編入生の一部、これはもっとも本校での回復措置が短くていい

生徒達になりますので、まずはこの生徒達を対象に３月２７日から２９日までを実施予定と

しております。そのほかの２年次の転入生及び２年次の編入生の一部及び、１年次の新入学、

転入生編入生、こちらは、年度が明けて５月から８月、少なくとも前期には終えられるよう

な計画を立てて随時実施していきたいと考えております。 

 

（以下の項目について白根社長が資料３に基づき説明） 

 

・広域通信制課程にかかる新年度入学生募集の即時停止について 

 

白根社長：資料３「ウィッツ青山学園高等学校運営の適正化に向けての方針」の通知によって３月５日

以降通信制課程における新入生の募集を停止する旨すべての LETS の運営者に通知しており

ます。 

 

（以下の項目について西尾校長が口頭説明） 

 

・指導事項対応状況の随時報告について 

 

西尾校長：今までの緊急措置要請に関しましては、随時段階を踏んでこちらの方で対応を早急に進めて

おります。その点に関しましては伊賀市さんの方の協力を得ながら随時コミュニケーション

をとってということで報告、必要なことは随時させていただいく予定にしております。 

 

会  長：それでは今、緊急措置に対する対応の説明をいただきましたが、このそれぞれの項目でご質

問がありましたらお願いいたします。 

 

委  員：この資料４のスケジュールをもとに改善計画にある回復措置をするということでよろしいか。 

 

宮﨑課長：この資料４は私どもで作らせていただきました。３月中に関わらず早急に回復措置を行う必

要があるということで個人別の資料を提出いただきまして、個人一人ひとりについて履修が

必要な時間というのが異なっておりますので、また科目も異なっておりますので、当てはめ

ていって最も効率的に一番遠くの人から伊賀市に来ていただく時間も配慮しながら行える方
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法ということで組み合わせを作って、というのがこの表でございます。これはまだ確定では

ありませんが、市内の中学校の５教室を借りまして、再履修をするのに伊賀市内のホテルに

近くて昼食あるいは会場への利便性が高い、そういった会場を確保させていただいてと思っ

ております。提出いただいた資料の中では先ほど報告いただきました３年次転編入生に対す

るデータだけですが、見ていただきましたとおり例えば「英語表現Ⅰ」というのが受講生一

人しかおりません。せっかく授業を開校することによって３年次編入生だけにしてしまいま

すと非常に少ない生徒で開校しなくてはいけない、そういう科目も出てまいるものですから、

ここにさらに２年次の転編入生の中での必要時間も加えまして、この中で終われる人を抽出

しまして、一人でも多くの方がこの３月の期間中の再履修によって、真の卒業資格を得られ

るように対応しようという事で今２年次の転編入生の情報をウィッツさんに求めているとこ

ろでございます。こうしたいっぺんに５教室を開校して並べていく中でウィッツさんの先生

だけでは足りないというところも出てきますので、そういうところは伊賀市のほうから県の

教育委員会に講師の派遣をお願いいたしまして、そういったところの穴を埋めながら早期に

対応できたらなということで履修計画を詰めさせていただいているような表でございます。 

 

委  員：そうするとウィッツさんと教育委員会事務局とすり合わせてこの計画でする、ということで

すね。それが３月１５日以降からするということですか。 

 

井上副校長：これについては回復措置というのが３月２７日から２９日ですね。１５日と書かせていた

だいているのは、あくまでも計画書の作成段階がこの１５日までに計画を確定させて実施自

体は３月２７日から２９日のこの３日間でこちらに書いていただいている１日目・２日目・

３日目で再履修と考えております。 

 

委  員：この２７～２９日での回復措置ということで、１５日に３年次の方に対して状況説明を郵送

してホームページ上でも掲載ということですが、いきなりということですので期間が差し迫

ったという状況で１５日以降にご連絡をして、２７から２９日の間に全ての方がここにいら

っしゃるというのは現実的にはなかなか難しいのかなと思いますが、「そこでは無理です」と

いう方についてはどのような回復措置をとられるのですか。 

 

宮﨑課長：実は具体的に申し上げますと、文科省とも打合せをしているのですが、再履修を受けないと

やはり高校卒業資格が得られない、そういった状況が見込まれます。これは仮の卒業のまま

逃げ切るというのが不可能なんです。そういったような指導も文科省は私どもの方へもする

というような事を聞いています。近々そういった通達が出るように聞いておりますので、そ

れと合わせて本人さんにご案内を差し上げる。それと同時に進学先・就職先へも、真の卒業

を得るために協力をお願いしたいこと、今こういった状態であるけれども差別的な取扱いは

慎んでいただくよう、そういったお願いも文科省さんの協力を得ながら当市の方からそれぞ

れ一人ずつの就職先・進学先に発出すべく今準備を進めております。それでもそういうよう

なことを積み重ねても、仮の卒業から真の卒業にするためには、こういった回復措置を受け
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ないと本当の真の卒業にはならないんですよという事を本人さんに私どもから通知をさせて

いただく必要があるというふうに考えてはおります。いろいろ個別では進学先が海外へ行っ

ている人がいるとかなかなか難しいようなケースも出てきますが、こちらに帰ってこられた

ときに受けられる措置だとかいろんな対応を考えながら再履修については漏れなく行えるよ

うな体制を整えて、それを受けていただかないと真の卒業とは認められないという事を厳し

く通知することによって、生徒さんには大変プレッシャーがかかる事ですが、やむを得ない

だろうというふうに、そういった対応で臨ましていただきたいと思っております。 

 

委  員：対応方法というのはそれで理解しました。この２７日から２９日の間に例えば受けられなか

った方というのはどのようにしますか。 

 

宮﨑課長：２７日から２９日に受けられなかった方については、次回の履修の機会をまたご案内する、

履修が終わった人を全部チェックしていきまして、この子はまだ履修していないというのを

チェックして次の機会を案内する、次の機会を提供する、そういうふうにして何回か履修の

機会を提供できるような体制で進んでいくと。履修が終われば履修が終わったことの履修修

了証明、そういったものを当市の方から履修証明を発行するような事も考えております。そ

れを持って各進学先や就職先へご報告をいただく、こういうようなかたちを今のところ検討

しているところでございます。確実に今週中にはそういったシステムの流れがきちんと出来

上がっていくと思います。これはウィッツさんとこういうシステムでという情報を共有した

うえで、再履修にあたっていきたいと思っています。 

 

委  員：わかりました。 

 

委  員：それはあくまでもウィッツさんと教育委員会とは綿密に連絡調整をしながら実施していると

いう事ですね。 

 

宮﨑課長：はい。 

 

委  員：そうすると、社長さん、明日から手紙を出されると言っていましたね。１０２名の退学者と、

そういった反応と、混在しないのですか。退学者と連絡が取れないとおっしゃっていました

ね。これにはそういった方が３月２７日から２９日に入っている可能性があるんですか。 

 

白根社長：それは入っておりません。 

 

会  長：もう一度整理させていただきますが、まず２番目の在籍不適格者の生徒は、四谷 LETSのみに

関係したというという事でよろしいですか。 

 

白根社長：はい。 
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会  長：そしてその数が１０２名。その１０２名は全員退学処分になる、そういうことですね。 

 

白根社長：はい。 

 

会  長：それから教育委員会さんにもご協力いただいてできたこの２泊３日のプログラムですが、こ

れを基にしてこの内容で再履修が一応動けるというふうに考えてよろしいんですか。副校長

先生よろしいですか。 

 

井上副校長：はい。 

 

会  長：そして、まず一番急ぐという子どもさんは６９名中５３名という事なんですか。 

 

井上副校長：９月生の４名および今年度授業を受けてスクーリングを終えている生徒が１２名おりまし

て。 

 

会  長：その２組は大丈夫だという事ですか。残りの５３名が３月２７から２９日でとりあえずやる

と。その子たちはクリアできる状態に達すると。 

 

井上副校長：全て来ていただいて授業を受講すれば。９月生の４名につきましてはもちろん回復措置は

必要なんですが、さしあたって３月末の卒業ではないので次の機会に受けていただくと。 

 

会  長：それで大丈夫なんですか。 

４月以降の件は、教育委員会の方からご説明をいただいたような就職先・進学先にもご協力

をいただき、理解いただきつつ確実に８月くらいを目途に回復させるという事ですね。教育

委員会もそれでよろしいですね。 

 

宮﨑課長：はい。そういうかたちで進めていきます。 

 

会  長：そのために教育委員会も全面的に協力されて今動いてくださっているという事ですね。それ

以外の子達は順次来年度の中で適切な措置をしていくという事ですね。 

     そして４番目の今年度の広域通信制の募集は、先ほどの学校の方でお出しになられた３月１

０日付の文章で３月５日以降は止めるという線で全 LETSに連絡いただいていると、ですから

生徒募集は一旦止まったと。回復措置も含めて、今在籍している子達に対してさらに必要な

措置をしつつ動かれると。同時に教職員体制も含めてこれから整理されてきたという事でよ

ろしいですね。 

     それでは、事項書３につきましてはよろしいですか。 
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つづいて事項書４に入らせていただいて、改善計画（最終版）ということで、今の段階でも

う一度出していただいた資料５ですが、（１）の事項について多少重複する部分もあると思い

ますがもう一度ウィッツさんから説明をお願いします。 

 

４．ウィッツ提出の改善計画（最終版）等について（説明及び質疑応答） 

（１）在校生（卒業見込生含む）の回復措置について 

 

（資料５ １１ページに基づき井上副校長が説明） 

 

井上副校長：先ほどご説明させていただいたのは、この３月に卒業見込である、急を要する生徒に対す

る回復措置についてご説明させていただきました。現１年生２年生に対する回復措置につき

ましては下の表に書いてありますとおり、まずは履修状況の調査及び回復措置計画の作成と

いうことでこちらを４月末までに終了させてまいります。この計画に基づいて回復措置の実

施としては現１年生・現２年生についてですが、来年度２年生・３年生になる生徒は来年度

のスクーリングを実施する予定です。ここのスクーリングに参加していただくと共にこの回

復措置のスクーリングを実施していくということで現在考えております。ですので、通常１

年分でスクーリングを終了させる予定ですが、回復措置を含めてですので来年度中に追加で

来ていただくということで考えております。現時点では来年度のスクーリングとしては２泊

３日のスクーリングを合計１６回程度、現状予定しておりまして、ただこれは本校の教室を

使ってという事であくまでも全日制の夏休み、冬休み、春休みの長期休暇を利用して１６回

実施するということです。以前スクーリングの計画書は審議会のほうにも提出した事があっ

たかと思いますが、来年度以降、伊賀市さんとも相談させていただいて、平日でもより多く

の受講が出来るように教室以外で伊賀市内の施設を使ってスクーリングを実施する体制を出

来れば構築していきたいと考えております。そういったスクーリングのその中で回復措置も

同時に行っていくという予定をしています。 

     この間の報道を含めて本校から他所の学校に転学したいという申し出も多数ございます。そ

の場合、転出先の学校によって回復措置を実施していただけるかどうかという事がまず一点

で、こちらを担っていただけるという事であれば転学先の方で受けていただく、ただし回復

措置にかかる費用だとか、お金のかかることについては個別に転学先の学校のほうと話を進

めていくという手続きなるかと思います｡もう一点は、転学した後に本校が指定する回復措置

の授業を受けるというパターンが考えられます。この場合につきましては、在籍としては転

学先の高校に在籍することになって回復措置のみをウィッツ青山学園高等学校で受講してい

ただくということで、こちらも日程につきましても２８年度のスクーリングの日程を通知し

たうえで本人の都合によって受講できるように体制を整えたいと思っております。ただし今

後、今年度３年生で卒業する生徒へのスクーリングと兼ねて、また伊賀市さんと調整しなが

らどのかたちがよりよい方法なのかということを検討しながら進めていきたいというふうに

考えております。 
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会  長：教育委員会のほうで何かございますか。 

 

宮﨑課長：この回復措置にかかる部分については、当市でも全面的に協力をしようと考えております。

したがいまして、平日全日制の授業が行われていて、平日のスクーリングを実施する場所が

無い、そういうことであるのならば当市の方で場所の確保なんかを協力させていただきまし

てスクーリング会場を確保する予定ではおります。ただウィッツさんの課題としまして、全

日制の授業をしつつスクーリングの方の授業を行うためにはどうしても教員体制が非常に課

題になってまいりますし、今回３年生のこの３月のスクーリングについては春休みというの

もありつつ、三重県教育委員会さんへのお願いという事への対応は可能ですが、学期中の平

日の対応ということであればなかなか難しい部分も出てくるのかなと思っているのですが、

ＯＢの方ですとかいろんな協力をいただくとか考えていきたいとは思いますし、この回復措

置というのは出来るだけ早く、特に１年生２年生についても１年生が３年生になってもまた

スクーリングが出てくるわけですから、出来るだけ早い段階で年度内には終わらせる、その

ための協力は積極的に行わせていただきたいというふうに考えております。 

 

会  長：質問ですが、転学希望はどれくらい出てきているのでしょうか。 

 

井上副校長：まだはっきり回復措置のことであったりとか、決定していない中ですが、やはり保護者か

ら本人が不安になってということで、今聞いているのはおおよそでは２００くらい。転学と

なるとどうしても LETSの単位で移動という事になってしまいますので、そういう意味では大

きな数が一度に動くと。今聞いている範囲だけで２００弱くらいの転学を予定している。た

だ、転出先との細かい調整であったりとか、条件のこととかまだ詰められている状態ではあ

りませんので、今現在ではそういう意向を聞いているという段階です。 

 

会  長：回復措置に関しては教育委員会でもいろんな意味で全面的に可能な範囲で応援されると。会

場を含め教員の応援も含めて可能なかぎり２０１６年度で、現段階で回復措置が必要な子達

が終えられるように応援されるという話が出ています。その方向であれば少し状況が見えて

くるという気がいたしますが、教育長さんとしてはいかがですか。 

 

野口教育長：結構です。 

 

会  長：よろしいですか。 

（１）回復措置についてはよろしいでしょうか。 

     それでは学校運営の体制、特に通信制課程の改善について再度ウィッツさんからご説明をお

願いします。 

 

（２）学校の運営体制（通信制課程）の改善について 
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（資料５ ２ページに基づき西尾校長が説明） 

 

西尾校長：既に前回までに出させていただいている教員の現状不足、その不足によってどのようなマイ

ナス点があったかというのが２ページに記されております。今回のこと関しまして伊賀市教

育委員会の方々にいろんな面で協力をしていただけるということ、本当にありがたく思って

おります。ただ、４月以降新年度がスタートしまして新しく再スクーリングのかたちをとっ

ていくと、どうしても早急に通信制のスタッフが必要であるというのも必然であります。そ

れに関しまして大至急教員の募集・採用を続けておりますが残念ながら正直なところなかな

か進んでおりません。４ページの上の方ですが、採用教員予定数ということで７００名の通

信制がいた場合はこれだけの教員が必要であるだろうということでの採用予定数です。出来

れば３ページの下段にありますが、生徒５０名に対して１名という体制が非常に望ましいで

あろうということで、とにかくまず５０名に対して１人という体制を早急に整えていきたい

と考えております。今日現在どのような状況になっているかといいますと、４ページに戻っ

ていただくと、採用教員予定数ですが数学２名のところ１名の非常勤は確定しております。

情報１名というところの１名は確定しております。その他教科教員に関しましては、残念な

がら未定で採用は決まっておりません。それとは別に、通信制の事務を集中的に担当してい

ただく事務長というかたちで事務員も常勤で１人確定しております。そのサポートとして事

務を担当する常勤の女性スタッフを確定させております。現状確定しているのは以上なんで

すが、年度末に当たりまして公立学校教員の異動に伴って常勤講師、非常勤講師の異動もあ

りますのでそれも含めて声をかけていきたいと思っております。それから私の前職である塾

関係を通じて、新年度の異動等も含めて余剰になっている教員を何とかあたっていきたいと

思っています。書面では９月までにとなっていますが、出来るだけ早く４月・５月という目

標を随時持ちながら進めていきたいと思っていますが、現状では今報告した数字となってお

ります。 

 

会  長：今のご説明に対して質問があれば。 

 

委  員：この４ページの（採用教員）１４名の籍はどこになりますか。本校ですか。 

 

西尾校長：全部本校です。本校にいる職員室と校長室を入れ替える体制とかも全部整えて、受け入れる

体制は用意をしています。 

 

委  員：そういうことで、スクーリングなども全部行えるという事ですね。 

 

西尾校長：はい、そうです。 

 

会  長：他にいかがでしょうか。 
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委  員：採用教員予定人数が１４名で、今のところ３名確定しているという事で一人当たり５０名が

望ましいというかたちでおっしゃっていますが、事務局としてもこれくらいの人数が適切と

認識いただいているのですか。 

 

宮﨑課長：この５０人に一人という数字ですが、公立高等学校の教職員の配属基準に関する省令があり

まして、その基準に照らしますと、定員が１，２００名までのところですと２２人くらいだ

ったかと思いますが、例えば定員が６００名までは何人を配置しなさい、６００名を超えれ

ば生徒６５人当たり一人を加算して配置しなさいという基準があるのです。ただこれは公立

学校の基準です。今回の５０人に一人というのはその１２００名までの定員に対すると、こ

の配置基準は、公立よりも２人くらい多くなる。したがって今回話を聞くと先ほど２００名

の転出が予定されているという話もありまして、新規募集も停止しているということですの

で、１２００人から約４００人の卒業生がいなくなり２００人くらい転出していきますと、

残るのが６００人余りか７００人弱くらいの中の数字ということでは、充分５０人に一人で

満たすだろうと。ただ３ページに書いていただいていますように、通信制運営部専任の教員

を常勤雇用で各教科１名以上配置、これに加えてあとは非常勤の方でも良いですが、５０人

に一人は配置するという部分になっておりますので、常勤雇用の各教科１名という選任の教

員が通信制課程において確保され、それに加えて５０人に一人という体制がつくられるとい

うことであれば、教員体制としては評価できるのではないかと事務局では思っております。 

 

委  員：ありがとうございます。あと、教員の中から通信制教頭、事務長、事務担当者ということで

すが、事務長と事務担当の方はもう決まっていると、通信制教頭というのは新たに新規で採

用の中から決めるという事ですか。 

 

西尾校長：はい、そうです。前回までの資料によると教頭の人数が不足しているのではないかというご

意見も頂戴したこともあるのですが、その部分は事務担当を増やすという事で、教頭は一人

でその下で事務として動く人間を増やしたいなということで、前回と違うのは３ページの「通

信制課事務担当者（２人）」というのが変更になっております。 

 

委  員：あと１～８まで各教科あるのですが、現実的に採用するに当たってこの教科の教員の方とい

うのは非常に人数自体が少なくて採用が難しいんだ、という当たりみたいなのは付けている

のですが。 

 

西尾校長：正直に言うと、例えば家庭科というのはもともとの人数が少ないのでなかなか見つけにくい

ところではございます。社会科というのはたくさん免許証を持っている方がおられるますの

で、声をかけているところでは何人があたりを付けております。 

 

委  員：他の教科については概ね大体充足できるという事でいいですか。 
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西尾校長：ちょっとまだです。本当に早急にしないということで動いているのですが、なかなかまだ採

用が決定するかどうかというのは見えないところですが、そこはとにかく一日でも早くいろ

んなところに声をかけて進めていきたいと思っております。 

 

委  員：事務局としては、今の学校側の話で家庭科というところで少し難しいかなという話なんです

が、どのようにお考えですか。 

 

宮﨑課長：大変難しい状況にあるんだろうなというのは想像がつくところではあります。どうなんでし

ょうか教育長。ここの支援というのは出来るのでしょうか。 

 

野口教育長：教育委員会としてもお願いできるところへは応援していきたいとは思います。 

 

会  長：ちょっと質問しますが、現段階では管理職も含めてこういう体制に置きたいというお考えで

すが、通信制の方の教頭さんはおられないという状態になってますが、現在ではどなたがそ

の役を実質的にはやっているのですか。井上さんがされているのですか。 

 

井上副校長：そうです。実質的には。 

 

会  長：西尾先生は毎日おられるのですか。 

 

西尾校長：基本的にはそういうかたちになっています。 

 

会  長：井上先生は副校長というお立場ですけど、通信制の教頭兼務は充分出来ると考えてよろしい

のですか。 

 

井上副校長：そこのところは、できるかぎり専属で教頭職というのをつけていただいて、尚且つ出来れ

ば過去経験をしてきていただいた方とかを付けていただくように会社の方にはお願いをして

探しているところです。 

 

会  長：今実質的には井上副校長がやっておられるということですか。 

 

井上副校長：はい。 

 

委  員：今の話ですが、通信制教頭ということでやはり一番問題になっている４０箇所の LETSの管理

と生徒を管理も含めてですが、それを実質取り仕切るというのが通信制教頭の役割になって

くると思うのですが、通信制の各校の今まで管理ができていなかったというのがいろんな問

題が起こってきた原因だったかと思いますので、その管理という事がどうして出来なかった

のかというと、新たに通信制の教頭になるにあたっては、どういう事が求められているかと



 

 

13 

いうことについてはどのようにお考えですか。 

 

西尾校長：新たな通信制教頭ということでいいますと、通信制の事を良く分かった人間でないといけな

いというのがありますので、通信制の経験のある教員の中から選びたいと考えております。

それが今まで実際にはポストとしてなかったので、副校長がそれを代替するというかたちで

やっていましたので、どうしても手薄感があったというのは否めないところだということで、

今回はそういったことの無いようにしっかりと教頭というかたちで、専属で置いて通信制は

通信制でしっかり見て行きたい。何よりも全日制は寮生を含めた全日制ですが、ここももう

一度、伊賀市の特区として学校をたて直す必要がありますので、現在のスタッフが寮での事

故のことも含めて、もう一度全日制の生徒を含めた体制の整え、これも一生懸命やってもら

いたいと思っておりますので、そのためにもしっかりと通信制の教員を採用したいと考えて

おります。 

 

委  員：今まで現実として実際問題、管理というか各 LETSの現場がどういう状況だったのかというの

を把握できていなかったというのが問題ですから、それが今のこの体制で本当に出来るのか

というのは少し不安でありますし、各 LETS 校でそれぞれ教育を行ってきたという事ですが、

その中で少し間違ったかたちだったりというのが取りだたされてきた訳ですから、そのあた

りについてしっかりとしていただかないといけないと思います。 

     ちょっと話は戻るかもしれませんが、今までのそういった各 LETSの問題点が今浮き彫りにな

ってきていますが、こういうふうになったかたちで認識したのか、もっと昔からそういう問

題意識というのがいろんなところから、また自分たちで調査の中で分析していたのかという

事についてあったのですか。昔からある程度の時点での認識というのはあったのですか。 

 

白根社長：これについては、四谷 LETSにはそういう不適切な講習であったり管理であったりというのが

見受けられましたので、その都度注意はしておりました。ですが、なかなか改善ができなく

てこのような状態になってきているというところでございまして、このところで不適切なと

ころがある場合にはそんなに大きなことは今まで無かったと思うのですが、書類の不備です

とか生徒に対しての管理面で不利益な事は全て本校から注意を促していたというふうに聞い

ております。ただ、現場を見に行くという行為をしておりませんでしたので、それについて

は、今後は毎月１回は必ず現場を見られるような、監査が出来るような状態を作って行きた

いと思っております。それが、その教員数の１４名というところにも反映されているのでは

ないかと思っております。また後ほどサポート校の管理監督体制について、そこでまたご説

明させていただきたいと思います。 

 

委  員：分かりました。 

 

会  長：質問ですが、事務長さんはお一人決められたと。 
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西尾校長：はい。 

 

会  長：事務担当者も２人決められたという事ですが、改善計画ではある程度の経験のある方と先ほ

どお話もありましたが、今回決まった通信制の事務長さんという方はどういうお立場だった

方なのでしょうか。 

 

西尾校長：私の前職の大阪の方の塾の事務をずっと長年やっておった人間です。システム関係、コンピ

ュータ関係これに通じておりますので、正規採用はまだですが、もう既に通信制の現状の問

題点を事務的なところで洗いざらいして新しいシステムを作り始めているところです。 

 

会  長：わかりました。 

 

西尾校長：その上に別途教頭というのが経験のあるものを置いてということになってという考えです。 

 

会  長：通信制の経験がある、これは教員だったという意味でも含まれるわけですか。 

 

西尾校長：それは当然そうですね。 

 

会  長：管理職じゃなくてもいいという考えで、経験がある者ということですか。 

 

西尾校長：はい。経験があるということです。 

 

委  員：それとあともう一つ。３ページの中段なんですが、通信課程の生徒管理について現実的には

効率的に行われていないというふうに書かれているのですが、今までの体制で具体的にはど

ういったところが非効率だったのか、そしてそれをまたどのように変えていくか教えてくだ

さい。 

 

井上副校長：現状はエクセルベースで対応をしている状況で、どうしてもエクセルとしての限界という

か、生徒数が増えてきたことによって動きというのが鈍いというか、処理速度が遅いという

物理的なこともあるのですが、まず生徒個人々に対して全てのシステムが紐づいていないと

いう状況があります。尚且つそれを専門的に扱える人間がこれまでおりませんでしたので、

その都度、就学支援金もそうですが制度が出来ればそれにつけ足して、新しい生徒にまたち

がうエクセルで管理してというかたちで対応をしてきております。ですので、そこのところ

をまずは全て生徒個人に対してどういう情報が必要かということを全部紐付けていく、とい

う事がまず第一で、尚且つ学習情報などの確認であるところについても今回スクーリング（面

接指導の）中身の確認であったりとか、レポート、考査、このあたりも含めてより厳密にし

っかり把握できるシステムを構築しないと、逆に今授業計画を書かせていただいているよう

な計画では進んでいけませんので、まずは個人の情報をしっかり管理できるシステムをまず



 

 

15 

は構築したいと考えております。 

 

委  員：例えば生徒さんの名前を打てば情報が全て一元化された形を作るということで。 

 

井上副校長：はい、そうです。 

 

委  員：そういった体制づくりとか利用するのが、通信制の事務長と事務担当者が専門的に行うとい

う事ですか。 

 

井上副校長：はい、そうです。 

 

委  員：わかりました。 

 

委  員：そういった有資格者については法律かどうのこうので前に教育委員会から説明を受けたので

すが、教委のチェックがかかるのですか。 

 

伊室次長：会社の役職です。 

 

委  員：こういったことについては全く網にかからないのですね。 

 

伊室次長：適任者が妥当だというくらいです。 

 

会  長：個人的な考えといいますか、ウィッツさんの経過を接するかたちになりました中で、今回の

後手に回った LETSさんとの関係の中で問題を抱えていても外部者は実際は見えない、さらに

LETS さんとの関係も含めた難しさが出た、運営の中でよほど中に立ち入るほどのケースが無

ければ教育委員会といえども見えないという状況があったかと思います。今回、公の問題が

起きたかたちで出ましたので教育委員会の皆さんもかなり立ち入っていろいろ応援をされた

り、体制についてのやり取りを今行っておられますが、ウィッツさんが社会的に落ち着いて、

またそこで学ばれる方がある程度の人数が戻られるためにも、伊賀市の特区としての教育委

員会の方達と、もっと腹を割った実質的な信頼関係を作るべきではないかという感じを受け

ています。そのためには、例えばこの通信制の教頭あたりを、大変なんですが、引き受けて

くれるような方を教育委員会で本気で探していただいて、その方は常に教育委員会と繋がっ

ているというくらいのスタッフが管理職の中に１、２名いる方が良いのではないかなと感じ

ているのです。少なくともその方が本当の実質的な動きが教育委員会も見えると思いますし、

いちいち「本当にちゃんとやっているのですか」と問いかけられなくて済む。ここはこの間

の事を基にして改善して動き始めているという事が、これからは例えば５年位でも、これか

らはお互いに本当の状態が見える、そして必要なら協力体制をとり、人事上の人探しも含め

お互いに安心できる体制をこの機会にお作りになった方が良いのではないかと感じています。
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実質的に本当の意味で大丈夫だという信頼関係を相互に持つべきだと思っております。そう

するとこれからの動きとしてもお互いに見えると思いますし、必要以上に不信感を持たなく

て済むと思います。 

学校の運営体制に対してはそのように思っておりますが、校長先生はいかがでしょうか。 

 

西尾校長：そういうふうにおっしゃっていただくのは非常に在り難いと思っております。そのためにも、

この問題に関して、全てに関して、もっともっとコミュニケーションをとってやっていきた

いと思ってますので、そのへんは私どもだけがＯＫというわけには何も進みませんので、是

非何らかの形で関与していただけるのであれば、学校に関してはありがたい話だと思ってお

ります。 

 

会  長：伊室次長はいかがですか。 

 

伊室次長：何とも申し上げられません。私どもも事務局体制も非常に脆弱だというふうにご指摘もいた

だいておりますので、まずは事務局体制の確立を図りたいと思っています。 

 

宮﨑課長：一つ大きな障害があるのは、地方公務員は公務員法では、地方公務員から株式会社へ出向派

遣というのは難しい。 

 

会  長：そこは考えなくていいとは思います。教育委員会といい意味で繋がりがあった学校関係者で、

そういうところに行ってくださる方がおられないかなと。 

 

宮﨑課長：繋がりのあったということで、ＯＢの方とか。 

 

会  長：そうですね。少なくとも株式会社の中から選ばれた人を探すのではなくて、三重県の教育関

係者とか伊賀市関係者とか、そういうことが無理かなと。それは一つの感想ですので、また

ご検討ください。 

 

委  員：４ページですが、３ページの通信制教育教員についてというところの、各 LETSキャンパスの

協力を要請して教員任用をしていくという事ですが、要請予定と書いてありますが、要請は

まだですか。 

 

西尾校長：今回の事に関しまして、先ほどもありました新年度の募集は３月５日付をもって停止をしま

した。それから転学を希望されている生徒さんも多数出てきております。これによって各支

援教室の運営は非常に苦しくなってまいります。ただ生徒さんを預かっていただいている部

分で支援教室としてもこれ以降も生徒をしっかり見ていっていただくためには、ある意味支

援教室の中でもリストラいうと変ですが、そういうのも必要になってきます。そういう中で

我々も教員免許を持っていて、且つ青山で常駐をして教育に携わってくれる人がいればとい
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う事で、特にこの４つあげているのはもともと在籍数が多いところで、抱えている職員も多

いというのもありますで、まずは変な形ですが青山で働いてくれる人はいないかという事で

これから要請をしようと思っております。 

 

委  員：まだ了承はしていない。 

 

西尾校長：まだ正式にはしていないです。 

 

会  長：在籍される人数がどれくらいになるかは大変難しい時点ですが、必要な教員を出来るだけう

まく探していただいて少しでも安心な体制にしていただくと、よろしくお願いしたいと思っ

ています。 

     それでは、（３）経営体制の改善についてご説明をお願いいたします。 

 

（３）学校経営体制の改善について 

 

白根社長：今の役員体制ですと、私も含めこちらの方に常駐している者がおりません。ですから、やは

りこの体制では健全な経営は出来ないのではないかと思いますので、まずは学校運営理事会

をきちんと立ち上げて、その中で決められた方針について今の役員で続けるのであれ追認す

るというかたちにしか健全な形にならないのではないかと思っております。できましたら役

員の構成を変えて学校運営に精通された方に役員に入っていただいて、学校運営理事会を統

率いただくようなかたちで理事長というようなかたちでも結構ですので、入っていただくよ

うな方向で考えていきたいと思っております。それについては現役員会のほうも了承してお

りますので早くそういう適任者に入っていただいて、学校の経営が健全に出来るようにして

いきたいというふうに考えているところでございます。また、来期の経営の見通しにつきま

して、６ページに記載しております。もう一つ、資料６にもあります次年度の予算書も付け

ております。前回は７００名の体制でスタートするとしていましたが、今回に関してはさら

に転校生がたくさん出てくるのではないかということも予想しておりますし、新入生の募集

も停止しておりますので５００名体制で、さらにそれも徐々に減っていくというかたちで予

算をつくっております。全日制に関しては、寮生２名、通学生１３名で増加を見込まないか

たちでこちらの方も予算に入れております。あと、経費が、人件費が教職員１４名、役員が

１名増えます。さらに事務員の経費も増えるわけですが、諸経費、通信費、水道光燃水費は

前回と同じような、減価償却費についても、今校長室と職員室の入れ替えをしたり設備投資

も必要になるということで、その分の経費もいれてという事にしております。あと、今回の

スクーリングの再履修に関しましても、４月以降経費が発生いたしますので、これについて

は２，５００万円の特別損失ということで計上をしたうえで損益をしているところでござい

ます。次年度売り上げにつきましては、１億６７９万７，９６０円、売上総利益が８千２百

８１万４９７円の赤字、経費合計が９百４２万７，４００円ですので営業利益が９千２百２

３万７，８９７円の赤字というのが、これは、試算上はこういう数字になっております。経
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常利益にしますと１億２千２百２３万７，８９７円の赤字の試算でつくっております。これ

につきましても、現役員には説明をして、改善のためにはこれは必要だということで了承を

いただいております。株主総会でどのような形で批判を受けるか分かりませんが、批判は受

けますがこの形で進めないと健全な会社経営は出来ないということで、株主様にはご理解を

いただくように努力をさせていただいて、そちらの承認も取りたいと思っております。 

 

会  長：何かご質問があればお伺いします。 

 

委  員：６ページの上の方で、学校理事会というのは最高決定機関というふうに判断してよろしいか。 

 

白根社長：はい。 

 

委  員：それについても東理のほうもＯＫであると。その下の方に計数が出ていますが、総会は別と

して計数についてもＯＫだということですね。 

 

白根社長：はい、そうです。 

 

委  員：スクーリング再履修経費が特別損失２，５００万円ということですが、この積算根拠はどう

ですか。 

 

白根社長：一人当たりの交通費、宿泊費、食費関係も含めて４万円くらいかかるのではないか、それ以

外のイレギュラーなものも予測した上で再履修が６００名で必要ということであれば２，４

００万、プラス１００万円というかたちで２，５００万円と算出をしております。 

 

委  員：転学されるという事も。 

 

白根社長：転学される場合も私どもで転学先での再履修を行うのか、転学はされるけれど再履修は私ど

もらで受けられるかというのも考えて、全員の費用負担を考えた上で積算しております。 

 

委  員：４０，０００円ということですが、次はどういうかたちでスクーリングをされるか分かりま

せんが、交通費、宿泊費も含めたかたちでということですが、本当に４０，０００円で可能

なのですか。 

 

白根社長：場所によってはもっとかかる生徒さんもいらっしゃいますので、これは一応平均という事で

書かせていただいております。 

 

委  員：事務局側はこの金額に関してはどうですか。 
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宮﨑課長：この６００名というのは今聞かせていただいたのですが、再履修を受ける人はもっと多いの

ではないかと、ただ転学を見込まれて６００人まで落とされているのか分かりませんが、ど

ちらにしても転学先でのスクーリング費用も負担するとすれば、もっと費用負担がかかって

くる可能性は高いのではないかという思いはあります。卒業見込の方だけで４００人、現１

年生２年生の方がそのまま新しい年度になってから追加でやっていくスクーリングの負担と

いうのは学校側でしてあげないといけないのではないかと思いますので、人数的には６００

で済まないのではないかという思いはあります。 

 

委  員：今も事務局の説明もあったのですが、私自身もなかなか危ういのではないかと思います。あ

と、理事会の体制づくりということですが、期間というか、いつこの体制が構築されるので

すか。 

 

白根社長：基本的には、通信制の経験のある学校運営の経験者の方に理事長として入っていただくのが

前提です。校長・教頭・理事長というかたちで、まずは学校運営の理事会を組織したいと思

っておりますので、早くこの理事長候補を内定しなければいけないというところです。 

 

委  員：まだ具体的に「いつ」という事を言える状態ではないと。 

 

井上副校長：ひとまずは４月１日で発足できるようにということで改善計画書の６ページには書かせて

いただいています、６ページ①のところです。今いる人数及び会則であるとか、いろいろ調

整をした上で発足を４月１日として、理事長となっていただく方についてはまだ４月１日の

段階では難しいと思いますので、さしあたって体制としては４月１日の発足でスタートさせ

ていただくということで、随時採用させていただいて理事会に入っていただいて運営をして

いくということで考えております。 

 

委  員：そこの部分で東理ホールディングズと覚書の交換ということを書かれているのですが、覚書

は今からですか。これからつくるということですか。 

 

白根社長：覚書はまだできておりませんけども、内諾はいただいておりますので、覚書としてまた提出

させていただきます。 

 

委  員：それは理事会体制が４月１日発足という事ですが、その時点で交換するという事ですか。 

 

白根社長：はい。 

 

委  員：あと、総会に関してはできるだけ株主の了承が得るよう努力するという事ですが、それは定

例の株主総会を開催すると、臨時で説明するという事ではないのですか。 
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白根社長：今のところ臨時の株主総会を開くという事は予定しておりませんが、どちらにしても予算の

事ですので定時株主総会でいつも審議いただいておりますので、そういうことになると思い

ます。 

 

委  員：今回の体制作りに関しては定例の総会でということですね。 

 

白根社長：はい。 

 

委  員：先ほどの説明で１１ページの、転学の場合は転学先と連絡をしますという事を言っています

ね。費用については今後の協議の問題という事になれば、ここの再履修のところには入って

こないという事ですね。増える可能性があると。今後２００名くらい増えるという事ですね。 

 

白根社長：はい。 

 

委  員：それが分かるのはまだなんですね。 

 

白根社長：はい。 

 

委  員：しかし、かなり増えるという事ですね。 

 

白根社長：そうですね、はい。 

 

委  員：増えた場合東理ホールディングズが基本的に了解しているといえども、それも額によると思

うんですが、それはもう、社長さん以下腹をくくっているという事ですね。 

 

白根社長：もちろんそうです。 

 

会  長：理事会が４月１日発足予定とありますが、今まだ理事長さんも決まってないという事で、こ

れが間に合いますか。どうですか。最終的メンバーは何名。議事役、幹事役、評議員とかい

ますよね。そのあたりも含めて４月１日というのが実現できそうでしょうか。 

 

白根社長：形としては今いる人間でやるしかないと思っていますので、私を含め、西尾、井上と●●と

いう教頭もおりますからその４名でスタートして、そこに役員に入ってもらうという方を含

めて最終的に６名の体制でやって行きたいと思っております。 

 

会  長：そのあたりについては、教育委員会のほうではどのように受け止められますか。 

 

伊室次長：私は非常に心配しているのは、東理ホールディングスが本当に支援を継続していくのだろう
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かと何度も申し上げているんですが、その確信が無い。学校運営理事会では何の権限も無い

でしょう。ちがいますか。こんなのは学校現場の事務担当者会議のようなものですよ。㈱ウ

ィッツの役員会にかけて、また東理ホールディングズの役員会にかけて株主総会にというの

が会社としてはそういう組織じゃないですか。株主に理解が得られますか。という事はこの

計画の実効性が非常に疑われるんですよ。何度も審議会の場では言っています。その実効性

が疑われるのがどうも心配。白根さんは口だけで確約を取りましたといいますけど何にも信

用しませんね、私は。特別損益が出て誰が株主になりますか。 

 

宮﨑課長：この覚書ですけと、また相互代理のようなかたちではないですよね。経営指導料のような。

今回白根さんは、東理の役員ではないんですよね。白根さんと福村社長が覚書を交換される

というかたち、考え方ですか。この覚書の交換というのは。 

 

白根社長：基本的には㈱ウィッツと親会社というかたちになると思いますが。 

 

宮﨑課長：したがって東理の代表取締役と、㈱ウィッツの代表取締役の覚書を交換するという状況です

よね。覚書を実際締結したらご提出をお願いしたいと思うのですが、６ページに書いてある

①②③というのは、実効性の担保というのは可能なんですか、というところが先ほど次長も

非常に不安に思われたところだと思います。 

 

伊室次長：㈱ウィッツさんの１００％株主は東理さんでしょ。覚書を交わすというのは何か効果があり

ますか。 

 

宮﨑課長：白根社長さんが不十分であることを認識しているという事で役員の交代なんかも提案してい

ただいているのですが、ここで例えば、今度新たに就任される社長さんは東理に対して独立

性を持って、行動、発言そういうことが出来る方が入って来られるのかどうなのかというの

が、かなりこの覚書の実効性を担保できるかどうかに繋がってくるのかと思うのですが。そ

ういった東理ホールディングスさんに対して非常に独立性の高い方が代表取締役になられ、

また役員の方々も、現役員の中では白根さん以外全員が東理の役員を兼務されていますよね。

これってどうしてもウィッツ自身が独立性と自主性をもって判断しようとしても、役員会に

かければ東理さんの兼務役員が４人いるわけですから、どうしても従属的にならざるを得な

い状況になってしまうんですね。この覚書も結構なんですけど、ここの部分の体制を本当に

教育の事を考え独立性、そういったものを持った体制に出来るのかどうかというのが非常に

問われるところではないのかなと思います。 

 

白根社長：そういうご意見も本社にも伝えまして、役員構成を変えるように求めてまいります。 

 

伊室次長：何度も伝えてますよ。今まで。社長さん、今日に始まった事とは違います。 
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会  長：今、実効性に対する疑問があるという事ですが、確実にこの①～③あたりを具体化されない

と、ウィッツが今後学校教育に携わり続けられるかどうかという、そのあたりの問題になる

かと思います。そういう意味で、いかに独立性的なものを尊重してもらえるような東理の動

きがされるか、そのあたりがカギになるだろうと思います。先がどうなっていくかというと

ころが一つ大きな分かれ道になると思いますので、そこは社長さんの方でくれぐれもうまく

動かれることが大事かと思います。そうでないと、結果的に存続できるかという問題が出て

くる可能性があります。教育というのはもともと金儲けの場じゃないので、人を育てるとこ

は基本的には金儲けではないんですね。人が育つ場所というのは、お金は投資して必要な経

費はかけなければいけない。それによって金儲けできる場所ではありませんから、そこだけ

はよくよくきちっとお考えいただかないと、東理さんの関係の場所が教育に関わっては取れ

ないということがあり得るので、その辺だけは丁寧に扱っていかれないと、と思います。 

     それでは（４）のサポート校の管理体制について、もう一度説明をお願いいたします。 

 

（４）サポート校（LETS）の管理監督体制の改善について 

 

白根社長：以前から４０拠点もありましたので、この拠点を少ない人数で管理することができなかった

というのが今回の不祥事の発端であるという事は重々認識しております。これをまずは、き

ちんと新しい運営マニュアルを充分理解して運営していただける LETSの運営者をきちんと選

別する事が必要かと思います。今も LETSの運営者とは話し合いはずっとしておりますけれど

も、今後、適切な通信課程の運営が出来るようにするためには厳格なルールがあるという事

を伝えていきたいと思いますし、それが遵守できるオーナーとだけ一緒にやっていくという

事は明確に伝えてまいりたいと思っております。あとは、私どもの通信制の管理体制、人員

も含めて充分に管理体制をとるという事も重要ですけれども、運営マニュアルに則った運営

が出来ているかどうかの監査もきちんとやっていきたいと思っております。新マニュアルに

ついては副校長から説明させていただきます。 

 

（資料７基づき井上副校長が説明） 

 

委  員：これはいつ各 LETSに送るのですか。 

 

井上副校長：２８年度というふうに記させてもらっていますので、必ず３月中には配布しなければなり

ませんので、完成させたものをひとまず送らせていただいて、もちろん年度内に改めて修正、

訂正を加えながら２８年度は実施していきたいと思っております。 

 

委  員：そうすると３月末までにいろんなことをしなければならないんですね。ウィッツさんとして

は。大丈夫ですか。今までも退学処分など、いろんな案内を出したときに反響があったと思

いますが、これらを踏まえてこういった内容について、かなり厳しくやらないと従前どおり

になる可能性がかなりありますね。それの指導を今１４人が揃わない段階で今のスタッフで
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やるという事でその中心が副校長ということなんですか。 

 

井上副校長：そうですね。現実的には人が入らないと。 

 

委  員：という事ですね。 

 

会  長：先ほど社長さんの方からある程度定期的に全 LETSを巡回して確認をするというお話がありま

したけれど、閉鎖されたところを除いて４０くらいありますが、まだ職員が決まっていない

人がたくさんいる中でどの程度どのようにそのあたりをされるのか。少なくとも LETSさんと

のやり取りをもう少し丁寧にやっていかないといろいろ残っていますので、そういう意味で

はそういう動きが始まることが必要かと思いますけども。 

 

白根社長：このマニュアルについては私の方で各運営者と話をしながら納得していただけるというとこ

ろとだけ今後運営をしていきたいと思っていますので、この４０のオーナーすべてに出来る

だけ早くお会いして、まずはこれをお送りしなければいけませんが、話し合いをしたいと思

います。既にほかの通信制にも変えるとおっしゃっているところもありますので、そういう

ところも含めて早く継続してこのウィッツ青山学園の通信制課程をやっていっていただく運

営者の方を明確にしたいというふうに思ってます。 

 

会  長：教育委員会事務局としては、今の説明に対してはいかがですか。 

 

宮﨑課長：私どもが危惧するのは LETSというのは非常に広範囲に及んでいる。私どもの管理体制の不足

もあって LETS を管理できていないのですが、その問題もあって７つの LETS の視察に行って

まいりましたけれども、とにかく広域通信制の一番抱えているのは広域すぎるところが非常

に課題なんです。例えば沖縄 LETSというのがあるのですが、スクーリングに来るのもせめて

半日くらいで伊賀へやって来てくれてスクーリングを実施してもらって、２泊３日くらいで

帰って行かれるなら分かるのですが、沖縄からだともう１泊余分にかかってしまうという事

もあるかもしれないし、沖縄で何をされているかという管理するのも非常に困難なんですね。 

     私どもが思っていますのは、もう少し身の丈にあった自分達が管理できる範囲の広域通信制

に出来ないのかという部分が非常に思うところがあります。今回、四谷さんとか、東京にあ

る LETSがスクーリングに来ている実態を見ても東京の方や関東から来ていないところがあっ

たりとか、もちろん東北の方には LETSはつくられてませんし北海道にもありませんが、遠い

ところでは沖縄というところにはあって、範囲が広くなりすぎると本当に管理が疎かになる

んじゃないかと。年一回の巡回面談、これは非常にいいことだと思いますし、実際に行って

どういうことをやっているのかというのを見ていただくのはいいのですが、この部分でもや

はり身の丈にあった範囲に何とかできないのだろうかという思いは事務局としてはあるので

すが、そこのお考えが何かあれば教えてください。 
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白根社長：私はもともと範囲を広げてというのは賛成しておりませんでした。東海圏あるいは関西圏く

らいが私の方の管理の範囲としては適切でないかなと思っておりますので、今回マニュアル

を説明すると同時に、スクーリングに対する生徒の負担が大きい事を考えていただいて、他

の通信制に移っていただくような説得をしていきたいと思っております。当然そこで生徒数

は減るのですが、それよりも生徒のために考えてきちんと管理が出来るような体制にしてい

く事の方が大事かと思っておりますので、このような状況になって運営されている方も非常

に不安に思っていらっしゃいますのでご理解いただけるのではないかと思いますし、なかな

かご理解いただけないところもこの新しいマニュアルどおりにやらなければいけないと本当

に理解しているのであればおそらく生徒さんのことを考えて他の通信制に変わられるのでは

ないかと思っております。それを出来るだけ早く私としては動いていきたいと思っておりま

す。 

 

委  員：という事は、これを出す事によってまだかなり減るという事をお思いですね。それで、改善

計画の４ページの４箇所の拠点 LETSがありますね。教育総務課長が言われたように、沖縄と

か福岡がありますね。拠点であっても新大阪か大阪からの指導というのはかなり物理的にも

遠いですし、そうなると本当にこれから実施できるか、あるいは本校で面倒をみるとなると

なれば現スタッフで、そこへ２、３名が増えても本当にできるのかというのがかなり心配な

んです。だからといって、九州に拠点を置いてはどうだというわけではないんです。４０近

くあるというのは課長がおっしゃられたように本当にいいのかどうかというのは、かなり論

議しないとすぐに分かりましたということにはいかないのじゃないかな。これが守られてい

ないがためにでてきたわけですからね。そうすると経費もまた変わってきますね。一人平均

４０，０００円というのはある程度は理解しますけれども、やっぱりそれなりのかたちにし

ないとだめなんじゃないかなと。この４０の LETSさんとはそれぞれ契約を交わしているので

すか。 

 

白根社長：そうですね。 

 

委  員：４０をそれぞれ。 

 

白根社長：はい。 

 

会  長：先ほど事務局からも委員さんからも、あと社長さんからも状況を見ながら広域過ぎないよう

な努力はするという話がありました。それを段階的にうまく進めていただくと。そして教育

委員会でもこれくらいの範囲なら大丈夫じゃないかというあたりも含めて、とにかく努力を

続けていただくというあたりでお願いできればと思います。 

     それでは、「その他」としてこの改善計画書全体または今日お話されたような事でも結構です

ので、もう一度確認または質問しておきたい内容がありましたらお願いいたします。 
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伊室次長：事務局から、改善計画書の７ページのセーフティーネットの部分ですが、「高校設置者との話

し合い次第ではウィッツの運営を一任するなどの契約に発展させることも視野に推進してま

いります」これはどういうふうに受け止めたらいいですか。 

 

白根社長：実際には通信制の運営経験のある方を役員として採用したいと思っておりますので、セーフ

ティーネットを契約させていただいたところから人材を紹介、あるいは派遣をいただいて、

運営体制を固めていくということがもしもご相談できるのであればということで書いてあり

ます。今のところ具体的にそういう話ができていてという事ではありません。 

 

伊室次長：運用をその会社に丸投げしてしまうという事ですか。一任とはそういうことでしょ。 

 

白根社長：そういうことができればという事で。 

 

伊室次長：という事は放棄してしまうのですか。㈱ウィッツさんは。 

 

白根社長：理事会に一任するのと同じようなかたちでお考えいただけたらと思うのですが、どちらにし

ても今の状況で１億数千万の赤字になるところを引き受けようと言っていただけるところは

現実的に無いと思いますので、そういう意味では体制をきちんと整えるという意味での一任

でございます。 

 

伊室次長：失礼な言い方をさせていただくと、１億数千万の赤字になったら㈱ウィッツはどうしますか。

もう捨ててしまうという事ではないですか。 

 

白根社長：いえ、そういうことではございません。継続的に改善を進めていくという、そういう考えで

す。 

 

伊室次長：もう少し言いますと、倒産させてしまうという事はあり得ないですか。 

 

白根社長：倒産に関しましては、今予測をしているところではございません。 

 

伊室次長：もう一点、９ページの「Step.4」のサポート校の関係で、「年２回本校に集まっていただき伊

賀市教育委員会等の研修を受けていただきます」これは何を求められていますか。 

 

白根社長：これに関しては今回のマニュアルの改正ですとか、今回起こってしまったような体制の不備

ですね、そちらの方をきちんと理解していただいていただくために当面集まっていただいて

現状の情報交換をしていただいたり、ご指導をいただいたりという事を考えております。 

 

伊室次長：当面ですか。教育委員会が何か研修をさせてもらわないといけないということですか。 
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白根社長：いえ。これはお願いできればということで書かせていただいております。 

 

伊室次長：その内容は。研修の趣旨が分からない。 

 

宮﨑課長：そこはまた協議をして出来るとは思います。 

 

会  長：ウィッツさんの方で、とりあえずどういうふうしたらいいだろうかと思って作られた改善案

なので、細かいところはさらに教育委員会の方々とよく相談されて実際的なところはうまく

やっていただくと、そういうことだと思います。 

 

宮﨑課長：私がウィッツさんに聞かせていただきたいことがあるのですが、今回の不祥事を起こしたこ

と、LETSキャンパスにおきまして不適切な教育ですよね、添削指導・スクーリング・試験、

こういう不適切なものが行われていた事、今のこの改善計画では一番大きなその理由という

のは人員不足というふうになっているんですが、それの分析をしていただいたら本当に人員

不足だけなんでしょうか。他に原因というは無いんでしょうか。改善計画を見させていただ

くと、主は人員不足、だから人員体制を強化します、役員に知識があまり無い方が登用され

ていたのでそれをやります、人材面、人員の不足そういったところが中心の原因として分析

されていると思いますが、それ以外に今回の不祥事を引き起こしている、あるいは今回の法

令違反の教育をしてしまっている理由というのは何か考えられるところは無いのでしょうか。 

 

白根社長：当然役員も含め管理体制の中で、通信制の教育に対しての認識が非常に甘かったという事が

あると思っています。 

 

宮﨑課長：この甘いという部分なんですが、子どもにものすごい大きな影響を与えて将来まで影響させ

ているのですが、御社のコンプライアンスに対する意識というのはどういうふうになってい

るのでしょう。 

 

白根社長：常にコンプライアンス委員会を開催しながらコンプライアンスに関する認識はきちんと持つ

ように社員にも教育をしておりますし、当然役員もそう思っていると思いますけども、今回

の通信制の事に関しましてはそこが欠けていたのかなと思います。 

 

宮﨑課長：このコンプライアンスに反しているという事は、現場ではもう早くから把握していたと思う

んです。これは法令どおりの教育が行われていないなというのは学校現場では把握していた

と思うんです。その情報というのは会社側へは伝えられていないのですか。 

 

白根社長：部分的には伝わっていたと思うんですが、その都度改善をするように指示はしていたとは思

いますが、根本的なところで間違っていたというところが会社まで伝わっていなかったので
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はないかと思います。どの程度の危機感を持って伝えていたのかというのは、そこが非常に

甘かったのかなと思います。 

 

宮﨑課長：井上副校長さんは現場を担当されておりますが、現場ではこの教育は法令に反するという事

はもうお分かりいただいておりましたよね。 

 

井上副校長：少なくとも現場では理解はしているつもりではいましたし、現場で出来る限りの体制を、

ということで前任の校長とも体制を整えようという事で授業型のスクーリングであったりと

か、それの導入などはしてきました。ただ、どうしても現場が分からない会社の役員の方に

説明する上で、どれほど危機的な状況が伝わっていたかという事については、現場としては

言い方が弱かったのかどうか分からないですが、しっかりと伝わっていなかったとは思いま

す。 

 

宮﨑課長：ということは、やはりウィッツの役員を初めとして経営者側が学校現場を知らなさ過ぎると

いうか、学校経営を知らなさ過ぎたというのが、それも現場の先生方の人数が少なすぎたと

いうのももちろん要因だとも思いますが、経営者側が学校現場を知らなさ過ぎるというのも

非常に大きな要因ですよね。現場で声を上げて悲鳴を上げていて、法令に適した教育ができ

ていないんだという現場の声をくみ上げてという役員がいなかった、訳が分からないと話と

言って放置されてきた、そこに非常に問題があるという事が役員体制というのも、一定書い

ていただいてありますが、そこにも大きな要因があったという事を深く認識をいただく必要

があるのかと思います。 

 

伊室次長：私からも。就学支援金不正受給に関しましては別としまして、このいろんな不適切な状況と

いうのは何度も何度も審議会で指摘をさせていただいています。何度も指摘をしていながら、

何ら改善が無かった。そこはどうなんですか。会社の体質とちがいますか。通信制の生徒が

どんどん増えていく、教員を増やす必要があるのではないですかと審議会の席上で指摘して

いました。スクーリングの状況、単位取得の状況、不適切なことをやってはないかと指摘し

ていました。何らされていない。委員さんの皆様からも収益が目的ではないかと指摘されて

いました。学校教育の内容も然りですが会社としての体質、コンプライアンスが非常に問わ

れます。 

 

会  長：他にいかがですか。よろしいですか。 

それでは以上で事項書４まで審議を終えさせていただきました。次からは非公開になります

ので報道関係の方々はご退席をよろしくお願いします。ウィッツさんもこれで結構でござい

ます。ありがとうございました。 

 

（傍聴者及びウィッツ関係者退席） 

（休憩） 
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会  長：それでは事項書５で、答申事項の整理についての協議を行います。まず事務局から説明をお

願いします。 

 

（資料８および資料９に基づき宮﨑課長が説明） 

 

（以下答申内容について協議） 

 

 

（了） 

 

（閉 会） 


