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第 23 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３日（木） 17：00～20：12 

 

◎ 開催場所：ハイトピア伊賀４Ｆ 多目的室 

 

◎ 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） 

中谷英子（税理士） 

城山廣三（上津地区代表者） 

市川岳人（伊賀市議会議員） 

東 則尚（三重県立上野高等学校長） 

       ウ ィ ッ ツ  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） 

 

傍   聴  31名 

 

・あいさつ 

 

会  長：今日もお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

     ウィッツ青山さんの課題についての大事な話し合いが持たれますのでどうぞよろしくお願い

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何度も何度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。過日私もウィッツ青山学園高等学校の卒業式にもお邪魔をさせていただ

きました。校長先生のお話も聞かせていただきました。校長先生からは本当に自分の今の心境

を話されたのかなと思います。子ども達にどういうことでこのウィッツに対する信頼を回復し

ていくのかということを、今日は改善計画の中身について十分審議をいただきいろいろ聞かせ

ていただきながら子ども達にお話されたことを実践していく、そういうつもりでお話を聞いて

いただければなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。審議委員の皆様どうぞよろ

しくお願いいたします。 
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白根社長：白根でございます。何度もお集まりをいただきましてこういう状況を私どももどうにか早く

改善していきたいと思っておりますけれども、皆さんのご指導をいただきながら適正なかた

ちにしていきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

・審議会の成立を報告（宮崎教育総務課長） 

 

（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、事項書３番までは公開、事項書４番以降は非公開という提案について

ご異議がございますでしょうか。 

 

（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 

 

（高橋が議事録概要について資料１－２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．㈱ウィッツ提出の改善計画（修正案）等について（説明及び質疑応答） 

  ・教育理念を入れた改善計画について 

（白根社長が資料２－１の１ページに基づき説明） 

 

  ・広域通信制における法令違反での授業にかかる再履修について 

（井上副校長が資料２－１の 10ページに基づき説明） 

 

  ・改善計画の実現性について 

（白根社長が資料２－２、資料２－３に基づき説明） 

 

  ・平成 28年度の入学募集状況について 

（井上副校長が資料２－１の 11ページ、資料３－１に基づき説明） 
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  ・LETSが掲げる看板及びスタッフが使用する名刺について 

（白根社長が資料２－１の 12ページに基づき説明） 

 

（１）卒業見込み生、在校生への回復措置について 

 

会  長：基本的な考えを事務局から説明をお願いします。 

 

 宮﨑課長：再履修の基本的な考え方についてお話させていただきます。 

       通信制についてスクーリングと添削指導と試験がありますが、再履修の考え方につきま

しては、特区外教育というような法令違反はいろいろあるわけですが、まず基本的な視点

という部分では生徒に視点をおいた考え方で臨まないといけないというふうに考えており

ます。といいますのは、学校側がきちんと管理できない状況の中で、例えば LETSキャンパ

スで特区外教育である添削指導を行っていた試験を受けていた、こういう実態はあります

が、この生徒からすれば一応教育を受けていた、また、子どもは LETSキャンパスが学校と

思って通っているというような実態もございまして、そういう意味では、そこの部分につ

いて履修が確認できれば添削指導をきちんと受けていたかどうか、試験をきちんと受けて

いたかどうか、これを確認する術は今日の資料の中では資料５－４になりますが、「添削指

導証明書」これが各個人別に作られております。これら「添削指導証明書」が教科ごとに

子ども達の分が作られておりまして、それが規定による必要回数分がなされているかどう

か、あまり適正でない部分もあるのですが子ども達にとってはやむを得ないのかなと。 

      考査（試験）を受けていたかどうかというのは、資料５－５の「考査課題提出確認用紙」

というのが学校の方でありまして、こういう受けている実態がありこういう提出確認表で

確認することもでき、一応規定の回数を行われていたとしますと、ここについては特区外

の部分はあるにしろ、子どもにとっては履修を行ったと考えられるというふうなところで

ございます。 

       スクーリング（面接指導）、先日から不適切なスクーリングということで報道機関にも取

り上げられておりますが、基本的には資料４をご覧ください。それぞれの教科、科目にお

いてどれだけの面接指導時間を要するのかというようなことをまとめております。これが

それぞれの通信制の課程において面接指導時間の必要とする時間が定められているのです

が、ここをメディアの視聴をすることによって６割免除されることになるのですが、複数

のメディア視聴をすることによって最大８割免除されるというのがスクーリングの時間数

で、資料の後ろにつけてあります学習指導要領の「通信制の課程における教育課程の特例」

という部分で定められているというところです。本来は 74単位で 184時間のスクーリング

が必要になってくるわけですが、このメディア視聴の特例を使うことによりまして８割免

除できて、約 47.8時間のスクーリング活動によって単位を与えることができるということ

になります。１単位 50分として換算していただいたらと思います。このことから、まずき

ちんとメディア視聴が行われていたかどうかの確認が必要になるのが１点と、それが資料

５－１の５ページを見ていただきますと「メディア学習記録用紙」というのがあります。
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先ほど見ていただいた資料４の学習指導要領の中でも「複数のメディアを利用して学習を

取り入れた場合で、生徒がこれらの方法により学習し、報告課題の作成等により、その成

果が満足できると認められるとき」となっておりまして、一定の成果が確認されたという

場合にはその８割を免除というかたちになってくるわけです。その確認については現在ウ

ィッツさんのほうで資料５－１の５ページにあるような「メディア学習記録用紙」これを

用いて行っているところでございます。成果の部分としては「理解度」というところが３

段階となっております。これが先ほどの成果という部分にあたっているということになり

ます。例えば不適切な例と思われるような例ですと、資料５－２の 11ページ～13ページに

同じ日にメディア視聴を行っており、理解度はすべて「よく理解できた」となっておりま

すが、あまり望ましい学習記録であり成果ではないと思われます。しかし、ここの部分を

どう考えるかというのが非常に大きな部分でして、この部分をもし「こんな記録用紙では

本当に学習をして成果があったのかどうか分からない」という話になれば、先ほど言いま

した３年間で 168 時間に及ぶスクーリング学習が必要になってしまいます。ここの部分に

ついては非常に紛らわしい部分ではありますけれども、この形をもってメディア視聴記録

とその成果を一定認めることとして、今後は改善して欲しいと思いますが、現在学んでい

る生徒のことは先ほども言いましたが優先して考える必要があるだろう、そしてこの体制

も学校側が作ったものでありまして、子どもにあまり責任は無いだろうということでこの

かたちでメディア視聴をしていた、だからスクーリングについては８割免除の単位数をあ

げたらどうかというようには事務局では考えているところでございます。 

しかし、スクーリング申込表につきましては、大きく４つの違法な状態を重ねている状

況でございます。これは本来なら、シラバスや年間指導計画などは学校側が資格を持つ教

員が作るべきところが、LETS キャンパスといういわゆる学校でないところが作成をしたス

クーリング申込表に基づいて事業計画が立案されていたということです。多くの子どもが

ここで学ぶわけですが、この課程を見ていただいても分かるようにバスの中で授業を行っ

たり、いわゆる特区外教育というのももちろん法令違反の部分でございます。それから引

率者がすべての教科にかかる免許資格を持っていたものが授業を行っているかというと、

引率してきた者がほとんど授業を行っておりまして、その人たちはほとんど学校の教員で

はなかったということで LETSの職員の方が引率して行っておりますので免許を持っていな

い者が指導している形態も見られるわけです。こういったことを積み重ねて報道もされて

いますが、お釣りの計算をして「数学」の時間に当てていたとかここの実態もお教えいた

だきたいと思いますが、そういった部分についてもこのスクーリングについては再履修の

対象になってくるのではないかというふうに基本的な考えとして思っております。先ほど

も言いましたが、添削指導や試験においても規定のとおりやっていないということも調査

によっては判明するかも分かりませんが、当面は多くの子どもについてスクーリングにつ

いては再履修をしていただく必要があるのではないかというふうに判断せざるを得ないと

いうふうに思っているところでございます。事務局からの基本的な今回の再履修に係る考

え方の提案でございます。 
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会  長：今、事務局のほうから基本的な考え方とウィッツさんのほうで説明をされたのは、NHKのほう

で報道された「修学実態の無い生徒」の問題そのことを説明されましたが、今、事務局で言

われた件に関しては今まで出していただいた資料等で事務局のほうで総合的に整理された一

つの見解、指摘だと思います。今回の改善計画書の中のご説明にならなかった部分と修学実

態のないケースについてはどうなっているのかという問題と、今、スクーリングは再履修の

対象になりうるのではないかという心配、等々のことに関しまして委員さんの方からご質問

やご意見があればお願いいたします。 

 

委  員：今事務局からメディア視聴に対しての授業に対する評価と、スクーリングに関して再履修の

対象となるであろうという見解があったのですが、もう一つ回復措置という意味で再履修の

対象となる添削指導について資料５－４を提示いただいているのですが、ここにある添削指

導というのは全て問題ないということなんですか。いろいろ見させていただいたのですが、

１ページ目なんかは「添削コメント」には「大変良く出来ていました。」と定型文のような形

で書かれているようなものもあれば、９ページでは「添削コメント」では、これが緻密なコ

メントかどうかは分からないですが、まだ実際添削指導にあたるようなある程度丁寧さが入

ったようなコメントもあると、こういったものもありますし、19 ページには判子を押したよ

うなかたちの添削コメントなんかもある状況で、これはどのように評価をしたらいいですか。 

 

宮﨑課長：この添削指導証明書もおっしゃるとおり判子を押している、あるいはエクセルの欄を引っ張

って複写をしたようなということで、これは各 LETSキャンパスで添削を行っておりますので、

この添削コメントも LETSキャンパスで作成されたものというふうに考えておりまして、明ら

かに特区外教育なんですが、したがって各 LETSによっても温度差がかなりあるだろうと。標

準的な添削指導の内容がどのレベルであるのかということはさておきまして、現実的に子ど

も達が資料の後ろに付けたような課題のプリントなり、添削課題としてやっていたという事

実がこういうのと突き合わせることによりまして、添削指導については一定行っていただろ

うというふうに判断をさせていただかざるを得ないだろうと考えました。おっしゃるとおり

適切なかたちかというと、今後はこれも改めてもらわなければならない内容の一つだとは考

えておりますが、今までの既履修者に対しては、そういう判断、措置をとらざるを得ないと

いう思いです。 

 

委  員：わかりました。 

 

委  員：改善計画というのは修正をして２回目ですか。これはどなたがどこで作られているのですか。

東理ホールディングズの絡みがあるのかどうか。というのは、私が前にも言わせていただい

た現場の声をと言わせていただいたと思いますが、現場の声をとするならばこれはというこ

ともありますし、社長さんがおっしゃられた「教育の理念に立ち返ること」とありますね。

これについてはここの審議会でもかなり論議をさせていただいて認識は深まったと思います

が、そうじゃない点が見受けられるんです。私としては。ですので、どこで作成されている
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のか教えてください。 

 

白根社長：基本的には本校で、私と校長と副校長と３名で話し合った上で作成しております。今回の改

善計画も本校で３名で話し合いをした結果、修正すべき点をご指摘いただいてそれを修正さ

せていただいております。 

 

委  員：東理とはどうですか。お金のほうも絡んできますね。 

 

白根社長：私どもで作成して追認というかたちになります。 

 

委  員：そういうことになるのですね。プレッシャーは掛かっていないということですか。 

 

白根社長：はい。そうです。 

 

委  員：資料２－１の 10ページの６番ですが、先ほどもありました面接指導の関係ですが、11ページ

にあるとおりスクーリング関しては必要な科目に対する授業を映像化し、それらを規定時間

視聴することによって行うとあるが、私の認識では、スクーリングは２回なり３回なり本来

本校に来て直接面談してというのが本来のスクーリングということになりますが、規定時間

視聴するということになると、これですと今までと変わらないということになりますね。そ

の点どうなんですか。 

 

白根社長：これにつきましてはご審議をいただいて、実際に生徒がスクーリングに来るということを前

提としてやるようにということであればそれに従うかたちになると思います。 

 

委  員：今のことに関連してですが、スクーリングの４つの違法状態というのを指摘いただいて、１

点目は授業計画書を未資格者が作成されていること、特区外においての教育が行われている

こと。その教育内容についても不適当であるということ、また引率者が授業を行っており本

校の教諭が授業を行っていなかったということ。この違法状態を改善するための再スクーリ

ングということだと思うのですが、メディア視聴ということは●●委員がご指摘されました

けども私もこれは再スクーリングとして認められるような面接指導のかたちに沿った授業形

態ではないと思いますがどうですか。 

 

会  長：それでは、この卒業見込み生、在校生を二つに分けまして、まず卒業見込み生で不十分な、

修学の実態が無いというのはまた別なので、確実に実態があって履修の状況が単位の取得ま

でに関わる対応が不適切であって再履修の何らかの対応が必要だというケースと、スクーリ

ングの再履修に関して、卒業見込み生の具体的な把握がどのように、学校側として少し見え

るかたちの説明が必要かと思うのですが。今３月ですが何時の段階で何人くらいとして、そ

の人たちが再履修の必要性がどの程度あり、どのやり方で卒業までもっていってあげられる
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のかというあたりはどのように認識されていますか。 

 

白根社長：今スクーリングに関しての書類関係は、私どもは地検に押収されていまして、それがなかっ

たものですから、各 LETSキャンパスのほうから証明するような書類を集めて、それに対して

再履修が必要かどうかチェックをして案内するというような形をとろうと思っております。

それが３月 17日～19日、21日～23日、24日～27日この３回でスクーリングに参加してもら

うかたちで生徒には案内をしていこうと思っております。 

 

会  長：およそどのくらいの人数がいるのでしょうか。その辺の具体的な把握はどうなっているので

すか。 

 

井上副校長：現在集計のほうを調査というか、しているところではありまして、 実際スクーリングに関し

ましても昨年度から授業型のスクーリングというかたちで本校に来て授業を受けるという形

式で実施しておりまして、そこに関しましてはおそらく今回ご指摘いただいている法令違反と

いうところにはあたらないというふうに考えておりますので、そのあたりをもう一度誰がどれ

だけ単位を修得していてそれに対してスクーリング時間がどれだけで、実際どれだけのスクー

リングを実施したのかというところを細かく個別に調査を進めているところであります。 

 

会  長：まだ全然見えてないということですか。 

 

井上副校長：まだ。申し訳ございません。 

 

会  長：そうしますと、３月で確実な卒業の数で４月から次の段階の学校なり仕事なりされるケース

もどれだけあるかというのはまだ分かっていないということですね。  

 

井上副校長：そうですね。一応資料３－１に２月 25日現在で卒業後に進学するか就職するかという調査の

ほうはさせていただきまして、それだけの人数が予定者となっております。 

 

会  長：進学と就職がこれだけの数字があるということですね。 

 

井上副校長：はい。 

 

会  長：３月の３回分設定すればスクーリングの再履修が全部おさまるわけですか。 

 

井上副校長：２泊３日で考えておりまして、１日目が４時間、６時間、４時間というかたちで 14 時間 14

コマとれる計算を考えております。教室の制限定員等がありますので、１教室 20 名くらいの

数で最大５クラス実施を出来るかたちではありますので、計算上は不可能ではないとは思うの

ですが、時期的には急であることとか生徒の都合を考えると実際にはこの日程では難しいとい
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うことも出てくると思いまして先ほどご指摘いただいた無理を承知も含めて、授業の視聴をす

ることでそこの部分を３月末までに終えるためにはそういうことも必要なのかということで

今回書かせてはいただいております。ただ原則この３つの日程につきましては優先的に再履修

が必要な生徒たちを受講に導いていくということはもちろん考えております。 

 

委  員：今の話の前提として、やはり映像化の授業としては大前提としてあるわけなんですよね。 

 

井上副校長：いえ、前提ではありませんが、この３つの日程で無理なのであれば教員が授業を開校できる

かどうかというのは難しいのかもしれませんが、可能な限り授業を開校して体制は整えたいと

は思うのですが、万が一それが無理だった場合に仮にその生徒が卒業できないということにな

ってしまうと申し訳ないと思いますので、その場合にどういう措置が必要であるかということ

を我々のほうで検討したところ、この映像化の視聴というところしか行き着かなかったという

ことです。 

 

委  員：それなら教育委員会も立場的に分かりましたと言えないのではないですか。 

 

宮﨑課長：そもそも違法な状態であったので、再スクーリング、これは適法な状況できちんと行って履

修を終えたとしていかなければならないのに、違法な状況を違法でもってまた OKにするとい

うのは、それは無理です。それは再履修したと言えません。 

 

会  長：そのあたりの具体的な良心的な再履修のさせ方として、卒業後まで待たれてという方法があ

るということですか。事務局はいかがですか。 

 

宮﨑課長：卒業認定というのは校長先生のご権限によるところがございます。校長権限に基づき行おう

ということで形式的な成立というのはいるのだろうと思いますが、現実的には実際学んでい

て卒業に必要な単位を修得ができていないという実態が明らかなわけです。このときにどう

するかという対応の方法が法的にも非常に難しい問題です。過去に文科省が平成 18年に履修

漏れ問題をおこしたときには、既卒生については再履修の機会を提供はして斡旋したけれど

受けなくてもそのまま卒業をさせましたし、ところがその時３年生だった子ども達は実際に

再履修を一定の機関の中でやられているんです。それで卒業をされています。だからみすみ

す違法という状況を見逃したままでやられるのは、まずは最大限の努力をしてもらわないこ

とには安直に「良し」ということは難しいのではないかと事務局では思っています。確かに

校長先生の権限で一定形式的には成立しうることと思います。ただ昔の履修漏れの時には「仮

の卒業」という位置づけが行われました。その代わり現３年生のときに分かった子には、必

ず卒業してからも履修を義務付けましてその履修を受けることで「仮の卒業」が「真の卒業」

というようなかたちになるような措置を行ったと聞いております。これについてはもちろん

学校が計画を立てて、例えば５月の連休にする。これは非常に大きな問題でして、そのとき

には文部科学省がそういった履修漏れに対して各大学や就職先に文書を発出いたしまして、
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この子は履修が全部終わっておらないので仮の卒業状態だということ。でもなんとか仮の卒

業状態だけれども進学したので、学校が次に真の卒業状態になるような手続きをとるので他

の子との区別差別が無いように取り扱ってあげて欲しい。また再履修に連日例えば１泊２日

でスクーリングに行くとか、そういうときには仕事や大学での授業について配慮を願いたい、

そういったような文書を発出して何とかしてもらったというふうに聞いております。しかし、

真の卒業にするためにはきちんと履修してもらわなければならない、その未履修が何回も続

くようであれば仮の卒業が真の卒業に変わることなく卒業資格の取り消しということにもな

りかねないということになります。細かいところはまだこれからきちっと詰めたいとは思っ

ておりますが、そういうような手順が考えられるかなということで少し指導はいただいたと

ころです。 

 

委  員：10ページと 11ページに関わって、再履修の内容と量的な側面についてですが、量的な側面の

考え方について、これはと思うところが２箇所ございます。 

レポートの年３回の添削指導とありますが、これを判断基準にしますか。そうじゃないで

すよね。指導要領で教科ごとに回数は決まっていますから。一律年３回ではないのだと思い

ます。 

もう一箇所、11 ページ、スクーリング（面接指導）ですね。ここも資料４に示されている

各教科、科目ごとの指導要領に示されている一定これだけ必要ですというのがありますから。

それが判断基準にならないといけないと思います。そして不足分はこうですと。それぞれ生

徒ごとにそれぞれの教科ごとに履修している教科ごとに明らかになってくると、客観的に。

回数と時間については。それが回復措置されるべき量的側面だと思います。それが特に 10ペ

ージ下、年３回一律の判断基準を適用されようとして、本校独自のと。そうではないのだと

いうことの認識を改めていただく必要があるのではないかということを申し上げたいと思い

ます。 

 

会  長：その点ウィッツ側はいかがですか。 

 

井上副校長：そこについては、こちらのほうで訂正させていただいて、先ほどご指摘いただいているよう

に法的に則ったかたちで判断基準としたいと思います。 

 

委  員：これは非常に基本的なことですよね。指導要領に明確に示されていることですから、この改

善に、「こう考えます、改善します」とそこに明記されておかれるべきと違いますかね。本校の

示すではなくて。はっきりと示されています、法的に妥当性を感化するために。学校の裁量の

余地はないと思います。回数と時間については。最終年次の生徒達についての、今は議論です

よね。もうこの時期ですから時間が無いということも良く分かりますが、仮の卒業ということ

も出ましたが、非常に年度をまたいでという事になってくるのであれば、そのことを覚悟いた

だいた上で「これだけ必要です」と、量的側面できちんと示されるべきだと思います。 
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会  長：今のご指摘と、事務局のほうで受け止めていただいた中でどういう方向性が見出せるかも含

めてお答えいただきたいと思います。 

 

宮﨑課長：ここの学校については少し特殊な事情があるということはお伝えさせていただきたいと思い

ます。資料３－２をご覧ください。現在卒業見込み生のうちで転学、他の学校へ行っており

１年生のときには違う学校に行っていたのだけれども２年生のときから変わって来た、途中

で入ってきたという子ども達がたくさんおります。例えば全日制の課程からこの通信制の課

程に移ってくる子もおります。実はこれによってスクーリングの必要時間というのが大きく

変わってきます。したがって生徒一人ひとりに応じて今までの履修状況と通信制に入ってき

たときの状況とかみ合わせた上で、一人ひとりにおいて「あなたはこの教科とこの教科につ

いてはスクーリングを実施しなくてもいい」とか、「この教科についてはしなければいけない」

というのがあります。ただ転入学をしてきて受け入れた時点で学校側は分かっていないとい

けないわけです。それらの資料から考えると一人ずつについて、特に先ほどから議論になっ

ている３年生について、それぞれの教科ごとに早く示してやるということが非常に大事にな

ってきます。もし仮の卒業扱いにするにしても、自分が未履修が何時間があって何％履修し

なければならないのかというのが分からなければ、このような報道もされていますし、卒業

できるのかどうか非常に不安な状況におかれていると思いますので一日も早くしてあげない

と。また出来る裁量の中で法令に従ったスクーリングの中で回復措置が取れる部分ととれな

い部分とそこをはっきりとさせないと、３年次に入ってきた子は比較的スクーリングの時間

も少ない時間でいいと思います。しかし１年次から入ってきて不適切な状況が積み上がって

きた子については大変な負担になりますから、一人ずつ早いところきっちりとしてあげない

と、というところが非常に大事ではないのかと事務局では思っています。 

 

会  長：その辺の対応はどの程度までできますか。本当に時間が無いのですが。 

 

白根社長：全職員を上げて早急に対応したいと思います。 

 

宮﨑課長：堅実的に取り組めるのですか。資料３－１からしますと３年生が未定者も含めて 400 人近い

数の子ども達に３月中にスクーリングを行なうなんて絶対不可能なのかと。どう考えても今

の体制の中で。 

 

ウィッツ側：・・・・・。 

 

会  長：大変難しい状況が推測されます。 

      時間の関係もありますので、在校生の回復措置に関してはまだもう少し時間があるという

ことで、必要なところの再履修をきちんとやり直すということ、特にスクーリングについて

は授業形態できちんと把握できるように丁寧にされるというあたりでお考えと考えていいで

すか。 
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白根社長：はい。 

 

野口教育長：お聞きしたいのですが、例えば、添削指導証明書がありますよね。この 25ページの証明書や

例えば２ページ３ページでも１ページでもいいのですが、この証明書についてどう思われます

か。この添削指導証明書で添削指導が十分できているとお考えですか。まずそれを聞かせてく

ださい。 

 

西尾校長：ご指摘いただいているように、例えば先ほどのエクセルをぱっと処理したように当然見受け

られる部分もありますし、本来であれば全て本校の教員がというのが当然ですので、そこも

今後に関しましては改善するということで動いております。ですので、この様式もまた新し

い様式で対応していくというように今動いています。 

 

野口教育長：今後はいいのですが、今までの子ども達はこういう状況ですね。それについてはどう思われ

ますか。不十分だと思われますか。 

 

西尾校長：残念ですけど、不十分と思われる部分があります。 

 

野口教育長：わかりました。添削指導についてもそういう状況ですので、本来なら添削指導もやり直す必

要があるんですね。ただ今事務局が言っているのは、今まで行ってきたことは授業をしていな

いということに子ども達がなってしまいますので、今まさに指摘をしているわけです。それを

一つ置いておいたとしても、このスクーリングですね、面接指導も今同じ状況で、会長さんも

言われているわけですけども、例えば資料３－２のところにある「３年次転入で現在３年生」

のところについてはスクーリングの時間数は最も少なくて済むわけですね。この最も少なくて

済む生徒たちの再履修について、きちんと単位を修得させて卒業をさせるということはできま

せんか。これはさせる必要はありませんか。履修が全部出来ていないということで全員を送り

出しますか。一番少ない 69 人の子ども達だけでも出来ますか。今後努力していきますといっ

ていただいていますが、具体的に頭の中で計算できますか。ましてまだ在校生がいるわけです

から。その辺の気持ちというか覚悟をというかを聞かせていただかないと、来年度のこととか

今後入ってくる生徒とか、今はそんな問題ではないと思うのですが、今のこの子たち、しかも

３年生は卒業するわけですから、その辺の考えを聞かせていただきたいというふうに私は思い

ます。 

 

会  長：いかがですか。  

 

西尾校長：大前提として何とかごまかしていこうというつもりは全くございません。全力を挙げて、子

ども達が止まっているわけですから、その子たちをきちっとしたかたちで卒業していかせる、

それが我々の仕事ですので、それに関しましてはどんなことがあっても当然費用がどれだけ
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かかろうがそれはやっていく所存です。ただ現実問題で数的に言えば非常に難しい部分も正

直あります。ただそうはいってもそれをごまかしてということではなく何か方法は無いのか、

お知恵があるのであればお貸しいただきたいと思いますし、そういう意味合いでの先ほどの

改善計画での文面だと理解していただきたいのです。我々としてまだ全部の人数の把握、ど

れだけの単位数が必要かというそこの部分の把握が全部終わっておりませんので何とも言え

ないところもあるんですけれども、今ご指摘いただいた、例えば３年次の 69名、これを何と

かするというのであれば、当然それを最優先に全力を挙げて我々としては対応できるような

ことを考えてすぐにでも始めたいと思っております。その辺も含めて卒業生をいいかたちで

なんとしてでも卒業させてあげたいというのが大前提ですので、お知恵をお借りできるので

あればお貸しいただきたいというのが正直なところです。 

 

委  員：今どれだけの単位が修得にあたって足りていないというところを調査しているというところ

で、３月 17日から再履修の予定していた、と。映像による授業をするにしても不足単位数が

分からないというところで、もちろんそれが明確になったうえで生徒に通知して来てもらう

ということですか。もう２週間後ということですが、計画上どういうふうになったのですか。

この改善計画上生徒さんへの通知はどれくらいを予定していたのですか。 

 

会  長：さっきお答えいただけなかったくらい把握できていないのだと思います。LETS との情報交換

と事務局がおっしゃった一人ひとりのプログラム、それがほんとう見えにくい、実際すぐに

提示できないということが本校の教務の中にあると思います。ですから、本校の職員がそこ

を常に丁寧に抑えてすぐに整理して、とにかく内部でその状態を把握できる体制がまだ無い

のだと思います。実際その作業を誰がされているのか、LETS との連絡を取られながらどうや

って正確な情報を出しつつ 69 人なら 69 人の子たちがどういうふうにスクーリングが必要な

のか、どれだけやり直せばある程度送り出せるのかという把握体制自体がお持ちでないよう

に思います。そこが今までの曖昧になっていた中で出てきた状況なのだと思います。いかが

ですか、副校長先生。 

 

井上副校長：ご指摘のとおりで、東京地検のほうに書類が押収されていることももちろん要因として考え

られるのですが、各個別にデータを細かい管理とか集計とかシステムに入っている状況ではご

ざいませんので、紙ベースで管理をしているものをまずはデータに落とし込んでいる作業をし

ているところで時間が掛かっているという実態があります。もうひとつ各 LETSからどうして

も情報を吸いあげないといけない状況が出てきていますので、真意であるとか内容の正確さで

あるとか、なかなかこういうところで思うようなスピードでやっていけるというのが今の体制

では難しいと。実際人材の募集に関しても行なって、数名の人材を確保できる状態にはなって

いますので、とにかく人海戦術をもって処理をスピーディーに進めていくというところです。

今の段階では。 

 

会  長：それでは（２）の改善計画（修正後を含む）の予算措置を含めた実現性について、これは基



 

 

 

 

13 

本的に学校現場の運営体制、管理体制を LETS との管理体制を含め、また LETS とのやり取り

を含めた面接指導、添削指導など本校を中心にやるべき内容の今後の改善の予算を含めたこ

とについての質疑に入りたいと思いますが、先ほど社長さんから説明をいただいた来年度の

予算措置について、どれぐらいの生徒が入ってくるというあたりを目安にしてこれくらいの

数字だというあたりをもう一度説明していただいてよろしいですか。 

 

白根社長：基本的に今の１・２年生で在校生が 600名で、100名の生徒が入学希望でおりましたのでそれ

を 700 名と換算して予算をあげております。あと、スクーリング費用に関しましては今回か

ら授業形式になりますので今まで LETSで行っていたものを本校で行うといった場合の、スク

ーリング費用については売り上げとして計上しておりますが、その際の生徒の宿泊費用、食

費等は一人当たり４万円として費用として計上しております。ただ、今の状況からしますと

他の通信制に転学ということも考えられますので、生徒数が減っていくのも換算した上で作

っております。あと全日制の生徒に関しましては寮生２名、通学生 13名ということでこれの

増加はないと仮定した上での売り上げを計上しております。 

 

会  長：一応１・２年は 600名の在籍だということですね。 

 

白根社長：そうです。それに入学予定者を入れてありますので、これが認められないという場合であれ

ば 600名ということでさらに売り上げが減るということになります。 

 

会  長：その場合はその数字はどう処理できるのですか。これでどうにかなるのですか。 

 

白根社長：費用に関しては赤字になりますけれども、これの予算手当ては親会社のほうからしてもらう

かたちで了解を得ております。さらにこのスクーリングですとか再履修の費用等もこれから

変わってまいりますので、それについてもきちんと対応させていただく費用としても別に計

算する必要があるということは伝えてございますので、それがさらに膨らむ可能性はあると

いうふうに思っております。 

 

会  長：それではそれも含めまして、学校運営体制の見直しを含めた予算措置の問題ですのでご質問

がありましたらお願いいたします。数字上のことでも構いませんしその動きとの関係でも結

構です。 

 

委  員：ちょっと教えてください。今言っています再履修とか、いろんな経費がいると思うのですが

どの項目に入っているのですか。 

 

白根社長：再履修に関してはこの中に入っておりません。 

 

委  員：入っていない。2015年度に入っているという意味ですね。 
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白根社長：現在の教員の免許失効の場合の再履修の部分は 2015年度に入っております。 

 

委  員：先ほどから議論になっています今回の 69名の分とかは。 

 

白根社長：その分は入っておりません。 

 

委  員：しかし確実に必要となりますね。入っていないということですね。 

 

白根社長：はい。 

 

委  員：前回の審議会で回答をいただいています経営指導料について（資料２－３）平成 15年４月か

ら 19 年３月までの赤字が書かれていますね。会社の経営状況については、平成 17 年４月１

日にウィッツ青山学園高校開設となっております。平成 15年４月からの赤字と書かかれてあ

るんですが、その辺の説明をお願いできますでしょうか。 

 

白根社長：平成 15年４月からといいますと準備室を立ち上げた時からになっていると思います。 

 

委  員：市長に設置認可申請をしたのが平成 17年１月７日なんですよ。それまで学校を設置するかど

うかという以前の平成 15年からの１億いくらというのは学校のものじゃないんじゃないです

か、この計上は。 

 

白根社長：すみません。親会社からいただいたものですので、もう一度確認をさせていただきますけれ

ども、準備段階に入っているものと私は認識しておりましたので。 

 

委  員：でも認可日が。 

 

白根社長：はい。それはもう一度確認させていただきます。 

 

委  員：お願いします。 

 

伊室次長：開設までの赤字をこの経営指導料で賄っていたのでは。平成 15 年４月から平成 27 年３月ま

で。 

 

委  員：そもそもこの冒頭に書かれている「経営指導料とは、云々で投資金額に対する回収、並びに

過去の損金の回収」と書いてあるのですが、経営指導料とは投資金額に対する回収というこ

と理解で本当によろしいですか。というふうに表記されているんですけど。 
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白根社長：常識的にいいのかどうかというのはわかりませんが、会社としてはそういう考え方の基に経

営指導料を設定したということで聞いております。 

 

委  員：実質的に経営指導、いろんなかたちで監査だったりというふうな説明があったのですが、そ

ういう側面でのことではなくて、投資金額の回収という認識でこのお金を計上していたとい

うことなんですね。 

 

白根社長：・・・・・。 

 

委  員：それと、ここに書かれている赤字の金額と決算報告書に書かれている繰越欠損金額が合わな

いですね。 

 

宮﨑課長：過去に遡って学校の経営状況をみますと、平成 18年度について過去の審議会で出ているんで

すが、その資料を見ますとそのときに人件費が既に 3,900 万あるんです。今ここで労務費と

なっていますが、4,900万になっています。平成 18年というのは広域通信制が 89人、全日制

21 人、ですから 110 人だったんですよ。その時も人件費の部分が 3,900 万かかっていたんで

す。それが今これだけ大きくなるのにどうしてこの部分がこの少ない金額で据え置かれてき

たのですか。大きくなって 1,200 名くらいになる中で、違法な状態で教員数或いは事務局体

制の絶対の不備というのがあったと思うんです。なぜ今まで 10年間もほとんど変わらない労

務費のままで据え置かれてきたのか、どういう理由でこんなことになってきたのか説明をお

願いします。 

 

白根社長：生徒数が増えているのに人件費が増えていなかったということに関しては、基本的にスクー

リングですとかを各 LETSに委ねてきたということが非常に大きなところだと思います。 

 

宮﨑課長：ということは、はなから LETSに学校教育の一部を初めから担わせて本校教員を増員強化せず

に、逆に LETSキャンパスというところを使ってそこで学校教育をするというようなかたちで

の運営を、初めからこういう経営形態を考えていたということですか。違法な教育ありきと

いうようなかたちの中でこのシステムは作られてきた、フランチャイズ契約という方法で本

校の教員は増やさないのに本校でのスクーリングとか対応できるわけ無いですよね。という

ことはスクーリングも LETSに計画をさせて学校でないところで教育計画をさせて伊賀へは顔

だけ出して返りに USJに寄ってというような経営形態だったと考えていいのですか。 

 

白根社長：私は立ち上げのときから携わっておりましたので、予算措置等につきましては当初の人件費

は通信制の人数は、最初は 400 名というかたちで対応できる数字を作ったつもりです。キャ

ンパスの運営に関する内容につきましては、校長或いは教頭が伊賀市の皆さんと相談しなが

ら形態を作ってきたと思いますけども、ただそれが生徒が膨らんでいく中で全く対応が出来

ていなかったということで考えております。最初からキャンパスに委ねることによって経費
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を浮かそうとかいう意図で作ったわけではございませんでした。ただその後、生徒が増えて

も人件費が増えていなかったということはきちんとした対応が出来ていなかったと言われて

も仕方が無いと思っております。 

 

宮﨑課長：現場のほうからやはり教員体制の強化を望む声、今のままでは教育はやっていけないという

声はものすごく出ていたと思うんですよ。それにもかかわらず教員体制の強化を図られなか

った結果、結果的に LETSというところを違法な特区外教育とかそういうかたちで委ねざるを

得ない運営体制に完全になってしまっていたということじゃないですか。そんな体制を引い

ている中で一番不幸になったのが子ども達なんです。 

 

委  員：今事務局がおっしゃっているように、子ども達に対する対応というのが一番急務であって、

回復措置をしていくというのが一番責任を持ってやり遂げなければならないという中で、今

までのやり取りをうかがっているとウィッツ青山さんが本当にこの事態を早期に解決できる

のかというのが本当に不安なんです。今のお話を伺っていると、現実問題としてできないん

じゃないかというふうにしか考えられない。やはり子ども達のために対応していかなければ

いけないという中で、例えばこちらでは体制が整わず無理なんだということであれば、伊賀

市が責任を持って教育委員会が例えば事務体制だけでも整える、事務員だけでも伊賀市で置

いてサポートしますというようなのとあと専門の方を呼んで相談して対応すると、そういっ

た場合にその事務にかかる経費はウィッツさんがそれを全部負担するとかそのような覚悟は

あるんですか。今「助けて欲しい、助けて欲しい」とうふうなかたちでおっしゃっています

ので、実際伊賀市がそういったかたちで乗り出したらそれに関しては金銭面ではしっかりサ

ポートすると、ですから体制の整備にしっかりサポートしていただきたいというふうなこと

に関しての覚悟はあるのか伺います。 

 

白根社長：違法状態のまま放置するわけにはいきませんし、子ども達のために出来るだけ早く体制を整

えたいと思っておりますので、当然ご協力いただけるのであれば費用的な面に関しては親会

社のほうからきちんと補填をしてもらえるような話はしております。親会社から言われてい

るのは、とにかく早く違法でない状態、それから生徒達が困らない状態にするということは

言われておりますので、相談させていただけるのであれば相談させていただいて必要な費用

に関しては負担させていただくということで覚悟はしております。 

 

委  員：それであるならば、先ほど事務局が提案したような「仮卒業」というかたちで行って、今の

お話を伺っていると現実問題として年度内というのはほぼ私も不可能だと思います。年度ま

たぎであるかもしれないけれども、仮卒業をされた方に対してしっかりスクーリングなどの

再履修を行うということですね。 

 

白根社長：はい。 
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伊室次長：（２）の実現性についての件ですが、学校と会社に何点か正したいのですが、今までずっと言

われていますが、親会社の東理ホールディングズさんはどこまで確認していただいています

か。 

  

白根社長：役員全員で。 

 

伊室次長：役員全員ですね。株主はどうですか。株主の理解が得られますか。 来年度は 5,300万赤字に

なるんでしょう。 

 

白根社長：はい。 

 

伊室次長：私は前から指摘している。株主の理解は得られますか。 

 

白根社長：基本的にはこういう状況というのをご理解していただくしかないと。 

 

伊室次長：株主はもう理解しているんですか。 

 

白根社長：まだ株主総会を開いていないので。 

 

伊室次長：早くやらなくちゃ実現性が無いじゃない。それから、資料２－１の３ページ、通信制は 700

人になる。700人で教員数がやっぱり１人。全然実現性があるように思えません。通信制に問

われているんですよ。しかも履修・未履修、単位認定が複雑、全日制の体制よりも通信制の

体制のほうがもっとしっかりしてもらわないといけないんじゃないの。全日制と通信制の体

制は同じです。700人に相当する体制を整えてください。だから実現性が無いと言っています。

それから、前回社長さんはこの審議会の中では言われなかったが、退席されてから記者の方

に発表されて、１月から経営指導料のこの６千万を改善の手当てにしたいと言われています

ね。 

 

白根社長：はい。 

 

伊室次長：２ヶ月が過ぎましたがこの６千万はどう改善に使われましたか。みえていない。 

 

白根社長：申し上げたのは、経営指導料に関しては１月からもう親会社に払っていないということです。 

 

伊室次長：だから６千万が浮いてくる、それはどうされた。 

 

白根社長：一月あたり 700万。 
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伊室次長：それはどうされた。 

 

白根社長：・・・・・。 

 

伊室次長：まあいいです。 

つぎに教員の増員、これは教員の増員体制がみえてこない。１月６日に東理の副社長さん

が来られました。「すぐにでも、すぐにでも」とおっしゃられていましたがもう何ヶ月たって

いますか。計画書では平成 28年９月まで待って欲しい、話になりません。５ページ、経営者

のお考えを本当に聞きたいです。不十分であると言われています。不十分な方が先ほどから

返答に困られていますが、委員さんからの質問にも答えられない。答えられない方が、構造

改革特別区域法第 12条第２項に「当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必

要な知識または経験を有すること」「当該学校設置会社の経営を担当する役員が社会的信望を

有すること」と書かれていますが、ご自分で不十分ですよと言われている。これは特区法違

反じゃないですか。 

 

白根社長：それについては前回も申しましたが、経験のある方に一応紹介いただいてふさわしい方を採

用しようと思っておりますので。 

 

伊室次長：いつまでに。計画書というのは「いつまでにやります」というものなんです。一定の猶予を

いただきたいって、御社はこの社会的状況をどう思われていますか。 

 

白根社長：本当に急いでやらなければいけないという認識はございます。 

 

伊室次長：書いただけではだめですよ。だから実現性が無いといっています。いつまでやるかと何も書

かれていない。一定の猶予はないです。御社と高校には。もう３年生は卒業していくんです

よ。それから６ページ、いつも東理さんとの関係を言われていますが、確かにそうですね。

お金も全部東理さんが出されているんです。来年度の赤字が 5,300 万で東理さんが補填する

んだったら、東理さんが穴埋めをした経理をしないといけないんじゃないんですか。だから

株主さんの理解が得られないんじゃないの。赤字でスタートするんですか。 

 

白根社長：赤字に関しては株主の理解が得られる、得られないは別にして、必要なものは・・ 

 

伊室次長：得られないじゃないですか。赤字でなぜ株主が投資するんですか。 

 

宮﨑課長：もう一点質問です。これは本当にきちんと予算書を作っていただきましたか。例えば 2016年

度予算の実績額の２月のところを見てください。やっぱり経営指導料を 500 万、まだ払って

いるんですか。３月も 500 万払うんですか。１月から止めるといって１月は抜いているけど

実際ここに 2015年実績とあがっているんですよね。１月はやめたけど２月は 500万払ってい
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るということですか。 

 

白根社長：これは以前のものをそのまま入れている。 

 

宮﨑課長：以前のものをそのまま入れているとか、先ほど委員さんがご指摘いただいたように、スクー

リング経費が見積っていないとか、全然予算としてきちんとスクーリングをやって実現しよ

うとか、前のものをそのまま入れているとか、本気で子どものことを考えてきちんと 2016年

度の経営を考えているとは、なかなか言いがたいんじゃないですか。 

 

白根社長：実際にスクーリングの再履修に関しましては、大体いくらになるかというのがみえませんで

したのでここに入れていません。ただ、かかるということはちゃんと伝えてありますので。 

 

宮﨑課長：一人４万円で 1,200 人としても 4,800 万かかってしまうんですね、御社が持つのは。さらに

4,800 万のマイナスになってしまうと１億を超えるマイナスを抱えてしまうということにな

ってしまうんですね。それだけ大きいんですよね。5,300万が役員に承認を得られても、本当

に１億の承認をとなると非常に厳しい問題じゃないですか。 

 

白根社長：当然厳しい問題だと思いますけれども、先ほどから何度も言っておりますように学校を早く

正常化するためには必要だということは言っておりますので認めてもらいます。 

 

伊室次長：役員会で承認されても、株主の理解は本当に得られるのですか。白根社長さん、自信はある

んですか。親会社の社長さんは自信があるんですか。 

 

白根社長：もちろんその話はしてあります。 

 

伊室次長：「株主の理解が得られたからこの計画書を出してきました」というくらい欲しいじゃないです

か。実現性が無いです。全く不十分。セーフティネットにしろ、これは大至急です。LETS の

体制でも疑問です。看板も、20 年度の学校評価で指摘しています。いつまで誤解を招くんで

すか。特区法の違反もいつまで続くんですか。 

 

会  長：今いろいろご質問やご指摘があった点も、伊賀市教育委員会の事務局でも納得がいかないと

ころが残った状態で本日を迎えておられるかと思います。その経過では、校長先生も代わら

れましたし、役員さんも代わられたようですが、その積み重ねのマイナス面が今回のような

形で出てきたんだと思います。きちんと受け止めてどうできるのか、特に学校を信頼されて

預けておられる親の立場も含めて、生徒をきちんと守らなければならない、その子たちにき

ちんと応えなければいけない、それに対して学校側の不完全な部分をどうするのか。先ほど

委員さんからもご指摘がありましたが、新しい協力体制がどうできるのかも含めて１つの大

きな課題かと思います。先ほど次長さんがおっしゃいましたが、通信制の 1,200 のうち少な
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くとも 700 は来年度もいる、それも各地に分散している状態の子ども達を受け止めつつ、よ

り良い教育をするときの教頭などの職員体制が、少なくとも予算も大きな問題ですが、職員

体制も含めて本当にこれで大丈夫だろうか、14 人を集められるのか。いろいろな報道がある

中で、やってくれる人がどれぐらい出てくるのかも含めて難しい課題があると思います。 

 次の（３）にいきます。入学生の募集について、委員さんの方からご質問があればお願い

します。現在では、少なくとも既に入学が決まっている全日制の方と、少しずつ申込が始ま

っています。先ほどの予算案の中でも 100 名ぐらいは入ってくるという推測の中で動いてい

る。特に１・２年生のスクーリングの再履修も含めて、募集をすると言っても職員はまだ決

まっていない。そういう状況の中で、生徒募集について副校長先生としてはどのようにお考

えですか。 

 

井上副校長：この事件の関連において、入学が決定した生徒であっても辞退をするという連絡も数件ござ

います。そんな中でも、何とか入学させてほしい、通信制であってもここしかないんだという

方を入学確定者として数字を挙げているところです。今年度、最終的に公立がダメだという場

合に、本校の通信制を考えている生徒もいることかと思います。ただ、ご指摘いただいている

とおり、現実問題として実現性が無いということも鑑みて、改善計画書にも書かせていただい

たとおり、12 ページの頭ですが、転入生・編入生については体制が整うまで自粛したいとい

う考えであります。ただ、これまでの積み重ねも含めて、どうしても各 LETS が窓口になって

いることもありますので、追記しているように、各運営者と早急に話し合いをもって募集活動

を自粛してもらうかたちで考えております。 

 

会  長：ここの「当面の募集活動を自粛してもらう」といのは、とても弱い表現だと思うのですが、

即刻止めてもらうといったお気持ちはありませんか。LETS に入られても、ウィッツの在校生

には該当しないのであれば募集されてもいいと思いますが、ウィッツの在校生に数字上入っ

てくるのであれば、即刻止めるというお考えはないですか。 

 

白根社長：早急に LETSの運営者の方と話をします。 

 

会  長：LETS の方では、そこに所属すれば自動的にウィッツの生徒になるという前提で募集してくる

んですね。そこを早急に学校側から伝えないと、余計迷惑を掛ける可能性があるんじゃない

んでしょうか。 

 

委  員：話をすると言いますか、本校ですから、話をしますじゃなくて「停止です」という対応を取

ったらいいわけで、何もお願いする必要は一切無いですよね。即刻止めるべきだと思います。

願書未提出で手続きを進めておられる段階の方も数字として挙がっていますが、こういう方

も今現在、実質的に適切な指導体制が取れていない中で、受け入れる可能性があるという意

味で計上することが私には理解できないです。 
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委  員：私も同じ意見で、３年生は再履修をするということは別として、あの１・２年生、そこに再

履修、そして 102 名ですか。それを対応していかないといけない、先生の採用についても具

体的に明らかになっていない中で、また同じようなことが出てくるんじゃないかという懸念

を持ちます。各委員さんが言われるように、ウィッツさんから「今年度はやめる」という強

い気持ちでないと、いろんな改革ができるのか疑問に思います。校長先生が言われるように

１からの出直しだったら、それなりの覚悟で身を切るというか。100人ほど受け入れるとこが

無いからうちで受ける、というような安易な考えではちょっとしんどいかと思います。最初

に「これは誰が作ったんですか」と聞いたのは、本当に現実を踏まえて作ったのかというの

が疑問に思います。この 12ページの問題についても、３月中にウィッツさんの方から各 LETS

へ自粛するように言わないとダメだと思います。 

 

会  長：他いかかですか。 

 

委  員：前回申し上げましたが、現在の問題を総括して解決しない限り前に進めないんじゃないです

か。在校生、卒業生、卒業見込み生も含めて、たくさんの子ども達に対して、当事者としてど

う責任を取るのかということが無い限り、前に進めないんだと思います。したがって、入学生

の受け入れについて、現在議論すべきことではないように思います。 

 

会  長：この件は、１月以降に審議会で相談してきた中で、募集は続けるという話がありましたので、

私たちは大変心配して、●●がおっしゃったとおり、そのあたりを考えたら容易に募集を続

けられないんじゃないか、というのが審議会の共通の思いだったと思います。現状、これだ

け課題がある中で、本当に止めるべきではないかという意見は当然出てくるかと思います。 

      次の（４）の「就学実態のない生徒への対応について」事務局から説明はありますか。 

 

宮崎課長：今回、改善計画書の 10ページにも書かれていますが、「NHKの報道で明らかになった修学の実

態のない生徒の在籍」ということで、ウィッツさんに早く把握してくださいとお願いしたん

ですが、ここの把握実態をまず聞かせていただきたい。 

 

会  長：その点は、いかがですか。 

 

白根社長：修学実態のない生徒の把握については、今閉鎖しました四谷を含めた５つの LETSの中ではあ

ったと思います。ただ、実際にもう連絡が取れないとか、１人１人まわって調査している状

況でして、それについては報告書を作成しているところでございます。それ以外のキャンパ

スに関しては、修学実態のないということは聴き取りではありませんでした。 

 

宮崎課長：そうすると修学実態のなかった生徒というのが、NHKのニュースで流れていましたけど、あの

人はまだ学生証などもそのまま持っていたりするんですが、どうなっているんですか、修学

実態のない生徒は。いつ取材されたか分かりませんが、まだ「自分は学生だ」と言い張って
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いたような気がしますが。 

 

白根社長：それについては特定できていませんので、どういう状況か分かりません。連絡が取れない者

で修学の実態がないと思われるものについては除籍というかたちで通知をしたいと思います。 

 

宮崎課長：11月末で 1,194人の広域通信制の生徒がいました。四谷さんが除籍になった、それに伴って、

そこに在籍していた生徒はどうなったんですか。 

 

白根社長：今一人ひとり確認作業をしておりまして、ほぼ終わっているんですが、実際にまだ学びたい

という子たちは約 40名います。その子たちをどうするのかは、まだこれからです。 

 

宮崎課長：ということは、そこで一人ずつ話をした時に、修学実態がないというのは分かったんじゃな

いですか。この子は学ぶ意欲もないし、レポートも出してないし、テストも受けてないとい

うことが分かったんじゃないですか。私どもが一番怖いなと思っているのは、不正受給問題

に絡むわけじゃないですが、我々が捜査するわけじゃないですが、本当に修学実態がなく修

学意欲がない者が、奨学金を受けたりするという実態が、教育の部分で本当に許されないこ

とだと思います。四谷さんの生徒を転籍させる時に一人ずつヒアリングをしたのであれば、

絶対分かるはずじゃないですか、学んできたかどうか。そこが分からないという、その体制

が分かりません。どういうふうに管理されていたのか。修学実態のない、少なくともテレビ

に出ていた親子とか、前に報道された３人とか、５人以上はいると思われる修学実態のない

生徒を把握できないんですか。自分のところの生徒だけれど。 

 

白根社長：ほぼ把握できておりますので、報告させていただきます。 

 

宮崎課長：そこなんです、問題は。その人たちが学割を利用したり、学校へ行く気も無いのに奨学金を

受給しているとか、そういう不正な実態を学校としてきちんととしないと。そういう実態が

判明したら、学校として除籍しますということですね。除籍処分をしたら、報告をいただき

たいと思います。 

 

会  長：その件は、四谷 LETSの関係者などでそういうことがありましたが、LETSと本校との関係が大

きな課題だったということですね。そういう中で、LETS の経営者がとられた行動が社会的な

問題を含んでいたということだと思います。とりあえず今のところ、他の LETSではそういう

実態はないと認識しているということですね。 

      その他、（１）から（４）まで審議してきましたが、改善計画以外でも結構です。今回いろ

んな問題が出てきた中で、ウィッツさんの今後のことについて何か確認しておきたいことは

ありますか。 

 

委  員：地元の代表として、１点だけ確認させてください。ここ２、３年、ウィッツさんと地元の事
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業、イベント等、かなり交流をしてきたんです。おかげさまで、ウィッツさんの生徒や先生

方も喜んでますし、我々も、我々の持っていない感覚や考え方も勉強しました。そういった

ことが今言われている、USJでお釣りの計算が数学だとか、あるいはバスの中で映画といった

報道がありましたが、そういうのとは別として、我々地域としてのつながりというのは、や

はりどこかに位置づけされているんですか。例えば社会とか、きちんと位置づけしてされて

いるんですか。 

 

白根社長：もともと体験型のスクーリングの企画を当初考えていた時は、伊賀市の中での歴史的なもの

や文化的なものの体験を中心にやるべきだということで相談させていただきました。そうい

う意味では通信制の子も同じように地域の方と関わっていくことができるようにしたい、と

いう思いはございました。それが経年の中で形骸化といいますか、キャンパスの所存でこの

ようなかたちになってしまいましたけど、本来は地域の方と関わりながらやるべきだと思っ

ておりますし、今後も地域の方との関わりを大事にしていかなければと考えております。 

 

委  員：ということは、私どものイベントや事業に参加された生徒の中には、通信制の方もいたとい

うことですか。全日制ではなくて。 

 

白根社長：基本的には、全日制の生徒です。 

 

委  員：でしょうね。わざわざ来るはずないですね。それで、きついようですが、地元と一定のイベ

ントなどをアリバイ作りにしてほしくないです。私ども自治協でもしばらくは静観しないと

仕方ないなと言っていましたが、これだけマスコミ等で流されますと、地元の印象というの

はかなり悪くなりました。そういうことで、今後地元をアリバイ作りとして使ってほしくな

いですし、付き合いはいくらでもさせていただきますが、アリバイ作りはやめていただきた

いと思います。 

 

会  長：他にございますか。 

 

宮崎課長：私から１つよろしいですか。ウィッツさんの単位認定システムを教えてください。LETS で履

修して、LETS に聞かないと履修の状況が分からないという状況なんですよね。それは押収さ

れているからということも含めてですが、どういうふうにしているんですか。スクーリング

でも LETSさんが計画を立てられますよね、スクーリング申込表を作って。他に、全日制では

年間通したシラバスを作っていただいて年間指導計画をもってやっていただいているのに、

広域通信制にはそういうシラバスが無い。各 LETSは、どうやって指導しているんですか。そ

こで実際に学んだことを、誰が単位を認定して、卒業資格を作れるんでしょうか。そこのシ

ステム、どっちがどう主体的になって、どこの部分にどう関わっているのかお教えいただけ

ませんか。 
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井上副校長：もちろん単位の認定については本校のほうで行っています。現状の仕組みでお答えすると、

レポートにつきましては、各キャンパスで取りまとめていただいて、添削指導証明書を出して

いただきます。これに対して評価をつけてもらっていますが、この評価を一つの素点とします。 

 

宮崎課長：その評価は、LETSさんがつけているんですよね。 

 

井上副校長：そうです。 

      考査につきましては年２回実施していますので、本校で採点した点数を入力して、５段階

で評価が分かれています。 

      スクーリングにつきましても、スクーリング修了報告書を LETSから提出してもらった上で、

それを素点として加えます。 

      それらを、それぞれ総合的に評価をして、最終的に単位認定を本校で行っています。 

 

宮崎課長：「スクーリング修了報告書」というのはあまり見たことがないですが、一度サンプルを送って

ください。それは、科目名が入って、そこにスクーリングの評価が入っているんですか。 

 

井上副校長：そうですね。科目が入って、それぞれ評価が入っています。 

 

宮崎課長：ということは、そこの評価も LETSキャンパスの先生が、スクーリングの評価をつけていると

いうことですか。 

 

井上副校長：現状そうです。 

 

野口教育長：いろんなことを聞かせていただきましたが、本当に一生懸命学んでいる子ども達がいるわけ

ですよね。全日制は別にして、通信制についてはスクーリングであったり添削であったり、い

ろんな面が違法状態だらけなんですよね。ほとんど違法の状況です。子ども達は違法と思って

学んでいたわけではないですよね。子ども達にとっては、そこで学んだことが勉強であり、自

分で身に付けたものです。逆にウィッツの側が、その違法状態を解消してあげないといけない。

その子ども達が社会に出て行くにあたって、違法状態だけの中で学んで出て行った子ども達じ

ゃないんですから。こっちの責任ですから。だから、その違法状態を直してあげないといけな

い。そうすれば、３月の半ばとか終わりとか言ってなくても、例えば一人でも、この子は本当

に一生懸命やってきた子、その子に電話して「明日、明後日来なさい。スクーリングしましょ

う」と。その子はスクーリングに関しては、違法状態じゃなくなるんです。明日からそれがで

きると思うんです、しようと思えば。具体的な計画を立てて、違法状態をなくしていただきた

い。それは今現在卒業を目前にしている子ども達だけでも何人かいるわけですよね。１年生、

２年生もいるわけです。卒業した子もいるわけです。卒業した子たちも違法の中で卒業したわ

けではないんです、本人は。一生懸命学んで卒業した子が大半です。その子たちにも、スクー

リングでもう１回こういう機会を与えるから、頑張って出てきて受けたらどう、という声掛け
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もできるはずです。それを４月以降１年かけてやっていかないといけない。そうなのになおか

つ、新しく募集をしていくのが私には理解できない。会長さんも言っていただきましたが。そ

れが、いわゆる子ども達にできるウィッツの責任、伊賀市、伊賀市教育委員会の責任だと思い

ます。そこをしっかり頭に置いてもらって、今日から具体的に、これならできる、ここはでき

ないから事後に回す、そういうものを持ってきてもらいたい。そうでないと、私としてはとて

もじゃないが認められない。 

 

会  長：以上で事項書３の審議をすべて終了させていただきます。事項書４以降は非公開とさせてい

ただきます。報道関係者の方は、ご退席いただけますでしょうか。それから、ウィッツさん

もご退席をお願いします。長時間、お疲れ様でした。 

 

（傍聴者及びウィッツ関係者退席） 

（休憩） 

 

会  長：事項書４「㈱ウィッツに対する喫緊の措置要求について」事務局から説明をお願いします。 

 

（緊急措置答申について審議） 

 

【次回の審議会の日程を ３月 14日（月）15時以降 に決定】 

 

（宮崎課長が資料６について説明） 

 

会  長：以上で今日の審議会を終わります。ありがとうございました。 

 

 

 

（閉会） 


