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第 26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５月 24日（火） 14：00～15：50 

 

◎ 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） 

中谷英子（税理士） 

近森正利（副会長・伊賀市議会議員） 

       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） 

              児玉泰清（教育次長） 

  中林靖裕（ウィッツ青山学園高等学校対策監） 

澤田 剛（学校教育課長） 

伊室春利（ウィッツ青山学園高等学校対策室 室長） 

伊藤博和（ウィッツ青山学園高等学校対策室） 

立岡優孝（ウィッツ青山学園高等学校対策室） 

 

       欠 席 委 員  東 則尚（三重県立上野高等学校長） 

坂本安司（上津地区代表者） 

 

       傍  聴   ９名 

 

・「ウィッツ青山学園高等学校対策室」設置を報告（中林対策監） 

・審議会の成立を報告（中林対策監） 

 

・あいさつ 

 

会  長：今日も大事な審議が続けられますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

野口教育長：前回から、生徒の回復措置の状況等の報告もありますし、その後のいろんな変化もあります

ので、いろんな報告をさせていただきながら、ご審議をいただきたいと思います。本日は、よ

ろしくお願いいたします。 

 

（以下、会長が進行） 
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１．審議会委員の交代について 

 城山委員から坂本委員への交代を報告（中林対策監） 

 

２．当審議会の公開・非公開について 

 

会  長：事項書４番の（２）までを公開とさせていただきます。（３）以降は非公開でさせていただき

ます。これに関して、何かご異議はございませんでしょうか。 

     無いようですので、進めさせていただきます 

 

３．議事録の確認について（資料１） 

 

会  長：内容につきましては、よくお読みいただいて、何かお気づきの点がございましたら、事務局

の方に申し出ていただければと思います。 

 

４．報告事項 

（１）第２回ウィッツ青山学園高等学校生徒の履修認定委員会について 

 

（資料２に基づき、伊室室長から説明） 

 

会  長：今回、連休を挟んだ各会場で受講された方、それぞれが２泊３日の受講のプランですか。 

 

伊室室長：そうです。丸２日連続のパターンが４月 29日、30日、１日、それから５月３日、４日、５日

というふうに。 

 

会  長：２つに別れているんですよね。それぞれ、受講された方の人数が入っています。 

 

伊室室長：申し遅れましたが、対象者が 397名のうち、前回 19名が修了しており、今回 28名が修了し

ましたので、あと残りは 350名となります。 

 

会  長：ウィッツ青山学園の方でも、連休中を使われています。その中で、私の方の立場で伺ってお

りますのは、来てくださった生徒さんが、約３日のそれぞれのプログラムに対して、その３日

全体を受講されない方もいたと。その為に、受講者の人数は見かけ多いんですが、実際の認定

できた数は少ない。そういう大変難しい状況があることを聞いておりまして、とりあえず連休

を挟んだときは、28名の方、合計で３月末の受講と合わせて 47人が今までで認定できた。これ

は、仮卒業のような形で出てしまっている生徒に対する対応の中での数字ですね。ですから、

今後もまだまだお世話する、どのようにしていくか必要な生徒さんがたくさん残っている中で、

とりあえず、第２回の委員会では、28名の方が問題ないであろうという線が出たということで

ございますね。 
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このことについて、何かご質問などありますでしょうか。 

 

委  員：教育委員会から伺ったんですが、ウィッツ株式会社としての状況の報告はどうでしょうか、 

 

白根社長：周知時間が若干短かった部分もありまして、なかなか、もう既に連休スケジュールも入れて

いるという方もたくさんあり、あとは各 LETSの運営者の方々の協力が、まだまだ私どもとして

も声掛けが足りなかった部分もありますので、それについては逐一ご相談しながら、今後のス

ケジュールに合わせて参加していただけるようにお願いしておりまして、100％受講できるよう

に改良していきたいと思います。 

ただ、生徒個々の状況に応じて、例えば、海外に出ているから来れないとかいう方もおられ

ますので、そういう方に関しては、情報をあげていただき、ご相談しながら進めていきたいと

思っております。 

 

委  員：認識として、教育委員会が主体ではなく、ウィッツが主体だということは認識されています

か。 

 

白根社長：もちろん、認識しています。 

 

委  員：残り 350名の方に対して、具体的に９月を目途にしていますので、具体的に全て 100％履修に

もっていくにあたって、もう既に具体的にこういうような形でしていくっていう、そういうも

のがありましたらちょっと教えてもらいたいと思います。 

 

白根社長：実際に通信制の生徒につきましては、各 LETSのオーナー、運営者の方々とのコミュニケーシ

ョンがずっととれてきた生徒でございますので、私達から直接だけではなくて、運営者の方々

の協力を仰いで生徒さんたちに参加してもらう形になっているんですね。実際それに協力して

いただけるということで、全卒業生を集めてバスで連れてくるというような約束をいただいて

いる方もいますし、順次そういう形で運営者の方々の協力を仰ぎながら、生徒の出席を求めて

いきたいと思っております。 

先程言いました様に、個々に状況があって、どうしてもこの時期まで参加できないという生

徒もおりますので、それに関しましてはご相談したいと思っております。 

 

委  員：できれば口頭ではなく、しっかりした文章とか数字で示していただきたいです。 

 

白根社長：分かりました。 

 

委  員：履修できない生徒についての対応とか、考えておられるでしょうか。最後まで履修できなか

った生徒について。 
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白根社長：時期的な問題があると思いますし、例えば、病気ですとか怪我とかの生徒もおいると聞いて

いますので、それらの生徒に関しては、一人一人今の状況を説明してどういう形で対応するか

ご相談させていただきたいと思っています。それ以外の生徒さんに関しては、きちんと受けて

いただけるように、こちらからもアプローチしていきたいと思います。 

 

委  員：そうしたら、何とかした形でできますということですか。できない人はいないんですか。 

 

白根社長：もちろんそうです。 

 

会  長：他に何かご質問ございませんか。 

それでは学校側に確認いたしますが、連休がありましたので、連休を挟んでの講座を開かれ

たということですが、例えば、今月、来月あたりの受講の動きに関する予定は、どういうふう

なことをお考えでしょうか。 

 

西尾校長：認定委員会の方のご協力をいただきながら、６月から７月にかけて一気に残りを少しでも片

付けていこうということで、スケジュールを組んでいます。認定委員会もご協力をいただいて、

大阪、名古屋、それから東京、福岡、広島、こういったあたりで会場を押さえていただいて、

スケジュールを組んでいるところです。本校の方では、週末、それから平日も日程を作って、

今、それのスケジュールを確定させている段階です。 

 

会  長：受講者がどの程度、どのように、うまく来られるか。まだ見えないかと思いますが、最低、

夏前ぐらいにどの位のあたりまでこぎ付けられないか、期待をしながら準備をされていますか。 

 

西尾校長：一応、７月いっぱいを１つの目途として、どうしてもそこでこぼれてくる生徒も出てきます

ので、それは８月で片付けていこうということで認定委員会とも協力をしていただきながら、

今、進めております。 

 

会  長：教育委員会の方では、学校の方のいろいろな準備を含めて、今の校長先生がおっしゃったあ

たりも踏まえて、教育委員会ではそのあたりをどういうに見通されているんですか。 

 

伊室室長：学校の方から説明があったとおりでございまして、６月、７月を集中して、回復措置の月間

としていきたいと思っています。会場も東京、名古屋、大阪、広島、福岡、香川、それから本

校。毎週土日、また平日も入れて行いたいと思っております、 

また、これからは在校生も対象にさせていただきます。今、卒業見込み者は、申しましたと

おり、あと 350名おられます。在校生の対象者として把握していますのは、615名。在校生が倍

ほどの 615５名おられますので、合わせて 350名と 615名を対象者としたことを６月、７月にや

らせていただいて、350名につきましては、おっしゃっていますとおり９月末までに終了しなけ
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ればなりませんので、あと８月、９月を調整期間とさせていただきたいと思います。 

 

会  長：確認しますが、ウィッツの学校以外の会場は、今回までにされた東京は NHK学園、名古屋と

大阪は。 

 

伊室室長：名古屋と大阪は科学技術学園高等学校、広島は並木学園高等学校、福岡は第一薬価大学付属

高等学校、香川は禅林学園高等学校です。 

 

会  長：それから、ちょっと確認をしますが、仮卒業としての生徒たちの進学先または就職先とのや

り取りは、どうようになってますでしょうか。 

 

西尾校長：１回目の認定委員会において認定されました 19人に対しましては、本人と進学先、または就

職先に、学校の方から、新たに認定されたということで通知し、卒業証明書、単位認定証明書

を送っています。これは完了しております。 

 

会  長：まだ完了していないたくさんの生徒たちの受け入れ側と、企業、学校側とのやり取りは、ど

うなんですか。 

 

西尾校長：生徒本人に対しては、回復措置の案内をまた送ることになりますので、企業、大学の方には、

まだ、その点は連絡はいっておりません。 

 

会  長：仮卒業であることは、認識しているわけですね。 

 

西尾校長：はい、それは。 

 

会  長：だけども、継続で受け入れてくださっていると。 

 

西尾校長：はい、そういうことです。 

 

会  長：では、この件については他によろしいでしょうか。今後ともぜひ確実にお願いしたいのと、

それから、さきほど●●委員の方から質問がありましたけど、あと白根社長さんからもお話が

ありましたが、本当にせっかく来ても３日間受講できなくて帰られたとか、いろんな方がおら

れるので、本当に忍耐強く、いい方向にぜひ、お互い努力いただければありがたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

（２）変更命令・行政指導の進捗状況について 

 

会  長：伊賀市から先日出されました白根社長さん宛ての変更命令、学校運営の適正化についての通
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知、変更命令の方は授業その他の事項の変更命令、資料３－１と資料３－２とがあります。進

捗状況について、白根社長または校長先生の方からご説明いただけますか。 

 

白根社長：まず、変更命令の１番「高等学校通信教育規程に基づく添削指導、面接指導及び試験を適切

に行うため、同校の通信制の課程に係る教員の数を、教育上支障がない程度とすると。」いうこ

とで、教員の数を必要数採用するようにとの内容の変更命令に関しましては、まだ今のところ

５名までしか決まっておりません。順次、新役員の協力をいただきながら、６月末までには揃

うように努力しているところですが、今のところ５名まででございます。 

     それから、「指導計画の策定や添削指導、面接指導及び試験の実施など省令や指導要領等に基

づく教育」に関しては、年間計画、それからシラバスもできておりますし、面接指導の計画も

作っております。また、添削指導、それから考査に関しても適切に行えるような計画はできて

おりますので、今後、これを各広域通信制の LETSにおいても実行できるように、本校として各

運営されている方々と一緒にやっていきたいと思っております。 

それから、「サポート施設の運営者が結んでいる LETSキャンパス運営及び経営に関する契約

書」に関しましては、その内容を今、見直しをしているところでございますが、その内容で「貴

社が自ら学校の管理と経費負担の全てを行い、責任を有することを明確にするとともに、同法

第 135条に基づき、LETSにおける学校の名称の使用制限の規定に違反しない内容へと改めるこ

と。」、これに関しましては、まずは学校名の使用に関しては、使用制限するということは明記

させていただきます。あと、この学校の管理と経費負担の全てを行いということになりますと、

これは直営にするというお話なのか、それとも私どもが単位認定をするにあたって、必要な業

務に関しては、全て私達の経費、責任、管理の下で行うということ、それ以外のものについて

は、今、一般通信制でやっていますサポート校と同じような形で運営していくのか、確認の必

要ありますけれども、今、契約書の内容の精査に入っているところです。まだ完成はしており

ません。 

次に、行政指導の対応の１番の履修回復措置の確実な実施のところに関しましては、先程説

明がありましたとおり、まだ、卒業生で認定されているのは 48名ですし、在校生に関しまして

は、これからというところでございますが、教育委員会さんのご協力をいただきながら、確実

に実施できるよう、今進めているところでございます。私どもとしては、100％履修可能な状況

を作っていきたいと思っているところでございます。 

それから、２番の役員の登用については、今回ご審議いただきます様に、東理ホールディン

グスの役員兼務をしておりました３名は辞任いたしまして、新たに役員２名と監査役１名を選

任したところでございます。 

３番の東理ホールディングスの支援体制につきましては、これも従来どおりご説明させてい

ただいているとおり、私ども会社、学校が適切な運営状態を確実にできることを踏まえて、そ

の中で経費的な負担については東理ホールディングスの方で補填してもらうことで、継続して、

してもらっているところでございます。覚書を取り交わしておりますが、それ以上のことはや

っておりませんけれども、今もその借入も含めて、費用的な負担を仰ぎながら運営をしている

ところでございます。 
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会  長：それでは今のご説明を受けて、ご質問等がありましたらお願いします。 

 

委  員：５月末までに進捗状況を書面にて報告ということで、今日は５月末みたいなものですが、こ

の時点で、書面で報告というのは思ってられなかったのですか。 

 

白根社長：文書にするようにと指示を出してはいますが、まだ、今日報告するようにとは考えておりま

せんでしたので、５月末までには必ず出すように準備しております。 

 

委  員：しっかりとお願いします。あと行政指導ですね、役員の登用に関してのところで、役員の要

件を満たす者を１日も早くと言われています。この役員の要件を満たす者とは、どういう考え

方を持っておられますか。 

 

白根社長：まず、学校運営に関しての経験、知識を有している人で考えております。それと今回、役員

の選任をした中では、今、私どもで一番改善しなければならないのは通信制のことでございま

すので、通信制の今の現状、あるいは運営の経験を重視した形で役員の選任をいたしました。 

 

委  員：これは、ウィッツ青山学園が改善計画書を出され、その中で自ら書いておられるのが、「白根

が再度社長に就任いたしましたが、不十分であることは認識しております」と自ら書かれてい

ますね。今回の役員の改選のことは、これからですよね。そういうところは認識はどうですか。 

 

白根社長：今回は、今までの流れからいって、私が改善計画書を作ったということもありますので、ま

ずは私が主導的な立場で今回の新役員の運営を作りまして、それから学校運営理事会、という

形で、今後、学校の経営方針とか、教育方針を立てていきますので、その中でふさわしいリー

ダーを設けて、私は退くという方向で考えております。いきなり、新しい方に私と交代という

ことではなく、今までの経緯を踏まえて、こういう状況を考えております。私では不適格、そ

の責任を負うことはでないだろうと書いておりますのは、ずっと離れておりましたし、実際に

高校の運営に携わった人間でもありませんので、また、教員の免許を持っているわけでもあり

ませんので、もっとふさわしい方がいらっしゃるだろうということで、そういうふうに書いて

おります。学校が適切な運営ができるというような体制になりましたら、私は退いて、という

ふうに考えております。 

 

会  長：他のことで、いかがでしょうか。 

 

会  長：質問いたします。教員は５名の方が決められたということですが、あと何名を６月末を目標

に。 

 

白根社長：基本的には最低 10名ということでしたので、あと５名です。 
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会  長：あと５名ですか。 

 

白根社長：はい。 

 

会  長：それでは、ウィッツの学校の方でも、６月、７月と履修をされるということですね。その時

に、他校の会場ではない場合に、ウィッツさんでやられる場合に、まだ職員が半分ぐらいしか

決まっておられない中で、全日制の方もおられますが、その履修の体制は、今のところ決まっ

た５名の方も含めて、探しておられる方を含めて、どのような協力体制でウィッツを舞台にし

た履修をされる予定ですか。それとも、教育委員会に更に応援の職員を頼まれる予定ですか。

そのあたりを聞かせてください。 

 

井上副校長：一応、土曜日、日曜日に関しましては、全日制の授業が休みになっていますので、教員それ

ぞれ５教科ですね、教員が張り付いて授業を行っていくことで、こちらは問題はありません。

平日に関しては、今、全日制の時間割がございますので、全日制の時間割と被らないように１

クラス設けて、全日制の教員によって授業を行っていくことで、今のところ理論上そういった

時間割というのは、平日も含めて作れておりますので、土日に関しては、土曜が７時間と、日

曜日が８時間、合計 15時間で、平日に関しては、月曜日から金曜日まで、それぞれお昼からに

なりますが、１時間目から５時間目までという形で、職員の数という部分では、全日制教員と

兼ねながら実施の方は可能になっております。同時に、教員の募集は現在も継続しながら、非

常勤、常勤も含めて、少しでも５教科の回復措置の対応に当たれるように、面接等を進めてい

るところです。 

 

会  長：他にご質問、ご意見はどうでしょうか。 

 

会  長：学校の管理と経費は、すべて学校の責任において行うあたりのところで、教育委員会の方で、

もう少し、更に言っといていただいたほうがいいことはありませんでしょうか。 

 

伊室室長：学校教育法の第５条を十分、精査、熟読いただいて実行されることを祈ります。 

 

会  長：ウィッツさん、学校教育法第５条のところをもう一度よく読んでいただいて、良心的な取り

組みを、是非お願いしたいと思います。 

役員さんに関したことは後で取り扱いますので、この段階では横に置かせてもらいまして、

その他の通知の内容と変更命令に関して、質問やご意見ございませんでしょうか。 

 

委  員：前回の審議会が終わりまして、そのあと記者会見の中で、福村社長が無償譲渡を検討してい

ることを公の場で言われたんですが、これはウィッツとしては、どう受け取るんですか。 
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白根社長：親会社の方としては、ウィッツあるいはウィッツ青山学園高等学校の運営、経営に関して、

親会社の意向に基づいてではなく、学校主体として、あるいは株式会社ウィッツとして、どの

ような形で運営していくのかということをきちっと決められる体制にするということが求めら

れておりましたので、そういう形にするというのは明言しております。そういう体制にしてい

くなかで、そうであれば、その運営主体の中で経営していただくのが一番いいだろうと、東理

ホールディングスが親会社としているよりは、どうしても親会社としていますと、株主様との

対応がありますので、経営の状況によっては認められない案件も出てきたりしますので、そう

いうことがないように無償で譲渡して、きちんと運営できるところで運営していただける形に

する方がいいんじゃないかということで、ああいう発言をしたというふうに聞いています。 

ウィッツとしても、そういう形が認められるならば、教育理念に基づいた投資会社としての

利潤追求でなく、教育の質を高めるという目標とした学校の経営としてふさわしくなるような

運営体制であれば１番いいんじゃないかと思います。 

 

委  員：役員の交代について、その中で理事会を設置するというのは、ウィッツの中で決めたことで

すか。 

 

白根社長：基本的には、改善計画書の中で、会社の役員会の中ではなく、学校を現場で守っておられる

人たちの中から、理事を決めて、理事会の中で学校運営をしかるべき形に持っていく為の話し

合いをしていこうということで、学校運営理事会を作ろうというふうに決めています。 

 

委  員：現場で学校を守ってるというのは、どのような人たちですか。 

 

白根社長：校長であり、教頭であり、副校長、あとは通信制であれば、通信制の校長、教頭は今までは

いませんでしたが、そういうのを決めて、責任者を決めて、その人たちが現場の意見を吸い上

げながらやっていこうと。理事会に加わって、学校運営の方針を決めていこうと考えています 

 

委  員：分かりました。 

 

会  長：質問ですが、履修回復措置のほぼ目途が立つあたりまでの東理ホールディングスの支援は、

かなり確実にもらえるというふうにお考えですか。 

 

白根社長：もちろんです。 

 

会  長：この点に関しては、そういうふうに考えておられるんですね。それ以前で譲渡することはな

いだろうとお考えですか。 

 

白根社長：きちんと回復措置を進めるということが、今、最優先課題だと思っておりますので、それは、

それが済まないと譲渡ですとかいうことにはならないと思います。 
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会  長：ここまでは、東理の方たちも裏方で応援をしてあげると、みておられるわけですね。 

 

白根社長：東理の福村社長が、記者会見の中でも言っていたと思いますが、明言しておりますので。 

 

会  長：そういう立場ですね。 

 

白根社長：はい。 

 

会  長：別のことでお伺いしたいのですが、現在の段階で LETS校は、何箇所にまで絞られたんですか。 

 

白根社長：実際、今までは各 LETS校に関しては、ウィッツの生徒たちだけということで運営をされてま

したけれども、通知を出したのが２月だったと思いますが、他の通信制との併設も、契約上は、

本当はいけないんですが、それを認めるということにしておりますので、それを両方やってら

っしゃる方もおられます。まだ契約が残っていますので、キャンパスに関しては前回報告した

数からは減ってはおりません。そういう意味では、そのままです。 

 

会  長：とりあえず、併設もあり得るとして、残られたとして、今現在では何箇所になるんですか。 

 

井上副校長：現状は、前回出してある 38箇所がそのまま、契約上では残っています。 

 

会  長：この LETSの 38箇所の責任者とは、個別に連絡をとったような形になっているんでしょうか。 

 

白根社長：全体会議を２度程開いておりますけれども、参加できない方もおられるので、そういうのは

個別に連絡しています。 

 

会  長：全体会議はいつ開かれましたでしょうか。 

 

白根社長：２月と４月です。 

 

会  長：その時の、38のうちのそれぞれの出席の割合はどれぐらいでしたでしょうか。 

 

白根社長：今、ちょっと資料を持ってきておりませんので。 

 

会  長：おおよそで結構です。 

 

白根社長：どちらも 24～25来ておられたと思います。 
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会  長：７割位ですね。 

 

白根社長：生徒数の多いところは、出席していただいていたと思います、 

 

会  長：そうですか。２月の時はどのあたりを説明され、４月の時もどのあたりのことを特にきちん

とおっしゃったんですか、その関係者に。 

 

白根社長：基本的には、２月の場合は就学支援金の不正受給の問題がございました。それが一番大きな

テーマで、それが今どういう状況、捜査の状況がどうなのかという説明をさせていただいて、

その後は、今後の体制といいますか、学校運営体制を含めてご報告させていただいて、あとは

教育委員会の皆さんにもお越しいただきましたので、キャンパスから質問であったりご要望で

あったりを聞いていただいたような形になります。 

４月は、基本的には回復措置に対しての協力、それから新たな運営マニュアルに関しての説

明、回復措置のスケジュール関係の説明をさせていただいて、できるだけ全員の出席、履修措

置を受けてもらうような方法でお願いをいたしたいと。その中では、生徒個々によっていろん

な状況があるんで、一概に来週からやりますよと言われてもなかなかできないんで、そのあた

りのすり合わせを行いながらやってほしいという要望があります。 

 

会  長：その 24～25箇所の方が来て、10数箇所が来ていないということですが、２度とも来なかった

というのは、どれぐらいあるんでしょうか。 

 

白根社長：10箇所ぐらいある。来れなかったとか、生徒が１人しかいないとか、というようなところも

あります。 

 

会  長：LETSとの関係をもう少しすっきりさせていただかないと、曖昧なところが残っちゃうといい

ますか、そこだけが、できるだけすっきり早めにしていただけるとありがたいなと思います。 

 

白根社長：今回契約書もきちんと見直して、説明してご理解いただけるところだけが残るというふうに

していきたと思っておりますので、こちらとしても、きちんとした管理ができるような体制を

とって行きたいと思います。 

 

会  長：それでは、適正化のことと変更命令に関しましては、よろしいでしょうか。 

 

委  員：通信制で 11名あと追加されないといけないことで、各広域の LETSとの区切りというか、こ

の 11名の教師はどこに配属しているんですか。常時どこにいるんでしょうか。 

 

会  長：ウィッツ本校で、通信制の方も全日制の方もおられるということですよね。そこで、やりと

りも含めて、事務処理的なことも含めて、されるということです。 
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委  員：サポート校で採点をしていましたよね。 

 

会  長：そのあたり、もう一度きちんと詳しく、整理して適正にやっていただくと。その為に、常勤

の通信制の担当者を適正な人数を採用する、そういうことですね。 

通信制の事務長さんは、どういうことになっているんでしょうか。 

 

白根社長：事務長は、今、１名採用しております。 

 

会  長：通信制専門ですか。 

 

白根社長：はい。通信制専門で、今やってもらっていることに関しては、生徒の情報管理がきちんとで

きるようシステムを構築しながら、それ以外の事務処理も迅速にできるような体制をとる為の

作業をやってもらっていますが、その方が、事務長として継続して業務にあたっていくという

ことです。 

 

会  長：事務長を２人に分けるという話ではなくなっちゃうということですか。 

 

白根社長：事務員の数は増やしております。 

 

会  長：そうですか。事務長さんは、全日制と通信制両方にまたがるということですか。 

 

白根社長：そうです。 

 

会  長：それでは、この間までの話と違うのではないですか。 

 

伊室室長：違いますね。 

 

会  長：いかがですか、別の事務長ができるという話は。 

 

伊室室長：改善計画書では、それぞれの事務長が。 

 

会  長：圧倒的に通信制の人数の方が多いので、全日制は全日制でそれなりの責任があるので、きち

っとやっていただかないと困るので。 

 

白根社長：事務員の数を増やしながら、ふさわしい者を準備します。 

 

会  長：そういう話でしたので、そこは、事務局の委員会の方でもきちんと確認をしながら、お願い 
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いたしますね。 

 

会  長：それでは、この（２）までは、よろしいですか。 

 

委  員：今、履修の関係を教育委員会を中心にやってくれていると思うんですが、こういった経費も

伊賀市がたぶん全額負担していると思うんです。これは、ウィッツからどういった形で支払わ

れるのか、明確に述べておいてほしいんですけれども。 

 

白根社長：内容が明確に分かって請求いただければ、お支払いします。 

 

委  員：間違なく請求すれば、ウィッツは支払うと。それも短期間でちゃんと払うと。 

 

白根社長：はい。 

 

会  長：講座でお世話になっている各学校のそういうやり方になるんですか。これは、教育委員会は

間には入らないのですか、それか入った形で、経費にかかった分に対しての対応はどういう形

になるんでしょうか。 

 

伊室室長：各校ともお願いしている学校の経費は、当市を経由してお支払いする。全校ともそうです。 

 

会  長：全校ですか。伊賀市が間に入らないと、ということですね。 

では、この件についてよろしいでしょうか。 

それでは（３）の内容に入ることになりましたので、報道の方、この段階で非公開とさせて

いただきますので、ご退場よろしくお願いいたします。 

 

（傍聴者退席） 

（休憩） 

 

（３）㈱ウィッツの役員変更について 

 

（㈱ウィッツの役員変更について、白根社長より報告） 

 

（資料５（非公開）に基づき、中林対策監から説明） 

 

 

 

（閉会） 

 


