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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
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伊賀市意育教育特区学校審議会委員名簿
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○伊賀市意育教育特区学校審議会設置条例

平成16年12月24日条例第302号

改正

平成20年３月26日条例第６号

伊賀市意育教育特区学校審議会設置条例

（設置）

第１条 構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）第12条の学校教育法（昭和22年法律第26号）

の特例に関する措置に基づいて設置する学校について調査審議するため伊賀市意育教育特区学校

審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（審議事項）

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(１) 学校の設置及び廃止、設置者の変更に関すること。

(２) 学科及び教育の課程の種類並びに重要な学則の変更に関すること。

(３) 学校の閉鎖命令、学校設備、授業等の変更命令に関すること。

(４) 学校の経営状態の監査に関すること。

（委員）

第３条 審議会は、委員６人以内をもって構成する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(１) 高等学校を設置する学校法人の代表者

(２) 学識経験者

(３) 学校設置地域の代表者

(４) 市議会議員

（任期）

第４条 委員の任期は、４年とする。ただし、再任は妨げない。

２ 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 審議会に、委員の互選により会長、副会長各１人を置く。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 審議会は、会長が招集する。

２ 会長は、会議の議長となる。

３ 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）

第７条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

（その他）

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成20年３月26日条例第６号）

この条例は、平成20年４月１日から施行する。



資料１
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第 25 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４月 26 日（火） 14：00～17：25

◎ 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）

東 則尚（三重県立上野高等学校長）

城山廣三（上津地区代表者）

近森正利（伊賀市議会議員）

    ウィッツ青山学園  福村康廣（㈱東理ホールディングズ代表取締役社長）

              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（教育総務課長）

澤田 剛（学校教育課長）

伊室春利（教育総務課 主査）

伊藤博和（教育総務課）

立岡優孝（教育総務課）

       傍  聴 17 名

・あいさつ

会  長：今日は皆さんお忙しいところありがとうございます。

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：お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。この間いろいろと改善の

方をお願いさせていただいていますし子ども達の回復措置も進めていますけれどもその中で

もいろんな課題が出てきています。今日はその内容につきまして充分話をしていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

１．審議会委員の交代による委嘱状の交付について

・近森委員の紹介
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２．市長からの諮問（市長が諮問書を読み上げ）

３．副会長の選任について

（事務局から近森委員を副会長として推薦）

（異議なしの声）

会  長：それでは近森委員に副会長をお願いしますのでどうぞよろしくお願いいたします。

・ウィッツ側の紹介（自己紹介による）

白根社長：本日はお忙しい中、皆様お集まりいただきましてありがとうございます。私ども、出来るだ

け早く改善したいという思いはいつも持っておりますし努力はしておりますけれども、まだ

少し至らない部分がたくさんあります。またご協議いただきましてこれからも進めてまいり

ますのでよろしくお願いします。代表取締役の白根と申します。よろしくお願いいたします。

福村社長：私は㈱ウィッツの親会社の東理ホールディングズの社長の福村ですが、今回、先ほど市長の

方からありました設置会社の学校運営体制について、親会社の確実な財政的担保が無ければ

実現ができないという件について、私も出席をするようにということでしたので今回出席を

させていただきました。ひとえにウィッツは生徒のことを一番に、我々も伊賀市の皆さんも

考えていただきたい、こういうふうに考えております。

西尾校長：学校長の西尾です。度々いろいろとお時間をとっていただきありがとうございます。学校の

方では生徒のために一日でも早く回復措置を取り、学校のほうの改善を進めてまいりたいと

思っておりますので、今後ともご指導をいただきながら、ご協力もいただきながら進めてま

いりたいと思っておりますのでよろしくお願いします。

井上副校長：副校長の井上です。よろしくお願いします。

・審議会の成立を報告（中林教育総務課長）

（以下、会長が進行）

４．審議

（１）議事録の確認について

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。
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（２）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：今の事務局の提案でご異議はございませんか。

（了）

会  長：審議４まで公開とさせていただいて、今から審議を行わせていただきますのでよろしくお願

いします。

【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】

（３）ウィッツ青山学園高等学校生徒の履修認定委員会の設置について

（資料２に基づき中林課長が説明）

会  長：この委員会は先日会合がもたれましてスタートいたしました。最初に３月末の再履修の結果

についての卒業を認めうるという、履修が足りなかった部分の履修をされたことも含めて第

１回目の会合がもたれました。さらに、この連休を挟んでの履修の方向性も含めて話し合い

が持たれました。この事は教育委員会事務局と教育長さんの方が責任持ってご準備をされ、

そのように動いております。ですから、この場では委員の皆様には基本的に事後報告という

事で了承をいただきたいという内容かと思いますが、この要綱を含めて詳しくは載っており

ますが、何かご質問はありますか。

西尾校長：不勉強で本当に申し訳ないですが、単位認定に関する最終的な判断の権限ということは学校

長にということで学校教育法にも示されておると思います。この認定委員会に関しては、学

校長の私は一切関わっておりません。そのあたりはどういうことになるのかご説明をいただ

けたら助かるのですが。

会  長：事務局お願いします。

伊室主査：あくまでも履修回復措置に関する項目だけが履修認定委員会で考える事であって、おっしゃ

るとおり学校の単位認定については校長の権限になります。

西尾校長：わかりました。学校の方はいろいろ皆様に本当にご迷惑をお掛けして申し訳ないと思ってお

ります。改善すべき点は先ほども申しましたようにできるだけ伊賀市とも協力をしながら速

やかに改善を進めて行きたいと思っております。とにかく一番大事にしてあげたいのは生徒

の回復、生徒を守ってあげるというのが一番だと学校の方は今までもこれからも考えてはお

ります。そのあたりはこの審議会も同じだと考えております。そこで、今回認定委員会が初
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めて行われましたのは 15 日だったということです。回復措置が伊賀市の方で主催していただ

いたのが３月 27・28・29 日、東京の方が３月 29・30・31 日だったと思います。その間約２

週間強、回復措置を受けたにもかかわらず子ども達からどうなっているのかというような状

態になっております。15日に回復の認定委員会が行われまして、実際に 19 人が認定をしてい

ただきました。私どもに誰が認定されたかというのが来たのが 23 日でした。それから我々の

方で学校長の認定ということで、これから子ども達にそれぞれ認定をするというかたちにな

っております。忙しい中で伊賀市教育委員会の皆さんには本当にご足労をいただきまして、

いろいろとご指導もいただきまして、こういうかたちで認定をしていただきました。認定委

員会の皆様にもご迷惑をお掛けしていると思います。ただもう少し言わせていただくと、ス

ピードという面ではもう少しスピード感が欲しいというのが学校として、子どもを預かって

いるものとしては思っております。そこをまずはご理解いただきたいと思います。

      それからもう一点。回復措置に関しましても今回ゴールデンウィークに２回目が行われま

す。４月 29・30日、５月１日。それから学校の方でも５月３・４・５日と実施しようと思っ

ておるのですが、これに関する案内が発送できたのが４月 21 日なんですね。ゴールデンウィ

ークという期間もありまして、やっぱり子ども達も参加したいのだけれどもホテルが取れな

い、当然我々会社側としてホテルの確保もやっておるのですが、なかなか個人で取るのも難

しいと、そういった面でももう少し早い段階での通知、この辺も今後は検討していただきた

いなと思うんです。今回参加する人数等は後ほどお話させてもらおうと思うのですが、やっ

ぱり少しでも早く多くの方を回復措置に出してあげたい、そう考えると我々学校だけではな

く実際子どもを預かっているLETSキャンパスの協力も仰いでいかないといけないというのが

正直なところなんです。そういう意味では、そういった部分とも伊賀市と協力しながら早い

段階で新しい回復措置の日程を作って、先ほど市長も申されました一番最優先である子ども

達の回復措置に努めていきたいと学校は考えておりますので、審議会の方もその点をご理解

いただきまして、認定委員会も含めて今後進めていただきたいと切にお願いしたいと思いま

す。

会  長：それでは、もう一度３月の履修回復措置の状況について、また、連休の計画について事務局

から確認の意味で説明をお願いします。

（資料３に基づき伊室主査が説明）

伊室主査：今後については、学校の方では定期的に回復措置の日程は既に組んでおります。ただ、生徒

の出席しやすい条件を思うと、たとえばもう少し西側の広島であったり福岡であったりの会

場を今計画しております。校長が言いましたとおり生徒が受講しやすい環境づくりについて

は今後も努めてまいりますし、多くの会場を用意する必要があると考えております。連休の

時期にやるという事が第１段でございまして、会場作りになかなか苦慮していた時間帯もあ

りますので、今後については多くの会場を用意して履修回復措置を受講してもらいやすいよ

うに努めてまいりたいと思います。
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会  長：今の履修回復措置の経過と、今後の連休を挟んだ計画についてこと何かご質問やご意見があ

りますか。

西尾校長：教育委員会の皆さん本当にお忙しい中でいろいろ考えていただいている事、本当にありがた

く思っております。ですから今後とも協力をしながら日程をつくっていきたいと思っており

ます。１点、今回学校でも５月３・４・５日と実施させてもらいます。実は今回の回復措置

が決まった３月のあたまの審議会以降、学校のほうでもすぐに何とかしたいという事で学校

の方でも授業型の回復措置をとっております。３月 17・18・19 日、それから 21・22・23 日、

25・26・27 日。少しでも一人でも多くということで、当時の宮﨑総務課長に学校の方で実施

してもいいかという事を確認のうえで実施をさせてもらって実施を行いました。約 100 名、

この間で参加しております。ただ残念ながらこの 100 名に関しましてはまだ認定委員会では

一人も認定されておりません。それはいろいろと忙しいとは思うので何とも言えないのです

が、この 100 名の中には今回ゴールデンウィークに再度受けなさいという通知がいっている

子もいるんですね。それで保護者にも不信感を与えておりますので、学校の方でも今後どん

どんやっていきたいと思うのですが、学校で行った授業型のスクーリングにおきましても出

来る限りスピード感を持って認定委員会の方で速やかに認定をしていただいて、子ども達を

きちんとしたかたちの卒業認定というかたちで出していきたいと思っておりますので、その

あたりも今後とも伊賀市の教育委員会様とご協力をしていきながら考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いをしたいと思います。

会  長：今西尾先生がおっしゃった件ですが、100 名のそのような生徒がいるという事と伊賀市の方で

再履修のプログラムを作るところでズレがあります。それはそちら側から伊賀市教育委員会

への正確な情報提供と、その両方からの積み合わせの話し合いがされてないということです。

それはもう全然問題になりません。これだけ審議会も含めて履修のために相当な努力をかけ

て、会場の準備・担当教科の準備まで教育委員会側がお世話している中で、学校の方ででき

たのであれば、それを出来るだけ早くスムーズに伊賀市に報告されて、どの生徒が卒業条件

に見合う条件に達してきているのかというあたりを早急にきちんと情報交換をすべきです。

それはどういうことなんでしょうか。

井上副校長：その点については、もちろんこちらから情報というかたちで全て提示をさせていただける

という時間が遅くなっているという事実があります。この混乱の中で業務がなかなか進んで

いかないという状況もあります。ここに関しては事務を担当している私の方がなかなか伊賀

市教育委員会さんの方に提出できていないという状況も確かにございますので、その部分に

ついては今後スムーズに進めていくよう努力させていただきます。授業型のスクーリングに

つきましては、先般から伊賀市教育委員会さんの方とお話をさせていただいて、順次こうい

うかたちで認定していこうという事で、先日 21日に決まりましたのでそれに従って情報を集

めて提出のほうを進めていくということで考えております。
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会  長：今の点につきまして教育委員会側はどのように受け止められますか。

伊室主査：授業型のスクーリングをされたという事で井上副校長がおっしゃったとおり、連絡は何も無

いです。情報が無いのにどのように履修を認定するのですか。

    授業型スクーリングを実施されているのであれば内容は当方の教育委員会のほうで精査を

させていただいて、適正な教育活動が行われているのであれば認定をさせていただきたい。

確認をさせていただいてその後校長の方に返させていただきたいと思っています。

会  長：では、その件についてはこれからもう一度丁寧なやり取りをしていただいて。

井上副校長：情報に関してはこちらからデータで誰がどの授業を受けたかというのはお渡しさせていた

だいているのですが、それを認めるか認めないかというところの今回の必要書類について整

理・提出が出来ていなかったというところで認定が遅れているというのが私の把握している

ところではあります。それについて 21日の段階でこの書類とこの書類という事で伊賀市さん

と話が固まりましたので、順次その書類を送らせていただきながら認定進めていただくとい

うふうに理解をしております。

会  長：今後については今準備されているところを基にして、とにかくやれるところまで進めると、

そういうことでよろしいですね。

それでは履修回復措置関係はよろしいですか。委員会の方では３年の卒業を急ぐ子達をと

にかくどういう計画かできちんと出来るだけ早くその流れに乗っていただき、うまく正式に

卒業のかたちにさせたいという事はその線で動いていますので、ただし、２年生と１年生に

関した事も含めて今年度もずっと続けていろんなことがあるかと思います。そして夏休み明

けまでで卒業をさせて上げなくてはいけない子達に対して流れを作るということになってい

るかと思います。この事で何か確認とか質問がありますか。

福村社長：この履修の件ですけども、私も知らなかったのですがキャンパスの方々からいろいろ話を聞

きますと、いろんな生徒がいると。みなさんが考えられている生徒というのは通常の健常者

だったり、そういう子ども達に対する履修制度だと。現場をもっと吸い上げてもらって、非

常にそういうことも厳しいという子ども達に対してどういうふうな制度でこの履修に対して

みなさんが措置をしていただけるのか、こういうのがたぶん一度も話されてないんじゃない

かと。ただ机上の中で生徒というのは履修をしなければいけないんだ、でも履修がなかなか

困難である、この生徒に対してどういうふうな方法で委員会は考えているのかその辺の答弁

をお願いしたいと思います。

伊室主査：４月 15 日の第１回目の履修認定委員会で今福村さんがおっしゃられた事に関しては充分議論

をさせていただきました。
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福村社長：そうしたらキャンパスからいろんな要望が出すというかたちで、そういうのは全部一人ひと

りの生徒に対して考慮をしていただけるという事で確認してよろしいのですか。

伊室主査：履修認定委員会にかけます。

福村社長：そうすると学校側がキャンパスの方に大至急その旨を伝えて、こういう生徒がいて今のかた

ちの履修が通常の形の履修が困難であるというような現状をきちんとしたかたちで出しても

らうように、校長よろしくお願いします。

野口教育長：基本的に今ウィッツ青山学園が行ってきた中身が、いろんな不適切なものがあるという事

で回復措置を取らなければならないという事で、今伊賀市教育委員会としては動いているわ

けです。今おっしゃっているような中身は、そのまま学校はどういうふうに考えているので

すか。私達は回復措置をしていく必要があると考えている。子どものためにと先ほど言われ

ていた。

福村社長：それは共同で私はやっていかなければならない事だと思っています。

野口教育長：それは、そちらの方はどのようにお考えなのですか。逆に私の方が聞きたいですね。

福村社長：現場からそういう声を吸い上げてそこでどういうふうにするか、教育委員会の方が認定者で

すから我々が認定する側ではないので、ご相談をするというかたちを取りたいと思っている

わけです。

野口教育長：今の発言はそういうふうには取れませんね。それだったら、私達はこういうふうにしてい

きたい、こういう子ども達がいる、ウィッツ青山学園は学校なんですよ。学校で子どもを責

任を持って預かっているんですよ。その子どもの中に、個々の子どもの状況をつかんでいる

のはウィッツ青山学園高等学校でしょう。だからその中で、いろんな子ども達がいる中で校

長先生なり教頭先生が責任を持ってどうして回復措置をしていくのか、このままでは自分達

ではできなかったんですから、それを私達がやっている。ウィッツ青山学園高等学校として

子ども達にどんな責任を持つのですか。どうするんですかとあなたが聞くような状況ですか。

そちらへ聞く事でしょう。そして、それで教育委員会にこういう子たちがいるからこういう

ふうに考えていきたいからこういうふうにお願いできませんか、というのがそちらの立場で

しょう。

福村社長：いや、それは今回の卒業証書についてもそうですけど、共同でやっていかなければいけない

んだと私達はそういうふうに認識しています。後ほどこういう話になると思います。うちの

西尾にしてみても非常に困ったと。１月から２月にかけては、そういうふうに卒業証書は出
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すなという指示は全く出されていませんでしたから既に出したところもありますが、それ以

降については伊賀市にも相談をしているわけです。進路先に提出の依頼があったので発行し

ているし、提出が無いと入社は認めない、入学を認める事はできない、伊賀市に相談すると、

文科省から正式通達が企業・学校へ送付されるから大丈夫だと、こういうような回答をもら

ったと。ところが報道では我々のところが、皆さんマスコミもいらっしゃいますけど、みん

なウィッツが悪いんだと、まだ報道でされました。そういうことについて今回の我々のとこ

ろで、企業のダメージもそうですけど、スクーリングについても本当にウィッツ側に全部責

任があるのと、畑元校長と共に伊賀市もやってきた事じゃないかと、私は全てにおいて認可

側の責任もあるし我々の運営側の責任もあると共同責任じゃないかと、こういうふうに私ど

もは考えております。

（５）学校（設置会社）からの提出資料の説明について

（資料４－①に基づき井上副校長が説明）

井上副校長：転籍を希望しているところに関しては、香川・丸亀・広島・兵庫ひかみ・新大阪・兵庫・

島根・福岡中央、今現状私がおおむね聞いている範囲はこれくらいの生徒の転出をきいてい

ます。まだ転学照会を出している最中で、最終的に回答が認められるかどうかという事につ

いては、今後学校とのやり取りの中で決まっていくと思います。もう一度私の方でも今日終

わった時点で転学照会中の生徒がどれくらいかを確認してご報告させていただきたいと思い

ます。

（資料４－②に基づき井上副校長が説明）

（以下の項目について白根社長が説明）

・除籍処分通知について

白根社長：四谷関連の生徒に関しましては、本人から退学を申し出された者、それから一人一人確認作

業をして継続しないと言われた者、継続したいと言われた者、本人と連絡が取れない者が２

名おりますが、それ以外は確認の作業を続けているところです。ただ正式な退学届として提

出されているのが４名だけですので、退学するという方からは退学届を出していただくよう

に通知を出しております。４月中に返信していただく事によってその辺を確認させていただ

いて、４月中に返信をされない場合に関しましては、電話連絡はさせていただきますけれど

も、退学、除籍する旨は文書であらわしてありますのでそういうかたちで確定をしていきた

いと思っております。

・学校運営理事会の発足について
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白根社長：理事長が基本的には主催するかたちになると思いますが、理事長となる候補が役員の中にお

りませんので、今その学校運営あるいは通信制関係のところに精通した方ということで人選

はしているところですが、その方が決まるまでは理事会としてではなく学校運営の会議とし

て、私、校長、副校長、教頭も入れて方針については決定していきたいと思っておりますが、

正式な理事会としては理事長が決定してからという事になります。

・LETS への改善依頼と適正化について

白根社長：４月に一度運営者の方にお声がけをして、今後通信制課程に関して改善をすべき点について

報告をさせていただきマニュアルの最新版もお配りさせていただきその内容も説明させてい

ております。そこの中でいろいろご意見もいただいておりますが、皆様にご協力をしていた

だいてより適正な運営が出来るように私どもとしてもLETSの運営者の方と協力しながら改善

していきたいと思っております。

・セーフティーネットの契約について

白根社長：前回も報告させていただきました、鹿島学園の理事長の承諾を得ておりますがまだ理事会が

開かれていないという事で正式な回答は５月の理事会が開かれた後という事になります。そ

れがもしも理事会で否決された場合のことも考えて、日本航空高等学校とも交渉を継続して

やっているところでございます。

・看板・名刺の適正化

白根社長：これは実際運営されている各 LETS の代表者の方との確認も必要なんですが、名称としては「ウ

ィッツ青山学園広域通信制サテライト LETS」というかたちで変更したうえで、文字の大きさ等

レイアウトもこちらの方で指定させていただいて変更していただくようにお願いをする予定で

す。

・常勤取締役の採用

白根社長：複数名候補者がいらっしゃいます。最終的な承諾が得られていない状況ですが出来るだけ早

い段階で審議会へも報告させていただきます。

会  長：以上の説明の事についてのご質問とご意見がありましたらお願いいたします。

委  員：今ずっと聞かせていただいて、ほぼ完了したのは無いですね。検討中であったりとか作成中

であったりとか。現状こういう方向だけ、しかないですか。
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白根社長：確定しているものは無いです。

委  員：資料４－②ですが、３月中に除籍通知とここに書かれていますが、⑤、⑥で除籍通知を送付

すると２つありますね。その２つの違いをもう一度教えてください。

白根社長：⑤に関しましては四谷 LETSに記録されていますスクーリング、メディア視聴等の記録が無か

った生徒がおりまして、その生徒については四谷 LETS を運営していた２人が管理していたと

いう事で、基本的には 69 人と同じなんですが、連絡が取れない状態ですので除籍通知に関す

る通知書を出して確認をしようとしているところですけれども、それ以外の 69 人に関しまし

ては四谷LETSの資料として修学の実態の記録が残っている生徒ということで一応分けて書か

せていただいたということです。

会  長：そのほかの事でどうでしょうか。先ほど委員さんの質問にもありましたが、まだ途中経過の

ものばかりですのでそういった意味での確証がないということで、教育委員会のほうでもそ

こをきちんと見守っていただいて確実にこの改善方向性をきちんと踏んでいただけるように

と願っております。

伊室主査：スケジュールで、４月１日で学校運営理事会の発足がまだできていない、理事長がおられな

い、ということと教員がまだ足りないですね。その状態で新年度をスタートしているという

事ですか。組織体制がきちんとできていない中でやられていると、理解させてもらってよろ

しいですか。

白根社長：教員体制は足りておりません。

伊室主査：教員体制は整えますと改善計画書で出されて、いやまだです、という事ですか。

白根社長：そういう状況です。

伊室主査：それから通信制の教頭を置くと、これはどうですか。

福村社長：一生懸命やっているが、なってくれる人がいない。

伊室主査：そういう状況で学校がスタートしているということは、どういうことか聞きたいですね。

福村社長：我々は今回、一切東理ホールディングスは運営にタッチしないでくれと、役員も外れてくれ

という事で言われてますので、我々がどういうふうな考えかというのは聞かれる筋合いはあ

りません。ただ会社が考えるのは、現教師の中で少なくとも教師も２人は入りましたが、そ
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の中で一生懸命やれる体制で履修ができるように頑張ってくれというようなことで、中身的

には我々は外れろと言われていますので、伊賀市のほうから。経営には関しては学校運営の

ところに関しては外れていると。我々は細かいところには口出ししない、ただ協力はしてい

くと、いうことでございます。

会  長：伊室さんがおっしゃった事は先ほどの近森さんのご質問との関係で、社長さんがご説明にな

ったこの流れは全部整っていないわけです、実際問題。それは早急に改善してもらわないと

困るという事はもうはっきりしているのですけれども、今ご説明あったように努力はされて

いると。努力はされているけれども実際は不完全な状態での実際の運営をしているという事

は間違いなくそうなので、そのことを教育委員会としては、本来はおかしいので困るという

事をもう一度きちんと確認をしているわけです。

福村社長：そういうことだったらそういうことです。結構です。

会  長：この審議会としてもできるだけ早く良い体制に近づいてもらわないと困るわけです。それが

ずるずるいきますと本当に困るわけです。それで今、伊賀市の方が動かれて履修回復の措置

も伊賀市がかなりてこ入れをしてかなり具体的に形をつくりはじめて、どうにか動きだして

いるので。そのあたりで、この件に関しては前に私の方からも提案をさせていただきました

が、場合によってはウィッツさんが人を採用するのではないかたちで、教育委員会と連携さ

れて教員スタッフをお世話いただくと、それくらいの事をもっと本気でやっていただくのも

一つかと思います。それくらいしないと人が集まらない可能性も充分あるので、そこはやっ

ぱり甘いのかなと思います。今回、伊藤先生が関わっていただく事になりましたが、実際の

通信制のスタッフの補充の事も出てきましたが、腹を割って相談をしていただかないと、い

つまでたっても不法的な環境で今年も動いてしまっているという事になりかねないので、そ

こだけはもう一歩丁寧に詰める必要があるかと思います。

福村社長：ありがとうございます。教員のところは我々では無理ですので、ご協力をお願いします。

・卒業証書等発行にかかる報告について

（資料４－③に基づき西尾校長が説明）

会  長：今のご説明に対してのご質問がありましたらお願いします。

委  員：先ほどの履修認定委員会の結果なりは、回復措置の提出資料等を聞いている中で近森副会長

さんもおっしゃっていたのですが、どうもウィッツさん側と教育委員会との調整が大事な事

なんですが、それがものすごく欠けているように思うんです。今、子どもをどうするかとい

う目線に置けば、やはりウィッツさんも教育委員会に日参する、教育委員会もウィッツさん
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に日参する、そういうことがないと、とても実施できないんじゃないかと思うんです。卒業

証書のことがありましたが、それによってどういう弊害が起こっているというのを把握され

ているのですか。どっちがどうとかいうことではなく、両方が情報の意思疎通が少ないとい

う事を言っているのです。それによっていろんな弊害ができているし、今後やられるような

計画がいっぱい出ていますけれども、中途半端に終わるのではないかと。教委とウィッツと

充分に詰めていただかないと、本当にこれから再履修や回復等ありますができるのかどうか

不安になってくるんですが。どうですか。

会  長：今、城山さんがおっしゃったのはその面はあるかと思います。その件は今後に生かしていた

だくということで終えたいと思います。今の卒業証書を西尾先生が責任者としてウィッツで

出されたと。とにかく出してしまわれた、証明書も出してしまわれた。この事についてのご

質問とかご意見はありますか。

委  員：この卒業証書はどこが交付されているのですか。本校ですか。

西尾校長：卒業認定をして学校で作成をして。ただ本校で全体の卒業式をするわけではありません。各

LETS のほうでお願いをしている部分もありますので、その日程に合わせて認定できたものに

関しては卒業証書を郵送するなりというかたちで送付しているという状況です。

委  員：サポート校から単位を修得したという各生徒の情報はいただいているんですか。

西尾校長：それは全部本校の方でやるべきものですので、それに関しては本校でデータとして一つ一つ

確認をして卒業認定を行っております。この件に関しましては伊賀市の方の伊藤先生にもど

ういう内容かというのを確認していただいていますので、一連の流れとしては問題ないとい

うふうに受け賜っています。

会  長：今、証書自体は学校で基本的に認定に達するというものに関しては、校長先生の最終責任で

その経過を踏まえているという一般的なことです。

委  員：それで、スクーリングについてもずっと以前から結局単位修得にあたらないとずっと問題に

上がっていましたね。単位認定までいけるかどうか、本当に足りているのかどうか。そこら

の基準というものがどのようなかたちで判断されていたのか。本校でどのように認識されて

いたのか。

会  長：ですから、回復措置の 69 名でしたか、その子たちは明らかにスクーリングが不十分だったと

いう事で新たに回復措置をしていると。それ以外のことに関しては、ある程度妥当な線は踏

まえているという前提で回復措置をできたものが卒業、３月以降であっても認定してもらえ

る体制をつくろうと、そういう相談だったと思いますが。ですから、基本的ところまでは今
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までの教育委員会も見守りながらの流れでは基本的には来ていたと思います。スクーリング

の問題のところに大きな回復措置が出てきたという、そういうことでございますけれど。

委  員：市長から今日諮問書をいただきましたね。その内容を今みせていただいたら、「法令に基づい

た適正な卒業認定ではないのは明らかである」と市長は言っています。この事に関してはど

うでしょうか。適正なものではなかったという認識が元々持っていてやられたのか。校長、

どうでしょうか。

西尾校長：基本的には回復措置の問題は、当然ながら理解をしております。通常であればその部分は欠

けているという状態です。それも理解はしております。ただ今回いろいろ皆様のご支援をい

ただいて回復措置を取る事によって卒業を認めるというかたちをしていただきましたので、

我々の頭の中には回復措置をとるという事を前提にという、そこが軽率な判断だったと言わ

れるとそれは本当に申し訳ないと思うのですが、認識としてはそういう認識で動いていたと

いう事です。

委  員：法令に基づいた適正なものではないと思っていたけれどやった、と。次に市長が聞いている、

授与及び発行の権限を有する校長の認識及び責任所在を明らかにすると、この責任というの

はどこにあると思われますか。責任の所在はどこにあるのですか。

西尾校長：発行に関しましては、学校長です。

委  員：学校長に責任があると。

西尾校長：はい。

伊室主査：先ほど校長先生から伊藤先生の名前が挙がっていましたが、誤解を招いてはいけないので、

27 年度の卒業認定については、伊藤先生は何ら関わっておられません。28 年度になってから

回復措置に関しては関わっておられますが。

西尾校長：わかりました。申し訳ありません。

会  長：この卒業証書を出された、証明書を出された、それが法的には妥当でない状態もあった、そ

ういう中でもとにかく出てしまった。そういう中での、先ほど西尾校長先生は校長としての

責任としては当然あるという話もされましたが、この経過についてさらにご質問か意見はご

ざいますか。

福村社長：実際に大学側から送付しないと入学させないよ、と言われた事に対して、もし西尾校長が原

則論で無理ですと言った場合に生徒はどうなるのですか。
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会  長：その件は私の方が代表で答えます。この市長さん宛ての証明書発行にかかる報告書の文面を

先ほど読まれましたけど、ここで今のウィッツさんの現状に対しては社会的にも報道も含め

て、文科省の見守りも伊賀市教育委員会の見守りも含めて一つの線がございました。それは

生徒さんの立場をできるだけ大事に考える事。ただし回復措置を行わなければ仮卒業のまま

で正式卒業ではない。ですが、就職も決定し、進学も決定したそういった子どもさんに配慮

が、これは社会的責任があるので大学側も前向きに理解してもらいたい、そして企業側も理

解をしてもらいたい。そのために仮卒業であってもその生徒さんを受け入れていただきたい。

同時にその保障は基本的に文科省がされる。そのあたりが一つの大きな線であったかと思い

ます。ですから、このときに進路先より提出の要望があったのでとか、提出がないと入社を

認めないとか証明書が出ないと入学を認める事ができない等々ここに書かれておられますけ

れども、この表現は本来妥当ではありません。あくまで、大変申し訳ないけれどもお宅に入

学をさせていただいている学生、それから就職の決まった学生は彼らの責任ではなくてウィ

ッツ側の責任において不備があるので、これから伊賀市教育委員会と同時に回復措置をきち

んとするという経過を経たうえで正式卒業になるので、その事は文科省も了承してくださっ

ているのでその点をきちんと理解して欲しいというかたちで仮卒業または仮卒業証書的なも

のの発行もありえたかと思います。めったにそういうものは無いんですが。そういうやり取

りは、企業側と場合によっては学生さんを通して大学側と学校が責任を持って、場合によっ

ては伊賀市が間に入って成し得たかと思います。その事をまったく無しで、一部中には納得

をされない進路先もあるので伊賀市担当者に説明を依頼したケースもあるとありますが、そ

のあたりも含めてもう一歩丁寧な証書のどういうかたちかの発行の仕方、または証書はとり

あえず渡さないというやり方も充分あり得たんじゃないかと思います。発行してしまって少

なくともそれが正式卒業で出たものと仮卒業で出たものの見分けがつかないあたりの卒業証

書であれば、これはその証書を利用して回復措置を受けないで過ぎてしまうような歩みにな

ってしまう子どもさんもあり得るようになってしまいますから。そのあたりの証書の渡し方

というのはかなり問題があったのだと思います。そのように私は議長としても学校に関わる

ものとしても思いますけれども。いかがでしょうか。何通りでもやり方はあったはずだと思

います。

福村社長：我々が考えるのにはやっぱり今おっしゃられたとおりで、切羽詰った状況をもっと伊賀市教

育委員会に伝えてどういうふうにやるべきなのかをもっと相談すべきだったんじゃないかな

というふうには当然考えるべきだと。時間的になかなか猶予がなかったという事で、元宮﨑

課長にも相談をしたと言っていますが、その辺の相談の仕方も真に迫った相談の仕方ではな

かったんではというふうには私としては考えております。ですからこういうふうな大きな問

題であるという事を想像し得なかったということもありますが、校長の西尾としては生徒の

ためにやったという事で少しだけ理解していただけたらなというふうには思っております。

野口教育長：先ほど校長先生は「学校長の判断で、学校長の判断で」と何回もおっしゃっていますので、
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今、会長さんも言っていただきましたが学校長に意見を聞いていただきたいです。

会  長：西尾先生、もう一度お願いします。

西尾校長：私としては生徒の進路をとにかく確保してあげたい、それが一番根底にあるのは事実です。

いろんな意味で今委員長がおっしゃっていただいている余裕があればよかったのですが、正

直そういったいろんな策を含めて伊賀市に相談するという部分ももっとすればよかったのか

なと今では思います。現実に本当に学校によっては入学を取り消すと、すごい勢いで出てく

るところもあります。就職先でも同じようなところが何件もありました。いろんなかたちで

相談はさせてもらった部分もあるのですが、こちらとしてもぎりぎりのところまで、文科省

の通知も来ますのでご理解いただきたいということを先方さんに伝えるのですが、なかなか

聞いてもらえず非常に軽率な判断ではありますが発行せざるを得ないケースもあったという

のは事実です。今思えばもっとたくさんコミュニケーションをとって、何か策のようなもの

があればという事を模索すればよかったかなという部分も含めて反省はしております。

伊室主査：２月 10 日の審議会の席上で白根社長から、違法性の認識はあったと。その時点で学校指導要

領や学校教育法などの諸法令の違法性の認識をされているわけですね。その前の２月４日か

ら発行がスタートしていますけれども。そこでなぜ止まらないのか。その認識は。切羽詰っ

たというのは３月に入ってからです。そもそも最初から違法性の認識があって発行に至って

いませんか。校長先生も、どうですか。

西尾校長：２月の段階では、私の中では違法性というよりは通常の流れの中でしか考えてない状態でし

たので。

伊室主査：２月の段階では高等学校教育法、学習指導要領とかを遵守して発行したという解釈ですか。

西尾校長：その時点では、まだ回復措置の件についてはまだ決定もされていなかった。

伊室主査：回復措置とは違います。会長どうですか、卒業認定するには条件があります。

児玉次長：生徒一人ひとりの学習の履修状況によって、当然校長先生は証明を出されているという認識

をするのですが、この当時どのような資料に基づいて行われていたのかというのが分からな

い部分もございます。先ほどは、データを確認して出されているとおっしゃっていただいて

おりましたが、どういった資料によって出されていたのかと。

井上副校長：12 月８日に東京地検特捜部が家宅捜査に入りまして、その段階で学校の方の書類、書面、

データ、パソコンを含めてですが大半が押収されている状況になりました。本校では通常の

流れとしてレポート添削指導、メディア学習、考査、スクーリング、この４つの学習を基に
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単位認定を行っている、これはどこもそうだと思うのですが、LETS からその当時は添削指導

に関しては、添削指導証明書というものをつくっていただいてそれを学校の方に送っていた

だいています。そこで送られてきたものに対して評価をデータの方に入力していく。スクー

リングに関してもご承知のとおり各 LETS が主導でスクーリングを行っていて、それに対して

修了報告書というのを本校に送っていただいて、修了報告書のデータを基に表に入力してい

く。考査につきましては LETSで実施した考査を本校の方に送付していただいて採点を本校の

方で行ってその点数を各生徒ごとに入力をして、それを表にデータ化する、というものを常

にデータとして溜めていってという状態で、そのデータを基に単位認定を行ったという流れ

です。

児玉次長：そうすると履修状況については確認できるものがあったという事でよろしいですか。

井上副校長：はい。

児玉次長：３月 18 日までは出せないということで前回に回答をいただいていたようなんですが、それに

ついては虚偽といえばおかしいですが、誤った回答をされていたという事で。

井上副校長：いいえ。審議会の中では提出が求められている書類がレポートの原本であったりとか考査

の書類が原本であるという認識をしていましたので、履修状況というものに対してデータで

提出する事は可能でした。ただ、原本を求められていると思っておりましたので、その原本

については東京地検に押収されているので提出できませんという事でご回答をさせていただ

いたのですが。

児玉次長：そういう状況であれば、余計に子ども達の履修の対応措置が遅れていくという認識は無かっ

たのでしょうか。

井上副校長：勿論そこの部分はすごく葛藤はしておりましたので、できる限り書類を集められるように

して提出をさせていただいていたつもりではあるのですが、環境が不十分であったり、足り

ないというか集められなかったりといった部分はありました。

児玉次長：今のお話から、そもそも単位認定の状況が分からないのですが、学習指導要領に基づいたも

のだったかどうかというのも確認できなかったわけですよね。ですから、そういった学習の

成果を根拠として貴校が単位認定や卒業認定を行った理由、先ほど校長先生がおっしゃった

理由だとは思いますが、その辺のところは副校長先生としてどうでしょうか。

井上副校長：その部分につきましては、事前に一連のスクーリングの内容に対して学習指導要領に則っ

ていないというかたちでの報道が出た時に、伊賀市教育委員会さんともお話をさせていただ

く中で、今回レポートであったり、メディア学習であったり、考査の部分については回復措
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置として実施するとなって、ある程度一定の評価があるのであれば、実施したというのであ

れば、それをもって回復には該当せずにスクーリングの部分だけ回復措置として履修しまし

ょう、という話の中で、例年通り送られてきた添削指導証明書であったりスクーリングの終

了報告書を基に入力したデータというものを信用して単位認定を行った形です。

児玉次長：証明書を出される時に学校や企業には「仮」の証明書であるという事で連絡を入れたと聞か

せていただきましたが、当人たちにはもしこの回復措置を受けなかった場合の対応、どうな

るという説明をされていたのか、あるいはどのような認識を持たれていたのかを教えてくだ

さい。

西尾校長：生徒にも回復措置をとらないと正式な卒業にはならないというので、それはちゃんと説明は

させていただきました。ただ日時はまだ決まっていないという部分もありますので、これか

ら順次案内するので回復措置を取って欲しいということで、その上で正式な書類ですよとい

う説明でちゃんと入れております。

中林課長：「仮」の証明書ですが、口頭であるとか、文書であるとか、どういった形で誰に対して仮の証

書だということを説明されましたか。

西尾校長：「仮」の証明書という言い方でまず口頭で企業、それから進路先には説明をさせてもらってい

ます。ただ、これも今考えれば送付する時にどこかに「仮」という文言を入れるようなこと

ももしかしたら考えられたのかもしれないのですが、実際には「仮」という文字は入れてお

りません。ただ、口頭で電話を含めて説明はさせてもらっているというのが現状です。

中林課長：回復措置についてはその「仮」の証明書を交付したときには、記載なり説明なりはされまし

たか。回復措置を受けないと「仮」の証明書が正式な卒業認定とはならないということは説

明されましたか。説明されたのでしたらどういう形で説明されましたか。

西尾校長：今出している証明書は実際には「仮」のものであると。回復措置を取る事によってちゃんと

した証明書としてなるので回復措置を取ってほしいと、いう言い方です。

中林課長：それは口頭ですか、文章ですか。

西尾校長：口頭です。

（資料で交付状況を確認）

会  長：97 というのが交付した全てでよろしいのですか。
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井上副校長：はい。３月末で。３月末以降は交付しておりません。

会  長：３月末までに 97 出た。

伊室主査：97 すべてに説明をしましたか。

西尾校長：100％かと言われると、そうではないかもしれません。

伊室主査：説明していないという事ですね。

西尾校長：私の中では一件一件説明したつもりですが、100％かといわれると分かりません。

伊室主査：説明をした会社・大学のリストと、説明をしていない会社・大学のリストをください。送付

したリストはすでに戴いております。

会  長：議長の立場で今まで関わってきた感想を述べさせていただきます。先ほど井上副校長さんが

回復措置の内容以外は、一応伊賀市の教育委員会と相談しつつ、十分見えない。本当は LETS

さんの監督の仕方が非常に不完全だった為に、正確にはどの程度本当に妥当だったかは見え

ない。それは本校の皆さん自体がそういう状況におられました。そういう中で、在校生の子

ども達がそれらの学んだ経過として認定されなければあまりにも大変な状態になることもあ

りまして、ある程度良識的に伊賀市の教育委員会がウィッツさんから提出された資料を受け

止められて、そして最終的にスクーリングの回復措置のみで約 70 人の子達に関して、早急に

３月末を迎える子をどうにかして正式卒業に持っていってあげたいと、それは学校側も思っ

ていらっしゃるでしょうけれども教育委員会の方でも生徒の立場を大事にされて思われてい

たわけです。その段階をきちんと夏休みを跨げて経れば少なくとも社会報道上のそれなりの

経過を踏まれたと、最終的に努力されて伊賀市教育委員会と協力されて、最低限教育を受け

た子ども達が不利にならないように学校側も努力されたという中で社会的にも受け取っても

らえたのじゃないかと思います。

それにもかかわらず、卒業証書を先取りして学校側が出してしまったという事は、私は４

月に入ってからその報道を新聞で見まして審議会の会長の役をさせられながら、改めて残念

に思いました。なぜそういうことをしてしまったかと。文科省までバックアップして動こう

としてくださっている、生徒が不利にならないように乗り切れるよう動こうとしてくださっ

ていて、学校側も最終的にはその点で動けば不利にならないでどうにか乗り切れるのに、そ

れを非社会的な形で法律をある程度横に置いた形で学校側が判断されて、正式な法律に則ら

ない形で卒業にもっていってしまった。これは、口頭に言ったにしろ何にしろ、出てしまっ

たものはそれが一人歩きしますから、いくら後で付け加えようが遅いわけで、そのあたりが

大変残念に思っています。その点だけ今回無ければもっといい形でこの動きが進んでいたの

だと思うのです。それを学校側がわざと自分の足を引くような形をとられたのです。よくよ
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くこれは学校長に責任があるとか学校側に責任があると口ではおっしゃいますが、もう一度

心していただかないとだめだと思います。本当に。折角、いい方向で教育委員会がいい形で

レールを引かれて始めて、一方、他の広域通信制の先生方まで応援に入られて他の教育関係

者も入られて歩みだそうとしていた時にそういう軽率な形をとられた。その事はよくよく学

校側として反省していただかないと本当に困ります。具体的に証書も証明書も出てしまって

いますから。それは受け取る側は良いです、生徒にとっては不利にはなりません。しかし、

一般的なルールとは違う流れで行われてしまっていますので、そこだけはもう一歩どうする

のか、もうちょっと丁寧に最終相談する必要があるのではないかと思います。私としては大

変遺憾なのが、そのために伊賀市長が文科省に謝りに行かれている姿です。それも報道記事

になりました。伊賀市長が謝りに行かなければならない理由がどこまであるかという、そう

いう気持ちです。そこは本当にちゃんとやっていただきたいと思います。

（６）ヒアリングにおける課題、問題点について

会  長：資料４－④について、いかがでしょうか。岡本市長宛の４－④の資料の中に①から③があり

まして、その中に「今回の審議会の意見を参考にしながら準備を進めて参ります。」というの

は、証明書発行に関する事後説明会をもたれるということですか。

西尾校長：はい。

会  長：今回の審議会の意見を参考にして、経過をたどるということです。市長さん宛の文面を見な

がらいかがでしょうか。今日は、学校と企業側と両名来ていただいてこの場を持たれました。

そのなかで課題と問題点いかがでしょう。その回復措置に対して、一体、どれだけの経費が

かかってて会場費、人件費等含めて経費がかかって、回復措置をやりきるに当たり、経費的

な点について会社側からもう一度どうでしょうか。考えを聞かせていただきませんか。

福村社長：今日の審議会を踏まえて、我々が一番お願いしたいのは、我々が支援する立場からしますと

教育委員会と学校側とが本当に一緒になってこの問題を解決していくと、逆に我々の方から

見ますと教育委員会側と学校側がなかなか疎遠ではないかと。スクーリングの問題につきま

しても、キャンパスからの意見等々、前回もあったかと思いますが、一方的に学校側が全て

悪いという発言等々がありまして。我々としましては、一緒になって共同でこの問題を解決

していくんだと、と言いますのも我々も子会社である株式会社ウィッツが存在して、学校が

ある。伊賀市も前の青山町の時に、株式会社ウィッツを設置会社として認定したということ

であり、当初からやってこられて、文科省の指導等があり変化していった。その変化に対し

て、お互いがなかなか共同共栄でやってこれなかったのではないかと感じています。我々は

当然あらゆる努力は惜しまない、ただし、株式会社ウィッツと教育委員会とが一緒になって、

共にこの問題を協力し合って解決していくんだという前提があれば、その場合は当然のこと

ながら協力は惜しまないと考えております。
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委  員：協力させていただきたいとありましたが、主体者はどちらなんですかね。

福村社長：我々は伊賀市から、一切外れてくれと言われたんです。役員も出さないでくれ、関与してく

れるなと言われているんです。ですから、そういった言葉しか出せないです。

委  員：教育委員会が、いろんなことを起こしてしまったんですか。

福村社長：共同で一緒に改善していかなければ。

委  員：共同なんでしょうか。それとも協力を求める側なんですかね。

福村社長：私は、一緒に協力をしないと無理だと思うんです。

委  員：そういう認識なんですね。

福村社長：そうです。スクーリングは当初、副会長はご存知ないと思いますが、当初のスクーリングの

あり方は伊賀市として全部承認して、畑元校長と一緒にやってきた、という前提があります。

委  員：畑校長当時の審議会委員でしたので、畑校長がやっておられたことは、よく知っています。

福村社長：だからこそ、一緒に共同で。我々は、身を引けと言われていますから、身を引きます。我々、

役員は全部辞めます。今度の６月の総会で、白根を除いて全員辞めます。監査役も出さない。

それが、伊賀市の我々に対する条件として出されてきましたので、学校運営には今までどお

り口出しはしない、ということです。

会  長：主体は学校であって、審議会でもずっと長年問題視してきたことは広域通信制の定員増の問

題でした。ですから、最初は 600 ですかね、今、1200 まで増加させてくれときてしまった。

このあたりの学校の主体側の学校教育に対する甘さ、そのつけが今に来ているんです、それ

は学校側の責任です。相当何度も、定員を増やしていいのかということを、教育委員会は指

摘をし続けました。

福村社長：我々としましては、会長さんの言わんとすることも分からないこともないのですが、一番の

問題は、定員の問題も含めて、スクーリングのあり方についてが今回マスコミで報道されて

きました。そのあり方が初めどうだったのか、原点から考えますと、やっぱり共同で伊賀市

と一緒に株式会社ウィッツが青山高等学校をやってきた、こういうことでございます。そこ

が改善しなければいけない点だと考えます。
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中林課長：経費の件でもう一度確認したいのですが、回復措置に係る経費についてはすべてウィッツが

負担するということでお聞きしているんですが、まず、３月に行いました回復措置の経費の

支払い状況について、まず教えてください。

福村社長：ウィッツが払うということではなくて、東理のほうが貸付を行っています。ウィッツ自体に

は資産がありません。

中林課長：生徒さんに対しては、すべてお支払いは済んでいますか。

白根社長：各キャンパスから掛かった経費について請求していただいて、お支払いしています。

福村社長：ウィッツには当然、元々累積の投資も含めた負債がありますので、ウィッツ自体が残ってい

るということはありませんので、東理ホールディングスのほうからお金の貸付を今やってい

るところです。

中林課長：具体的にどういったものが残っているのか、差し支えのない程度で結構ですので教えてくだ

さい。

福村社長：今後発生するであろう事に対して、我々が措置を、例えばスクーリングをいろんな会場でや

った時の費用とか、我々の試算でもあると思いますので、そのへんの費用は当然我々のほう

が、いろんなかたちの前提条件がありますが、基本的には我々の方がウィッツに融資をする

と。ウィッツの方から相談を受けて、それを我々が委員会にかけて、その相談に応じるよう

なかたちを取っています。

中林課長：３月に発生した経費については、支払う準備をしているという認識でよろしいですか。

白根社長：もう支払っているものもありますし、NHK 学園で行ったものについては請求が出ております。

それは金額が分からないので、支払うことができません。請求書があがってきている分には、

お支払いしています。

中林課長：今後ですね、ゴールデンウィークにも回復措置を控えておりますし、今後も進めていかなく

てはいけません。それについても、３月の経費の支払いと同じ考え方で進めますか。

白根社長：もちろんそうですが、全く事前にご相談無く NHK 学園の分は実施されていますので、事前に

教えていただいて、私どもとしても準備をさせていただいてお支払いするということになり

ます。

福村社長：現場の白根と我々は離れていますので、我々もウィッツには一切関わるなということですか
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ら関わらないようにしていますが。教育委員会と学校も頑張っていただいて、ようやく書類

を先週だったですかね、３日間かかりました、毎日、朝から晩まで行ってコピーさせてくれ

と言って、やっとコピーができて、井上の方は３月までは呼ばれて伊賀から東京まで往復し

て実務は全然進んでいない、白根の方も会社の仕事をほっぽりだして一生懸命やりましたけ

ど、なかなか３月いっぱいまではそういうな状態だった。４月からは呼ばれていませんので。

我々の考え方は、一緒に共同でこの問題を解決するという前提であれば、喜んで支援をさせ

ていただくということです。

伊室主査：教育委員会が辞めと言っていると言いますが、白根さんご自身が特区法違反を認めています。

福村社長：特区法の、何をもった違反ですか。

伊室主査：３月 14 日の改善計画書を読んでください。

福村社長：我々はタッチするなと言われていますから、見ていませんよ。

伊室主査：白根さん、自ら説明してください。

白根社長：違法性があると指摘されているのが、運営する役員の中に学校運営の経験、知識を有する者

がいないということです。それと、通信制の生徒数に対して、あるいは通信制を運営するに

あたって必要な教員数が足りないということです。特区法に関しては、特区外での教育があ

ったということ、確かにそういうところがあった、全部ではないですがそういうところがあ

ったことは認められます。

伊室主査：構造特別改革区域法で、学校を経営するために必要な知識または経験を有する者を充てるこ

と、私はできていませんと白根さん自ら言っているじゃないですか。計画書には書いてあり

ます。だから辞めるべきでしょう。法律違反です

福村社長：当初、伊賀市も畑氏とやっている時、それを指摘されましたか。

伊室主査：今時点を言っているんです。

福村社長：その時から指摘されましたか。今になって指摘されているんでしょ。

伊室主査：今、今時点を指摘しています。

会  長：色々な捉え方があります。当時は、こういう問題は出ていませんでした。それなりに、良識

的に学校側が理事会も含めてされる、経営側もバックで応援される、そのあたりを教育委員
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会側も受け止めて、そこまで細かく言っていなかった可能性があります。

福村社長：我々は、一度も学校運営に口出ししたことはありません。

会  長：以上で審議事項の（６）まで、公開の部分を終えたとします。以下は、非公開とさせていた

だきますので、報道の方、申し訳ございませんがこの段階で、ウィッツの皆さん方もこの段

階で、ご退席願います。

（傍聴者及びウィッツ関係者退席）

（休憩）

会  長：事項書５「答申事項の整理について」、事務局から説明をお願いします。

（資料５に基づき伊室主査が説明）

（以下答申内容について協議）

（了）

（閉会）



実施月日 東京会場 名古屋会場 大阪会場 ウィッツ学園 合計(人）

4月29日 4 38 20 62

4月30日 5 34 20 59

5月1日 5 33 23 61
4/29～5/1
受講者　182人

5月3日 19 19

5月4日 14 14

5月5日 10 10
5/3～5/5
受講者　43人

合計 14 105 63 43 225

実人数 5 50 28 6 89

※実人数で、名古屋・大阪会場とウィッツ会場を両方受講している生徒は、名古屋・大阪会場とする。

○第１回履修認定委員会における受講完了認定者：１９人

○第２回履修認定委員会における受講完了認定者：２８人

履修回復措置受講者等集計結果

資料２











資料４

1

構造改革特別区域法

発令    ：平成14年12月18日号外法律第189号
最終改正：平成27年9月28日号外法律第74号
改正内容：平成27年9月11日号外法律第66号[平成28年4月1日]

○構造改革特別区域法

〔平成十四年十二月十八日号外法律第百八十九号〕

〔総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・

国土交通大臣署名〕

構造改革特別区域法をここに公布する。

構造改革特別区域法

目次

第一章 総則（第一条―第二条の二）

第二章 構造改革特別区域基本方針（第三条）

第三章 構造改革特別区域計画の認定等（第四条―第十条）

第四章 構造改革特別区域における規制の特例措置（第十一条―第三十六条）

第五章 構造改革特別区域推進本部（第三十七条―第四十六条）

第六章 雑則（第四十七条―第五十条）

附則

（学校教育法の特例）

第十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした

教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するた

めの教育又は研究を株式会社の設置する学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。）が行うことが適

切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該

認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法第三条に規定する学校法人（以下学

校法人と称する。）」とあるのは「、私立学校法第三条に規定する学校法人（以下学校法人

と称する。）及び構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十二条第二項に規

定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のす

べてに適合している株式会社（次項、第四条第一項第三号、第九十五条及び附則第六条にお

いて学校設置会社という。）」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学

校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事（学

校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた

地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条（第二十八条、第四十九条、第六十二条、

第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。）及び第五十四条第三項（第

七十条第一項において準用する場合を含む。）において同じ。）」と、同法第九十五条（同

法第百二十三条において準用する場合を含む。）中「諮問しなければならない」とあるのは

「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定によ

る認可を行う場合（設置の認可を行う場合を除く。）及び学校設置会社の設置する大学に対

し第十三条第一項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第六条中「学

校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。
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２ 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる

株式会社（以下この条及び第十九条第一項第一号並びに別表第二号において「学校設置会社」

という。）は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育

の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための

教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。

一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当

該学校の経営に必要な財産を有すること。

二 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又は経験を有する

こと。

三 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。

３ 学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学校設置会社の業務及び財産

の状況を記載した書類（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。）の作成がされて

いる場合における当該電磁的記録を含む。次項、第十三項及び次条第五項において「業務状

況書類等」という。）を作成し、その設置する学校に備えて置かなければならない。

４ 学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会

社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録さ

れた事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

５ 第一項の認定を受けた地方公共団体（以下この条において「認定地方公共団体」という。）

は、学校設置会社の設置する学校（大学及び高等専門学校を除く。）の教育、組織及び運営

並びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。

６ 前項の規定による評価を行った認定地方公共団体は、遅滞なく、その結果を当該学校に通

知するとともに、これを公表しなければならない。

７ 認定地方公共団体は、学校設置会社の経営の状況の悪化等によりその設置する学校の経営

に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校

に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学のあっせんその他の必要な措

置を講じなければならない。

８ 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可又は同法第

十三条第一項若しくは第十四条の命令をするときは、あらかじめ、当該認定地方公共団体が

設置するこれらの認可又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の

意見を聴かなければならない。

９ 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可をしたとき

は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

１０ 学校設置会社の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文部科学

大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校である場合にあって

は認定地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告

書の提出を求めることができる。

１１ 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に
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掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

教育職員免許法

（昭和二十四年法

律第百四十七号）

第二条第三

項

、当該指定

都市等の

長）

当該指定都市等の長、学校設

置会社（構造改革特別区域法

（平成十四年法律第百八十

九号）第十二条第二項に規定

する学校設置会社をいう。以

下同じ。）の設置する私立学

校の教員にあつては同条第

一項の規定による認定を受

けた地方公共団体の長）

教育職員免許法施

行法（昭和二十四

年法律第百四十八

号）

第二条第一

項の表備考

理事長 理事長又は学校設置会社（構

造改革特別区域法（平成十四

年法律第百八十九号）第十二

条第二項に規定する学校設

置会社をいう。）の代表取締

役若しくは代表執行役

地方交付税法（昭

和二十五年法律第

二百十一号）

第十二条第

一項の表

私立の学校 私立の学校（構造改革特別区

域法（平成十四年法律第百八

十九号）第十二条第二項に規

定する学校設置会社の設置

するものを除く。以下同じ。）

第十二条第

三項の表

及び特別支

援学校

及び特別支援学校（構造改革

特別区域法第十二条第二項

に規定する学校設置会社の

設置するこれらのものを除

く。）

旧軍港市転換法

（昭和二十五年法

律第二百二十号）

第四条第一

項第一号

規定する学

校

規定する学校（構造改革特別

区域法（平成十四年法律第百

八十九号）第十二条第二項に

規定する学校設置会社の設

置するものを除く。）

産業教育振興法

（昭和二十六年法

律第二百二十八

号）

第十九条第

一項

私立学校 私立学校（構造改革特別区域

法（平成十四年法律第百八十

九号）第十二条第二項に規定

する学校設置会社の設置す

るものを除く。次項において

同じ。）
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理科教育振興法

（昭和二十八年法

律第百八十六号）

第九条第一

項

私立の学校 私立の学校（構造改革特別区

域法（平成十四年法律第百八

十九号）第十二条第二項に規

定する学校設置会社の設置

するものを除く。以下この条

において同じ。）

私立学校教職員共

済法（昭和二十八

年法律第二百四十

五号）

附則第十項 設置する者 設置する者（構造改革特別区

域法（平成十四年法律第百八

十九号）第十二条第二項に規

定する学校設置会社を除

く。）

義務教育諸学校に

おける教育の政治

的中立の確保に関

する臨時措置法

（昭和二十九年法

律第百五十七号）

第五条第一

項第三号

都道府県知

事

都道府県知事（構造改革特別

区域法（平成十四年法律第百

八十九号）第十二条第二項に

規定する学校設置会社の設

置するものにあつては、当該

学校を所轄する同条第一項

の規定による認定を受けた

地方公共団体の長）

学校給食法（昭和

二十九年法律第百

六十号）

第十二条第

一項

私立の義務

教育諸学校

の設置者

私立の義務教育諸学校の設

置者（構造改革特別区域法

（平成十四年法律第百八十

九号）第十二条第二項に規定

する学校設置会社を除く。）

夜間課程を置く高

等学校における学

校給食に関する法

律（昭和三十一年

法律第百五十七

号）

第六条 私立の高等

学校の設置

者

私立の高等学校の設置者（構

造改革特別区域法（平成十四

年法律第百八十九号）第十二

条第二項に規定する学校設

置会社を除く。）

地方教育行政の組

織及び運営に関す

る法律（昭和三十

一年法律第百六十

二号）

第二十七条

の五

都道府県知

事

都道府県知事（学校設置会社

（構造改革特別区域法（平成

十四年法律第百八十九号）第

十二条第二項に規定する学

校設置会社をいう。以下この

条において同じ。）の設置す

る私立学校に関する事務に

あつては、同法第十二条第一
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項の規定による認定を受け

た地方公共団体の長）

都道府県委

員会

都道府県委員会（学校設置会

社の設置する私立学校に関

する事務にあつては、同項の

規定による認定を受けた地

方公共団体の教育委員会）

著作権法（昭和四

十五年法律第四十

八号）

第三十五条

第一項

設置されて

いるものを

除く。

設置されているものを除き、

学校設置会社（構造改革特別

区域法（平成十四年法律第百

八十九号）第十二条第二項に

規定する学校設置会社をい

う。第三十八条第一項におい

て同じ。）の設置する学校を

含む。

第三十八条

第一項

又は観衆 若しくは観衆

受けない場

合

受けない場合又は学校設置

会社の設置する学校におい

て聴衆若しくは観衆から料

金を受けずにその教育若し

くは研究を行う活動に利用

する場合

１２ 第三項又は第四項の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、

当該文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。

１３ 第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき

事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四項各号の規定に

よる請求を拒んだ学校設置会社の取締役、執行役又は清算人は、二十万円以下の過料に処す

る。


