
氏　　　名 所　　属　　（職） 備考

1号 直 木 葉 造 学校法人　愛農学園農業高等学校長 会長

中 谷 英 子 税理士

東 則 尚 三重県立上野高等学校長

3号 坂 本 安 司 上津地区住民代表

4号 近 森 正 利 伊賀市議会議員 副会長

就 任 期 間 平成２９年３月１０日まで

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

2号

伊賀市意育教育特区学校審議会委員名簿

事
務
局



○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 27 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７月 14 日（木） 10：00～12：15

◎ 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）

近森正利（副会長・伊賀市議会議員）

中谷英子（税理士）

坂本安司（上津地区代表者）

       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）

              石飛恵一（ウィッツ青山学園全日制教頭）

       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）

       文部科学省  柿澤 専門官（初等中等教育企画課 教育制度改革室）

星 室長補佐（大臣官房 総務課 行政改革推進室）

       欠 席 委 員  東 則尚（三重県立上野高等学校長）

       傍  聴 ８名

・あいさつ

会  長：今日も大事ないろいろな審議がなされますので、どうぞよろしくお願いいたします。

野口教育長：審議委員の皆様方には、何度もお集まりいただいて、いろいろご審議いただいております。

今日も学校からいろんな報告があります。これまでの経過につきまして、これからのことにつ

きまして、いろいろと審議いただきますようお願いしたいと思います。

・坂本委員紹介（自己紹介）



2

・ウィッツ出席者紹介（自己紹介）

白根社長：社長の白根でございます。回復措置を含めまして私どもの改善に関して、皆さんにいろいろ

とご協力をいただきまして、特に教育委員会の皆さんには、いろんな場面でご指導、ご協力を

いただきありがとうございます。今日も皆さんにお集まりいただいて、今後のウィッツの正し

いあり方になるための審議をいただきたいと思います。本日は、本当にありがとうございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

西尾校長：学校長の西尾です。学校現場としましては、回復措置の完了に向けて、最優先で動いており

ます。皆様にもいろいろご意見を頂戴しながら、必ず進めていきたいと思っておりますので、

ご協力よろしくお願いいたします。

石飛教頭：教頭の石飛です。いろいろとご迷惑を掛けておりますが、学校としては一生懸命、100％近く

やろうとしていますので、ご協力お願いいたします。

・審議会の成立を報告（中林対策監）

（以下、会長が進行）

・会議資料確認（中林対策監）

１．当審議会の公開・非公開について

【審議事項５．（３）以降を非公開決定】

２．議事録の確認について

（資料１に基づき、中林対策監から説明）

会  長：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ください。

３．報告事項

（１）第３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）



3

会  長：最後におっしゃったのは、まだ申し込んでない人がいるということですね。本来、３年生が

卒業した年度として、できるだけ早く履修の講座に応じてもらいたいという動きでお願いして

いるんですが、まだ応じてきてくださっていない人たちがいる。そういうことが気になってい

るということですね。

     この件について、何かご質問があればお願いいたします。

委  員：サポート校別で、何人というのは分からないですか。

白根社長：今日はお持ちしておりませんが、学校の方では作成しております。特に既卒生の 158 名、こ

れは６月 29日の段階だと思いますが、現在で 155名になっております。これを、各 LETS に振

り分けた名簿も作っております。それに関しては、何度も案内を出すんですが、全員に電話を

かける、それから各 LETS の代表者の方に協力をお願いして、必ず受けてもらうようにというこ

とと、それでも連絡が取れない、応じてくれないというところには、私どもが手分けして訪問

させていただいてご理解をいただいて、必ず出席していただくように努力をさせていただきた

いと思います。これは７月中に全て終わらせる予定で、予定を立てておりますので、８月の回

復措置の日程に参加していただけるように、申込を促していきたいと思っております。

委  員：サポート校によって、多いとか少ないとかはありますか。

白根社長：生徒それぞれの事情ですとか、今回の私どもの不祥事に関する思いなどがあって、生徒それ

ぞれに違うという状況だと思います。遅れているところに関しては、まとめて行こうというこ

とで準備していたというところもありますので、それについては早急に申し込んでいただくよ

うにお願いしているところです。

委  員：７月いっぱいで全部ということですが、訪問されたりというのは、既に実施されているんで

すか。

白根社長：私どもが直接はまだやっておりませんが、LETS のオーナーさんからは行っていただいており

ます。それでもなかなか会えないという人もおりますので、全て私どものほうで回りたいと思

っております。

会  長：今のご質問は、今日出された資料２ですと枠組みだけの数字が出ていますので、実態が見え

にくいということでご質問がありました。その中で、履修認定委員会の方では、そういう資料

も教育委員会事務局から整理されながら、どの部分がどのような状態かというのを連絡を受け

ながら一歩一歩進めている、そういう状況でございます。

     他に、いかがでしょうか。

委  員：履修措置の計画とか、そういうのは、主体はどちらがやっているんですか。教育委員会なの
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か、学校側が主体になって今やっておられるのか。

中林対策監：日程や会場設定につきましては、教育委員会の方でさせていただいております。あと、学校

の生徒さんですので、来ていただけない方とか、来ていただく申込とか、受講の促進というの

は学校が中心になって行っていただいているところです。

委  員：場所や教員の確保、そういうのは教育委員会がどれぐらいの割合で、学校がどれぐらいの割

合を果たしているんですか。

中林対策監：７月中までは、会場の確保と教員の確保は、ウィッツ青山学園以外の分につきましては教育

委員会でさせていただいております。全通研という研究会の方へ、文科省から紹介いただきま

して、そちらの方へ依頼をしまして、講師の派遣であるとか、会場の借用であるとか、そうい

ったものも合わせて教育委員会の方から直接お願いいたしまして、もちろん経費も市の負担で

させていただいております。

     学校につきましては、伊藤先生が内容や教員の資質を確認した上で、学校の方では学校の教

員で、資料、教育内容につきましては確認の上、学校の方で用意いただいて進めております。

会  長：他に、何かございますか。

     この表を見ていただいたら分かりますが、約 400 名の履修が必要な３年生の内で、約 150 名、

３分の１ぐらいですね。９月末が１つの目標でやっていただこうとなっていますが、そのとこ

ろまでまだ辿り着いていません。なかなか今後の進み具合が見えにくいところがあるんですが、

この夏を挟んで、できるだけ夏休みを含めて、どのぐらいまで完了者の数がいくかというあた

りが非常に重要になるかと思います。１、２年生に関しては、並行して進められておりますの

で、とにかく既に卒業した形になっている者をできるだけ確実に進めなければならないことで、

学校側も本気で努力していただくということになっています。

     この件で、他によろしいでしょうか。また随時、認定委員会の結果との中で、こういう資料

が出てくるかと思いますので、よろしくお願いいたします。

４．市長からの諮問について

（資料３に基づき、伊室室長から説明）

会  長：以上、読み上げていただいた、以前の動きとの関係の中での諮問書ですので、よろしくお願

いいたします。この件は、審議事項の（３）以降のところで扱います。それまでの（１）、（２）

の経過を踏まえつつ、（３）の内容に対して、どのように市長さんに返答するのかを相談するこ

とになっておりますので、よろしくお願いいたします。
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５．審議事項

（１）変更命令・行政指導（平成 28 年５月６日付）に伴う報告について

（資料４に基づき、教員の確保について、通信制課程の教育について西尾校長から説明）

（資料４に基づき、「LETS キャンパス運営及び経営に関する契約書」等について白根社長から説明）

会  長：事務局の方で、補足説明等がありましたらお願いします。今のウィッツさんからの説明を踏

まえつつ、教育委員会の方で危惧されている点も含めて、事務局側の立場からのご説明をお願

いします。

伊室室長：提出いただいたのは、要求したものは全て整っております。内容については、質問させてい

ただきたいと思います。

会  長：その点で、ポイントですね。特に変更命令、行政指導に対する内容についての学校側の動き

を踏まえてのポイントの整理といいますか、教育委員会側としての確認、整理をお願いします。

伊室室長：今回の変更命令について、３点を挙げさせていただいています。１点は、教員の確保。２点

目は、教育内容。３点目は、LETS との契約や表示でございます。

１点目の教員確保の件ですが、後ほど伺いもなされるそうですが、学則の変更をしたいとい

う旨がこれまでにありましたので、それとの絡みはありますが、現時点ではご努力はされて、

教員の採用はされてきたという経緯はあります。これについて申し上げたいんですが、何度も

定員を 600名から 900 名にする時点、900 名から 1,200 名にする時点、白根社長もその時点でも

社長でございましたが、審議会の席上でも教員の確保をやることが条件だということで、学則

の承認をやむなくしてきたという経緯があります。やっとここに至って教員の採用計画をなさ

れて、実数的には努力の成果はあると思いますが、ここまでに来なくてはならなかったという

ずさんな教員採用計画については、ご指摘させていただきたいと思います。いつの審議会で、

どういうような口述があるというのは、会議録をご覧いただきたいですが、そこの見解を聞か

せていただきたいと思います。これが１点目です。

２点目の教育内容につきましては、今年度になってからは、私どもの指導もありながら、適

切に教育内容が実施されていると、標準レベルで、高校としての標準レベルの教育内容が行わ

れていると思わざるを得ません。

看板、LETS との契約については、これはご質問もさせていただきたいんですが、先程の社長

の説明では、LETS とのいろんなやり取りがあって、８月中に。はっきり申しまして、まだ１つ

も再契約はされていないということですよね。報告にも、直営になってしまう所しか残らない、

その意味は後からご説明されたらいいと思うんですが、年度が始まって、それぞれ生徒さんが、

他校に行かれた LETS もあると聞いていますが、１名、２名残っている生徒さんが以前の LETS

という所におられる以上は、早く契約を結ばなければ、またマニュアルを LETS さんに渡してい

ただいて運営をやってもらわないと、今年度の教育内容がどうなのか疑問を感じてしまいます。
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まだ契約を結んでいない、それからマニュアルがまだ直したところで、これからそのマニュア

ル通り LETSさんにやってください、８月が来てしまう、もう半年経って、そんな教育活動では

非常に心配なところがあります。その３点です。

会  長：今、学校側からここまできているという現状の報告が教育委員会に出され、それを受けられ

て教育委員会の方で事前にそういう情報を受けられながら、いろいろ変更命令、行政指導に対

しての十分さ、不十分さについて考えてこられた中で、いろんな質疑応答があるかと思います。

事務局と委員の皆さんの方で、今の報告と事務局が受け取っておられる状況を踏まえて、質問

や確認をお願いします。

     最初に、教員の確保の点についてお願いします。確認でも結構です。

委  員：まず１つ目の教員の確保。結論から言うと、できていない。改善計画書で示された内容に対

して、あと具体的に何科で何名、どれぐらいするべきで、それに向けてあと何人、どれぐらい

足りないのか、具体的に教えてください。

白根社長：改善計画書では常勤 10名ということで入れております。当然、各教科１名ということで考え

ておりましたが、求人広告、あるいは私どもの独自の伝手で各学校のご紹介をいただいたりし

て、ずっと動いておりましたが、先程校長も申しましたとおり、学校名、あるいは勤務地を聞

くとなかなか。

委  員：経過は結構です。結果だけ教えてください。あと何人足りないんですか。

白根社長：10 名となりますと、あと常勤で７名足りないです。あと各教科ということであれば、国語と

理科系が足りないということになります。

委  員：50 人に対して１名とありましたが、これに対しては。

白根社長：非常勤を入れて、あと１名足りないということになると思います。それは、定員を 1,200 名

から 400 名に変更するということを踏まえて、そういうふうに考えています。

委  員：1,200 名で計算してください。

白根社長：そうなると、全く足りないです。

委  員：何名足りないですか。

白根社長：７名でも足りないわけですから、９名足りないということになります。
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会  長：他に、いかがでしょうか。

伊室室長：説明をさせてください。各教科１名の採用の件については、今できているのは、情報・商業

の先生と、数学の先生、保健・体育の先生の３教科だけです。あとは、社会、地歴公民、理科、

家庭、国語の先生がおられないです。

会  長：大変採用しづらい状況ができてしまっているということで、なかなか見つけられない状況が

あると。継続して探されることは、続けているということですね。

白根社長：もちろんです。非常勤登録の方にも、常勤登録になっていただけないかというお願いはして

おります。

会  長：非常勤の方が常勤になられれば、社会と英語が増えると。現実は、大変厳しい状態ですね。

伊室室長：非常勤の先生方で、どこかの学校と兼務されている方は何名おられるんですか。

西尾校長：新規で採用した非常勤のことですか。

伊室室長：いえ、非常勤の先生方で、他の学校と兼務されている方はおられるんですか、おられないん

ですか。

西尾校長：おられます。

伊室室長：おられますね。何名おられるんですか。

西尾校長：１名です。

伊室室長：１名ですか。あとの非常勤の方は、当校だけの非常勤の先生ということですか。

西尾校長：他の学校で、ということはありません。

伊室室長：兼務されていないということですね。

西尾校長：はい。他の仕事を兼務している者はいますが。

伊室室長：この先生を、専任の先生に変えるお考えはありますか。そうされたら、各教科で揃っていく

んじゃないですか。
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西尾校長：今、社長が言いましたように、非常勤に関して何とか常勤としてやってもらえるような話は

進めています。

会  長：その場合、２科目増えるというご説明でしたね。

伊室室長：進めるというのは、どう進めるんですか。

西尾校長：本人とお話をさせてもらうことです、まずは。

伊室室長：期日は、やり取りがあると思いますが、期日はどう思われていますか。時々返すんですが、

期日が無いですね。

西尾校長：何月何日までという期日は決めておりません。

伊室室長：やりますと言って、それがずっと何年も続いているのが御校です。

白根社長：非常勤の方に関しては、現在、他の仕事をなさっているということで、それで非常勤なわけ

で、その仕事を辞めていただかなくてはいけないということがありますので、時系列でなかな

かいつまでにというのは申し上げられないんですが、私どもとしては、できれば８月中に確認

ができればなと思っているところでございます。

会  長：それでは、教員の確保についてはとりあえず置かせていただいて、次の通信制課程において、

実際の指導計画の問題、添削指導等と。この件は、先程事務局の方からと学校側の方とのご説

明で、ある程度、本来の状態で運営が始まっているという説明で、教育委員会の方で伊藤先生

も関わっていただいて、全体の妥当性を確認していただきつつ、今動いておられるようですの

で、この件に関しては、とりあえず良い方向に落ち着きつつあるんじゃないかと思いますが、

ご質問など何かございますか。

     基本は、本校で全てされるということですね。

西尾校長：はい。

会  長：授業形式の形で全て。できるだけ分かりやすい形の形態でなされると。そういう方向で、具

体化されつつあるかと思いますが。この件については、よろしいでしょうか。

     次に LETS のことですが、LETSのことに関しては、伊室さんからもさらに質問をしたいという

ことでしたが、もう一度伊室さんの方からお願いできますか。

伊室室長：LETS としては、現在いくつありますか。
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白根社長：33 です。

伊室室長：その 33 は、１つもまだ契約を結ばれていないということですね。

白根社長：新たな契約はしておりません。

伊室室長：新たな契約は結ばれていない。それは、８月中にやろうとされていると。

白根社長：はい。まず、今の契約の内容に関して、他の通信制との併設を認めないという契約になって

いるんですが、これを２月１日の段階で、他の通信制との併設を認めるという形にさせていた

だいて、それは通達しております。それに関して、ほとんどの LETS が他の通信制に転籍される、

生徒さんに転籍を促しておられて、そういうことになりますと、もともとの契約自体が無効と

いう形になります。残っていただいている生徒さんに関して、契約の継続をしていただけるか

について、今回作りました契約書を基に継続の確認をさせていただこうと思っているところで

ございます。

内容につきましては、併設を認めないという契約になっておりますので、他の通信制を選択

されている LETS に関しては、契約できないということになります。管理、それから経費につい

ての責任を学校側、会社側が持つということになりますと、基本的には直営校でしか有り得な

いのではないかと思っております。ただ、ウィッツの方の通信制に残りたいという生徒さんが

いらっしゃる限りは、その生徒さんについては私どもできちんと管理しなければいけませんの

で、そういう場合どうするかという話し合いも、これからしなければいけないと思っておりま

す。最終的には、契約ができないということであれば、本校通信制の生徒さんになっていただ

いて、本校できちんと管理をしていく形をとるしかないのではないかと思っております。今の

ところ継続、直営校として継続するという意思をいただいているのは、今回役員に入ってもら

った岐阜県、それから愛知県の一部の LETSということになります。それ以外については、私ど

もが直営という形で契約させていただくのか、それとも今回の契約書に則ってきちんとやって

いただくかということになりますので、他の通信制との併設が認められないという契約の内容

ですので、その契約をされるところは無いだろうと思っております。

今の状況からしまして、できるだけ確実に管理できる場所というのを、通信制の運営をして

いくのに妥当ではないかという判断で、こういう形を取っております。

中林対策監：それの履行期限を聞かせていただきたいのと、それから解約という形になれば、例えば、契

約上どういった形でそれを証明するようなものを交わすかというのを、見込みについて教えて

ください。

白根社長：契約解除の覚書を取り交わさせていただく形になると思うんですが、それについていつまで

ということになりますと、８月中に全 LETS の代表者の方と話をする予定にしております。先方

からの返事が８月末になるのか、期限をいつまでにというのを決めなければいけないというこ
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とであれば、ご指示いただければ。私どもとしては、８月中にご説明させていただいて、９月

中に返事をいただくという形で進めていきたいと思っております。

中林対策監：現在、新たな契約についての進捗状況を教えてください。

白根社長：今回お出ししていますので、この内容で提示して良いということであれば、すぐに提示させ

ていただこうと思っております。

中林対策監：LETS との話し合いは、まだということですか。

白根社長：まだです。

伊室室長：確認しますが、LETS さんによったら、他校に転校された生徒さんと、御校さんの方で残られ

る生徒さんとおられますよね。併設ができないとなれば、その在籍されている生徒さんは、本

校の通信制の生徒さんにするということですか。

白根社長：まだ何名いらっしゃるだとか、転籍をされていない方に関して、どうされているのかという

のは、お一人お一人まだ私どもは把握しておりませんので、その確認も併せて今回の契約書を

お持ちして、確認させていただこうと思っています。おそらくですが、ほとんどの生徒さんが

他の通信制に移られているわけですから、自分だけがこの場でウィッツの通信制の生徒であり

たいと思われる方はいらっしゃらないと思いますので、もしも個別に私どもと相談して、生徒

さん、保護者の方がいらっしゃるのであれば、個別に相談させていただいて、無理の無い形で

通信制の教育を受けていただけるかどうかの確認をした上で、本校通信制に入っていただくか

どうかを確認したいと思います。遠方の方ですとか、スクーリングに来るのが非常に負担、経

費的にも負担だという生徒さんについては、できるだけ他の通信制に転籍していただくように

説得したいと思っております。

伊室室長：会社自らも、他校への転籍を勧められるということですか。

白根社長：そうです。なぜかと言いますと、管理がなかなか難しい。それから、どちらにしても自学自

習ですので、自己管理もなかなか難しいだろうと思います。やはり、身近に常に学習の管理を

してくださる、あるいは生活指導してくださる方がいらした方が通信制の継続ができるのでは

ないかと思いますので、それができない、放ったらかしの状態で、ただ本校通信制として在籍

していただいても、なかなか単位を取りにくいんじゃないかとか、学習が進まないんじゃない

かということもありますので、そこは個別に話をさせていただきたいと思います。おそらくで

すが、LETS の代表の方もそういう説明をされていると思います。まだ残っておられるというこ

とは何らかの理由があるということでしょうから、その事情をそれぞれ聞かせていただいて、

どのような形で通信制の学習を進めていくのかということを相談させていただきたいと思って
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います。ただ、数的には少ないと思います。

会  長：他に、ご質問はございますか。よろしいでしょうか。

     議長の方で、整理させていただきます。３番の LETSの件は、今、社長さんのご説明がござい

ましたが、今までの、今年の５月あたりまでの学校と LETS さんとの中の動きと、大幅に違う方

向性の話です。今まで広域で 1,000 名を超える通信制の学生さんを LETSの中で、全国に跨げて

お世話しようとされてきたことの足りなかった点、いろいろな不備な点を出ましたこととの中

で、今回、学校側とウィッツさんの社長さんはじめ関係者で、相当思い切った１つの LETS 関係

とのやり取りの、今後の新しい１つの線を出そうとしてらっしゃるというのが今のご説明かと

思います。

教育委員会の方では、今まで相当、LETS 側の状態も含めた学校と LETS との関係を把握するの

がとても大変だったという苦い思いから、相当ちゃんとしてくれないと困るということで、ず

っと、今回の問題も出た中で話し合われてきまして、その中で、現時点で今回のいろんな問題

がきっかけで、他の通信制に移られる方もどんどん出てきてしまったことも含めて、かなり思

い切った、縮小的な方向性を模索しておられて、８月中にある程度契約の整理をしたいという

お話ですね。契約したとしても、その範囲は極力本校がきちんと監督できる体制、それから LETS

側の責任者としっかり連携が取れる形の、生徒に無責任にならない体制を作り直せないだろう

かと。そういう繋がりを持てる範囲は、ある程度見えておられて、場合によっては３ヶ所程度

だということですね。そういう関係であれば、本校主体の、そして同時にいろんな表示の仕方

とか、変な形じゃなく本来の筋の通った形で、問題無い形までちゃんとできる。そして同時に

きちんとした契約がされて、生徒さんに不利がない状態を作り出せると。そのあたりを思い切

って変更されようとされながら、今、経過を辿っておられる、そういうご説明かと思います。

そのあたりについて、事務局としてはどういうふうに、そのような方向性に思い切って舵をき

ろうとされているんですが、どういうふうに事務局側としてはお考えになっているんでしょう

か。事務局側の立場で、一言お願いできますか。

中林対策監：既に転校生がかなり出られて、定員 1,200 名に対して、先程も社長から報告がありましたよ

うに 400 名を切っている生徒数です。既に各 LETS におきましては、LETS 単位で生徒さんを他の

学校に転校という形で事務手続きをされたということも聞いていますが、なかなか現在進めて

おります回復措置と、LETS の新たな契約ということにつきましては、なかなか難しい、微妙な

面もあると思います。と言いますのは、回復措置を進めていく中では、どうしても LETSの協力

も得なければいけないと考えています。ご存知のとおり、卒業見込生につきましては、９月末

までに回復措置を受けていただかないといけない中で、８月末までに新たな契約を結ぶという

動きをされて、LETS の方から契約を継続できないという意見があった場合、回復措置について

協力が得られるのかという心配をしております。それから、会長もおっしゃったように、今ま

で定員を増やしていた中で、大きな逆の動きをされているということにつきましては、今後ど

ういうふうに学校を進めていくのかというところも、教育委員会としては心配しているところ

でございます。



12

会  長：今、事務局からお話がありましたが、社長さんにお伺いしたいんですが、LETS と学校との運

営のやり取りをできるだけやり易いスタイルにするために、そういう方向を模索していること

は分かるんですが、回復措置の責任を、少なくとも９月末、状況によっては９月末を超えてで

も、その努力をお互いにしていただかないと困るようなことがあり得るわけです。そのあたり

については、どういうふうにお考えですか。

白根社長：基本的には、今までも各 LETSの運営者の方にはお願いをしているわけです。運営者の方から

言わせると、なかなか連絡が取れないとか、話ができないという方もいらっしゃると聞いてお

ります。この中で、本当に協力的にやっていただいている方に関しては、本来の契約について

も話をしておりますし、９月になっても協力はしていただけると思っています。ただ、それと

は別に、各運営者の方は、今回の不祥事で経営が非常に苦しくなった状況がございますので、

それについてウィッツあるいは東理ホールディングスに対しての訴訟の準備もされている状況

もございます。これについては、まずは生徒のためにお願いするしかない状況は変わりないで

す。それについて協力的なところもありますし、非協力的なところもあります。非協力的なと

ころについては、情報だけいただいて、私どもが回ろうとしているわけでございまして、強行

に協力しないというところはございませんので、どうにか話し合いをしながらやっていきたい

と思っているところで、契約についても、あらかた状況はご理解いただけると思っています。

伊室室長：そもそもですが、現在でも、４月以降ですが、４月以降、契約もマニュアルも、１人でも LETS

さんにおられる以上は、今その生徒さんはどういう状況になっているんですか。非常に不安で

す。また不適切な教育が行われていると思ってしまいます。契約は無い、マニュアルは無いん

ですから。契約を交わされていない、マニュアルも徹底されていない。その生徒さんをこれか

ら本校の生徒にすると言われますが、今 LETSに在籍している生徒さんは、転校されていない生

徒さんですよね。どういう状況ですか。

白根社長：今 LETS に在籍している生徒で、転校を検討されている方もいらっしゃると思います。運営マ

ニュアルについては、一部改正をしつつですが新しいものを順次送って、各 LETS の代表者の方

には説明をしている状況です。生徒についての年間の学習計画ですとか、今後のスクーリング

やレポートについても各 LETSの代表者の方には送ってありますので、全くそのとおりなされて

いないことは無いと思っています。今回８月中に契約を結ぶことによって、生徒が置き去りに

されて心配だというご意見もありましたが、そこも含めて訪問することによって、在籍されて

いる生徒さんについてもきちんと把握をして、私どもとしてきちんと管理ができる状態の方だ

け残っていただく形にしようと思っています。今後、直営校になるであろうというところに関

しては、きちんとご理解いただいて、生徒の管理をしていただいております。今、回復措置を

最優先でやっている状況ですので、一人ひとり細かく面倒を見ているかと言われると、キャン

パスの管理が今の状況では細かくはできていませんので、それぞれ回らしていただいた上で、

今後、報告させていただきたいと思います。
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伊室室長：回復措置は回復措置で最優先ですが、今年度、新年度になって、適正に教育が行われている

べきでしょう。そのマニュアルが現在でも不十分、まだ契約をされていないという状況です。

白根社長：マニュアルについては送ってあります。ただ、改正しなければいけないということであれば、

また改正も含めて。

伊室室長：マニュアルはそうですが、契約は結ばれていないんでしょ。

白根社長：契約は結んでおりません。

伊室室長：では、そのマニュアルは一体何なんですか。

白根社長：もともと運営マニュアルは、今までの契約でもお渡ししているわけですから、それが変わっ

ているということです。それが適切な状況に変わってきているということですから、契約して

いるか、していないかということは、もともとの契約は、他の通信制との併設は認めないとい

う契約になっているわけです。それを今は認めているわけです。そういう形に変わっているわ

けですから、正式に契約する場合はこういう状況になりますよ、というのをこれから説明する

と申し上げています。それが契約されるか、されないかは別です。ただ、契約されないところ

についても、生徒さんが他の通信制に移らない、ウィッツに残りたいという方がいらっしゃる

のであれば、個々に相談させていただいて、どういう形で転籍していただくのか、あるいは、

残っていただくならこういう条件でしか無理ですよという話をするのかということを、これか

らやろうとしています。

会  長：以前の契約は、続いていると考えていいわけですか。

白根社長：基本的には、契約を破棄しているわけではございません。ただ、一部の条項を変えたと。そ

れからマニュアルについては、その都度、ご指摘いただいた分を変えてお送りしております。

それは、そのとおりになっていなければいけないと思っているんですが、これから８月中にそ

れぞれ LETSのオーナーさんと話し合いをして、継続されるかどうか、それから残っていただく

生徒さんについては、どうするのかということ。継続される場合については、それはそれで良

いんですが、継続されないという場合は、どうするのか話し合いをして、健全な形に持ってい

きたいと思っています。

会  長：過渡期ですが、生徒さんの教育プログラムは、前までの契約の流れの中で継続しているとい

うふうに位置付けているわけですね。

白根社長：はい。
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会  長：最終的に契約をしない場合は、本校のほうで責任を負える形をどう取るかというあたりを、

次の段階として、引き継げる体制を具体化すると。そういうことを言っておられるわけですね。

伊室室長：申し上げておきたいのは、併設というのは私どもからすればどうでもいいんですが、契約書

で肝心なことは経費の件です。本来、学校が行わなければならない経費負担を、LETS で行わせ

ていたということですね。それが継続してまだ前の契約で、継続したお考えがあるということ

ですか。

白根社長：今回の契約、改善しているものに関しては、生徒の教育に関わるものについては、経費も管

理も私どもの方で負担すると書いてあります。LETS の方に教育関係の費用が入ることもありま

せんし、生徒に係る費用をLETS に負担させるということもありません。ただ、今回の契約の中

では、生徒の学習の進捗状況の管理と、それから生活指導、進路指導的なものですね。そうい

うものに関しては各オーナーに代行していただくという形で、業務委託契約ということで契約

内容を変えております。ただし、それも契約されるか分からない内容になっていますので、そ

れについては８月中に、先程も言いましたように、各オーナーさん、契約者と話し合いをした

上で、どうするかを決めたいと思います。この内容ですと、先程も言いましたように、私ども

は直営校以外は残らないだろうと認識しております。

伊室室長：最後に１つ申し上げますが、契約の内容が変わってきたとしても、LETS さんと学校との、会

社との負担が整理されているかが非常に見えてこないです。だから、在籍する生徒さんがどう

いう状況になっているのか。その在籍する生徒さんに係る経費は一体誰が払っているのか。ど

ういう状況で、内容は別にしまして。それが契約の件です。マニュアルはマニュアルで、教育

内容などいろいろありますが、肝心な契約の基本は金です。

白根社長：以前の契約のまま継続しているわけですから、それはこれから改善していこうと。

伊室室長：以前のまま継続しているということは、在籍する生徒さんは、LETS が負担しているというこ

とですか。保護者からの経費は LETS が徴収して、というふうになってしまいますよ。それで半

分を会社に渡すというふうになってしまいますよ。それはいけないでしょう。

白根社長：今、在籍生から各 LETS が授業料、単位認定料を徴収しているかどうかというのは、確認しな

ければいけないと思いますが、おそらく徴収していないと思います。ですから、後はこれから

の契約によって、どういう形で生徒さんの管理をしていくのかという話し合いになると思いま

す。今までのことに関しても、これの経費についてはどうするかという話し合いをする必要が

あると思います。募集もできない状況ですから、生徒さんからの単位認定料ですとか、学習指

導関係の費用の徴収がされているというのは、たぶん他の通信制に移られている方は徴収され

ているでしょうけど、そうでない生徒については、そのままになっていると思っております。
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それについては、もう一度確認させていただいて報告させていただきます。とにかく、新しい

契約書についての説明もしなければいけませんから、そこで確認させていただいて、話し合い

をします。

中林対策監：最後に１つだけ。今年度の授業料等、他の費用につきましては、生徒、保護者から徴収され

ていますか。

白根社長：今はしておりません。

中林対策監：LETS も、されてないですか。

白根社長：はい。それは確認します。ただ、先程言いましたように、ウィッツの生徒として在籍してい

る生徒と、他の通信制に移られた生徒さんとの区別はあると思いますが、ウィッツに関しては

徴収されていないです。

中林対策監：分かりました。

伊室室長：今年度の授業料も全て、在籍する生徒さんから何も徴収していないということですか。その

生徒さんは、無償で。

白根社長：今は回復措置を優先しているわけですから、これから残っていただくとしたらこうします、

ということも確認しなければいけないです。

伊室室長：保護者にちゃんと言ってもらわないと、また誤解を招きます。４月以降、１回も徴収されて

いないのであれば。まとめて請求書を渡すわけですか、保護者に。トラブルが起きないですか。

白根社長：最終的には、残っていただく生徒さんと個々に話をするということで解決しようと思ってい

ますので、まとまって説明会を開くという形もとれないことはないと思いますが、分散して、

残るのが、各LETSごとに少ないと思いますので、どこかに集めてというのが難しいと思います。

そこは、個々に説明させていただいて。

伊室室長：しっかりやってください。

会 長：委員さんから、何かよろしいですか。

野口教育長：観点を変えて、１つ質問をさせてください。今、経営に関わって社長さんからお話をしてい

ただいたんですが、学校の教育に関わって、校長先生から教員の確保について、ここに書いて

いただいてあるのは、まずは実務に支障の無い人数を確保するということで、人数確保につい
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てご努力されているということですが、これまでも、先程事務局からも言ったように、これで

本当に人数が足りているのかという指摘は何度もさせてもらっていて、それについては、考え

ていくような答えをいただいていたんです。先生は、昨年度から今年度に向けておられるわけ

ですが、その人数の中で、今考えている人数と、これまでウィッツが行ってきた教育が本当に

できていたのかという観点から、ご意見をいただきたいと思います。今、回復措置も実施して

いますが、その内容について、ウィッツが行っている教育は、本当にこれできちんとできてい

るのか、あるいはできていくのかという心構えも含めてですね、お聞かせいただきたいと思い

ます。これまでの人数と、今揃えようとしている人数と、この差について校長先生がどういう

ふうにお考えになっているのかが１つです。

     それからもう１点は、教頭先生は来られたばかりですので過去のことは分からないと思いま

すが、今年度ここに至るにあたって、シラバスであったり、指導案であったり、スクーリング

の内容であったり、いろいろ改善をしているわけです。過去、これが無かったと捉えていいわ

けですが、教頭として、現在行われているいろんな教育課程に関わる改訂が、これまで、一体

ウィッツでどうなっていたんだろうかということは分からないですので、過去のことはいいで

すが、それを考えるにあたって、今こういう状況になっていることについてのご感想で結構で

すので、後で聞かせていただきたい。

西尾校長：過去の教員の数、それは私が昨年度、着任した時のことをおっしゃっているのかと思います。

その時点では、正直なことを言えば、少ないなと実感しておりました。いろんな仕事を全日制

の教員が掛け持ちでやっているのを見て、当時の井上副校長とも改善していく大きな部分だと、

お互いに話をしたことはあります。現在、ご指摘も受けて、増やす作業といいますか採用活動

をしていますが、正直なことを言えば、今採用している数では当然足りないと思っております。

これから募集の再開も含めて、全日制の生徒を増やしていく。全日制の生徒を見るために、全

日制の先生はそちらに注力していただかないといけない。そうなると、やはり通信制は通信制

で教員の確保を進めていかないといけない。そういう意味では、これから生徒数を増やしてい

きたい。私は、個人的には、全日制の生徒を増やしていきたいと思っていますので、それをす

るためには、もっと採用をしっかりして、教員の確保に努めていかなければいけないというの

は実感しております。

野口教育長：少なかったという認識は、あるということですね。

西尾校長：はい。

石飛教頭：私も同じですが、とりあえず教員は、全日制もそうですが、40 名に１人という形が掲げられ

ておりますので、今回は急務ですので派遣という形もお願いして、教員採用サイトがあります

ので、そこに声を掛けようかと思っています。校長も言いましたが、今、ウィッツというのは、

非常に評判というか、あまりありません。そして、どんどん転校しております。とりあえず全

日制の方を早く募集を再開させていただいて、全日制の生徒数を増やして、教員も同じように
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採用していくという形を考えています。以前のことを言いたくはありませんが、これから前に

向かって行くしかないので、そういう気持ちでやっていこうとは思っています。

野口教育長：聞かせていただきたいのは、教頭先生は教員経験もお有りだと聞かせてもらっていますので、

シラバスであったり、指導案であったり、スクーリングの内容であったり、そういうことにつ

いて、今、新たに指導計画を立てたりしているわけですよね。そういうことは、過去には無か

ったということですよね。そういうことについて、現在、指導案等を作成していく、面接指導

の改善を図っていくことについて、教頭として、教育者として、どういうふうに思われますか。

石飛教頭：当然それは無ければいけないわけですから、今掲げていることはやらないといけないし、や

はりその流れで生徒も教員も動いていくわけですから、そういう形で続けないといけないと思

いますし、来年というか次回から、そういう形を出さないといけないと思います。

野口教育長：今までは、それが無かった状況があったということを頭に置いてもらって、回復措置への心

構え、生徒に対する心構えを聞かせていただきました。

委  員：全日制を増やしたいという話があったんですが、それは会社経営者と学校側と同じ方向を向

いているんですか。

西尾校長：先程言いましたが、個人的に、ということです。ご質問の中での話として、言わせてもらっ

ています。ただ、地域に作られた学校ですので、この間、地域の説明会も施させていただきま

した。そこでもやはり地域の活性化も含めて、地域との連携を考えると、今の学校の生徒の数

では、このままではプラスにはなかなかいかないと地域の方々にも説明をさせてもらって、生

徒を増やしていきたいという話はさせてもらっています。

     会社の方にも、私の個人的な意見という形では話をしていますが、実際に今、あくまでも回

復措置を最優先に動いていますので、募集再開後の全日制を増やす、通信制の生徒をどうこう

という細かい話をしているわけではございません。申し訳ございませんが、そういう意味合い

で取っていただけたら。

白根社長：会社としてということであれば、今、新しい役員と、通信制、全日制をどういう形で維持し

ていこうかという話をしています。今の全日制の生徒数では、あるいは寮生が少ないという状

況を考えますと、なかなか維持は難しいのではないかということもありますが、ただ、学校と

しての成り立ちを考えますと、全日制ありきでできた学校ですから、これを継続することでし

か価値が見出せないのではないか。ただ通信制だけやっているような学校としては、せっかく

特区で認めていただいた学校として、意育というのが進みにくい状況になりますので、それに

ついては今の役員会では、継続していく形で、どうにか維持できる方法を考えていこうという

のが役員会の流れでございます。それについて、親会社にも説明をしております。それを変更

しろというようなことは言われておりません。
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委  員：まさに言われるとおりです。全日制が無くなったら、何のための意育教育特区なのか、全く

意味が無くなってしまう。そこを理解していただいているのかを確認したかったです。

会  長：それでは（１）の内容については終えさせていただきます。

伊室室長：（１）の行政指導で、履修回復措置は行政指導でやらせていただいています。

会  長：そうしましたら、先程の報告の中で履修認定委員会のことがございましたが、その内容と合

わせて。ある程度は、先程までの中でいろいろと質疑応答があったと思いますが。

伊室室長：回復措置の実績を、報告事項にもありましたが、会社としてどうされようとしていますか。

最優先は分かるんですが、100％９月末までに完了する計画をお持ちですか。

白根社長：先程申しましたように、まずは既卒生について、７月中にこちらの方できちんとアプローチ

をして、受けていただけるようにします。在籍生についても、同時進行でみなさん受けていた

だけるように、電話と直接訪問とでやっていこうと思っています。個々に事情があって、どう

しても来れないという生徒さんもいらっしゃると思います。個々にどういう状況なのかが詳ら

かになるようなきちんとした調査をして、報告させていただきます。理由無く受けないという

ことが無いようにさせていただきたいと思います。

伊室室長：全く申し込んでおられない方への対応はどうされますか。

白根社長：これについても先程申したように、訪問という形で、きちんと受けていただけるかどうかの

確認をさせていただきます。受けられない理由があるのであれば、それは明確に文書で出して

いただこうと思っています。

伊室室長：後日でよろしいですので、ペーパーでください。口頭で言ってくれていますが、実行が伴わ

ないような、今日この場で言われているだけのように感じます。それを鵜呑みにしてたら、９

月末になってしまいます。それを進行管理させてもらいたい。もう期限が無いです。

白根社長：既にリストは作ってありますので、それについてのスケジュール表を出します。

伊室室長：家庭訪問をする必要があると思います。もうその時期が来ています。文書を出しても、来な

いですよ。お出会いをして、回復措置の意義をまだご理解いただけないなら、それをして、行

かなくてはいけないのかな、申込しないといけないのかなと思われるのはそれからです。だい

ぶ時間が掛かります。
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石飛教頭：今の件ですが、明日から早速、もうリストは出ていますので、そこに向かって足を運ぼうと

思っています。それは社長が行くというわけにはいきませんので、私が行きます。それは着々

と連絡を取っていますので、まずは LETS へ行って話を聞いて、自宅の住所も分かりますので、

そこに顔を出そうと思っています。長いこと掛かります。当然、全国ですので。とりあえず多

いところをリストに挙げておりますので、そこのところから進めようと思っています。

伊室室長：それをペーパー化してください。

石飛教頭：それは出ております。

白根社長：スケジュール表も含めて、出させていただくようにします。

児玉次長：今の件も含めてですが、教員の採用もしっかりと行われていないということで、かなりの人

員が必要になってくると思います。ずっと続けております履修回復の現場へ各職員が出向いて

おりますが、なかなか意育の教育がしっかりと指導されているのかというところにも疑問を持

って帰ってくる、確認している職員もおります。そういう部分の中で、学校の職員も、かなり

負担を強いられていると思いますので、そういった意味での改善もしていただきながら、履修

回復についてもしっかりとした学校側の指導をお願いしたいと思います。ただ単に呼びかけて

来るだけの意味合いでは無いと思いますので、そのへんのところ、しっかりとした認識をお願

いしたいと思います。

会  長：教頭先生が回られるということで、確実に早めにやっていただいて、申込率も含めて 100％に

近づくように努力していただいて、実際に履修が終わる生徒を１人でも多く増やしていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。

（２）ウィッツ青山学園高等学校の学則の変更について

会  長：それでは、（２）に移らせていただきます。学則の変更の申請書が市長宛に出ております。こ

のことについて、ウィッツ側から説明をお願いします。

（資料５に基づき、白根社長から説明）

会  長：この件に関して、事務局側からお願いします。

伊室室長：開校時の定員は何名だったんですか。

白根社長：600 名です。
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伊室室長：開校時が 600、それを 1,200 まで上がっていって、今、定員を 400 にされたいという提案です

ね。

白根社長：はい。先程も言いましたように、基本的には直営校という形になると思います。業務委託契

約のような形ではなくて、直営校で運営していくということで考えても 400 名が妥当ではない

かということで、今回は挙げさせていただいております。

伊室室長：通信制の生徒がどんどん下がった実績で、これくらいに落ち着くだろうということで 400 に

しようと思われたんですか。

白根社長：それもそうですし、現実がそうですし、教員数をできるだけ早く規定を満たすためにも必要

かなと思っております。事務職員についても、できるだけ負担が、普通の負担といいますか、

普通の業務に立ち返るようにするためには、定員を下げるしかないというふうに思っています。

伊室室長：そもそも論を申し上げますが、特区法の主旨、目的はご存知ですか。

白根社長：はい。

伊室室長：400 で達成できるんですか。600 で達成できるという計画を出されて、それを 400 に自ら下ろ

されるということは、特区法の主旨、目的が達成できないのではないですか。

白根社長：逆に、三重県内での生徒募集を増やしていくことで、逆に増えていくのではないかと思って

います。三重県内での経済活動がありますから。

伊室室長：計画の数字より低いけれども、別の手法で達成できるというお考えですか。

白根社長：そうです。

伊室室長：それは、証明してもらわないといけない。説明してもらわないと。今では納得しづらいです。

特区法に基づいて学校活動をされている、地域性で伊賀市に、特色ある教育を行うことが特区

法。特区法は全部そうですが、社会経済活動の活性化が目的です。600 を 400 に下げることで、

なるんですか。計画が達成できない。疑問です。自ら下げようとされて。

白根社長：現状では、今の適切な学校運営を成すためには必要だと思っています。これは、ずっと 400

名ということではありませんので、これからもう一度学校として、今の状況を打開して、新た

な学校として認めていただけるような形の運営をしていくことによって、生徒が増えていくと

思いますから、これも審議会にお諮りしなければいけませんが、生徒数が増えるという場合、

定員を増やさないといけないと思います。当然、その時には教員数、事務員数も増やしていく
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ということでお諮りしますので、今の状況で不適切な運営にならないようにするための１つで

す。それと、直営という形にするということ。それから、三重県内での募集をもっと活発にす

るということ。それを踏まえて、やっていきたいと思っています。

伊室室長：構造改革特別区域法の、特区法の計画を出されて、平成 16 年の青山町時代の時に出されて、

それがどうも揺らいでくるような気がしないですか。そもそものスタートに戻ってください。

特区法に基づく計画書が、本当に達成できるか。達成できますというのを、ペーパーで説明し

てください。そうでなければ、計画書が成り立ちません。600 でスタートして、600 ならば達成

できるという主旨、目的で申請されたのに、それを自ら 400 にすれば達成できないじゃないで

すか。

白根社長：600 の時の教員数は８名ぐらいだったと思うんですが、それでスタートしているわけなんです

が、そういう状況が不適切だということですから、今こういう形で 400名にさせていただいて、

生徒数を増やす、あるいは、直営校によって活発な経済活動を促すという形で申し出があるわ

けです。原点に戻れということであれば、原点からスタートしてよろしいということですか。

伊室室長：こちらに返すというよりか、自らの申請されたやつを、もう一度これで特区法の主旨、目的

が達成できるかを整理して、それをペーパーでくださいと申し上げているだけです。

白根社長：分かりました。

会  長：再確認していただくために、18 年度にウィッツさんの学校がスタートされまして、その年度

の在籍者は全日制 21名、広域通信制 71 名です。ですから全部で、92名で学校が動かれました。

その中で、社長さんがおっしゃったように、教員が８名前後で動き出したと。90 名程度の中で、

まず１年目はそれぐらいの人数で動き出されて、２年目になって全日制35名、本校通信制６名、

広域通信制 130 名、２年目は 170 名ぐらいですね。３年目に全日制 51 名、本校通信制 13 名、

広域通信制約 300 名、そういうふうに変化してこられたわけですが、その経過の中で LETS の方

に依存されすぎて、広域通信制の方の教員の問題が置き去りになった、そういう状況がどんど

んきて、定員だけ増えていったという状況ですね。全日制の人数は、３年目、４年目が約 50 名、

それから本校通信制が 10 名から 20 名、25 名、そのぐらいで動いてこられまして、本校の方の

全日制と通信制を合わせて 70 名弱で動いてこられまして、広域通信制は LETS との関係で昨年

度 1,183 名まで見かけの上では膨れ上がっていたという流れです。

その中で社長さんの方から、学校自体の動きを、学校の方向性は、先程伊室さんがおっしゃ

ったような特区としての役割の適切な経済活動も含めた、地域貢献も含めたこととの中で、計

画書を 600名ということで出されたということですが、全日制 60 名、通信制 600 名で計画書が

出されて始まったと。それを今回の状況の中で、あえてもう一歩、通信制の定員を 400 名まで

下げるということですね。そういう申請ですね。

事務局の方に議長として質問いたしますが、今、伊室さんからペーパーでもう一度出し直し
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てくれというお話ですが、その前に、この定員変更の審議はどういう扱いにいたしますか。事

務局の方から、検討いただきたい。

伊室室長：事務局側とすれば、継続で。

会  長：継続で、今日は結論が出せないと。

伊室室長：400 という数字が妥当かどうかも、私どもの事務局案では持っておりません。

会  長：ですから、申請は出たけれども、保留にさせてもらうということにならざるを得ないかなと

思います。教育委員会の方にペーパーで、できるだけ早急に。初期の計画書も、もう一度ご覧

になられて、400名に下げた場合にどういう点が不十分になる可能性があるのかとか、それから、

その後、個人的な感想ですが、とにかく信用を失った状態ですから、少なくともウィッツさん

が学校教育関係に携わりつつ、それも継続して携わっておられるのと同時に、まずまず良い状

態、少しずつ変わってこられているなというあたりを社会的に受け止められるためには、３年

ぐらいは掛かるんじゃないかと思います。少なくとも３年ぐらいは期間を経ながら、そういう

中でも並行して動いているわけなんで、そのあたりで 600 と 400 という数字も含めて、どうい

う将来的なある程度の短期計画の中で、本来の方向性と矛盾しないようにどう動かれるのかあ

たりも多少まとめられて出されるのも１つかなと思います。広域通信制 600 名で、最初、承諾

したわけですよね。伊賀市が一応受け取られたわけで。今回 400 名までとりあえず下げさせて

ほしいという申請を、事務局側としてどう受け取り、審議会としてもどう受け取るか。早めに

出していただいて、もう一度審議にのせていただいて、無理が無ければあまり時間を置きすぎ

ずに方向性が出る方がお互いに良いのではないかという気はいたします。今日は、そういうこ

とで、保留にさせていただく形でよろしいでしょうか。とても大事な大きい問題だと思います

ので、大事に考えていかないといけないと思います。

委  員：もともとは増やしてほしいという話から始まったんですよね、1,200 名まで。その根本は、全

日制が実は経費が掛かるんですよね。私、審議会委員だったのでよく知っているんです。だか

ら、人数を増やしたいと。全日制で意育というものをやりたいんで、通信制を増やすことで経

営を成り立たせたいという話で、増えました。今回、経営が成り立たないんで減らしてくださ

い。教員数を減らして、何とか会社を維持したいから減らしたいという意志ですよね。それし

か見えないです。また軌道に乗ったら増やさしてくださいという話で、今日は保留になりまし

たけど、私の意見としては、そういうふうにしか聞こえなかったという意見です。

白根社長：基本的には、適切な学校運営をするために定員数を減らさせていただきたいということで、

今回お願いしております。経営うんぬんというよりも、まず今の体制でも、教員数を増やす努

力をしてもなかなか増えないという状況もこの何ヶ月間か継続しておりますので、定員が 1,200

名のまま、あるいは、もっと 800 名にしたとしても、そこに追いつくまでの期間が不適切な状
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態が続く可能性もありますので、できるだけ早く適切な形にするということを踏まえて、400名

とさせていただいています。それと、今までは業務委託というよりも、基本的には通信制の生

徒の教育の分まで LETS の方に負担していただいていたということですけど、それをできるだけ

直営という形にして、全て学校が管理して、経費面での責任も負うような形での運営に切り替

えていくということで、定員数を減らしてでもそういうふうにしていきたいとお願いしている

ところでございまして、学校の経営、経費がどうのこうのというよりも、まずは適切な環境を

作るということを前提にやっていきたいと思っていますし、全日制を増やしていくことも必要

だと思っていますので、通信制に係る負担というのを教員から少しでも、ある程度適正な状況

にするためにも、こういうふうにしたいと思っています。

委  員：今言われた内容を聞かれて、皆さんそういうふうには取られないと思います。やはり、不足

と言われる人数を何とか 400 にして、不足と言われないようにしようという思いにしか聞こえ

ないです。私の意見ですが。

会  長：この件に関して、私、議長ですが、委員として感想を言わせてもらいますが、私は 400 名に

することは悪くないと思っています。それは、教育は多すぎるとダメなんです。ですから、今

回のことを１つのきっかけにされて、もう一度少人数にされて、本気で少人数の子どもたちを

お世話される体制に是非切り替えていただいて、信用を回復していただければ、かえってウィ

ッツさんにとっては、教育の分野に、株式会社立ですけど関われたということが、決して社会

的に最終的にはマイナスにならないだろうと思います。今のままだと利益追求で、結局、変な

形で、しまったなということで終わってしまいますので、もう一度株式会社立であっても特区

の良さを大事にされて、その上で、もう一度本当の意味で、社会的に子どもたちの教育のため

に貢献いただければ、良い方向で信用が回復する可能性は十分にあると思っています。そうい

う意味で、よくご検討をいただければと思います。ただし、一旦定員を減らされた場合は、今

後は、そう簡単に増やすことは認められないだろうと思ってください。今までは見かけ上、変

なことがありませんでしたので、600 を 900、1,200 まで伊賀市側が譲歩して上げましたが、今

後は無いと思っていただいた方が良いかと思います。それぐらい、頭数を増やすことが、どう

いう落とし穴があるかということが今回はっきり見えたと思いますので、そのあたりを慎重に、

上津の場所を利用される場合、本当の意味で社会的に意味のある歩みをしていただけるように

ご検討ください。議長ですが、個人的に申し上げておきますので、よろしくお願いします。

児玉次長：先程の伊室室長からもありましたが、当然、意育特区という特区の中での事業でございます

ので、特区法に基づく内容でご検討いただいて、これだけの資料ではやはり審議委員さんにも、

なかなかご理解いただけるような説明もできませんし、協議もできませんので、資料につきま

しては事務局とも協議をいただく中で、揃えていただいて出していただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

会  長：そういうことで、このことは継続という形にさせていただいて、以上で（２）まで終えさせ
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ていただきました。

（傍聴者退席）

（休憩）

（以下、非公開審議）

（３）答申事項の整理について

６．その他

（閉会）



資料２

回復措置進捗状況（H28.7.31 終了時点）

○進捗状況

（H27 年度の学年）

３年 ２年 １年 計

対象者 397 397 219 1,013

完了者

(認定予定含む)
162 271 141 574

未完了者 235 126 78 439

未申込者 109 159 268

○回復措置日程（８月、９月）

・８月４日（木）、５日（金）【大阪会場】

・８月６日（土）、７日（日）【広島会場】

・８月８日（月）、９日（火）【奈良会場】

・８月 22 日（月）、23 日（火）【愛知会場】

・８月 24 日（水）、25 日（木）【岐阜会場】

・９月１日（木）、２日（金）【岐阜会場】







平成 28 年８月４日

伊賀市意育教育特区学校審議会会長 様

伊賀市長 岡 本   栄

「伊賀市意育教育特区」の適正実施についての措置要求に関して

㈱ウィッツ及びウィッツ青山学園高等学校に健全な学校運営を行わせるため、早急

に改善を求める必要があることから、平成 28年７月 14日付けの諮問により、調査・

検討のうえ伊賀市意育教育特区学校審議会としてのご意見を答申としてご提出いた

だくようお願いしたところです。

このたび、平成 28 年８月１日付けで、内閣総理大臣、文部科学大臣から「伊賀市

意育教育特区」の適正化について、構造改革特別区域法第８条第１項及び第２項の規

定に基づく措置要求がありました。

このことは、伊賀市として非常に重く受け止めており、今後は、今まで以上に強い

姿勢でこの問題に対応して行く必要があり、今回の措置要求についての対応を、伊賀

市意育教育特区学校審議会に審議いただき、先の諮問に合わせてご意見を答申してい

ただくようお願いいたします。



平成 28年 7月 14日 学校審議会におけるご依頼案件についての報告

①教員採用計画

現状の教員数は別紙資料の通り、全日制教員 9名（うち非常勤 3名）、広域通信制教員 7
名（うち非常勤 3名）、養護教諭 1名＋社会 1名（校長）となっております。

改善計画書作成の段階では、広域通信制の教員数を各教科１名＋非常勤各 1 名の採用を

計画しておりましたが、現状の採用環境も影響して、目標に達しておりません。

現在も継続して関西、東海地区の教育関係者に紹介依頼する形で募集活動を行うととも

に、Web求人広告、ハローワーク等での求人活動を行っております。

現状、数名の候補者が上がっている状況ですので、引き続き採用活動に全力を挙げてま

いります。

②回復措置完了計画

別紙のとおり西尾校長より報告書を提出します。

③定員改正に伴う特区計画の実現性

前回、１２００名の定員を４００名に改正したいという要望を出させていただきました

が、これは現状の教員採用計画が遅れているという現況を踏まえて、適切な教育環境を

確

保することを目的に申し出たものです。

特区申請時の定員６００名を下回ることによって生じる計画の実現性については、信頼

回復に努めて生徒数増加を図り、教員数等の教育環境を整備しながら定員数の増加を目

指すことによって申請当時の定員に近づけることで特区計画の実現を図りたいと考えて

おりました。

ご指摘をうけ、当社役員会において再検討した結果、定員数は１２００名のまま継続し

実質募集定員を生徒総数４００名として、生徒募集を再開させていただけないかという

結論に達しました。

従いまして、前回の審議会にお諮りした定員改正に関する申請は取下げさせていただき

ます。

④会社の経営方針および学校の運営方針について

学校の運営方針につきましては、まず学校開設当初の理念である「意育」について全職

員が再認識し、子どもたちと真摯に向き合い、生徒一人ひとりが将来に向かって力強く

歩を進めることができるよう、全力で支援する体制を作ってまいります。

そのような教育理念を基本として、全日制の再生に力を入れ、積極的な募集活動に努め



ることで、できるだけ早い段階で定員に近い生徒数を確保したいと考えております。

そのためには、教職員一体となった美化活動や校舎内の整備を実施しつつ、魅力ある教

育環境の再生を図って参ります。

また、広域通信制課程におきましても、その運営者が「意育」「共育」の理念を十分理解

し、拠点における教育理念として掲げて実践し、子どもたちの成長を支援できるよう監

督、指導を行ってまいります。

この度の一連の不祥事のなかで、様々な点で改善すべきことが明確になりましたので、

この内容を十分に反省し、法令および高等学校指導要領等を遵守し、広域通信制学支援

施設 LETS においても、全日制課程と同様の教育理念を踏まえた生徒対応を実践してま

いりたいと考えております。

このような広域通信制課程教育支援施設 LETS の在り方を確実に実現するには、学校か

らの距離や、運営者の基本姿勢が何より重要であると考えますので、理想的な教育支援

拠点を作り上げるために愛知県、岐阜県の３拠点を学校直営校として運営にあたります。

今後は、広域通信制の生徒募集活動にも学校が直接かかわっていきたいと考えており、

これまで懸案となっていた三重県内における広域通信制学習支援施設 LETS の開設につ

いて再考したいと考えております。

加えて、無理なくスクーリングや定期考査を受けることが可能なエリアに対し、本校通

信制の生徒募集についても検討したいと思います。

次に、現在契約が解消されておらず、生徒が在籍している LETS につきましては新たな

契約書の内容を提示し、広域通信制運営本部の監督・指導が徹底できる地域、環境、運

営者の考えを確認し、双方合意できた場合のみ新たな契約を交わすこととします。

そのためには現在も生徒が在籍している LETSとの話し合いを早急に行い、8月末までに

は拠点となる LETS名を確定いたします。

会社の経営方針は、第一に学校が目指している教育理念の実現に向けて資金面や経営ノ

ウハウを提供します。

また、学校運営理事会が決定した方針について十分理解し、その実現に向けてできる限

りの支援を行い、経営的な理由をもとにした理事会への介入は行いません。

株式会社立の学校であっても、利益を追求するのではなく、学校が教育を通して地域社

会に貢献することを評価することを重要視して、より健全な学校運営の実現をサポート

します。



２０１６年８月３日

伊賀市長

岡本 栄 様

株式会社ウィッツ

代表取締役 白根 孝一

改善計画 一部変更の申請

平成 28年 1月末に提出した改善計画書では、当時の通信制在籍数をもとに、当校の井上副

校長（現在は退職）が、伊賀市教育総務課のご担当者と相談して目標数を決め、下記のと

おり方針を提出しておりました。

＜通信制の教員について＞

添削指導ならびにスクーリングを指導要領の規定に則って実施できるよう、通信

制部の教員数を各教科１名配置し、加えて非常勤講師を各教科１名採用します。

※ただし、この配備が完了するまでは現状の通信制拠点運営会社の協力を得て、

それぞれの運営会社スタッフの中で有資格者を非常勤スタッフとして登録させて

いただきます。

  ほぼ完全な通信制教員の体制を完成させるのは平成２８年９月頃を目標とし

て募集・採用活動を行います。

具体的には、全日制 10名、通信制 10名の教員体制を目指すとしていましたが、

現在の生徒数を踏まえ、省令に定められた規定に基づいて下記の教員数を目標とする

ことにしたく、訂正をお願いするものです。

【新たな目標教員数】 全日制 8名 （全日制課程  募集人員 40名の場合）

通信制 8名 （広域通信制課程 募集定員 400名の場合）

※先に報告した教員数では、全日制 9名、広域通信制 7名となっておりますが、それを見

直すことによって上記の目標数に達します。

＜目標教員数訂正の根拠＞

（広域通信制教員数）

現在ご承認いただいている広域通信制の定員数は１２００名ですが、現状の生徒数から、

転校、退学等の情報を踏まえて、９月末の生徒数を２５０～３００名と予測します。



その生徒数を基準にすると、教員数規定では 5名となります。＜資料１＞参照

また、生徒募集を再開できた場合の募集定員を（４００名－在籍数）とすると４００名未

満では教員数５名、４００名以上５００名未満では６名となります。

現在の通信制教員数は８名ですので、資料１の規定では７００名未満までは現在の教員数

で規定数に達していることになります。

ただし、審議会や教育総務課ご担当者との話し合いでは、生徒５０名に対して教員１名が

必要という規定を使われていますので、現体制では４００名を上限としたいと考えており

ます。

次年度以降、生徒数の増加を予測して規定通りの教員数となるよう採用してまいります。

（全日制教員数）

全日制についても８名とします。その根拠は、「高等学校設置基準及び高等学校通信教育規

程の改正について」という文書には、「収容定員を４０で除した数以上で教育に支障がない

数とする＜資料２＞」とあり、現在の生徒数１６名÷４０＝１名以下となり、また、＜資

料４＞の高等学校標準法で定められている生徒数４０名以下の規定数が８名ですので、当

校も８名を目標教員数とします。

（現状の教員数における対応）

全日制教員 9 名（うち非常勤 3 名）、広域通信制教員 7 名（うち非常勤 3 名）、養護教諭 1
名＋社会 1 名（校長）というのが、現在の教員数ですが、全日制の教員を通信制に移動さ

せることで、全日制８名、広域通信制８名の人員は確保できたことになります。

＜資料１＞

高等学校通信教育規程の全部を改正する省令の施行について（高校通信制独立校の設置、

広域通信制等関係）

文初中第三五七号

昭和三七年一〇月二日   （抜粋）

4 教諭等および事務職員の数

実施校において通信教育を担当する専任の教諭、助教諭および常勤の講師(以下「教員」と

いう。)の数ならびに事務職員の数は、通信制の課程の生徒の数(以下「生徒数」という。)
の区分に従い算定した数を基準としたこと。

(1) 教員の数(第五条第一項)

生徒数 教員数

三〇〇人から一、二〇〇人まで

の場合

五人に、生徒数が三〇〇人をこえて一〇〇人までを増すごと

に一人を加えた数



一、二〇一人から五、〇〇〇人

までの場合

一四人に、生徒数が一、二〇〇人をこえて一五〇人までを増

すごとに一人を加えた数

五、〇〇一人以上の場合 四〇人に、生徒数の増加に応じ、相当数を加えた数

(2) 事務職員の数(第五条第二項)

生徒数 事務職員数

三〇〇人から五、〇〇〇人ま

での場合

二人に、生徒数が三〇〇人をこえて四〇〇人までを増すごと

に一人を加えた数

五、〇〇一人以上の場合 一四人に、生徒数の増加に応じ、相当数を加えた数

生徒数が五、〇〇一人以上の場合に、それぞれ、加えるべき教諭等または事務職員の数は、

当該実施校の教育が円滑に実施することのできる数を確保するようにしなければならない

こと。

なお、この省令施行の際、現に存する通信制の課程のうち生徒数が三〇〇人未満のものの

専任の教員および事務職員の数は、なお、従前の例によるものとしたこと。(附則第四項)

＜資料２＞

高等学校設置基準及び高等学校通信教育規程の改正について

文部科学省初等中等教育局 平成 16年 4月 1日施行

（1）高等学校設置基準

1. 【教諭の数等】教諭の数を収容定員を 40 で除して得た数以上で、かつ、教育上支

障がない数とするなど、地域の実態等に応じた弾力的な配置を可能とするよう規定

する。

2. 【養護教諭等、実習助手】高等学校には、相当数の養護教諭その他の養護をつかさ

どる職員を置くよう努めなければならないこととし、また、必要に応じて相当数の

実習助手を置くものとする。

3. 【事務職員の数】事務職員の数を、高等学校の全日制・定時制の課程の別、生徒数

等に応じて、相当数の事務職員を置かなければならない旨の規定とし、地域の実態

等に応じた弾力的な配置を可能とするよう規定する。

4. 【校舎及び運動場の面積】教育に必要な最低限の数値を規定するとともに、地域の

実態等を踏まえた対応が可能となるよう例外規定を設ける。

5. 【校舎に備えるべき施設】各種の特別教室など必要な施設については、必要最小限

の記述にとどめ、大綱的に規定する。

6. 【他校等の施設設備の使用】特別の事情がある場合は、他の学校等の施設設備の使

用を認めることを明示する。



（2）高等学校通信教育規程

1. 【課程の規模】通信制課程の規模を 240人以上に改めるとともに、特別の事情があ

り、かつ、教育上支障がない場合の例外規定を設ける。

2. 【教諭の数等】通信制課程に必要な教頭及び教諭の数の最低限の人数を規定すると

ともに、教諭については、特別の事情がある場合は、助教諭又は講師に代えて置く

ことを可能とするなど弾力的な配置を可能とするよう規定する。

3. 【事務職員の数】通信制課程の事務職員の数を相当数置かなければならないとの規

定とし、地域の実態等に応じた弾力的な配置を可能とするよう規定する。

4. 【校舎に備えるべき施設】各種の特別教室など必要な施設については、必要最小限

の記述とし、大綱的に規定する。

5. 【校舎の面積】独立校の校舎面積を 1,200平方メートル以上に改めるとともに、地

域の実態等を踏まえた対応が可能となるよう例外規定を設ける。

＜資料３＞

学級編制及び教職員定数に関する資料（公立高等学校関係）

○校長定数学校数×1
○教頭定数収容定員が２０１人以上の課程数×１

〃６８１人以上複数学科設置課程数×１

〃９２１人以上の複数学科設置課程以外の課程数×１

通信課程数×１

○教員(1)～(6)の合計数

(1)
定時制

収容定員が 40人以下の課程の収容定員の総数÷ 8
41～ 80人〃÷11.4    81～120人〃÷15
121～240人〃÷18.5   241～280人〃÷19.3
281～440人〃÷20.7
全日制

収容定員が 40人以下の課程の収容定員の総数÷ 8
41～ 80人〃÷11.4   81～120人〃÷15
121～240人〃÷16   241～280人〃÷16.4
281～400人〃÷17.1
通信制

生徒数が 1～ 600人÷46.2    601～1200人÷66.7
1201人以上÷100
(注)各課程ごとに、生徒数を上記の各段階に区分して各段階ごとに算定した



数を合計する。

＜資料４＞公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

（昭和三十六年十一月六日法律第百八十八号）（抜粋）

全日制の課程（本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の

課程とみなす。第八号において同じ。）又は定時制の課程（本校の定時制の課程及び分校の

定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。）について、次

の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規

模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数

で除して得た数（一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第十二条第一号及び第

四号において同じ。）の合計数

課程の別 生徒の収容定員による課程の規模の区分 除すべき数

全日制の課程 四十人以下の課程 八

四十一人から八十人までの課程 十一・四

八十一人から百二十人までの課程 十五

百二十一人から二百四十人までの課程 十六

二百四十一人から二百八十人までの課程 十六・四

二百八十一人から四百人までの課程 十七・一

四百一人から五百二十人までの課程 十七・七

五百二十一人から六百四十人までの課程 十八・二

六百四十一人から七百六十人までの課程 十八・九

七百六十一人から八百八十人までの課程 十九・五

八百八十一人から千人までの課程 二十

千一人から千百二十人までの課程 二十・五

千百二十一人以上の課程 二十一



株式会社ウィッツ

代表取締役社長 白根 孝一

履修回復措置完了に向けて

＜１＞７月

２７日（水）２８日（木 ）→東京会場にて実施

２５日（月）～３１日（日）→本校にて実施

実施と並行して、既卒生で未申し込みの生徒に個々に対応して、電話と訪問にて８月の

参加を促しています。

＜２＞８月

  ４日（木） ５日（金）→大阪会場にて実施

  ６日（土） ７日（日）→福山会場にて実施

  ８日（月） ９日（火）→奈良会場にて実施

２２日（月）２３日（火）→愛知会場にて実施

２４日（水）２５日（木）→岐阜会場にて実施

上記会場に加えて、本校にて１３日（土）以降、実施

＜３＞９月

  １日（木） ２日（金）→高山会場にて実施

＜１＞の個々対応で聞き取りした情報をもとに、個別訪問を含めて個別に学校教員が対

応を進めていきます。

様々な要件（妊娠・出産、海外留学中、病気入院等）を抱える生徒も多いですが、時間

がかかっても完了に向けて対応を続けていきます。

※個別対応案を別途提出済み



９月回復措置について

多くの人数を一斉に回復措置をしていくことが難しくなっているため

いろいろな方法を試していろんなアプローチの仕方を考える必要がある。

○各ＬＥＴＳの校舎を使わせてもらい回復措置を行う

ウィッツに対してかなりの不信感があり、個別に電話をかけてもほとんどが取り入ってもらえない。

現在、個別に家庭訪問も行っているが同じ状況である。その中で、人間関係ができている各ＬＥＴＳ

にお願いして、ＬＥＴＳのやりやすい方法で集めていただき回復措置を行っていく。

○通常スクーリングに、回復措置の時間割を組み込む

各ＬＥＴＳの生徒とともに、一緒に回復措置に一緒に参加してもらえるようにする。

一人では来ることのできない生徒も同じＬＥＴＳの生徒や後輩となら参加してもらえることなどが考

えられるため、組み込んでいく。

○家庭訪問を行い、面接指導を行う。

どうしても学校や会場に来ることができない生徒等に対して、個別で家庭訪問をし、面接指導として、

各教科１枚のレポート（基本的に１時間に１～２枚のレポートは完成させているため）を先生に教え

てもらいながら完成させる。そのレポートの枚数を回復措置の必要時間数分を終わらせる。家庭訪問

にいく先生はすべての教科のレポートについて勉強し、教えられる先生が訪問する。

○期間をずらしてでも回復措置を受けてもらう

留学中や仕事の関係や妊娠中など、来たくても来ることができない生徒がいる。

９月以降になったとしても期間をずらして、本校や近隣にて回復措置を行っていく。

○メディア学習を使用し、レポートを完成させる

入院中などで、面会等も厳しい生徒に関しては

メディア学習をしてもらい、レポートを完成させて提出してもらう。

○テレビ電話（ＬＩＮＥ等）を使用し、先生の指導をうけながら面接指導を行い、レポートを完成して

もらう。

○各ＬＥＴＳキャンパスにて、本校職員（１～２名）監視のもと、スクリーンで回復措置の授業を受講

本校で実際に行う回復措置の授業を録画

○各ＬＥＴＳに教員免許を取得された先生方がお見えなので、家庭訪問や各会場での授業等に協力のお

願いをする。

ウィッツは本校であり、通信生たちは基本的にはＬＥＴＳを通してスクーリングを申込み、ＬＥＴＳが

生徒達と触れ合う時間が長く、本人達をよく知っている。本校側では人間関係をすぐに作ることが難し

い。もともと通っているＬＥＴＳの意見を聞き個別に対応していく必要があると考えられる。


