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第 21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１月 19日（火） 14：00～16：54 

 

◎ 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） 

城山廣三（上津地区代表者） 

市川岳人（伊賀市議会議員） 

       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） 

 

       欠 席 委 員  東 則尚（三重県立上野高等学校長） 

 

傍   聴  12名 

 

・あいさつ（直木会長、野口教育長） 

・審議会委員、事務局の紹介 

・審議会の成立を報告（宮崎教育総務課長） 

・諮問書説明（伊室教育次長） 

 

（以下、会長が進行） 

 

１．副会長の選任について 

 市川委員に決定 

 

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：事務局の方から、今回の内容はウィッツさんのことも含めて、これ以後の話し合いは非公開

にした方がいいというご提案でした。ご説明のとおりです。そのことについて、いかがでし

ょうか。 

 

委  員：条例に基づいた形でというご提案ですので、個人の情報の識別であったり、審議会が審議す
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る内容ということを含めて尊重したい考えではありますけど、本件におきましては、マスコ

ミ・報道でも全国的に明るみになっているような状況ですので、公開することによって審議

状況をより明らかにしていくということも必要なのかなと考えておりました。しかしながら、

条例上そういった定めがあるというところも尊重しなければいけないことですので、ただ、

１点そういった指摘をさせていただきたいと思います。非公開についてのご提案に対しては、

指摘はさせていただきますが異論はありません。 

 

【伊賀市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条第２号により非公開決定】 

 

会  長：今後、審議会等が継続されていく可能性があります。今日は非公開になりますが、以後はど

ういう形になるかは随時、特にウィッツ側さんの状況に対する配慮も含めながら検討される

ことになるだろうと思います。そういう中で、特にウィッツさんの今回のことは教育の問題

が大きな問題ですので、そういうこととの関係でどういう形がより社会的に妥当かというこ

とも含めて、会の公開・非公開の問題も相談が続けられて扱われていくことになるだろうと

思います。その点は、ご了承いただければと思います。 

 

委  員：非公開となればおそらくマスコミさんは、いろんなことを聞きに来ると思うんです、終わっ

てから。それについて、きっちりとした事務方で対応していただかないと、各委員さんに来

た場合に、それぞれの立場で思惑なりがあればいろんな意見が出てきますので、きっちりと

事務方で一本化して対応していただきたいと思います。 

 

会  長：非公開になりますので、報道関係の方は退席していただきます。 

 

（傍聴者退席） 

 

３．ウィッツ青山学園高等学校をめぐる諸問題について 

４．諮問事項１・２・３にかかる調査・検証等について 

 

会  長：私どもの審議は、市長の諮問に応じて答申を出すことにあります。先程読んでいただいた諮

問の５項目は、現在学んでいる生徒、保護者にも影響を与える非常に重い内容となっていま

す。その意味で、慎重審議を行う必要があると思います。皆様方の積極的なご協力をお願い

いたします。 

      事務局の皆様と審議会のメンバーが一つになっていかないと、変な形で分裂するような意

見になってしまいますと、良い方向にいかないと思いますので、この場はとにかく本音で、

大事なことをきちんとお互いに意思疎通させていただいて、進めさせていただきたい。そし

て、先程の市長さんの諮問内容は相当な内容でございまして、これをきちんと答えるのは相

当難しい作業になるかと思います。市長さんとしては責任上その諮問に答えて何らかの意見

をまとめてもらわないと、ということですので、どれくらいの期間で出せるか時間の流れも



 3 

含めてご相談し、一歩一歩進まないといけないかなと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

      事項３について、事務局から説明をお願いします。 

 

 

宮崎教育総務課長より資料について説明 

・伊賀市の今後の対応についての考え方 

 

 

会  長：流れのご説明と、今日の会の持ち方をご後提案いただきました。今ご説明いただいたことで、

何かご質問はございませんか。 

 

委  員：募集を始めていると聞いているんですが、これとの兼ね合いはどうなるんですか。例えば、

答申でダメだということになれば、学校として認められないということですよね。しかしな

がら、片や募集しているとか、そういうことになった場合はどうなるんですか。 

 

宮崎課長：まず、今すぐに停止ということはできない。それから在校生、１・２年生を抱えている中で、

すぐに閉鎖ということはできない。法令上も改善の指導、勧告、命令という手続きを踏んだ

上で、どうしても改善の見通しが無い時には閉鎖ということになります。それから、閉鎖を

するということは、よほど子どもたちのセーフティネットと言いますか、次の転校先なり継

続して学べる環境、こういうものを一定構築の見込、そういうものを検討していく必要があ

ると考えています。すぐに閉鎖というところにはいかない。ただ、募集を停止して、とりあ

えず在校生の教育をしなさい、まだ環境が整っていない、法令に違反しているような教育実

態があるじゃないかと。このまま継続して新しい子を入学させて、法令に違反したような教

育が継続されるんだったら、新しく入学した子は不幸になるだけじゃないかと。そういうよ

うな判断の場合には、一時停止でありますとか。ここの学校は特殊でして、４月入学生が約

３割ぐらい、年度途中入学が７割ぐらいと、要するに不登校の子でありますとか、途中退学

した子がこの学校で教育をしている部分が多いです。一定期間の募集停止でありますとか、

いろいろ課題を改善するまでは少し見合わせたほうがいいのではないか、という勧告などは

あり得るのかなとは思います。 

 

委  員：新聞でしか分かりませんが、市長が募集を遠慮しろと言ったけれど言うこときかん、という

ように載っていましたが、それはそういう意味ですか。 

 

宮崎課長：それについては、後で説明させていただきたいと思います。資料も用意しております。 

 

会  長：今の段階で提出された資料を基にして、設置会社の問題点、学校側の問題点、両者からヒア

リングすべき事項は何か、さらに提出してもらうべき資料は何か、改善計画書が出されると
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いうことですが、そういう内容で整理してもらいたいという話です。 

 

 

伊室教育次長よりウィッツからの提出資料についての説明 

・資料１～資料４（教員体制について、学校評価について、通信制の教育について） 

・資料５（スクーリング実施状況について） 

・資料６（免許失効による再履修について） 

・資料７（就学支援金について） 

 

 

会  長：事項書３番の学校をめぐる諸問題について、学校の基本体制が大丈夫だろうかというのが審

議会での主な話題でした。特に、広域通信制の定数を増やしたいと、資料にもございますが

最初は全日制 60 名、通信制 600 人でスタートしたわけです。それが 900 名にしたい、1,200

名にさせてくれと。そういう中で、その拠点として上津の元の小学校を伊賀市から借用され

て始まったわけです。特に地域としては、その場所が無意味に眠ってしまうのはもったいな

いということで、当時の方々が市の方々との中で貸し出されたわけです。とにかく、そうい

う施設がありましたので、寮に入る子もいて、通学生の子もいる。あれだけの施設ですので、

全日制で学ぶ子がある程度維持するんだろう、これが第三者、私どもの学校もその時に近く

におりましたので、関わってもらいたいと要請が来まして関わる形になりました。その様子

で、現在は寮生が何名ですか。 

 

伊室次長：寮生が３名、通学生が 18名です。 

 

会  長：本校通信制も入れると 32ですね。そういう状態で、広域通信制だけが膨れ上がるような形で

来たわけです。上津の施設があれば広域通信制もできると、そういうことを利用されて広域

通信制が膨れ上がるようにして、定員を 300 名ずつ増やさせて欲しいと申請をして、結果的

には伊賀市として条件付で 1,200名まで認めました。 

      その中で起こった出来事が、寮生で一人亡くなる方が出た。それから、定員を増やすこと

ばかり、広域の人だけを早く増やしたいんだという動きが大変強かった。その度に指摘され

ていたことは、スクーリングとか添削とか一体どうなっているのか、本当にちゃんとやって

いるんですかというのが事務局と審議委員の中でのやり取りの大半でした。その中で死者が

出た。そして今回、免許更新の問題の中で不手際があったのと、広域通信制の中での就学支

援金の不正受給問題が出てきた。ですから諸問題の中、審議委員の、以前の上野高校の校長

先生も心配されていましたが、それで通信制の資料、このスクーリングの実態が出てきたの

だと思います。 

      学校現場の運営体制、管理体制ということですが、一応スクーリングの資料は提出されま

した。それから教育委員会のほうでアンケート調査をされまして、面接、添削、試験につい

てまとめたものが出されています。学校評価は丁寧にしなくてはいけないということで要求



 5 

して、とりあえず少しずつ動き出したという状態です。危機管理も教育委員会のご指導で、

まとめをされています。そのあたりで、特区の中できちんとやらなくてはいけないことが、

結局しないままズルズルきている。そんな中で今回の不手際がいろいろありました。私が感

じているのは、全日制の生徒が、あるところで少し伸びていましたが結局減って、学校全体

の経営の中心の対象者が、広域通信制の生徒に完全に意識はいっているという事実があるだ

ろうと思います。その時に、人数的に僅かな全日制の子に対する教育的配慮が不十分だった

現状が、ある問題を抱えた子が命を落とすということになってしまった、そういう現状があ

ったと思われます。やはり株式会社の発想による生徒への対応と、学校教育という場所との

ズレのようなものが、この事業体には基本的にあるんじゃないかと感じております。学校現

場の運営体制・管理体制と、バックグランドの企業体の関係、これは意識の中に、学校教育

という意識がかなり欠落したような部分のある事業体じゃないかなと心配を皆がしていたわ

けです。実際、そういう問題のある不都合は出てきている。そのあたりに関して、改善を求

めるといった場合にどうするか、事務局としてはいかがですか。 

 

宮崎課長：いろいろご指摘をいただきました。まず学校現場の運営体制・管理体制としましては基本資

料の５ページのとおりで、ご指摘いただいたとおり生徒数の推移を見ていただいたら明らか

な状況となっています。通信制の定員が 600、900、1,200 と通信制の子どもたちばかりが増

えている。ところが、教員体制の推移をまとめてありますが、子どもの数の推移に比べて、

教員体制の進捗が非常に弱いと私どもは感じております。本来なら 1,200 を超える生徒を抱

えれば、このような教員体制でやっていけるのか、事務局としては大きな疑問を持っている

ところでございます。今回提出されました資料１で、教職員の体制がまとめられております。

ここでも常勤の先生が９名、非常勤が３名、スクールカウンセラーが１名、事務職員が１名

という現行体制です。６ページにまとめた数字よりも、さらに悪くなっているような状況に

なっています。逆に、２ページに非常勤登録というのが出ておりまして、「通信制課程添削指

導、スクーリング、考査採点業務を遂行するため、LETS に所属するスタッフのうち、教員免

許所持者を本校の非常勤講師として随時登録中。」と出てきました。特区制度に基づく教育、

学校教育法に非常に抵触するのではないかと言われている部分です。構造改革特別区域法に

基づく学校の場合は、ここに書いてあります添削指導、面接指導、考査は特区の区域内で行

わなければならないと定められています。この中で、自分のところの非常勤講師として登録

して、実際には LETSキャンパスと言われている各都道府県の中にあるキャンパスにおいて指

導を、本校の非常勤講師登録をしてあるからそこで指導してもいいだろう、というような体

制運営がみえるわけですが、ここは非常に法との抵触が懸念される指導の部分になってきま

す。おそらく、特区法に基づく学校教育の中では認められない体制だと感じております。 

 

会  長：特区の制度ということじたいが、非常に掴みにくい現状がございます、特に広域通信制のよ

うな形でどんどんやる場合。LETS のような場所を、伊賀市の事務局の方が調べ上げることは

できないわけですよね、これだけの広い範囲で。ちゃんとやってくれているかどうかだけが、

信用関係でしか扱えない内容なので。そのへんを今の事業体は、本来の線に沿わないでやっ
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ているわけですよね。そこは具体的にどうさせるか、そのあたりは伊室さんいかがですか。

従わせる方向で、できるでしょうか。 

 

伊室次長：以前から審議会の委員さんにも、通信制の生徒がどんどん増えていって、教職員の数が全然

増えてこない、年２回は伊賀市へ来てスクーリングを受けて単位取得をする教育をしないと

いけないが、それが本当にできるのかというご指摘を以前からいただいて、やりなさいと指

摘をして、返ってきたのがこの報告でした。これは非常にまだまだ疑問です。資料１の２ペ

ージには、増やしますという向こうのやり方は、LETS に所属する先生を青山の本校の非常勤

講師に任命して、本校の先生の体制は充実しましたと返答しているようなものです。非常に

疑問です。問題は、特区というのは、普通は学校は国市町村か学校法人しか設置できないん

ですが、株式会社が学校を設置できる。それから、借地借家でも学校ができる。学校という

のは、個人所有でなければ学校は設置できない。それから、特に先生、英語の先生でマイナ

ーな先生が必要だということで、県教委の免許の取得が無い方でも伊賀市が免許の審査をす

れば免許をあげる、その３つが特区なんです。１番大きいのは、会社が高校教育をやるとい

うのは本当にできるのか 教育の質が担保できるのかということでした。伊賀市という地域

が特区を受けています。何が特区なのかと言うと、伊賀市で特色ある教育をやるので伊賀市

が特区の地域指定を受けている。通学生は、間違いなく青山で授業を受けている。問題は通

信制です。通信制の生徒さんは毎日伊賀市へ通えないので、LETS 校というサポート校の部屋

を、だいたい塾のビルの一室ですが、そこで通信制の教育、通学生の授業に相当するものが、

通信制であれば添削指導、スクーリング、試験が教育です。教育は伊賀市で受ける特区認定

を申請しているのに、例えば茨城であったり、沖縄であったり、名古屋での LETS校で添削指

導がどうも行われているとちがうのかと、以前から指摘をしてきました。先生の数も大丈夫

ですかと何度も指摘しておりました。学校からは、先生の数も増やします、添削指導も LETS

へ指導して、LETS で行っていませんという回答を得ましたが、非常に疑問でした。スクーリ

ングは年２回来るんですが、来てそこで授業をして、採点をして、単位を取得していくんで

すが、どうもそのスクーリングが曖昧ではないか、単位の付け方が何の基準に基づいて付け

ているのかどうも分からない、と上野高校の校長先生はそこを言っていました。事務局も含

めて、今年はスクーリングについて深く指摘をしようとしていたところですが、添削指導も

非常に疑問でしたので、そういう改善をしようとしていた矢先の経緯があります。戻ります

が、先生の数を増やしなさいと言ったら、学校から返ってきたのは、非常勤講師で学校登録

をしているだけということで、一度に 30名の先生を増やしました、と回答したのかなと思い

ます。 

 

委  員：事項書の４番の「（１）学校現場の運営体制・管理体制について」ということだと思うのです

が、事務局の指摘にあったとおり、今までの経過についても説明していただいた中で、やは

り特にスクーリングにおいて、LETS の現場において添削、面接指導が行われていたような状

況だと、特区外で行われていたという法令違反と、単位認定における基準の不明確さという

ところの問題点を指摘されたと思います。また運営体制という意味では、資料１の平成 27年
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度の教員体制を見させていただいても、常勤の教員の方もそうですが、特に事務局体制が１

名ということで、スクーリングを含めた生徒数を事務的に運営できるのかということは非常

に疑問ですし、実際は不可能なんじゃないかなと思います。管理体制ということについても、

本件における問題もそうですが、11 月に発覚した免許切れの教員が授業を行ったということ

も含めて、管理体制が不十分であったのではないのかなということについて、私は今回の件

も含めて疑問に思っております。 

 

会  長：この非常勤登録をしても、本当の改善になっていないというご理解ですよね。 

 

伊室次長：私はそう思います。 

 

宮崎課長：この方が、LETS キャンパスと言われる外のキャンパスで指導しても、学校教育法に基づく指

導にならないということです。ただ、スクーリングの時に生徒と一緒に伊賀市にやってきて、

伊賀市でその教科を指導したという場合は、非常勤登録をしている教員であるので、場所も

伊賀市で行われているので、そのスクーリングの適正さは一定認められるのかなと思います。

ただ違うところで、兵庫だとか大阪だとか、埼玉とかでやられたらダメなんです、学校教育

とは認められません。 

 

委  員：実はバスが来ることも見るんです。しかし、1,200人でしょ。果たして本当に 1,200人来てい

るのかなと思います。極端な話、非常勤講師として登録していて、来ていたらセーフだと、

来ていなかったらアウトだと、その確認というか、それらはどこでやるんですか。 

 

宮崎課長：今回資料を出させましたので、確認をお願いします。 

 

 

宮崎教育総務課長より資料について説明 

・資料５（スクーリング実施状況） 

・LETS実態調査について 

 

 

委  員：次長さんが強く強く言っていた、人数なんで増やすんだと言っていたやつですね。本当の教

育運営じゃなしに、学校運営、経営が教育運営まで影響しているということですね。ざっく

ばらんに言うと儲け主義やな。そういうふうにとられても仕方ない。 

 

伊室次長：適正な学校教育が行われていないことは明確です。LETSの指導は、どうも行き届いていない。

マニュアルはできているんです、LETS で行ってはいけません、本校で行うんです、とマニュ

アルには書いてあるんですが、実態はマニュアルが徹底されていない。 
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委  員：学校運営においての決定権というのが会社側にある。というのは、親会社未払金というのが

前年もあったんですけど、就学支援金をもらうようになってこの科目が発生しているんです。

今年、増えていますよね。親会社が何かしている決定したものがあって、何か分からないで

すが、未払金としてしか載っていないので。何をしているのか中身について内容について聞

いてほしい。親会社が学校運営を、去年よりも増えているということは、何か拡張しようと

しているのかなと。運営を審議会で決めていますが、それを外れて何かしているのかも。収

入はどんどん上がっているのに未払金が増えるということもおかしいですし。単位認定料が

１億 4,000万あるんですよ。あと差額が１億 5,700万なんです。 

 

宮崎課長：この部分について、詳細な明細を求めさせていただきたいと思います。私どももおかしいな

と思うところを抱えておりまして、少しご指摘をさせていただきます。基本資料を見ていた

だきますと、収益状況というのが７ページにあります。過去の経歴をあげさせていただきま

した。例えば、利益をあげたと思えば 24年度は急に 1,200万も損失を出したりしているんで

すが、生徒数が増えているのに、なぜこんなにでこぼこしているのかなという思いがありま

して、もう少し詳しい資料の提出を求めたところ、販売費及び一般管理費の中で、親会社と

思われる、どこへ支払ったかまでは分からないですが、経営指導料 3,600 万を払っていると

ころがあるんです。12期の分しか提出していなくて申し訳ないですが、11期の１年前の決算

書では経営指導料というのを 3,600 万、販売費及び一般管理費の中で計上していました。そ

の前の 24年度は、支払手数料として販売費及び一般管理費の中で 3,600万計上しておりまし

て、もともとの設立当初にこんな指導料や膨大な支払手数料は無かったものが、途中から

3,600万もの大きな数字で計上されるようになって、ひょっとすると私どもが懸念を持ってい

るのが、かなりウィッツで利益をあげた分を社外へ流出させるために、経営指導料といって

親会社に納めているとか、そういった実態があるのではないかと非常に懸念しております。

そこの実態解明、その金の流れまでは至ってないので、もう少し詳しい資料の提出を求めた

いと思います。 

 

委  員：27年の３月は、販売費・一般管理費の明細書も無いんですね。 

 

宮崎課長：明細書も求めさせていただきます。 

 

伊室次長：24年度の会計のときは、24年度の最後の審議会の時に、通信制の生徒を 900名から 1,200名

に上げさせてほしいと要望がありました。この時に 1,200 万赤字になった経理を出してきた

んです。それまで２年間黒字であったのに、定員を 900 名から 1,200 名にあげさせてくれと

いう時の年度だけ 1,200 万の純損益が出ましたのでという説明もありました。想定ですが、

わざと赤字にしたんじゃないかと、決算報告書を動かしたのかと思います。 

 

会  長：だいぶ伊室さんがつっこんでいましたよね、この問題は。社長さんを呼び出して説明しても

らいましたよね。 
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伊室次長：間違いでした、結局あっていました、など言っていました。 

 

委  員：勘違いとか言ってましたね。お金の流れがおかしとか、推定だけですよね。今検察庁が入っ

ていたらそういうとこまでやるんですよね。 

 

宮崎課長：もちろんやると思います。 

 

委  員：今検察庁の調査は途中ですし、方向性はまだ出てないでしょ。そういう中で、ここで方向性

は出せるのか。 

 

宮崎課長：3,600万の経営指導料は一体どういう内容なのか、どこへ払っているのか。せっかく子どもた

ちの授業料を集めてやっと収益が出てきた時に、何の経営指導料をどこへ払っているのかと

いう話をした時に、相手はどう答えるか分かりませんが、3,600万の経営指導料は非常に大き

いですよね、ここの経理規模から考えると。これだけの収益の中で、経営指導料を 3,600 万

も払うのかと私らは思ってしまいます。その流れなどを問いただしていただくことは可能な

のかなと、会社経営者側に。 

 

委  員：しかし、我々に言いますかね。前に伊室次長がかなり言っていたが、それでもこれはこれは

と言って。 

 

宮崎課長：3,600万の内訳は何ですか、というのは。 

 

委  員：例えば答弁が、そういう相手だったらどうですか。 

 

宮崎課長：そういう不誠実な対応だったら考えていかなくてはいけないです。 

 

伊室次長：結論は、親会社の東理ホールディングスが何をしているのかと言いますと、10 社の株全部を

動かしているだけです。事業を伴わない持ち株会社です。その中には酒造会社があったり、

福祉器具を作っている会社があったり、その中の１つが株式会社ウィッツ。あくまでも想定

ですが、ウィッツの収益を赤字のとこに動かしているようなものです。間違いなく東理ホー

ルディングスが何をしてるかというと、そういうことです。 

 

宮崎課長：したがって私どもとしましては、3,600万の経営指導料を払うのであれば、その中の半分なっ

と教育の充実とか、環境の充実とか、しっかりスクーリングをやるとか、そういうところに

使って欲しいという思いがあります。それで教育環境の充実が図れるんじゃないかと思いま

す、社外に流失させなくてもという思いがあります。 
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委  員：我々の審議会が求めることは、そういうことだと思います。伊室次長がおっしゃったような

ことは、もう一つ踏み込んだことかと思います。それに対しての資料提供を次回ですね、直

接ヒアリングさせていただいて。先程事務局のほうで書類を照らし合わせながら、スクーリ

ング生が本校で受けている実態についてこちらが調べるのではなくて、向こうに資料提供を

求めたいなと、そんなに難しいことではないかと思います。 

 

委  員：資料提供も口頭ではなしに、証票とか、内訳の書いたものを提示するようにお願いしたい。 

 

宮崎課長：委員さんのほうが専門ですから、こういうものを求めてくださいとおっしゃっていただいた

ら、そのとおり請求します。 

 

委  員：今まで口頭で、何回も話が違っていたりしますので。 

 

市川議員：今指摘があったように、親会社未払金と販売費・一般管理費の部分ですか、このあたりにつ

いてもう少し詳細について求めたいですね。 

 

伊室次長：今問題になったのは就学支援金の不正受給のことで、地検が捜査中でございます。このこと

については捜査中であってなかなか言えないですが、それを取り巻く以前からの学校と会社

の状況が非常に不明瞭と言いますか、今までずっと指摘をしておりましたがなかなか改善さ

れていない体質と体制についてあります。ご理解いただいていると思いますが、就学支援金

の事務手続きについては、伊賀市は書類等が経由していない制度でございます。高校卒業し

た方を LETSの現場で募集していたと言われていますが、それが捜査中ということで。それか

ら直近にあった免許失効の件、寮の中で亡くなられた件、総論すると学校と学校を運営する

会社の体質・体制が指摘はしておりましたがなかなか改善されてこなかったという経緯がご

ざいます。その中で、経理もわざと動かしているというような思いも持っていたり。会社と

LETSの関係、私どもは直接 LETSに指導が及んでいないことを見て、LETSの調査結果ですが、

高校教育、添削指導が行われているような状況がある。総論したら、会社と高校をどういう

ふうに管理監督していくのか、というのが指摘かなと思います。 

      LETSキャンパスの人が、どうやって指導体制をしたらいいか、今問われています。 

 

委  員：マンションのように経営者をまた雇うとか。 

 

伊室次長：コンビニのような体制をとられています。 

 

委  員：フランチャイズですね。 

 

委  員：塾経営みたいなものでしょ、違うんですか。 
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宮崎課長：塾と混然一体になっているような状態にあるので、その中に学校教育法に基づく学校教育と

いうものを入れて、高校資格単位まで認定しているというところに課題があります。塾内容

のほうは LETSに対して何も口出しできませんから、学校教育法に基づく教育の部分に対して

の市としての LETSキャンパスの管理、それをちゃんとやらなくてはいけないと、高校卒業資

格を与える以上はそこまでしっかり管理しなさいというのが、うちの責任であって求められ

ているところです。 

 

委  員：現状の体制では、とても通信制の LETSにおける単位認定状況に関しては問題があると思いま

す。設置認可を負う伊賀市としてはきちんとやるべきであろうという考え方です。 

 

会  長：最後おっしゃったところを、もう少し分かりやすくお願いします。 

 

委  員：伊賀市が認可するものとして、そういった不適切な法令違反が強く懸念されるような LETSキ

ャンパスを運営されているところに認可を出すのは少し難しいのではないのかなと。 

 

会  長：単純に言うと許可をもらった、その施設を使って立ち上げてもいいよと。少しずつ形にはし

ていこうとしたけれど、ある必要条件のところの体制までは本気では作ってこなかったとい

うことだと思います。特区の問題点は、伊賀市の教育委員会は小中の管轄、その中に高校管

轄を、それも株式会社立という変則なものを抱きこませるような制度として動いてきてしま

っている、これは大きな問題です。同時に、就学支援金は県の私学課が管轄で、ただ書類は

通っている。一体 LETSがどんな形で書類を集めているかすら全然見えない、ただ信用して流

して出していた。その結果、こういう結果が出たと。そういった隙間があっても、誠実に教

育機関としてやれば良かったんですが、とにかく儲かりさえすればいいというのがあって、

隙間をすり抜けるようにして変なことをされたという状況です。特区の株式会社立のような

特殊な、さらに広域通信制というさらに特殊で、LETS のようなシステムを抱えているような

体制の学校の場合の監督体制、就学支援金も含めた監督体制を改善しない限りは、本当の意

味では整理できない。それから監督体制によって、先程おっしゃったスクーリングの実施状

況と、ヒアリングで聞き出すのも良いですが、整合性をきちんとチェックする。例えば私立

学校ですと私学課から何回も来るわけです、あと会計監査も入るし、いくつもかなり丁寧に

全部の書類を見る。確認がされ続けていて、同時に私学審議会、私立学校の理事会があって、

お互いが迷惑をかけないようにちゃんとやっている。それも一切無い中で動いてしまってい

るので、どういう形かで、大きな制度であれば今の体制は簡単にはいじれないかもしれない

ですが、少なくとも監査役みたいな、もっと本気で調べ上げる監督体制を、今の教育委員会

のお二人ぐらいが細かい資料を見てやっているぐらいの雰囲気ですよね、お一人かもしれな

い。担当が一人でやっているかもしれない。その程度では、相手方は本気では動かない。そ

の表れが今回のいろんな症状として出ていて、教育委員会に対する誠意をちゃんと示してこ

なかった。そのためには本気で監督して調べ上げる、心配な点を全て調べ上げる。先程委員

さんがおっしゃたように、事務局一人で千何百人のスクーリングの処理も含めてできるんだ
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ろうかと。どこまで出てきているのか徹底的に調べ上げて、まず監督体制をもう一度構築し

直さないといけないので、我々審議会もこんな変な問題が次々と出てくるような学校を相手

に責任を負おうなんて思っていなかったわけですから、我々自身がこういう細かい資料を自

分たちの仕事もしながらとても見ていられないので、実際どうなっているのかというのは、

大丈夫かな、変だなと思うくらいで、聞き出せない状況です。この体制自体も非常に不十分

で、もっと実働部隊で、徹底的に調査して洗い出せるような実戦部隊を監督者の中に数人置

いて、どう具体的に改善してきたのかぐらいまでやらない限りは監督できないです。県の私

学課は長年の伝統・歴史で、県知事のもとに私学課がきちんと起こされて、私学高等学校全

部、幼稚園も全部の管轄ですから、これは無責任なことはできませんからちゃんとやってい

ますよ、公立高校の場合と同じで。この中途半端な制度の場合の監督体制ができていないの

で、そこが一つ大きな監督側の課題です。それともう一つは、会計上の疑問点も全部羅列さ

れて整理されて、その点を具体的にどう本気で改善する予定なのかというのをもう一度つけ

て、１月 26日に改善計画が出る予定だということですが、どの改善計画が出てくるんですか。 

 

宮崎課長：まずは、諮問事項の１番にかかる「学校現場の運営体制・管理体制」で教職員の改善にかか

る部分です。次は、サポート校に対する管理体制の改善についての計画。もう一つは、自分

のところの会社組織について。東理側は新聞報道などでは、学校法人化を目指すと安易に言

ったりしていますが、自分のところの組織が今東理ホールディングス 100％出資の組織になっ

ていますが、組織独立とかいうことを、実は１月６日に市長と面談した時に向こうが言った

りしているんです。それだったら運営組織をどういうふうにするのかという計画も出してく

ださいと言ってあります。今日審議いただいた１・２・３にかかる会社としての考え方を載

せた改善計画です。 

 

会  長：諮問内容の１・２・３に関係したものが出てくるんですね。その中に、まだここで本気でや

ってくれていないんじゃないかというのが含まれている内容ですよね。 

 

宮崎課長：可能性が非常に高いです。 

 

会  長：それに対して、どういうふうに応答してくるか。 

 

宮崎課長：それから。会長さんがおっしゃったとおり、管理監督体制の弱さというのをもちろん認識し

ております。 

 

会  長：変な状態ですよね。そちらでやってくれよ、と投げたような始まり方ですよね。 

 

宮崎課長：設置認可者としての管理監督体制の不備というのは非常に強く認識しておりまして。 

 

会  長：本当に苦労されているんだと思います。 
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宮崎課長：今うちの組織としましては教育長など中心となって、高校教育の分かる方を嘱託職員などで

配置をして、向こうへ指導に行ったりという体制を。 

 

会  長：相手は企業ですからね、学校とは違いますよ。学校は教育のために組織を作っている場所な

ので。この団体は、金儲けのために組織を起こしたグループなので、発想がまず基本的にず

れているんですよ。その人たちをどう指導するか、具体的にどこに確認していくか、もっと

難しいんですよね。そこが難しいんだと思います。学校法人の場合は、最初から教育の場所

を作ろうとして始まっていますから、歴史的に。基本的には教育だから、変なことはできな

いというのがあるんですよ。この学校で金儲けしようというのは基本的にはいないです。 続

けたいというので続けてますので ここは全然逆なので、そこが非常に難しいですね。 

 

宮崎課長： 教育のためにしか使えないですよね。 

 

（休憩） 

 

会  長：宮崎さんのご説明だと、２月上旬に審議会を今日のことを踏まえて。１月 26日に改善計画が

提出される。それは市長さんの諮問の１から３に関係することにも触れたような内容になる。

２月の上旬に審議会を開く場合に、その時は学校関係者、設置者、役員関係も来てもらい、

ヒアリング等をそこで行う。ですから、そこでヒアリングすべき内容、さらに詳細の提出を

求める内容について、今の段階で整理するということだと思います。先程いろいろ話題にし

ていただいた中では、決算関係のことが１つですね。これは宮崎さんから、こういう方向で

学校側に言っていただくということですね。 

 

宮崎課長：もちろんそうです。 

 

会  長：特に学校教育体制ですね。職員の実際の人数と、実際の広域通信制の子のヒアリングの世話

まで含めた、内部の生徒はたかだか 30名ですから９人ぐらいでどうにかやっているんだと思

うのですが、次々とやってくる場合に、さっきおっしゃっていた LETSの登録しているメンバ

ーも来るのかとか、どうやってスクーリングの世話をしているのか、スクーリングに来てい

ない部分があるんではないか、そのあたりをぶつけてどういう応答が来るのか、それが学校

体制とスクーリングの問題です。もう一つは LETSに対する学校側がちゃんと対応して指導し

ているのか、LETS 側の責任者がどこまで認識しているのか。口頭では自分たちのところ（青

山）でやっていると答えていたようですが、もう一度特区としての立場で、一体どこまで学

校でやり LETSに任せているのはどこなのか、LETS側はどこまで認識して特区という学校とし

ての立場を理解して脇役として存在しているのか、そのあたりをもう少し正確に現状を整理

してくれというのが一つですね。もう一つは、諸問題が起こった。諸問題の中に、大きく３

つあったわけですね。１つは、どんどん全体の割合からすれば非常に少ない全日制の子たち
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に起こった問題。課題を抱えた子どもさんが事故死されたという問題に対して、経営者側が

どういう反省をしているのか、どういうふうにして改善しようとしているのか。スクールカ

ウンセラーは事故の前から入っていたと思うんですが。 

 

宮崎課長：スクールカウンセラーは、事故の前から入っておりました。 

 

会  長：免許の問題は、これは学校側の確認の抜け落ちですので、そのあたりの学校体制の問題です

ね。そして今回の、LETS での支援金の不正の問題。これを統括している会社側がどのように

受け止め反省し、改善しようと思っているのか。あとどうでしょうか。そのあたりを、文書

で資料として提出してもらう。 

 

 

宮崎課長より会社役員ヒアリングについて説明 

 

 

委  員：この要請に基づいて出てくるのが、26日ですか。 

 

宮崎課長：届き次第、みなさん方へご送付させていただきます。その改善計画を見ていただいて、ここ

はどうなっているんだろうとか、事前に勉強いただけたらありがたいです。 

 

会  長：そうしますと、市長さんの動きは、３月上旬にということですか。 

 

宮崎課長：早ければということです。できたら新学期に間に合えばという思いもありまして。 

 

会  長：事前に提出された資料をいただいて、今日話題に出たことも踏まえながら確認をさせていた

だき、その中で２月上旬に開かれた時に、どういうことを問いかけるかという内容を整理す

るということですね。 

 

宮崎課長：当日の運営としましては、26 日に提出した改善計画の内容の、相手方からの説明から入らせ

ていただこうかなと思います。その説明をいただいた後に、不明なところや、そんなことで

いいと思っているのかとか、というようなことをどんどん問いただしていただくという  

中で、相手の認識や経営に対する考え方、そういったところを把握いただけたらありがたい

です。 

 

会  長：２月の上旬は、取材班はどうなるんですか。 

 

宮崎課長：来ると思いますが、相手に対する不利益処分の可能性のある審議ですので、非公開が妥当か

と思います。 
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委  員：それで収まりますか。 

 

会  長：文字が一人歩きしますからね。そういう意味では、非公開にした方が。 

 

宮崎課長：世間は、彼らが犯罪者的なイメージを持っていますから、それがまだはっきりしていない疑

いの段階でもありますし。 

 

会  長：今度は、どういう流れで非公開になるんですか。 

 

宮崎課長：諮らせていただいて、審議会の公開に関する要綱の第５条に、「審議会等の会議の全部又は一

部を非公開とする決定は、前条の規定に基づき審議会等の長が委員に諮り決定するものとす

る。」とあります。 

 

会  長：わかりました。今日の段階で確認しておくことはよろしいですか。 

 

委  員：マスコミが知りたいと思っているのは、紹介料というのが決算報告の中で入っている可能性

があれば、組織ぐるみという判断ができますよね。 

 

宮崎課長：そこなんです。そこの決算をもっと明らかに、それらが分かるような資料を。 

 

会  長：それはここでやらなくても、捜査当局で出ますよ。 

 

宮崎課長：私どもが懸念しておりますのは、捜査当局の流れと審議会で出していく答申の流れの時系列

の問題がありまして、もし組織ぐるみで詐欺行為というような犯罪に関わっていた場合、設

置者としての適格性についてどう判断するか。 

 

会  長：専門家の動きは動きとして、こことしては、中谷さんのような方もいたりして数字を見ます

から、その中で疑問としてやり取りするようなことがあっても問題ないということですよね。  

 

宮崎課長：問題ないです。 

 

会  長：その経過を踏んでおけばいいのではないですか。 

 

宮崎課長：おっしゃるとおりです。できるだけ詳細な決算の情報を求めさせていただきます。 

 

会  長：市長さんの諮問の中に、５番ですね。５番はかなりの重い内容になるので。我々としては、

在籍者がいるということもありますし、教育の場のなで、とりあえず改善を求めて、誠意を
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もってどれぐらいまで示すかというのを詰めていこうと。その中で市長さんの知りたいとい

うことも、どこかで何らかの応答をするということでよろしいですか。 

 

宮崎課長：ここには無いですが、会長さんがおっしゃっていましたうちの管理監督体制の強化、そこに

も触れていただけると非常にありがたいかなと思います。 

 

会  長：難しいですね。少なくとも就学支援金が私学課管轄であれば、連携を取らないといけないの

ではないですか。 

 

宮崎課長：今は連携体制が取れつつあります。知事もちゃんとやれと言ってくださったようで。 

 

会  長：昨日、私学の校長会がありまして、そこでもこの問題は何回か話題になっていまして、学校

法人化の話が出てくるかもしれないという話が出ていましたが、どうだろうというのが大半

の雰囲気でした。 

最後、何か確認などありますか。 

 

 

【次回審議会の日程を ２月 10日（水）13：30～ に決定】 

 

 

宮崎課長：福村さんというのが株式会社ウィッツの社長だったんですが、１月 15日をもって白根孝一氏

に変更したと報告がきています。特区法では、学校の設置する人は社会的信望が高い人でな

いといけないというのが特区法の 12条で謳われております。学校経営を担当する役員は、教

育に関する知識・経験を有する者でなければならないと謳われていますが、その審議も諮問

書の４番に構造改革特別区域法１２条に基づく適格性というお話をさせていただきました。 

      それから、募集が１月８日から行われている実態について、今年度は、市長が要請したけ

れども、会社としては改善するので止めずに募集させてくれということです。募集が継続し

て出されているということをご認識いただきたいと思います。 

 

会  長：他によろしいでしょうか。終わらせていただきます。大事な話し合いが続きますので、よろ

しくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

 

                    （閉 会） 


