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第 22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２月 10日（水） 13：30～17：15 

 

◎ 開催場所：ハイトピア伊賀４Ｆ 多目的室 

 

◎ 出 席 者（敬称略） 

審議会委員  直木葉造（会長・学校法人 愛農学園農業高等学校長） 

中谷英子（税理士） 

城山廣三（上津地区代表者） 

市川岳人（伊賀市議会議員） 

東 則尚（三重県立上野高等学校長） 

       ウ ィ ッ ツ  白根孝一（㈱ウィッツ代表取締役） 

              西尾隆一（ウィッツ青山学園校長） 

              井上 晃（ウィッツ青山学園副校長） 

       事 務 局  野口俊史（教育長） 

  伊室春利（教育次長） 

  宮崎 寿（教育総務課長） 

中浦基之（学校教育課長） 

立岡優孝（教育総務課） 

              高橋やすこ（教育総務課 主査） 

 

傍   聴  22名 

 

・あいさつ 

 

会  長：皆様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。 

     ただいまから審議会を始めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

野口教育長：皆さんこんにちは。何度もお集まりをいただいております。本当にありがとうございます。 

     今日は学校の方から出てきていただいております。いろんな内容につきまして充分ご審議を

いただきまして、これまで卒業していった子ども達や、現在、在籍している子ども達に対し

て私達の大きな責任なのかなと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

・審議会委員の紹介（東委員紹介） 

 

・ウィッツ側の紹介（自己紹介による） 
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白根社長：１月 12日付でウィッツ青山学園高等学校の設置会社であります、㈱ウィッツの代表取締役社

長に就任いたしました、白根孝一と申します。 

この度の就学支援金不正受給問題につきましては、皆様に多大なご迷惑をおかけしました

ことを心から反省し、お詫びしたいと思っております。本当に申し訳ございませんでした。 

     真摯に受け止めまして、一刻も早く正常な学校運営ができるように改善したいと思っており

ますし、これが私の使命だと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

西尾校長：校長の西尾です。よろしくお願いいたします。この度は本当にご迷惑をおかけして申し訳ご

ざいません。校長としましては、まず現在学校にいる生徒、これから卒業をしていく生徒、

また卒業して今社会で頑張っている元生徒達、この生徒達のためにもいち早く改善に努めて、

いい学校にしていき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：副校長の井上と申します。よろしくお願いいたします。 

 

・審議会の成立を報告（宮崎教育総務課長） 

 

（以下、会長が進行） 

 

１．議事録（案）の確認について 

 当日の配布となったため後日確認。 

疑義があった場合事務局へ連絡いただく。 

 

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、今日の審議については非公開の提案がありました。 

今のご提案に異議がありますでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

【伊賀市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条第２号により非公開決定】 

 

会  長：非公開になりますので、報道関係の方はご退席いただきますようお願いします。 

 

（傍聴者退席） 
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３．㈱ウィッツ提出の改善計画について 

 

会  長：最初に事務局から LETSキャンパスのアンケートの報告を受けたいと思います。 

 

（立岡がアンケート調査結果について資料に基づき説明） 

 

会  長：今、事務局が直接 LETSさんにいろいろ確認された内容について概略の報告がありました。 

     そのことの内容との関係で、今から質疑応答を行いますのでよろしくお願いいたします。 

 

委  員：LETS についてですね。 

 

会  長：このアンケートの結果報告に関係してですね。あと、LETS としてどういう立場で一つ一つの

大事なことを進めるべきであったかということとの関係の内容でしたので、今の報告で質問

がありましたらウィッツさんも口頭でお答えいただきます。 

 

委  員：このアンケートの中で、Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３で、特区内において面接指導、添削、テストの実

施をということは基本的に法令上謳われているということで、アンケート結果を見させてい

ただいても、法令に適応しているとはいえないということに関してどのような認識をされて

いるのかということについてお伺いしたいと思います。 

 

白根社長：今回いろいろご指摘いただいているもの、アンケートの内容を含めまして、広域通信制の運

営の主体の本校としては本来守らなければならないことがきちんとできていないというのは

よくわかりましたし、スタッフの状況で細かく１件１件追求して追跡したりして改善させる

ということができなかったということもあると思いますので、それを今後は改善していかな

ければならないということは深く認識しています。できていなかったということはよくこれ

でわかりましたので、こういうことがないように改善したいと思っております。 

 

委  員：ということは、法令に適合していなかったということについて現時点では認識をお持ちだと

いうことですね。それで、現状の問題点があるという中で、これから改善をしていきたいと

そのようにお考えということですね。 

 

会  長：LETS の立場での取り組みについて、少なくとも私が審議会に関わらせていただいてから以後

何度も事務局から学校の方に、今のアンケートで心配されていた内容について、度々学校側

に問い掛けがあったのですが、その時は、ほぼ問題なくやっているというニュアンスの応答

をされたかと思います。 そのことに関しては、実際はそうじゃなかったという事のようです

ので、どのようにそのことをお受け取りになっておられますか。できれは、学校と実際の現

場の先生にお願いしたいのと、今回、社長さんと校長先生までが代わられた中で、副校長先

生だけ前から関わられている方が今日来られているという中で、今回のことで、責任者が責
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任を取られて代わられたということは分かる面もありますが、責任をとられた方がこの場に

おられないということがありまして、その点、副校長さんくらいが一番現場におられ審議会

にも出られ、いろいろ経過を経られた中で、今日しゃべる立場にならざるを得ないという、

そのあたりも含めて私としては腑に落ちない部分もあります。大変お辛い立場かと思います

が、副校長先生の中でその当たりどのように思っていらっしゃるかお聞かせいただければ。 

 

井上副校長：おっしゃっていただいたとおり、過去何度もご指摘いただいていた中で、学校としてはどう

いう意図を持って適正に行っているか「問題ございません」というのを含めて、回答をさせて

いただいていたかと思います。根拠というと、過去に文部科学省が学校に調査に来られた際に、

一つはスクーリングの計画書など提出をさせていただいて、「それで大丈夫だ」という認識を、

その当時は注意をされなかったのでそれに基づいて実施をしてきたんだということと、正直申

し上げますと、各 LETS キャンパスの管理監督ということが充分にできていないという中で、

どうしても現場としては毎日の業務を流すために、確認をしっかりせず、最初に出した「こう

いうふうにしてください」という LETS への通達に基づいて実施をされてきているものだとい

う認識不足であったのも事実ございます。とはいえ、注意を受けている中で、ここ２年につい

て、これまでも本校では「体験型」というかたちで呼んでいた不適切なスクーリングに対して、

できる限り改善をしていくということでこの２年間取り組んできました。その一つとして、学

校サイドで授業を作って土日の全日制が行われていないときに授業を受けてもらうというか

たちで調整を図ったり、そういうことで何とか適正なスクーリング・・だけではないですが、

実施をしようと試みてきてはいるけれども、今回の調査を含めて充分なスピード感も含めてま

ったく、現在、適正な状況にはなっていないというふうに思っております。 

同じように、添削指導につきましても考査につきましても、設立当初からこういった形で

実施をしてきたこともあり、各 LETSに対していきなりそれを本校の主導で「こういう形でし

なさい」という調整が難しかったのも一つの理由ではありますが、結果的には、まだ中途半

端な状態で、今現在、改善しきれないままにこういう問題が発覚してきたというところでご

ざいます。 

 

会  長：LETS の管理監督体制についてはまた後で取り上げますが、今の答えに対して事務局の立場か

らはどのように思われますか。 

 

野口教育長：今、いくつか言っていただいたのですが、スクーリング・添削指導等どこが間違っていたか

と捉えられているかというのが１点、２点目はスクーリング・添削指導等行っているわけで、

生徒が居るわけですね。成績を出すにあたって、スクーリングや添削が本校でされていないと

いうことがありながら、成績を付けて送っていると、その生徒とスクーリング・添削とのあわ

せといいますか、それはされていなかったということになるのですか。３点目は、文科省が調

査に入ったときに、これでいいようなかたちだったということは、はっきり言ってこの時点で

文科省が間違っていたということですか。それもはっきりと答えていただけますか。 
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井上副校長：スクーリングについて問題があるのは、おっしゃっていただいているとおり、今いろいろな

ところ、特区外で行っていることはもちろんですし、内容的にもしっかりと教育課程に基づい

た内容で行われていないということが一番の問題であると思われます。それに対して本校の教

員が関わっていないということも問題であるというふうに捉えております。 

添削指導につきましては、本来であれば学校と生徒の二者間で通信制は本来完結するところ

でありますが、設立当初、日常的に関われる場所があり、そこで対面で人間関係、社会性を含

めた教育を行いたいという意図を持って LETS キャンパスが設置されたと思います。その中で、

レポート課題についての添削というのも、いつの間にかキャンパスで丸付けまでするという体

制ができあがってきました。ここについては、もともとのウィッツ青山学園高等学校、本校と

しての役割と、少なかったのですが管理を含めて当初から LETSで生徒の面倒を見るという仕組

みで出来上がった関係で、すぐさま全ての添削指導証明書、レポートを送ってきていただいて、

全ての生徒に対してサポートするという体制が作り上げることができてこなかったということ

が問題かと思います。 

  テストにつきましては、過去特区外でテストを実施しているということが文科省の調査によ

って発覚したと、それはおそらく平成 24年８月くらいだったかと思いますが、特区内で試験を

行われなければいけないという通達だったかと思います。ここについては、今までどのように

本校に来て受験をさせるのかというところについては、手立てが講じられておらずそのままで

す。実際に来てもらうのに交通費がかかるとか、細かい問題も含めて実態として調整がまだ出

されていないままになっているというのが真実です。 

これらについて、本校が全てを掌握して本校主導で実施できていないというについては、最

初の段階で全日制との兼ね合いがあると、スクーリングについては全日制が平日行われている

関係で、やはり土日や長期休暇にしなければならないということで、こういう仕組みが作り上

がっていったと記憶しております。添削指導については、教員数が絶対的な数として足りない

という中で全ての生徒の添削ができない、そういった中でキャンパスに委ねて実施をしてもら

おうということで出来上がっていったと記憶しております。考査については今なおそうですが、

キャンパスの方でまとめて受けさせることが妥当だろうという判断の下、構築されたと思いま

す。 

二つ目の、生徒とスクーリングとの関係で本校がどのように単位を認定しているかというこ

とについては、現状そのまま正直に申し上げますと、スクーリングの中身自体はすべて LETSキ

ャンパスのほうで計画書を作り実施をしています。その中で、本校に来て出席確認というのを

しております。出席確認の中で生徒個人個人に対して、写真撮影を実施するということと、ス

クーリングに参加したという証明の生徒個々の署名を取るということと、あと、毎回の課題レ

ポートをその場で提出させて出席ということを本校でしています。評価に関しては、基本的に

は LETSキャンパスの方でどういう取り組みを生徒達がしていたかということをスクーリング終

了後に報告として上げていただき、その報告をもって本校で成績をつけるというかたちをとら

せていただいておりました。 

三つ目の文科省からの指導がなかったという部分ですが、文科省が間違っていたということ

では決してなく、事前にこういうかたちでスクーリングを実施しますということについて正し
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いか正しくないかという判断をしていただくところが今まではなかったと認識しておりました。

そういう中で学校が勝手な判断として、こういうかたちで実施していきましょうということが

どんどんエスカレートして今のかたちになったのだろうと、私の方では認識しておりました。 

 

野口教育長：ということは、今教えていただいたように、スクーリングについても添削指導についても、

テストについても何度も何度も事務局から言っていた中身ではありますが、明らかに違反をし

ていたということは認められるということですね。過去からもそして今もということですよね。

現時点でもまだ、これから直していこうとしているだろうけど今は直っていないというで結構

ですね。 

 

井上副校長：はい、そうです。 

 

会  長：ウィッツさんは何年目になるんでしょうか。 

 

宮﨑課長：2004年ですね。 

 

会  長：12年目になられて、校長先生は表野先生が２代目。 

 

西尾校長：私が３代目ですね。 

 

会  長：それで 12年目にやられている中で、今アンケートからも一つの様子がわかってきたというこ

とで、その状態をそのままにされながら、定員枠をどんどん増やす方法を申請されたわけで

す。そのあたりの学校と親会社の方の姿勢が一つの大事なポイントではないかなと思ってい

ます。定員は 1,200名までどんどん増やしたいといいながら、今の説明では、職員体制も LETS

との関係も大変曖昧な中で、とにかく定員だけ増やせばいいという、そのあたりのウィッツ

さん関係者の基本姿勢が今回とても大事なポイントとして扱われなければならないのではな

いかと思います。 

      それでは、アンケートに関したことでさらにご質問がありますか。よろしいですか。それ

では、資料２を用いていただきまして、ウィッツさんからＰ１～Ｐ４に基づいてご説明をお

願いします。 

 

白根社長：まず、今のアンケートの結果の、こちらとしての 1,200 名にまで生徒を増やしながら管理が

きっちとできていなかったということに関しましては、本当に会社としても学校としても認

識が甘かったと思っておりますし、今後はそのようなことがないように適正なかたちでの生

徒の指導、管理ができるように行ってまいりたいと思っておりまして、それに対しての改善

計画と思っていただいたらと思います。ただ、これでもまだ甘い部分があると思いますので、

いろいろご指摘いただいて更に改善していきたいと思っております。 
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（白根社長が資料２に基づき説明） 

 

会  長：今の説明のほうで質問はございますか。 

 

委  員：確認させていただきたいのですが、一回欠席しておりましたので。設置しておられる課程は

「全日制課程と通信制課程と、この二つですね。それぞれに現在は管理職員がいない、こう

いう認識でよろしいですか。管理職員というのは校長・教頭・事務長ということです。 

 

白根社長：ですから、今のところ両方合わせて二人しかいない。 

 

委  員：そういうことですね。二つ目は資料２ページの通信制課程の説明の中で、二つ目の黒点のと

ころ、「各 LETS が教育活動を行って」とあります。この通信制課程の場合は、添削指導と面

接指導とこの二つが教育課程実施を担保している部分なんですね。これを各 LETSが行ってい

たと、高校では行っていないという認識でよろしいですか。 

   

白根社長：スクーリングに関しましては先ほど井上が説明したと思いますが、計画を各 LETS が行って、

実施するにあたってのオリエンテーションは本校へ来てもらって、その内容の、参加したと

いう確認をさせていただくというかたちのかかわりまではありますが、全体を運営したのは

各拠点の LETS。 

 

委  員：教育課程の実施の部分は本校ではなく各 LETSでやったと。こういうことですね。 

 

白根社長：そうです。 

 

委  員：各 LETSで指導していた教員といいますかスタッフです。それらの方の教員免許を所有してい

た方々は資料３ページの一覧表ということですね。ということは、免許を持っていない者が

教育課程を実施していた、こういうことですか。 

 

白根社長：一部そういうことだったいうことが言えます。 

 

委  員：免許が失効している方の問題がクローズアップされていますが、各 LETSにおいても免許を持

っていない者が教育課程を実施していた、面接指導・添削指導をしていたと、こういうこと

ですね。 

 

白根社長：認識としましては、本校に集まっていただいたかたちからスタートするスクーリングでした

ので、実際に教員免許を持っている人が行う場合もあり、そうでない場合もあったのかもし

れませんが、基本的にはここに集まってスタートするということで中身に関しても確認はし

て、ただし最終的な評価をするのがスタートだったということでいえば、免許を持っていな
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い者がやっていたということになります。 

 

委  員：わかりました。 

 

伊室次長：そもそも LETSは学校ではありません。学校ではない場所で教員が適正な教育と申して授業を

やっていたとされても、適正な教育内容をやられていたとしても場所が問題でして、それは

違法です。 

 

委  員：いわゆる一条校ではない、というところで。 

 

伊室次長：はい。塾です。 

 

会  長：よろしいですか。それでは、議長ですが申し訳ありませんが一つだけ。１ページの全日制課

程のところがで、「概ね支障なく運営できています。」というまとめ方がされていますが、こ

れは実際、支障なく運営されてなかったんだと思います。白根さんと西尾校長は新しい方な

ので、あまり詳しくご存じないかもしれませんが、私の認識では、全日制をきちっとやると

いうのが、まずウィッツさんの基本なんだと思っています。それで通信制を併せ持つと。そ

ういう中で、全日制の寮に入る子も通学する子も約 30名程度になったために、全日制の扱い

が、私は疎かになったんだと思っています。その結果、寮に入った子どもさんが一人亡くな

りました。今回の改善計画書もそのことには一切触れられていなくて、いろんな子どもさん

が来ていますから、保護者の方も必要以上にその責任を学校側に問われなかったのかもしれ

ません。詳しくは存じ上げないのですけれども。２年ほど前ですかね、一人寮に入った子ど

もさんが、寮の中で亡くなられました。このあたりの教育に関わっていただく姿勢に疑問を

感じているわけでございます。そのことと、通信制のいろいろな問題が出てきたことと繋が

っているように思います。我々の教育の営みとして、人数が少ないと簡単にお世話できると

思っている、そういう可能性があります。ところが、親元から預かる子どもがいる、それか

らいろんな課題を持った子が入って来ておられる、その中で全日制をやっておられる。その

あたりの学校としての姿勢を、今回、やはりもう一度考えていただかないと、伊賀地区を拠

点として上津の方達に元の小学校等を利用させていただき伊賀市から許可されている教育現

場としては、決して良い形ではないのではないかと、そのあたりのことは今回まったく触れ

ていません。そのあたりについて、いかがお考えでしょうか。 

 

白根社長：おっしゃるとおりだと思います。私も、１月 12日からということですので、学校現場のこと

をつぶさに分かっているわけではございませんけれども、姿勢としてどちらも甘い認識のま

ま、今までの流れに沿って若干緩んだ体制になってしまっているのではないかと認識してお

ります。現場の先生たちにも聞きまして、寮の対応をどうするかということを話もしており

ますが、保護者との話し合いも含めて、事故が起こらないような体制作りというものも話し

合っているのですが、実際には適切な対応までは至っていないということは認識もしていま
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すので、これも今回あわせて改善していくように、私も頑張って取り組んでいきたいと思っ

ております。 

 

会  長：他に今ご説明をしていただいたところに関してご質問があればどうぞ。 

 

委  員：２ページですが、学校現場の運営体制の改善方針ということで、現状体制では安定的な運営

が不可能であるということで改善していきますということですが、今の状態が具体的にどう

いうところにおいて支障が生じている、というところを踏まえたうえでどう改善していくか

というところをもう少し詳しく説明して欲しいと思います。この中で事務処理が非効率であ

るから専門の技術者を雇用してシステム構築する、いうことを謳っているのですが、そのあ

たりを含めてご説明をしていただきたいと思います。 

 

白根社長：40 キャンパスがあるということで、それぞれの状況というのを把握した上で改善していかな

ければならないと思いますし、それぞれの生徒に関しての掌握というのを離れていようとし

なくてはいけない、ということになりますと、まずは人員的に今の全日制と両方やっていこ

うということは非常に難しいということは根本にあります。それから、スクーリングを授業

形式で全生徒を対象にして行うということも、学校の教室の使用できる日程を含めますと、

教員が各教科必ず１名、プラス、引継ぎが生じた場合の非常勤講師を確保しながらやってい

かなければいけないという認識で、今回の人数を検討した結果がこの数字になっているとい

うことです。それでも事務効率がよくないという場合には手間をとられてしまうので、そう

いう意味でもシステム化をして事務入力作業等がスムーズにいくような、システム管理がで

きるような体制をとっていこうということで技術者を採用しようというところでございます。 

 

委  員：そういう認識についてはよく分かるんですが、そういう中で事務的なところにおいて、兼務

ということで通信制教頭・通信制事務長・通信制事務担当者、ということをするということ

はそういう問題認識の中からでは逆の行いなのかと考えたりします。また、平成 28年９月頃

を目標として募集採用ということですが、それ以降、この計画通りに従えば採用を行って、

できれば通常業務の運営ができるのかもしれないですが、やはりそれまでの間が、４月以降

どういうかたちなのかというのがここの中からは見えてこないので、そのあたりについて説

明をしていただきたい。 

 

白根社長：まず事務処理に関しましては兼務と書いてありますが、実際、今全日制を含めて通信制の事

務主事をしている者が３名おります。それから今回採用しようとしていますシステム構築の

技術者、こちらのほうも事務作業ができるようにしていきたいと思っております。そして新

たに通信制に特定した事務職員を３名というかたちで、その職員に関しては教員と兼務とい

うことになりますが、通信制の業務の中で常時生徒と関わるということ自体はないと思いま

すので、事務作業との兼務もできるのではないかという判断でこうしております。 

それから、９月までに常勤での採用を目指すと書いてありますが、人数的にも非常に多く、
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３月までに採用ができれば一番いいのですが、できなかった場合を考えて各拠点の LETSの教

員免許を持っている方に非常勤として業務委託をさせていただきたいということで、そこで

ある一定の期間は、或いは、ある教科に関しては、スクーリングもできるような体制をとっ

ていこうと思っているわけでございます。 

 

委  員：各 LETS からサポートしていただくということですが、現状、各校においてやっている中で、

更にプラスα本校に来てというようなかたちで、本当に現実としてそういう体制がとれるの

ですか。それで間違いないですか。 

 

白根社長：それは今、打診している状況では「協力します」ということを言っていただいていますので、

可能だと思っておりますが、実態は私もまず中に入って確認してみないと分からない状態で

すが、可能だということで各 LETSのオーナーの方からも私のほうに連絡は入っております。 

 

委  員：わかりました。 

 

宮﨑課長：１点事務局からもよろしいでしょうか。この改善計画の中で非常に大きな視点がひとつ抜け

ておりまして、それは今の在校生の問題です。というのは、先ほどから教育課程違反があっ

たということを素直に認めておられるわけですから、非常に厳しい言い方をしますと、今の

いる子ども達はきちんと学校教育法に基づく教育がされてなかったということになるわけで

す。前に免許の更新漏れで履修漏れということで再履修というようなことが起こりましたが、

したがって、これを今認めたということで法令違反によるスクーリング、或いは添削指導が

行われていたということになれば、今いる子ども達はきちっとした卒業単位を習得しうる教

育を受けておらなかったという状況になってしまいます。この再履修をどう構築していくの

か、非常に厳しい問題ですが、将来はこうして多くの先生でやっていくというのも分かるん

ですが、現に今学んでいる子ども達が実際に言わば法令違反の教育課程に違反しているから

本来なら高校の単位としては認めることができない教育課程を受けてきたわけですよね。じ

ゃあここのフォローアップをどうするのか、ということがここでは非常にこの改善計画の大

きな部分になってくるのではないかと思いますので、そこの部分をどうするのかをしっかり

考えていただく必要があるのではないかと思います。 

 

委  員：特区の認定を受けられた、その特区のどういうことについての認定を受けられたということ

については、この教育課程の学習指導要領や関係法令、この一部適用を除外されたというこ

とではございませんよね。そういう特区ではないですよね。 

 

伊室次長：教育特区は、「株式会社立」というのが一つ大きなところです。校地校舎が借地であってもで

きる、これは今、全国化されました。それから特別免許状授与、という三つがあったのです

が、特別免許状授与は今はいませんが、当初英語の先生を寮で住まわせてネイティブな英語

の授業をしようということで、その方は外国の方で、学校の免許はもらえているが、県教委
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の認定が無いのでこちらが指定したということです。その方は現在居られない、借地可は全

国化している、問題は株式会社立ということだけです。それが大きな特区なのですが、特区

は伊賀市内で行うことが特区です。その特区の内容はこの場合は教育です。伊賀市に特化し

た教育を、それが意育という教育を伊賀市の青山で行う事が認められたのが特区です。特区

の内容は、学校を設置しましょうと、学校設置は教育ですので全日生、寮生、通学生がおら

れる、全日制は授業です。通信制の教育は何かというと面接指導、添削指導、試験、これが

全日制の授業にあたる教育なんです。それは伊賀市内で行う事が必要ということだから伊賀

市以外で行われて、何を正等に行われていると言われても問題外ということになります。 

 

委  員：今事務局からあったように、通信制課程においてのスクーリングにおいての法令違反という

かたちの認識はあるということですから、であるなら単位認定がそもそも覆ってくることに

なりますので、そのあたりのフォローアップの話がありましたが、再履修を行う意思がある

のかどうか、意思があるのならどういう体制を組んでいくかという計画についても説明いた

だきたい。 

 

白根社長：実際に今お話があったような、今までの法令違反に関してどうするかということに関しては

この計画書にも入っていないとおり、まだ認識が甘かったということと思いますので、もう

一度、改善計画についてはそこを踏まえて出させていただきます。 

 

委  員：高等学校学習指導要領ですね、通信制課程に関係する規定がいくつかあります。それが全て

一部どうなったと、法的妥当とする観点から検討されてどのように指示いただいているのか。

可否の否の部分についてはどこなんだと、ここはクリアしていると、きっちり区分されてお

示しいただき、否の部分についてはどう対応されるのかということをお示しいただければと

いうふうに思います。教育的適否よりもまずは法的適否。まずはそこだと思います。改善の

前に。 

 

会  長：今、宮﨑課長さんが突っ込んだ話しをしていただきましたが、その内容は相当深刻で普通自

分の学校で責任を負っていたとすると、とてつもない難しい課題なんです。どうやってそれ

をもう一度やり直すかとか、そういうことになりますと途方に暮れるぐらいの内容かと思い

ます。 

少しそれますが、今そういう具体的な内容が改善して、穴埋めすべきなら穴埋めすべき大

きな内容がある状況の中で、新たに生徒を入れられるかという問題です。募集を続けてでき

るかというと、とても無理じゃないかと感じます。本当に今の問われていることを受け止め

て、まず今預かっている子ども達に責任をきちっと果たすことを、まず第一優先にされた場

合には、新たに今まだ体制も落ち着いてもいない、職員も誰もいない、そういう中で募集を

続けようとしていること自体が非常に大きな疑問を持たざるを得ないのがありまして、学校

が存続する方向で行く場合、まず一旦立ち止まって、今いる子ども達に対する、今、委員が

おっしゃったように否の部分の整理をきちっとされて、ほぼ見通しが立つようなところまで
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具体的に経過を立てられたうえで、もう一度全国規模での募集を始めるのであれば分かりや

すいのですが、今これだけの課題があるということが徐々に整理されている中で募集を続け

ているということは、私としては大変受け入れがたいというような印象を持っています。 

     それくらいの内容を事務局からも言われたのだと思います。どの部分が否でどの部分をもう

一度やり直さないといけないというあたりまで、本当に整理しないと法律違反のかたちで単

位認定をされていた状態の、それが結構平気でしてしまった学校だということになってしま

いますので、そのあたりは誠実に受け止められたほうがいいのではないか、という思いはし

ます。 

      今の説明の内容でご質問が他にありますか。よろしいでしょうか。 

      それでは、事項３（２）について、改めて資料６ページ～10 ページにかけてご説明をお願

いします。 

 

（白根社長が資料２に基づき説明） 

 

会  長：今の説明に関してご質問がありましたらお願いします。 

 

委  員：Step.１～Step.５と、７ページ、８ページにおいては問題、課題について①～④までという

ことですが、それを踏まえて LETSを各拠点に分けてそのような状況の把握に努めていくとい

うことですが、テクニック的にはそういうやり方を否定できるわけではないと思いますが、

結局いろいろな問題が生じてきたときに責任の所在がすごく不明確となるのではないかとい

う懸念がひとつあります。実際全ての LETS校を常時巡回していくということは不可能という

ふうにここに記してありますが、私自身この数が多いのか少ないのかよくわからないですが、

これは是非巡回して監査してくというのが運営する側の責任であるということですから、こ

れはしっかりとやっていただかないと、これができないということであればこれは LETSとこ

の展開をしていくということ自体が無理なのではないのかということが考えられます。その

あたりもう少しご認識をしっかりしてほしいということが一点と、あと 10ページの看板表示

や名刺の件ですが、現状の表示方法が法令に違反していると、学校教育法 135 条に違反して

いるような方法、形態をとっている方法をして生徒の募集を行っているということですが、

完全実施までに各 LETS校のオーナーさんと話し合いを持っていくということですが、違法性

の認識をしているということでしたら、そういう話し合いというようなことではなく即時撤

去をして違う表示をしていただくということを指導というか、そういうかたちの体制を取れ

ないと今後も同じことが行われていくのではないかというようなことも考えられますので、

このあたりを説明していただきたいと思います。 

 

白根社長：まず、各 LETSを巡回して把握することができないということに対して、しなければいけない

のではないかということに関して、確かにしなければいけないというのは確かにそう思いま

す。この Stepの中で、私どもが今までできなかったことをきちんとできるようにするために

はどうすればいいか、ということを説明させていただくわけですから、「そうはできない」と
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いう異議があるなら契約を解除していく話をする必要があり、この 40という拠点も減らして

いくことを認識しています。まずはそれがどれだけになるのかということを次の機会にも説

明をさせていただきます。それで、例えば 40 拠点が 20 拠点になりました、ということであ

れば巡回することも可能になると思いますし、そのための要員を確保していこうかと思って

おりますので、当然設置会社として、といいますか、学校として教育の拠点の管理監督をす

る責任がございますので、その体制が取れるようなかたちで、この Stepを踏みながら整えて

いきたいというふうに考えております。 

      それから、看板・名刺については、ずっと私どもと一緒に通信制の拠点を構えてくださっ

た方々の中にこういう意見があるわけです。そこから、「最初からそういう説明はなかったで

はないか」ということをよく言われますので、変わったんだという認識と、これが変えられ

ないのであれば「継続して通信制の拠点をお任せすることはできない」という説明をしてい

こうと思っておりますので、それは話せば分かるのではないかと思っています。当然これに

ついても、強く認識をしていただくように話し合いをしております。 

 

委  員：不正受給の件についても、LETS が行ったということで認識もしていなかったし、責任につい

ても現時点では何ともいえない状態ですが、そのあたりであやふやな状態になっていること

が考えらます。今後どんな問題が起こってくるかわからないが、LETS 校における責任におい

て本校がしっかりと指導監督が行える体制を持って LETSにおいてもしっかりとその責任を果

たしていくというような明言がないと、何ともこの現状の問題、認識とこれからの改善計画

というところについては少し難しいのではないかと考えます。 

      後一点ですね、「ウィッツ青山学園高等学校」という学校名の表示ですが、レイアウトを小

さくするというようなかたちでご提案いただいていますが、こういうふうな表示自体は問題

ないのですか。 

 

宮﨑課長：先ほどもおっしゃっていただいた学校教育法 135条、ここの規定では、「大学または学校でな

いもの、いわゆる学校教育法に定められた高校・大学でないものは、高等学校・大学という

名称を用いてはならない」ということが規定にございます。大きさが大小にかかわらず、厳

しく言うならば、その名称を用いること自体が学校教育法 135条に抵触するのではないかと、

非常に思われるところです。したがって、まだ「ウィッツ青山学園」で止めていただくとか、

高等学校とか大学という名前は、学校教育法に基づいて設置されたものでないと使ってはな

らないとされています。名刺もそういったかたちです。 

 

白根社長：わかりました。すみません。 

 

委  員：関係法令の精査というか、そのあたりの認識がすこし不足されていますし、もう少ししっか

り調べていただいたうえでしていただかないといけないと思いますし、しっかりとよろしく

お願いします。 
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会  長：他にどうでしょう。 

 

委  員：今改めてご説明を聞かせていただいて、会長さんもおっしゃっていただいたのですが、在校

生と卒業生に対するその責任をどう取られるのかということがまずあって、その次にこれが

来るのだと思うんです。運営の工夫とか改善とかいう前に、現在学んでおられる生徒さん、

卒業された生徒さんに対してどうするのかということの次だと、強く改めて知ったんです。

校長の責任において認定をしていくということがいくつかあります。単位習得認定・進級認

定・卒業認定ですね。それがどうなるのか。たくさんの卒業生がおられると思いますが、そ

こに対してどう対応するのか、これをまず取り組んでいく必要があるのではないか、そのう

えでの話だということで先ほどの説明を聞かせていただきました。 

 

会  長：他に何か、教育特区に関係するご質問がありましたら。よろしいですか。 

      それでは、次に事項３（３）の説明を、資料３、３－２、３－３を使って事務局から説明

をお願いできますか。 

 

（宮﨑課長が資料３、資料３－２、資料３－３、資料４、資料４－２に基づき説明） 

 

会  長：それでは資料２に戻りまして、４ページからの学校運営体制の改善案についてご説明をお願

いします。 

 

（白根会長が資料２に基づき説明） 

 

会  長：今のご説明に対しましてご質問等ありましたら。 

 

委  員：５ページの①に関して、今まで多くの委員さんが問題点・課題点を指摘されました。いわゆ

る免許失効による未履修問題の解決、LETSにおける法令違反の認識不足とか、いろんな課題・

問題点があるのですが、本当に現場の校長さん以下教諭さんがどこまで把握されていたのか

ということと、現場の意見がどこまで通るというというか、影響があるか、そういうことを

明確にしていただきたいと思います。というのは、やはり一番現場を分かっているのは現場

の先生方だと思いますし、それを上がどのように汲みあげていくか。今まで改善策は出され

ていますがこれを実施するには、やはり一番現場の校長さん副校長さん教諭さんがポイント

だろうと思います。そういったところをどのように改めていくか、一度にかなりのウエイト

を占めた学校運営が現場の意見を吸いあげて本当にできるのかどうか、そのへんを教えてく

ださい。 

 

白根社長：私は、一度社長を退いた人間が急遽社長をするにあたりまして親会社の福村社長とも話をい

たしました。基本的に認識としては、東理ホールディングズが子会社として㈱ウィッツをも

って学校経営にあたるということはふさわしくないのではないかというのは認識として持っ
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ております。ただし、上場企業ですのでこれを、例えば完全に切り離すとかどこかに寄附す

るとか、そういうことを考えた場合、基本的には株主総会になってしまいますので、それは

すぐにできるかどうか分かりません。ですけれども、私が就任するにあたって約束をもらっ

たのは、とにかく学校運営の正しいやり方がきちんと実現できるように私に動いてくれとい

うことで、私は社長就任を承諾いたしました。「それがなければ私はできない」と話をしまし

たので、これはもう私と福村社長との話を信じていただく以外にはないのですが、これがで

きないのであれば私もさらに親会社の意向で適正な運営ができない状況があるようであれば、

私も退かないといけないと思いますし、本当に重大な今回の事態に関しての責任というのを、

会社全体として痛感して改善しようという思いで私はおりますので、そこは是非信じていた

だくしかありませんし、その都度いろんなことが起きたときにご相談させていただくのは三

重県教育委員会であり伊賀市教育委員会様であると認識しております。それを追認するとい

う条件で今回私は社長に就任しました。 

 

委  員：ということは現場重視ということですね。 

 

白根社長：そうです。ですから今までなかった理事会というものを設けて、私が現場に入っていいかど

うかという事含めてご相談しながら、校長・副校長・教頭、それからそれにふさわしい方に

中に入っていただいて理事会の運営をしていくこと、それは経営に関わる金銭面・経済的な

こと、学校の教育方針、運営方針、それを決定するのが理事会だというふうに考えておりま

す。 

 

委  員：今の現状というのは、株式会社である以上営利団体ですね。利益を出さなければならないと

いうことは私は分かりますが、どうも経営方針の中に学校運営があるような気がしてならな

いのです。私は教育関係のことは詳しくは分かりませんが、素人から思っても平たい言葉で

言わせていただきますが、やっぱり金儲け優先主義がまず出て、その手段として学校経営を

しているような気がしてならないです。ということは、くどいようですが本当に現場で問題

点・課題点を逐一解決していってそれであればこんな問題にもならなかったですし、会長さ

んが言われた２年前のようなことも起こらなかっただろうし、そこはきっちりと抑えていた

だかないとまずいなと思います。 

      そんな中で、先般聞かせていただいたのですが、４月以降、今度３名の方が入るのですか。

そういうことも聞いています。そんな中で３人を採り、通信制も募集しているんでしょう、

おそらく。やっぱり経営が前に出ているようにしか思えないのです。だからそれをきっちり

押さえていただかないと、と思いますね。 

 

会  長：他にいかがでしょうか。 

 

委  員：経営指導料が 100 万から一気に 500 万ですか、年間６千万円。これの金額の算定方法があり

ましたら教えていただけますか。 
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白根社長：それは私がやったわけではなくて、算定方法については契約書の内容のウエイトがどうなっ

たかということと、会社の経営状況の中でどこまで指導能力があるかということで決めてい

るのではないかと思います。他の子会社に関しても経営指導料として１千万以上経営してお

ればもらっているところもありますので、それについては親会社の算定になっておりますの

で、私を含めてここにいるスタッフと算定方法については認識しておりません。 

 

委  員：実はここが税務調査のときに一番問題になって、管理項目が一番調べられるところなのです

が、何をもって指導に対しての報酬なのかということを具体的に数字でもって、例えば何％

というかたちで皆さんされていますけど、そのへんを我々税理士は対価の合理性や価格の合

理性そういう面をすごく調べて、それが課題であれば調べられるというかたちのものになっ

てきますし、あと問題なのが、「営業権」が発生していますね。毎年 400万の減価償却されて

いますが。 

 

白根社長：この営業権は、時系列は分からないのですが、一時期私どものグループ会社の中の「ソウケ

ン」というところに通信制の研修ですとか、管理を委譲したことがあるんです。それを再度

ウィッツのほうに戻すというときに支払ったものの減価償却の分ではないかと思います。 

 

委  員：実際営業権はお金を払った。 

 

白根社長：実際にお金を払ったというよりも、お恥ずかしい話ですが「ソウケン」というところから各

キャンパスからの単位認定料等を「ソウケン」に入金をさせていて、それがウィッツの方に

入ってこなかったということがありまして、その分に関して 1,500 万くらいあったと思うの

ですが、それを帳消しにする代わりに全てウィッツの方で管理をするように営業権を戻した

というかたちで処理した分の残りだと思います。 

 

委  員：契約書とかはありますか。残してくれていますか。 

 

白根社長：それは私は分からないですが、私が社長をしている時に、あまりにもずさんな管理をされて

いるものですから、それを解消してほしいということで私がお願いをして、そういう形で解

消していったということです。契約書に関しては親会社に確認してみます。 

 

委  員：あと、商標権も同じような 1,300万。とありますが。 

 

白根社長：それは、意育特区という、意育という名前、商標を前校長の畑氏が所有しておりまして、彼

がやめるときに交渉をして、共同使用というかたちで商標権を契約させていただいたという

ことで、その分の費用だと思います。 
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委  員：支払手数料の中で業務委託というのがありますね。 

 

白根社長：前期の分であれば、畑校長がまだ勤務をされていたときの勤務の分で、畑校長はウィッツの

社員ではございません。意育推進プロジェクトチームという合同会社がありまして、そこの

社員だった者を校長として業務委託を行っていた、これはもう７年くらい続いていたと思い

ますがその費用でございます。それから、井上副校長も当時は教頭として意育推進プロジェ

クトの一員でしたので、二人の分が業務委託費用となります。 

 

委  員：金額的に気がついたのが、紹介手数料というのがありましたがこれは何の紹介手数料ですか。

今問題になっている入学斡旋の分ですか。 

 

白根社長：一時期全日制の中で中国人の留学生を紹介してもらったことがあります。これはいろいろな

高校で留学生を斡旋されていたというところにお願いしていたと思うのですが、そちらのほ

うから紹介をしていただいた時の規定の紹介手数料を支払いしたものだと思います。 

 

委  員：それはどこへ払ったのですか。 

 

白根社長：私はどこへというのは明確には覚えていませんが支払先を見れば分かると思いますので、こ

れは報告させていただきます。今、就学支援金関係の中で生徒の紹介とかいうことに関して

は、ウィッツが加担していることはありません。こちらからお願いした留学生の紹介の分で

す。 

 

委  員：今問題になった就学支援金が決算書に１億５千７百万円。単位認定料が１億４千万が計上さ

れています。 

 

宮﨑課長：12期の決算書の損益計算書です。 

 

委  員：それはどうなりますか。一旦経理上もらった時点ですべてこの単位認定料にいきますよね。 

 

白根社長：単位認定料といいますのは、私どもが明示している 11万８千円の人数分として計上している

ね。 

 

井上副校長：これは、本来、三重県が就学支援金のほうを担当されていて、そちらとはお話をさせていた

だいていて、単位認定料としては 23 万 7,600 円が本校に定めるところになります。これに対

して就学支援金は所得に応じて０円から本校の場合 23 万 7,600 円まで受給されることになっ

ております。そのうち LETS から生徒一人につき単位認定料の半額を㈱ウィッツのほうに支払

っていただくというような契約になっておりますので、おもに授業料として計上されているの

は、その LETSから支払われるべき生徒一人あたり 11万 8,800円の額が１億４千万としてここ
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に上がっていると思います。 

 

委  員：残り半分はどこへもって行っているのですか。 

 

井上副校長：残り半分については、基本的には各キャンパスでの取り分になっています。 

 

委  員：キャンパスは、会計は一緒じゃないんですね。特別会計になっているのですか。 

 

井上副校長：LETSとは別会計です。 

 

委  員：別会計ということはこの決算書はどうなるのでしょうね。二つあるということですか。 

 

井上副校長：いいえ。㈱ウィッツとしてはこの出させていただいている決算書しかありません。 

 

委  員：分かりにくいですね。 

 

宮﨑課長：本来なら就学支援金というのは学校しか受け取れないわけですから、もし仮に一人当たりの

23万 7,600円の就学支援金があれば、その全額がいったん㈱ウィッツへ入って、そこから LETS

キャンパスに支払うべき分があれば LETSキャンパスへ支払いのほうの費目で出ていくのが本

来ではないかというご指摘だと思います。 

 

井上副校長：おっしゃるとおり、本来であれば生徒から直接ウィッツ青山学園のほうへ振り込んでいただ

いて、そのうち半額である 11万 8,800円を各 LTESへお支払いするという手続きが一番正しい

方法で三重県と話はしているのですが、今事務手続き上、生徒が直接㈱ウィッツに支払うので

はなくて、生徒から各 LETS が代理徴収して、LETS から㈱ウィッツに半額である 11 万 8,800

円を支払っているというような経理の体制になっておりますので、結果的にここに計上されて

いるのが 11万 8,800円のみということです。 

 

宮﨑課長：本当は就学支援金の法律的な流れからいくと、今の経理の処理というのは非常にまずいんで

すね。就学支援金というのは学校にしか支払われないのですから、まずは学校が全額を受け

取ってそれから LETSキャンパスが手数料になるのか何になるのかは分かりませんが、そうい

ったかたちで支出をしないと、法律的な部分では少し課題です。 

 

井上副校長：一応、三重県教育委員会のほうにお話をさせていただいて、そこの処理についても報告させ

ていただいて現実はこうですと、それに対して駄目なところはどう改善してくださいというこ

とについては改善しなければいけないところだとは思います。 

 

宮﨑課長：学校ではないところに就学支援金は支払えないので、というかたちです。 
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委  員：それは改善してもらいたいとして良いですか。 

 

宮﨑課長：三重県が今指導に入ってますので、それに応じて改善はしていただけると思います。 

 

（東委員退席） 

 

委  員：㈱ウィッツの組織図を見させていただいているのですが、代表取締役社長以下取締役及び監

査役が東理ホールディングズからの役員派遣というかたち、且つ、東京本部においては社員

の方がいらっしゃるということで、経営に関しての独立性とかそういう観点からいくと、こ

ういったかたちをつくると独立性というとこからは口頭でおっしゃっていただくのは簡単で

すが、組織的なところで独立性を保つというかたちになっていないのかなと思うのですが、

いかがですか。 

 

白根社長：これに関してはこの組織図自体を改めるようなかたちで・・ 

 

委  員：今後これを改めていくということですか。  

 

白根社長：はい。改善して独立性を保てるような状況にしたいと思っていますし、取締役会は存在しま

すけれども、先ほど言いました学校運営の理事会を作ることによってそこで独立性を保たせ

たいと思っております。ただ、経営上の資金面のことがありますので、完全に切り離したと

きが資金面の補填ができなくなると思いますので、資金面だけの拠点といいますか、バック

アップをしてもらおうという体制にしていこうと思っています。 

 

委  員：全ての取締役の方がということですので、すこし会社のバランス上問題なのかなと思います

し、あと、大阪支部において関西 LETSキャンパスの窓口というかたちで、これは年末段階の

状況ですので改善することなのかもしれないですが、LETSキャンパスのこの組織図からする

と、ウィッツ青山学園が統括すべきところなのかなと思うところが、一部独立しているよう

なかたちですが少しこういうかたちも適切ではないのかと思います。 

 

白根社長：これは無くしたいと思っています。 

 

委  員：東京本部というのはどのような。 

 

白根社長：東京本部に関しては、決算上の経理処理をするために必要な人員としておいております。で

すから、日常の経営に関しては本校のほうでやって、決算上の処理がどうしても必要になっ

てきますので、これは親会社に対しては業務委託というかたちになると思いますが、上場会

社の決算処理ができる人間を雇うよりは他の経理をやっている人間に親会社のほうに任せた
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とほうがいいという判断でこうしています。決算書の作成要員と思っていただけたらと思い

ます。 

 

委  員：これはまた見直すということですね。ということは、新たに通信制の組織ができますね。そ

ういうところも入れていかなければということですね。その上に校長先生、副校長先生がい

るというかたちですね。 

 

白根社長：そうです。 

 

委  員：あと、取締役の交代を今後行っていくと思うんですが、前回事務局からも指摘があったと思

いますが、役員の交代は当審議会にも諮るべき案件であって、それがあってからの役員交代

という理解で事務局の方はよろしいですか。 

 

宮﨑課長：はい。特に学校の経営に関して経験を有する役員、経営を行う役員の社会的信望が特区法第

12条で求められていますので、学校運営を行う役員もしくは会社経営を行う役員の就任につ

いては、就任までに当審議会に内定した段階で諮っていただく必要があろうと思います。 

 

白根社長：今回の就任に関しては諮る前にということでしたので、それについては大変申し訳ありませ

んでした。 

 

宮﨑課長：もう一点事務局として危惧させていただいていたのは、先ほど委員さんもご指摘いただいた

のですが、コンサルティング契約によって、運営全てを、一言で言えば例えは悪いですが、

東理ホールディングズさんに運営の方を丸投げしているのではないか、というのがこの実情

ではないのかなと思います。例えば丸投げ状態じゃない役員の何名かは入られるのはもちろ

ん株式会社の資本の関係でやむを得ないとは思いますが、独立した学校現場におられる㈱ウ

ィッツとしての考えをしっかりと持った役員の方が単独でここに入られるということも本当

に必要になるのではないかと思います。伊賀市側から見ると、伊賀市は㈱ウィッツに学校設

置の認可をしたのであって、東理ホールディングズさんに学校設置を認可したのではないの

だというのが伊賀市の立場なので、東理さんの丸投げ状態ではなくて㈱ウィッツさんとして

しっかり意思を持った経営体であって欲しいという思いです。 

 

野口教育長：先ほど委員さんがおっしゃられた、コンサルティング業務報酬は 100万から 500万とか 700

万とか、これは東理が決めるとおっしゃっていただいていましたが、たとえば今度 1,000万出

せといったら出すことになるわけですよね。このままでいけば。今度、どういう根拠で増えた

り減ったりするのかというのを出していただくことはできますか。 

 

白根社長：親会社に確認します。私の認識では傘下に７社あります。上場会社として維持管理するため

の人員、監査法人に支払うための費用、その他、役員がそれぞれの会社の業務を管理監督す
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るための費用というのを総合して東理ホールディングズを維持するようなものを按分してい

るという認識でおりますので、細かく、何をしたからいくらという規定があるわけではない

と思いますが、それの算出基準があるのであれば親会社から出してもらうように依頼します。 

 

野口教育長：お願いします。 

 

伊室次長：私からも一点。４ページに書いていただいているように構造改革特区法 12条で「社会的信望

を有すること」、今の役員の方はおりませんと。「学校経営を担当する役員が学校を経営する

ために必要な知識または経験を有すること」最初からそうですか。白根さんは開校当時から

おられました。充分認識はされているはずだが、「有しておりません、私は不十分です」と逃

げてはだめです。 

 

白根社長：いえ。認識しているだけで私は改善しようと思って入っているわけでして、ただみなさんの

認識で私では不足であると。 

 

伊室次長：なら一掃してもらわないと。構造改革特区法違反だ。違反中だからやめてもらわないと。     

㈱ウィッツはもう名前だけでしょ。東理が学校設置者だ。こんなのは改善計画と書いただけ

だ。こんなのは何もお金は下りてきません。東理から外さないといけないでしょ。㈱ウィッ

ツが独立して学校経営をやらないことにはお金は下りてきません。そんな組織図になってい

ます。これを見れば分かる、全部吸いあげられている。社長さんはまだ老松酒造の社長をや

っておられるのか。 

 

白根社長：いえ、役員です。 

 

伊室次長：役員でしょう。それなら㈱ウィッツの金が流れるじゃないですか。そうではないですか。 

 

白根社長：それはありません。 

 

伊室次長：そうです。それならウィッツの金はどこへ行ったんですか。証明してください。こんなのは

信用できません。この改善に一体いくらかかるんですか。予算書を持ってきてください。相

当な金が必要ですよ。それは㈱ウィッツには金は出せません。全部東理から出す必要がある

んですね。㈱ウィッツと東理は一緒だから。どうですか。 

 

白根社長：ただ、今の状況をすぐに・・ 

 

伊室次長：今現在構造改革特区法違反です。自ら認めてくれている。役員も違法ですと自ら認めていま

す。「私達は違法ですがたちまち役員についています」という感じ。それで一定の猶予をくだ

さい、一定の猶予なんて無いですよ。だから認識が甘い。今どういう会社の状態、学校の状
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態かという認識が甘いです。以上です。 

 

会  長：では次に、事項３（４）について学校のほうから説明をお願いします。 

 

（井上副校長から資料２に基づいて説明） 

 

会  長：今の説明で何かご質問があれば。 

 

委  員：体験型スクーリングは、もう今後行わないということですか。 

 

井上副校長：そうですね。次年度以降については全て授業型を実施できる体制を構築していきます。ただ、

本来の生徒からすると、もちろん体験型の方が有意義な場合もあるかと思いますので、そこの

部分に関してはこの授業型スクーリングの中の特別活動というような位置づけで教科とは別

のところでの体験というものを実施させていただこうということで考えております。 

 

委  員：基本的には授業型スクーリングだということですね。 授業型スクーリングをやるにあたって、

20名から 50名の教室で一回あたり 100名ほどの参加を見込めるということですが、これは体

験型スクーリングにおいて問題になっておりましたが、宿泊施設における授業が違法な授業

形態で行われていたということで、一度でそれだけの 100名あまりの生徒を受け入れるとい

うことは、そういった宿泊施設の「あて」というのは考えていらっしゃるのですか。 

 

井上副校長：現状手立てとして考えているのは、伊賀市内のビジネスホテルに事前に会社として契約をさ

せていただいて、日程については年間を通じて決まっておりますので協力をしていただくとい

うことが一点、とはいえ宿泊施設が限られているのは確かですので、その部分についてはまだ

検討が必要かと思います。 

 

委  員：まだそれについては詰められていない段階だということ。 

 

井上副校長：そうですね。具体的にスクーリングの実施体制として、私のほうで作らせていただいた実施

計画案ですとか、正しいのかどうかという判断について、まずは了承をしていただいたうえで

進めていかないといけないと思っております。 

 

委  員：今までこれも違法状態だったと思いますが、実施計画書は LETSが主導していた。今後は本校

において実施計画書も作成していくという上で、職員体制はどういったかたちをとられるの

ですか。 

 

井上副校長：改善計画のほうで出させていただいているのですが、まずは通信制の専門の教員というかた

ちで各教科一人ずつの増員と、普段の教科も科目数が多いので２名体制にしたいと思っていま
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す。まずは専任の教員が授業を行える体制を整えていきたいと考えております。 

 

委  員：具体的には一人当たりの教員がどれだけの生徒をみると想定されているのですか。 

 

井上副校長：今の教室数を考えると５教室が限界なので、その５教室の中で、入れても最大 50名くらいで

すので、一授業あたり 50名が限界なんです。ただ現実的に考えるといろんな生徒がいるのと、

教員のほうも常に知っている生徒ではないので、そういうことを考えると一教室 20名のキャ

パで授業を行える体制というのを考えています。 

 

委  員：そういったかたちの授業を、年間何日行おうと考えていますか。 

 

井上副校長：今ここに書かせていただいたのは、1,200名というのを考えると５クラス開放しますので、１

回当たり 100名のキャパと考えております。前期、後期それぞれ実施しますので、少なくとも

前期 12回、後期 12回を必ず行わなければなりません。ただ、もちろん通信制ですので途中の

転入生であったりとか、当日どういう状況になるのか分からない中なので、できるだけ多くの

日数をつくれるように調整をしております。ただ、最大で今計算しているのが前期 14回、後

期 16回が今の全日制のスケジュールに合わせて作れる最大の数です。これに対してそれでも

多少少ないとは感じますので、土日にどのように実施するのかということでできる限りスクー

リングに参加できる機会を多く設定できるように全日制との調整を行っております。 

 

委  員：13ページの下から５段目くらいに「地域住民の協力を得たスクーリング」とありますが、具

体的にどのようなことをするのか。というのは法令違反等がかなりの随所で見受けられるた

めに、それをカバーするべく、はっきり言いましてアリバイ作りに地域を使っていただきた

くないというのが我々の立場です。具体的に地域住民のスクーリングとはどのようなことを

考えているのか教えてください。 

 

井上副校長：今現在はまだどういうものをということまでは具体的には考えておりません。ただ、おっし

ゃっていただいたとおり、これまでお世話になりながらこういったかたちでご迷惑をお掛けし

ているのは事実ですので、もちろん学校主導で、例えば通信制のほうで文化祭的な催しをして

地域の方に参加をしていただくとか、もちろんこちらからお願いするのではなくて、あくまで

もこちらは受身で地域の方に参加していただけるような体制を作らなければいけないと思っ

ております。 

 

委  員：ということは、その際に具体的に展開するとなれば地域での協議をするということですね。 

 

井上副校長：はい。 

 

委  員：協議はするということでよろしいですね。 
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井上副校長：はい。もっともっと先を考えるのであれば、地域の方のいろんな得意分野でお手伝いを頂い

たりとか、そういったことも行く行くは考えていきたいと思っております。 

 

委  員：アリバイ作りには使ってほしくはないもので。地域としては。 

 

西尾校長：こちらの方も、早急にきちっとした形のスクーリングを実施していくという計画は既に立て

ております。ただ、申し訳ないのですがこれはお願いなのですが、先ほども出ました宿泊に

関しては進めていっているのですが、どうしても足りない、現実的に不足しているのは事実

です。特区の中では伊賀市という縛りがありますのでそういう中で正直言うと、なかなか厳

しいところがあります。スクーリングは本校で行いますので宿泊という部分に関しては、例

えば近隣の名張市でも可能であるとか、あるいは伊賀市の中で別に宿泊施設があるのであれ

ばご紹介いただきたいと思いますし、そのあたりを審議会でもご協力をいただけたら学校と

しても非常に助かるかと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

宮﨑課長：どうしてもなければ名張市で宿泊していただいてもいいのですが、そこで学校教育をされる

のはまずいということです。 

 

西尾校長：はい。それはもう分かっておりますので。 

 

宮崎課長：スクーリングの実態もそういうことなんですが、ウィッツさんとして改善計画を持って、も

う一度作ってもらう必要があると思いますが、13ページの「コメント ai14」に書いていただ

いてあること、実際のこういった課題を持った生徒が多くいてこういう課題に対応するため

に意育という概念を持って特区をやってきたという初心があって理念があるわけじゃないで

すか。そこをこの計画書のはじめに入れて、だからこういう教育を続けたい、続けたいが故

にこういう改善をするんだということを、まずもう一度理念を改善計画書のはじめに上げて

くれませんか。それが無くなってしまって、ただ単に営利主義とか言う発言も、金儲け主義

という言葉も出てきましたが、そうではなくて、実際にコメント ai14に書いていただいてあ

る課題のある生徒がいて、私どもにも、全日制課程に通っていた一般市民から「ここに行っ

てよかった、ここで救われた。だからウィッツを無くさないで欲しい」という手紙が届くん

です。最近も実名の署名で届いているんです。だから、はじめに理念を入れていただいて初

心に戻ったようなかたちで改善計画を作っていただけたらありがたいなと思います。 

 

野口教育長：参考資料の３ページを見ていただいて、このスクーリングの中でどこがどうダメなんですか。 

 

井上副校長：まずは、西野公園体育館というのは特区内ではありません。プリント学習というのも学校で

は行わず、ホテルで教育を行っております。このスクーリング申込書の計画から見えることは

この２点が大きいのと、評価として、本来なら科目に分けて生徒の履修している内容に対して
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行わなければいけないところであると思います。 

 

野口教育長：ということは場所でだけからいえば、国語以外はここで受けてきた「体育・理科・数学・情

報・家庭」というのは、単位認定はできるのですか。そういう状況をおいているとすれば、過

去に受けたスクーリングの単位が、今、免許が切れていた方が教えたのと同じ状況にならない

のかというのが考えられないかと指摘させていただきます。 

 

会  長：それでは、今まで事項３の大きく４つの内容について質問をさせていただきましたが、その

他、更に確認しておきたいことがありましたらお願いします。 

 

伊室次長：井上さんに正しておきたいのですが、平成 23年９月に文科省は確かに実地調査に来た、私も

同席しました。確かに井上さんが言われたとおり、その現場では何ら指導は無かった、井上

さんの発言をもう一度確認させていただくと、「正しいか正しくないかの判断をしていただく

ところが無かった、そうなれば学校の判断で行ってきた」、この認識は。平成 24年 10月５日、

文科省はきちんと正せといってきている。この通知文があってこれ以上どう正せと、この指

導文以外に他に判断するというのはありません。逃げています。この認識はどうですか。伊

賀市がまるで指導をしていなかったからこのままの経緯でやってきたから、ずっとこのまま

でいいかなと、そういう認識でしたか。あなたは逃げています。 

 

井上副校長：いえ。逃げているというよりも、そういう認識でやってきたのは事実としてありました。 

 

伊室次長：当時の校長も分かっていた、白根さんも分かっていたでしょう。なかなか直せなかった、そ

の認識です。もう一点、事務局と教育長も言われたとおり、現在の状況を正すことから行っ

てその後改善です。履修漏れをまず直してください。もう３月がみえていて、まだスクーリ

ングがこれからですって、もう４月が来てしまいます。卒業させられません。全日制の子は

できたとしても、通信制の子は単位の取得をさせられません。その計画をまず出しなさい。

その改善計画があって、今出してもらった改善計画ある。まったくだめ。まずその認識を持

ってもらわないと。予算でも東理へ出してもこんな金は出せないでしょう。わかりますでし

ょう、白根社長さん。あなた会社の経営者だから。ウィッツは出せないでしょう。東理が出

すんですよ。福村社長が出すんですよ。出せません。福村社長に言われました、株主の理解

が得られませんと。こんな改善をするのに経費を全然把握されてない。株主さんはこんな理

解をされるんですか。そもそもこんな計画を、株主は納得しますか。ということはこの計画

書は机上。今だ、何ら改善していませんし。１月６日に副社長が来られたときには「すぐに

やります」といいましたが、「何時やるんですか」と聞いたら言えませんでした。現在も特区

違反を日に日に重ねられているではないか。今日からでも改善を行わないと。臨時株主総会

でも開いていただいて、予算計上してくださいよ。人一人雇えません、教材教具一つも買え

ませんよ。その改善計画を先に出しなさい。 
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会  長：他にございますか。 

 

野口教育長：その他でよろしいですか。校長先生に聞かせていただきたいのですが、寮へ行かれましたか。

今寮生は何人おられますか。 

 

西尾校長：寮生は今年卒業する子が３名。後１名が１年です。 

 

野口教育長：４名ですか。個人情報ですので詳しいことはいえませんが、どんな課題を持っている子ども

達ですか。 

 

西尾校長：人との接触に関して、集団でなかなか自分を出せない子がほとんどですね。実際は入ってき

たときの事は分からないですが、面接をしても全然話せない、それが今は自分で進んでしゃ

べれるようになっている、そういうような子が主になっています。 

 

野口教育長：直接お会いされた。 

 

西尾校長：子ども達には会っています。 

 

委  員：２点だけ確認させてください。今、次長が言われたように、この改善計画にいくら費用がか

かるというのは全然積算していないのですか。それと、２点目。参考資料に法令違反云々と

出ていますが、法令違反でスクーリングをした人は資格があるのですか、無いのですか。 

 

宮﨑課長：だめです。 

 

委  員：そうするとこの再履修とか、そういうこともやっていかないといけないし。現在の体制 14名

プラス後 14名足すということですが、果たしてそれができるんだろうか。その積算ができて

いるのかどうか。どうなんですか。 

 

白根社長：一応人件費に関して積算をして了解は。 

 

委  員：いえ、人件費も然りですがいろんな改善をするとなっています。それを全てで、この改善計

画を実施すると平成 28年度はいくらかかるのか。先ほど株主総会のことが出まして気がつき

ませんでしたが、それもオーナー会社が理解できるのか。その辺も今後の問題でしょう。 

     法令違反の部分はもう資格が無いということですか。スクーリングの場合ですが。 

 

宮﨑課長：はい。学校教育には認められないということです。ただ、本校（伊賀）へ来ていただいてや

っている授業については、本来は計画に基づいて教育されていないといけないわけですが、

例えば、今日の資料ですと、「スクーリング申込書」となっている指導計画書になっているん
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です。「スクーリング申込書」を誰が作っているかというと、LETSキャンパスの方が作ってい

るんです。本校の教員が作ったものではないんです。本来、指導計画というものはもっと細

かく、受講の狙い・目的、そういったものがきちんと記された指導計画が無ければいけない

し、本来なら科目を担当する教員が指導計画を作らないとだめなんです。そのような規定が

あって、広域通信制には確かに馴染みにくい部分があると思います。そういう制度的課題と

して考えています。しかし、現行法令がそうであるので現行法令に従わざるを得ないという

のは認識してもらうしか仕方が無い。 

      ただ、文科省とも話をしていて、例えばこういう中にも障がいを持っていてスクーリング

にも参加できないような方がいる。そういう方にも高校卒業の資格を与えなければいけない、

そういう方たちにもスクーリングに来いとは言えない状況があります。そういうときは免除

しましょうという規定もあるわけで、特別的な部分というのは絶対あることはあるので。た

だ、一般的に来れる部分はしっかりやってもらわないといけないということは事実です。 

 

委  員：分かりました。 

 

会  長：では、ウィッツさんにはいろいろと資料を基に聞かせていただきました。 

      ここで、白根社長、校長先生、副校長先生はご退席いただいて、この後は教育委員会事務

局と委員のほうで更に協議を続けさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

（㈱ウィッツ関係者退席） 

 

４．ヒアリングにおける課題、問題点について 

 

会  長：では、課題と問題点について整理していきたいと思います。大変問題が大きすぎて整理しき

れない。実際、在学生また、卒業しようとする子たちに対する具体的改善案はまだ提示され

ていませんので、そのことを実際どういうふうにされるのか、それだけでも途方も無い内容

なんですね。前に伊室次長から伺ったのでは、卒業した子の単位認定は問わないという話し

がありました。現段階までで籍を外れた子どもさんは問わないということでしょうか。 

 

宮﨑課長：免許失効教員の場合と同じように、本来なら学ぶべき課程で学んでいないから単位は認定さ

れないのですが、卒業された方については、例えばこんな不適切なことがあったけれども、

不適切な授業があったということを公表したうえで、本人および本人の進学先とか就職先に

学校側が通知を出します。このことをもって本人に差別的な扱いをしないように、そういう

ことは「文部科学省の履修漏れの通達の第何項にも記載されております」ということを明示

した文章を、それぞれの進路の部分において履修漏れがあった卒業生に対しては通知をする、

そのうえで進学や就職をしている子ども達が望むのであれば、無償でもう一度スクーリング

や授業を受けることができますよ、という門戸を開くということが必要となってきます。 
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委  員：それはウィッツが無償でということですね。 

 

宮﨑課長：もちろんそうです。ウィッツが無償で門戸を開いてあげて、学ぶ機会を与えてあげるという

ことが必要になります。 

 

委  員：ということはマイナス要因にはならないということですね。制度的には。 

 

宮﨑課長：はい。 

 

委  員：在校生はちがうかたちで。 

 

宮﨑課長：はい。 

 

会  長：そうしますと、在校生の現段階で籍が抜くかたちにならない広域通信制の子どもさんへの具

体的改善計画、それがまだ無いということですね。次の段階で具体的にやってもらわないと

いけないのは、そこを LETS とのやり取りも入れながらの作業ですかね。それぞれの LETS に

所属している籍が青山学園にある者に関しての在籍月数というか、学期数とか、単位の区切

りごとがそれぞれ分かるでしょうから、そういうあたりを具体的にした実施案を要求する必

要があるのではないでしょうか。 

 

宮﨑課長：文科省ともすこし話をしたのですが、今年の３年生についてはもう卒業を控えてやむを得な

いということ、既卒生と同じ扱いにしましょうと、要するに単位を与えてそのまま卒業させ

ましょうと。ただし今の１年生や２年生については、本来ならば年度ごとに３月までにやら

なくてはいけないのですが、３月を超えて、２年生や３年生になってもいいからそれをやる

べきでしょうというのは、文科省からそういう話しがあります。 

 

会  長：そうすると、今までの内容が有効でなくなってしまうわけですね。 

 

宮﨑課長：何が有効で何が有効でないかという部分がありまして、先ほどの例でも、伊賀市で授業をや

っていたものは有効にしましょうと。ところが伊賀市でないところでやった授業はだめと、

これはもう一度再スクーリングをやってもらう必要がありますというかたちでした。 

      もう一つ怖いのは、添削指導です。添削指導が伊賀市以外で行われていたという事実が結

構あるわけですが、添削指導までとなるとこのあたりはもう一度実務的な部分として詰めな

いといけないですが、もう一度再履修となると生徒自身が悲鳴を上げてしまう、次の学年の

ステップも学んでいかなければいけないところに、もう一度前の学習をしなければいけない

ということになる。添削指導課題をＣＤで出してもらってあるのでその内容も一度見ていな

いといけないというのと、ただ最後に言われたように中学生の学習指導要領にものらないよ

うな、かなり課題を抱えた子が入っているという事実の中で、もちろんここの教育課程の       
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レベルを求めるところまではかなり難しい部分もありますので。一般的な高校の教育課程な

ら分かるのですが、義務教育を終えていないというような状況の子ども達も結構いると思い

ますので、そこらをどう判断していくかという課題が結構あると思います。そういうところ

で邦画を見たら国語の単位をあげますよ、とか、安易な方向に流れてきたのかと推測されま

すが。 

 

伊室次長：昨日学校評価の事前ヒアリングに行かせていただきました。中学３年生までの能力が無い子

が LETSへ来てくれている。それは中学校の授業をして中学校の補習ということをしてくれて

いるので、その続きがずっと通信制の子に繋がっている。現実は、高校１年生のレベルまで

達していない子を LETSの教員がみてくれています。LETSにはそういう子がたくさんいるらし

いです。それは、中学校の補習ですので高校の学習はしていないという事で良いのですが、

そのままずるずる行っています。 

 

会  長：現在の子ども達に対するフォローの具体案ですね。どこまではやり直しなさい、どこの部分

は多少多めに見るというかたちをとらざるを得ない、というあたりの線ですね。 

 

宮﨑課長：この傾向は全国的にも大きくなっていますので、どうしても伊賀市の教育委員会でここまで

だという判断でなかなか済まされる事態ではなくなっていまして、判断してもらうのであれ

ば文部科学省に相談に行って、「こんな子なんです」といって「ここまでのレベルでお願いで

きないか」と直に交渉しに行かないと難しいような状況です。 

 

委  員：伊賀市としてはウィッツに対しては相当厳しくいっておかないと。 

 

宮﨑課長：私どもは、おもてに対しては相当厳しくいきますが、子ども達の負担になってくる部分につ

いてはやはり何とか少しでもその負担を減らしてあげたいし、次からはきちんと法令に基づ

いた教育をうけていくというようなステップで、今までやってきたことについては、寛大な

ところをどこまで求めるか、しかし伊賀市だけでは判断できない事例になっています。 

 

野口教育長：４月以降に、現１・２年生の未履修が始まるんですね。 

 

宮﨑課長：そうです。 

 

野口教育長：まだ始まってないということですね。４月以降プラスしてまず未履修が入ってくる、そして

またプラスしてスクーリングが入ってくるということですね。 

 

宮﨑課長：前の未履修も入れると２泊３日を４泊５日くらいで来ていただかないと。 

 

委  員：しかも体験型ができないということですね。 
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伊室次長：そのスクーリング未履修の子はまだこれから調べるところです。何人いるか分からない。 

 

委  員：３月までにはできないでしょう。 

 

宮﨑課長：それを次回、もう一度審議会でお願いたいということで、次の議題であげさせていただきま

した。 

 

会  長：在学している子たちのやり直しの程度ですね。それがまだ整理できていないから、整理する

こと事態がかなり大変ですね。 

 

宮﨑課長： LETSごとに違いますし、スケジュールをみていただいたとおり伊賀市でやっている教育と全

然違うところでやっている教育とは人によってもバラバラで違いますから。そこをまず整理

して、今の１・２年生ですが何名が対象になるのか。 

 

会  長：そういう作業もあり、同時に在学している子の授業もあるわけですよね。 

 

宮﨑課長：そうです。それは普通にやってもらって。 

 

会  長：まず最低、現段階の募集は止める以外ないんじゃないですか。 

 

宮﨑課長：と、私は思いますが。 

 

会  長：その負担だけはまず減らして、今、籍が入っている子で不十分な子にどういうふうに本人の

負担も含めて配慮しながら、ある程度まともな時点まできましたというかたちまで持ってい

ってという話じゃないですかね。 

 

宮﨑課長：今在学をしている子のことを考えれば。 

 

会  長：人件費は確保したとおっしゃっていましたが、実際まだスタッフが整えられていない。いく

ら口頭で授業型のスクーリングといってもスタッフが全然足りない。具体的なことだけでも

大変なのに、その辺も含めて人をきちんとお願いすることだけで大変なのにそれがまだ全然。

ただ口で言っているだけの話ですから、その上で今いる子ども達への責任ある対応が最低ま

だしないといけないですから、それを整理するためにもスタッフがきちんとよく考えないと

いけないし、教育委員会ともよく相談しないといけないし、それだけでも膨大な仕事になり

ますからね。 

 

野口教育長：費用も掛かりますよね。今度新たにスクーリングに来る子にもう一度負担させることは当然
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できませんよね。 

 

会  長：受講料は全部会社持ちですよ。再受講の場合は。そのあたりも含めて全然まだ見通しがない

ですよね。 

 

宮﨑課長：他のこういう株式会社立でも、そういう事例がみられます。はっきりと文科省も認めていま

す。どういう基準を引いて文科省が正さすかというのが伊賀市はその第１号です。伊賀市で

使った文科省の基準というのが次の株式会社立の広域通信制の再履修の基準となるってくる

わけですから、甘いものは出したくないしということです。 

 

５．今後の審議スケジュール等について 

 

会  長：事項３（１）～（３）のところで特に資金面の問題、また管理体制の問題はありますが、実

際の在学生への対応のことについて学校側でまずどのように良心的にやるべきというあたり

を事務局でもう一度整理していただいて、どこまでは文科省も含めて譲歩してもらえそうな

のかも含めたある程度の総論的なもの、在籍している子たちの現状を多少含めながら、でき

るたけきちんと履修したというかたちになるような動きはどうしてもらうべきなのかという

あたりを問いかける下作業を事務局でまずお願いできますか。 

     次回の審議会はどうしますか。 

 

【次回審議会の日程を ３月３日（木）17：00～ に決定】 

 

会  長：問題は、何をどのメンバーで行うかです。 

 

宮﨑課長：学校側には今言いました、再履修計画案をせめてもう一度説明してもらう必要があるかと思

います。 

 

会  長：そうすると学校側にも来てもらい、校長・副校長あたりには来てもらうと。あと、学校側と

会社側は先ほど今回提出した改善計画の実現の可能な資金面の裏づけの返答。 

 

宮﨑課長：そのため会社も呼ばせていただきます。 

 

会  長：一番の核は、現在在籍する者。もう一つは、それだけの現状がある中で、改善したいといっ

てもスタッフがいない、全日制の子はいる、通信制の在籍者もいる、来年度の動きもある、

しかし履修漏れに相当するような現状になっている、そのことを改善しないといけない。そ

のことと関係して、募集をどう考えているのか、というあたりは三つ目になりますね。内容

的にはその３本くらいでしょうか。 
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伊室次長：後々のプレスもこういうことでよろしいですね。 

 

会  長：そのあたりでしょうかね。在籍している子に対する改善対応を早急に、具体的に案を作り動

き出さないといけないというあたりですかね。 

 

野口教育長：スクーリングの伊賀市で行われていないという部分ははっきりと法令違反であると、だから   

それは履修したことにはならない、ということは法的にきちんと確認できているか。 

 

宮﨑課長：できています。文科省からも言われていますし。 

 

会  長：次回の内容としては、在校生に対する講座の改善案を作ってもらい説明を受け、社長・校長・

副校長にも来てもらう。今回出された次の段階の改善案に対する資金的な問題も含めた、そ

のことについての返事を聞く。これだけの問題を抱えながら、スタッフは増えていない中で

の現段階の生徒募集に対する考え、これらを問い直すということでよろしいか。 

 

（了） 

 

 

 

（閉 会） 


