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茨城教育研究所通信

３月に持ち上がった「採点ミス」問題を急遽取り上げたために、今号は３本の記事を掲載す

ることになりました。茨城県教育委員会は、４月８日に学識経験者や経済人らによる「調査改善

委員会」を招集し、その委員会が４月２６日には教職員に重い負担を課すことになる「対策」を

提言するという「スピード感」をもって動きました。内実は茨城県教育委員会（県知事の動きは

不明）による学校現場の声を無視した「トップダウン」でのシナリオ通りの「対策」だったのでし

ょう。そして、５月２５日には、１１５５人もの「処分」を発表するに至りました。

茨城教育研究所は、学校現場で教育に携わる者の声を聴かず責任を押しつけるこのような

「トップダウン」と「スピード感」による、この４年間の教育行政に警鐘を鳴らしてきました（その

教育行政は、教育委員会制度を露骨に無視する県知事による「介入」によって引き起こされた

ものではありますが）。 採点ミス問題での県教委の無責任ぶりもこの体制が生んだものです。

このような中でも、今号の記事「コロナ禍の、ある学校現場の１年間」 に見られるように、学

校の教職員のみなさんが、よりよい教育のために日々奮闘していることに敬意を表します。

■ 過去の「茨城教育研究所通信」は、「茨城教育研究所ｗｅｂ」に掲載しています。
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入試採点業務に関する懲戒処分と文書訓告の違法不当性

　最初に結論を提示する。
　入試採点ミスの原因は、入試と採点業務全体の不適切な構造にある。したがって、入試採点
ミスによって生じた「重大な支障」の責任は、県教育委員会が負うべきである。
　入試採点ミスの原因は、故意ではないのはもちろん、「不適正な取り扱い」によるものでも
ない。したがって、採点業務を担当した教職員と所属長らを懲戒・文書訓告に処したのは、違
法不当である。内部規定にも反する。処分は取り消すべきである。
　入試採点ミスを防止する対策は、必要である。しかし、今回県教育庁が拙速に示した対策案
は、一部を除いていずれも失当であり、採点業務をいたずらに複雑化し、教職員の過重労働を
もたらすことになる。採点ミスを予防するどころか、かえって増加させる可能性が高い。妥当
な対策を樹立すべきである。

採点ミスは公文書を「不適正に取り扱ったこと」には該当しない

　地方公務員法は、一般職の地方公務員の「懲戒」は公正でなければならず（第27条第１項）、地方公務員
法で定める事由以外では処分を受けることがない（同第３項）としたうえで、「懲戒」として、免職・停
職・減給・戒告の４つを限定列挙している（第29条第１項）。2021（令和３）年５月25日に入試採点業務
に関連して茨城県教育委員会が、187人を「減給」（１か月から３か月、月給の10分の１を減額）、９人を
「戒告」とする懲戒をおこなったのが、これにあたる。
　しかし、「処分」はそれにとどまらず、958人が「文書訓告」の対象となった。196人の「懲戒」は、教
育委員会の議題として提起されその承認を得ているものの、958人の「文書訓告」は、「懲戒」と同時に発
表されたのだが教育委員会の議決を経ず、法律・条例・規則上の根拠はないのに、県教育長ら幹部数人が決
定し、958人に文書を交付した。地方公務員法の「懲戒」規定に抵触する。
　今回の「懲戒」と「文書訓告」の根拠について、県教育長や学校教育部長らは、記者会見で「『教職員の
懲戒処分の指針』のうち『公文書の不適切な取り扱い』の項目に照らし合わせた」と説明した。地方公務員
法上の懲戒処分ではない「文書訓告」の理由にしたのも問題だが、「懲戒」についてさえ「該当」とは言わ
ず、「照らし合わせた」と曖昧な説明をしたのである。
　「教職員の懲戒処分の指針」は、茨城県教育庁が2006（平成18）年12月８日に通達したものである。そ
の背景には、文部科学省の圧力と、当時公務員の飲酒運転事故への社会的注目があった。ひき逃げ死亡事故
でも免職か停職としているのに、酒宴の翌朝の「酒気帯び運転」程度であっても一律に懲戒免職とする不均
衡や、職員団体（教職員組合）活動や政治的自由を敵視制限する憲法違反の内容を含むなど、問題の多い文
書である。今回、処分の根拠とされたのは、「一般服務関係」の次の項目である。

「　(13)　公文書の不適切な取扱い
ア　公文書を偽造し，若しくは変造し，若しくは虚偽の公文書を作成し，又は公文書を毀棄した教
職員は，免職又は停職とする。
イ　決裁文書を改ざんした教職員は，免職又は停職とする。
ウ　公文書を改ざんし，紛失し，又は誤って廃棄し，その他不適正に取り扱ったことにより，公務
の運営に重大な支障を生じさせた教職員は，停職，減給又は戒告とする。 」

　これは2018（平成30）年10月31日に改正されたものでありその直前までは次のとおりだった。
「　(13)　公文書の偽造　　公文書を不正に作成し，使用した教職員は，免職又は停職とする。」

　2013（平成25）年に大阪府立高校で、2014（平成26）年に東京都立高校で、2016（平成28）年に神奈
川県立高校で、2018（平成30）年に山形県立高校で、それぞれ入試採点に関連して大量処分がおこなわれ
ているので、それらとの関連があるのかもしれないが、それにしては今回実施した程度の入試採点業務それ
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自体の改善についての検討は一切おこなっていない。したがってこの改正は採点ミスを想定してのものでは
なく、漫然と他県の改正動向に合わせただけのものだろう。
　わざわざ「ア｣「イ｣「ウ」の３項目を立てたのに内容の具体化・明確化は図られず、「偽造｣「変造｣「改
ざん」、あるいは「毀棄｣「誤って廃棄｣「紛失」と無意味に言い換えるなど曖昧である。この改正の中心点
は「ウ」の新設である。「ア」「イ」は、故意によるものであり、改正前の規定と同旨で、特段付け加えら
れたものはない。それに対して、「ウ」は、そのような故意性がない場合であっても懲戒するというようで
ある。ただし、「ウ」冒頭の「公文書を改ざんし」は、故意によるものだろうから、結局支離滅裂である。
それでもなるべく矛盾なく解釈するならば、これは過失による「改ざん」というおかしなものを指すとみな
すほかない。
　「ウ」は、それ相応の理由がある場合には、故意がなくても懲戒するという趣旨なのだろう。すなわち、
①過失による？「改ざん」、②「紛失」、③「誤って廃棄」、④「その他不適正に取り扱ったこと」によっ
て、「公務の運営に重大な支障を生じさせた」場合に懲戒する、というのである。①故意ではなく過失で
「改ざん」しただけ、②故意ではなく過失で「紛失」しただけ、③「誤って」つまり過失で「廃棄」しただ
けでは懲戒しないが、「重大な支障」が生じた場合には懲戒する、というのである。
　①過失で「改ざん」したことによる「重大な支障」というと、たとえば、重要な文書で数値を誤って記し
たために、混乱をきたしたというような場合だろうが、なかなか適当な実例が見当たらない。②過失で「紛
失」したことによる「重大な支障」というと、たとえば児童・生徒に関する個人情報を収めたUSBメモリを
「紛失」し、それが人手に渡って漏洩した、という場合がこれにあたるだろう。③は保存すべき年限を誤認
し、早めにシュレッダーにかけてしまったというような場合だろう。今回の件で、前々年度の答案綴りを誤
廃棄したために事務（室）長が「戒告」処分を受けたのがこれだったようである。
　187人の校長・副校長・教頭の「減給」と９人の教諭の「戒告」、さらに945人の教諭の「文書訓告」の
事由とされたのは、「ウ」の最後に残った④「その他不適正に取り扱ったこと」によって「公務の運営に重
大な支障を生じさせた」というものであり、しかもこれに尽きる。問題は、答案の採点ミスは、「その他不
適正に取り扱ったこと」には該当するか否かである。
　「①、②、③その他④」と列挙する場合、④には制限がある。「その他」なのだから、①、②、③以外の
何をもってきてもいいだろう、というわけにはいかない。④は、①、②、③とまったく無関係の、絶対的に
異質な、分野違いのものであってはならす、類似のものとして並べ置かれるようなものでなければならな
い。「採点ミス」は、①過失による？「改ざん」、②「紛失」、③「誤って廃棄」とは、まったく異質の行
為であるから、この④にいう「不正に取り扱った」ことには当て嵌まらない。この点が今回の件の最重要点
である。

採点ミスとは何か？　それはなぜ起きるのか？

　入試採点業務は、通常所定業務（「日常業務」ともいう）ではない。入試採点業務は、所定外業務であ
る。1980年代ころまでは、「学検手当」として数千円が支給されていた。そして教員の場合は教育公務員特
例法により時間外勤務を命ずることは禁止されていて、入試採点業務は、例外としての「限定４項目」には
該当しない。任命権者である教育委員会は特にきびしい義務を負っているのに、労働過重の回避措置も代償
措置もとらずに、極めて過重で時間外に及ぶ業務に従事させた（水戸商業高校では国語科の採点は２日間で
合計23.5時間を要した）。明白な違法行為である。今回の件では、過重業務の連続がミスの原因のひとつ
だったと言っておきながら、県教育委員会・県教育庁はみずからの責任は棚にあげて、教職員を処罰した。
しかも今後は土曜日・日曜日に採点業務を実施するなどと言い出した。週休日の振替で代償措置を取るとい
うが、現実的にはほとんど不可能である。多くの学校で12日連続勤務が強要されることになる。
　所定外業務であることによる過重性は外形的な点にとどまらない。内容上もさまざまの意味で所定外業務
であるがゆえの問題がある。年間に１回だけの所定外業務は、当然不慣れであるからミスしやすい。「慣れ
からくるミスがあった」などと的外れなことを言っているが、実際は逆である。採点者は当日朝になって試
験問題をはじめて目にするうえ、予め具体的採点基準も示されないから、泥縄式に決めて大急ぎでとりかか
ることを余儀なくされる。標準解答（模範解答）の書式すら実際の解答用紙とちがうのだから論外である。
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　教諭・講師は免許教科以外の授業をおこなうことはできないが、採点は免許教科とは無関係に割り当てら
れる。このような業務の割り当ては違法性を帯びる。それどころか、「調査改善委員会」報告は、今後は
「非常勤講師、事務職員等、さらに教員OB等の人材活用を図る」と驚くべき方針も示している。長文の
「記述式」問題の部分点など、教育庁が示す採点基準自体に妥当性を欠く不合理なものが多いこともあり、
担当教科の教員でも難しいのであるが、次回からは教員免許は不要とされ、事務職員等が採点業務を強制さ
れ、ミスがあれば懲戒処分・文書訓告を受けることになる。
　労働環境も劣悪である。狭く煩い部屋に押し込められるので集中力を維持するのはきわめて困難である。
　具体的採点業務の詳細設計はきわめてルーズで、何の工夫もない。受験者の文字にかからないように丸バ
ツをつけろというが、その枠はない。大問ごとどころか、その下の中項目や各問ごとに点数を記入する欄も
ない。それらは解答枠には書けないから問題番号を記した狭い欄の中に書くしかなく、それに部分点の三角
形や点検・得点集計や転記時のチェックマークが何個も煩く纏わり付き、識別は困難になり見落としは不可
避である。そもそも解答欄の配列は乱雑なうえ、たんに帳尻をあわせるためでしかない配点の異なるものが
不規則に並ぶ。煩瑣な部分点もあるから、記入ミス・集計ミスが起きやすい。今回の採点ミス496件のう
ち、正誤判定の誤りは251件（51％）しかない。「その他」（72件、15％。英語に多く45件、46％）に採
点基準からの逸脱や部分点算定の誤りなど、広義の正誤判定ミスも含まれているにしても、点数の記入・読
み取り上のミスである「得点誤記入」（97件、20％）と「計算漏れ」（76件、15％）が全体の３分の１を
占めている（とくに国語〔59％〕と数学〔46％〕で顕著）。これと「記述式」採点の困難性とが、今回の
採点ミスのおおきな発生箇所だったようである。
　点検（２度目、３度目の採点）は、すでに記された丸バツを度外視してはできないので、どうしても引き
ずられる。解答だけを見て直観的に判断するのではなく、解答に対する正誤判断と、すでに記されている採
点結果に対する正誤判断を、同時にしなければならない。こういうアンビバレント ambivalent な心理状態
は、神経を非常に消耗させる。各工程ごとにすべて署名させられるから、採点業務の遂行状況とその当否を
相互に監視し合い、容赦無く指摘し合う異様な状況におかれるので、これも心理的負担を増強する。そして
最終的に、その署名をたどって懲戒や文訓を受けることになる。
　「調査改善委員会」報告書が「二系統方式」を提言した。他都県に倣ったもので、誰でも思いつく手法で
はある。とはいえ、答案をコピーするだけでも結構な手間である。１面10秒として、受験者380人の高校だ
と５教科の答案の裏表3,800面を、２台のコピー機で複写するのに順調にいっても５時間かかる。「二系
統」方式は、従来「一系統」で３重に作業したのを、「二系統」それぞれを２重に作業することにするのだ
から、作業量は大きく増える。しかも、それぞれの「系統」内においては、上述したような最初の採点と点
検としての２度目の採点が同一用紙上に重畳することにはかわりない。なにより「二系統」を突き合わせて
ミスを発見できれば良いが、間違いにもそれなりの理由があり同じところで起きやすいのであるから、突き
合わせをも潜り抜ける可能性は排除できない。
　さらに、「調査改善委員会」報告書は、全部の解答欄ごとの得点を表計算ソフトウェア（Microsoftの
Excelを指定）にタイプして照合するよう求めた。「記述式」のことは何も考えてもいないようで、安易に
思いついた愚策であるが、これで作業量は飛躍的に増加する。「エクセル」には全セルに埋め込まれた関数
をスプレッドシート（表）上で一覧表示できないという致命的欠点がある。自動参照・自動転記・自動計算
などの関数設定が誤っていたり、誤操作で特定セルの関数の書き換えが起きたりしても、外見は変化しな
い。誤集計が起きても原因究明は困難である。それどころか誤集計が起きたことの発見が非常に困難なので
ある。その他、手作業での「列コピー」でしばしば間違いが生ずることなども、（入試事務でも）よく経験
する。定型にとらわれずにユーザーが柔軟に作成使用できる表計算ソフトウェアを、本来の用途から逸脱し
た厳格な定型業務に用いるのは素人が陥りがちな間違いである。入力作業、演算、出力のそのつど、ミスが
ないことの確認作業が必須になる。しかも、横（列）に全部の問題、縦（行）に全受験生を配列した１枚の
巨大なスプレッドシートをスクロールしながらの、気の遠くなるような作業である。今までなかった膨大な
作業が突如つくりだされたわけで、次回からの採点と集計の作業量は劇的に増大し一層困難化する。
　同一問題の採点作業をひとりの採点者が全受験生について実施することはできず、「分担」しなければな
らない。単純であっても、誤字の判定、さらに手書き文字の字画の判定など、複数で取り掛かれば必ず不一
致が生ずる。今回急増した複雑長大な「記述式」だとブレは不可避である。あらかじめ高校教育課から示さ
れる採点基準自体にどうかと思うようなところもある。今回、誤答を正答としたミスとして指摘され、５点
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を０点に変更したという実例など、瑣末を通り越して意味なく厳しすぎ、むしろ採点基準自体が不適当なも
のもあった。それらを「気の緩み」によるミスと見做すのは失当である。
　「人為的なミス」（意図的なという意味ではない）を根絶すること（減らすのではダメで、ゼロにしなけ
ればならない）が至上命令だというのであれば、まず、長短問わず「記述式」は回避し、全部をいわゆる
「記号の選択」とするほかない。最終的には、当たり前だが「人為的なミス」回避には「人為」それ自体を
完全に排除するしかない。心構えの説教や処罰の恐怖で「人為的なミス」を根絶することは不可能である。
ミスを絶対許さないというのであれば、機械による採点を導入するしかない。OCR（optical character 
recognition 光学式文字認識）による手書き文字の完全読み取りは実用性はないので、選択肢の塗りつぶし
かせいぜいアラビア数字を機器で読み取る程度の「マークシート」方式（OMR）しかない。「調査改善委
員会」は、「マークシート方式の導入については、こう言っている（https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/
gakkou/koukou/nyuusi/saitenayamari/r30428houkoku.pdf）。

「採点方式の多様化等の状況、一部自動化などについて、時間をかけて調査することが必要であり、
県教育委員会における検討課題とする。」「ただし、今後も採点ミスが発生するなど、本委員会の提
言を受けての改善策に実効性がない場合は、躊躇することなくその採用の可否を検討するものとす
る。」

　「時間をかけて」と腰の引けたことを言っているかと思うと、「躊躇することなく」検討すべきだと、た
いへん勇ましい。今後もミスは不可避であるから、結局そこにいくことを見越した上での時間稼ぎのよう
だ。しかし、その場合でも「一部自動化」つまり、「記述式」とマークシートの併用にこだわっている。採
点ミス問題の震源地である東京都と神奈川県が、「マークシート」方式と「記述式」との併用に転換したこ
とを後追いするつもりのようで、システムは際限なく肥大し複雑化するだろう。
　この「調査改善委員会」報告は、「学識経験者」としての税理士、大学教員と「経済産業界」たる銀行や
電機メーカーの役員が提言したことになっている。しかし、４月８日に急遽招集された常銀の「取締役会
長」や日製日立事業所の「事業所長」がみずから入試採点業務について調査検討して、４月27日に改善案を
提言するのは、無理だろう（能力的にではなく時間的に）。この手の「第三者機関」の例に漏れず、実際の
提言内容は全部、事務局たる高校教育課が作成したものであり、すでにあらかじめ県教育庁が意図している
方針なのである。
　ミスを極限まで減らすためには、際限ない時間と手間を要するだろう。半世紀以上放置した解答用紙の書
式改善もすでに遅きに失したし、そのほかの弥縫策も不徹底なうえ、「二系統」化やエクセル使用など従来
なかった作業が突如導入されてかえって作業量は増加する。手順が複雑化し量的にも肥大するから、採点ミ
スは次回以降もかならず出現する。それどころか、増加するかもしれない。想像を絶する過重労働が強制さ
れるのは必至である。採点ミス問題は永久に継続する。労働時間や労働密度の改善がすすむと思うのは完全
な幻想で、高校教育課の方針は、土曜日・日曜日勤務、作業手順の量的増大と複雑化、さらには事務職員や
教員OBの動員という突拍子もない悪策愚策が目白押しである。しかもミスした時の「懲戒」と「文訓」へ
の恐怖心が重くのしかかり、教職員の精神神経的負荷は圧倒的に増大する。
　以上のとおり「採点ミス」の本質を確認したので、「指針」の規定に合致するか否かの本筋にもどる。結
論はつぎのとおりである。
　“①（過失による？）「改ざん」、②「紛失」、③「誤って廃棄」”と、“採点ミス”は、完全に異質であっ
て、関係性のない別次元の事柄である。絶対的な差異があるのだから、①②③の次に並列的に列挙されるよ
うなものではない。したがって、採点ミスを、④「その他不適正に取り扱ったこと」の一類型と捉えるのは
誤りである。ゆえに、「指針」のこの規定を根拠として、採点ミスを懲戒事由とすることはできない。
　なお、「指針」は「懲戒」の指針であって、「懲戒」ではない「文書訓告」の事由としてはならないので
あるが、仮に「指針」を準用してよいのだとしても、内容からみて文書訓告の事由にはならない。

採点ミスは大量に起きたのか？

　ここで、採点ミスについて、別の観点から検討する。県教育庁の広報やそれをそのまま伝える新聞報道な
どを見ると、入試における採点ミスがいかに数多いか、県立高校の教職員がいかにもだらけている、しかも
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そのだらけた教職員が大勢いて、不合格にされた受験生がいる、とんでもない、処分されて当然だ、という
論調である。これは冷静さに欠ける。
　「調査改善委員会」報告書を含め、高校教育課が作成した資料によると、2021年３月に実施された2021
（令和３）年度入試において発生した「採点誤り」の数は、高校93校中53校で496件である（附属中学校等
は除く）。そして処分された教職員は、「懲戒」が197人で、「文書訓告」が958人である（「自主返納」
組は除く）。合計1155人である。新聞は、全教職員4,336人の実に26.6%に及ぶなどと書き立てた。57％の
高校、26.6％の教職員に問題がある、眼を覆う惨状だというのである。
　ここで誤りの496件に注目する。たしかに少なくない数である。50校で496件だから、１校あたり約10件
である。ところで、この「496件」の分母はいくつなのだろうか？　県教育庁の資料を見ても、各校の受験
者数や県内の合計数など、基本的なデータすら示されていない。約18,000人の受験者について、採点の工程
はどのくらいなのか、そしてミスの確率はどのくらいなのか、ここで試算してみよう。
　各教科の試験問題における採点要素は、少なめだが50か所あると仮定する（あ）。このそれぞれについ
て、点検を含む正誤判定が３工程（い）、点検を含む点数判定が３工程（う）ある。したがって、各受験者
の１教科あたりの採点工程数は300工程である（え＝あ×（い＋う））。ひとりが５教科受験するから、受
験者ひとりあたり1,500工程（お＝え×５）となる。受験者総数は約18,000人（か）だから、全部で
27,000,000 工程（か＝お×18,000 ）になる。「記述式」はさらにプロセスが多いだろうから、これは控え
めの数値である。（なお、採点従事者数を、ざっと4,500人と見積もると、採点者１人当たりの工程数は、
27,000,000〔工程〕割る 4500〔人〕で、6,198工程となる。）
　発生したミスは、496件である。採点にしろ得点記入にしろ、１件のミスは点検２回を含め３工程でのミ
スの結果であるから、496×３＝1,488工程がミスだったということになる。全工程を分母、ミスした工程を
分子とすると、27,000,000 分の 1,488 となる。これがミスの発生確率である。約 0.0000551%である。切
り上げて、10万分の６である。
　おどろくべき数値で、にわかには信じがたい。単純なモデル化であるが、これが事実である。というの
も、これはミスの発生確率というよりは、点検によって訂正されることなく最後まで残ったミスの確率であ
る。最初の採点のミス、ミスした採点を見逃したミス、最初の点数記入ミスやその見逃しなどは、相当数あ
るだろう（１桁か２桁多い
かもしれない）。それらの
ミスを、全県立学校の教職
員が、神経を擦り減らしな
がらひとつひとつ訂正した
最終結果が、この「10万分
の６」である。
　最終的なミスが100分の１
もあっては「気の緩みがあっ
た」と言われても仕方あるま
いが、1,000分の１どころか
10,000分の１以下なのであ
る。こんな単純な事実をわ
きまえず、懲戒処分と文訓を
濫発した茨城県教育委員
会・教育庁の判断は、完全
に常軌を逸しているというほ
かない。

文書訓告の文面を読む

　これが「文書訓告」であ
る。突然こんなものをも
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らった教職員は、まずは驚いたそのあとで、つくづく呆れたに違いない。回りくどく抽象的にいろいろ書い
てはあるが、肝心のことが何も書かれていない。「採点誤り」がそもそも何に違反する行為なのか、そして
何故「文書訓告」を受けなければならないのか、さっぱりわからない。それどころか「文書訓告」とは何な
のか分からない。
　第２段落の「重大な支障」と第３段落の「不適切な行為」が、「懲戒処分の指針」の１の(13)のウ「公文
書を改ざんし，紛失し，又は誤って廃棄し，その他不適正に取り扱ったことにより，公務の運営に重大な支
障を生じさせた教職員は，停職，減給又は戒告とする。」を念頭に置いていることは明らかなのだから、そ
の旨を明記すべきだった。しかし、そうなると「文書訓告」は、地方公務員法上の「懲戒」ではなく、どこ
にも法令上の根拠がないこと、お門違いにも「文書訓告」を「懲戒処分の指針」によって下したこと、その
うえ、「その他」を拡大解釈してのこじ付けであることが、全部露見することになる。
　そして、どうして発信者名が「茨城県教育委員会」でなく、「茨城県教育委員会教育長」であるのか、し
かもたいていは「茨城県教育長」というのに、今回は官職名詐称ギリギリに「茨城県教育委員会教育長」と
書いた見え透いたトリックもわかってしまう。だから誤魔化すしかなかったのであり、意味不明の文章に
なったのである。
　ここまで検討してきた事実と法令を踏まえるならば、「当該事務に対する県民の信用を失墜させ」、入学
者選抜事務に重大な支障を生じさせた」のは、いわれなき処分を受けた教職員ではなく、そう言っている御
本人、つまり「茨城県教育委員会教育長」、ならびにここに登場していない「茨城県教育委員会」だという
ことが明らかである。「社会的立場と職責」を深く自覚すべきなのは、「茨城県教育委員会」の各委員と、
自身も一委員である「茨城県教育委員会教育長」なのである。

入試採点処分問題は今後も続く

　次回から実施されるらしい入試採点手法の「改善策」は、本質をはずしていて、しかも不完全であるから
問題は絶対に解決しない。解答様式の書式改善だけは一定の効果を発揮するかもしれないが、休日出勤や表
計算ソフト入力・点検など作業量の増大により、教職員の負担は激増する。採点ミスは永久に続き、採点ミ
スを口実とする「懲戒」と「文書訓告」濫発は継続する。絵に描いたような拙速ぶりである。
　通常所定業務ではないのに、入試採点は職務命令により強制されるから、業務を遂行しないという選択肢
はない。不徹底な「対策もどき」、それどころか逆効果となることがあらかじめわかっている悪策愚策を強
要する県教育庁の統制下で入試業務に従事し続ければ、「ミス」は必ず起き、「懲戒」と「文書訓告」は次
回（今年度末）も、来年度も、再来年度も、その次も永久に続く。「懲戒」は重畳すればより厳罰化するこ
とになる（「懲戒処分の指針」にそう規定してある）。「戒告」が重なれば「減給」になり、「減給」が重
なれば「停職」になる（「停職」期間中は当然無給である）。「停職」が重なれば、最後は「免職」であ
る。「懲戒免職」となれば、退職金と厚生年金はゼロになるし、当然再就職も困難である。「文訓」も２
度、３度と重なれば、いずれ「懲戒」の段階に進むことになる。
　採点ミスと「懲戒」「文書訓告」の悪無限を回避する方法はないわけではない。「点検」をしないか、あ
るいは「点検」したフリをして、「ミス」があったことを揉み消すことである。しかし、これでは今回、県
教育委員会、県教育庁がしたことと同じである。県教育委員は1000人以上を懲戒と文訓に処するのであれ
ば、そのような業務を遂行させた任命権者としての責任を深く自覚し、全員辞任してしかるべきだったの
に、残留した。
　みずからも県教育委員である県教育長は、特別職であるので一般職の公務員のように「懲戒」の対象とは
ならないから、責任の取り方としては辞職しかないのであるが、、給与の10分の１の３か月分の「返上」と
いうお笑い種の欺瞞行為で、誤魔化した。「給与返上」には、「懲戒」とか「訓戒」の意味合いはまったく
ないのに、結構な額の報酬をちょっと減らしたくらいでまるで善行でもしたかのごとくである。県教育庁の
幹部職員、責任部署である高校教育課は、学校の教職員1000人以上の懲戒と文訓に見合うように、全員が
最低でも停職３か月程度の「懲戒」を受けるべきだったのに、副参事ふたりの「戒告」にとどめた。３月ま
で高校教育課長だった現在の学校教育部長は、とりわけ責任重大で「免職」が妥当なのに、なんの処分もな
くその椅子に座ったまま、そこから1000人以上の処分を発令した。
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処分を受けた教職員ができることは何か？

　「懲戒」処分を受けた教頭は、校長に「昇任」する道を閉ざされた。「懲戒」処分を受けた教諭は将来の
「昇任」の道を閉ざされた。それだけでなく、「懲戒」処分を理由として次の定期昇給が回避される虞も濃
厚だ。「文書訓告」の場合どうなのかについて、県教育庁は明言を避けている。つまり、「昇任」や昇給へ
の影響を否定してはいない。教育委員や教育庁幹部が揮うような特権とは無縁の教職員は、黙って処分に服
すしかないのだろうか？　「懲戒」と「文書訓告」を受けた教職員にはどのような対応が可能なのか？
　「懲戒」を受けた職員は、茨城県人事委員会に「不利益処分についての審査請求」を申し立てることがで
きる。手続きは容易である。審査請求書を書いて、「懲戒」通告書のコピーを添えて提出すればよい（茨城県
人事委員会規則　https://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/ao40003801.html）。費用は一切
かからない。ひとつだけ注意するのは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に申し
立てることである（地方公務員法第49条の３）。８月25日まで熟慮する時間がある。
　審査は書面によるものにゆだねてもよいが、口頭審理を申し立てたうえ、同じ件で「不利益処分」を受け
た人たちも各自同様の申立をすることで、併合審理に臨むのがよいだろう。弁護士のほか、裁判とことなり
知人・友人を多数代理人に選任することができる。思いを同じくする人たちと一緒になって、理不尽な懲戒
処分の取り消しを求めることができるのである。人事委員会の口頭審理においては、自ら意見を堂々と述べ
ることができ、処分者として出廷している高校教育課長や必要な証人に説明をもとめることができる。
　管理職員でなければ、茨城県高等学校教職員組合の組織をあげた取り組みが可能である。顧問弁護士を代
理人として選任することもできる。残念ながら、校長・副校長・教頭・事務（室）長の場合は、地方公務員
法の規定により茨城県高等学校教職員組合に加盟することはできない。しかし、地方公務員法は、一般職員
と同様に、管理職員が「勤務条件の維持改善を図ることを目的として」職員団体を組織することを予定して
いる（第52条）。管理職員だけの職員団体、たとえば「茨城県立学校管理職員組合」（仮称）を結成し、
当局との交渉をおこなって違法不当処分の撤回を求め、あわせて県人事委員会に審査請求のうえ併合審理を
実現し、代理人弁護士をたてて組織的にとりくむなど、さまざまの道が開かれている。
　新聞によると、３月31日の県立学校長会議の場で、「茨城県高等学校長協会」（俗称「校長会」）の協会
長である一校長が、入試採点問題で県教育庁の見解に異を唱えたとのことである。元高校教育課副参事と
あっては今ひとつ説得力に欠けるのであるが、なにより法令上の根拠のない任意団体であっては、それ以上
の取り組みも期待できない。親睦団体の「校長協会」では期待薄でも、地方公務員法上の「職員団体」とし
ての「茨城県立学校管理職員組合」（仮称）であれば、県教育委員会に真に有効な再発防止策を提起しその
実現を迫る活動を、継続的かつ有効にすすめることができる。そうしてはじめて、自分たちが今後退職まで
更なる懲戒処分に怯えて暮らすのを回避することができる。しかし、それよりもっと大切なことがある。将
来の教頭・副校長・校長たち、そして後輩の教職員たち全員に、安心して働くことのできる職場を残すこと
ができるのである。
　いっぽう「文書訓告」を受けた教職員の場合はどうだろうか。人事委員会は、「文書訓告」は「不利益処
分」ではないから、「不利益処分の取り消しを求める」ことはできないと言うだろうが、「不受理」覚悟
で、抗議の意を表明するのも無意味ではないだろう。そして「勤務条件に関する措置の要求」（https://
www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/o4000379001.html）を申し立てる、あるいは「苦情
相談」（https://www.pref.ibaraki.jp/jinjiiin/shinsajyoho.html）を申し立てるなど様々の道が開かれている。さらに
は、職員団体の日本一優秀な顧問弁護士を代理人に選任し、水戸地方裁判所に不法行為による損害の賠償を
求める国家賠償請求訴訟を提起する、「名誉毀損」のかどで茨城県教育長を水戸地方検察庁に刑事告訴す
る、などのさまざまの手法を取ることができる。
　今回たまたま「懲戒」や「文訓」を受けなかった教職員はどうか？　2022（令和４）年３月の土曜日か
日曜日の勤務中に、連続勤務と異常な緊張ゆえに朦朧として「エクセル」の入力に失敗し、来年のいまごろ
「懲戒」「文訓」を受けることになるかもしれない。今回たまたま「懲戒」や「文訓」を受けなかった教職
員は、今回たまたま「懲戒」や「文訓」を受けた教職員と、ともに行動すべきである。

（終）
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コロナ禍の、ある高校現場の１年間
県立高校教員 井樋守正

これは、筆者（再任用４年目、現在3日勤務）の勤務する、S高校（2021年度限り閉校）のコロナ禍に

おける現場の１年間の報告である。

１ ２月実施予定の修学旅行
本校の２年生の修学旅行は、学検業務がないため、2月23日（日）～26日（水）、沖縄方面を予定し

て、１月下旬から準備を着々と進めてきた。1月30日（木）には沖縄から講師を招いて講話を行うなどして

いた。1月下旬頃から、中国でのコロナウイルスの流行を伝える報道により、2月1日（日）のころには、す

でにマスクの品薄状態を自身が身をもって確認する事態に至っていた。2月6日（木）の２学年の打ち合

わせでは、すでに実施についての懸念が生まれている。2001年の９.11同時多発テロの後、沖縄への修

学旅行が相次いでキャンセルされた事態が頭をよぎった。それでも2月12日（水）には、学年集会でしお

りを使った説明などを行う一方、中止・延期の判断について保護者アンケートも行うなどし、両にらみの対

応がとられた。茨城県内で感染者は生じていなかったが、沖縄県での感染者が確認されるに及んで、2月

14日（金）の学年打ち合わせで、キャンセル料の発生について心配をしつつも、延期と決定し、2月20日

（木）・21日（金）、保護者説明会を行った。その後一旦は、高校総体県予選の終了後の6月17日（水）

～20日（土）を予定したが、現実はそのように推移するはずもなく、9月中旬に改めて中止を決定すること

になった。そして、この学年は、高校生活の一大イベントである修学旅行を体験することなく卒業することに

なる。

２ すべては２／２７から始まった? 突然の一斉休校
2月26日（水）の職員打ち合わせで、3月1日（日）の卒業式は、県のガイドラインに基づいて卒業生と

保護者のみで行い、在校生は自宅待機とすることになった。

その頃、コロナ対策に焦った安倍首相は、2月27日（木）夕刻、3月2日（月）から全国一斉に小中高へ

の休業を要請した。夕刻そのニュースを耳にした時、事態はそこまで切迫しているのかという思いにとらわ

れたが、なぜ文科省でなく、首相が前面に出て発表に至ったのかという思いが残った。茨城県でも大井川

知事が、2月28日（金）に県立高校の原則休業を3月2日（月）から春休み終了まで、部活動や課外も禁

止することを発表した。その後全国各地の学校現場のみならず家庭をも動揺と混乱に巻き込んだのは周

知の通りである。

本校でも、3月3日（火）に生徒を登校させ、休業中の指示をし、翌日から臨時休業に入った。２年生の

学年末に予定されていた諸行事は、軒並み三密を防ぐために、校外会場の都合、県外講師の都合などで

中止された。3月5日（木）、市の大規模ホールを借り切って実施が予定されていた進路相談会（大学・短

大・専門学校関係者による進路別個別相談）は延期、その後４月23日（木）に日程を調整するも再延期、

7月16日（木）に校内でようやく実施され、生徒たちの進路選択を具体化させる取り組みが遅れたこと

で、生徒たちの意識の遅れが生じた。3月10日（火）に予定された県議会傍聴は、議会側からの対応要

請に基づいて中止となった。

３ 臨時休業から分散登校まで
3月4日（水）から始まった臨時休業は、一旦3月19日（木）に登校させて通知表を渡した後、春季休



10

業に入った。４月3日（金）は離任式を体育館で行い、４月8日（火）に始業日を迎え、年度初めの諸行事

を少しずつこなし始めていたが、生徒の登校状況は新型コロナ不安のため日を追って先細りしていった。

あるクラスでのコロナ懸念による欠席・早退人数（欠席にはカウントせず）を例にとると、４月8日（午前中

日課）が9人・0人、４月9日（午前中日課）が10人・3人、４月10日（終日日課）は20人・8人、４月13日

（終日日課）は2４人・6人へと拡大していった。そして全国一斉の緊急事態宣言を受けて、4月14日（水）

～5月26日（火）、ゴールデンウィークの連休を挟んでの臨時休業となった。この間３回に分けて課題の配

布を行い、5月8・9日と5月21・22日に課題回収・配布を、登校日のゾーンを決めて行った。

この頃オンライン学習の動画づくりの取り組みが奨励されている。YouTubeに限定公開し、アクセス方

法についての生徒連絡は郵送にし、４月28日（火）から配信を開始した。１科目10分程度の動画をスマ

ホやデジカメなどで撮影し、係がまとめて配信の準備作業に当たった。担任には生徒への電話連絡での

点検も要請されている。県教委主催オンライン学習方法研修会の動画による配信が、5月22日（金）に行

われた。

第１波の収束が見え始めた5月27日（水）～6月5日（金）にかけて、分散登校が実施された。クラスを

奇数、偶数の出席番号で分けて、午前3時限・午後3時限の2部制授業（1クラス19～20名）として行わ

れた。教室の座席は前後左右ひとつずつ空席の着席とした。筆者も１クラス２科目を２回に分けて同じよう

な進度で1日2コマか４コマの授業を行った。主として課題学習のプリントの解説が中心の授業だったが、

生徒も教師も久々の授業だったせいか、かつてない新鮮な気持ちで臨めたこと、いつもの半分の生徒相

手だったせいか、変にこちらが構えることもなくゆったりとした気分で、気がつくともう終わりなのかという

不思議な感覚を味わえた6日間であった。束の間現れた20人学級であった。文科省や地方議会も巻き

込んだ大きな流れがやっと生まれようとしていた。

４ 通常登校から夏休みまで
学校は分散登校から、6月8日（月）～6月12日（金）は短縮授業、6月15日（月）から5日間の三者面

談期間を経て、ようやく平常の日課に戻っていった。特に３年生であることを配慮して前期評定を１回の考

査で決めずに、第1回の定期考査を6月24日（水）～6月26日（金）、第2回7月22日（水）～7月28日

（火）とそれぞれ3日間で行った。5月上旬予定の遠足は延期。5月中旬予定のPTA総会は書面議決と

し、6月実施予定のクラスマッチは10月に延期など、行事予定の変更を行った。

生徒の日々の日課は、手指の消毒、毎朝の検温、SHRでの健康観察記録表記入、マスク着用での予

防から始まる。教室は換気のため２方向の窓を常時開放し、廊下に向けてサーキュレーターを回し、強制

排気をする。昼休みは男女で階を分けて分散して昼食をとり翌年１月まで続けられた。エアコンの使用は

6～9月は25～27℃とし、教室上部の窓は開放するなどの指導を行った。

校内の消毒については、5月20日付けの県教委文書によれば、微酸性電解水による消毒液清拭を高

頻度接触面で行うことや物品の消毒励行とされている。教室は担任の仕事とされ、放課後の担任の負担

が一時期増加した。8/6付けで改定された県教委のマニュアルでは、ポイントを絞り、特別な消毒作業は

不要とされ、職員の負担は軽減された。また熱中症予防のため、身体的距離不十分時はマスク着用にと

いう表現に改められた。

出欠の扱いについては、コロナ懸念で欠席するものについて保護者からの連絡があれば、基本的に欠

席扱いとせず、出席停止に記録することとしたが、ただ学校の対策については十分に説明することとした。

熱中症対策については、7月1日～9月30日の期間は授業中も水分補給可、教室での授業も常時体操

着着用を可とするなどした。
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部活は学校が平常日課に戻った６月以降、実施可能になったが、すでに関東大会などの上級大会の

中止に伴い、春季の地区・県予選も中止のままとなってしまっていた。第二次の感染拡大の心配が比較的

なかった７月～８月上旬にかけて、感染防止対策を施した形での変則的な形で県大会などが行われた。

その後、秋季の新人戦などは、高体連も高野連も通常の時期に、対策をとって行われたことは周知のとお

りである。また昇段・昇級の審査などは、あらかじめ各校で撮影した動画を審査するなどの方法をとった

県連などもある。

５ 新型コロナウィルス感染症に関するアンケート（6月まとめ）
通常登校開始直後に行われた生徒アンケート（3年生）の結果を掲載しておく。

① 現在の不安・心配について

（198人複数回答可）

進路への影響 173

授業時間の不足 108

学校行事への影響 70

部活動への影響 34

家計への影響 19

友人関係への影響 12

② 学習動画の視聴について

複数回 9、

1回だけ 60

知っていたが見なかった 34

知らなかった 3

③ オンラインSHRに参加したか

参加した 104

アクセス不調で不参加 61

接続機器がなく不参加 4

実施は知っていたが不参加 17

実施を知らなかった ５

④ 使用した機器

スマホだけ 160

パソコンだけ ３

両方 12

視聴なし・参加なし 15

３年生の回答であるせいか、進路への影響を挙げたものが圧倒的に多かった。この時点では家計への

影響というのはそれほどでもないようだ。

６ 職員の日常
臨時休業期間中、特に４・５月は出勤者の人数をできるだけ少なく抑えるためにシフトを組んで在宅勤

務が励行された。予定表の在宅勤務予定日に実施予定内容とその結果を記入し、在宅勤務の始めと終

わりにメール等で教頭に報告することになっている。筆者の場合は、教材プリントづくり・課題の処理など

を在宅で行っていた。

年度末から年度初めにかけての教職員の親睦会の行事は、宴会場での歓送迎会は中止し、会議室で

ささやかな食事会などに切り替えられ、今年度は最後まで、学年や教科の懇親会なども行われないし、忘

年会も解散会もないまま年度末に至っている。職員会議などでもテーブルをはさんで対面で向かい合う

ような座り方はせず、会議室で分散するように着席するような習慣が定着した。

７ 夏休みはどうなったか
コロナ休業中の授業の補填について、全日制は60時間という県のガイドラインに沿って夏季休業中の
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授業日が決められ、次のようになった。7月22日（水）～7月28日（火）の定期考査終了後の7月２9日

（水）～7月31日（金）は6時間授業、8月3日（月）～8月7日（金）は午前中4時間、8月8日（土）～8月

23日（日）を夏季休業、8月24日（月）～8月31日（月）は午前中4時間とし、9月を迎えた。あえて午前

中授業日を４週間ほど設定した理由は、放課後様々な進路相談や対策に個別に対応しようという発想か

らであった。

８ ３年生の進路決定
県内近隣大学・短大では、オープンキャンパスに替えて入試相談会（茨城女子短大）に切り替えるな

ど、例年と異なった生徒対応となった。また、1日看護体験（茨城県看護協会主催）は中止（5月22日文

書）になった。就職については、10月16日（金）が試験の解禁日となり、例年より１ヶ月遅れとなり、生徒

の企業見学なども夏休みよりは、９月・１０月にずれ込むことになった。

大学入試スケジュールは次の通りであった。（茨城キリスト教大、常磐大、常磐短大、茨城女子短大）

・総合型選抜第１期試験日 ― 10/10、9/12、9/12、9/13or10/10

・総合型選抜第２期試験日 ― 12/12、10/24、10/24、10/10or 11/14or 12/12

・学校推薦型選抜試験日 ― 11/21、11/21、11/21、11/14

総合型選抜とは、従来のAO入試に替わるものである。入試等のスケジュールは例年に比べて、２週間

以上後ろに送られた。また今年度は専門学校、就職、進学の出願・試験の時期が重複したため、９月末か

ら１０月下旬にかけて、主に担任の過重労働に配慮して短縮授業期間とし、進路相談、書類作成、面接指

導等の時間を確保した。企業の面接では、オンラインで行うなどの対応がとられたところもあった。

一方学校推薦で合格したものの、家計の急変などから入学辞退が生まれたりもしている。

９ 学校行事
６月に予定していたクラスマッチが、定期考査や就職試験など日程を縫うような形で、10月13日（火）

に、特活的全校行事として実施された（実際には翌日）。また校内マラソン大会は当初の予定した時期通

り11月12日（木）に実施され、ようやく普通のサイクルに戻った。一方、通常は5月の連休前後に予定さ

れていた遠足は延期ののち、12月7日（月）那須ハイランドパーク・那須ガーデンアウトレット方面、バス

１０台、１４７人参加。費用7,000円（総額は18,000円のところ、Ｇo Ｔo トラベル6,300円分適用、同窓

会より4,700円補助）。

再び冬を目前にして、県内でも11月17日（火）がこれまでで最多の55人、11月18日（水）は39人の

感染が報告され、第２波を上回る形で、第３波が到来しようとしていた。

10 年が明けて
年が明けて、第３波が到来。非常事態宣言は、1月11日（月）の南関東１都３県を皮切りに全国各地が

対象になり、茨城県でも1月18（月）から県独自の非常事態を宣言し、部活動の実施は中止のステージ

４となった。こうした措置に伴い、県内の公共施設も閉鎖となり、1月30日（土）に予定した継承関連行事

としての「S高校の歴史を振り返る会」の市の大ホールを使っての実施は見送られ、1月30日（土）校内

体育館を使用して、OB・OGへのオンラインインタビューの動画などの上映を中心に実施され、来し方行く

末を振り返った。ちなみに月末の考査期間４日間には、発熱による出校停止も若干名見られた。

なお、生徒197名の進路については、1月27日現在で次の通りである。四大25.9%、短大5.1%、専門

学校37.1%、就職22.8%は昨年とほぼ変わらない状況（求人数はやや減少）、その他9.1%となってい
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る。

1月18日（月）に出されていた県独自の緊急事態宣言は2月23日(火)に解除、不要不急の外出自粛

・飲食店の時短営業も解除となる中で、3月1日（月）の卒業式は、「継承式」とセットで、椅子の間隔を

30センチほど取り、保護者の出席も1名に限定し、校歌、国歌はCDの再生のみで歌唱はなし。知事メッセ

ージや祝電の披露も文面のみの紹介で読み上げは省略し、進行面での時間の短縮を行った。また呼名

での返事の発声も飛沫飛散防止の観点から奨励せず、通常教室で行われていた保護者を交えての最後

のホームルームも、3階で２クラス・4階で1クラス・体育館で2クラスと分散して行われた。

11 改めてこの1年を振り返って
３月時点で関東１都３県の緊急事態宣言が3月21日(日)まで延長される見込みの中で、感染力の強

い「変異株」の確認が各地で進行し、ワクチン接種についてはまだ端緒にもつかずの状況にある。

当時の安倍首相の要請による全国「一斉休校」から1年を迎える。１年たって新型コロナウイルスの実

態と対応や致死率などが判明してきた現在の感覚で振り返るならば、一斉である必要性はなかったであ

ろうことは多くの人の認めるところである。休校決定の権限は各教育委員会にあったにもかかわらず、法

的にも科学的にも根拠のないまま公立学校の99%が休校したという。今後鳥インフルエンザパンデミック

の出現などというような事態を想定したとき、今回全国一斉休校というような措置に至った経緯について、

日本の構造的な問題（同調圧力?）として深く検証されなければならない。

また、約３週間の分散登校期間の20人以下の授業で、改めて少人数授業の必要性は確信的なものと

なって、微々たる成果ではあるが、小学校の35人以下学級が全国的に実施の運びとなり、中学校への展

開についても首相の国会答弁がなされているものの、高校まで含めた３０人あるいはさらに２０人学級実

現への道のりは遙かに険しいものである。Fuku１の原発事故を経ても原発推進政策を放棄できない政

権与党の少人数学級実現への政策転換は、政権交代の持続化によってしか生み出されないのではない

か。

さらに、本校最後の３年生の沖縄への修学旅行は幻となったが、新校２年生の沖縄への修学旅行は、

実施についての一部懸念もあったが、昨年の１２月本校の３年生が遠足に行っていた頃、少なくない不参

加者を抱えながらも予定通り実施されたという。実施して何かあったら責任がとれるのかという慎重論が

先行し中止になった事例は９．１１同時多発テロのあとの沖縄修学旅行もそうであった。実施・中止・延期

の判断は難しいことだが、我々教職員の中に巣くう事なかれ主義的姿勢をもう少し見つめ直してもよいの

ではないかとの感慨が、結果論としてではあるが、渦巻いているのも確かではある。

休業期間中のオンライン授業については、何もしないよりはましという点で評価できるとするも、物理的

に教員の準備の点で大きな負担になったことは確かである。生徒にとっては、スマホという端末では限界

があったことも確かである。近々生徒一人一人がタブレットなどの端末を準備できたとしても、それで今ま

での学校の日常に取って代われるはずもない。ここから先この問題については、経産省主導のGIGAスク

ール構想や教育のICT化とのかかわりで論じる領域となりそうだ。以上３月１６日現在でのまとめである。
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GIGAスクール構想の虚妄

１　ソサエティ5.0という虚像 IoT������ターネッ

　「GIGAスクール構想」など、近年の文部科学省の方針の前提となる考え方は、総務省・内閣府などが打
ち出している「Society 5.0」（そさえてぃ・ご・てん・れい〔ゼロ？〕）である。この新造語は、「狩猟社
会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）」とい
う古い社会とは異なる新しい社会なのだという（内閣府、https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html）。
　3.0から4.0への変化とされるものは、その前の「農業革命」「産業革命」のような根本的転換に比肩する
ようなものではない。ましてや、今回の4.0から5.0への移行は、10年ごとに繰り返される規格更新にすぎな
い。4.0ですら大袈裟であるが、「Society5.0」は、せいぜい4.0から4.1へのマイナー・バージョンアップ
でしかない。総務省による電波帯の割り当てを受ける携帯電話業界において、1979年の「１G」（第１世
代）以来、おおむね10年ごとに世代交代してきて、2020年代に現行の「４G」から「５G」（第５世代移動
通信システム）への移行がすすむのにあわせて、無理に「５」に拘って鯖読みしたようだ。
　「５G（ファイブ・ジー）」規格は、高速大容量、高信頼・低遅延、多数同時接続という点で「４G」を
凌駕するのであるが、その高性能は携帯電話機（現在では主として「スマートフォン」）を使用する一般
ユーザーにとっては過剰である。携帯電話以外の新たな用途を創出することが、「５G」への転換期を迎え
る通信事業者にとって喫緊の課題なのである（亀井卓也『５Gビジネス』2019年、日本経済新聞社）。イン
ターネットに接続する携帯電話機という主要な対象領域以外の、はるかに広大な市場（マーケット）を創出
することが業界と監督官庁の課題となる。すでに完成しているガラス繊維を用いた固定線による通信を蚕食
しつつ、高速大容量、高信頼・低遅延、多数同時接続の過剰性能の無線電波通信システムを構築するにあ
たっての標語が「Society5.0」であり、具体的にはIoT（Internet of Things、モノのインターネット）とい
う、過剰だが一面的で表層的な社会関係と、AI（artificial intelligence、人工知能）という誇大な性能表示
を掲げて、人々の思考を特定方向に収斂させる情報誘導システムである。
　卓上ないし可搬型のコンピュータ（携帯電話機もそのひとつ）だけがインターネットに繋がるのではな
く、いずれ家庭電化製品や住宅機器が接続することになるから、それらすべてにインターネット上のIPアド
レスを割り振る必要があるということは、もう何十年も前から言われていた。高速大容量で高信頼・低遅延
を誇る５Gは、もはやそれらの分野にとどまることなく、自動車や工場での生産などでも使用可能になった
ということで、一挙にすべての「モノ」が、コンピュータの形はしていないがIPアドレスをもつコンピュー
タとしてインターネットに接続すべきであるというスローガンが、規制官庁と産業界によって打ち出された
のである。
　まず、IoTである。現在の社会すなわち「Society4.0」では、

「知識や情報が共有されず、分野横断的な連携が不十分であるという問題がありました。人が行う能力
に限界があるため、あふれる情報から必要な情報を見つけて分析する作業が負担であったり、年齢や障
害などによる労働や行動範囲に制約がありました。また、少子高齢化や地方の過疎化などの課題に対し
て様々な制約があり、十分に対応することが困難でした。」
「Society 5.0で実現する社会は、IoT（Internet of Things）で全ての人とモノがつながり、様々な知
識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服しま
す。」

　それとAIである。すなわち、
「人工知能（AI）により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車など
の技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されます。社会の変革（イノベー
ション）を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あえ
る社会、一人一人が快適で活躍できる社会となります。」
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　IoTとAIであらゆる「課題・困難」が一挙に解決するという誇大で幼稚な妄想である。1960年代の科学技
術信仰や、1980年代のコンピュータ信仰の再版である。IoTは「モノのインターネット」と言いながら、
「全ての人とモノがつながる」とすでに中途半端に言い換えられているが、つまるところ人間と人間はイン
ターネットによってだけ繋がる、というのが究極の理念である（IoH：Internet of Human）。そのように
して繋がった人間と人間の関係性は、インターネットの全領域を包括するシステム、すなわちAIと称する誘
導システムによって、基底的に統制されることになる。人間と人間の関係がインターネットによってだけ編
制され（IoT＝IoH）、包括的に統御される（AI）、そのような社会が「Society5.0」なのである。もちろ
ん、そんなものは完全な形では実現するはずはないが、たとえハリボテであっても行政官庁と関連業界が掲
げる理念と方向性として、暫時傍若無人の振る舞いを演ずるだろう。
　３分野を例にあげて、その空疎な万能ぶり
をみてみる。まず、「交通」である。
　自動車の自動運転、UAV（ドローン）によ
る輸送などは、道路環境・都市環境による制
限・限界を超えられない。大部分の道路では
自動運転実用化は原理的に達成不可能である
し、都市部でのUAVによる運搬は不可能だし
意味がない。「５G」電波の到達範囲外の過
疎地域では、当然UAVは飛行できない。応
用・実用化は、経済性・効率性を度外視し従
来手段を解体して完全な人工環境を構築でき
る限定的で例外的な場面に限られるだろう。
　レベル５の「完全自動運転」は、全部の自動車が置き換えられ、全部の道路環境が整備されない限り実現
しない夢物語である。それ以前のレベル２や３の「半自動運転」でも、せいぜい前車追従機能による漫然運
転を促進し、半自動ブレーキングで特定態様の衝突事故を減少させる程度で、歩行者を脅かす危険走行を抑
止する効果はない。上の資料を見ても、自動車優先の現状を改めるどころか、手抜き運転を支援する方向性
である。速度標識どおりに速度制御し、一時停止標識や横断しようとする歩行者を感知して必ず停止するよ
うな自動制御は、決して組み込まれないだろう。組み込まれたとしても機能をオフにした走行が常態化す
る。踏切のない専用軌道を走行する車両であれば安全な自動制御は可能であるが（例：「ゆりかもめ」。た
だし異常動作・故障は起きる）、自動車でそれを実現することは原理的に不可能である。
　これらのIoTは、人口が集中する「都市部」より、まさに人口が減少し高齢化する「地方」における諸問
題の解決に資するかのように描かれる。しかし、５G通信のための全国をカバーする基地局建設は事実上不
可能である。キャリア４社のうちNTTドコモとKDDIでもカバー率は100％にはならず、ソフトバンクと楽天
モバイルにいたっては最初から全国土面積の６割程度しか対象としないことにしている。「５G」電波がと
どかないところでは、IoT展開は不可能である。「課題」を
かかえた「地方」においては、自動車の自動運転だけでな
く、「５G」規格の無線電波によって提供されるあらゆる
サービスが及ばないことになる。広大な空白地域が作り出
され、「地方」と「大都市圏」との格差は解消するどころ
か、かえって拡大することになる。
　医療・介護分野はどうか。これについては、個々の項目
について抽象的に論ずるより、現今のさしせまった課題に
IoTとAIが対応できるかどうかを考えることにする。まず、
COVID-19状況下で、仮にIoTとAIが確立していたとしてど
のような役割を果たすだろうか。
　2020年から2021年の全過程において、国は感染症対策の基本としての大量検査と隔離・治療の実行、そ
のための医療態勢確立を全て怠り、特権階層以外の一般国民に対してはPCR検査を拒絶し、感染判明しても
相当数を放置（「自宅待機」）する医療拒絶方針が基本になっている。検査もしないし、治療もできないと
いう診察・治療不実施体制にあっては、IoTに存在の余地はなく、AIへの情報入力はない。仮にAIがありが
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たいご託宣を下したとして、それを受けいれ
る医療が存在しない。COVID-19状況下で
は、IoTとAIは完全に幻影である。
　介護についていえば、被介護者の財力条件
により介護費用を低廉なものにしなければな
らないことが根本原因となり、介護者の待遇
低下・労働条件劣悪化が進行して「人手不
足」にいたっている。この循環を断つこと
と、IoTやAI普及とは、相互の関連性を有しな
い。たとえば介護者・被介護者の身体動作を
支える機器・ロボットは有用だろうが、それ
はSociety5.0のIoTやAIを必要としない。か
えって過剰な機能による高コスト化が、普及の
阻害要因となる。
　次は「防災」である。これについても、
個々の項目について抽象的に論ずるのではな
く、具体的事例として2015年の鬼怒川水害と
2011年の福島第一原子力発電所の事故の際
に、仮にIoTとAIが存在した場合どのような役
割を果たしうるのか考えてみる。
　2015年の鬼怒川水害の際にIoTとAIがあっ
たとして、役立ったと思われることはひとつ
もない。鬼怒川水害の根本原因は、第一の氾
濫地点の常総市若宮戸における河畔砂丘の掘
削と、第二の氾濫地点の常総市三坂における
河川敷（高水敷）の掘削にあったのであり、
掘削を禁止して砂丘と高水敷・堤防を保全していれば氾濫は起きなかった。掘削しない・させないという措
置であるから、時間も経費も一切かからないのである。河川行政上の単純で深刻な誤謬がもたらした災害で
あって、IoTやAI以前の問題である。引用したパワポは、災害防止のことなど一切考えず、災害が起きた後
の対応しか考えていないのであるが、そこでIoTやAIの幼稚な技術で鬼怒川水害で役立った可能性のあるも
のはない。
　2011年の福島第一原子力発電所の爆発事故については、かりにIoTやAIがあったとしても、あらかじめ防
ぐことは不可能である。原子力発電所がインターネットに接続したコンピュータによって運転されること
は、絶対にありえないからである。津波対策の必要性があらかじめ指摘されていたのを、当事者企業と規制
官庁が根拠もないのに回避したのであり、AIがあれば状況が違っていた可能性はない。いったん事故が起き
れば広範囲に回復不可能な損害を及ぼす原子力発電を続行するのか脱却するのかの判断に、AIの出る幕はな
い。原子炉の運転がIoTの対象にならないだけでなく、原発とその事故に関するほとんどすべての情報は、
当時者企業や規制官庁によってIoTやAIの対象とならないよう隠蔽される。原発事故に対しても、IoTやAI
などSociety5.0関連の夢物語は、いかなる関連性も持つことはない。
　Society5.0スローガンの提唱者たちは、学校教育分野について何を提起するのか。
　「AI」は、消費動向など、もともとデジタルデータとして生成集積されるきわめた単純なものについて、
数量的傾向性を出力（output）するものにすぎない。現在すでに通販だけでなくほとんどすべてのウェブサ
イトでは、消費者・閲覧者の端末に標識情報を埋め込み（「クッキー」。拒否すると閲覧も購入もできな
い）、他の業者であってもそれを読み取って利用することができる（クッキーのつまみ食い？）ようになっ
ている。顔貌・身体的特徴などの画像認識はある程度実用化され、AIの有意味な実用事例だと思われている
が、その現実的適用範囲は商取引における認証が中心である。同意のないまま重要な個人情報の取得と使用
が常態化しているが、Society5.0とはそれがさらに促進される状態である。
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　防犯用途としては、テレビでは都合よく撮影されていた画像の解像度を上げるというデタラメが可能だ
が、現実には設置台数と解像度などあらゆる点で、犯罪から国民を守るという一般的な防犯目的は達成は不
可能である。実用化は、ごく限られた範囲の警備警察目的に限られるだろう。
　規格に沿ったデータでないもの、複雑であって原理的にデジタル・データとして獲得できないものについ
ては適用できない。多くの社会現象はもちろん、複雑な自然現象については、「予測」どころか事実認識す
ら不可能である。比較的単純な人工物である自動車を、全地点での完全自動運転することすら不可能であ
る。高度で複雑な事象について、その総体をIoTによって取り込んでAIでデータ処理することは、絶対的に
不可能である。Society5.0推進勢力は、ただの願望か空疎な夢想を、意味があり可能であるかのように宣伝
している。下は、総務省による空想である（https://www.soumu.go.jp/main_content/000623332.pdf）。

　「人的交流」のデジタル技術による媒介には、本質的な限界があり、特定の表面的な、そして多くの場合
虚偽に満ちた交流でしか役立たない。外国人観光客に簡単な案内を提供する程度ならまだしも、「実用レベ
ルの翻訳」能力しかもたない翻訳機械で外国人労働者を働かせるというのは、極度に劣悪な待遇で過重な単
純労働に従事させることが前提になっている。Society5.0的にいえば、ロボットを設置し、操作するのと同
一の発想であるが、精巧なハードウェアに膨大なソフトウェアを組み込む必要のある「モノ」と違って、た
だ命令しさえすれば自主的に動いてくれるのだから、Society2.0における家畜の使役、奴隷労働の管理と同
じ発想である。ロボットが人間の労働にとってかわり、人間が重負担から解放されるどころか、機械化・ロ
ボット代替ができない分野や高コストになるので導入しない分野では、かえって人間の労働の苦役化・過重
化を招くことになる。
　「教育」欄の「自分の分身が授業に出席」とあるのは、映画『アバター』（2010年、監督ジェームズ・
キャメロン）を真に受けたり、ゲームに没頭して登場人物を自分だと勘違いする程度の幼児的妄想である。
そもそも「分身」の語義を知らず、ただ誤用しているだけである。原義の「仏が衆生を教え救うために種々
の姿をとって現れる」（広辞苑）ものではないのはもちろん、「一つの身が二つ以上に分かれて生じた身」
としての「分身」が通学し授業を受けたとしても、それは元の者の体験にはならない。ディスプレイに粗略
な人物像を映し出し、その動きや発話をコントロールして遊んでいるSNSの児戯の流用にすぎない（S高校
が「分身」の真似事をしてみせたことについては、後述）。
　COVID-19で一挙に現実化した「遠隔授業」は、実際の授業ができない時のやむをえない補充手段では
あっても、現実の授業を凌駕してそれに取って変わることなどということは到底ありえない。実際の授業に
はるかにおよばない本質的な制限があり、それは「超高速通信ネットワーク」程度のもので克服できるよう
なものではない。
　デジタル技術が人間の技能を代替しうるとか、さらには拡張するなどというのは、芸術鑑賞はインター
ネットで代替可能だと思ったり、自動翻訳機により外国語習得が不要になるというのと同程度の勘違いに過
ぎない。人間の感覚をデジタル技術が媒介し代替することは不可能である。現実世界そのものを見るのと、
その画像や音像を見たり聞いたりするのは同じではない。デジタル技術による映像は、そこに写されている
現実それ自体をすでに見たことがある者に、かつて見た現実を想起させるから意味があるのであって、馴染
みのない風景や人物を他人が撮影した映像にはそのような迫真性はない。デジタル技術による音声も、同様
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にすでに聴いたことのある声や演奏を想起させるから意味があるのであり、聞いたことのない音や演奏には
そのような現実想起による現実性はない。
　以上のとおり、IoTスローガンは人と人との関係を豊かなものにするといいながら、現実には営利企業が
提供する一面的で貧弱な関係性のなかにそれを収斂させようとするだけのものである。しかもそれは当初か
ら営利目的に発する不徹底なものであるから、人間と社会のありかたに新たな地平を開くことはできない。
AIスローガンは、いずれコンピュータが人間を超える知能を獲得し発揮するといいながら（『2001年宇宙
の旅』のHAL？）、じつのところAIが人間を超える知能を持つのではなく、人間の精神的能力をAIの陳腐
な能力の水準に切り下げることになる。人間の思考を定型的で皮相な方向性へと絡め取ろうとするプロパガ
ンダは、いつでも平凡陳腐で新鮮味に欠ける。
　特に、教育分野についての見通しは、完全に時代遅れである。在り来りで目新しさはカケラもない。主と
して大学でのことのようだが、企業等での当面する業務に対応する実用主義的職業教育の次元でしか考えて
いない。日本近代の一貫する伝統としての「文科系」「理科系」の峻別によるサイエンスの一面化、すなわ
ち知が最初から分節化され
た「科学化」＝蛸壺化は揺
るぎもしない（いまだに続
く東京大学の入試の類型区
分が典型）。知の総合性か
ら遠ざかるばかりであり、
大学における教養教育を軽
視する流れをさらに進める
ことになる。

２　教育行政におけるICT推進方針

　行政機関と情報企業による狭隘で陳腐な未来像を前提として、文科省が打ち出す政策は何十年も前から言
われている時代遅れのものである。
　「教育白書　第11章　ICTの活用の推進」は、「情報活用能力の育成」を謳う（https://www.mext.go.jp/
b_menu/hakusho/html/hpab201901/detail/1422160.htm）。
「情報活用能力」とは、「学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情
報の収集・整理・分析・表現・発信等を行うことができる力であり，さらに情報手段の基本的な操作の
習得や，プログラミング的思考，情報モラル，情報セキュリティ，統計等に関する資質・能力等も含
む」

　みずから創り出すのではなく、大量性と迅速性だけが取り柄のAIが吐き出す瑣末な「情報」の束を手際よ
く捌くのが「資質」「能力」だというのである。そのために、パソコン、タブレットなどその時々の「情報
機器」操作をさせるだけである。小学校の「プログラミング教育」が新機軸だが、その時々の特定のプロト
コルに習熟させることには普遍的価値はない。そんなことをするくらいなら、言語の文法や数学の演繹体系
を学ぶことに注力すべきである。
　異常に普及しているスマートフォンの取り扱いをどうするかまったく考えていない。まさか授業でスマー
トフォンを使用することはしないから、もっぱらスマートフォン使用にあたって問題となる「情報モラル・
情報セキュリティー」については抽象論に終始し、現実的に対応できないことになる。詐欺サイトへの対応
は、学校教育の本筋ではない。twitter や instagram 、LINE 等については、人間関係の極度の一面化と皮
相化を前提とするシステムそれ自体の問題性があり、誰もが使うことを前提として皮相な「モラル」を説い
たところで、何の意味もないだろう。
　学校におけるICT環境整備であるが、何をいまさらと呆れる時代遅れぶりである。児童生徒用には「３ク
ラスに１クラス分」整備するというが、デスクトップ・パソコンにせよ、はたまた挿絵のタブレットにせ
よ、OSを何にするかが問題となる。パソコンだと、Windows、Chromebook、MacOSのいずれかだろう
が、どれを採用しても、あっというまに陳腐化する。タブレットだと、AndroidかiPadOSであるが、児童
生徒がすでスマートフォンでiOS、Androidを使用しているのだから、重ねて授業で取り扱う意味が見出せ
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ない。そもそもパーソナルコンピュータを共用すること自体が自家撞着的である。
　操作に習熟することが目標ではないと言うだろうが、それではそれ以上にいかなる目的を設定するのか、
ワープロ、表計算、パワポの教育をすることにどれほどの意味があるのか、など何も考えていないようだ。　
　「授業を担任する教師１人１台」とは、各人にノートパソコンを割り当てるということのようだが、１人
１台で足りないことはあきらか
で、授業用（準備と実施）のほか
に児童生徒が持つものと同じも
の、そして校務用が必要になる。
授業用のOSを何にするか、何年ご
とに入れ替えるのか、問題は多
い。大型掲示装置を普通教室１台
というが、目標として低すぎる。
現物は大型というほどではない
し、２画面は必要だろうに、そう
いう発想はまったくない。教室環
境整備（遮光、電力容量〔現行で
は２教室でわずか15アンペア＝
1500ワット〕、WiFi容量確保な
ど）も必要になるのにそのことを
考えていない。そもそも１教室の
人数が過大である。
　従来の通信制高校、放送大学のテレビ・ラジオ放送など、録画録音されたものを視聴するのは、「遠隔教
育」には含めていないようである。同時的・双方向的「遠隔授業」は、COVID-19状況下の休校・学校閉鎖
に際して実施されたように、あくまで通常授業の一時的代替、一面的補充としてのものである。通常授業よ
りすぐれた「質の高い学習」が可能であると吹聴するのは、根拠のない虚言である。

３　中央教育審議会の「令和の日本型学校教育」

　中央教育審議会初等中等教育分科会の「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して（答申）」（2021年
１月26日、https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985_00002.htm）の「第２部　各論」
「６　遠隔・オンライン教育を含む ICT を活用した学びの在り方について 」、「７　新時代の学びを支え
る環境整備について 」を見る。
　「GIGAスクール構想」　答申では説明されないが、「GIGA」とは「Global and Innovation Gateway 
for All」という意味不明の用語の頭文字らしい。コンピュータの情報量単位のギガに引っ掛けたもので、キ
ロ（K=２の10乗）の上のメガ（M=２の20乗）のさらに上のギガ（G=２の30乗）で、高速大容量を象徴さ
せようというのだろう。いまやパソコンの一般的な記憶容量はテラ（T=２の40乗）の段階であるというの
に、いかにも時代遅れである。この駄洒落のレベルの低さそのままに、実際に目指すのは、次のことに尽き
る。

「令和時代における学校の「スタンダード」として，小学校から高等学校において、学校における高速
大容量のネットワーク環境（校内LAN）の整備を推進するとともに、令和２（2020）年度中に義務教
育段階の全学年の児童生徒1人1台端末環境の整備を目指し，家庭への持ち帰りを含めて十分に活用で
きる環境の整備を図る」

　「端末」については、クラス間で順次使用するのではなく、全員に割り当てることにし、自宅への持ち帰
りもありうるとするようである。同時に1000台が接続する校内LANを設置するとなると、引き込み線の容
量確保とWiFiの容量確保は、非現実的な費用を要することになる。実際にはかなり容量を削減することに
なるだろう。機器についても故障対応や充電、されに自宅での充電など全部対応するとなると相当の費用を
要することになる。
　本県の場合、高校については生徒に費用負担させる方向であるが、経済的格差が極大化している状況下で
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は問題が大きい。私物となると、紛失・盗難等の際の対処などが難問となる。通信容量以前に、機器の充電
設備の設置場所、それどころか電源容量も不足するだろう。
　「ハイブリッド」　「ハイブリッド」と称して一部の生徒についての「遠隔授業」をおこなうとなると、
専任者が必要となるが、そのようなことは一切考えずに無責任に導入しようとしている（答申、p.81.）。

「高等学校段階において，多様なメディアを効果的に活用し，生徒の実情に応じて家庭における同時
双方向型のオンライン学習を授業の一部として特例的に認めることにより，対面指導と遠隔・オンラ
イン教育とのハイブリッド化を図る取組を検討する」
「情報端末・教科書・ノート等の教材・教具を常時活用できる教室用机(新JIS規格)， 情報端末の充電
保管庫等の整備や遠隔会議システム，統合型校務支援システムの導入など，「1人1台端末」や遠隔・オ
ンライン教育に適合した教室環境や教師のための ICT 環境の整備を図る」（答申、p.81.）

　全教室で対応するには、学校全体の建物の整備と機器の設置が必要となり、事実上不可能である。一部に
ついて実施するしかないだろう。
　「デジタル教科書」の旧態依然＝「GIGAスクール構想」の根本的な時代錯誤性　　建物・設備の更新を
したうえで、ソフトウェアとデータ（「コンテンツ」）として、何を扱うのかが問題となる。従来の教科
「情報」では、事実上ワープロとパワポ、それと表計算を扱う程度だが、「１人１台」にしてまで扱う教材
がどれほどあるのか、文部科学省・中央教育審議会はほとんど何も考えていない。従来の「ドリル型」教材
ではダメだというが新たな提案はない。唯一具体的に示されているのが、「デジタル教科書」である。

「紙の教科書の内容の全部（電磁的記録に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。）をそ
のまま記録した電磁的記録である教材。学校教育法等の一部改正(平成 30 年法律第 39 号)により，平
成 31(2019)年4月より，紙の教科書を主たる教材として使用することを基本としつつ，文部科学大臣の
定める範囲で，紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書を使用することが可能となった 」（p. 78.）

「紙の教科書の内容の全部をそのまま記録」するというのは、教科書検定制度を墨守するための意味のない
方針である。しかも「紙の教科書」を廃止するわけではないから、荷物が増えるだけである。ここに
「GIGAスクール構想」の無内容が端的に現れている。

４　茨城県内の「特区」における通信制高等学校の濫立

　2020（令和２）年４月１日時点で、広域通信制高等学校は全国に109校あるが、そのうち６校が茨城県に
ある。さらに、2021（令和３）年に、「角川ドワンゴ学園」がつくば市にS高等学校を設置した。「S高等
学校」は略語ではなく、正式の校名である。設置者はカドカワと経営統合した株式会社ドワンゴが設置した
学校法人の「角川ドワンゴ学園」である。株式会社ドワンゴは、「ニコニコ動画」やゲームなどとあわせ
て、学校法人角川ドワンゴ学園が運営するN高等学校と連携し、「ネット時代に合わせた教育関連のサービ
スを提供」するとしており、実質的には株式会社が運営することになる。
　つくば市は構造改革特別区域法に基づく教育特区に指定され、一時「株式会社つくば東豊学園」が設置す
る「東豊学園つくば松実高等学校」があり（2020年３月末廃校）、今回、実質的には株式会社が運営する
学校が立地する素地があった。
　そして、2021年４月の開校の直前、ドワンゴの元社員の大井川知事は、県立高校がS高校の部活動や「対
面授業」に協力する「包括連携協定」をドワンゴの理事長と締結した。県教育委員会ではなく知事部局の長
が、特定の学校に対して県が利益を供与することを決定してしまった。茨城県においては、教育委員会制度
は、完全に形骸化したのである。
　そのうえで、４月７日にS高校の入学式がYouTubeで配信された。入学式は、隈研吾が「設計」したVR
（ヴァーチャル・リアリティ　「仮想現実」）校舎で開かれ、入学者の代表が「分身」で登場したという。
　授業料等は、「普通科プレミアム」コースで、３年間で109万９千円とのことで、これは仮想通貨ではな
く通貨で支払うことになっている（保護者の年収590万円以下の場合は、国から88万８千円の「就学支援
金」が支給される）。そのほか、自宅にWiFi環境を整備し、アップルなどのパソコンかタブレットを備えな
ければならない。かなりの経済的負担となる（https://nnn.ed.jp/admission/tuition/net/）。
　教育環境の貧困化の極致というほかない。 　  （終）


