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◆自主基準細則一部改正！塾生と合格実績と
◆自主基準細則一部改正！塾生と合格実績と
平成11年11月の特定商取引法施行とともに制定された「学習塾業界における事業活動の適
正化に関する自主基準」。法に寄り添って業界の自主ルールとしては長い歴史を持っていま
す。今年度、自主基準のさらなる普及及び活用の推進のために、学習塾における合格実績に
関する表示状況等を調査してその実態を把握し、自主基準の目的に配慮しつつ学習塾の変化
に適合した基準作りの参考にいたしました。今回の改正は、合格実績に関する内容です。

p1

10月8日に開催した塾の日シンポジウム２０１8東京大会

◆その他の項目
◆その他の項目
●塾の日シンポジウム会長挨拶●安心塾バイト認証・大学インタビュー
●ＪＪＡインフォメーション 学習塾のためのコンプライアンスセミナー●入会ご案内
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塾の日、東京にて
塾の日、東京にて
平成３０年１０月８日
公益社団法人全国学習塾協会

会 長

安藤

大作

本日はこのように多くの方々に公
益社団法人全国学習塾協会30周年の
祝いの席に駆けつけてくださりまし
て心より感謝申し上げます。
さて全国学習塾協会は昭和63年10月

p2-1

8日ちょうど今から30年前のこの日に
産声をあげました。その当時、塾の
団体が出来たということで、そこか
らの未来 に多くの塾人は胸を躍らせ
たと聞きます。また当時は塾が元気

な時代でもあり、多くの塾が本協会に加盟しておりました。
ただ、やがて時代と共に会員が減少しはじめることになります。そもそも塾は許認可な
く自由に開業できますし、何かの団体に入らずとも開業できる業界、つまりどこかの会に
入らなければならない理由は特にございません。さらには時代と共に少子化も進み、塾の
経営も圧迫されていったり、世代交代を原因とした退会など、少しずつ全国学習塾協会の
会員も減少していきました。
それにつれて、一体自分たちは何のための団体なのか？協会は何を成し遂げたいのか？
自分たち自身にも疑心暗鬼になり、一つにまとまりきれない時もあったと聞きます。
しかしそれでも教育を思う多くの善意や温かい人間関係を柱に、これまで火を絶やさず
に、学習塾協会は生き続けて来ました。
そんな時、2013年、全国学習塾協会は公益社団法人
となる道を選びました。
そのことで、行政監査に耐えうる透明なガバナンス
の必要性、また公益という旗を上げたことによる、そ
れ以前との違いによる戸惑いの払拭、など、当協会に
は明確な言葉や姿勢を発する強さが求められました。
p2-2

それに合わせたかのように、時代の激流の中に教育
も置かれ、この先、民間教育はどこに行くのか？何を
成すべきなのか？を、閉じた議論にならずに、社会全
体で語る必要性も生まれ、塾業界も言葉を発し、意思
を持たなければならなくなりました。そう思えば公益
社団法人になったことの大変さはありましたが、今と
なれば絶妙のタイミングで公益社団法人になったので
はないかとも思え、それはそれできちんと時代の波長
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と合っていたのかなとも思えます。
そんな激流の中、本日の30周年を迎えることが出来
ました。
私たちは今ここからの30年を瞬きせずにしっかりと
見すえないといけません。
もちろん樹木は地中の根っこがあるから立っているよ
うに、このような節目には、改めてこれまでの経緯に
思いを馳せ、その根っこを思う力の分だけ、未来への

p3-1

エネルギーも生まれるものだと思います。過去を100
思うからこそ、未来に100進めるものだと思います。
改めてここまで協会を繋いでくださった歴代会長をは
じめ、関わってこられた多くの皆さんが尽くされてき
た労力、費やされてきた時間に、心から感謝と敬意を
申し上げたいと思います。
そしてこれからの30年。子供達の未来のために私たち業界が存在しているのならば、よ
り一層民間教育業界は力を発揮しなければならない時を迎えているように思います。子供
達の未来のためには、子供達を取り巻く環境全体の視点で、大義を持って業界を考えてい
く必要があろうかと思います。業界だけが輝くのではなく、社会全体が輝くよう、子供達
の未来が輝くよう、そのためにも民間教育業界が力を発揮していけるよう、それこそまさ
に公益の心で考え、挑戦していく必要にかられているように思います。
これまでこの国の子供達の様々なシーンで、私たち塾は子供達を支え、育んできました。
そのことは間違いなく、誇りとして胸に刻みながらも、より一層その力を堂々と、社会に
対して発揮して、未来を作る使命感が必要とされる次の30年、であるように思います。
ここまで協会を繋いでこられた多くの方々の意志、そのバトンを受け継いで次の30年へ
と走り出すのも、またここにお見えの皆様と、未来を思い教育に汗を流す多くの方々の意
志の力です。
私たちは、公益だからこそ、力を一つに合わせていけると思います。
結びとなりますが、教育の未来、何よ
り子供達の未来のために、より一層の使
命感で、今後とも公益社団法人全国学習
塾協 会を 支え てい ただ きま すこ とと 共
に、様々な局面において是非、皆様の公

p3-2

益心で力を合わせていただけますよう、
そしてこれよりの懇親会も、その心を繋
ぐ懇親会になりますことを高いところか
らではありますが、合わせてお願い申し
上げ、私からのご挨拶とさせていただき
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ます。
本日は誠にありがとうございました！
※塾の日シンポジウム 2018 東京大会の様子は次号お伝えする予定です。

自主基準細則改正で何が変わった!?
自主基準細則改正で何が変わった!?
消費者庁の消費者向けガイドブックに「品質、規格、その他の内容に
ついて著しく優良であると誤認される表示」として、牛肉のブランド、
中古自動車の走行距離、ＬＥＤ電球の明るさなどと並んで予備校の
合格実績広告が…。改正のポイントは『合格実績』です！
当協会は平成 11 年 11 月、特定商取引法の
施行と時を同じくして、学習塾業界における
事業活動の適正化に関する自主基準（以下「自
主基準」といいます。）を制定しました。平成 11
年の特定商取引法誕生は、それまで訪問販売
法と呼ばれていた法律に、学習塾や語学教室、
エステティックサロンなど特定継続的役務と
区分された事業者が規制対象になったのを機
に改称されたものでした。自主基準は学習塾
が行う事業活動に関して児童・生徒・学生と
その保護者との間に起こるトラブルの防止と
情報開示・取引の適正化を図るために制定し
たもので、基準の素地土台は、特定商取引法
や景品表示防止法、個人情報保護法などでし
た。
当時は特定継続的役務に関する苦情やトラ
ブルも少なくなく、学習役務付き教材販売と
いわれる事業者と消費者のトラブルが象徴的
です。指導付き学習教材の契約に関するトラ
ブルでは、販売業者は教材と指導は別である

消費者庁「事例でわかる景品表示法ガイドブック」より

と主張し、消費者は通常の塾よりも優れた特
別な塾だと思って契約に及んでいました。

ガイドラインは、経済産業省の助言や支援も

そうした背景の中で契約と解約のルール化が

あり、特定継続的役務に関するそれぞれ業界

なされ、契約書面による情報開示が法律に盛

団体が制定に動きました。

り込まれました。

協会は自主基準（及び同実施細則）を制定し、

特定商取引法施行以降、自主基準や自主規制

消費者の安心安全に向けた取組を続けていま
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す。そして、同自主基準は法令改正に伴い改

ＡとＢの要件を満たしていないと自らの塾生

定・追補を経て現在に至っています。

として合格実績に入れることはできません。

実施細則は、自主基準で定めた事項を具体的

また、最低ラインとしての「30 時間」の算定

に明示する“字引き”として重要な存在です。

根拠は次の通りです。

実施細則では、「情報開示」に占める割合が多

ア．通常の学習指導

く、
「誇大広告の禁止」、
「前受金の保全措置」、

ヶ月＝ 18 時間

「禁止行為」などは法律の補足や具体的説明
の役割を果たしています。

90 分×４回／月× 3

イ．短期講習など

90 分× 5 回＝ 7.5 時

ウ．直前特訓など

60 分× 5 回＝ 5 時間

間

今回、自主基準のさらなる普及及び活用の

ア＋イ＋ウ＝ 30.5 時間

推進のために、学習塾における合格実績に関
する表示状況等を調査してその実態を把握し、

公正取引委員会は 1985 年に学習塾に対して、8

自主基準の目的に配慮しつつ学習塾の変化に

日間程度の短期講習のみや数回テストを受け

適合した基準作りの参考にいたしました。

ただけの生徒数を実績に含めると、消費者の
誤認を招く恐れがあるとの見解を示していま

今回の改正は、合格実績に関する内容です。

したが、上記の実施細則が定める合格実績に
含むことのできる塾生徒の範囲を決定するた

＜主な改正のポイント＞

めの基準はその指摘にはあたらないと考えて

①合格実績に含むことのできる塾生徒の範囲

います。

を決定するための基準
②合格実績に含むことのできる受講内容
受験直前の６ヶ月間の内、継続的に３ヶ月を
超える期間当該学習塾に在籍し、通常の学習

上記の受講内容は、正規の授業若しくは講習

指導を受けた者とし、かつ、受講時間数が３

でかつ有料のもの（映像授業・オンライン講

０時間を超える場合とする。なお、当該時間

座等を含む）でなければならないものとし、

に受験直前における集中講義等の受講時間を

体験授業・体験講習・無料講習・自習・補習、

含めることを妨げない。

他の事業主体に派遣した講師による授業・講
習等であったり単に教室内にいただけの自習

自らの塾生とするためには、表記に「かつ」

時間等は含まれないものとする

とありますように、
Ａ．受験直前の６ヶ月間の内、継続的に３ヶ

③合格実績の広告に明示すべき事項

月を超える期間当該学習塾に在籍しているこ
と。

学習塾は、合格実績の広告表示にあたり、表

Ｂ．通常の学習指導を受けた者であること。
Ｃ．受講時間数が 30 時間を超えていること。
これらのいずれの条件も満たす必要がありま

p5-1

す。
なお、３０時間に受験直前における集中講義
等の受講時間を含めてカウントしても構わな
い、と言っています。ただし、いくら受験直
前における集中講義等の受講時間が長くても、
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示する情報の範囲・従属性を明確にするため、
事業主体となる広告主体及び／又は合格実績

現在の実態に合わせて、事業者にも消費者に
もわかりやすい表記にしました。

が次の各号のいずれかに該当するかを明示す
今回の実施細則改正は平成 30 年月 10 月 8 日

るものとする。
一

事業主体の全部

をもって発効いたしております。学習塾事業

二

分教室の一部

者の皆様におかれましては、法令はもちろん

三

チェーンシステムにおける同名塾全

のこと学習塾業界における事業活動の適正化

体又は一部
四

に関する自主基準及び同実施細則の遵守をお

提携塾の全体又は一部

願いいたします。

合格実籍の人数表示において、小学校・中学

自主基準及び同実施細則は、当協会ホーム

校・高等学校の学校群或いはグループ分けに

ページでご覧いただくことができます。正会

よる累計或いは積算表示は、消費者に錯誤を

員の皆様には協会ニュースに同封しておりま

招く恐れが多く、避けるべきものとする。

す。

安心塾バイト認証、大学はどう見る！
安心塾バイト認証、大学はどう見る！
アルバイト学生を送り出す大学側は、アルバイトを巡る問題をどのよう
に考え、どうような取り組みをしているのか？インタビューして早稲田
大学に聞く──今の大学生の学生生活とアルバイトの実態！
多くの学習塾にとって学生アルバイトは欠
かせない存在。学生のアルバイトについて先
進的な取り組みを行っている早稲田大学学生
部学生生活課の神林麻衣氏に話を伺いました。

p6-1
「ブラックバイト」は浸透している
─「ブラックバイト」という言葉は２０１３年頃生ま
れたようですが、学生にとってのイメージを教え
てください。
実際に、
「ブラック企業」
「ブラックバイト」

１年生から就職のことを考えているという

という言葉は浸透していると感じています。

ことです。そしてアルバイトを選ぶ上でも、

若年層のキャリア教育が進んでいることが背

ワークライフバランス、労働環境に興味を持

景にあると思います。

っている学生が増えています。初めてアルバ
イトに従事する新入生からは「大学が仲介し

─進んでいるというのは具体的にどのようなこ

ている会社だから安心」と思って応募したと

とでしょうか。

いう声が多いです。
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今は超売り手市場で、アルバイトを探そう
と思えばいくらでもありますが、本学として
は引き続き安心できるアルバイト先を紹介し
ていきたいと思っています。

p7-1
─当協会では学習塾の契約問題や労務問題等
の様々な相談のお問い合わせをいただくので
すが、学生生活課にそういった相談はあります
か。
相談は多くありません。以前本学が出版し

ださい。

た『ブラックバイト対処マニュアル』という

学生からは、「安心してアルバイトに従事で

本を新入生に無料で配布していたので、それ

きるところを紹介してくれるだろう」という

が役立っているのかもしれません。

期待を感じています。求人情報を出す際に、
信用できないところは学生に紹介できません。

早稲田大学のアルバイトに対する取り組

「安心塾バイト認証」があると、それだけ

み

で安心して学生に紹介できるので、とても助
かっています。

─貴校のスチューデント・ジョブというものにつ
いて教えてください。

─認証塾は毎月平均３社45事業所ペースで増え

本学では、学生が身に付けた知識や経験な

ています。大学にも、認証があれば紹介しやす

どを大学の運営に活かすとともに、学生のキ

いと思っているので、認証塾の少ない地域はも

ャリア教育や経済的支援を目的として、学内

っと普及していけるようにしたいと考えていま

外のアルバイトをスチューデント・ジョブと

す。
今取得していない塾でも、「安心塾バイト認

呼び、これの発展を推進しています。

証」取得を目指して労務改善を図るというケ

現在、ＲＡ（リサーチ・アシスタント）・Ｔ

ースが増えるといいですね。

Ａ（ティーチング・アシスタント）・ＳＡ（ス
チューデント・アシスタント）・研究補助者・
臨時職員・試験監督員など様々な仕事を提供

─認証塾でないと学内に求人票を掲示しないと

しています。

いう大学もあるようですが、こういった大学は

目標は２０３２ 年までに年間のべ１万５０

今後も増えるのでしょうか。

００人の学生に、学内外のアルバイトを経験

大学間では研究会等を頻繁に行い、相互に

してもらうことです。

情報交換を行っています。先日、研究会で学
生のアルバイトについて議論したのですが、

「安心塾バイト認証」があると安心して紹

安心してアルバイトに従事できる職場を学生

介できる

に紹介したいというのはどの大学も一致して
いました。認証塾の

─「安心塾バイト認証」に関して、最初期より、ポ

成功事例が増えていけば、そういった大学も

スターを掲示してもらうなどご協力いただいて

増えていくのではないでしょうか。

おりますが、認証に期待される点をお聞かせく
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【取材を終えて】

る傾向にあるそうだ。

早稲田大学の「スチューデント・ジョブ」
は先進的で、他大学から参考にしたいという

※本項は、協会が早稲田大学学生部にインタ

問い合わせや質問が絶えないらしい。大学同

ビュー取材した原稿を「塾と教育」誌で記事

士の情報共有は盛んで、「いいもの」を共有す

化したものです。

ＪＪＡインフォメーション
ＪＪＡインフォメーション
コ ン プ ラ イ ア ン ス

学習塾のための法令順守セミナー１１月１８日開催！労働
関係法令を守って安全経営を！ＤＶＤ受講もできます
2017 年 5 月改正個人情報保護法が施行され
ました。法改正によって個人情報を取り扱う
全ての事業者が規制対象に。保護強化の一方
で個人情報の利活用促進のための改正です。

p8-1

本セミナーでは個人情報漏えいによる学習塾
のリスク、漏えいを引き起こす要因、漏えい
防止策など学んでいただくとともにグループ
発表等もおこなう予定です。また、来春施行
する働き方改革法令から学習塾が留意すべき

ｂ．学習塾コンプライアンススキル修得コー

事項について取り上げます。

ス

今年のテーマは、「法改正後の個人情報保護
と労働時間法制」です。

そして、学習塾運営担当者としての次なるミ
平成 30 年 11 月 18 日（日）

●日時

ッションを再確認し、それぞれの持ち場でリ

13：30 ～ 16：20
●会場

ＴＫＰスター貸会議室

スタートを図ってください。

市ヶ谷

東京都千代田九段南 4-7-22 メゾン・ド・シャ

ａ．学習塾上級法務管理者資格取得コース

ルー 201［JR・地下鉄市ヶ谷駅 A3 出口より徒

学習塾上級法務管理者とは、学習塾事業者ま

歩 3 分］

たは従業者で、消費者の適切な保護のための

講師

弁護士

鶴巻

暁

氏

法律その他必要とされる知識・技能を取得し、
学習塾の運営において実践しようとする者と

次の２つのコースからお選びください。

して公益社団法人全国学習塾協会によって認

ａ．学習塾上級法務管理者資格取得コース

定された者です。

※このコースはセミナー終了後、理解度確認

「学習塾（上級）法務管理者」の名称は、例

テスト（30 分間）を受験していただきます。

えば次のような場合等に使用することができ

資格取得には理解度確認テストの合格が必要

ます。（名称は個人名に対して冠してくださ

です。

い。）
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・事業所受付
レット

・名刺

・履歴書

・社員証

・パンフ

【会場で直接受講せずにＤＶＤを購入して自

・職務経歴書

宅などで受講する場合】
◆申込方法：お申し込みは、別紙の受講申込

講習後、簡単な確認テストを行ないます。

書に所定事項をご記入いただき、下記までＦ

受講された方には「学習塾上級法務管理者講

ＡＸしてください。

習修了証」を交付し、さらに確認テストの基

受講申込書の受講方法の欄は、ＤＶＤ受講に

準点に達した方を学習塾上級法務管理者に認

チェックしてください。

定して「学習塾上級法務管理者認定証」を付
与いたします。資格の有効期限は 2 カ年で、

◆受講料（テキスト、受験料等含む）

更新が可能です。詳しくは当協会サイト〈学

・ａコース

習塾法務管理者制度〉をご覧ください。

一般
正会員

・ｂコース
ｂ．学習塾コンプライアンススキル修得コース

一般
正会員

25,000 円
18,000 円
15,000 円
10,000 円

学習塾法務管理者の認定を対象としない、コ

※ａコースの方は資格取得後、資格維持のた

ンプライアンスを実践するスキルを修得する

めスクーリング、更新が必要になります。

ための講習です。受講された方には「学習塾

スクーリング、更新につきましては下記サイ

コンプライアンススキル修得講習修了証」を

トにてご確認ください。

交付いたします。

https://www.jja.or.jp/wp-content/uploads/201
8/02/8b54a122a8725bb5f96156ef46df193a.pdf

◆定員：会場受講は定員がございますので、
定員になり次第締め切らせていただきます。

◆納入方法：受講申込書をご提出後 1 週間以

◆申込方法：お申し込みは、別紙の受講申込

内に下記の銀行口座にお振り込みください。

書に所定事項をご記入いただき、下記までＦ

■三菱ＵＦＪ銀行本店

ＡＸしてください。

益社団法人全国学習塾協会

【ＦＡＸ送付先】

普通 7642072

公

03-6915-2294

◆申込締切：各会場とも実施日の 6 日前まで

◆ＤＶＤ受講の手順

◆受講料（テキスト、受験料等含む）

[受講者→協会]受講申込 12 月 12 日(水)締切

・ａコース

一般
正会員

・ｂコース

一般
正会員

／受講料納入 12 月 17 日(月)締切

25,000 円
18,000 円

[協会→受講者]本年度講習ＤＶＤ・テキスト
・テスト送付 12 月 21 日(金)発送

15,000 円
10,000 円

[受講者→協会]提出課題の必着

平成 31 年 2

月 8 日(金)締切

◆納入方法：実施日の５日前までに下記の銀
行口座にお振り込みください。
■三菱ＵＦＪ銀行本店

普通 7642072

正会員の皆様は同封物をご覧下さい。

公益

社団法人全国学習塾協会
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ＪＪＡご入会のご案内
ＪＪＡご入会のご案内
全国学習塾協会（略称「ＪＪＡ」）は、民間教育を担う団体・個人に関する支援及び能力開発、調
査研究、地域社会に対する貢献の推進等を行うことによって児童及び青少年等の学力養成の推進に
寄与し、より良い社会の形成を推進することを目的として設立された公益社団法人です。
公益社団法人全国学習塾協会には、どなたでも入会できます。
会員は、正会員と賛助会員からなっています。
■正会員

小学校、中学校、高等学校などに通う児童、生徒、学生を対象とし、学力と学ぶ力の向

上を指導する学習塾をはじめとする民間教育業を営む法人及び個人であればどなたでも会員になる
ことができます。正会員は総会での議決権を持ちます。
協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに優先的に参加する
ことができます。
協会 web サイトと正会員のホームページのリンクを掲載するとともに、会員名簿に正会員一覧を
掲載します。
正会員証プレートを使用できます(使用料あり)。
■賛助会員

協会の目的と活動に賛同してその事業にご支援くださる法人・団体・個人で、総会で

の議決権は持ちません。
協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに参加することがで
きます。
協会 web サイトと賛助会員のホームページのリンクを掲載するとともに、会員名簿に賛助会員一
覧を掲載します。
賛助会員証プレートを使用できます(使用料あり)。
会費は次の通りです。

入会金 （１）正会員
（２）賛助会員

年会費 （１）正会員

30,000円
法人

50,000円

学校法人

30,000円

団体

50,000円

個人

10,000円

１口 生徒数1000名未満

36,000円

生徒数1000名以上

60,000円

3000名未満
生徒数3000名以上
（２）賛助会員 １口 法人

120,000円
50,000円

学校法人

36,000円

団体

50,000円

個人

12,000円
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毎年４月から翌年３月までが一年度になります。
会費について、正会員の方は、会費を３月と９月の年２回に分け、金融機関から預金口座振替によ
り納入いただきます。
賛助会員の方は、年度初めに当協会の銀行口座にお振り込みいただきます。
入会初年度の会費は、入会月からの月割りで計算いたします。

入会をお考えの方、協会の活動概要などをお知りになりたい方は協会事務局まで遠慮なくご連絡く
ださい。資料をお送り申し上げます。
また、入会申込書は協会 web サイトから入手することもできます。

公益社団法人全国学習塾協会
〒170-0005

東京都豊島区南大塚3-39-2

TEL03-6915-2293
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事務局

FAX03-6915-2294

