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告 発 状 

 

２０１３年１２月２７日  

 

高松高等検察庁検事長 清水治様 

  

 

 

被告発人１  高松高等裁判所 裁判官  三木 勇次 

         住所 香川県高松市丸の内１－３６ 高松高等裁判所内 

 

被告発人２  高松高等裁判所 裁判官  池町 知佐子 

住所 香川県高松市丸の内１－３６ 高松高等裁判所内 

 

被告発人３  高松高等裁判所 裁判官  大嶺 崇 

             住所 香川県高松市丸の内１－３６ 高松高等裁判所内 

 

 

 

 

第一 罰条及び罪名 

 

刑法193条・公務員職権濫用罪 

 

 

第二 告発事実について 

 

１，被告発人らの第１回口頭弁論における訴訟指揮の職権濫用 

 

２０１３年１０月１１日、三木勇次裁判長ら被告発人らは、高松高等裁判所にお

いて開廷された、平成 25 年（行コ）第１１号事件（原審平成２２年（行ウ）第２号 以

下「当該訴訟」という。）における第１回口頭弁論において、 民事訴訟法２４３条１

項（裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする）の規定に著

しく反し、当該訴訟を下記のように、審理不尽のまま弁論の終結を宣言し、告発人

らの権利・利益・福利を著しく侵害した（同行為を以下「①訴訟指揮」という。）。 

三木勇次裁判長ら被告発人らのこの①訴訟指揮は、下記の事実及び理由から

明らかなように、刑法第１９３条の公務員職権濫用罪（公務員がその職権を濫用し
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て、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、２年以下の

懲役又は禁錮に処する）に該当する。 

なお、告発人らは、当該訴訟の控訴人らである（証拠１ 原審平成２２年（行ウ）

第２号の第１回口頭弁論調書）。三木勇次裁判長ら被告発人らは、当該訴訟の担

当裁判官らである（証拠２ 平成 25 年（行コ）第１１号事件の第１回口頭弁論調

書）。 

 

 

２，被告発人らの判決の際の職権濫用 

 

告発人（控訴人）らは、口頭弁論主義原則にもとづく判決言渡しと説明責任義

務を果たすように、「判決言渡しに際しての求め」（２０１３年１２月１６日付）を提出

し、判決の際に、主文だけでなく、判決に至る「事実及び理由」について、口頭で

の弁論（説明）を求めていた。 

ところが、三木勇次裁判長ら被告発人らは、判決言渡しの際（同年１２月１７日）、

これを全く無視し、告発人（控訴人）らの手元に判決文がないにもかかわらず、主

文を述べただけで、「事実及び理由」は書面のとおりと述べ、「事実及び理由」を

口頭で述べることなく、つまり、口頭弁論主義原則に反し、また、主権者に対する

説明責任義務を不履行のまま法廷から逃げ去った（同行為を以下「②訴訟指揮」

という。）。 

三木勇次裁判長ら被告発人らによるこの②訴訟指揮は、下記で述べる事実及

び理由から明らかなように、刑法第１９３条の公務員職権濫用罪に該当する。 

 

 

第三 ①②訴訟指揮が公務員職権濫用罪に該当すること 

 

１，公務員の職権行使と主権者の権利・利益の関係について 

 

憲法前文には、「主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そも

そも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。こ

れは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、

これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」とある。これは、憲法の基

本原理であり、憲法の基本を示す数学的数式である。 

そのうえで、憲法第７６条には、この憲法の番人としての裁判官について、「す

べて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律に

のみ拘束される」と規定している。 

上記の規定から必然的に、裁判官は、国家公務員法・国家公務員倫理法・国
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家公務員倫理規程等の全ての法令に従わなければならないことになる。よって、

国家公務員法及び第９６条の「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の

利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念し

なければならない」、同第９９条「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全

体の不名誉となるような行為をしてはならない」との規定を受け、国家公務員倫理

法の第１条「１ この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務

は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理

の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対す

る国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の

信頼を確保することを目的とする」、第３条「１ 職員は、国民全体の奉仕者であり、

国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報に

ついて国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的

取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない」との

規定を受ける。 

以上のことから明らかなように、裁判官らは、まずは、「官職の信用を傷つけ、又

は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と厳しく、職務の遂行上

の行動倫理が求められ、「常に公正な職務」が求められている（以下これらを「公

正な職務義務」という。）。 

このことを前提に、裁判官らの職権の行使は、主権者の権利・利益及び福利を

侵害しない範囲に限定され、これを越えて職権を行使することは、主権者から付

託されている裁量権の逸脱となり、刑法第１９３条の公務員職権濫用罪に該当す

る。 

 

 

２，告発人らの当該訴訟における権利・利益及び福利とは 

 

（１）当該訴えの趣旨は、立憲財政民主主義にもとづく住民全体の利益 

最高裁判決小法廷（１９８７年２月２０日）は、「住民監査請求の制度は、普通地

方公共団体の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保する見地から、当

該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の違法若しくは不当な財務会

計上の行為又は怠る事実について、その監査と予防、是正等の措置とを監査委

員に請求する権能を住民に与えたもの」と住民監査請求制度の趣旨を判示して

いる。当該訴訟は、この住民監査請求を経て行われた告発人らによる住民訴訟で

あることを念頭に置く必要がある。 

その住民訴訟について、最高裁判所第一小法廷判決（（昭和 53 年 03 月 30日、

判例集巻第 32巻 2 号 485頁）は、この次のようにその趣旨を判示している。 

「住民の有する右訴権は、地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保

障するために法律によつて特別に認められた参政権の一種であり、その訴訟の
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原告は、自己の個人的利益のためや地方公共団体そのものの利益のためにでは

なく、専ら原告を含む住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として地方

財務行政の適正化を主張するものであるということができる。住民訴訟の判決の

効力が当事者のみにとどまらず全住民に及ぶと解されるのも、このためである。」 

つまり、三木勇次裁判長ら被告発人らは、これらのことを念頭に置き、当該訴訟

における訴訟指揮を行う責務を負っていた。つまり、当該訴訟は、単に告発人ら

の利益のみならず、住民全体の利益、つまり、主権者全体の利益のためのもので

あり、それは、前記した憲法前文に謳われている主権者としての利益の有無に関

する訴訟であるということである（以下このことを「立憲財政民主主義にもとづく住

民の利益」という。）。 

 

（２）当該訴訟における被告発人ら（裁判官）の責務（公正かつ適正な審理） 

つまり、被告発人ら（裁判官）の職権の行使は、あくまでも「国民の厳粛な信託」

による「付託」であり、「官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような

行為をしてはならない」と厳しく、職務遂行上の行動倫理が求められ、「常に公正

な職務」を求められる。しかも、当該訴訟は、単に告発人らの利益のみならず、住

民全体（国民）の利益、つまり、主権者全体の利益のための訴訟であるという「立

憲財政民主義にもとづく住民の利益」を念頭に置き、当該訴訟に当たらなくては

ならなかったのである。 

なお、当該訴訟は、地域社会の構成員である子どもたちが、学校教育において

重要かつ主たる教材である教科書に関する事件であり、それは、地域社会の未来

を大きく左右する問題でもある。つまり、複数ある教科書のうちから、どの教科書が

子どもたちの学習権などを保障する適切な教科書であるのかを、教育の専門性に

立って決める手続きのなかで行われた違憲・違法行為に関する事件である。 

具体的には、今治市教育委員会の委員らが、教育における専門的知識及び教

育実践経験を有する教員らによる調査研究にもとづき作成された公的資料（採択

資料）に示された評価を全く無視し、教育における専門的知識及び教育実践経

験を有しない委員らが、つまり、独自の評価にもとづき教科書を選ぶために必要

不可欠な前提条件を満たしていないにもかかわらず、教育委員という地位と職権

（権力）を濫用し、委員らの個人的な好みで、同資料において極めて評価の低い

扶桑社版教科書を採択したことが、根本原因となる事件である。 

そして、教育委員らのこの違法な先行行為である採択にもとづき、今治市が、

教員用の教科書として、扶桑社版教科書を購入し、その費用が、違法な公金の支

出に該当すると訴えた立憲財政民主主義にもとづく訴えの事件である。 

当該訴訟の争点は、いくつもあるが、その一つが、前記した先行行為の採択が、

教育委員らの職権（権力）の濫用に該当するかい否かである。 

被告発人（裁判官）らは、「立憲財政民主義にもとづく住民の利益」のための訴

訟である当該訴訟の争点などについて、その真実を発見するために、「公正な職
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務義務」にもとづく充実した審理を行うことが求められていた。 

 

（３）被告発人ら（裁判官）の責務に反した①訴訟指揮 

ところが、三木勇次裁判長ら被告発人らは、当該訴訟の争点などについての真

実を発見するために、「公正な職務義務」にもとづく訴訟指揮を行う必要があるに

もかかわらず、これを怠っている。そのことは、①の口頭弁論の公的記録である調

書（証拠２）が明確に示している。 

次頁の「弁論の要領等」は、その口頭弁論調書の複写である。 
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前頁の調書のように、告発人（控訴人）らは、当該口頭弁論期日前に、控訴理

由書（１）～（９）、準備書面（６９）～（９１）、証拠申立書、証拠甲７４～８３号証を提

出していた。一方、被控訴人らは、答弁書を提出していた。 

被控訴人らの答弁書には、告発人（控訴人）らの控訴理由書（１）～（９）及び準

備書面（６９）～（７８）については、極めて形式的で不十分ではあるが、この書面

の主張に対する反論が述べられていた。 

しかし、告発人（控訴人）らの準備書面（７９）～（９１）の主張に対しては、一切

反論する記述がない。 

ゆえに、告発人（控訴人）らは、準備書面（８９）で、次のように述べ、これらにつ

いて応答・反論を求める書面を提出した。 

 

 

 

以上で明らかなように、充実した審理にほど遠い状況で、審理不尽状況にあり、

民事訴訟法２４３条１項（終局判決）の「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したと

きは、終局判決をする」状況には全く至っていない。 

よって、告発人（控訴人）らは、準備書面（９０）で次の㋐㋑㋒を述べ、審理計画

を定め、充実した審理を求める書面を提出していた。 

 

㋐ 行政事件訴訟法が改正され、行政訴訟の審理の充実・促進という観点から、

処分・裁決の理由を明らかにする資料を提出させる制度が新設され、裁判所

が、行政庁に対して、処分または裁決の理由を明らかにする資料（２３条の２

第１項）、裁決を経た場合には裁決の記録（同条２項）について、提出・送付

を求める仕組みが法定された。 

   改正前では、証拠の偏在など、原告（控訴人）と被告（被控訴人）との間に

ある不対等さを是正するために、職権証拠調べの規定（２４条）に基づいて裁

被控訴人らは、すでに控訴人らの準備書面（７９）～（８６）を受け取ってい

たが、同答弁書において、控訴人らの準備書面（７９）～（８６）の主張・立証に

対する何らの反論も述べていない。しかも、準備書面（８１）～（８８）には、被

控訴人らが、否定している後行行為の本件図書の財務会計行為の違法性に

ついて詳細に述べている。 

よって、被控訴人らに対して、下記の控訴人ら主張・立証に対する釈明を

求める。 

記 

 

１， 準備書面（７９）～（８６）の控訴人らの主張・立証 

２， 準備書面（８７）及び（８８）の控訴人らの主張・立証 
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判所が積極的に事案を解明することや、釈明処分（現行民訴法１５１条）・文

書提出命令制度（同２１９条以下）を活用することによって審理に必要な情報

を収集することが、裁判所に期待されていた。しかし、裁判所は、証拠を特定

できない等の理由で職権証拠調べを行わず、行政庁は、釈明処分があって

も一当事者という立場から自己に不利な証拠を提出しない一方、文書提出

命令に対しては行政機関としての立場から「公務秘密文書に当たる」という理

由を掲げてしばしばこれに従わないという事態が続いてきた。 

改正法は、このような事態を打開し、審理の充実と促進を図るために、裁

判所が行政庁に対して処分等の根拠や理由を明らかにする資料（１項）及び

審理請求に係る事件記録（２項）の提出を求めることができるしくみを創設し

た。本条創設の根拠として、訴訟における行政の説明責任という考え方が本

条を支える理念として用いられ、行政の説明責任は国民主権原理から演繹さ

れるものと考えられる。このことが、訴訟の場においても課せられている行政

事件における特有の訴訟指揮上の裁判官らの責務がある。 

 

㋑ 告発人（控訴人）らの控訴理由書（１）～（９）、準備書面（６９）～（９１）に対

する被控訴人らの反論としての答弁書は、わずか７頁であり、それは極めて

不十分なものであった。しかも、同答弁書には、控訴人らの提出している準

備書面（７９）～（９１）については、全く応答・反論がなされていない。ゆえに、

控訴人らが提出している準備書面（７９）～（９１）に対し、被控訴人らは、反論

する書面を提出することなく、結審することは、審理不尽であること。 

 

㋒ 民事訴訟法の改正（２００３年）により、次の同法第１４７条の２で訴訟手続の

計画的進行が新設され、裁判所と当事者に、「適正かつ迅速な審理の実現

のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない」と規定し、さらに、

「裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複

雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要が

あると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の

計画を定めなければならない」とその義務を裁判所に課したこと。 

本件は、同規定の「審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど

事件が複雑である」ことに該当することは、控訴人らの控訴理由書及び準備

書面、被控訴人の答弁書から明らかで、よって、同規定にもとづき、「審理の

計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない」事件であるとし、 

当該審理において、以下のことが不可欠であるとしていた。 

 

① 本件は「審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複

雑であること」から３回程度の口頭弁論を持つこと。 
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② 各口頭弁論では充実した審理を行うために、第１回口頭弁論において、

争点及び証拠の整理を行うために１時間の審理時間を確保すること。 

 

③ 第２回口頭弁論において、控訴人が提出している証拠申出書（１０月７

日付）にもとづき、証人らの尋問を行い、その時間を２時間程度確保す

ること。 

 

④ 互いの主張・立証を尽くすための最終弁論を行う口頭弁論を１回行い、

その審理時間を２時間程度確保すること。 

 

以上のことから、告発人（控訴人）らは、当該第１回口頭弁論の法廷においても、

被控訴人らに、未反論である控訴人らの準備書面（７９）以下の主張に、書面で反

論することを求め、三木裁判長にも充実した審理を行うように口頭でも求めたので

ある。 

これらのことは、調書には記載されていない。しかし、そのことは、第１回口頭調

書の記載の「控訴人らの準備書面（７９）以下の各準備書面で主張する内容につ

いては争う」との記載が、そのようなやりとりが法廷でなされたことを示唆しているこ

とは、裁判をいくらか経験しているものは、想像できるであろう。 

しかしながら、この被控訴人らのその発言後に突如として、三木裁判長ら被告

発人は、「弁論終結」を宣言し、法廷から逃げ出した。 

これらを図で示すと次頁のようになる。つまり、三木裁判長ら被告発人らの訴訟

指揮は、極めて被控訴人寄りであり、著しく公正さを欠いた訴訟指揮である。つま

り、それは、職権濫用罪に該当することは明白ある。 
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三木裁判長（被告発人）らの不公正な訴訟指揮図 

 

 

（ｱ） 上記図のⓐ未反論によるⓑ審理不尽の状況は明白である。 

（ｲ） しかし、書面の双方の主張の妥当性は、告発人（控訴人）らにあっ

た。たとえば、準備書面（８１）～（８８）には、被控訴人らが、否定してい

る後行行為の本件図書の財務会計行為の違法性について詳細に述べ

控訴人（告発人） 

控訴理由書（１）～（９） 

準備書面（６９）～（７８） 

 

 

被控訴人 答弁書 
反論 

準備書面（７９）～（９１） 

ⓑ 審理不尽の状況 

ⓒ 控訴人（告発人） 

準備書面（８９）で被控訴人に準備書面（７９）以下の書面への反論を求める求釈

明を提出。 

準備書面（９０）で、審理不尽であるので、裁判所の積極的な訴訟指揮による充

実した審理を行うために審理計画を定めるように求める。 

ⓔ 三木裁判長（被告発人）   弁論終結を宣言 

ⓓ 被控訴人 口頭で、準備書面（７９）以下について争うことを告げる。 

ⓐ 未反論 

審理不尽の状況での弁論終結 

被控訴人らの側に立つ不公正な訴訟指揮 

充実した審理の放棄 

職権の濫用 
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ているので、これに対する被控訴人らの有効な反論が必要である。 

（ｳ） しかし、被控訴人らの財務会計行為上における違法性に対する反論は、

極めて困難である。 

（ｴ） この点を今後の口頭弁論で追及されることは、極めて被控訴人らに不利

益となり、被控訴人らの行為の違法性が明らかになる。 

（ｵ） つまり、先行行為を行った教育委員会と後行行為を行った今治市という

行政機関間の独立性を根拠にし、原審判決にある「本件会議における

採択の手続や委員の審査の在り方等の点については、むしろ、地方公

共団体の長から独立した機関である教育委員会の自律性が尊重される

べき事柄であるといえる。」とし、「本件各公金支出自体が、財務会計法

規上の義務に違反する違法なものであると認めることはできない。」と判

示を維持し得なくなり、後行行為の財務会計行為の違法性の有無につ

いて審理し、判断することが不可欠となる。 

（ｶ） なお、原審判決の核となっている、先行行為を行った教育委員会と後行

行為を行った今治市という異なる行政機関間の独立性を根拠とする違法

性の否定ついても、準備書面（８５）～（８８）において、その根拠が事実

誤認、理由不備・齟齬があるとの反論に対する合理的な反論も極めて困

難になってきている。 

（ｷ） この状況を回避するためには、ⓒ 控訴人（告発人）などによるこれ以上

の追及をさせないために、弁論を終結させる必要がある。 

（ｸ） その一方で、未反論になっている控訴人らの準備書面への反論を行っ

たとの最低限の訴訟手続きが不可欠であり、被控訴人らに、何らかの反

論の意志を表明させる必要がある。 

（ｹ） そこで、三木裁判長ら被告発人は、その発言を被控訴人らに促し、その

意思表示を行わせた（ⓓ 被控訴人）。 

（ｺ） それが、ⓓ被控訴人の「控訴人らの準備書面（７９）以下の各準備書面で

主張する内容については争う」という文言の調書の記載である。しかし、

この文言は、被控訴人らの発言を正確に記載していない。被控訴人らは、

単に「控訴人らの準備書面に争う」ということを述べただけで「準備書面

で主張する内容については争う」と発言していない。つまり、「主張する内

容」は、作文（虚偽）している。そのことは、同口頭弁論の録音テープを公

開すれば明らかになるであろう。 

（ｻ） 三木裁判長は、被控訴人らの発言を引き出すやいなや、突如として、当

該訴訟の弁論を終結したのである（ⓔ 三木裁判長（被告発人））。 

 

つまり、三木勇次裁判長ら被告発人らは、当該訴訟の被控訴人らに不利益とな

ることを恣意的に排除し、控訴人（告発人）らの被控訴人らに対する求釈明や反

論の機会を奪うなど、被控訴人らの側に立つ不公正な訴訟指揮を行い、真実を



 11 

発見するために不可欠な充実した審理を全く行うことなく、裁判官としての使命・

職責を放棄して、民事訴訟法２４３条１項（終局判決）の「裁判所は、訴訟が裁判

をするのに熟したときは、終局判決をする」との規定などを全く顧みることなく、法

廷から逃走してしまったのである。 

 

（４）被告発人ら（裁判官）の①訴訟指揮の違法の詳細 

 

三木勇次裁判長らの①訴訟指揮は、告発人らの次のように権利・利益・福利を

侵害する違憲・違法行為に該当する。 

 

ア、  先の憲法前文に明記された主権者である告発人らの権利・利益・福

利を著しく侵害し、裁判官に認められている裁量権を逸脱した職権の

濫用に該当する。 

 

イ、  憲法第３２条の裁判を受ける権利（公正かつ適正な審理）を侵害して

おり、それは、憲法７６条の裁判官の使命に反し、憲法９８条の憲法擁

護義務に反する。 

 

ウ、  審理不尽のままの弁論終結は、民事訴訟法２４３条１項に著しく反し、

裁判官に認められている裁量権を逸脱した職権の濫用に該当する。 

 

エ、  憲法 76条 3 項の規定により「裁判官は、法令（憲法や全ての法律）に

拘束される」と規定されているのであるから、国家公務員法・国家公務

員倫理法・国家公務員倫理規程等の全ての法令に従わなければなら

ない。よって、国家公務員法第９６条の「すべて職員は、国民全体の奉

仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つて

は、全力を挙げてこれに専念しなければならない」、同第９９条「職員は、

その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為を

してはならない」との規定を受け、これらの規定に反する。 

 

オ、  国家公務員倫理法の第１条「１ この法律は、国家公務員が国民全体

の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにか

んがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措

置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不

信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確

保することを目的とする」、第３条「１ 職員は、国民全体の奉仕者であり、

国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り

得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国
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民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行

に当たらなければならない」との規定に反する。 

 

（５）被告発人ら（裁判官）の説明責任義務などに反した②訴訟指揮 

告発人（控訴人）らは、当該訴訟の判決言渡しに際して、「判決言渡しに際して

の求め」（証拠３）を、提出していた。それは、次のとおりである。 

 

裁判官らは、「その良心に従い独立してその職権を行ひ、この憲法及び法

律にのみ拘束される」（憲法第７６条第３項）。これにもとづき、本件の訴え対し

て、真実を発見するために、公正かつ適切な訴訟指揮にもとづく充実した審理

と、それにもとづく判決を行う責務を負っている。 

そして、裁判官らは、判決の言渡しの際には、当事者に対して、本件判決に

至る説明責任を果たす責務がある。 

以上の理由から、控訴人ら（主権者）の名において、判決の言渡しの際に、

以下のことを求める。 

 

記 

 

１，口頭弁論主義にもとづき、主文のみならず、事実及び理由について口頭で

説明を行うこと。 

 

 

告発人である控訴人らは、今治から片道約３時間の時間と費用を費やして、高

松高裁裁判所にでかけていた。しかし、三木勇次裁判長ら被告発人らは、告発人

（控訴人）上記の求めを無視し、口頭弁論主義に反し、主権者に対する説明責任

義務を履行することなく、告発人らの手元に判決文を手渡っていないまま、主文を

述べ、「事実及び理由」は書面のとおりと述べた、この間わずか数十秒で、法廷か

ら逃げ去った。 

これは、人としての最低限の道理にも著しく反し、三木勇次裁判長ら被告発人

らこの②訴訟指揮は、前記のア～オに該当する。 

 

 

第四 結語 

 

 よって、下記の主権者である告発人らは、三木勇次裁判長ら被告発人ら当該被告発

人１～３に対して、厳正なる処罰をここに強く求めるものである。 

 

以上 
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告発人     えひめ教科書裁判を支える会 

など３名 

 

 

 

 

添付資料 

 

証拠１  原審平成２２年（行ウ）第２号の第１回口頭弁論調書 

証拠２  平成 25 年（行コ）第１１号事件の第１回口頭弁論調書 

証拠３  判決言渡しに際しての求め 


