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公 開 質 問 状 

 

―――― 香川県弁護士会の生田弁護士に対する「業務停止３ヶ月」の香川県弁護士会の生田弁護士に対する「業務停止３ヶ月」の香川県弁護士会の生田弁護士に対する「業務停止３ヶ月」の香川県弁護士会の生田弁護士に対する「業務停止３ヶ月」の 

「不当」懲戒処分を日弁連が取り消したことに関して「不当」懲戒処分を日弁連が取り消したことに関して「不当」懲戒処分を日弁連が取り消したことに関して「不当」懲戒処分を日弁連が取り消したことに関して ―――― 

 

 

香川県弁護士会御中 

 

２００７年７月 ２日 

 

えひめ教科書裁判を支える会 

 

 

はじめに 

 

権力を分権し、権力の濫用を法によって縛ることによって、私たちの基本

的人権をはじめとする諸権利や思想及び良心の自由をはじめとする各種の自

由、平和のうちに暮らし、健康で文化的な生活を営む権利などを保障しよう

とするものが、いわゆる立憲主義と言われるものです。この原理に則り、弁

護士会や各弁護士が活動するものとして私たちは認識していました。ところ

が、今回の香川県弁護士会（以下「貴会」という。）による生田暉雄弁護士に

対する「業務停止３ヶ月」の「不当」懲戒処分は、このような私たちの認識

を根底から崩すものでした。 

このような貴会の「不当」懲戒処分に対し、私たち「えひめ教科書裁判を

支える会」の抑えがたい憤りをはじめに表明しておきます。 

さて、私たちは、以下の理由から貴会に対して公開質問状を送ります。７

月２０日までに誠意ある回答を求めます。送付先は、下記のとおりです。 

なお、貴会所属の会員弁護士の皆様とマスコミ各社などに、貴会の現状と、

誤った懲戒が甚大な被害をもたらすことの実情を知っていただくため、当公

開質問状を郵送します。 

 

 

回答の送付先 

 

〒７９９－ 

愛媛県  
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公開質問状を送付する理由 

 

私たち「えひめ教科書裁判を支える会」は、愛媛県で、２００１年以来、

愛媛県教育委員会が新しい歴史教科書をつくる会主導の扶桑社版中学校歴史

教科書「新しい歴史教科書」を、県立養護学校及び県立中高一貫校の中学歴

史教科書として採択した行為の違法確認・採択取消及び損害賠償等を求める

一連の裁判を提起し、これまでに、１９件の訴訟をしております。 

この１９件の訴訟の内の１８件における代理人が、生田暉雄弁護士です。

現在も裁判中の訴訟が５件あり、貴会が生田弁護士に対して行った「業務停

止３ヶ月」懲戒処分の時点において、６件の訴訟が進行中でした。 

私たち「えひめ教科書裁判を支える会」は、今回の貴会の誤った懲戒処分

によって、６件の訴訟において甚大な影響と被害を直接被りました。私たち

が被った具体的な影響と被害については、改めて述べることにしますが、こ

れらの被害を被った当事者として、なぜ貴会が誤った「懲戒処分」を行った

か、その原因及び理由を確認し、さらに、再びこのような過ちが起こらない

ために、貴会がどのような対策を講じるのかについて確認するために当公開

質問状を送付する次第です。 

 

 

当公開質問状の質問及び回答の方法について 

 

別紙において、貴会の「懲戒処分事由」に対する日弁連の「懲戒処分取消

決裁書」（以下「決裁書」という。）の要旨を記載し、日弁連の決裁書におい

て指摘しています貴会の「懲戒処分事由」の誤りを指摘し、合わせて、その

原因・理由・今後の対策に関する質問（①～⑧）をします。 

また、貴会の生田弁護士に対する度重なる不可解な「懲戒請求」「懲戒処分」

などについて記載し、今回の貴会の不当な「懲戒処分」の背景を記載し、貴

会の一連の不当な「処分」などを指摘し、合わせて、その原因・理由・今後

の対策に関する質問（⑨～⑱）をします。 

これらの質問番号毎に詳細に質問番号を示して回答ください。 

 

 

 

 

以上 
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別紙 

日弁連日弁連日弁連日弁連によるによるによるによる貴会貴会貴会貴会の懲戒処分取消裁決書の要旨の懲戒処分取消裁決書の要旨の懲戒処分取消裁決書の要旨の懲戒処分取消裁決書の要旨及び及び及び及び    

誤った「処分」の原因・理由・今後の対策について誤った「処分」の原因・理由・今後の対策について誤った「処分」の原因・理由・今後の対策について誤った「処分」の原因・理由・今後の対策についてのののの質問質問質問質問    

 

 

はじめに 

 

日弁連と単位弁護士会は、弁護士会同士ですので、単位弁護士会の議決を

取り消すに際しては、惻隠の情をもって、可能な限り穏便な表現で単位弁護

士会の名誉を傷つけないように裁決するのが常道であると聞いています。 

ところが、本件日弁連の裁決は、常道に反し、非常に厳しい表現で、読む

人に、貴会の議決内容は、懲戒事由にならないものを懲戒事由とした不当な

ものであることが明白にわかるような裁決になっています。 

以上のように日弁連の裁決は、貴会の議決に対して単に疑問を呈している

だけでなく明快に否定するものとなっていることをまず確認し、以下におい

て日弁連の裁決の要旨が示す貴会の懲戒事由の誤りを示したうえで、ではな

ぜそのような誤りが起こったのかとの原因・理由・今後の対策について質問

します。 

 

 

日弁連の裁決の要旨が示す貴会の懲戒事由の誤り及び 

誤りの原因・理由・今後の対策についての質問 

 

(1)  日弁連の裁決は、貴会が懲戒事由として議決した３事件、つまり第１

事件池田訴訟、第２事件親族関係調停事件、第３事件告発事件の３事件

全てを全面的に懲戒事由に当たらないと強く否定するものです。 

 そればかりでなく、「依頼を受けた弁護士が提訴することに違法はな

い」「相談を受けた弁護士の正当な職務行為」あるいは貴会の結論は「早

計である」と認定していて、これがどうして懲戒事由になるのかといっ

た、貴会の議決に対する厳しい非難を言外に含んだものとなっています。 

 

質問① 

「懲戒事由」の誤りを引き起こした原因はどこにあるのでしょうか。

また、誤った理由を３件の事件毎に具体的且つ詳細に回答ください。 
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(2)  さらに、裁決書は、貴会の議決書の「懲戒請求事由とするところは、

適切な整理とはいえない」と議決書としての初歩的問題についても、貴

会の議決書の欠陥をあえてカッコ書きで表示（裁決書２頁）する外、適

正手続違反として審査請求人が主張する、当事者と激しく利害が対立す

る田代弁護士は委員を回避すべきであること（（15）参照）、同人の加わ

った懲戒議決は違法、無効である旨の主張をそのまま実名を挙げて審査

請求人の主張として摘記するなど、貴会の懲戒手続の適正手続違反を咎

める内容になっています。 

 

質問② 

 「適切な整理とはいえない」と日弁連は指摘していますが、このよ

うな初歩的問題がなぜ起こったのでしょうか。その原因及び理由につ

いて回答ください。また、このようなことを防ぐための今後の対策を

示してください。 

 さらに、なぜ貴会は、田代弁護士を本件懲戒委員会の構成委員から

回避させなかったのでしょうか。その理由を明らかにしたうえで、今

後の対策を合わせて示してください。 

 

(3)  特に、貴会が懲戒事由の第２事件として議決したものは、日弁連の裁

決では、懲戒請求と異なる懲戒事由を議決したもので、その余の判断を

するまでもなく、貴会の議決書は誤りである（１２頁）と一顧だにせず

切り捨てています。 

 

質問③ 

 貴会は、なぜ、懲戒請求と異なる懲戒事由をもちだして議決したので

しょうか。その理由を示してください。 

 

(4)  貴会のこの誤りは、簡単に見過ごすことが出来ない、重大な誤りです。

懲戒請求書の内容が懲戒事由に該当しないとき、弁護士会が懲戒請求書

に主張していない事由を勝手にデッチ上げて懲戒事由とすることが出

来るのなら、弁護士会はいくらでも弁護士を懲戒することが出来ます。

貴会の懲戒の第２事件の議決は、日弁連の裁決書では一蹴していますが、

懲戒申立書にない事由を貴会が勝手にデッチ上げて懲戒事由とした、恐

ろしく、違法な重大な誤りの議決であると思います。 

 

質問④ 

貴会は、懲戒請求と異なる懲戒事由で議決するという言わばデッチ上



 7 

げによる懲戒事由で生田弁護士を「懲戒処分」しました。デッチ上げま

でしたその本当の理由は何でしょうか。詳細に回答ください。 

また、そのような言わば犯罪行為を行ったことに対して、どのように

反省し、生田弁護士に対して、どのように謝罪するのでしょうか。具体

的に回答ください。 

 

(5)  貴会は、日弁連が裁決書で、香川県弁護士会の懲戒議決に対して、懲

戒手続についてその手続のあり方、議決書の懲戒申立事由の整理の仕方、

懲戒申立をされていない事由を懲戒事由とすることは論外であること、

懲戒内容の認定のあり方等、極めて初歩的段階の問題について、厳重な

注意をしたものと受け止めなければならないと思います。 

 

質問⑤ 

 上記しました貴会が抱える初歩的且つ本質的な問題の抜本的な改善

対策を示してください。 

 

(6)  貴会としては、このような初歩的問題も解決できない弁護士会である

と日弁連から指摘されたことを真剣に受け止め、名誉挽回に、真摯な努

力が期待されていると思います。 

 

質問⑥ 

 名誉挽回に、真摯な努力が期待されていると思いますが、そのことに

ついての貴会の所見を示してください。 

 

(7)  要するに、弁護士に対する「業務停止３ヶ月」という懲戒処分が、言

渡後半年余りで、全面的に覆るという前例は日本の司法界に必ずしもよ

くある例ではないと思います。その上、日弁連による貴会議決に対する

かかる厳しい内容の全面否定は前代未聞ではないでしょうか。 

 

質問⑦ 

 日弁連による貴会議決に対するかかる厳しい内容の全面否定に対す

る貴会の所見を示してください。 

 

(8)  日弁連は、貴会の生田弁護士に対するかかる不可思議な懲戒議決に対

し、貴会が何か、不純な動機をもってした懲戒議決だと推認し、それを

咎めるためここまで厳しい内容の全面否定の裁決をしたとしか考えら

れませんが、いかがでしょうか。この点については、後記において詳し
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く記載しますが、貴会の生田弁護士に対する懲戒議決は、犯罪行為であ

ると言っても過言ではないのでしょうか。 

 

質問⑧ 

 貴会の上記に対する所見を示してください。 

 

 

まとめ 

 

以上のように、貴会の本件懲戒の議決は、懲戒事由にならないものを懲戒

事由としただけでなく、その手続、内容もズサンで、弁護士会の懲戒議決と

しては全くあってはならないと思いますが、これらのことを念頭におきなが

ら上記の質問①～⑧について誠意をもって回答ください。 

 

 

 

 

 

貴会の生田弁護士に対する度重なる不可解な「懲戒請求」など貴会の生田弁護士に対する度重なる不可解な「懲戒請求」など貴会の生田弁護士に対する度重なる不可解な「懲戒請求」など貴会の生田弁護士に対する度重なる不可解な「懲戒請求」など 

そそそその原因・理由・今後の対策についての原因・理由・今後の対策についての原因・理由・今後の対策についての原因・理由・今後の対策についてのののの質問質問質問質問 

 

 

はじめに 

 

生田弁護士は、下記の①②のように民衆の立場から不正を追及し、この社

会の、とりわけ権力機関や権力を持つ者の不正に対し、妥協せぬ闘いを続け

ている弁護士です。 

 

①  香川県では、香川県警の一部不正グループと銀行と暴力団の癒着によ

る不正追及、悪徳企業による被害者の救済、冤罪の阻止、死刑廃止、行

政権力の不正追及、司法改革（陪審制度）等、さまざまな裁判と活動を

持続しています。 

 

②  愛媛・杉並・栃木における「戦争ができる国」を目指す「つくる会」

教科書の採択取消を求める教科書裁判（いわゆる教育に対する国家や政
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治家による不当な介入）に弁護士として参加し、闘っています。 

 

これらの裁判は、いずれも権力機関の不正等と対峙し、しかも日本では勝

つ可能性のまれな行政訴訟です。ゆえに、弁護士の引き受け手が少ない現実

があります。愛媛でも前記②の裁判の提訴に際して弁護を引き受け手が見つ

からず、本人訴訟（原告が自ら訴訟行為を行なう）という形で裁判を起こし

ました。素人が訴訟行為を行なうことは、なかなか大変で、それを見るに見

かねて弁護活動を引き受けてくれたのが生田弁護士でした。 

訴訟における一つの課題は、その費用ですが、生田弁護士は、全く無報酬

であるばかりでなく、この訴訟活動をすることによって自らにかかる様々な

経費をも全て持ち出しです。しかも、この種の行政訴訟では、ややもすると、

代理人である弁護士のみが、専門家としての知識と経験及び司法界の権威主

義的「慣習」に基づいて、訴訟の方向、方針を決め、原告らの考えや思いか

ら遊離してしまうケースが多く見られるのに対し、生田弁護士は、素人であ

る原告等の考えや思い、発想に基づく言動、書面作成等を遮ることなく最大

限尊重し、原告らとの全く対等な関係性の中で、共に裁判闘争を続けている

そんな弁護士で、「えひめ教科書裁判」を行なううえにかけがいのない大切な

存在です。 

 

 

懲戒制度とは 

 

「懲戒制度」は、一般にその組織が内部秩序、規律を維持するために、一定

の義務違反に対し人的な制裁をその構成員に対して行う制度です。 

市民から懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、

事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決します。綱紀委員会の

調査の結果、審査不相当と議決されれば、その弁護士を懲戒しない旨の決定

をし、弁護士会の手続は一応終了します。 

一方、審査相当と議決されれば、弁護士会は懲戒委員会に事案の審査を求め、

審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議

決をし、弁護士会がその弁護士を懲戒します。懲戒不相当と議決されれば、

弁護士会は、その弁護士を懲戒しない旨を決定するというものです。  

 

(9)  しかしながら、綱紀委員会および懲戒委員会は、①弁護士５名、②裁

判官１名、③検察官１名、④学識経験者１名で構成（合計 8 名）されて

いるように、構成委員には、身内の弁護士が多数を占め、審査も非公開

で行なわれるなど、透明性・公平性などに多くの問題点が指摘されてい
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ます。このことが、今回の貴会の問題ある「懲戒処分」を生んだ一つの

要因ではないでしょうか。 

 

質問⑨ 

 上記で示した綱紀委員会および懲戒委員会の構成委員の問題につい

ての貴会の所見及び今後の改善策を示してください。 

 また、審査の透明性・公平性のためには、審査などの公開が必要不可

欠であると思いますが、貴会の所見及びそのための今後の対策を示して

ください。 

 

 

生田弁護士に対する不可解で度重なる貴会の「懲戒請求」 

その原因・理由・今後の対策についての質問 

  

さて、生田弁護士に対する貴会「懲戒請求」のことに戻りますが、本件請求

及びその後の貴会委員会調査・審査には、次のような疑問・問題が浮かび上

がってきます。 

 

(10)  生田弁護士に対する「懲戒請求」は、これまで６度行われ、それら

は全てこの３年に集中し、それは、生田弁護士による先の①の香川県警

等に対する不正追及の時期と符号しています。 

 

質問⑩ 

 上記の理由を示してください。 

 

(11)  「懲戒請求」の手続きは、一般的に広く知られていませんので、一

般市民が自発的に「懲戒請求」を行なうことは稀有であると思います。

本件を含めてこれまでの生田弁護士に対する「懲戒請求」は、(10)との

関係を勘案すると、特定の弁護士などによる働きかけがあったとの疑念

があります（「上申書」Ｋ 参照）。 

 

質問⑪ 

 生田弁護士に対する不可解な「懲戒請求」乱発原因に心当たりはない

でしょうか。 

 

(12)  綱紀委員会は、以前にも、自らもっともらしい懲戒処分理由をデッ

チ上げて、生田弁護士に対する懲戒処分をすべきであるとの結論を出し
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て懲戒委員会へ回した「前科」があります（2004 年 12 月 27 日）。 

 

質問⑫ 

 上記の理由を具体的に示してください。 

 

(13)  生田弁護士は、綱紀委員の前記のデッチ上げ「議決」に対して、網

紀委員を逆に訴え（弁護士会と日弁連・損害賠償民事裁判）を起こして

います（2005 年 3 月 29 日）。 

 

質問⑬ 

 貴会の所見を示してください。 

 

(14)  このときの「懲戒理由」は、綱紀委員会による完全なデッチ上げで

あるとの生田弁護士の抗議によって、懲戒委員会は処分を実行できず、

やむなく処分をしないという決定を出さざるを得なかったことがあり

ました（2005 年 7 月 24 日）。 

 

質問⑭ 

 なぜ、「懲戒理由」をデッチ上げたのでしょうか。その理由・目的を

具体的に回答ください。 

 

(15)  生田弁護士は、香川県下の、ある廃棄物関連施設の欠陥システムに

よる硫化水素漏れによって、全身が動かなくなった市民の弁護活動を行

っています。これは、この事件の被害者が、加害企業側の弁護士によっ

て、わずかの見舞金で、企業側との「和解」を画策され、事件そのもの

をもみ消そうとされて、困り果てた後に、香川県の障害者オンブズの代

表をしている生田弁護士のもとに依頼に来たものです。 

この加害企業側の代理人が田代弁護士です。生田弁護士は、この訴訟

の中で、加害企業の不誠実と同時に、田代弁護士らの不誠実な姿勢をも

「準備書面」等で厳しく指摘し、追及するなど、田代弁護士と生田弁護

士は、訴訟行為において熾烈な関係にあります。 

このような関係にある一方の当事者である田代弁護士が、もう一方の

当事者である生田弁護士に対する「処分」の「議決」に加わる懲戒委員

となっていました。日弁連の裁決書でも触れているように、このような

場合、公正な「議決」を保証するために、田代弁護士を委員から除く必

要があったにもかかわらず、そのような措置を取っていません。 
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質問⑮ 

田代弁護士が、委員の回避を拒んだのでしょうか。それとも貴会がそ

の必要がないと判断したのでしょうか。貴会がそのような判断をした場

合は、その理由を明らかにしてください。 

 

(16)  このように、貴会「議決」に至る過程において公正且つ適正な調査

及び審査などが行われず、この「処分」が「議決」されるなど、適正手

続き違反があります。 

 

質問⑯ 

 貴会が、公正且つ適正な調査及び審査などを行わなかった本当の理由

は何でしょうか。詳細に回答ください。 

 

(17)  そのうえ、今回の「懲戒処分」を「議決」した理由として、日弁連

の決裁においても指摘しているように、同「請求」理由とは直接関係な

い過去の３回に亘る「戒告処分」を取り上げています。これらの「処分」

も恣意的な「処分」であり、今回の不当な「処分」に至るその根の深さ

を物語っていると言わざるを得ません。 

 

質問⑰ 

 「請求」理由とは直接関係ない過去の３回に亘る「戒告処分」を取り

上げるなど、尋常でない「議決」を貴会は、行っていますが、それは、

尋常でない理由・目的があることを物語っています。その本当の理由・

目的及び原因を詳細に示してください。 

 

(18)  生田弁護士は、この他にも、いわゆる同業者――仲間内――の不正

に対しても、世間でよくある如くの、「なれ合い主義」に陥ることなく、

また隠しあったりすることなく、不正は不正として、公然と糾し続けて

います。このような姿勢を貫かない限り、これらの不正を追及できない

からです。 

それは、さらに、上申書（「Ｋ」同封参照）のような香川県警（一部

不正グループ）と銀行と暴力団などとの癒着・不正が背後にあり、その

ことを厳しく追及している生田弁護士の存在が、邪魔であるので、その

追及を行わせないために取られた措置が今回の「懲戒処分」ではないで

しょうか。 

 

質問⑱ 
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上記に対する貴会の所見を示してください。 

 

 

まとめ 

 

以上のように、生田弁護士に対する不可解で度重なる「懲戒請求」などと

今回の「懲戒処分」は繋がっていると思わざるを得ません。つまり、生田弁

護士が目障りである特定の貴会所属会員の利益と保身のために、このような

生田弁護士の活動を封じ込めることを目的として不当且つ不正に行った「処

分」や「請求」であったと言わざるを得ません。 

そして、とどのつまりとして今回の生田弁護士に対するハレンチな「懲戒

処分」（2006 年 10 月 12 日）となり、その「懲戒処分事由」の余りのズサン

ゆえに、冒頭に記載しました日弁連の異例な「決裁」となったと解するのが

妥当だと思います。つまり、生田弁護士に対する貴会の異常なまでの画策は

明らかになりました。後は、貴会が、これまでのことを謙虚に反省し、その

証として、真実をありのままに包み隠さず明らかにすることが重要ではない

でしょうか。 

最後に、私たちの質問①～⑱に対して、誠意ある回答を切に希望し結びと

します。 

 

以上 

 

２００７年７月 ２日 

 

えひめ教科書裁判を支える会 


