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公益財団法人 日本漢字能力検定協会

評議員 各位

日本漢字能力検定協会の運営に関わる公開質問状

平成 31年 2月 22日
参議院議員 大島 九州男

平成 31年 1月 15日に公益財団法人 日本漢字能力検定協会(以下「漢検協会」

という)は、外部調査委員会の報告書「以下『同報告書』という」を公表しま

した。

これは、当職が平成 30年 3月 29日に漢検協会の理事長である高坂節三氏を
参議院文部科学委員会(以下「当該委員会」)に参考人招致し、漢検協会の運営

上の問題点を追及し、その後再三にわたり第三者委員会の設立とその報告を要

望した結果、ようやく提出されたものです。

しかしながら、この報告書には下記に指摘するような問題が多数存在してお

り、適切な調査が行われたとは客観的にみて評価することができません。

そもそも、私が漢検協会の諸問題を取り上げている理由は、平成 20年 12月
に施行された「新公益法人法の制度設計自体に欠陥がある」との問題意識があ

るからです。

新公益法人法の施行から約 10 年を経た平成 29 年から 30 年にかけて、公益
財団法人に関する様々な問題が露見しました。そのすべてが旧文部科学省管轄

(日本相撲協会、日本体操協会、日本レスリング協会、日本ボクシング連盟)の

公益法人です。

各組織の問題点が露見した際に、内閣府は各問題に対して「各団体の自主性

に委ねているので指導ができない」と言い、旧所轄である文部科学省は「自分

たちの所轄ではないので指導できない」との立場を表明しておりました。

このような「国としてのガバナンスが効いていない状態」の下で公益法人に

関する様々な問題点が明らかになってきており、これは公益法人法の制度自体

の欠点であり、改善の余地があると当職は考えております。

このような観点から、新公益法人法施行後の漢検協会の理事会及び監事の行

為について追及していますが、これまでの漢検協会に対する質疑の回答におい

ては、公益財団法人の最高議決機関であるはずの評議員会の意思が全く見えて

きません。

つきましては、評議員会の構成員である評議員各位に下記の公開質問をいた

しますので、評議員各位が其々自身の職責を果たすため平成 31 年 3 月 5 日ま
でに当職まで必着でご回答いただけますようお願いいたします。ご回答がいた

だけない場合には改めて個別に公開の場でご質問したく思っております。
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A. 評議員及び評議員会の役割について
漢検協会については、同報告書において評議員の役割に関する記載がほぼ皆

無となっております。また、同報告書の P68 には、当職の委員会質疑に関し
て「答弁内容はどのようなものにするのかといった対応方の検討についても、

責任部署は明らかでなく、理事会が臨時に召集されるということもなく、専ら

高坂理事長を中心とする一部の協会関係者の判断に委ねられていたように見受

けられるのである。理事会に対する説明も事後的な報告に終わっている。」と

記載されています。

内閣府の「公益法人の各機関の役割と責任」P4 には、理事、監事、会計監
査人、評議員と法人との関係について以下の 3 点が挙げられ、「評議員は財団
法人の最高議決機関である評議員会を構成する」と明示しています。

①法人とその理事、監事、会計監査人及び(財団法人の)評議員は、委任の関

係にあります。(64条、172条 1項)
②民法の規定(644 条)により、委任を受けた者(受任者＝理事・監事・会計
監査人・評議員)は、「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する

義務」(＝善管注意義務)を負っています。

③このため、理事、監事、会計監査人及び評議員は、常勤・非常勤、報酬の

有無にかかわらず、その職責に応じた注意義務をもって職務に当たること

が求められます。

また、P12 においては、「評議員は、公益(一般)財団法人の最高議決機関で
ある評議員会の構成員です。評議員会は、法人の基本的な業務執行体制(理事

・監事等の選任・解任)や業務運営の基本ルール(定款)の変更を決定するとと

もに、計算書類の承認等を通じて、法人運営が法令や定款に基づき適正に行わ

れているか監視する役割を担っています。理事や監事がその職務上の義務に

違反し又は職務を怠っている場合には、解任権限を適切に行使することも評議

員会の責務です。」と記されています。

また、P7の事例においては、評議員の責任として、問題が発生した際に「評
議員会は、理事・監事の選任・解任の権限をもつなど、法人のガバナンス確保

のための最高の責任を負っていますが、それぞれ責任のある執行部、理事、監

事について、解任を含む問責の行動をとらないとすれば、評議員会としての責

任を果たしたとは言えません。」と明記されています。

質問 1：
当職は、平成 30年 3月 29日に漢検協会の理事長である高坂節三氏を参議院

文部科学委員会に参考人招致し、漢検協会の諸問題を追及しましたが、その質

問と答弁内容について理解されていますか。
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◆回答 1： ① 理解している ・ ② 理解していない

質問 2：
当該委員会での当該委員会質問の前に、書面または口頭で理事会から連絡・

相談はありましたか。また、その内容はどのようなものでしたか。

◆回答 2： ① 連絡・相談があった ・ ② 連絡・相談はなかった

①を選択した場合の具体的内容

質問 3：
当該委員会質問の事後に、書面または口頭で理事会から報告はありましたか。

◆回答 3： ① 報告があった ・ ② 報告はなかった

①を選択した場合の時期と具体的内容

質問 4：
同報告書 P43 には、当職の委員会質疑に対して「全く根拠のない憶測に過

ぎず、協会に対する名誉棄損、さらには偽計による業務妨害にも当たりかねな

い行為と言わざるを得ないであろう」と記されています。

しかしながら、憲法第 62条は、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、
これに関して、証人の出頭 及び証言並びに記録の提出を要求することができ

る」と定め、議院に国政調査権を認めています。その実際上の行使は、国会の

活動が委員会中心主義を採っていることもあり、委員会を中心として行われて

います。

委員会が行う調査の手法は様々ありますが、その中の一つとして、国会法第

104 条は、「各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公
署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じ

なければならない」と定め、憲法に基づく国政調査権の行使として、広く情報

収集の手段を認めています。

当職は、国会での委員会質問について、参議院規則第 186条に基づく手続き
を行い、前述している通り、平成 30 年に旧文部科学省管轄の公益財団法人等
に関するパワハラ・セクハラ・反社会的勢力との関係など様々な問題が噴出し

ているにも関わらず、内閣府および旧所轄省庁が公益法人に対する指導権を発

していないことに対する問題意識から質問を行っております。

漢検協会に対する委員会質疑にあたっては、パワハラを受けた当事者からの

陳述書、京都市の公文書、民事裁判の判決文などの客観的証拠資料を根拠とし

て質問をしております。
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貴殿は、当職の質問について「全く根拠のない憶測に過ぎない」との外部調

査委員会の報告内容を支持されますか。

◆回答 4： ① 支持する ・ ② 支持しない

①を選択した場合の理由

質問 5：
平成 30年 3月 29日の委員会質疑において、高坂節三理事長からの答弁が不

誠実であり、また更なる疑惑が深まったことから、委員会は数度にわたり高坂

節三氏を参考人として招致しましたが、「全て 3月 29日に回答した」として高
坂節三氏は出頭しませんでした。

その高坂節三氏の姿勢について、公益財団法人の代表理事として相応しいと

貴殿は考えますか。

◆回答 5： ① 相応しい ・ ② 相応しくない

①②を選択した場合の理由

質問 6：
同報告書 P9には、「当委員会の調査は(中略)協会の理事長、理事、評議員、

監事、職員、会計監査人、税務コンサルタントその他の関係者・関係機関に対

する多数回にわたるヒアリングを実施した。」と記されていますが、漢検協会

の最高議決機関の評議員会を構成する評議員である貴殿に対して、どのような

ヒアリングが行われましたか。

◆回答 6： ① ヒアリングがあった ・ ② ヒアリングはなかった

①を選択した場合の具体的な内容

B. パワーハラスメントについて
質問 7：
当職が平成 30年 3月 29日の委員会質疑において、うつ病を罹患し自ら命を

絶った元漢検協会職員の E 氏について言及したことに対して、同報告書 P19
では、「前述の委員会質疑においては、元漢検職員であった人物が、協会での

種々の不正行為に加担させられたことなどからうつ病に罹患して退職勧奨を受

けたこと、当該人物がその後自殺したことなどを指摘されている。」と記され、
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「その後(E 氏との和解成立後)、同氏あるいは家族等から、協会に対し、不正
行為に加担させられたとか、そのためにうつ病に罹患したなどといった申し入

れ等は一切行われていない」としています。

しかしながら、当職が E 氏が漢検協会に勤務していた際の複数の同僚、友
人や遺族と面談の上、入手した E氏の「平成 24年 1月 5日付の陳述書」の P2
には、「(漢検協会の鬼追理事長のもとで行われた 100 日 PJ では)自分が認識
している事実と異なる認識を持つこと、道義的に許されない不正行為への荷担

を強制される異常な組織運営、それに感化され同調していく多くの職員達の理

不尽さに耐えきれず、精神的に追い込まれ『うつ病』に罹患しました。」と記

載されています。

また、高坂節三理事長は委員会質疑において、当初は「E 氏の自殺の事実を
知らない」と申し述べていたにもかかわらず、質疑の後半では E 氏の自殺理
由について具体的に語るなどして委員から失笑、顰蹙をかっていました。

貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、E氏の当該陳述書の提出を受けましたか。

◆回答 7： ① 陳述書を提出された ・ ② 陳述書は提出されなかった

質問 8：
E 氏の当該陳述書は、E 氏と漢検協会との和解成立後の平成 24 年 1 月 5 日

に、漢検協会が原告である民事裁判(京都地方裁判所宛)に証拠資料として提出

されたもので、当然ながらこの時期に漢検協会はこれを受領しています。

それにも関わらず「その後(E氏との和解成立後)、E氏等から、協会に対し、
不正行為に加担させられたとか、そのためにうつ病に罹患したなどといった申

し入れ等は一切行われていない」との同報告書に記載されています。

貴殿は、同報告書の内容が客観的事実と合致しているとお考えでしょうか。

◆回答 8： ① 合致していると思う ・ ② 合致していないと思う

①を選択した場合の理由

質問 9：
同報告書 P21では「E氏と協会の間で精算条項付きの和解を成立させている

のであって、当該和解によって協会との法的紛争は全て解決済みとなってい

る。」と記載されています。

しかしながら、E 氏の当該陳述書 P2 には「私個人での対応が困難な精神状
況にあったことから(中略)やむを得ず退職勧奨することに合意しました。」「鬼
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追元理事長と桂副理事長に全てを把握されていますが、退職勧奨辞職にあたっ

ては、退職金を支払う代りに、私が見聞きしたことを口外しないとの念書の提

出を強要されました。」と明記されています。

これらの状況を鑑み、貴殿は法的紛争が解決しているからと言って、E 氏が
漢検協会幹部から、組織的なパワーハラスメントを受けていた事実はなかった

と感じられますか。

◆回答 9： ① パワハラは無かったと思う ・ ② パワハラはあったと思う

①を選択した場合の理由

質問 10：
当職は、平成 30年 6月 12日の委員会質疑において、漢検協会の組織的なパ

ワーハラスメントの実態を明らかにするために、平成 27年 8月 27日付、平成
28 年 3 月 10 付および平成 29 年 12 月 19 日付の漢検協会の業務委託先に勤務
されていた O氏の陳述書の内容を用いました。
貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、O氏の上記の各陳述書の提示を受けましたか。

◆回答 10： ① 陳述書を提示された ・ ② 陳述書は提示されなかった

質問 11：
平成 29年 12月 19日付の O氏の陳述書には、「昭和 61年から退職までの約

30 年間、株式会社 J 社に勤務しており、公益財団法人日本漢字能力検定協会
の担当をしておりました。平成 27年 8月 27日陳述書を提出したことに対し、
漢検協会から J社への抗議があったために漢検協会の担当者から外され、その
後居づらくなり、定年まで 2年を残して平成 28年 3月に退職しました。」と記
載されています。

平成 28年 3月 10付の O氏の陳述書には、「漢検協会の岡山宜弘部長から虚
偽の説明を受けて作業を行った」との漢検協会の不利になる事実を平成 27年 8
月 27日陳述書において記載したことに対し、「漢検協会の八田香里氏、岡山宜
弘氏、中村某氏(内部統制室)の 3人が J社を訪問し(中略)私が陳述書を提出し
たことを非難し、現在、株式会社 J 社において原告(漢検協会)の担当(採点業
務)を主な業務とする私について、原告の業務から外すように要求した」と記

載されています。

結果として、O氏は漢検協会の複数の幹部からの圧力により、大学卒業から
長年勤務した会社を退職せざるを得ない状況に追い込まれたのですが、貴殿は
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この状況について、漢検協会による O 氏への組織的なパワーハラスメントの
有無についてどのように判断されますか。

◆回答 11： ① パワハラは無かったと思う ・ ② パワハラはあったと思う

①を選択した場合の理由

質問 12：
O氏の勤務する J社に圧力をかけた 3人の漢検協会幹部のうち、八田香里氏

は、現在漢検協会の常任理事に就任していますが、貴殿は、八田香里氏が教育

の携わる公益財団法人の理事として相応しい人物だと思われますか。その理由

とあわせてご回答ください。

◆回答 12： ① 相応しいと思う ・ ② 相応しくないと思う

①②を選択した理由

質問 13：
また、O氏の陳述書には、漢検協会の内部統制室の中村氏が、J社に対して O

氏を業務から外すことを要求していますが、貴殿はこの中村氏の行為が、漢検

協会のコンプライアンスを分署する内部統制室の担当者として適切・適正な対

応であったと思われますか。その理由とあわせてご回答ください。

◆回答 13： ① 適切だったと思う ・ ② 適切ではなかったと思う

①②を選択した理由

質問 14：
同報告書 P67 には「内部統制室理事長直属の機関として設けられている」

と記載されていますが、この内部統制室の中村氏の行動について、中村氏の直

属の上司である高坂節三理事長の責任について、理事・監事等の選任・解任の

決定者であり、法人運営が法令や定款に基づき適正に行われているか監視する

役割を担っている評議員である貴殿はどのように考えておられますか。

◆回答 14： ① 管理責任があると思う ・ ② 管理責任は無いと思う

①②を選択した理由
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質問 15：
同報告書 P9 に、外部委員会による調査は、平成 30 年 6 月上旬から 11 月下

旬まで行われていると記載されております。当職の委員会質疑はその最中の同

年 6 月中旬の 12 日に行いましたが、外部委員会による調査は、O 氏に対する
組織的なパワーハラスメントについて「調査の対象外」にしており、同報告書

には一切反映されていません。

当職の委員会質疑の時期と内容については、内閣府を通じて漢検協会に確実

に伝わっています。それにも関わらず、組織的なパワーハラスメントという重

要案件を「調査の対象外」にしている同報告書が、適切・適正な調査が行われ

た結果のものであると貴殿は考えますか。その理由と合わせてご回答ください。

◆回答 15： ① 適切・適正だったと思う・② 適切・適正ではなかったと思う

①②を選択した理由

C. 弥栄中学校跡地の賃貸借契約について
当職は平成 30年 3月 29日の参議院文教科学委員会において、漢検協会が京

都市と締結した弥栄中学校跡地の賃貸借契約が、近隣の京都市有物件と比較し、

賃貸契約が不当に高額であると指摘し、また京都文化協会が京都市と締結して

いる成徳中学校跡地の賃貸契約と比較し、漢検協会の役員及び契約申請者(可

児達志理事、足立健司室長代理、筒井紘一評議員)と京都文化協会の設立時の

役員(可児達志理事長、足立健司専務理事、筒井紘一理事)とが共通であること

によって、意図的に漢検協会にとってデメリットがある契約が締結されている

との疑義があることを指摘しました。

これに対して、同報告書は P42 において、「弥栄中学校跡地の賃料は、京都
市の規則等に従い、複数の不動産鑑定士の鑑定を経て、適正に決定されている

ものであり、特段に高いという評価には当たらない。」とし、P43において「京
都文化協会と(漢検)協会の理事等が共通であることをもって、賃料算定上、不

当にに影響が与えられたような形跡はまったく認められなかった。」「(当職の

委員会質疑は)全く根拠のない憶測に過ぎず、協会に対する名誉毀損、さらに

は偽計による業務妨害にも当たりかねない行為といわざるを得ないであろう。」

と結論づけています。

しかしながら、漢検協会、京都文化協会が夫々京都市と締結した賃貸借契約

には下記のような差異があり、当職が提起し、各メディアが報道した疑義につ

いて、同報告書は客観的かつ論理的な説明がされているとはいえません。
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質問 16：
貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、「特定非営利活動法人 京都文化協会定款」を提示

され、その P13 に漢検協会の可児達志理事が京都文化協会の理事長、同足立
健司室長が専務理事、筒井紘一評議員が理事に就任している事実の説明を受け

ましたか。

◆回答 16： ① 説明を受けた ・ ② 説明を受けなかった

質問 17：
貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、平成 22年 9月 21日付で京都文化協会が京都市に提
出した「市有財産借受申込書」を提示され、賃貸借契約が京都市公有財産規定

第 28 条ただし書きを適用し「保証人はなし」の条件で締結されているとの説
明を受けましたか。

◆回答 17： ① 説明を受けた ・ ② 説明を受けなかった

質問 18：
貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、平成 22年 9月 21日付で京都文化協会が京都市に提
出した「借受料・延滞料減免申請書」を提示され、「本(京都文化)協会の活動

は京都市の『成熟した文化が実現する』政策に合致するものである。今後も学

校教育や文化・芸術活動の支援を通して京都の文化振興の発展に寄与するた

め」との減額の理由を付記し、京都市に「京都市公有財産および物品条例第 7
条において準用する同条例第 2条第 3項の適用」を受け、賃貸料金を半額に減
免するための申請書を提出しているとの説明を受けましたか。

◆回答 18： ① 説明を受けた ・ ② 説明を受けなかった

質問 19：
貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、上記「借受料・延滞料減免申請書」の付帯書類「元

成徳中使用料算定方法」を提示され、弥栄中学校と同様に、賃料が京都市の規

則等に従い、適正に決定されているものであり、その上で京都文化協会からの

上記賃料減免申請に応じて、京都市が賃貸料金を規定の金額の半額に減免して

いるという事実の説明を受けましたか。
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◆回答 19： ① 説明を受けた ・ ② 説明を受けなかった

質問 20：
貴殿は、理事会もしくは漢検協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告

書の調査、説明を受ける際に、京都市が京都文化協会から申請書が提出された

日と同日に起案された「成徳中賃貸借契約 添付文書回議票」を提示され、京

都文化協会の賃料減免申請に応じ、高桑三男京都市教育長(現漢検協会理事)が

決定者となり、保証金なしで賃貸料を半額に減免した条件で平成 22 年 9 月 30
日に契約締結を決定した事実について説明を受けましたか。

◆回答 20： ① 説明を受けた ・ ② 説明を受けなかった

質問 21：
貴殿は、漢検協会が京都市と平成 26 年 4 月に弥栄中学校跡地の契約を締結

することを評議員会において審議し、決議するに至る過程において、漢検協会

の可児達志理事、足立健司室長代理、筒井紘一評議員の 3名が京都文化協会の
役員を務めていた事実を理事会もしくは漢検協会事務局から説明を受けました

か。

◆回答 21： ① 説明を受けた ・ ② 説明を受けなかった

質問 22：
貴殿は、公益財団法人である漢検協会の事業が、NPO 法人である京都文化

協会の事業と比較し、どちらが日本ならびに京都市に対する貢献度が高いと感

じておられますか。

◆回答 22： ① 漢検協会の方が高い ・ ② 京都文化協会の方が高い

質問 23：
貴殿は、漢検協会と京都市が賃貸借契約を締結するにあたり、京都市の規則

・規定に基づき、京都文化協会で可児達志理事、足立健司室長代理、筒井紘一

評議員が京都市と賃貸料金を半額に引き下げることを実現していることから、

漢検協会も先例に倣い、京都市の算定金額を半額にするよう求めるとの説明、

提案等を受けたうえで評議員会で審議、決議を行いましたか。

◆回答 23： ① 説明、提案を受けていた ・ ② 説明、提案を受けなかった
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質問 24：
貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、平成 24 年 12 月 14 日に漢検協会が京都市に提出し
た「元弥栄中学校跡地活用応募申請書」および「誓約書」を提示され、足立健

司氏が職員では無いにもかかわらず、常勤職員として名前を記載していること

について説明を受けましたか。

◆回答 24： ① 提示と説明を受けた ・ ② 提示と説明は受けなかった

質問 25：
貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、可児達志理事が平成 28年 1月 26日付で裁判所に提
出した「答弁書」の提示を受け、その P2 に「足立健司氏が、漢検協会の職員
であるかのような名簿が作成されていたのは、京都市からの要望に基づくもの

である。」と記載されていることを説明されましたか。

◆回答 25： ① 提示と説明を受けた ・ ② 提示と説明は受けなかった

質問 26：
貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、足立健司氏が平成 28年 1月 25日付で裁判所に提出
した「答弁書」の提示を受け、P2 に「足立健司氏が、漢検協会の職員である
かのような表示をした名簿を提出したのは、京都市との打ち合わせ会議に足立

氏が出席できるように京都市から足立健司氏を名簿に記載するよう求められた

からである」と記載されていることを説明されましたか。

◆回答 26： ① 提示と説明を受けた ・ ② 提示と説明は受けなかった

質問 27：
申請を受ける側の京都市が、申請する側の担当者を指名・要望するというこ

とは通常では考えられず、双方代理であると指摘しうると思われますが、貴殿

はこの事実について、適切・適正な漢検協会の行為だとお考えでしょうか。

◆回答 27： ① 適切・適正だったと思う・② 適切・適正ではなかったと思う

①②を選択した理由
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質問 28：
貴殿ら評議委員会は、平成 27年 3月 23日に高桑三男京都市元教育長を理事

に選任していますが、「いつ」「誰が」「どのようにして」理事候補として推薦

したのですか。理事会、事務局からの推薦があったのであれば誰からの推薦か

を特定して記載してください。

◆回答 28： 推薦を受けた時期：

推薦をした人物 ：

推薦された経緯 ：

D. 足立健司氏について
平成 23年 4月 1日から平成 25年 3月末日まで、漢検協会は足立健司氏と「漢

字文化振興策に関わるコンサルタント業務」の契約を締結し、同報告書 P60
に記載されている通り、足立健司氏は主に漢検協会が弥栄中学校跡地を借用で

きるように作業すすめてきました。

また、同報告書 P71では、「この業務契約の締結前から契約期間中を含めて、
足立健司氏が、漢検協会の創業者の一人である B 元副理事長に対して、漢検
協会との和解条件として等の協議の場を持つという行為があった」と記載され

ています。

そして同報告書 P61 には、足立健司氏は上記契約が終了後、漢検協会は足
立健司氏と一切の利害関係を有しておらず、当職が未だ足立健司氏が漢検協会

と関係があるような指摘をして、協会の体制等を批判するのは、全くの的外れ

であり、協会に対する名誉棄損あるいは偽計業務妨害にあたりかねない行為で

あると記載しています。

質問 29：
上記のように、足立健司氏が B 元副理事長に和解の条件として当時漢検協

会の事務局長であった可児達志氏への個人的な金銭として 5,000 万円を謝礼と
して渡すこと、またその金銭要求をする際に複数の反社会的勢力の名前を列挙

したことが事実であることが複数の民事裁判の判決文で認定されており、その

判決文等の客観的証拠をもとに、当職は平成 30年 3月 29日に高坂節三理事長
への委員会質疑を行っております。

貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、当該委員会質疑の議事録や上記の民事判決文などの

提示を受けていますか。



- 13 -

◆回答 29：①議事録・判決文を提示された
②議事録・判決文を提示されなかった

質問 30：
上記の足立健司氏の B 元副理事長に対する金銭要求について、和解条件を

詳細に記した「可児メモ」と言われる書面について、足立健司氏が「可児達志

氏が作成した」と民事裁判で証言しています。

貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、当該「可児メモ」などの提示を受けていますか。

◆回答 30： ① 資料を提示された ・ ② 資料は提示されなかった

質問 31：
同報告書 P62 には「足立健司氏について見られたように、業務契約期間中

に、過去(契約締結前も含めて)不適切な言動が指摘されるなど、その適正に疑

義が生じた場合は、所要の調査を行った上、途中解約の要否を理事会に諮るな

ど、より慎重な対応が求められる」と指摘されています。

この同報告書の評価は、足立健司氏との契約期間中の平成 24年 7月 20日に
HM 氏が村田純一漢検協会理事に、同年 9 月 20 日に SK 氏が堀場雅夫漢検協
会理事に対して、足立健司氏の可児達志事務局長(当時)への個人的な謝礼の支

払いを要求した際の録音記録を聞かせるなどしたにも関わらず、両理事は「可

児達志事務局長や足立健司氏によからぬ噂があることは承知しているが、両名

が門川大作京都市長と共に計画している『弥栄中学校跡地の漢字資料館』の窓

口責任者であり、いま外すことができない」ことなどを説明し、「協会人事へ

の内政干渉である」と一蹴したことを評価したものと推認されます。

貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、上記の経緯を示した「平成 27年 1月 9日付 HM氏
陳述書」ならびに「平成 27年 1月 25日付 SK氏陳述書」の提示を受けていま
すか。

◆回答 31： ① 陳述書を提示された ・ ② 陳述書は提示されなかった

質問 32：
結果として、漢検協会理事会は、外部からの足立健司氏らの不適正な金銭要

求に関する情報提供を受けており、理事会でも話題にのぼっていたにもかかわ

らず、所要の調査を行ったり、途中解約の要否を理事会に諮ることをしません

でした。
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貴殿は、理事・監事の法人運営を監視する立場の評議員として、このような

理事会の運営姿勢が適正かつ適切であると思われますか。その理由と合わせて

回答してください。

◆回答 32： ① 適正、適切だったと思う・② 適切、適正ではなかったと思う

①②を選択した理由

質問 33：
平成 27 年 3 月 25 日ならびに同月 27 日に、B 元副理事長は、高坂節三理事

長に対し、M 衆議院議員を通じて、「平成 26 年 10 月 16 日付の民事事件の判
決文において、足立健司氏が B 元副理事長に対して可児達志常任理事(当時)
への謝礼として 5,000 万円を支払うことを漢検協会との和解の条件として求め
たとの点については真実であると認められると事実認定された」ことなどを書

面で伝達し、詳細を面談のうえ説明したいとの要望をしました。

それに対して高坂節三理事長は、同年 4月 3日付の書面において、B元副理
事長に対し「公益財団法人として業務運営の公正および適正な実現は、貴殿に

言われるまでもないことであり、貴殿と面談しなければそれが果たせないかの

ごとき論旨は理解に苦しむものです。」と回答しています。

しかし、現実には上記の同報告書 P62 の指摘のように、今日まで適正に疑
義が生じているにも関わらず、高坂節三理事長は、所要の調査を行ったり、途

中解約の要否を理事会に諮るなどの措置を取りませんでした。

貴殿は、理事・監事の法人運営を監視する立場の評議員として、このような

高坂節三理事長のコンプライアンス意識が、公益財団法人の理事長として適正

かつ適切であると思われますか。

◆回答 33： ① 適正、適切だったと思う・② 適切、適正ではなかったと思う

①②を選択した理由

E. 足立健司氏について②
平成 30年 3月 29日の同委員会において、理事長である高坂節三氏は「漢検

協会は平成 23 年 4月 1日～平成 25年 3月 31 日で足立健司氏との業務委託契
約は終了していて、以後漢検協会の運営には関与していない」旨の主張をしま

した。

さらに、同報告書 P61においても、同様の記載があります。
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しかしながら、当職が調査した結果によれば、当該契約終了後も足立健司氏

が、以下のように漢検協会の運営に対して巧妙に携わっていることが判明して

います。

質問 34：
漢検協会の本部の中に設置され、漢検協会が運営している漢字ミュージアム

内に出店している飲食店「Café 倭楽」および小売店「祇園祭ギャラリー」は
株式会社 Kが経営していることを貴殿はご存じですか。

◆回答 34： ① その事実を知っている ・ ② その事実を知らなかった

①を選択した場合の事実を知った時期：

質問 35：
足立健司氏が代表理事を務める一般財団法人京都平安振興財団が運営する商

業施設内に、この株式会社 K が「岡崎十二十二店」を出店していますが、貴
殿はその事実をご存じですか。

◆回答 35： ① その事実を知っている ・ ② その事実を知らなかった

①を選択した場合の事実を知った時期：

質問 36：
株式会社 K の専務取締役の KT 氏は、足立健司氏が理事長を務めている一

般社団法人京都音協の理事を務めています(※平成 25 年当時)が、貴殿はその
事実をご存じですか。

◆回答 36： ① その事実を知っている ・ ② その事実を知らなかった

①を選択した場合の事実を知った時期：

質問 37：
漢字ミュージアム内に出店している飲食店「Café 倭楽」および小売店「祇

園祭ギャラリー」は、漢検協会と賃貸契約を締結している特定非営利法人京都

まつり・文教協会(以下「京都まつり・文教協会」)から株式会社 K が二次借
用(又借り)をしていますが、貴殿はその事実をご存じですか。

◆回答 37： ① その事実を知っている ・ ② その事実を知らなかった

①を選択した場合の事実を知った時期：
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質問 38：
京都まつり・文教協会は、漢検協会と八坂神社の下部団体である公益財団法

人祇園祭山鉾連合会が共同で設立した法人であることをご存じですか。

◆回答 38： ① その事実を知っている ・ ② その事実を知らなかった

①を選択した場合の事実を知った時期：

質問 39：
京都まつり・文教協会の収益は、ほぼ全て株式会社 K の賃貸料金であり、

支払いは漢検協会の家賃に充てられ損益ゼロの法人であり電話番号登録も無い

組織であることを貴殿はご存じですか。

◆回答 39： ① その事実を知っている ・ ② その事実を知らなかった

①を選択した場合の事実を知った時期：

質問 40：
このような京都まつり・文教協会を介する契約では無く、漢検協会は株式会

社 Kと直接賃貸契約をする方が合理的かつ適正であると貴殿は思いませんか。

◆回答 40： ①合理的で適正であると思う ② 合理的で適正ではないと思う

①②を選択した理由

質問 41 :
京都まつり・文教協会を漢検協会と共同で設立した祇園祭山鉾連合会の担当

理事である OH氏は、現在足立健司氏が設立し、直前代表理事を務めていた一
般社団法人京都音協の代表理事を平成 25年 12月 1日 から務めている(足立健

司氏は現在も理事として在籍)ことを貴殿はご存じですか。

◆回答 41： ① その事実を知っている ・ ② その事実を知らなかった

①を選択した場合の事実を知った時期：

質問 42：
以上の関係を見ると、漢検協会は、「足立健司氏との契約が切れ漢検協会と

無縁の人物である」かのような主張を繰り返していますが、実質的に足立健司

氏は漢検協会の本部に併設される「漢字ミュージアムショップ」の運営利権に

ついては、足立健司氏が関与する法人が深く関わっていると貴殿は思われませ
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んか。理由とあわせてご回答ください。

◆回答 40： ① 関わっていると思う ・ ② 関わっていると思わない

F. 監事について
同報告書 P65 には「調査の過程で、監事からは、理事会や経営会議に出席

しているが(中略)事前の情報や資料提供も必ずしも十分ではないときもあり、

結局、その場の協議や議論を聞いただけで意見を述べるに止まざるを得ないこ

とは残念であるとの趣旨の発言がなされた。」と指摘されています。

質問 43：
公益財団法人の監事は「理事の職務執行の監査」を行う重要な責務を持って

います。その重責を担う監事が理事の業務執行を監視するためには、当然なが

ら、会議に先立って事前の情報・資料提供を受けることが前提条件となります。

貴殿は、そのような基本行動を行ってこなかった理事会の姿勢についてどの

ように感じられますか。その理由とあわせてご回答ください。

◆回答 43：①適切な職務執行であると思う ②適切な職務執行ではないと思う

①を選択した理由

質問 44：
質問 29 に記載したように、足立健司氏は B 元副理事長に対して可児達志専

務理事(当時事務局長)に対して謝礼として 5,000 万円を支払うことを漢検協会
との和解の条件として求めたとの点については真実であると認められると複数

の民事裁判で事実認定されており、同報告書 P6 でも「業務契約期間中に不適
切な言動が指摘されている」と評価されています。

同報告書 P60 では、漢検協会が足立健司氏と業務委託契約を締結した理由
を「当時、事務局長を務めていた可児達志前専務理事からの推薦」であったと

記載されていますが、貴殿は漢検協会の監事である堀村不器雄氏が、足立健司

氏が代表理事を務める一般財団法人京都平安財団の監事を平成 21 年 9 月の設
立以来、兼業していることを貴殿はご存知ですか。

◆回答 44： ① その事実を知っている ・ ② その事実を知らなかった

①を選択した場合の事実を知った時期：
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質問 45：
漢検協会の監事は「理事の職務執行の監査」を行う重要な責務を持っており、

堀村不器雄監事の旧知の人物である足立健司氏が業務契約期間中に不適切な言

動が外部から指摘されているにもかかわらず、適切な調査を行っていないと推

認されます。

貴殿は、このような姿勢をとる堀村不器雄監事が、公益法人の監事として相

応しい人物だと考えておられますか。

◆回答 45： ① 相応しいと思う ・ ② 相応しくないと思う

G. 資料の真偽について
質問 46：
同報告書 P62 において、「平成 30 年 2 月 6 日の消印で、漢検協会理事長や

幹部を糾弾する趣旨の差出人不明文書が協会幹部及び関係者に送付された」旨

の記載がありますが、当職は当該文書に送付元が明記されていることを確認し

ています。

貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、当該書面の原本を提示され、送付元が記載および内

容を確認されましたか。

◆回答 46： ① 原本を提示され確認した・ ② 原本を提示されていない

質問 47：
同報告書 P63 に「委員会質疑の際に使用された資料についても、プロパテ

ィにある電子情報からして、上記(差出人不明の)文書の作成者と同一の者によ

って提供されたことが認められる」と記載されています。

このことは、漢検協会の調査委員会が、差出人不明の文書の電子データ及び

当職の使用した資料の電子データの双方のプロパティを入手していたことを示

しています。

貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、その二つの電子データを「どこから」「誰が」「どの

ようにして」入手したとの説明を受けましたか。

◆回答 47： ① 説明を受けた ・ ② 説明を受けていない

①を選択した場合

どこから入手したか：

誰が入手したか ：
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どのようにして入手したか：

H. 技術能力の欠如について
いうまでもないことですが、公益法人は、公益法人法に基づいて、公益目的

事業を実施するに足りる「技術的能力」が必要とされています。公益活動を実

施できるだけの能力やノウハウがあること、人員や設備等が整っていることが

求められます。

理事長である高坂節三氏をはじめとする漢検協会の理事会は、当職が上記に

指摘したパワハラや不透明な契約、双方代理禁止条項に抵触する人事などの多

数の問題について、役員それぞれの責任を明らかにしたうえで、内外に対する

説明責任を示すために必要な措置をとることが重要であり、もしそれが不十分

であれば、公益認定法５条２号で示している「技術的能力」が欠如していると

の疑いを合理的に払拭できていない事態であると言って過言ではありません。

質問 48：
貴殿は、理事会もしくは協会事務局、あるいは外部調査委員から同報告書の

調査、説明を受ける際に、貴殿が評議員として「法人運営が法令や定款に基づ

き適正に行われているか監視する」という職責を果たすために、十分な情報と

資料を提供されたと考えておられますか。

◆回答 48：① 十分な資料を提供された ② 十分な資料を提供されていない

①を選択した理由

質問 49：
もし漢検協会理事会が、公益目的事業を実施するに足りる技術的能力が欠如

し、さらに評議員会も理事会を監視する「技術的能力」が欠如していると判断

されれば、公益認定法５条２号違反となります。

公益認定法 5条各号の基準を満たさない公益法人に対しては、行政庁は公益
認定を取り消すことが「できる」可能性がありますが（認定法 29 条 2 項・任
意的取り消し）、貴殿は、外部から指摘される様々な問題について、実態を解

明し、漢検協会を正常化させたいとの意志をお持ちでしょうか。

◆回答 49：① 外部からの指摘に真摯に向き合い、真相の解明をしたい。

② 外部からの指摘は不要であり、現在の運営で不足はない。

その他
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前述したように、公益法人の評議員は、常勤・非常勤、報酬の有無にかかわ

らず、善管注意義務を負って職務に当たることが社会的にも法的にも求められ

ています。

漢検協会の最高議決機関である評議員会の一員である貴殿は、法人運営が法

令に基づき適正に行われているか、理事や監事の職務を監視する役割を担って

います。

その貴殿に対し、当公開質問状に対する回答の提出の是非や記載内容等につ

いて、理事や監事、ましてや職員及び外部委員などから指示や依頼をされるよ

うなことは決してあってはならないことです。

この公開質問状で指摘している証拠資料等については、全て当職の手元に在

ります。貴殿が回答する際に必要であれば、いつでも閲覧できますのでご連絡

ください。

平成 31年 3月 5日までに必着で回答を下記にご提出(FAXも可)ください。
以上

記

提出先：大島九州男 国会事務所

〒100-8962

東京都千代田区永田町2-1-1

参議院議員会館910号室

Tel: 03-6550-0910

Fax: 03-6551-0910


