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   加計獣医学部・取組一覧表 

凡例 

（4.2）＝4.2 復命書：首相官邸に加計学園事務局長、愛媛県職員と柳瀬首相秘書官、藤原豊地方創生推進事務局審議官との協

議 

（6.5）＝6.5 復命書：国家戦略特区 WG ヒアリング 

（13）＝岡山理科大学今治キャンパスに関する基本協定書（特に第 13 条の加計学園理事会決議が非開示であることについて） 

（8.3）＝起案日,2016 年 8 月 3 日の表題「スケジュール共有について」文書（この時点で加計学園「H30.4 開学」を記載） 

（議）＝今治市議会 

（委）＝今治市議会国家戦略特区特別委員会 

（市）＝今治市 

（検）＝検察 

年月日 行政  行政今治市、市議会 テーマ 運動など 

2016.12.06     
「大学の獣医学部の新設に関する全文書」を開示請求。 

（4.2）（6.5）（8.3）などの文書を部分開示していた 

2017.03.03 （議） 
加計への補助金 96 億円の債務負担行

為、土地無償譲渡・可決 
   

2017.03.06 （市） 

（6.5）内閣府から 6.5WG ヒアリング内容を

確認するよう指示メールがあり、市は新た

に全部開示するための復命書を作成 

（6.5） 

改ざん 
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2017.04.11 （市） 

加計学園について第 1 回市民説明会 

吉川学部長予定者が出席 

市長「今治市は森友学園とは違う」と発

言。後日、どのように違うのかと質問した

が答えられない 

抗議 

参加者の 96％が市企画課が各団体に要請した動員 

市広報は動員者の発言のみ掲載、で反対意見は皆無 

偏向広報に抗議（５月中旬） 

2017.04.23     加計獣医学部・話を聞く会（企画課課長・、長補佐出席） 

2017.06.02   （6.5） 
新たに全部開示用に改ざん作成した文書を（6.5）として

開示（＝虚偽公文書作成・同行使）を受ける 

2017.07.3   （8.3） （8.3）公文書開示請求（2016.12.6 には部分開示） 

2017.07.14   （8.3） （8.3）公文書非開示決定（2016.12.6 には部分開示） 

2017.09.06 （委） 

柳沢岡山理大学長、吉川学部長予定

者、渡邉事務局長参加＝議会に諮らない

で急遽決定したことについて、議会の一

部から反発あり 

   

2017.09.11     「市民ネットワーク」設立 

2017.09.20 （市） 

地方自治法 174 条に基づく専門委員、連

絡会を設置。市の付属機関を公正、公平

な「第三者機関」と市ホームページ、広報

でペテンキャンペーン 

   

2017.09.20   （8.3） （8.3）審査請求 
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2017.10.04    （4.2） 

公開質問状：①安倍首相と加計理事長の疑惑に対する

市長の姿勢②・（4.2）の公開、③校舎建設費の開示、④Ｂ

ＳＬ⑤天然記念物野間馬ハイランドの臨床実習など 

2017.10.10     声明 
大学設置・学校法人審議会の加計獣医学部設置認可答

申に対する声明 

2017.10.18    
公開

質問 

公開質問状：①市財政部長の議会の加計学園補助金額

と補助金決定通知書の金額の違い②基本協定書１３条の

「議決書」が非公開である 

2017.10.18   （13） 
市民ネットが 8.3 スケジュール及び「13 条」審査請求への

参加申請→11 月 1 日に不許可通知 

2017.10.23    要望書 

地自法１７４条に基づく今治市大学設置事業専門委員

「連絡会」を市民が傍聴し、会議録の公開を求め、さらに

相応しい付属機関に改善を求める要望書 

2017.11.07  （8.3）弁明書 （8.3）  

2017.11.06    （13） 
個人で行った審査請求に対して参加人を認めなかったた

め新たに（13）について市民ネットで情報開示請求 

2017.11.13    会見 前川喜平氏講演会（２月３日）実行委員会として記者会見 

2017.11.20 （市） （13）非開示決定 （13）   

2017.11.28 （議）   請願 

加計学園獣医学部今治キャンパスの疑惑解明を行い、解

明されないままの補助金は中止、誘致の白紙撤回を求め

る請願書 
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2017.11.29    
公開

質問 

公開質問状：文科相の獣医学部新設認可を受けて 

①「世界に冠たる」根拠②加計学園の財産状況の公開③

天然記念物野間馬の実習過程を改めよ④設置審審査は

妥当か⑤市は全ての情報開示責任を負うなど 

2017.11.30    

公開

再質

問 

市回答への再質問状提出 

公文書開示要求や質問設定を勝手に変更しての回答な

どの対する再質問 

2017.11.30    
公開

質問 

公開質問状：対市議会 

①市財政②土地の無償譲渡、補助金の妥当性など 

2017.12.06     公開質問状 

2017.12.07   （13） （13）非開示決定に対する審査請求書提出 

2017.12.20 （議） 請願書不採択    

2017.12.28 （市） 
部分開示（2016.12.6）であったものを非開

示決定 
   

2018.01.18 （市） （13）弁明書提出 （13）   

2018.01.21 （市） 加計学園について第２回市民説明会    

2018.02.03    
前川

講演 

加計問題をテーマに前川喜平氏講演会（市公会堂） 

1,200 人が参集 

2018．2.26    （8.3）反論書提出 
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2018.02.28 （実）   （6.5） 

公開質問（前川喜平氏講演会実行委員会） 

①財政②加計理事長に補助金減額の理解を求める？！

③加計理事長の姿勢を問う④市民生活への圧迫⑤国政

の私物化⑥（6.5）⑦ＢＳＬ3 の防災対策⑧加計の全情報

開示⑨地自法１４７条の専門委員⑩専門委員のマスメデ

ィア批判⑪補助機関を「第三者機関」とペテンなど 

2018.02.28    （13） （13）反論書提出 

2018.03.01 （議） 
加計学園への４１億９,４９６万５千円の補

助金可決 
   

2018.03.09    （6.5） 

（6.5）の 2 つの復命書及び証言などを証拠として、虚偽

公文書作成の罪及び同行使の罪で市長ら１１人を松山地

検に告訴 

2018.03.20    （6.5） 

3.20 衆議院第一議員会館（主催：森友・加計問題の幕引

きを許さない市民の会） 院内集会に参加して（6.5）公文

書改ざんの偽造公文書作成罪の告訴状提出報告 

2018.03.20     
公開

質問 

公開質問状⇒梶山弘志 地方創生担当大臣 

今治市の虚偽公文書作成に関して、梶山弘志地方創生

相及び塩見英之・地方創生推進事務局参事官の発言の 

「①内閣府は関わっていない②内閣府は発言内容の確

認のために議事要旨を送付③（内閣府は）文書の書き換

えについて指示していない④議事要旨は参加の人たち

に発言内容を確認⑤その確認を行っただけのコンタクト

⑥文書は条例規則にのっとって今治市が作成した⑦国家



 6 / 8 
 

戦略特区に大きな影響を与えない」についての質問に回

答はない 

2018.03.28  審査請求書提出 （4.2） （4.2）審査請求書提出 

2018.04.10 県 

参議院予算委員会に国家戦略特区に関

する出張文書の提出（備忘録として）「4.2

復命書」が入っている 

  

2018.04.14  TB「S 「報道特集」放送 

2018.04.19    （13） （13）口頭意見陳述 

2018.04.26     

2018.05.01 （委） 

国家戦略特区特別委員会廃止決定 

６月７日、議会で「委員長報告」を承認、

廃止 

   

2018.05.30   （8.3） （8.3）口頭意見陳述 
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2018.06.22    
公開

質問 

公開質問状⇒市へ 

①加計学園の報道機関へのＦＡＸ（「虚偽」報告の釈明）

等 

②加計学園の「虚偽」報告への今治市の適正な措置（補

助金見直し）等 

③２０１５年４月２日の復命書など公文書の開示等 

2018.07.26    
学園

視察 

加計学園視察 

●図書室見学⇒３階に本が、ほとんどない書棚に野間馬

の模造紙ポスターが貼り付けてあった 

●吉川学部長との話（加計学内食堂） 

⇒ＢＳＬ３の部屋はあるが中の施設はない９月初旬に設置

予定 

⇒軍事研究を行う懸念があるに対しては、日本学術会議

の方針に従い行わない 

2018.08.27 （市） （13）裁決書「審査請求を棄却する」 （13）    

2018.09.26    （4.2） （4.2）審査請求の口頭意見陳述 

2018.09.28 （検） 松山地検：（3.9）の告訴を不起訴処分    

2018.10.04    
監査

請求 

住民監査請求・請求人公募⇒総勢１８人（2018.10.21 現

在） 

2018.10.10    （6.5） 
（6.5）偽造公文書作成同行使の罪で市長らの告訴を松山

地検が不起訴の理由請求 
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2018.10.30 （市）   

２０１６年１０月３１日住民監査請求書提出 

今治市は獣医学部建設地いこいの丘のボーリング等土地

調査に対する土地使用料を怠り市財政に損害を与えた 

 


