
  

  

 

6月 3日(土)、支援する会第 6回総会が文京区民セ

ンターで開かれ、40名が参加しました。 

 

総会では、①2017 年 2 月 21 日の東京高裁の

即時抗告棄却決定を受けて、東京地裁での審理
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いよいよ東京地裁での本裁判再開!! 

    桜井さんの陳述、弁護団のプレゼンを予定!! 

    ぜひ、お越しください!! 

  ８月３０日(水)１４:００～ 東京地裁１０３号法廷 
   

 

【当日の行動予定】 

    １２：００～ 東京地裁前宣伝行動 

    １３：１０～１３：４０ 裁判所要請行動 

    １４：００～ 裁判傍聴 

    裁判終了次第（15;10頃）報告集会 

    ばしょ 日比谷図書文化館 4F小ホール 

 
 

 

法廷をいっぱいに！ 

冤罪をなくす運動の先頭に立とう！ 
「第 6回総会報告」  

冤罪・布川事件の国家賠償請求訴訟を支援する会 事務局長 中 澤 宏  



  

が再開される（再開第１回は 8 月 30 日午後 2

時から）。裁判期日ごとに要請・宣伝に取り組む

とともに、法廷をいっぱいにするために広く参

加を呼びかける。 

②今年は布川事件発生 50 周年、東電 OL 殺

人事件発生 20 周年を迎える。11 月前半に、な

くせ冤罪!市民評議会や､再審えん罪事件全国連

絡会、その他の冤罪罪被害者支援団体と協力し

て『繰り返すな!えん罪市民集会』（仮称）の開

催に全力を挙げる中で、布川国賠裁判の意義を

訴えて参加を呼びかける。 

③桜井さんのコンサートを企画実施する。 

④昨年の『布川事件再審無罪 5周年記念集会・

祝賀会』における山本裕夫元布川事件弁護団事

務局長による記念講演『布川事件の 44 年が問

いかけるもの』は、勝利の要因を深く分析した

もので、参加者に深い感銘を与えた。布川国賠

裁判の意義を広く訴えるとともに、冤罪をなく

すための運動の手引きとして、この講演まとめ

た小冊子を、100 円カンパをお願いして普及に

努力する。 

⑤全都道府県に会員獲得を目指し、桜井さん

のコンサート＋詩の朗読とのコラボなど、さま

ざまな機会を利用して会員の拡大と CD「想い

うた」・CD ブック「壁のうた」の普及に努める。 

 

 

⑥「取調べの可視化を求める市民団体連絡会」

や「SNOW」との連携で司法改革に取り組む。 

再審請求における全面証拠開示の実現をめ

ざしていく。 

⑦「再審えん罪事件全国連絡会」に加盟する

個別冤罪事件とりわけ、大崎、名張、袴田事件

の再審･無罪の活動に支援連帯を強めるため、

定例宣伝への積極的参加を会員に呼びかける。 

などの方針を決定しました。 

課題となっていた布川国賠を支援する会の

ホームページは、FM 西東京のなつし聡さんの

ご協力により立ち上げることができました。 

8 月 30 日の再開弁論を満席にして、11 月の

「繰り返すな！冤罪市民集会」の成功につなげ

ていきましょう！」 

 

 

       

 証拠開示問題に決着がついて、中断して

いた地裁での審理が再開されます。 

先日、進行協議がありまして、８月３０日の

午後２時から裁判が開かれることになりまし

た。証拠開示に関する決定が出たことで審理

が止まり、原告側の陳述を行う予定が流れま

したので、そこからの再開となりまして、これ

までの原告側の主張をまとめた弁論を３０分

間の予定で行います。 

茨城県警も検察も弁論はしないそうですし、

この後に行う反論も、今のところはないと言

いますことから、そう遅くない時期に裁判の

最後となる証人尋問です。 

この証人尋問に関して裁判長は「２４年前

の証言を聞いても意味がないでしょ」と言い

「いよいよ証人尋問」 

   桜井昌司 

総会で弁護団報告をする谷萩陽一弁護団長 

 



  

ました。布川事件は５０年前の事件です。誰を

証人対象と考えて裁判長が「２４年前」と言っ

たのかは判りませんが、確かに、私ですらも記

憶が薄れている当時の記憶ですから、「書面で

判断するしかない」と言った裁判長の言葉に

納得していますし、私たちを犯人とするため

に警察と検察が行った偽証や書面改ざんなど

の行為は裁判記録などに残された書面を見て

貰えれば判ることですから、裁判官が公正に

書面を読むならば勝利は間違いないと確信し

ています。 

民事裁判では、少しは警察と検察が行った

不正行為を暴けるものと期待しました。隠し

ている証拠を出させて解明できるものと期待

しましたが、日本の裁判制度は民事も刑事も

欠陥だらけです。警察は証拠をねつ造し、検察

は無実の証拠を隠す。そして、その不正を示す

証拠は隠し通して裁判所には提出しない。裁

判所も積極的に証拠開示に動かない。だから

えん罪は作られ、無実の罪を背負わされる人

が絶えないのです。 

本当に呆れた法治国家ですが、でも、闘いは

これからかも知れません。 

皆さんもご存じでしょうが、長く事態が動

かなかった袴田事件も、不本意な証人尋問で

はあっても、本田鑑定の正しさは動かない結

果が明らかになって、一気に最終段階に進む

ものと思います。日野町事件も警察の不正が

暴かれて、これも再審開始決定は間近と期待

できる状況です。大崎事件も、今度は宮崎高裁

の動きが速くて、念願の再審裁判が始まる期

待が膨らんでいます。松橋事件も勝利は動き

ません。 

いかに検察が抵抗しようが、続々と再審開

始決定は続いて、収まるところを知らない事

態になりそうです。検察が抵抗すればするほ

ど、権勢を誇った安倍政権に社会の非難が集

中しているように、検察が社会的に決定的に

非難を浴びる日は、そう遠くはないだろうと

も思っています。 

先日、TBS の番組に出演する機会がありま

して、有名な橋下徹弁護士と議論しましたが、

どのようなことになるものかと思っていまし

たらば、意外にも、何かにつけて「桜井さんに

は申し訳ないが」とか「桜井さんは不満でしょ

うが」と言って、期待したような議論にはなり

ませんでした。これも正義の力、あの橋本さん

をして言葉を選ばせたのだろうと感じました。 

この年末には「獄友」の映画も完成します。

E ﾃﾚで放送されたものが好評で、あちらこち

らで「完成を期待してます」と言われています

ので、この映画とともに、また全国にえん罪事

件を広げられるものと思っています。 

民事裁判が終わったらば、全国で闘う仲間

を励まして、自分は気楽に過ごしたいと思っ

ていましたが、どうも無理かも知れないと感

じています。死ぬまで、いや法治国家の欠陥を

正すまで、布川事件を背負って闘う定めなの

でしょうか。 

今年は布川事件５０周年です。１０月７日

には茨城で集会を開きます。この世を去った

杉山の想いも背負って闘わなくては。 

  

 ホームページができました！ 

布川国賠を支援する会のホームページがで

きました！アドレスは下記のとおりです。支援

する会の最新の情報は、こちらでご確認くださ

い!!  

https://fukawakokubai.jimdo.com/ 

https://fukawakokkubai.jimdo.com/


  

再び、ラジオ放送が始まりました！ 

冤罪番組『塀の中の白い花～ほんとに何もや 

ってません』試験放送開始！ 

 FM 西東京（84.2MHz）8/9（水）、8/23

（水）、9/13（水）、9/27（水） 

いずれも 23：30～ 

 

●リアルタイムサイマル放送を聴く場合 

FM 西東京(84.2MHz)  

http://842fm.west-tokyo.co.jp/ 

●放送終了後のポッドキャスト 

http://enzaibusters.seesaa.net/ 

●10 月以降の放送予定は未定。 

 

  ★ ～ ★ ～ ★ ～ ★ ～ ★ ～ ★ 

 

布川再審無罪 5 周年記念パ

ンフレットができました！ 

会員の皆様にはニュースに

同封してお配りしました

が、他の冤罪支援の運動の

参考にもなるかと思いま

す。1冊 100円カンパをお願

いしてお分けしています。是非、広めて下さい。 

 

 ★ ～ ★ ～ ★ ～ ★ ～ ★ ～ ★ 

 

桜井昌司さんテレビに出演しました！ 

ＴＢＳ「橋下徹とＮＥＷＳ小山の世界・怒り 

の法廷」（7/5 19:00～21:56）  

 

  

★署名をありがとうございます★ 

   署名数  総計１４，３６１筆！ 

（７月１０日現在 敬称略） 

南紀代子 21救援会北海道本部 10 救援会川

口支部 80 救援会茨城県本部 5 救援会愛知

支部 70 救援会千葉県本部 13 伊藤洋子 

10 救援会市川支部 24 堀越和子・和行 9  

救援会神奈川県本部 375 

 

★冤罪の責任を問う布川国賠を支援する会の

活動にご協力ください！ 

・年会費 1口 1000円／1年 

・郵便振替 

 口座番号 00170-8-485425 

 口座名  布川国賠を支援する会 

・三井住友銀行 高田馬場支店（普通預金） 

口座番号 ４７１１０８４ 

口座名  布川国賠を支援する会（「ﾌｶﾜｺｸﾊﾞｲｵｼｴﾝｽﾙｶｲ」）     

※会員拡大をお願いします！ 

現在会員数 424 名 

日程経過―――――――――――――― 

6 月 3 日(土) 布川国賠裁判を支援する会第６回総会               

7月 5日(水)布川国賠裁判進行協議 

当面の行動予定――――――――― 

8 月 5 日(土)14:00～大崎事件首都圏の会総会 

         （平和と労働ｾﾝﾀｰ 3 階） 

8 月 30 日(水)14:00～口頭弁論 

     12:00～地裁前宣伝行動 

13:10～裁判所要請行動 

15:10 頃報告集会(日比谷図書文化館 4 階） 

 10 月 7 日(土) 事件発生 50 周年記念集会 in 茨城 

 10 月 14 日(土)14:00～なくせ冤罪！市民評議会総会 

           （文京区民センター3C） 

 11 月 9 日(木)繰り返すな！冤罪市民集会(仮称・予定) 

 12 月 6 日(水)14:00～口頭弁論 

発行  冤罪・布川事件の国家賠償請求訴訟を支援する会 
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-26-12 高田馬場ビル 505 号室  

Tel. ０３－６２７８－９７９６ Fax.０３－６２７８－９７９８
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