
 

 

  

       
 

冤罪・布川事件の国家賠償請求訴訟を支援する会 発行 

冤罪・布川国賠ニュース 

第１９号 2016.3.15

3 月 25日(金)15:00～ 

第 13 回口頭弁論 
桜井さん、弁護団の陳述が予定されています 

ぜひご参加ください！ 

今回の弁論では、新しい裁判長のもとで、弁護団と桜井さんの陳述が予定されています。 

同時に、裁判所は文書提出命令についての判断を弁論の前に出すと明言しています。文

書提出命令についての判断が出された場合、どちらかが抗告をすることは確実で、抗告さ

れた場合、弁論は中止されます。ただし、仮に弁論が中止になりましても、文書提出命令

の判断についての経緯の説明を弁護団がしてくださることになっています。 

裁判は重要な時期にさしかかっています。是非、足をお運びください。 

★行動予定★ 

13:00～14:00 裁判所前宣伝 

15:00～ 口頭弁論 103号法廷 

15:30（弁論終わり次第）～ 報告集会 

    場所 第二興業ビル３階（港区虎ノ門 1-2-12） 

（「虎の門１丁目交差点」角、１階東京カップ本店） 
 

 

 

 
 

 

  

2 月 10 日、新たに裁判長となった朝倉佳秀

裁判長の下で初めて進行協議が開かれました。

弁護団や桜井さんの受けた印象では、裁判を速

く進める姿勢が顕著な裁判官だとのことです。 

国賠裁判は、この裁判長の下で最終的な判決

が出される可能性が高いそうです。裁判傍聴、

要請、署名など、より一層のご協力をお願いい

たします。 

 

2/10（水） 進行協議報告 



 

 

今年の 5 月 24 日で、布川事件の再審無罪確

定 5 周年を迎えます。布川国賠を支援する会は

5 月 7 日（土）、日比谷図書文化館で第 5 回総会

を開催。13 日（金）には文京シビック小ホール

で「桜井昌司コンサートと大崎事件の朗読劇

『叫び』」を上演。28 日（土）には、青山学院

大学総研ビルで再審無罪 5周年記念集会を開催

する予定です。 

昨年末に裁判長が交代し、3 月 25 日に予定

されている第 13 回裁判で、弁護団が要求して

いる文書提出命令にどのような判断が下され

るか注目されます。 

支援する会の皆さん、冤罪被害者を救援する

ために活動を続けておられる皆さん、今年山場

を迎える布川国賠裁判での勝利は、全国各地で

たたかわれている冤罪被害者支援に大きな励

ましを与えるとともに、冤罪そのものをなくす

運動にも大きなインパクトを与えるものです。 

5.7 第 5 回総会と 5.13 桜井昌司コンサート､

5.28 再審無罪記念集会成功のためにご協力を

お願いいたします。各取組みの概要は以下の通

りです。 

 

◆ 布川国賠を支援する会第 5 回総会    

○5 月 7 日（土）午後 3 時開会、4 時 45 分終

了予定 資料代 500 円 

日比谷図書文化館 4 階ホール、懇親会は 5

時から地下プロント 3000 円 

 

 

◆ 5.13 桜井昌司コンサートと  

大崎事件の朗読劇『叫び』  

○5 月 13 日（金）午後 6 時開場、6 時半開演 

全席自由 1,000 円 

文京シビック２階小ホール 

 

◆ 布川事件再審無罪 5 周年記念集会  

○ 5 月 28 日（土）午後 1 時開場、1 時半開

会 4 時半終了予定資料代 500 円 

ビデオ：布川事件の 40 年、講演『冤罪と闘っ

た 44 年』山本裕夫弁護士 

講演へのコメント：新倉修、桜井昌司、佐藤

米生ほか 司会客野美喜子 

青山学院大学総研ビル 11 階第 19 会議室

（正門右脇の建物） 

4 時半~6 時半 祝賀会 3000 円（にしじまや

すお切絵セットつき） 

 

◆杉山卓男さんの墓参りと懇親会    

 

3 月 26 日（土）午後 1 時、布佐：我孫子市

議松島洋事務所集合、クルマに分乗して、利

根町大房にある杉山卓男さん 

の墓参のあと、午後 3 時から 

懇親会を同事務所で開催します。 

会費は 1500 円程度。 

 
  

布川事件再審無罪 5周年記念集会を国賠訴訟の起爆剤に！ 

支援する会第 5回総会、5.13 コンサートを成功させよう！ 

冤罪布川国賠を支援する会事務局長 中澤宏 

３．２２刑冤罪をふやし、盗聴・密告をはびこらせる 
刑訴法等改悪法案を廃案に！市民集会 
主催：盗聴・密告・冤罪ＮＯ！実行委員会 

日 時 ３月２２日(火)18:30～20:30 

会 場 南部労政会館（JR大崎駅北口 3分） 

ﾘﾚｰﾄｰｸ 青木理さん、清水忠史さん、宮本弘典さん、弓仲忠昭さん 
 



 

   

新しい裁判長になり、初めての進行協議を

しましたが、今までの裁判長とは、かなり印

象が違いました。 

 

まず物言いが明確でした。今、裁判の焦点

は、私たちが求めます証拠開示、裁判所が判

断する文書提出命令ですが、「判断しま

す！」と明言しました。 

皆さんも知ってくださってます「記録は洪

水で流失した」とする警察の主張ですが、

「証拠はないんですか？」、「当時の勤務者

の聞き取りがあります」、「では、それを出

してください。（２月）２２日までに出して

ください。出しても出さなくても、そういう

ことで判断します」と言い切るのですから驚

き。更に、「原告は、（警察から出される書

面を）見ても見なくても良いですよね？どう

せ中身は判ってるでしょうから」と、笑いな

がら言うのには、何だか胸がスッキリしまし

た。 

今までの裁判長は、言葉をオブラートに包

み、更にはラップをかけたようなことしか言

わなかったですから、朝倉裁判長の明言は印

象深かったです。 

 

今まで、冤罪事件なども含めて、色々な民

事裁判を傍聴して来ましたが、どの裁判でも

法廷で陳述させることを嫌う裁判長が多かっ

たです。露骨に嫌な顔をする裁判長もいまし

たが、この朝倉裁判長は「陳述をします

か？」と自分から聞いて来て、何と４５分も

の時間を設けたのです。 

もちろん、この物言いや思考が判決の良さ

には繋がりませんが、この裁判長ならば、物

言いの明確な判決を書くのではないかと思え

たのが、私には嬉しかったです。 

 

文書提出命令が出されますと、私たちか相

手が不満の結果になりますので、控訴と言う

ことになって裁判は中断します。でも、高裁

での審理は数ヶ月という短期間だそうでし

て、すぐに地裁での審理は再開されるようで

す。となれば、残るは証人尋問となって、そ

の予定に付いても打ち合わせを始めるような

裁判長の言葉からすると、すでに杉山も他界

してしまい、ますます証人となる人物が少な

くなりましたので、今後の進展は急速になる

ものと思います。 

 

次回の口頭弁論では、今までの書面のやり

取りを踏まえて、私も弁護団も発言します。 

私は、証拠を洪水で流してしまえば、それ

で警察の偽証が証明無しで見逃されるのか！

ということと、「提出する義務が無い」とし

て証拠提出を拒否して、検察の誤った起訴や

訴訟遂行責任を否定することが許されるの

か！という怒りを語るつもりです。 

 

皆さん、一気に裁判は終盤に入ります。ぜ

ひ、応援してください!! 

 

  

「一気に進みそうだが!?」 

    

桜井昌司 

弁護団についてのお知らせ 

 

弁護団に千葉県松戸の髙橋修一弁

護士が加わりました！弁護団は現在

総勢 16 名です！ 

また、3 月で日弁連副会長の任を

終えられる谷萩陽一弁護団長も再び

実働を開始されます。 

 



 

 

「桜井昌司の言いたい放題！人生って何だ!!」 

エフエム西東京(84.2㎒) 

   毎週木曜深夜 24:30～25:00  

   

※放送後ポッドキャスティング(番組ダイジェスト)をネット公開 

http://syoujisakurai.seesaa.net/ 

 毎回、冤罪被害者、元警察官や元検察官などと

の対談は、興味深いです。 

 以前に放送したものもネットで聞くことが可能

です。是非一度お聴きください!! 

 

 

☘杉山卓男さんの墓参りと懇親会のお知らせ 

 

とき 3 月 26 日（土）13:00 

集合 布佐・我孫子市議松島洋事務所 

（クルマに分乗して、利根町大房にある

杉山卓男さんの墓参） 

懇親会 15:00～ 松島洋事務所 

会 費 1500 円程度。 

※参加の方はできれば事前にお知らせください！ 

(携帯℡090-6474-4705中澤) 

 

 

★署名をありがとうございます★ 

   署名数  総計１０，３９４筆！ 

（２月２７日現在） 

救援会兵庫県本部 88 救援会大阪府本部 15 

南紀代子 97 三宅愛子 26 ﾌｼﾞﾜﾗｶｽﾞｵ 5 岡

田房江 15 救援会茨城県本部 40 （敬称略） 

 

★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 421 名 

 

 

日程経過―――――――――――――― 

1 月 15 日(金)事務局会議 

2 月 10 日(水)進行協議 

2 月 29 日(月)事務局会議 

3 月 15 日(火)ニュース発送・事務局会議 

  

当面の行動予定――――――――― 

3 月 18 日(金)15:30～死刑冤罪と DNA 鑑定 

3 月 22 日(火)18:30～刑訴法等改悪法案を廃案に！市民集会 

3 月 25 日(金)15:00～第 13 回口頭弁論（103 号法廷） 

3 月 26 日(土)13:00～杉山卓男さん墓参及び懇親会 

4 月 22 日(金)15:00～刑訴法改悪を許さない議員と市民の集い 

                  （参議員会館会議室未定） 

5 月 7 日(土)15:00～布川国賠第 5 回総会 

(日比谷図書文化館 4F 小ホール) 

5 月 13 日(金)18:30～「桜井昌司コンサートと 

大崎事件の朗読劇『叫び』」 

(文京シビック 2 階小ホール) 

5 月 28 日(土)13:30～ 

冤罪布川事件再審無罪 5 周年記念集会 

(青山学院大学総研ビル 11 階 19 会議室) 
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