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訃報 

杉山卓男さん死去 

冤罪布川事件を共に闘った杉山卓男さんが、10 月 27 日、大動脈瘤破裂により亡くなら

れました。69 歳でした。 

ご遺族の意思により、10 月 31 日に近親者のみで密葬を執り行い、11 月 8 日、布川事件

弁護団より死去が発表されました。 

杉山さんは桜井昌司さんとともに、1967 年茨城県利根町布川で起きた強盗殺人事件の

共犯者にでっち上げられ、無期懲役が確定。29 年間獄中生活を送り、仮釈放後に第 2 次再

審請求。2011 年水戸地裁土浦支部で再審無罪を勝ちとりました。 

杉山さんは無罪確定後も、ご家族との時間を大切にしながら、他の冤罪事件の支援や刑

事訴訟法改悪反対行動などに参加し、冤罪を生まない社会の実現のために活動してきまし

た。 

ご冥福をお祈りするとともに、ご遺志を引き継ぐことをお誓いいたします。 

 

元布川事件桜井昌司・杉山卓男さんを守る会 事務局長 中澤 宏 

🌷「在りし日の杉山さん」🌷 

左   2007.5.8   ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ国連で記者会見する杉山さん 

中  2009.8.29  現地調査で発言する杉山さん 

右   2011.3.6   再審無罪判決前、最後の利根町宣伝で参加者と記念撮影する杉山さん 

 

 

 

 

・・・お知らせ・・・ 

冤罪布川事件再審無罪 5 周年記念 

シンポジウム「布川事件はなぜ勝ったのか？」（仮題） 

と  き 5 月 28 日（土）午後 

ばしょ 青山学院大学 



 

◇裁判所要請に 20 名が参加！ 

今回は、弁論に先立ち、午後 1 時～裁判所前宣伝、

2 時～裁判所要請を行いました。宣伝には 17 名が、裁

判所要請には 20 名が参加し、それぞれに思いを伝え

ました。今回は、桜井さんのエフエム西東京の番組を

担当している、なつし聡さんも参加され、番組の様子

や冤罪への思いを発言されました。 

報告集会には40名を超える参加者が参加しました。

冒頭、10 月に亡くなった杉山卓男さんを偲んで、黙と

うが捧げられました。 

続く交流会には 25 名が参加しました。参加者には

布川国賠の支援にとどまらず、刑訴法改悪反対をはじ

めとして、いろいろな事件を支援している方が多く、

その経験からいろいろな発言がありました。例えば、

茨城から参加の宇野美子さんは、茨城はいま、北陵ク

リニック事件の守大助さんを積極的に支援している

が、「布川再審で闘ったことをその通り」に再びやって

いる、との発言がありました。 

◇裁判長が再び交替！  朝倉佳秀裁判長に！ 

この春替わったばかりの阪本勝裁判長が、今回の弁

論を最後に異動になりました。 

今回の弁論で、文書提出命令申立てについての裁判

所の判断が出ませんでしたので、文書提出命令につい

ての判断は、新しい裁判長がすることになります。阪

本勝裁判長に代わり布川国賠を担当することになっ

た朝倉佳秀裁判長は、東京高裁からの異動で、検事、

司法研修所教官、最高裁も経験しておられ、優秀な方

とのことです。必ずや文書提出命令が出されることを

期待したいと思います。 

支援する会では新しい裁判長に対して証拠開示を

要請するため、1 月 28 日に裁判所要請をする予定で

す。ぜひご参加ください。 

◇特に強取の点について証拠がなかったことを主張する

書面を提出 

今回、弁護団は、とくに「強取」の点に絞って、そ

の証拠がなく、自白もあいまいで変遷して、二人の自

白も一致していない点から、合理的な嫌疑がなかった

ということを主張する書面を提出しました。「財布」が

見つからず、現場近くでの目撃証言も怪しくなったの

で有元検事が不起訴を固めたにも関わらず、代わった

吉田検事が、自白を修正し、「財布」の存在を消して、

強取を裏付ける証拠がないことを隠して起訴した点

で違法であるとの主張です。 

◇検察・警察は反論しない予定 

これに対して、検察も警察もとくに反論の予定がな

いことを法廷で述べました。さらに、検察は弁護団の

主張がいつまで続くのか予定を聞かせてほしい旨の

発言もしました。弁護団は 3 月 25 日頃までにこれま

での主張を整理した書面を提出する予定と述べまし

た。 

◇文書提出申立てについての補充書を提出 
ポリグラフの記録紙について、洪水でなくなったと

いう反証が十分でないので、所持が推認される旨の主

張をしました。また、杉山さんのもう一本のテープ等、

他の証拠から存在するはずの文書についても、その理

由を具体的に補充する書面を提出しました。  

12/16（金） 

布川国賠第 12回口頭弁論報告 

報告集会で説明する上野格弁護士 



 

   

29年に及んだ獄中生活から解放されたのが 1996

年晩秋でしたが、それから 19年目の秋、同士だっ

た杉山が他界しました。 

再審無罪になって、まだ４年、やりたいこと

も、思い残すものもあったでしょうし、日頃から

「息子が成人して一緒に酒を飲みたい」と語って

いた願いを実現したかったでしょうが、逝ってし

まいました。 

皆さんもご存知の通りに、私たちは、実に肌合

いの違う二人でした。乱闘騒ぎを知っている方も

おられるでしょうが、でも、闘う部分では強力な

同士だった、と今になると判ります。あの杉山が

いての二人だったからこそ、布川事件は歴史に名

前を刻む勝利が出来たのだ、と思います。 

もう国賠裁判で証人になって貰うことは出来ま

せんが、布川事件の原因を究明する国賠の闘い

は、あくまでも二人の闘いの終着点です。どこま

でも闘い抜く意志を、改めて強くしてます。なか

なか進まないのが民事裁判のようで、新しい年

は、新しい裁判長によって進められます。証拠開

示、 証人採用、私たちが求めるモノが認められる

かどうかも、来年の裁判に持ち越しです。 

 

私が国賠裁判で冤罪原因を追及する闘いを行っ

ていることは、私が思う以上に、全国で冤罪と闘

う仲間の力になっているようです。そのことも判

った、この１年だった気がしてます。 

長い闘いになることは、それだけ仲間の力にな

ることだと考えて、また新しい年に望みます。 

皆さん、今後も、宜しくお願いします!! 

 

   

 10月 10日、日比谷図書文化館で、桜井昌司想

いうたコンサートが行われました。これは、布川

国賠を支援する会が初めて主催した集会でもあり

ました。 

第 1部は、布川弁護団の事務局長井浦謙二弁護

士による布川国賠裁判の意義について講演があ

り、続いて袴田事件、名張事件、大崎事件、福井

事件などの冤罪事件の支援者から訴えがありまし

た。 

講演する井浦謙二弁護士 

第 2部は、田中泰子さんによる獄中詩の朗読と

桜井さんのうた。桜井さんは 1967年 10月 10日、

逮捕され、その日から 29年間の獄中生活が始まり

ました。その記念日というべき 10月 10日に行っ

たコンサートで、獄中詩朗読と獄中でつくられた

うたに込められた想いは、100名を超える参加者の

心に確かに届いたようでした。 

  

「また１年が過ぎて」 

    

桜井昌司 

10月 10 日(土) 

桜井昌司想いうたコンサート 

心に沁みた獄中詩朗読 

   

★☆★裁判所要請のお知らせ★☆★ 
新しい裁判長のもとで文書提出命令の判
断されることになったため、支援する会
では、急遽裁判所要請をいたします。是非
ご参加ください。(参加の際は、お手数ですが、念

のためご確認ください。090-6474-4705中澤) 

1 月 28 日(木)10:30～ 

東京地裁正門に集合 



 

 

「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  

   8月 13日(木)深夜開始、 

※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!! 

 

 

★署名をありがとうございます★ 

   3年で 10,000筆を越えました！ 

署名数  総計１０，１０８筆！ 

（１２月１５日現在） 

南紀代子 27 救援会愛知県本部 144 救援会北

九州総支部 30 救援会尾北支部 15 救援会兵

庫県本部 34 禰屋祐司 4 愛知県 10 茨城

県 25 不明 10 救援会北海道本部 30 救援会

福岡支部 22 日下兼夫 40 救援会大阪府本部 

15 （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 420 名 

 

 

日程経過―――――――――――――― 

10 月 3 日(土)～9 日(金)「冤罪鹿児島・大崎事件」

支援美術展 

10 月 10 日(土)桜井昌司「想いうたコンサート」 

（日比谷図書文化館地下大ホール） 

10 月 24 日(土)なくせ冤罪！市民評議会「総会」 

10 月 27 日(火)杉山卓男さん逝去 

11 月 7 日(土) 13:30～16:45 

「白鳥決定」40 周年シンポジウム 

     （青山学院大学 6 号館 2 階 621 号教室） 

11 月 10 日(火)事務局会議 

11 月 18 日(水)福井事件第 2 回事件研究会 

11 月 19 日(木)はがき発送 

12 月 12～13 日(土、日)再審えん罪事件全国連絡会総会

(大阪) 

12 月 16 日(水)15:00～第 12 回口頭弁論（103 号法廷） 

報告集会(日比谷図書文化館) 

      交流会 

12 月 22 日(火)事務局会議 

12 月 27 日(日)ニュース発送 

  

当面の行動予定――――――――― 

 

1 月 21 日(木)福井事件第 3 回事件研究会 

2 月 10 日(水)進行協議 

3 月 25 日(金)15:00～第 13 回口頭弁論（103 号法廷） 

5 月 7 日(土)布川国賠第 5 回総会(予定) 

5 月 28 日(土) 

再審布川無罪判決 5 周年記念シンポジウム 

「布川事件はなぜ勝ったか？」（予定・仮題） 
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