
  

  

 

 

 

  

       
 

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２８号 2018.4.5

第７回総会開催のお知らせ !! 

と き ５月１９日(土)１５：００～１６：３０ 

ばしょ 日比谷図書文化館４階小ホール 

内 容 29年度活動報告、30年度活動方針決定 

      弁護団報告 谷萩陽一弁護団長 

 

懇親会 １６：３０～１８：３０ 

         会 費 ３０００円 

ばしょ 日比谷図書文化館地下プロント 

 

  

 

 

【今後の裁判予定】 

    7/24(火)13:15～ 桜井昌司さん、恵子さん、桜井さんのお姉さんの尋問!! 

   9/19(水)10:00～ 最終意見陳述、結審!! 

3 月 14 日に予定されていた尋問・結審は、朝倉佳秀裁判長と右陪席の武部知子裁判官が移動する

ことになったため、直前になって延期されました。尋問は市原義孝裁判長のもとで 7 月 24 日

(火)13:15 から行われます。また、最終意見陳述は 9 月 19 日(水)10 時から行われ、地裁での裁判は

これでいよいよ結審となります。 

3 月 14 日中止のお知らせが届かなかったため、東京地裁に足を運ばれた支援者の皆様にお詫び申

し上げます。 



  

 

    

桜井さん、3月 29日朝日新聞朝刊「ひと」の欄に

登場！ 
 

（ひと）桜井昌司さん  

全国の仲間を励まして歩く冤罪被害者 

 いまも腕時計はしない。手錠の感触を思い出すからだ。 

 １９６７年に茨城県で起きた「布川（ふかわ）事件」で「強

盗殺人犯」にされた。当時２０歳。悪さをしたことはあった

が、殺人はぬれぎぬだった。自白を強要された結果、無期

懲役を言い渡された。 

 「泣いても叫んでもどうにもならない。ならば、いまなすべ

きことをなすしかない」。ひたすら前を向き、苦しみの中で

幸せを見いだしてきた。無実を訴え続ける一方で、刑務所

では詩を書き、刑務作業の靴づくりに励んだ。 

  

 

４９歳で仮釈放。両親はすでに亡かった。故郷の町に戻

り、土木の仕事に携わった。伴侶を得て、再審無罪を勝ち

取ったのは６４歳のとき。「無罪」と言われた瞬間、体がす

っと軽くなった。 

 「みんなにも味わってもらいたい」。全国各地の集会や裁

判傍聴に自前で足を運び、冤罪（えんざい）を訴える人た

ちを支援する。「やっていないと言い続ける大変さは、経

験者しかわからないから」 

 とにかく明るい。冤罪被害者たちと友情を育み、励まし

合い、刑務所時代をも懐かしむ。その不思議な関係が描

かれた映画「獄友（ごくとも）」は都内の映画館で上映中

だ。 

 自らを「選ばれし者」と言う。後を絶たない冤罪に対して

声をあげ続けることを「天命」と思い定める。「２９年の獄中

生活も含めて人生無駄なことは何もない」 

 （文・大久保真紀 写真・角野貴之）さくらいしょうじ（７１歳） 

法廷を支援者で埋め尽くそう!! 

  

７／２４(火) １３：１５～ 東京地裁 103 号法廷 

 
 

 

 

 

 

 
【報告集会・懇親会 会場】会議室「AP新橋虎ノ門」 

東京都港区西新橋 1 丁目 6 番 15 号 NS 虎ノ門ビル 

（日本酒造虎ノ門ビル）3F 

 ※ 銀座線 ⇒ 虎ノ門駅 9 番出口 

 ※ 三田線 ⇒ 内幸町 A4a 出口 

 ※ 丸の内/千代田/日比谷線 ⇒ 霞ヶ関駅 C3 出口 

 
懇親会費：4000円 

当日スケジュール 

11:00～11:30 東京地裁要請行動 

11:30～12:30  裁判所前宣伝 

13:15～17:00 布川国賠裁判傍聴（東京地裁１０３号法廷） 

17:30～18:30 報告集会・記者会見 

18:30～20:30 「春よこい」懇親会 

 



  

 

すでに皆さんもご存知下さいますように、私

の裁判は裁判官の異動で延期になりました。７

月の証人尋問、９月の最終弁論となりますので、

きっと年末辺りの判決になるだろうと思いま

す。 

その前に、この３月までには袴田事件始め、

何件かの事件で再審開始決定があり、裁判所の

目覚めが確認できるという希望がありました

が、こちらも時間が必要なようです。 

昨年から名張事件、飯塚事件、北稜クリニッ

ク事件、恵庭事件と、立て続けに再審請求が棄

却されました、それも問答無用と言った論調で

棄却される事件もあって、闘っている仲間の嘆

きが思いやられます。 

 それだけではありません。皆さんもご存知

のように、松橋事件、湖東記念病院事件、更に

は大崎事件と会った嬉しい勝利では、ことごと

くに検察は最高裁に特別抗告しました。何が何

でも最高裁に持って行き、そこにいる検察官上

がりの裁判官を頼りに逆転を狙っているものと

思われますが、このような抵抗が、どうして許

されるのか、考えますと腹立たしいばかりで

す。道理も真実もない検察の抵抗が許されると

ころに司法の歪みを感じるのは、きっと私だけ

ではないと思います。しかし、道理が私たちに

ある以上は、嘆くことも恐れることもないと考

えています。 

ここにも何度か書きました、滋賀県の日野町

事件は、裁判所から７月１１日に決定を出すこ

とが告知されました、再審請求で４か月も前に

決定日を告知するのは異例ですが、そこに裁判

官の気持ちが籠っていると思います。 

この日野町事件は、他の事件でも勝利を困難

としている原因の警察による証拠の改ざんとす

り替えが明らかになりました。警察が改ざんや

すり替えをしますと、なかなか裁判官は、それ

を見抜けません。名張事件も北稜クリニック事

件も飯塚事件も、総てが警察による証拠ねつ造

があります。名張事件など、写真の倍率を操作

して証拠を捏造したことが明らかになりながら

再審が開かれていません。恵庭事件では、重大

な証拠が隠されているともいわれています。 

多くの再審の闘いにある証拠のねつ造と証拠

隠しを明らかにするには、総ての証拠を裁判に

提出させればよいのですが、日野町事件の決定

は、きっと検察の証拠隠しを止めさせる力にな

ると思いますし、仲間の闘いを励ますものにな

ると思います。 

もちろん、その前にあるでしょう袴田事件の

決定でも、更に検察に対して裁判所の厳しい判

断があるものと確信しています。 

私は自分の闘いを身に染みて知っているせい

ですか、今の情勢を明るく感じています。２０

年前、再審は無理、不可能とさえ思えていまし

た。しかし、今や、闘えば勝つ、必ず勝てる、

と言えます。それは、再審を難しくしている原

因が明確だからです。言うまでもなく検察の証

拠隠しです。そして、裁判所の優柔不断です。 

各事件の闘いが裁判所を激励して、検察が隠

し続ける証拠を出させることができるならば、

どの事件も勝ちます。ですから、私の役目は仲

間の力になる闘いを続けることにあると思って

います。少し裁判が伸びても、何も影響はあり

ません。まだ遠い道のりとはいえ、道理の通る

司法の実現は近づいています。 

皆さんは「獄友」見て下さったでしょうか。 

冤罪の不条理、それを正せない日本の司法、

挫けずに負けずにメゲずに闘う５人。少しずつ

映画にマスコミなどの関心が高まっています。

「森友」も「獄友」も嘘を許さない闘いです。

道理は私たちにあります。嘘を語り続ける警察

と検察に負けるわけがありません。負けるわけ

にはいきません。 

皆さん、お力添えをお願いいたします。 

 

 

「まだまだ遠い道のり」 

桜井昌司 

http://01.gatag.net/tag/ã��ã�ªã�¼ã�¤ã�©ã�¹ã��/?ssort=_height-pm&sdir=desc
http://01.gatag.net/tag/ã��ã�ªã�¼ã�¤ã�©ã�¹ã��/?ssort=_height-pm&sdir=desc


  

 

 

★☆★ 大崎事件からのお知らせ ☆★☆ 

福岡高裁勝利報告集会  

   とき 4 月 23 日(月)18:30～ 

   場所 平和と労働ｾﾝﾀｰ 3 階 

  弁護団事務局長鴨志田祐美弁護士による報告!! 

      

 

★☆★ 「獄友」上映 の お知らせ ☆★☆ 

東京都 

5 月上旬まで上映中 ポレポレ東中野 

Tel.03-3371-0088 

茨城県 

4/28(土) 9:45～ 取手市民会館大ホール 

Tel. 0297-74-8160(鈴木） 

5/18(金) 14:00～、18:30～ 

つくばカピオホール 

6/3(日)  14:00～ 鹿島勤労文化会館ホール 

6/17(日) 10:30～、13:30～ 

    結城アクロスホール 

Tel.029-253-1214（国民救援会茨城本部） 

埼玉県 

5/26(土) 14:00～ 市民プラザかぞ 

Tel.0480-62-0200Tel.092-715-3250 

栃木県 

7/14(土) 15:00～ 宇都宮市「とちぎ健康の森」 

Tel.0285-23-2217(人権センターとちぎ) 

 

  

★署名をありがとうございます★ 

   署名数  総計１５，０３１筆！ 

（３月２７日現在 敬称略） 

救援会北九州総支部(5)、南紀代子(32)、山盛富

髙(29)、救援会愛知県本部(19) 、救援会大阪府

本部(7)、 

★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 

    

日程経過―――――――――――――― 

 2 月 22 日(木) SNOW セミナー「再審事件の現況」 

3 月 12 日(月) 大崎事件即時抗告審 再審開始決定を維持 

3 月 25 日(日) 獄友上映茨城県民文化センター小ホール 

3 月 31 日(土) 杉山卓男さんの墓参と花見の会 

 

 

 

 

 

 

 

 

当面の行動予定――――――――― 

 4 月 7 日(土)13:00～17:00 法制化へ向けて－ 

再審における証拠開示シンポジウム/日弁連 

(弁護士会館 7 階 1701 会議室/事前申込不要) 

4 月 23 日(月)18:30～大崎事件報告集会 

5 月 19 日(土)15:00～第 7 回総会 

7 月 24 日(火)13:15～口頭弁論(103 号法廷) 

17:30～報告集会 

18:30～懇親会 

       11:00～裁判所要請 

       11:30～地裁前宣伝 

9 月 19 日(水)10:00～最終意見陳述、結審 

           

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 405 号室  

Tel. ０３－６２７８－９７９６ Fax.０３－６２７８－９７９８ 
ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ： https://fukawakokubai.jimdo.com/ 
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 発行責任者 中澤宏 


