
名古屋高裁刑事２部は１月９
日、再審開始を認めない不当
決定を出しました。
弁護団は決定を不服とし、最高
裁に特別抗告をしました。守
る会もイベントを企画するな
どして、奥西さんを救うため
に全力で取り組んでいきます。
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再審認めず　弁護団は最高裁へ特
別抗告

　１月９日、名古屋高等裁判所刑事第２部（木
口信之裁判長）は第８次再審請求の棄却決定
に対する弁護団の異議申し立てについて、異
議申し立てを棄却し再審請求を退けました。
　年末 12 月 28 日に、名古屋高裁から１月９
日午前 10 時に決定を出すとの通知が届いたと
の連絡に当日は東京の会から落合さんが駆け
つけました。
　支援者やマスコミが見守る中、弁護団が『不
当決定』との垂れ幕を掲げた姿はテレビでも
報道されましたが、100 人を超える支援者か
らは「不当決定を許さないぞ！」と抗議のシュ
プレヒコールが沸き起こりました。

　今回の裁判では、奥西さんが所有していた
農薬が犯行に使用された同じ毒物かどうかが
争われていました。しかし決定では、弁護団
が提出した新証拠は第７次再審請求で提出し
た証拠と同一であるため、刑事訴訟法では同
一証拠での再審請求を認めない規定があると
の形式的な判断で請求を棄却しました。弁護
団は、前回の裁判ではこの新証拠を提出した
直後に決定日が連絡されたため、裁判所はこ
の新証拠について審理していないと、今回の
裁判で証拠として提出しているものでした。
　審理期間７カ月の間、裁判所は実質的な審
理をせず、弁護団が再三求めている検察側へ
の証拠開示要求にも応えず、奥西さんや私た
ちが切望している再審請求を門前払いしたの
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です。
　弁護団は「証拠を隠したり、調べ尽くさず
死刑を維持することは正義に反する。こんな
決定が司法の歴史に残るのは許せない」と最
高裁判所に１月 14 日特別抗告をしました。
　東京での闘いが正念場になります。東京の
会では、最高裁判所と最高検察庁に要請の取
り組みをしていきます。また６月 25 日には最
高裁近くの星陵会館ホールにて集会を行うこ
とを決めました。署名用紙も新しく作り直し
ました。
　なんとしても奥西勝さんを生きて取りかえ
しましょう！ますますのご支援をよろしくお
願いします。

奥西勝さん 89 歳の「バースデー宣
伝」

　１月 14 日、JR 御茶ノ水橋駅頭で、奥西勝
さんの 89 歳の誕生日を記念して「バースデー

宣伝」を行いました。奇しくも、同月９日の
名古屋高裁刑事２部の抗告棄却に対し弁護団
が特別抗告を申立てたのがこの日でしたので、
不当決定に抗議するとともに、最高裁でのた
たかいの第一歩としての宣伝となりました。

「東京守る会」からは落合修代表委員がマイク
を持ち、奥西さんの病状を伝え、「裁判所は奥
西さんを獄死させようとしている。許せない。
いっそう支援を広げていきたい。」と訴えまし
た。通り過ぎた人がまた戻ってきてビラを受
け取るなど、聞く人たちの反応を感じること
のできる宣伝となりました。参加者は 23 名。
国民救援会の呼びかけもあり、愛知をはじめ、
全国で取り組まれました。

最高裁よ！ 奥西さんを無罪に！ 
６．25 集会─「約束」原作者が語
る名張事件の真相─と３．31 プレ
企画への参加のお願い

事務局　堀江恭子
　2015 年１月９日、名古屋高等裁判所は、再
審請求を再び棄却する「不当決定」を出しま
した。同 14 日、弁護団は特別抗告をし、最高
裁判所に審理が移りました。
　一審「無罪」、二審「死刑」。判断が極端な
この事件は、戦後の裁判史上、唯一となって
います。現在は、８度目の再審請求中で、無
実の死刑囚・奥西勝さんは、2012 年の不当判
決を受けてから体調を壊し、名古屋拘置所か
ら八王子医療刑務所へ移送されています。こ
の間２度、危篤状態になるも、必死にベッド
の上から無実を訴え命を繋いでいます。
　奥西さんに残された時間はあまりにも少な
い中で、東京の運動がますます重要になって
います。
　そこで、６月 25 日、星陵会館ホールにて、
名張事件のドキュメント映画「約束」上映と、
原作者の門脇康郎さんとジャーナリストの江
川紹子さんとの対談を通して、名張事件の真
相を広めていきたいと思っています。
　また、３月 31 日は、平和と労働センター３
階にて、「１．９不当判決学習会」も開催します。
両集会へのご参加をお願い致します。

無実の死刑囚・奧西勝さんを励
ます面会通信　No.279

2015 年２月２日　国民救援会愛知・
中央本部顧問　特別面会人　稲生昌三

●２月１日、国民救援会の名張事件・全国活
動者会議に参加、一泊して、翌２日、東京の
面会人、落合さんの車に便乗させて頂いて八

王子へ奧西さんとの面会に（午前 10 時～）行っ
てきました。先週の雪がまだ凍って残ってい
て冷たそう、北海道や東北は大荒れとか。２
月４日は立春（私の 76 歳の誕生日）が過ぎれ
ば、もう一度くらいは寒波が来るかも…。梅
の開花、春にむかって日に日に暖かくなるこ
とでしょう。病室にはスチームが入っていて
大丈夫です。相変わらずインフルエンザ対策
で厳しい対応が続いていました。
　午前ですので目を開けておられ、顔を見る
なり「ありがとう」の挨拶。特段に変わった
ことはありませんでした。右手は可成り自由
に動かすことが出来るが左手はどうか、やは
り、上下には動かすことが出来ない。ぎゅっ
と握った指を広げようとすると顔をしかめる。

「痛いですか」「いや」とこらえている様子、段々
固まって来ているのです。心拍 100、呼吸は
20、血圧上 97、下 58、いつもより午前中な
のか低い、「寒くはないですか」と声を掛けま
したが「いや、大丈夫」とのことでした。右
手を出すのでしっかりと握って応えました。
●全国活動者会議は各都道府県と守る会、個
人の参加者含めて 86 名が参加、「再審をめぐ
る現在の状況と打開の道を明らにし、これを
共有して全国的なたたかいに立つ」ことのた
めのものでした。野嶋弁護士から第８次再審
請求の経緯、最高裁での弁護団の主張と切り
開く可能性・展望、鈴木事務局長は再審をめ
ぐる司法の逆流の動向と打ち破る課題、最高
裁特別抗告審を如何にたたかうかの方向を示
し、私からは奧西さんの深刻だが不屈の気力
をもった姿、近況とともに、今年、これから
がまさに時間との緊張したたたかいとなるこ
と、長期の再審・冤罪事件のたたかいの到達
点に確信して逆流を押し返すことの訴え。続
いて活発な発言と討議がされました。（これら
は別紙レジメや救援新聞などで）
　「奧西さん！ 全国の支援運動は大きな勢いと
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なりますよ」「弁護団も万全を期していますか
ら安心していて下さい」と励ましをして来ま
した。「約束」ドラマの上映運動は６万余を更
に未開催の地域に、直ちに最高裁と検察庁へ
の要請行動、５～７月には関東、関西、東海
など大きな集会など伝え、希望を持って頑張っ
て下さいと伝えて来ました。（２月 25 日は名
張独自、３月 26 日は統一要請）
●１月 14 日の 89 歳の誕生行動や特別抗告申
し立てがテレビ、新聞各社で報道、メーテレ
が「悲願と証拠開示」のドキメントを全国放映、
署名や宣伝行動で、関心の広がりを痛感しま
す。新たに国民救援会が呼びかけた２つの署名

（冤罪を無くす署名と盗聴・共謀罪に反対する
署名）と最高裁への新・名張署名を身近なと
ころで約 80 筆づつ、数日で出来ました。
　「奧西さんは元気か、国は（司法は）押さえ
こもうとしているのでは…あんた達がいるか
らこそ苦しむ人を救える。負けないで…」「司
法は（裁判は）おかしいのではないか…どう

して再審を認めないのか、警察や検察も治安
のみ、怖い世の中にしてはいかん」「裁判所は
事実、真実を明らかにするところなのに…証拠
も出さない、おかしい」「冤罪がどうして日本
は次から次と多いのか。秘密保護法や盗聴、取
引なんか、さらに冤罪が増えるのではないか」

「約束の映画を観たが、あんなことがあって良
いはずがない。頑張って下さい」「テロは許さ
れない。口実にして国民を監視し締めて来る
のではないか」など対話が次々、これまでの
私達の運動が届いていると確信になりました。
●アムネステイの方から誕生カード届けまし
た。絵手紙で「89 歳おめでとう、負けないで！」

「会える日を願っています」「もう、春がそこま
で、まだまだ、長生き」など添え書きありがと
うございます。それに切手を３名の方から送っ
て下さって感謝、感謝です。
　次回の面会は２月 25 日、最高裁と検察庁要
請後２時～。別にもう一度、予定されるかも。

■宣伝行動スケジュール《主要駅頭》
・２月 16 日（月） 18 時～　神田駅（南口）
・３月 26 日（木） 18 時～　稲荷町駅（出口２）

■要請行動スケジュール
・２月 25 日（水） 午前 10 時最高裁　
　　　　　　　　　午前 11 時最高検

■最高裁よ！ 奥西さんを無罪に！ 6.25 集会　
─「約束」原作者が語る名張事件の真相

会場：星陵會舘
〒 100-0014　東京都千代田区永田町 2-16-2
TEL. 03-3581-5650


