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えん罪豊川幼児殺人事件 田邉さんを守る会 ニュース

２０１７年 ５月 №２
〒 460-0011 名古屋市中区大須 4-14-57 山岸ビル

日本国民救援会愛知県本部内

TEL 052-251-2625 FAX 052-251-8736

会員のみなさま、日頃より深いご理解 ればならないという強い思

と温かいご支援ありがとうございます。 いを共有しました。

私は、昨年８月の「田邉さんを守る会 昨年末には要請署名も

・ 第６回総会」で会長の重責をお引き受 3000 筆（名古屋高裁に提

けしました。 出済）を超え、運動の広が

昨年は会とその運動にとって画期とな りがやっと緒につきまし

る年となりました。念願の再審申立が７ た。さらに、この 4 月には 6000

月１５日に実現し、１０月２３日には国 筆を集約することができました。

民救援会福井県本部の総会に招かれ、会 再審申立１周年を迎える７月

のメンバー５人が参加し、事件について には、第７回総会と全国現地調

の学習会を持って頂きました。そして豊 査を開催することになりました。

川と福井での支援活動を共同し、連帯し 支援活動を量・質ともに一段と引き上げ

て発展させることを誓い合いました。ま て、えん罪を憎み、無実の人間を一日も早

たそれに先だって若狭に面する美浜町の く解放せよという正義とヒューマニズムの

田邉さんの実家を全員で訪れ、年老いた 世論を大きく広げて、裁判所に大きな影響

ご両親にお会いし、自由の身となったわ を与えることができるような運動を構築し

が子との再会を一日も早く実現させなけ ていきましょう。

◇第７回守る会総会 ◇第３回全国現地調査

とき ７月２９日（土）１０：００ とき ７月２９日（土）１３：００
豊川勤労福祉会館･視聴覚室 → 事件学習（DVD）

弁護団より、事件の特徴と再審のポイント主催者･来賓挨拶･田邉さんからの手紙

弁護団報告（後藤弁護団長） 14:20 出発～ゲームセンター～佐脇浜

活動報告･活動方針他 16:05 まとめの会（豊川勤労福祉会館）

現地調査参加者 交流･懇親会 18:00 ～ 20:00

豊川市民プラザ（プリオⅡ４ F） 参加費 4,500 円
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４月１日（土）13：30～14：30 ５月２０日（土）13：00～14：00

豊橋駅前デッキで21名参加して宣伝行動 豊橋駅前デッキで20名参加して宣伝行動

国民救援会東三河支部、豊川支部、田邉さ 「共謀罪」法案が衆院法務委員会で強行採決

んを守る会の三者で、小雨降るなか豊橋駅前 された翌日、今回も三者で豊橋駅前での宣伝行

のデッキで宣伝行動をしました。今回は「名 動を行いました。「白鳥決定」（1975 年 5 月 20

張毒ぶどう酒事件」発生５６年、再審決定１ 日）を受けた

２周年行動と合同で行われました。これまで 「えん罪事件

東三河支部が中心となって豊橋広小路で行わ 支援いっせい

れてきましたが、駅前に移し,最大規模の２１ 宣伝行動」の

名の参加で行われました。道行く人たちも、 一環として取

チラシを受け取ってくださり、熱心にチラシ り組みました。

に目を通して署名に応じてくれたり、若い高 誰の身にも

校生たちのグル 降りかかる可能性のある「えん罪」特に共謀罪

ープも真剣に聞 が通ってしまったら、さらにえん罪が増えるこ

いてくれました。 とを訴えました。地元の豊川事件の再審を求め

チラシ 450 枚、 る署名は前回を上回る 66 筆が集約されました。

署名 48 筆が集約 今回も、中日新聞、東愛知新聞が取材にきて

されました。 翌日に記事が掲載されました。

事件の真相と支援を訴え、宣伝行動を行う

新聞4社(中日･朝日・毎日･
東愛知）が取材 ４／１

各紙が好意的に報道してくれました
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田邉雅樹さんとの面会記
救援会大分県本部の松井実世弘さんと河

５月とはいえ真夏を思わせる暑さの中、尾北支 野武男さんが毎月大分刑務所を訪れ、面会

部から１０名の方々が現地調査に来て下さいまし してくださっています。

た。支部長の矢田さんは「中心メンバーが事件の ３月１２日は雅樹さんの満５０ 歳の誕生

真相を学び、運動につなげていきたい」と挨拶。 日であり月末には誕生会があったとのこと。

略取と殺害とされた現場をまわり、投棄実験もし、 ４月に所内のソフトボール大会が始まり１

田邉さんの無罪を確信しあうことができました。 ヶ月かけて行われ、田邉さんも出場するそ

また署名 37 筆、カンパ 5000 円も寄せて頂きあ うです。体調（歯と痔が少し心配ですが）

りがとうございました。 はまあまあで、本の宅下げとコンパクト法

律用語辞典を依頼されたそうです

みなさんからのお便りを楽しみに待って

います。

田邉雅樹さんの激励先

〒 870-0856 大分市畑中３０３

再審申立における新証拠は１７点ありますが、その柱は以下の三点です
①略取経路に関する証拠 ②ワゴンＲに関する証拠 ③被害児の漂流経路に関する証拠
今回は、③被害児の漂流経路等に関する証拠（専門家の意見書）を取り上げます。

田辺氏の自白によれば、午前１時４０分頃投棄したとされています。遺体発見の５時３０分

は動かぬ事実。投棄地点（とされる）から遺体が発見された地点まで４時間近く漂流したこと

になります。旧証拠の海上保安本部が作成した「逆漂流予測図」による、漂流経路と時間の関

係は、この事件にとって重要なポイントの一つです。

＊確定判決（名古屋高裁）で採用されたＮ証言は、検察官の「午前 1 時 40 分頃に投棄したもの

が、5 時 30 分に発見されるということがあり得るのか，全然ないのか」の質問に、「流れとか風

の条件次第だと思うんですけど、条件が合えばそういうことも可能でしょう。この漂流予測の

精度からいっても、そこからでも可能というか、そこであっても不思議ではない」と答えてい

ます。

＊今回の理学博士の意見書

事件当時の地形・潮流その他の気象条件を下に詳細に分析し，漂流予想図の精度は高く，大

きな誤差はないものと結論づけました。

「漂流予想図」の精度が高いことが認められる結果、自白の投棄時間（午前１時４０分頃）

に投棄するならば，投棄地点は確定判決よりさらに西方である可能性が高く（そこは工場の敷

地内で入れない）、 逆に自白の投棄場所から投棄する場合には、投棄時刻は午前３時以降（そ

の時間は田邉さんはゲームセンターと同じ敷地の駐車場で警察官のナンバーチェックを受けて

いる）となり、いずれにせよ，自白の投棄場所、投棄時間のいずれかが全く事実と異なる。殺

害行為の時間・場所についての自白は全く信用性がないことを意味します。

国民救援会尾北支部による
5/21第2回目の現地調査行われる
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【１月～５月にかけての取り組み】
１/12 「新春のつどい」会員８名参加

刑務所暮らしの田邉さんには所得がなく、 救援会・争議団・自由法曹団主催

義務である年金の保険料は払えません。しか １/21 国民救援会碧海支部で訴え

し、一定期間以上の払い込み月数がなければ、 守る会に３名入会

年金を受け取る資格さえ手に入りません。法 １/26 「えん罪宣伝行動」豊橋広小路（6 名）

務大臣は、全国の矯正施設長に宛てて、「収容 ２/28 豊橋市職労、豊橋民商、全医労豊橋支部、

者の国民年金保険料免除申請書をとりまとめ、 渥美運輸労組、近鉄物流労組を訪問

対応市区町村役場への提出を取り計らう」よ 福住・中嶌・渡辺三氏によって署名依頼

う求める通達を出しているとのことです。し ３/10 三河健生会を訪問

かし、罰則規定があるわけでもなく、ほとん ４/ 1「えん罪宣伝行動」豊橋駅前デッキ(21 名)

ど行われていないようです。 守る会・救援会東三河支部・豊川支部で実施

私たちは、２月末の世話人会で、「受刑者に ４/⒏｢第 27 回裁判勝利をめざす全国交流集会｣

対する国民年金制度」の学習をし、田邉さん ～９ 渡辺事務局長・芝野事務局員参加

を支援する活動の一つとして、年金の保険料 ４/17 新婦人豊橋支部訪問

免除の申請をすることにしました。 具体的に ＊「名張毒ぶどう酒事件」

は、田邉さんから委任状を貰い、年金事務所 3/28 大須宣伝・要請行動（名古屋高裁･高検）

に行って年金記録の照会をした上で、入所中 4/5 再審開始決定 12 周年行動にも守る会で参加

の免除申請がされてない部分を調べ遡ってま

だ申請が可能な部分について田邉さんに代わ ５/20 再審・えん罪事件支援いっせい宣伝行動

って免除申請をするという内容です。 豊橋駅前デッキ（20 名）

４月の末に２８ヶ月分の申請ができました。 ５/21 国民救援会尾北支部 10 名が

また７月に申請に行きますが、出所するまで 現地調査に訪れる

毎年申請することになります。あとは、年金 ◇世話人会
の受給額を少しでも増やすために「追納」の １/29・２/26・３/26・４/30・５/27

検討も必要になります。田邉さん以外にも同 ◇事務局会議
じ立場の人は沢山いるはずですから、このよ １/16・２/20・３/16・4/20・５/18

うな支援が誰にでも当たり前に行われるよう ◇弁護団会議（渡辺事務局長が出席）

な法的な措置が必要なのかも知れません。まず １/６・２/６・３/６・４/４・５/19

は、実態を知りたいですね。

守る会事務局長 渡辺達郎 【署名の集約】

第２７回裁判勝利をめざす １２/２１と５／１５に名古屋高裁刑事１部に

全国交流集会に参加して 3000 筆ずつ(計 6000 筆)の署名を提出しました。

４月８日･９日会場：平和と労働センター 署名は、法廷の外の傍聴人と言われます。

参加者：２８事件、１９都道府県、７６人 真実を広げ、再審を求める要請署名を名古屋

分科会での感想だけ述べさせてもらいます。 高裁に高く、高く積み上げていきましょう。

共感の広げ方、宣伝の仕方を交流する中で、 三者協議の開催・証拠開示を迫っていきまし

支援する人たちも自分の言葉で訴えること、再 ょう。そして、一日も早く田邉さんの無罪と自

現実験や現地調査など体験を通じて理解を広 由を勝ち取りましょう

め深めることの大切さが強調されました。ま

た、証拠開示や三者協議が進んでいる裁判も 【 今後の予定今後の予定 】
あり、裁判官にも「この人を救おう」という

立場に立たせることが再審ではどうしても必 ６月 ３日（土）救援会一宮支部大会で学習会

要です。そして裁判官を飛躍させるためには、 ６月２５日（日）世話人会 ９：３０

弁護団・当事者・支援組織が団結すること、 ７月２３日（日）世話人会 ９：３０

飛躍することが何より大切であることを実感 ７月２９日（土）第７回守る会総会 10:00

しました。当事者への深い思いと様々な工夫 第３回全国現地調査 13:00

をこらしながら活動されている人々に触れる 6 月 15 日、22 日、7 月 6 日に事務局会議

ことができ、貴重な経験となりました。

芝野民樹

田邉さんへの、新たな支援活動


