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「桜を見る会」を追及する法律家の会 

―結成の趣旨と賛同の呼びかけ― 

 
 安倍晋三首相による国政私物化、国民財産私物化に憤っている皆さん。 
 昨年の臨時国会以来、安倍首相が主催してきた「桜を見る会」の問題が、国

政上の一大焦点となっています。とりわけこの問題は、安倍首相が、国の主催

する「桜を見る会」を、自らの支援者に向けて権勢を示し、今後の政治的地位

を固めるため私的に利用したという意味で政治的・道義的責任が問われるだけ

でなく、「前夜祭」を含め、公職選挙法や政治資金規正法、公文書管理法等々の

法律に抵触する違法な行為として、法的責任も問われるべき問題です。 
 ところが、通常国会の論戦において安倍首相は、野党による「桜を見る会」

とその「前夜祭」の追及に対し、客観的な書類の公表を拒否し、不合理・非常識

な弁明に終始してひたすら逃げ切りをはかろうとしており、違法行為の疑惑は

ますます深まるばかりです。 
 私たちは法の支配のもとに生きる法律家として、一国の首相の違法行為疑惑

を目の前にしながら、ただ座して見ているわけにはゆきません。いまこそ、私

たち法律家が率先して、「桜を見る会」の真相を解明し、安倍首相の法的責任を

追及するときではないでしょうか。 
 そこで今般、私たちは、すでに全国で取り組みを進めている人たちや団体と

相互に協力し合い、安倍首相の法的責任を追及する全国規模の運動を進めるた

め、「『桜を見る会』を追及する法律家の会」を結成しました。 
私たちは、法律家として、首相による国政の私物化、真実の隠蔽、違法責任

逃れを許さないことを決意し、下記の行動を進めます。 
 

記 
 

１ 刑事告発を視野に、収集された証拠資料を分析し、自ら証拠収集も行い、

違法行為に基づく法的責任を明確にします。 

２ 全国津々浦々で違法責任を追及する運動を展開し、集会などの企画を成功

させます。 

３ 国民世論を高め、「桜を見る会」を追及する政党・国会議員と連携して国

会での追及を強め、事実と真相を明らかにしていきます。 

 
 私たちは、国民・市民に対し、以上の決意を表明するとともに、全国の法律

家に対し、当会の結成の趣旨に賛同して下さるよう心から呼びかけます。 
 
     ２０２０年２月１３日 

「桜を見る会」を追及する法律家の会     

連絡先：東京都港区赤坂２－２－２１ 永田町法曹ビル 
       東京合同法律事務所 

電 話：０３－３５８６－３６５１ 
ＦＡＸ：０３－３５０５－３９７６ 

（担当）弁護士 泉 澤   章 
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※ 呼びかけ人・賛同者になっていただける方は、 

① 呼びかけ人・賛同者の別、 

② お名前 

③ 肩書：弁護士の方は（弁護士・東京）など 

学者の方は（〇〇大学教授）など 

を明記したメールを以下のアドレスにご送信下さい。 

sakura-pursue.lawyers@jlaf.jp 

 
呼びかけ人（五十音順：２月２６日現在１３７名） 

 
青柳 恵仁 （弁護士・静岡県） 白神優理子 （弁護士・東京） 

赤石あゆ子  （弁護士・群馬） 神保 大地 （弁護士・札幌） 

秋山 健司 （弁護士・京都） 杉本  朗 （弁護士・神奈川） 

梓澤 和幸 （弁護士・東京） 鈴木  眞 （弁護士・東京） 

渥美 玲子 （弁護士・愛知） 青龍美和子 （弁護士・東京） 

荒井 新二 （弁護士・東京） 瀬川 宏貴 （弁護士・東京） 

池田 賢太 （弁護士・札幌） 髙崎  暢 （弁護士・札幌） 

石川 賢治 （弁護士・滋賀） 高畑  拓 （弁護士・東京） 

石口 俊一 （弁護士・広島） 高山 良子 （弁護士・大阪） 

伊須慎一郎 （弁護士・埼玉） 田崎 俊彦 （弁護士・兵庫県） 

泉澤  章 （弁護士・東京） 立松  彰 （弁護士・千葉） 

伊藤 誠基 （弁護士・三重） 田中  隆 （弁護士・東京） 

今泉 義竜 （弁護士・東京） 谷脇 和仁 （弁護士・高知県） 

今村幸次郎 （弁護士・東京） 玉木 昌美 （弁護士・滋賀） 

岩佐 賢次 （弁護士・大阪） 辻田  航 （弁護士・東京） 

岩橋 進吾 （弁護士・千葉） 鶴見 聡志  （弁護士・宮城県） 

上田 月子 （弁護士・埼玉） 内藤  功 （弁護士・東京） 

上原 公太 （弁護士・東京） 中村 和雄 （弁護士・京都） 

右崎 正博 （獨協大学名誉教授） 仲山 忠克 （弁護士・沖縄） 

内山 新吾 （弁護士・山口県） 成見 暁子 （弁護士・宮崎県） 

梅村 浩司 （弁護士・愛知） 新倉  修 
（弁護士・青山学院大学

名誉教授） 

浦野 広明 （立正大学法学部客員教授） 新里 宏二 （弁護士・宮城県） 

江夏 大樹 （弁護士・東京） 西   晃 （弁護士・大阪） 

遠地 靖志 （弁護士・大阪） 西ヶ谷知成 （弁護士・静岡県） 

大江 京子 （弁護士・東京） 野澤 裕昭 （弁護士・東京） 

大賀 浩一 （弁護士・札幌） 野呂  圭 （弁護士・宮城県） 

大河原壽貴 （弁護士・京都） 萩尾 健太 （弁護士・東京） 

大久保賢一 （弁護士・埼玉） 萩原 繁之 （弁護士・静岡県） 

大﨑 潤一 （弁護士・東京） 羽鳥 徹夫 （弁護士・東京） 

太田 吉則 （弁護士・静岡県） 樋谷 賢一 （弁護士・東京） 

大竹 寿幸 （弁護士・東京） 平松真二郎 （弁護士・東京） 

大森 典子 （弁護士・東京） 藤井 光男 （弁護士・沖縄） 

大山 勇一 （弁護士・東京） 藤田 温久 （弁護士・神奈川県） 

小笠原伸児 （弁護士・京都） 藤野 善夫 （弁護士・千葉） 
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岡田  尚 （弁護士・神奈川） 藤藪 貴治 （弁護士・佐賀） 

緒方  蘭 （弁護士・東京） 船尾  徹 （弁護士・東京） 

岡根 竜介 （弁護士・京都） 舩澤 弘行 （弁護士・千葉） 

奥村 昌裕 （弁護士・大阪） 細川  潔 （弁護士・東京） 

織田 信夫 （弁護士・宮城県） 洪  美絵 （弁護士・東京） 

小野寺義象 （弁護士・宮城県） 本田  稔 
（立命館大学法学部 

法学科教授） 

柿沼 真利 （弁護士・東京） 本田 伊孝 （弁護士・東京） 

鹿島 祐輔 （弁護士・東京） 前川 雄司 （弁護士・東京） 

加納小百合 （弁護士・東京） 松島  暁 （弁護士・東京） 

鹿又 喜治 （弁護士・宮城県） 松本 篤周 （弁護士・愛知） 

椛島 敏雅 （弁護士・福岡） 馬奈木厳太郎 （弁護士・東京） 

加部 歩人 （弁護士・東京） 丸山 重威  （元関東学院大学教授） 

上脇 博之 （神戸学院大学法学部教授） 水谷 敏彦 （弁護士・富山県） 

河田 英正 （弁護士・岡山） 水口 瑛葉 （弁護士・東京） 

菊池  紘 （弁護士・東京） 南  典男 （弁護士・東京） 

北村  栄 （弁護士・愛知県） 宮腰 直子 （弁護士・千葉） 

草場 裕之 （弁護士・宮城県） 宮坂  浩 （弁護士・東京） 

久保田明人 （弁護士・東京） 宮崎 定邦 （弁護士・熊本） 

小林 善亮 （弁護士・埼玉） 宮里 邦雄 （弁護士・東京） 

小牧 英夫 （弁護士・兵庫県） 毛利 正道 （弁護士・長野県） 

齋藤 信一 （弁護士・宮城県） 望月浩一郎 （弁護士・東京） 

齋藤 拓生 （弁護士・宮城県） 森  孝博 （弁護士・東京） 

斎藤  匠 （弁護士・群馬） 森  卓爾 （弁護士・神奈川） 

齊藤 豊治 
（甲南大学名誉教授、 

弁護士・大阪） 
森  英樹 （名古屋大学名誉教授） 

阪口 徳雄 （弁護士・大阪） 守川 幸男 （弁護士・千葉） 

佐久間敬子 （弁護士・宮城県） 山口 真美 （弁護士・東京） 

佐藤 哲之 （弁護士・札幌） 山田 大輔 （弁護士・東京） 

佐藤 真理  （弁護士・奈良） 山田 忠行 （弁護士・宮城県） 

佐藤むつみ  (弁護士・東弁) 山本  妙 （弁護士・岐阜） 

澤藤 大河 （弁護士・東京） 弓仲 忠昭 （弁護士・東京） 

澤藤統一郎 （弁護士・東京） 横山  雅 （弁護士・東京） 

篠原 義仁 （弁護士・神奈川） 吉田 健一  （弁護士・東京） 

芝野 友樹 （弁護士・和歌山） 米倉 洋子 （弁護士・東京） 

清水 雅彦 （日本体育大学教授） 渡辺 達生 （弁護士・札幌） 

城塚 健之 （弁護士・大阪）   

以上 


