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手記全文「幸せ奪った暴力団、なくしてほしい」

（佐賀新聞ニュースサイト 月 日）/1 8

武雄市の入院患者射殺事件で今田文雄被告が７日起訴されたことを受けて、殺害された

宮元洋さん（当時３４歳）の妻篤紀さん（３５）が手記を報道機関に寄せた。つましく、

幸せな日々を奪った事件から２カ月。しめ飾りもなく、線香とろうそくの香りの中で正月

を過ごした遺族たち。最愛の夫であり、頼もしい父親だった洋さんを追慕する文面には、

深い悲しみ、そして、理不尽な暴力への怒りがにじむ。全文を紹介します。

私達家族は事件当日まで、貧しくそしてつつましく、けれども幸せに日々を送っていま

した。

夫洋の職業は建築板金で、北風の吹く日も屋根に登り、夏、地上が３５度の時などトタ

ンの屋根の上はおそらく４０度を超えていても建築板金の職人として灼熱の中で働き、一

家を支えてくれました。

それでも生活は決して豊かではなく、夫の母親も、私も働いて生計を立ててきました。

その様な中でも夫は子供達には厳しく優しく、そして何よりもふる里、山内町のために

なるならと消防団をはじめ地域活動に務めていました。務めると言うより、よろこんで参

加していました。

あの日、暴力団幹部の今田という人から、私達一家はささやかな倖せを奪われました。

今年の正月は、私の家も、私の実家である父の家も、そして兄や洋の姉や妹夫婦の家も

しめ飾りをはじめ、正月は祝いませんでした。線香とろうそくの香りの中での三が日でし

た。

今田という人が私の夫を殺したそうですが、私の夫を本当に殺した人は今田という人に

殺すように仕向けた「人」と暴力団と云う組織だと私は思っています。

指定暴力団とか、ヤクザとか、何々組とか云うのは私にはよく分かりません。しかし武

雄に暴力団が居なかったら夫は間違われて殺されなかったでしょう。

また、病院が人違いを起こさせない様なセキュリティーが配慮されていたら間違われた

事もなかったでしょう。

少なくとも武雄の街に暴力団の人に居て欲しくないし、武雄の街から暴力団及び関係の

企業や事務所は行政の力でなくして欲しいと願っています。

佐賀県内から“道仁会”をはじめとする暴力団の姿を一掃してほしいと考えています。
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警察の方は事件発生以来、事件の「捜査」という以外も含めて良くして下さいました。

良く励まして下さいました。

先日も起訴に至る経過を知りたいと申し出たら、すぐ武雄警察署の署長さんが私の家に

来て下さり良く分かるように説明して下さいました。

夫、洋の仕事仲間の人達、消防団の人達、同窓生の人達、ご近所の人達、山内町出身の

市議の人々の励ましの中であれから生活して来ました。

周りの人達の暖かい励ましがあったからこそ今日まで来れました。

今私が倒れたら、子供を守ってくれる洋は居ません。交通事故に少しでも遭わぬように

職場への通勤も車から電車へ変えました。

暴力団があるかぎり抗争はあるでしょうし、一般市民がまきぞえになる事もさけられま

。 。せん 病院に入院していて殺されると云う様な事は私達で終わりにしてほしいと思います

病院も警察も行政も現実社会に適応した対応をして欲しい。

病院で人が殺されたり、一般市民がまきぞえにならないような社会になってほしいとい

う思いで今は一杯です。

２００８年１月 宮元篤紀
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遺族が手記公開 初公判控え（ 月 日）3 13

武雄市の入院患者射殺事件の被害者宮元洋さんの遺族が１３日、初公判を前に手記を発

表した。全文を掲載する。

あれから４カ月が経ちました。あの日の朝、病院で無念の死をとげた洋君は、司法

解剖などに時間がかかり全部を終えて、家に帰って来たのは夜も遅くでした。

それから通夜を迎え、弔問客がお帰りになった後、私たち家族は洋君に取りすがって過

ごしました。まんじりともしない時間でした。

そのうち１０歳になる長男が洋君の掛け布団の中に入り、直接洋君の身体にすがり付き

、 。ますと９歳の弟も同様に掛け布団の中に入り 洋君の頬を撫で手を繋ぎすすり泣きました

そのまま私たちは朝になり葬儀会場へ行く時間を迎えました。

想えば、あの夜が、私達親子４人で水入らずで過ごした最後の夜だったのです。今はす

がろうにも遺体もありません。

犯人はあの日、病院の駐車場から、真っ直ぐに玄関に入り、ホールを通り、階段を上り

迷う事なく病室に入り、４発の銃弾を発射し、慌てる事もなく、落ち着いて駐車場に戻っ

たそうです。武雄まで同乗して来た女性には、事前にも、事後にも、殺人については気付

かれず常に冷静に行動したとの事でした。また、拳銃の入手や、犯行に使った車を即座に

スクラップするなどの処置は、組織暴力団そのものが冷静に計画し、準備されたことを犯

人が実行したもので、単に個人が思いついて行動した時の興奮や、気の高ぶりも感じさせ

ていないこと自体が組織犯罪であることを明確にしていると考えられます。

あの朝、洋君は平穏な朝を迎えた事でしょう。前日、私と打ち合わせをした、先の仕事

のことを考え、退院間近なこともあって、ハッピーな気分だったと想います。拳銃を向け

られるその時までは…

葬式の時も言いましたが、洋君は拳銃を向けられたその瞬間を、何が何だか判らなかっ

たと思います。そして、自分が死ぬことも、死んだこともしらずに亡くなったでしょう。

姑の母は大切な我が子を失い、２人の子供達は厳しく、優しい、大好きな父親を失い、

私は、どんな時も味方してくれた、頼りになる夫を失いました。

私達家族は、一家の主人を失ってしまったのです。

環境が性格を作るとも聞いていますが、自分たちを守ってくれる、かけがえのない父親

と一瞬にして死に別れさせられてしまった、私の子供達は、最悪の環境に置かれました。
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笑顔も減り、口数もめっきり少なくなりました。これからの将来、子供達がどうなるのか

考えたとき、それは言葉では言い表すことが出来ないほどの苦痛と不安で頭がいっぱいに

なります。

私達は運命を変えられました。

あの世と言う場所があるとするなら、洋君はさぞ無念さでいっぱいになりながらそこに

居ることでしょう。洋君には将来もあったし、夢もあり、仕事もようやく軌道に乗ったば

かりの時でした。私は悔しいです…。

、 。 、洋君の生前 私は毎日の日課として出勤前と後に洋君の病室に寄っていました あの朝

もしも私が病室に居るときに殺人者が来ていたら、私も殺されていたはずです。そうなっ

、 、 。ていたなら 私はともかく 残された子供達はどうなっただろうと考えるとゾッとします

私だけでも生きていたから良かったんだと思わなければならないのでしょうか…。

相手の弁護士さんは、とても優秀な人のようで、逮捕後すぐに佐賀に送るのではなく、

２０日間も福岡に留め置いたり、犯人と一緒に同乗してきた女性を入院させ、彼らの対応

出来る時間を充分に与えて、事に当たられています。聞いた話によると、死刑以外は実刑

、 、 、を受けても その量刑の半分くらいで刑務所から出れるそうですが もし死刑で無ければ

犯人が私達が暮らす社会に出てくるのは５年後でしょうか？ それとも１０年後でしょう

か？

殺人者は、組の計画と指示を実行した者として組織内で出世するとのこと。今田と云う

人の動機は、まさにそれだけだったでしょう。

、 、組織暴力団での出世のために 一般市民が今後私達のようなめに遭わないような判決が

殺人者に、そして、その組織に与えられることを私が願うのは許されると思います。

最後に、この４カ月、私達家族を励まし、慰め、そして守ってくださった、洋君の同窓

生の方達、仕事の関係の方、洋君のスポーツの仲間や消防団の方々、ご近所の皆様、それ

から子供が所属している野球チームの皆様。そして何より警察の方々のケアや励まし、相

談事などへの対処に深く感謝しております。

周囲の皆様の暖かなお心遣いのおかげで今日まで来れました。この場を借りて深くお礼

を申し上げます。ありがとうございました。

２００８年３月 宮元篤紀
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宮元篤紀さんの意見陳述全文（ 月 日）5 1

武雄市の入院患者射殺事件で、被害者の宮元洋さんの妻・篤紀さん(３６)が第２回公判で

行った意見陳述の全文

私が事件の事を知ったのは、病院からの電話でした。

いつものように子供たちを少し遠い集団登校の集合場所まで送って行き、自宅に戻った私

は朝ご飯を食べる暇もなく私の夫、洋君の病院へ行くための身支度をしていました。

けたたましく鳴る携帯に慌てて出ると

『旦那さんが撃たれたので、すぐ病院にきてください』

と、言われ、私は撃たれたとの意味がわからず、だけど電話口の相手の慌てた口調に

ただごとでは無い…と、感じ、思わず

『洋君に、意識はあるんですよね？』

と、確認しました。

電話口の相手は、自分には何もわからないんです。と答え、そのまま電話を切ることにな

り私は、何が何だがわからないまま、だけどただ事では無い何かが起こった病院へ行くた

めに寒い冬の朝、上着を羽織るのも忘れて、慌てて自宅を飛び出しました。

病院に着くまでに、私はいろいろなことを頭の中で考えていましたがまさか、こんな事件

だと思いもしなかったので

『病院のロビーか待合所で銃の乱射のような事件があって

たまたまそこに居た洋君を含む何人かの人が流れ弾に当たって

洋君も巻き込まれてけがでもしたのかなぁ…』

、 。と おぼろげながらに考えながら必死にハンドルを握り締め車を病院へと急がせたのです

病院へ到着したら、いつもすーっと通れる駐車場の入り口には黄色いテープが貼られ、

沢山の人が集まっていて、簡単に中に入れそうな雰囲気でも無く、車を病院の

そばに止めて歩いて入り口の傍まで行き

『身内のものですけど…』と、恐る恐る、病院関係者らしき人に声をかけました。

すると『あつきさんですか？』と、声をかけられ、さらに

『被害者の奥さんが到着されました！早く通して！』

と、辺りが急にざわつき始め、私だけを待っていた様子だったので、どうして私だけ？

と、急に怖くなり体中がガタガタと震えだしました。

それを見た看護師さんが私に駆け寄り、よりそい、支えるように私を抱いたので

『洋君はどこで撃たれたと？』と聞くと、

ちいさな声で『入院してらっしゃる病室の中で 』と申し訳なさそうに、

目を合わせられない様子で看護師さんは答えました。
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毎日通っていた病室です。

狭くて逃げる場所も、隠れる場所も無い事を私は知っていました。

病室と言う事は、洋くん一人しか居ない場所です。それに洋君の足はまだ歩くことすら不

自由です。まさか、もしや…洋君はもう生きていないんじゃないかと感じ、不安で、早く

無事を知りたい一心で、私は、その看護師さんに『洋君に意識はあるとやろ？』と、目を

合わせ、

問いつめるように聞きました。そうしたら、看護師さんから

『蘇生はしてるけど…』との答えが返ってきて、

どうしてこんな事になるのか分からないけれど

『蘇生はしてるって事は、もう一回は死んだって事でしょう 』?

と、私はその看護師さんに強く確認しました。

やり場のない怒りや不安をそこに居た看護師さんにぶつけるしかありませんでした。

しばらく入り口で待って、病院の中に通された後、刑事さんがそばに来ると

『残念ですが、ご主人は８時 分に病室で亡くなっている20

今から二階にある病室について来て下さい 』と、洋君の死を告げられたのです。。

私は、亡くなったと言う言葉の意味はわかりましたが、私が昨日、またね！と病室で

手を振って別れた、私の夫の洋君が亡くなった。

しかも、たった一人で誰が傍に行く時間も無いまま病室の中で…と言う事を

受け止めることができず、それを理解したくも無く、ただ呆然と

『そんな…』

と言葉を出すのがやっとでした。

刑事さんについて病室まで歩く時にも、まだ信じられず洋君がそんなに簡単に死ぬわけな

いよきっと嘘か、これは夢なんだよと、見慣れた白い廊下をフラフラと歩きながら考えて

いました。

二階に上がり、廊下に出ると入院患者さんと看護師さんが沢山集まって居て、

そこには隣の部屋の入院患者さんで洋君と仲の良かった患者さんが車椅子で半狂乱になっ

ている姿が見えましたが、私はそれを気にする余裕はありません。ただ看護師さんに抱き

支えられて、沢山の患者さんたちの中をかき分けるように呆然と歩き、

病室の入り口にたどり着くと、そこからはベッドのすぐ傍で横になって

まるで、寝ているような洋君の姿が見えました。

嘘でも夢でも無い現実に起こってしまった事を目の当たりにして、私は足がガクガクして

立っていることも出来なくなり『ひろ君、なんで…』と泣き崩れました。

気がつくと車椅子に乗っていました。
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一緒にいた刑事さんが

『しっかりせんば！旦那さんに話を聞くことはもう出来ないから

犯人を捕まえるためにはあなたが代わりにしっかりせんば！』

と、言われ、付け加えて

『すぐそばに行きたいでしょうが、犯人を捕まえるために色々調べないといけないから

ここから先には入ってお別れをしてもらうことが出来ません。奥さん以外の方にも捜査が

落ち着くまでは旦那さんに会わせることはできません 』と申し訳なさそうに説明されま。

した。

妻ですら、身内ですら病室の入り口から中には入る事は許され無かったのです。

すぐ傍に駆け寄って抱き上げて声をかけたい気持ちはありましたが、私は、そばにいけな

い辛さより犯人を捕まえるために私がしっかりしなければ！早く犯人を捕まえて貰わなけ

ればいけないと

捜査に出来る限り協力し、一刻も早く、すぐにでも事情聴取を受けたいと考えました。

病院で事情聴取を受けながらも、一番気になったのは子供達のことでした。

、 、このことを何と説明すればいいのか…そして これを知った子供たちの気持ちを考えると

どう考えても 歳やそこらで受け止めきれるものではなくて、今まですぐ傍で守ってく10

れた

二人の大好きなお父さんが、こんな事で命を落としたことを…どんな風に、子供たちに伝

え、説明すればいいのか考えれば考えるほど、私は本当に辛く、苦しく、悲しく思いまし

た。

早朝に発生した事件でしたが、私が事情聴取その他の事を終えてようやく自宅に戻ったの

は午後４時半を回ったところでした。

子供たちは、先に病院を出て学校に迎えに行ってもらった私の両親に

『何があったの？誰かに何かがあったの？』と、詰問していて、私の父が私に代わり、洋

君が間違われて撃たれて亡くなった、と伝えており、

私が帰ると子供たち二人が、グローブを手にはめ、ボールを持って泣きながら玄関に立っ

ていました。

『もう聞いた？』と、半泣きになりながら私が尋ねたら

二人とも、目を真っ赤にしながら黙って頷くと玄関を出て行こうとしました。

『どこに行こうとしよると？』と、聞いたら『キャッチボールしに』

と、言うので『なんでこんな時に！』と止めると

『黙ってここにおっても何のためにもならんけん、お父さんのために野球を練習する！』

と、怒ったように長男が答えました。

私は、二人を抱きしめ、こっちにきんしゃい。話があるけん。

、 、 、 。と 二人を部屋に連れ戻しました 事件のことを出来るだけ詳しく 二人に説明しました
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お父さんは何にも悪くないこと

だけど間違われたこと

犯人はまだ捕まっていないこと

拳銃で撃たれたこと

本当に亡くなってしまった事……

長男は『ケガを治すために病院に居たのに、なんで殺されて死なんばいかんとよ！』と激

しく怒り、次男は『犯人はどこにおると！絶対に許さん！』と号泣しました。

それでも、これから家族全員で力を合わせて乗り越えていこうね。

と私が諭すと、検体を終え、夜は 時半も過ぎて帰ってくる洋君を自宅に迎えるまで10

子供達は二人とも、おとなしく家でお父さんの帰りを待っていました。

その姿は、まだ信じられないんだ、と言う風に語っていると感じました。

家に洋君の亡骸が帰る頃には、洋君の幼い頃からのお友達や仕事の仲間も集まり洋君を迎

えて、みんなこの事件が本当に現実に起きてしまい、そして、洋君と二度と言葉を交わす

ことは

出来ないんだ、と言うことを改めて実感していました。

洋君が家に帰るまでは、近づくことも許されない状況でしたので、息をしていない洋君を

見る事すら

できませんでしたから、初めてそんな姿を見たみんなは黙って、息苦しい空気の中洋君の

そばでただ静かに涙を流して悲しんでいました。

洋君の死を信じられなかったのは子供たちだけでなく、そばに居るみんなが信じられない

ことでした。

死んだことが信じられないくらい生きていた洋君のパワーは大きく輝いていました。

みなさんが、その日お帰りになったのは深夜遅くになりました。

みなさんを見送った後、姿の残っている洋君のそばに居られるのはもうわずかの時間しか

許されないんだと、思い、隣に布団をしくと私は一緒に寝ることにしました。

そっと手を伸ばして洋君の手を探して触れたら、びっくりするくらい冷たい手がそこにあ

り

あまりにも冷たくて血の通っていないことを思い知った私は苦しくなり

『やっぱり死んでしまったんだ』と涙が出ました。眠ることもなく手をつないで横になっ

ていたら別の部屋で寝ていたはずの長男が部屋に入ってきました。

私が、こっちにおいで、と、呼ぶとだまって私と洋君の間に長男は入りじっとしていまし

た。
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お父さんの手を握ってもいいよ。最後だからね。

と、言うと洋君の布団に入り込んで寄り添うと、声を殺して、身体や頬をなで泣いていま

した。

そうしているうちに次男も部屋へ来たので、お父さんと一緒に寝ていいよ、と声をかけた

ら、二人で洋君の冷たいからだが温まるほど長い時間そばに居て、まるで生きているとき

みたいにお父さんが温まったね、と話しながら寄り添って一夜を過ごしました。

葬儀会場は自宅ではない場所ですることを決めていて、一ヶ月以上も入院していた洋君が

ようやく自宅に帰ってきていたので私達家族もなるだけ自宅に居させたい気持ちがあり、

洋君自身も、長くここに居たいだろうと考え、自宅から洋君を葬儀会場に連れて行く時間

を、できるだけ遅い時間にして欲しいと葬儀社の人にお願いしました。

マスコミの方が沢山外にいらっしゃったので、葬儀会場に送り出す時、洋君が青いシート

に包まれている姿がテレビや新聞に映るのが辛かったので、みんなで話し合い棺の中に入

ってもらって連れて行こう、と決めましたが、長男は自宅から棺が出る時や、それ以外に

も洋君の死を認めざるを得ない節目節目の時には決まっていつの間にかそこの場所から居

なくなりました。

長男を探すと、いつも独りでベッドでうずくまってないていました。

しかし、葬儀会場ではそんな事もなく、長男は自分から遺影を持ちたいと申し出たり、姿

がなくなってしまう焼き場でも、棺の窓を開け３人で『本当にありがとうございました』

と、深く頭を下げ、

泣くことも無く最後の別れの挨拶をしました。

今思えば長男は、受け止めきれず、ついには自分を殺したんだと思います。

あれから５ヶ月がたちました。

私たちは洋君が居なくなった自宅で、毎日過ごしています。

我が家の太陽であった父、洋くんが居なくなり、今でも寂しくて沈んでばかりいるかと言

うとそうではありません。

洋君は今でも我が家の太陽のまま、存在しています。

朝は言われたとおり野球の素振りをして、生前口うるさく言われていた、宿題もきちんと

できるようになりました。

毎朝、毎晩、私たちが食事の時は洋君の仏前にも同じものを供え、私や母はもちろん子供

達も何もいわれずに欠かさず線香を上げて挨拶をします。出かけるときも前と変わらず

《お父さんがんばって来ます！》と家を出かけています。

それぞれ、自分ができる事を洋君に恥じないようにがんばっています。
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『がんばっています 』と、言う言葉だけですめば幸せなのですが、私達一家は、今でも。

暗い、そして底の見えない闇の中に居る事には変わりありません。

次男は、突然赤ちゃん言葉をしゃべったり、長男は無表情と言いますか、悲しい顔で

呆然と立って居る時があり、以前の”元気な子”と、表現出来ないほど子どもらしさを失

いました。

子どもの躾、教育、家計など、どれ一つとしても将来や未来に光が見えません。

子供達も『もしも、お母さんまで死んだら僕たちどうなるの？』

とか 『お父さんが死んで、お金とか大丈夫？』と、聞く事もあり、、

洋君が居ない事で変わってしまった生活環境を子どもなりに心配しているのでしょう。

本当ならこのような事を考える事の無かった幼い子ども達の不安は消し去れません。

暗い闇の中底の見えない深い暗いところで私達家族は今後も生活を続けなければなりませ

ん。

洋君の母親は、いつものように洗濯物を干す時洋君の洗濯物が無くて

『居ないんだな』と、悔しくなると話していました。

洋くんは外仕事だったので、沢山汗をかくので日に何度も着替えて居ました。なので

洋君の洗濯物が人の何倍もあったのです。

私はと言うと、買物に出かけたとき洋君の好物を見つけたら、ついつい買い物カゴに入れ

ています。

無意識に洋君が好きだから買おう、と思ってしまうのです。

無意識に洋くんが居ないことを忘れようとしています。亡くなったことを今も認めていま

せん。

だけど、洋君が亡くなってから、子供達を孤児となさないために車で一時間かけて通勤し

ていたけれど少しでも身の安全をと、始めた電車通勤で行き帰りの駅から自宅までの道に

桜が咲いています。

舞い散る桜の下を通りながら結婚した頃から、十年以上も毎年二人で見て来たその桜を

今年からは一緒に見ることができないんだな、と切なくなります。

帰りの電車を降りると、ホームから改札へ向かう高架を渡りながら時々夕日がとても綺麗

で

これを洋くんに見せたいなぁ、と思います。

だけど、この町のどこを探しても。いえ、この地球の草の根分けてどこを探しても洋くん

は見つからないんだと言う事を、そこで思い出してしまいます。

それに気がついてしまった時、私は、やり場の無い寂しさや心細さに襲われてどうしよう

もなくなり、唯一独りで居られる自宅までの帰り道を、涙でぐちゃぐちゃになりながら歩

いて帰ることになります。
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居ない事を認めたくないし、亡くなった事を考えたくも無い私ですが

花を見ても、空を見ても、何をしていても洋くんを思い出してしまうのです。

最近は洋君が工場で毎日使っていた大きな板金を加工する機械を他の人に譲ることが決ま

り、運び出されました。新しく使っていただく板金屋さんが

『寂しいでしょうが、洋さんはいつもここにいらっしゃるし機械は大切に使わせてもらい

ます』と、約束してくださいました。洋君の大切にしていたものを大切にしてくださる方

が見つかり、きっと洋君は嬉しく思っている事でしょう。

使ってもらえる事に感謝し、ありがたく感じました。

でも、やはり運び出される時は、洋君が居ない事の一区切りなのでその場に居られないほ

ど苦しかったです。

頑固といわれるほど真っ直ぐで、間違っていると思うことは絶対にしなかった洋君

仕事熱心で、入院中、動くことすら出来ないにも関わらず仕事の書類やノートやカタログ

を病室まで持ち込んでいた洋君

そして、一時も早く仕事に復帰したいと思い、出来るだけ早く動けるようにと、１日の殆

どの時間、リハビリをしていた洋君。

洋君が子供のためにと書いた手紙の中にこんな一言があります。

『厳しくしつけをする事に、自分でも疑問に思う時も多々あるけれど、子供に好かれる為

に良い父親を演じようと思った事は一度もありません。ただ、厳しくて怖い存在で充分で

す 』。

子供達の為を真剣に思うがゆえに、甘やかす事を自分に許さず、悪いこと、言ってはいけ

ないこと間違った事をした時は本気で怒り、厳しくしつけました。なので子供達は洋君が

そばに居るだけで背筋がシャンと伸びたものでした。

また、子供達が良い事をしたとき、上手に出来た時は手放しで喜び、時間を見つけては子

供達に色々なことを教えていたので子供達も父親である洋君が大好きで、誰よりも大きな

存在でした。

洋君は、子供達だけではなく、周りのみんなにも同じような態度で接していたので、彼が

生きてこの先何十年と、人に与えた愛情を思うと、それを奪われてしまった事がとても残

念です。

この手紙の最後では

『これからもビシビシ厳しく鍛えていくのでよろしく！！！』

と、締めくくられています。亡くなる４日前、 月４日に書かれた言葉でした。11
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遺された私たちはもちろん、この世を去った洋君がどれだけ無念であることでしょうか。

彼はもう、喋ることができません。

誰かに、こんな気持ちだったよ、犯人に対してどう思うよ

と、伝えることは出来ません。

また、大切な人が突然、訳もなく殺された私は、

もっと話したいことがあったのに。

これから先相談しながら暮らして行きたかったのに、もっともっとこれから楽しいこと嬉

しいことが、待っていたのに、本当に、これからだったのに。

、 、 、子供たちが大きくなり成人し いつか 結婚したり孫の姿を見ながらあんな事があったね

こんな事もあったねと笑いながら話す、未来が待っていたはずなのに。

大切な人に、突然会うことも喋ることも出来なくなって、ありえない形で突然奪われて、

後悔しない人はいないと思います。出来ることならば洋君を返してください。

洋君が返ってくるのならば何でもします。と言うような気持ちで一杯になりますが、

何をしても、その願いは叶えられません。

、 。こうして洋君の代わりに ここで想いを訴える事だけしかしてあげられる事が無いのです

病院で、ケガを治すために治療していたにも関わらず、まったく関係のない人に意味も分

からず

いきなり襲われて、不自由な足で、逃げることも守る道具もなく、この世を去らなければ

いけなかった彼はいったいどんな気持ちだったでしょうか？

今、どんな気持ちで私たちを見守っているでしょうか？

光市殺人事件での遺族、本村さんが

『無期懲役になると最短７年で社会に出てくることが出来る』

とおっしゃった事を受けて私は、インターネットで無期懲役を調べてみました。

それによると、犯人が成人である私たちの場合、服役 年を経過した頃行政官庁が判断し?

て服役の態度が良く、充分な反省が認められれば仮釈放されると書いてありました。

訳も意味も理由も何もなく、人違いで私の大切な人の命を、奪った相手が充分反省してい

るからと言う理由で、この社会に出てくることを、私は許す事ができません。

そして、何の罪もない人を間違いで、暴力団の抗争に巻き込んで殺しても判決が無期懲役

で、

反省すれば当たり前のように、社会復帰できると言うような事では私自身

不安で暮らしていけません。

もし、無期などの判決で、数年経って出所し”人を殺した英雄”として組織暴力団の中で
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出世し一般市民の中に戻り、この社会で大手を振って歩き回り、隣に何くわぬ顔で生活す

ることが

許されたら、他のヤクザの方もこれも真似る人が出てきます。

この先このような事件が繰り返されるような事があれば、私達の子供であり、洋君の忘れ

、 、 、形見である我が子がいつ 同じように暴力団の抗争によって巻き込まれて 間違われたり

流れ弾に当たって命を落とす事になるかもしれないからです。

同様の事件が繰り返される事の無いように、抗争を起こし市民を巻き込んだ事件が今後、

また

他にも繰り返される事の無いように、この洋君の裁判で正義の判決が下される事を私はお

願いします。私にとって、遺族にとって、洋君の周りにいた人達にとって、一般市民にと

って。

死刑しか確実に社会に二度と出てこない事が確定され、約束されている刑が無いとすれば

選ぶ選択肢は死刑しかありません。

『あの判決があったから同様の事件が無くなった』

と、後世に伝えられる判決だけが夫、洋君も一般市民の方も喜んで下さるものだと考えま

す。

私は法によって、誰かの命を奪うという事は望みません。

たとえ、死刑執行が、最終的にされなくとも良いので、私たち一般市民がこの先に安心し

て暮らすためにこの事件の犯人が永久に世間に出られない判決をお願いします。

頑固で厳しくて強くて、真っ直ぐで、だからこそ怖かった、だからこそ信頼でき尊敬でき

た。

そんな洋君に代わり、ここで発言を許された妻の私として、充分彼の想いを代弁できたか

どうかは分かりませんが、本来ならばここで本人が言いたかったであろうその気持ちを、

ここで

述べさせていただきました。彼ならばきっと、こう考え、必ずこう喋っただろうと思いま

す。

長くなりましたが、最後までお聞き頂きありがとうございました。

２００８年５月１日 宮元篤紀


