
1 

 

令和４年５月１３日 

宮崎三区自由民主党衆議院議員 

古川禎久 殿 

 

上申書及び質問状 

 

日向市浜町３丁目２９番地 

申立人 黒木 紹光 

 

下記の通り、憲法第１３条及び１６条に基づき、宮崎県の社会の健全性と安

心安全な県民生活を確保するため、直ちに法秩序を回復されるよう申し立てる。 

記  

第１ 申立の趣旨  

 宮崎県においては、株式会社コーソク（宮崎県日向市大字日知屋１２００２）

による不正軽油（軽油引取税脱税）犯罪の事実があることを知りながら、徴収

義務者である宮崎県、宮崎県警、宮崎地検、宮崎県議会は、これに目を瞑り、

法秩序と安心安全な県民生活を棄損しているので、宮崎県選出の政権政党自民

党衆議院議員として、責任をもって直ちに法秩序を回復されたい。  

 

第２ 申立の理由  

１ 概要 

貴殿もご存知のように、自民党政権が３０年に渡るデフレを克服し、日本を

立て直すことは馬鹿げた幻想であり、岸田政権に期待することも愚かな考えだ

と判明しました。一部を除いて国民は、豊かになるどころか困窮する一方であ

り、さらに、解決しない利権がらみの多くの事件を前に、言いようのない憤り

と恐怖と厭世観を感じています。 

既に、令和３年１１月１５日付「請願書」、令和４年４月１２日付「請願書補

充書」でお伝えしたように、コーソク不正軽油事件は、２０１９年２月には、

元コーソク従業員らが日向警察署及び宮崎県県税事務所に告発し、２０１９年

６月に、私が宮崎地検に告発しましたが、宮崎県警、宮崎県及び宮崎地検は、

この犯罪をもみ消し、宮崎県の法秩序を破壊し、極めて不健全な社会状況をつ
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くり、県民を危険に晒しています。 

 

２ 法秩序崩壊を示す出来事 

２０１９年７月上旬、コーソク社長西村賢一氏が元従業員宅を訪れ、「お前が

いろいろ内部情報を流しているだろう。お前と黒木紹光は許さん。県も県警も

俺の思い通りになっとぞ！」と豪語しました。また、７月１２日、立憲民主党

県議会議員太田清海氏に対して、県税事務所職員が「大した脱税額でもないん

ですよ。」と説明しました。 

 ２０２０年１０月６日、私は、コーソク社長西村賢一氏に「質問状」を送付

しましたが、その直後も西村賢一氏は「質問状」を手にしつつ再び元従業員宅

を訪れ、「お前が黒木紹光に情報を流しているだろう。県警はどうにでもなっと

ぞ！」と豪語しました。西村賢一氏のこの行動は、「質問状」記載の犯罪事実を

自ら認めながら、県警は誰かの力によって押さえてあると言っているに等しい

ものです。 

 ２０２１年９月４日、私は、宮崎県議会に「陳情書」を提出しました。する

と今度は、９月１３～１５日頃、西村賢一氏は「陳情書」を手にしつつ日向警

察署を訪れ、誰の入れ知恵か知りませんが、私を刑事告訴する「告訴状」を提

出しました。不正軽油脱税犯が、法秩序の回復と平和な県民生活を願って不正と戦

う私を刑事告訴したという民主主義国家ではあってはならない事態が現実となった訳

です。 

 そればかりか、日向警察署職員は、西村賢一氏が提出した私の告訴状を受理す

るにあたり、「（宮崎県議会宛）陳情書」に添付された署名簿が、捜査上の障害

になると判断し、西村賢一氏に、「告訴状を受理したら事件の関係者として署名

者も取り調べをしなければなりません。なので、受理するには、署名を撤回さ

せる必要があります。事件の関係者にならないためである旨署名者に説明して、

署名撤回をさせてください。」と、署名者に対して署名撤回を求めることを促し

たと考えられます。 

つまり、本来犯罪を検挙しなければならない宮崎県警は、不正軽油脱税犯に力を

貸し、国民の参政権及び請願権のひとつである署名の行使を妨害する撤回を求める

ように、強要罪を教唆したことになります。 

その後、西村賢一氏と長男であり宮崎県議会議員である西村賢氏は、手分け

して署名者を訪れ、署名撤回を求めました。西村賢一氏は、複数の署名者に対

し、「黒木紹光を刑事告訴して、告訴状が受理された。署名をこのままにしてい
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ると同罪になる。」と話して署名の撤回を求め、撤回を求める申し入れ書の類の

書面に署名させました。 

一方、西村賢氏は、９月１８日、署名者の一人の職場を訪れ、「陳情書の問題

は、警察問題になっています。署名者も（犯罪に）関係してきます。このまま

では警察から連絡があるかもしれません。撤回すれば、警察沙汰にはならない

ようにします。」と話して署名の撤回を求め、撤回を求める申し入れ書の類の書

面に署名させました。 

さて、私には、本件不正追及活動に協力してくれる宮崎市在住の知人がいま

した。知人は、前述の西村賢一氏と宮崎県警による私の告訴を図る強要罪及び

教唆事件後、私を心配して、以降毎日私に電話連絡をしていました。ところが、

２０２１年１２月１２日、「県警から呼び出し状が届いたようだ。理由がわから

ないけど、とりあえず明日行ってみる。」という電話を最後に、一切連絡がなく

なり、私が、何度電話をかけてもメールをしても返答がなくなりました。県警

で、知人の身に何か恐ろしいことが発生したとしか考えられません。 

 

３ 宮崎県警の不正及び不作為 

まずひとつめは、２０１９年２月、元コーソク従業員ら３名が、コーソクを

産業廃棄物不法投棄、不正軽油製造使用、過積載、都市計画法違反、労働基準

法違反の罪で日向警察署に告発しましたが、日向警察署は何も対応しませんで

した。元従業員及び現従業員による内部告発に対して何もしなかった訳ですか

ら、初めから犯罪捜査をする気がなく、その目的は、犯罪揉み消し以外ありま

せん。  

 次に、２０１９年５月、私の知人が西村賢氏の公職選挙法違反を日向警察署

に告発しましたが、何も対応しませんでした。また、２０１９年７月、知人は

県警本部２課選挙犯係長久保淳哉刑事に西村賢氏の公職選挙法違反を電話で通

報しましたが、久保氏は「選挙違反案件は、選挙管理委員会を通じて告発して

欲しい。」と回答しただけで、初めから捜査する気はありませんでした。 

 三番目に、２０１９年８月、知人は、宮崎地検久保田捜査官から不正軽油事

件解決のために日向警察署に行くように指示されて日向警察署を訪ね、岩本理

一郎巡査部長と面談しましたが、岩本氏に「コーソク専従チームを編成します。

編成したら、チームリーダーから電話させますのでお待ちください。」と言われ

ましたが、１ヶ月以上経っても何も連絡がないので、岩本氏に確認すると、「連

絡はなかったですか？」と惚けた受け応えをされました。１１月に入り、知人
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が立憲民主党県議会議員太田清海氏に相談すると、日向警察署田中浩徳氏より

電話があり、「コーソク犯罪は多岐に渡っているので時間がかかっています。も

うしばらくお待ちください。」と説明されましたが、その後一切連絡はありませ

んでした。 

 これは、つまり、宮崎県警が、初めからコーソク犯罪を捜査する気がなく、

それを隠蔽するために「専従チームを編成する」と虚偽を伝え知人を騙したこ

とを示しています。 

 四番目は、前述した通り、宮崎県警は、西村賢一氏に便宜を図り、脱税事実

を把握しながらまったく捜査せず、逆に、県とコーソクの不正を追及する私を貶

めるため、西村賢一氏が提出した告訴状を受理しようとしたことです。 

また、日向警察署職員が、西村賢一氏に、署名者を訪ねて、強要罪に相当す

る署名撤回を求めるよう教唆したと考えられることです。 

 

４ 宮崎県の不正及び不作為  

２０１９年２月、私の知人が、宮崎県県税事務所にコーソクによる不正軽油犯罪

を告発しました。県税事務所は、独自調査を開始しました。２０１９年４月１５日、

知人と県税事務所職員２名が、不正軽油を積載したタンクローリーを重機があ

る建設現場まで尾行しました。 

２０１９年４月下旬頃、県税事務所職員２名は、元タンクローリー運転手の

現在の職場を訪ね、不正軽油犯罪について直接事情聴取しました。 

２０１９年５月末、県税事務所から知人に「（コーソクによる不正軽油製造使

用の）調査は全て終わりました。いつでも踏み込む態勢はできました。この後、

県警と協議して進めます。」と電話報告がありました。 

ところが、２０１９年６月、県税事務所職員ら３名（甲斐和也課長、甲斐勝

久副主幹、清勝成主事）は、知人に対して、県税事務所において、「県議会議員

にコーソクによる不正軽油の情報が伝わったことによって、上から、「県が県議

会で追及される事態になったらまずい。」と言われています。事件解決の進展に

も影響することが予想されます。少しお待ちください。」と話し、あたかも、犯

罪情報漏洩が県による事件解決の推進を阻むかのような説明をして知人を錯誤

に誘導し、犯罪の隠蔽を図りました。 

また、２０１９年６月、知人が、立憲民主党太田清海県議会議員に事件解決

の協力を依頼すると、太田清海氏は、２０１９年７月１１日、県税事務所職員

ら４名（甲斐和也課長、甲斐勝久副主幹、清勝成主事、他１名）と面談しまし
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た。県職員らは、太田氏に対して、「犯罪レベルの不正軽油はあり得ません。大

した脱税額でもないんですよ。」と説明し、あたかも、不正軽油は微々たる量で

しかなく、処分の対象ではないかのような説明をして、犯罪もみ消しを図りま

した。 

２０２０年９月２日、私は、河野宮崎県知事に「要請書」を提出し、引き続

き９月１８日、「質問状」を提出しました。すると、河野宮崎県知事は、部下（県

税務課三井芳朗課長）に命じて、２０２０年１０月１日付「回答書」を私に送

りました。その内容は、「要請書」記載の三つの事実について否認するなど、重

要な点について虚偽を含んでいました。「回答書」は、コーソクによる不正軽油

製造使用（脱税）については、既に２０１９年５月に調査が終了しているにも

かかわらず、未だ調査中であるという虚偽内容であり、調査内容については守

秘義務があるので答えられないとの口実を表明するものでした。 

２０２１年４月中旬、私は、国民民主党田口雄二県議会議員を訪ね、事件解

決への取り組みを依頼しました。田口雄二氏は、４月２８日頃、立憲民主党太

田清海県議会議員と共に、県税務課鎌田課長補佐と小城（コジョウ）主幹と面

談しました。鎌田課長補佐と小城（コジョウ）主幹は、「コーソクの不正軽油に

ついては、問題ありません。議会でコーソクの不正軽油問題を追及すると、逆

に名誉棄損でやられますよ。」と虚偽を述べて、かつ議員らを半ば脅して議会で

の追及を逃れようとしました。 

 

５ 宮崎地検の不正及び不作為  

 ２０１９年６月１２日、私は、宮崎地検にコーソクを告発する「告発状（軽

油引取税法違反及び廃棄物処理法違反）」を提出しました。宮崎地検は、２０２

０年８月、ようやく告発状を受理し、２０２０年１１月１７日、元コーソク従

業員２名を事情聴取し、不正軽油犯罪事実を確認しました。 

 ところが、宮崎地検は、２０２０年１２月１６日廃棄物処理法違反、１２月

２４日地方税法違反、１２月２５日都市計画法違反をいずれも不起訴処分とし

ました。明らかに、誰かの指示によって犯罪をもみ消したのです。  

 ２０２１年６月２１日、私は、新証拠を基に、宮崎地検に改めて「告発状（軽

油引取税法違反）」を提出しました。その後、私が宮崎地検と粘り強く交渉を続

けると、１２月７日には、「罪状を確定させるために最終的な補充書を提出して

くれ。」と連絡してきました。その後、私は、担当の松尾捜査官と令和４年２月

２日までに計１３回電話打ち合わせを重ね、２月３日、最終的な補充書を提出
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しました。  

 それから３か月間経過しましたが、宮崎地検は動いていません。またもや、

犯罪もみ消しを働きかけている誰かがいるのです。  

 

６ 宮崎県議会の不正及び不作為  

 私は、２０１９年６月から宮崎県議会議員に事件解決への協力を要請してき

ました。ある人物を通じて要請したこともあります。結果は、要請した１０名

以上の全員が協力を拒否しました。  

 ある議員は協力できない理由を、「世話になっているから、コーソクを追及で

きない。」と言いました。「世話になっている」とは、「金をもらっている」とい

うことだと考えられます。その議員はこうも言いました。「コーソクの脱税につ

いては、県議会議員は全員知っている。」  

 

７ 無法状態  

 私の３年以上に渡る活動の一部を紹介しました。お分かりのように、宮崎県、

宮崎県警、宮崎地検、宮崎県議会、そして、マスコミも含めて全滅です。民主

主義が機能不全となり、目出度く完全犯罪が成立したのです。  

 最早、宮崎県は完全な無法状態であり、腐敗にまみれ、壊死していくしか残

された道はありません。  

 一方、西村賢一氏は、私が活動を積極化する度に、各方面の関係者に対し「手

を打ち」、周囲の者に「手は打った。もう世話ない（大丈夫だ）。」と繰り返し言

葉を発しました。ある周囲の者の一人は、私に「手を打つ」とは「金を配る」

ことだと教えてくれました。  

 

８ 張本人と責任  

 さて、宮崎県をこのような地獄絵にした張本人は一体誰でしょうか？余程の

強大な権力でなければこんな芸当はできません。つまり、一業者が「県も県警

も俺の思い通りになっとぞ！」と豪語することができる芸当です。この言葉の

意味は「県知事も県警本部長も俺の言いなりになるんだぞ！」と同義です。余

程の後ろ盾がなければできない芸当です。可能性として、できる候補はひとつ

しかなく、張本人も特定の人物に限定されます。  

 それほど強大な権力を行使できるのは、政権政党である自民党しかありませ

ん。では、自民党の誰がわれわれの故郷宮崎県を腐敗まみれにし、法秩序を破
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壊し、県民に犠牲を押し付け、危険に晒したのでしょうか？ 

 「甦れ日本！」というのは、貴殿が長く掲げてきたスローガンです。しかし、

今のままでは、この国は、甦るどころか、利権政治で腐敗まみれになり確実に

壊死していくことになります。「腐敗した社会を子供にわたす」ことの罪の深さ

を考えてください。歴史上、多くの国の栄枯盛衰が繰り返されてきましたが、

衰退の原因は、自然災害やウイルスの蔓延ではなく、ほぼ１００％戦争か権力

の腐敗です。驕り高ぶった権力者は、利己主義を権利と勘違いし、際限なく欲

を満たすことを目的にします。そして、その目的と引き換えにする国民の犠牲

にまったく頓着しなくなります。一度歯車が狂うと理性のブレーキはきかなく

なり、泥沼にはまり込みます。 

 そのようにしてルビコン川を渡った権力者の運命は、破滅しかありません。

プーチンも金正恩もしかりです。利権政治に走ることは、多くの人を不幸にす

ることと同義です。本件の場合、犯罪もみ消しに加担した県知事以下県職員は

数十名に上ります。宮崎県警、宮崎地検も同様、県議会議員は３７名全員です。

会社の仕事の一環として犯罪自体に加担してきたコーソク従業員も数十名に上

ります。さらに、本件犯罪事実を知りながら、見て見ぬ振りをしている法務省、

総務省、経済産業省の役人も合わせると数十名に上ります。それから、本件事

件に巻き込まれた元コーソク従業員ら、われわれグループメンバー、西村賢一

氏と西村賢氏に署名撤回を求められた一般市民も合わせると数十名に上ります。 

このように、必然的に周囲を悪臭漂う汚染に巻き込み、不幸の道連れにする

のが利権政治の宿命です。したがって、腐敗した権力者は、破滅する以外に終

着点はありません。 

 

９ 法務大臣としての使命 

 法務大臣という要職は、上辺のパフォーマンスだけでは到底全うできません。

貴殿が法務大臣に値するかどうかは、問題や困難に直面した時に判明します。

私は、貴殿に本件事件の解決に尽力してくれるだろうと期待を抱いて、令和３

年１１月１５日付「請願書」、令和４年４月１２日付「請願書補充書」を提出し

ました。 

 事態は切羽詰まっており、私は、４月２７日、状況を確認するため、祈るよ

うな気持ちで貴事務所に電話を掛けました。応対したボウノ秘書によると、法

務大臣宛文書は、貴殿に渡さずに事務方に渡したということでした。 

私が「では、古川大臣は、文書を読んでいないのか？」と尋ねると、「どうな
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んでしょう。それは事務方が仕分けして判断します。」と答えました。「これは

古川大臣の地元宮崎の重大問題ですよ。案件によっては、事務方に渡す前に古

川大臣に渡すべきではないか。そうすることが秘書としての役割のひとつでは

ないのか？」と言うと、「法務大臣は法務省の大臣であり、法務省の事務方が判

断します。我々には、法律関係は判断できません。」との答えでした。 

私は、貴殿がふたつの文書を読んでいないことを疑問に感じながら、「いつ事

務方の誰に渡したのか？」と尋ねると、ボウノ秘書は即座に「それは言えない。」

と答えるので、「自分がしたことに対して責任ある対応をすべきではないか？」

と言いましたが、頑として答えようとしませんでした。 

この時点で私は「おかしい」と感じたので、５月２日、法務省刑事局に確認

しました。担当者は、最初、令和３年１１月１５日付「請願書」については受

け付けているが令和４年４月１２日付「請願書補充書」については受け付けて

いないと答えましたが、私が、令和３年１１月１５日付「請願書」をいつ受け

付けたのか確認して連絡してくれと頼むと、しばらくして電話があり、「間違い

でした。令和３年１１月１５日付「請願書」も受け付けていません。」との回答

でした。 

結論を言うと、ボウノ秘書の文書を事務方に渡したというのはウソでした。

整理すると、貴殿は、私が提出した令和３年１１月１５日付「請願書」、令和４

年４月１２日付「請願書補充書」に対して、何も具体的な対応をせず放置した。

そして、ボウノ秘書は、本件犯罪を放置したことを隠すために私にウソをつい

たことになります。 

ではなぜ貴殿は、本件犯罪を放置したのでしょうか？その理由は、本件犯罪

をもみ消すため以外にはありません。ではなぜ本件犯罪をもみ消す必要がある

のでしょうか？金をもらっているから以外にはありません。そう疑わざるを得

ません。もしこの疑いが事実なら、貴殿は即座に法務大臣及び議員を辞職しな

ければなりません。 

 

第３ 申立 

 私は、こうしてこの３年間、宮崎県の法秩序を回復し、宮崎県民を守るため

に戦ってきました。しかし、残念ながら私の力では、宮崎県の社会秩序を回復

し、宮崎県民を守ることはできません。 

 したがって、貴殿に、直ちに法秩序を回復し、宮崎の社会の健全性と安心安

全な県民生活を確保することを求めます。これは、貴殿がコーソクに金をもら
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っていなければ、即座にできることです。 

仮に、貴殿が、本件事件に対して何も対応せず、逆にコーソクを守り、本件

犯罪のもみ消しを図ろうとするのであれば、なぜ、そんな必要があるのか、金

をもらっているのではないかと疑われ、結果的に、張本人が自分であることを

宣言することになります。なぜなら、合わせて数百名にも上る人々を犯罪もみ

消しに加担させる芸当は、法務大臣という要職にある貴殿以外他の誰もできな

いからです。 

それは、貴殿が、金と引き換えに宮崎の法秩序と平和な県民生活を売り渡し

た国賊の烙印を押されることを意味します。もし本当にそうなるならば、その

汚名は子や孫の代まで残り、これまで欲望に負けた権力者が繰り返してきた愚

かな歴史の一部となるでしょう。 

 私は、貴殿が愚かな歴史の一部となることを望みません。取り返しがつかな

い事態に至る前に、経世済民に努めることを望みます。時間はあまり残されて

いません。このことは、既に多くの人（複数の著名国会議員及び政治家、ジャ

ーナリスト、弁護士及び弁護士主催団体、全国市民オンブズマン連絡会議６７

団体、マスコミ各社、連合他労働団体、全国消費者団体、本件事件解決を望む

相当数の宮崎県民等）の知るところとなっています。 

本件事件が解決されないときは、貴殿は、国会において国民の前で釈明しな

ければならなくなります。尚且つ、自民党は、選挙で責任を問われることにな

るでしょう。 

 

第４ 質問 

 私は、本件事件解決を望む宮崎県民の代表です。したがって、私は、宮崎県

民の代表として、貴殿に、以下の質問に対し２週間以内（５月２７日必着）に

文書で回答することを求めます。 

①  貴殿は、本件コーソク不正軽油犯罪事実をいつどのようにして知りました

か？  

②  貴殿は、本文書到着前に、本件コーソク不正軽油事件に関し、宮崎県、宮崎

県警、法務省もしくは検察庁に対して、直接間接に何か働きかけをしました

か？した場合、いつどのような内容ですか？  

③  貴殿は、本文書到着後に、本件コーソク不正軽油事件に関し、宮崎県、宮崎

県警、法務省もしくは検察庁に対して、直接間接に何か対応を指示しました

か？した場合、いつどのような内容ですか？  



10 

 

④  貴殿及び貴殿の政治団体とコーソクグループ及び西村賢一氏との金銭の授

受記録を、過去１０年間分明らかにしてください。政治資金収支報告書に記

載している分については、具体的に該当する部分を明記してください。 

⑤  過去１０年間分の貴殿及び貴殿の政治団体とコーソクグループ及び西村賢

一氏との金銭の授受の内、政治資金収支報告書に未記載分がありますか？あ

る場合は、具体的にお答えください。 

⑥  令和４年４月２７日、貴事務所ボウノ秘書は、令和３年１１月１５日付「請

願書」と令和４年４月１２日付「請願書補充書」を法務省の事務方に渡した

と言いましたが、なぜ、いつ誰に渡したか尋ねても答えなかったのですか？

渡したというのは嘘ですね？また、なぜ嘘をついたのですか？ 

⑦  宮崎県及び宮崎県警は、２０１９年４月時点で本件コーソク不正軽油犯罪事

実を把握していますが、以降放置してきました。同様に、宮崎県議会議員全

員もまた、２０１９年６～９月頃に把握していますが、以降放置してきまし

た。同様に、法務省、総務省、経済産業省もまた、２０１９年１１～２０２

０年１月頃に把握していますが、以降放置してきました。  

このように、宮崎県の法秩序を崩壊させ、県民に損害を与え、かつ県民を危

険に晒した責任を、政権政党自民党と公明党はどのように果たすのかお答え

ください。 

⑧  法務大臣として、３年間も続いた地元宮崎県の法秩序崩壊を、就任後も放置

してきた責任は、逃れられるものではないと考えます。どのようにして責任

を取りますか。 

以上  


