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訴  状 

 

令和４年１２月２０日 

  宮崎地方裁判所 御中 

 

原 告  黒 木 紹 光 

  〒８８３－０００４ 宮崎県日向市浜町３丁目２９番地 

              原 告  黒 木 紹 光  

  〒８８３－０００４ 宮崎県日向市浜町３丁目２９番地 自宅（送達場所） 

                原 告  黒 木 紹 光  

                    電 話＆ＦＡＸ ０９８２－９５－０００２ 

  〒８８０－８５０９ 宮崎県宮崎市旭１丁目８－２８ 

        被 告  宮崎県警察本部 本部長 山 本 将 之 

〒８８３－００６２ 宮崎県日向市大字日知屋１２００２ 

被 告  株式会社コーソク 代表取締役 西村 賢一 

  〒８８３－００１４ 宮崎県日向市原町 1－ 2－ 1 

被 告  宮崎県議会議員 西村 賢 

損害賠償請求事件 

 訴訟物の価額   ２００万円 

 貼用印紙額   １５０００円 

 

第１ 請求の趣旨 

１ 被告らは、原告に対し、連帯して金２００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌

日から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 
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２ 訴訟費用は、被告らの負担とする 

との判決並びに仮執行宣言を求める。 

 

第２ 請求の原因 

１ 被告らによる強要罪及び強要罪教唆 

（１）原告は、宮崎県議会に、「令和３年９月４日付陳情書（甲１）」を提出し、その際賛同する

１０名の署名簿（甲２）を添付した。 

  すると、９月１０日以降、署名者１０名の内６名から原告に報告かつ３名に関する情

報提供があった。その内容は、被告西村賢県議会議員、被告コーソク西村賢一社長、

コーソク従業員が手分けして各署名者を訪れ、陳情書に添付した署名を撤回するよう

に求めるものだった 

（２）内、〇〇〇〇氏のもとへは９月１８日西村賢県議会議員が訪れ、「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た。〇〇

氏は、「だれだって警察沙汰はいやですから、そう言われれば署名します。実質的な

脅しです。」と述べている。 

また、西村賢県議会議員は、９月１６～１８日頃、〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇氏を訪

れ、同様な趣旨を述べ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

名させた。さらに、９月２０日頃に〇〇〇〇氏宅を訪れ、不在につき県議会議員の名

刺を置いて帰っている。 

 尚、この時、〇〇〇〇氏は、西村賢県議会議員に頼まれて、署名者〇〇〇〇氏へ電

話して、「署名をそのままにしていると大変なことになるよ。」と話し、署名撤回を促

している。それを聞いた〇〇〇〇氏は、怖くなって、９月１８日、コーソク西村社長
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が訪れた際、撤回を求める申し入れ書の類の書面に署名して渡した。 

 一方、コーソク西村社長は、９月１６～１７日頃、〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇氏を訪

ね、「黒木紹光を刑事告訴した。署名をこのままにしていると紹光と同罪になる。」と

いう趣旨の話をして、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

させた。また、この時、コーソク西村社長は、〇〇〇〇氏の仕事を尋ね、〇〇氏が草

刈業をしていると聞くと、自社の物件の草刈の仕事（数十万円相当）を発注し、〇〇

氏に、署名者〇〇〇〇氏へ署名撤回するように働きかけをするように頼んだ。その後

〇〇氏は、〇〇氏に対して「署名をそのままにしていると紹光さんと同罪になるよ。

撤回していないのは〇〇さんだけになったよ。」と言って、署名撤回を促した。 

  （３）さて、県議会に「陳情書」を提出する行為及びその趣旨に賛同して署名する行

為は、憲法１６条（請願権）に基づく基本的人権ないし、民主主義制度で認められた

国民の参政権に基づく正当な行為である。したがって、署名の撤回を求める権利は何

人にもなく、それを求めた場合、人権侵害であり、権利行使に対する妨害である。 

また、西村議員は、「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、

あたかも警察権力に影響力を行使できるかのような印象を署名者に与えつつ署名者

に害が及ぶ可能性を示唆している。 

   コーソク西村社長については、「署名をこのままにしていると紹光と同罪になる。」

という、客観的・法的根拠のない虚偽を告げながら、直接署名者に害が及ぶ可能性に

言及することによって実質的に脅迫している。つまり、前述した通り、陳情書に賛同

して署名することは、民主主義社会の正当な権利であるから、署名行為によって署名

者本人が警察沙汰になることも同罪になることもあり得ない。したがって、当該表現

は、虚偽を用いて実質的な脅迫ないし強要をしたものである。 

（４）では、なぜ被告ら２名が無謀にも脅迫ないしは強要に該当する行為を行ったのか。

二人は、それぞれ「署名者も（犯罪に）関係してきます。」「署名をこのままにしている
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と紹光と同罪になる。」と言って脅している。つまり、「陳情書」を根拠として原告を

告訴立件するために署名者をゼロにする必要があると認識していたようだ。 

 しかし、法律の素人である二人が、犯罪成立の厳密な理屈を知っていたもしくは調べて

知ったことはない筈である。また、弁護士が、脅迫ないし強要の恐れがある法的に問題とな

る行為をするようにアドバイスすることはあり得ない。そうすると、考えられるのは、宮崎県警

のだれかにアドバイスを受け、原告を虚偽告訴して立件するためにこの犯罪行為に走っ

たと考えられる。でなければ、二人が、白昼堂々、強要罪に相当する行為をする筈はない。

宮崎県警のお墨付きがあるからこそ、「署名者も（犯罪に）関係してきます。」「署名をこ

のままにしていると紹光と同罪になる。」と言って脅した訳である。 

  つまり、宮崎県警内に、冤罪工作を二人に入れ知恵をした（教唆した）者がいる。すなわち、

宮崎県警は、脱税犯コーソクに便宜を図り、虚偽の告訴状を受理しただけではなく、

告訴状受理後の令和３年９月１３～１５日頃、本件の打合せをした際に、強要罪の教

唆をしたと考えられる。 

（５）原告は、令和３年９月２１及び２２日、署名者２名を訪れ、３名からは電話で、

署名撤回活動について聞き取り調査をした。 

そして、被告らの共謀による、脅迫ないし強要を含む違法な署名撤回活動について、

令和３年９月２３日、再び宮崎県議会に「陳情書（甲３）」を提出し、署名撤回の無

効と署名撤回活動の停止を求めた。 

さらに、原告は、令和３年１０月３日、被告西村賢に「要請書（甲１０）」を提出

して、理由を付し辞職を求めた。 

 

２ 被告らの共謀による虚偽告訴と違法捜査及び宮崎県警による職権濫用 

（１）被告宮崎県警は、原告が、令和３年９月４日に宮崎県議会に提出した「陳情書（甲

１）」及び添付した署名簿（甲２）について、違法行為があったとして、令和４年９
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月２１及び２２日、署名者８名を訪れ、事情聴取をした。その後、被告宮崎県警前田

倫昌刑事は、令和４年１２月７日１６時頃、原告の携帯電話に架電し、事情聴取を求

める呼び出しをした。 

（２）令和４年９月２１もしくは２２日、被告宮崎県警前田倫昌刑事が、署名簿（甲２）

の署名者〇〇〇〇氏を、署名の件で事情聴取に訪れた。この時、前田刑事は、〇〇〇〇

氏に対し、原告が、署名者に署名の目的を告げずに署名をさせ、その署名用紙を持ち帰っ

て、上から宮崎県議会宛署名簿である旨の印刷を施し、虚偽文書を作成した可能性がある

と言った。 

    また、令和４年９月２２日、被告宮崎県警の瀧本直彦刑事は、署名簿（甲２）の署名

者〇〇〇〇氏を、署名の件で事情聴取に訪れ、事情聴取した後、一度日向警察署に帰っ

て調書を作成後、〇〇氏を再訪した。 

 瀧本刑事は、調書に、〇〇氏が供述していない「黒木紹光を腹立たしく思います。」

という文言を虚偽と知りながら記載した。瀧本刑事は、〇〇氏を再訪すると、先に〇

〇氏に調書に署名をさせ、それから読み聞かせをした。〇〇氏は、「（自分が）黒木

紹光を腹立たしく思います。」という文言が読まれた時、瀧本刑事に「そんなことは

言っていません。」と言ったにも拘らず、瀧本刑事は、訂正することはなく、〇〇氏

に訂正についての説明もしなかった。 

   原告は、令和４年１２月８日、瀧本刑事を告発する「告発状（甲４）」を、被告宮崎

県警に提出した。 

  （３）一方、署名者の内３名（〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇）は、被告コーソク社

長西村賢一と西村賢県議会議員の働きかけによって、コーソク側に寝返ったことがわ

かっている。そして、〇〇〇〇氏は、署名者〇〇〇〇氏に対して、被告西村賢県議会

議員から、「コーソクに有利な証言をしてください。」と頼まれたと話している。 

原告は、３名に虚偽証言を頼まれた事実を確認するために、令和４年１０月１１日、

メールを送って回答を求めたが返信がなかった。 
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  （４）以上により、被告らは、原告を貶めようと図り、虚偽告訴を企て、共謀して、

原告の署名募集活動において、不正に署名を取得し、虚偽文書を作成したという証拠

をでっち上げたと考えられる。すなわち、犯罪をでっち上げるために、３名に対し虚

偽証言をさせるなどして、虚偽内容の調書を作成したと考えられる。 

   したがって、本件捜査は、そもそも、被告宮崎県警が、被告コーソク社長西村賢一

と西村賢県議会議員による虚偽告訴と知りながら受理して着手したものであり、被告

宮崎県警自身が虚偽告訴の共犯に当たる。そして、何らの不正がない原告に対して、

事情聴取に応じるよう呼び出しをしたものである。 

  （５）原告は、令和４年９月２４～２８日、署名者４名を訪れ、２名には電話によっ

て、被告宮崎県警による事情聴取活動の詳細を確認した。３名（〇〇〇〇、〇〇〇〇、

〇〇〇〇）は、前述の通り、電話をかけても出ないので、止むを得ずメールによって

連絡したが、返答はなかった。 

   直接確認が取れた６名については、今回は、宮崎県警による事情聴取だったことか

ら、皆一様に動揺しており、原告に対し疑心暗鬼を示すなどしたことから、原告は、

そうした誤解や疑心暗鬼を解き、今後、何らの危害が及ぶような事態が生じないこと

について、誠心誠意説明をすることを余儀なくされた。 

 

３ 被告宮崎県警と被告株式会社コーソクの癒着関係 

（１）２０１９年２月、原告の知人３名（〇〇〇〇、元コーソク従業員〇〇〇〇、同〇〇

〇〇）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たが、その後宮崎県警は何もせず３年１

０ケ月もの間放置してきた。 

（２）２０１９年５月１８日、日向市喜重会館でコーソク役員である西村賢県議会議員の

選挙当選を祝う３０００円会費の慰労会があった。多くのコーソク従業員は、「選挙運動

をさせられた上、なぜ３０００円も負担して慰労会に出席しなくてはいけないのか？」
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と言って、参加しなかった。 

情報提供してくれたコーソク従業員の話では、「結局従業員で参加したのは４名だけ

だったが、会費３０００円は誰も支払っていません。」ということで、３０００円会費は

表向きの建前だった。原告の知人〇〇〇〇がこの件を県選挙管理委員会に問い合わせた

ら、「事後買収にあたります。完全な選挙違反です。宮崎県警に連絡を取りますので、県

警からの連絡をお待ちください。」との回答だった。しかし連絡がないことから、〇〇が

県警本部の捜査２課選挙犯係長である久保淳哉刑事に電話連絡したところ、「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

る気はなかった。 

（３）２０１９年８月、原告の知人〇〇〇〇は、コーソクの不正軽油事件の件で、宮崎地

検久保田捜査官から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

巡査部長と面談すると、「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。」と言われた。しかし、１ヶ月以上経っても何

も連絡がないので、〇〇が岩本巡査部長に確認すると、「連絡はなかったですか？」と惚

けた受け応えをされた。１１月に入り、〇〇が立憲民主党県議会議員太田清海氏に相談

すると、今度は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。」と説明されたが、またも

やその後一切連絡がなかった。つまり、宮崎県警は、専従チームを編成するという見え

透いたウソで〇〇を騙した。 

（４）令和３年９月２４日、原告は、宮崎県警の前佐藤本部長に「請願書」を提出し、被

告コーソク西村賢一社長及び西村賢県議会議員による強要罪事件の解決をお願いした。ま

た、続く令和４年５月２６日、今度は、「上申書」を提出し、コーソクの運転手の間で覚醒

剤を常習するものが複数いるとの情報を提供した。しかし、宮崎県警は、重大な諸問題を放置

し、さらに覚醒剤事件すら放置した。 

（５）令和３年１２月頃、コーソクは宮崎県警に車両を寄付した。宮崎県警は、喜んで車両を
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受け取り、感謝状を渡したとテレビニュースで報じられた。 

（６）原告は、被告宮崎県警本部長山本将之氏に、令和４年９月２５日「請願書及び質問書 

（甲５）」、令和４年９月２６日「公開質問状（甲６）」、令和４年９月２７日「請願書 

第２（甲７）」、令和４年１０月１１日「請願書第３（甲８）」を送付した。 

 しかし、原告の請願も空しく、被告宮崎県警本部長山本将之氏は、被告コーソク西村賢一及

び被告西村賢と共謀して虚偽告訴を企て、虚偽証言聴取や虚偽内容の調書作成などによる

違法捜査を敢行し、前田倫昌刑事をして、令和４年１２月７日１６時頃、原告の携帯電話

に架電させ、事情聴取を求める呼び出しをした。 

（７）以上の通り、被告宮崎県警と被告コーソクの間には、過去４年間のわかっているだけでも

これだけの癒着事実がある。要するに、宮崎県警は、コーソクとは所謂ずぶずぶの関係であり、

コーソクのすべての犯罪を黙認してもみ消してきた。そして、今回のコーソクに対する便宜供与

と違法捜査である。 

 つまり、コーソクと癒着している宮崎県警は、原告の知人らによるコーソク及び西村賢の告発に

対して、これらを無視して捜査に着手せず、さらに、原告が告発したコーソク西村賢一社長と西

村賢県議会議員の強要罪を不問とし、逆に、告発人である原告を貶めるため、冤罪工作を図っ

た。 

 尚、原告は、過去原告の知人らが告発したが、宮崎県警が無視して捜査に着手しなかったコ

ーソク不正軽油事件について、令和４年１２月８日、改めて被告宮崎県警に「告発状（甲９）」を提

出した。本「告発状」の扱いについては、宮崎県警とコーソクの癒着関係が影響すると考えられ、

宮崎県警の捜査回避は、すなわち癒着関係の証左となる。 

 

４ 原告が被った損害 

（１）１項に記載した通り、令和３年９月、原告は、被告コーソク社長西村賢一と西村賢

が、署名者８名を訪ねて、「署名者も（犯罪に）関係してきます。」「署名をこのままにして

いると紹光と同罪になる。」などと脅して署名撤回を強要したことによって、署名者への聞
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き取り及び謝罪と説明、宮崎県議会等への文書提出など、その対応に追われ、多大な心労

を強いられた。 

（２）また、２項に記載した通り、令和４年９月以降、原告は、被告らの共謀による虚偽

告訴の企てと、その遂行のための一連の違法捜査、署名者に対する圧力等によって、署名

者への聞き取り及び謝罪と説明、被告宮崎県警への文書（甲４～９）提出など、その対応

に追われ、多大な心労を強いられた。 

 さらに、被告宮崎県警は、原告の文書（甲５～８）よる度重なる指摘及び請願にもかか

わらず、職権を濫用し、確信犯的に、原告の人格権とりわけ生命を守り生活を維持すると

いう人格権（平穏生活権）を侵害し、前田倫昌刑事をして、令和４年１２月７日１６時頃、

原告の携帯電話に架電させ、事情聴取を求める呼び出しに及んだ。 

（３）前述の被告らの行為は、憲法第１３条に定める幸福追求権及び人格権（生命、身体

及び平穏に生活を営む権利）を侵害するものであり、原告は、被告らの侵害行為によって

多大な精神的苦痛を被った。また、原告は、確信犯として見境なく権力濫用に及ぶ被告宮

崎県警に対して、日々恐怖を感じて、その不安から正常な生活が送れない状況が継続して

おり、精神的苦痛は現在進行形である。 

 

７ よって、 

 原告は、被告らに対し、民法第７０９条、７１０条及び７１９条、７１９条第２項に基

づき、請求の趣旨記載の判決並びに仮執行宣言を求める。 

                                     以上 
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                  証拠方法 

１ 甲第１号証  令和３年９月４日宮崎県議会宛「陳情書」 

２ 甲第２号証  甲第１号証添付「署名簿」 

３ 甲第３号証  令和３年９月２３日宮崎県議会宛「陳情書」 

４ 甲第４号証  令和４年１２月８日宮崎県警宛「虚偽公文書作成罪告発状」 

５ 甲第５号証  令和４年９月２５日宮崎県警宛「請願書及び質問書」 

６ 甲第６号証  令和４年９月２６日宮崎県警宛「公開質問状」 

７ 甲第７号証  令和４年９月２７日宮崎県警宛「請願書第２」 

８  甲第８号証  令和４年１０月１１日宮崎県警宛「請願書第３」 

９  甲第９号証  令和４年１２月８日宮崎県警宛「不正軽油告発状」 

１０ 甲第１０号証 令和３年１０月３日西村賢宛「要請書」 

                  

                  附属書類 

１ 訴状副本                 ３通 

２ 甲号証写し               各４通 

３ 証拠説明書                ４通 


