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毎日が"佐川氏立件見送りへ"を書いた理由 | プレジデントオンライン
president.jp › 政治・社会

2018/04/18 - 4月13日、毎日新聞が他紙に先がけて「佐川氏 立件見送りへ」という特ダネを

書いた。大阪地検は、財務省の決裁文書改竄をめぐり、前国税庁長官の佐川宣寿氏の立件

を見送る方針だという。なぜ安倍政権に批判的な毎日が、こうした記事を1 ...

佐川前長官の立件見送りで再燃 大阪地検特捜部「不要論」｜日刊ゲンダイ ...

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/227287

2018/04/16 - バカ高い税金を得ながら一体何のために存在しているのか。 財務省の決裁文

書改ざんを巡り、大阪地検特捜部が佐川宣寿前国税庁長官の立件を見送る方針と報じられ

た問題。改ざん前と後で文書の本質が変わっていないため、虚偽公文書 ...

全文表示 | 「佐川氏立件見送り」報道に怒る人たち 福島みずほ氏「取引が ...

https://www.j-cast.com/2018/04/13326135.html?p=all

2018/04/13 - 今の検察、法務省はおかしい（中略）あまりに安倍政権に忖度しすぎではない

か」――社民党・福島みずほ参院議員、お怒りのツイートである。「佐川氏立件見送りへ」の

見出しが躍ったのは、毎日新聞・2018年4月13日付朝刊1面だ。森友学園 ...

大阪地検特捜部「佐川前長官の立件見送り」なら国民はなにを思うか（伊藤 ...

gendai.ismedia.jp/articles/-/55454

佐川（宣寿前国税庁長官）氏、立件見送りへ」――。 森友学園に絡む公文書改ざんなど財務

省の疑惑を捜査する大阪地検特捜部は、佐川氏を参考人聴取するなど詰めの捜査を行って

いるが、検察関係者の話として伝わってくる情報も、検察OB弁護士の解説 ...

佐川前長官の立件見送りで再燃 大阪地検特捜部「不要論」（日刊ゲンダイ） 
www.asyura2.com/18/senkyo243/msg/202.html

2018/04/16 - 投稿 11 件 - 10 人の編集者

佐川前長官の立件見送りで再燃 大阪地検特捜部「不要論」 https://www.nikkan-

gendai.com/articles/view/news/227287 2018年4月16日 日刊ゲンダイ 刑事責任を問うのは

難しいというが-（C）日刊ゲンダイ バカ高い税金を得ながら一体 ...

背任以外の何ものでもない ... 11 件の投稿 2018年4月17日
＜菅野完氏 今度は話せ ... 11 件の投稿 2018年4月13日
佐川前国税庁長官は不 ... 11 件の投稿 2018年4月13日
財務相セクハラ疑惑の調 ... 11 件の投稿 2018年4月13日
www.asyura2.com からの検索結果

-

【無罪放免】佐川氏「立件見送り」へ⇒公文書を書き換えても罪にならない国へ
健康法.jp › 政治経済

2018/04/13 - 【改ざん 佐川氏ら立件見送りへ】森友学園への国有地売却を巡り財務省の決

裁文書が改ざんされた問題で、大阪地検特捜部は佐川前国税庁長官らの立件を見送る方針

を固めた模様。佐川氏から事情を聴き、上級庁と最終協議へ。

佐川氏、立件見送りへ 虚偽作成罪問えず 大阪地検特捜部 | 日本の底力 ...

kankokukeizai.kill.jp/wordpress/.../佐川氏、立件見送りへ　虚偽作成罪問えず　大...

2018/04/13 - 佐川氏、立件見送りへ 虚偽作成罪問えず 大阪地検特捜部. 記事要約：まあ、

最初からわかっていたことではあるのだが、公文書の改竄ではなく、書き換えと朝日新聞が報

道していた時点で佐川氏の虚偽作成を問えるようなレベルではなかった ...

佐川前国税庁長官の立件見送りで朝日と野党が大恥! - 草莽隊日記
https://blog.goo.ne.jp/ikeiketarou/e/2d6616782a7b8916e64e5de5fa0c71cf

2018/04/13 - 泰山鳴動して鼠一匹なのである。日本は三権分立であり、司法が立件を見送る

のであれば、それはそれで尊重すべきなのである。大阪地検特捜部の話として、毎日新聞が

伝えたもので、これによって「空気」はガラリと変わることになるだろう。

テレ朝】佐川氏の立件見送りに『玉川が怒りのあまり一線を超える - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ue4v4Ir-UgQ

2018/05/23 - アップロード元: Richard Devries

【テレ朝】佐川氏の立件見送りに『玉川が怒りのあまり一線を超える』あり

えない状況に。公共の電波で私人を侮辱. Richard ...
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#佐川立件見送り hashtag on Twitter

https://twitter.com/hashtag/佐川立件見送り?lang=ja

See Tweets about #佐川立件見送り on Twitter. See what people are saying and join the

conversation.

毎日が"佐川氏立件見送りへ"を書いた理由|au Webポータル国内ニュース
https://article.auone.jp/detail/1/2/3/114_3_r_20180418_1524032393067044

2018/04/18 - 4月13日、毎日新聞が他紙に先がけて「佐川氏 立件見送りへ」という特ダネを

書いた。大阪地検は、財務省の決裁文書改竄をめぐり、前国税庁長官の佐川宣寿氏の立件

を見送る方針だという。なぜ安倍政権に批判的な毎.

U-1速報 : 佐川氏の立件見送りに『テレ朝が怒りのあまり一線を超える ...

u1sokuhou.ldblog.jp/archives/50509812.html

2018/04/13 - 今回の国会喚問で、官僚の優秀さがよくわかった。こういう人が国を支えている

んだなと かたやスケベ前川と、佐川にコケにされた豚キムチ小池は、国民にまで馬鹿にされ

て生き恥晒して生きていくだろうな. 16：あなたの1票は無駄になりまし ...

財務省立件見送り報道：常識で判断すると当然 – アゴラ
agora-web.jp/archives/2032133.html

2018/04/14 - 財務省立件見送り報道：常識で判断すると当然 ／ 「佐川氏 立件見送りへ」と

いう毎日新聞の記事が話題になっている。それに対して、若狭勝氏からの反論も話題になっ

ている。主な内容は以下の通りである。 大阪地検特捜部は、前国税庁 ...

朝日から“始まった”森友改竄、毎日報道で終結か 佐川氏ら立件見送りへ ...

https://www.zakzak.co.jp/soc/news/180416/soc1804160005-n1.html

2018/04/16 - 学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書改竄（かいざ

ん）問題で、毎日新聞は13日朝刊で、大阪地検特捜部が佐川宣寿（のぶひさ）前国税庁長官

ら同省職員らの立件を見送る方針を固めた模様だと報じた。同問題 ...

佐川氏立件見送り - テンポラリー
mrkm1814.hatenablog.com/entry/2018/04/13/093822

2018/04/13 - 佐川氏立件見送り · https://mainichi.jp/articles/20180413/k00/00m

/040/151000c 学校法人「森友学園」（大阪市）への国有地売却を巡り、財務省の決裁文書が

改ざんされた問題で、大阪地検特捜部は、前国税庁長官の佐川宣寿氏（60）ら ...

法と特捜の無能 ＝ 佐川、立件見送りへ | 17's democracy BLOG

https://ameblo.jp/17s-democracy/entry-12368014526.html

2018/04/13 - 森友・家計疑獄の報道アップデートが分刻みだ。最早、安倍マンセ～・太鼓持ち

新聞だったはずの読売までが、事実上ヌケサク晋三一味を見限った格好だ。金曜日ということ

で、当ブログのアクセスが一週間を通じて一番落ちる曜日なので、私も ...

森友学園：国有地売却問題 公文書改ざん 佐川氏、立件見送りへ 虚偽作成 ...
https://mainichi.jp/articles/20180413/ddm/001/040/147000c

2018/04/13 - 学校法人「森友学園」（大阪市）への国有地売却を巡り、財務省の決裁文書が

改ざんされた問題で、大阪地検特捜部は、前国税庁長官の佐川宣寿氏（60）ら同省職員らの

立件を見送る方針を固めた模様だ。捜査関係者が明らかにした。

「立件 佐川」のYahoo!検索（リアルタイム） - Twitter（ツイッター）、Facebook ...

https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?ei=UTF-8&rkf=1&lz...立件+佐川

返信先:@gfx82他1人 因みに私は佐川は検察審査会によって強制起訴になると思ってます

が、毎日に立件見送りと報道させたのは、その間にもう一度拒否特権なしの状態で証人喚問

をさせ洗いざらい吐かせるために泳がす、という大阪特捜部による作戦と密か ...

改ざん 佐川氏らの立件見送りへ｜BIGLOBEニュース
https://news.biglobe.ne.jp/topics/domestic/0413/58051.html

コメントの受付は終了しました。皆さんから投稿されたコメントをご覧ください。 みんなのコメン

ト. 反響順; 新着順. 美しい国では虚偽答弁も偽造もOKということですか？地検に少しは期待

してたが・・・弱気を挫き強きを助ける. 通報; 57; 136. まるで戦前ですね。

公文書改ざん：佐川氏、立件見送りへ 虚偽作成罪問えず - NewsPicks

https://newspicks.com/news/2954791/

2018/04/12 - もちろん韓国のように大きく揺れることはありませんが、検察はこの国を守るた

めに、という発想で動きます。不確定要素はまだいくつもあると考えます。ただ、もし立件見送

りが正式に決まったら、佐川氏はもう一度国会に呼ばれる可能性が ...
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