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「裁判所は再び国の責任を明確に」と訴える
原告、支援者たち（5 月 12 日大阪地裁周辺）
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時に言い渡し

国民のいのちや健康を守る
ためにも
わが国では、1000万トン近く
の石綿が輸入され、その多くが建材
に使われてきました。東日本大震災
の被災地でも、石綿がむき出しにな
った建物が多数見つかっています。

① 国の責任の明確化と被害者への
謝罪
② 国による正当な賠償（判決の水
準を基本にした損害賠償）
③ 原告全員（第1陣訴訟・第2陣
訴訟）の一括解決
④ 国による解決金の支払い
⑤ 原告以外の泉南アスベスト被害
者の救済

原告の解決要求

一日も早い被害者救済へひきつづ
くご支援をお願い致
します。

再び国の責任を明確にする
判決を

被災地をはじめアスベスト被害から
国民のいのちや健康を守るために
も、国の責任は重大です。
国には、これほどまで広がったア
スベスト被害の責任をきっぱりと認
め、全面的な被害者救済を行うとと
もに、これ以上の被害を発生させな
い万全な対策が求められています。

14

任が明
確にさ
れ、今
度こそ
すべて
の被害
者を救
済する
判決が
下され
ること
を確信
しています。
2陣訴訟も、大阪地裁での審理が
大詰めを迎え、６月 日にすべての
原告尋問が終了し、 月 日に結審
することが確定しました。
いよいよ泉南アスベスト国賠は、
判決、全面解決に向けて大きな山場
を迎えています。

1陣控訴審判決、8月 日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
去る６月１日、１陣控訴審がすべ
ての審理を終え、８月 日 時に判
決が言い渡されます。控訴審は、２
月 日に国が和解協議を拒否したた
め、４月 日には裁判官が初めて現
地を訪れ、旧石綿工場と近隣農地や
住宅との位置関係の事実上の検証を
行い、５月 日には５名の原告尋問
と結審弁論が行われ、早期結審、判
決に向けて審理が進められてきまし
た。
年前から国自身の調査によって
被害発生が確認されながら、国が規
制や対策、被害救済を長期に亘って
放置するなかで甚大な被害が発生し
た泉南アスベスト、国は、「知ってた」
「でき
た」で
も「や
らなか
った」、
国の責
任は明
確で
す。
控訴
審判決
でも、
その責
26

平日の午前１０時～午後６時
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検 索

アスベスト国賠
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4 月 18 日、事実上の現場検証が
行われた。（泉南市新家）
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再び国の責任を
明確に！
全面救済求める判決
署名にご協力下さい
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るというような
生活を続けまし
た。
母の懸命な看
病の甲斐無く、
父の病状はとど
哲也さん
まることなく日
に日に悪くなっ
ていきました。
年１月中頃
に、腹膜の腫瘍の肥大により内臓
を圧迫して、便がとまり、胆汁を
嘔吐するようになりました。腹部
の痛みも増し、「お腹の内側を竹槍
で突かれてるみたいや。」と言いま
した。
その後、自力で食事を全く摂る
こともできなくなり、点滴だけに
なりました。唯一口にすることが
できるのは、水だけでした。父は
みるみるやせ細っていきました。
当時の私や家族は、ただ、父の
病気が悪くなっていくのを指をく
わえて見ているしかできませんで
した。本当に本当にもどかしい思
いでした。何かをしたいと思って
もそもそも何をすればよいのか分
かりませんでした。
父は（孫が）「せめて大学生にな
るまで生きたいな。大学まで行っ
たら、将来みえるもんな。」と言っ
ていましたが、かないませんでし
た。
平成 年４月 日に亡くなりま
した。
父は文字通り掛けがえのない存
在でした。数年経ったいまでも心
にぽっかりと大きな穴が空いたよ
うな気持ちです。
国は、アスベストの利便性だけ
を優先し、労働者への配慮を怠っ
たことを認め反省してください。

15

山田

性腹膜中皮腫という病気は、石綿
を扱う仕事をしている人がよくな
る病気です。」と説明してくれまし
た。三好石綿を退職してからすで
に何十年も経っていたので、
「石綿」
という医師の言葉は、あまりにも
意外過ぎることでした。
平成 年 月、腫瘍組織を採取
するため、開腹手術し、この日か
ら父に対する抗がん剤の投与が始
まりました。次第に全身の痛みと
だるさを訴え、苦しみ始めました。
父の苦みで、私たち家族は、この
先どうなっていくのだろうかと前
の見えない不安に襲われました。
父の病状は悪化の一途を辿って
いきました。腹水のせいで、腹部は、
まるで浮き輪をしているような形
で、いびつに膨らんでいました。
抗がん剤の副作用で嘔吐が止まら
ず、ろくに食事も摂ることができ
ませんでした。横になって寝ると、
激しい体の痛みが体中を走り、ベッ
ドの背部を起こし、座ったままで
した。まともに、眠ることもでき
ませんでした。
母は父を一生懸命、看病してい
ました。父は、夜に母がいないこ
とに気付くと、不安がって、母の
名前を呼びます。母は、夜は毎日
のように病院に泊まり込み、朝に
なって家事をするために自宅に戻
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泉南アスベスト国家賠償請求原告

ところが、平成 年、散歩の途
中で動けなくなりました。突然電
話で、「背中と胸が苦しい。咳も止
まらん。ペットボトルに水を入れ
て持ってきてくれ。」と知らせてき
ました。
平成 年 月から何回もの入院。
検査を繰り返し、原因がはっきり
したのは、平成 年 月からの４
度目の入院でした。
担当医は、「ご主人は、悪性腹膜
中皮腫という病気」です。「断言は
できませんが、余命は半年です。」
と母と私に宣告しました。そして、
担当医から「英介さんは、石綿を
使用した職業に就いたことはあり
ませんか。」という質問がありまし
た。石綿という言葉がどうして担
当医の口から出てくるのか、よく
分かりらない私たちに、医師は、
「悪
14
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原告たちの声を聞いてください

17

お腹の内側を竹槍で突かれているような痛み

父、故山田英介は、昭和８年に
生まれ、平成
年４月 日、悪
性腹膜中皮腫の
ため 歳で死亡
しました。
父は、 歳から 年間、泉南の
三好石綿で働きました。石綿製品
（石綿布、石綿糸、保温材）や石綿
原料を工場から搬出入する受け払
いの仕事や石綿製品を梱包する仕
事を行っていました。勤務時間は、
朝８時頃から夜８、９時頃でした。
忙しいときには、仕事が深夜にも
及ぶこともありました。
父は、もともと重い病気になっ
たことは一度もありませんでした。
毎日散歩をし、プールにも毎日の
ように通い、山登りやハイキング
によく行きました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大阪・泉南アスベスト国賠訴訟とは
大阪府泉南地域では︑約１００年にわたって石綿紡織業が発展し︑戦前から地
域ぐるみのアスベスト被害が広範かつ深刻に進行しました︒２００６年５月︑石
綿工場の元従業員や家族︑近隣住民などが︑アスベスト被害について国の責任を
問う全国初の国賠訴訟を提起︒２０１０年５月 日︑大阪地裁は国の責任を認め︑
人に総額約４億３５００万円の賠償を命じました︒国が控訴したため原告も控
訴し︑第１陣訴訟︵被害者 人︶が大阪高裁に︑第２陣訴訟︵被害者 人︶が大
阪地裁に係属中です︒高裁は被告国に︑和解協議に応じるかどうかを問いかけた
が国は拒否︒６月１日にすべての審理を終了し︑ 月 日に判決︒ 陣訴訟は
月 日結審が決まりました︒提訴後すでに４人の原告が死亡しています︒
︵２０１１年 月 日現在︶
︒
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