村松昭夫

泉南アスベスト国賠訴訟の経過と２陣高裁判決の意義について
弁護団主任

泉南アスベスト国賠訴訟（２陣高裁）の勝利判決の意義
①アスベスト被害は、今なお、毎年1000名規模で発生する史上最悪の社会的災害（労
災と公害）
。泉南アスベストは、被害と国の誤りの原点。その責任を明確化することは、
すべてのアスベスト被害の救済と根絶の出発点。
②アスベスト被害は、今後も数万人規模で発生が予測され、建物解体時の飛散など、いつ

最高裁（1陣）と、大阪高裁第 民事
部あての公正判決署名は、全国からのご
支援で、すでに 万余りを裁判所に提出
しています。ありがとうございます。
大阪高裁の判決が 月 日と決まりま
した。そこで大阪高裁むけの署名を 月
末まで集めることにしました。
一日も早く 万の目標を突破し、 万

11

をめざしましょう。
、 月 日（水）
、
は、 月9日（水）

大阪高裁への提出を予定しているの

40
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〒590・0515

集まった署名は、

願いいたします。

様に提出にもご参加いただきますようお

しています。署名を集めてくださった皆

出を、原告といっしょにできるよう計画

くださった方々に、裁判所への署名の提

と結び付けて、著名人や、署名を集めて

に、各界の「共同アピール」の取り組み

いま、これをもっと効果的にするため

さを伝えることができる署名です。

に積まれます。裁判長に直接世論の大き

違って、判決を書く裁判長、裁判官の横

この署名は、国会への請願署名などと
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でもだれでも被害を受ける可能性があり、万全な飛散防止対策が急務。泉南勝利判決は、
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月 日（金）
、 月 日（水）です。

30

対策面での前進にも繋がる。
③全国６箇所の建設アスベスト訴訟など各地で闘われているアスベスト訴訟の勝利にも大
きく貢献する。
④アスベスト被害は、いのちや健康を軽視した産業発展最優先の国策によって引き起こさ
れたもの。そこには、水俣病や原発被害などとも共通する被害と加害の構造がある。ア
スベスト被害の国の責任の明確化は、原発被害等の責任追及にも道を切り拓くもの。
⑤泉南国賠1陣高裁判決やイレッサ判決、建設アスベスト横浜判決など、いのちや健康を
軽視する司法の逆流が続いており、それを打ち破っていく上でも意義がある。

泉南アスベストの早期解決へのインパクト
①2陣高裁で勝てば3勝1敗となり、このこと自体インパクトは大きい（国の不作為の違
法が一層明確に）
。

とができますか。
『国はやるべきこと

の遺族の方々に面と向かって言うこ

や肺がんにかかった人々、そしてそ

が準備書面で述べた主張を、石綿肺

「私は、国の代理人に問いたい。国

そして、泉南アスベスト被害の実相

込めた小野寺利孝弁護士の応援弁論、

司法の役割を説きつつ、熱い期待を

でした。原告２名の渾身の意見陳述、

たる原告全員の思いを代弁するもの

２００６年５月の提訴から７年にわ

と国の責任を説き明かす弁護士６名
の最終弁論。２時間の長丁場でした

運動資金カンパ

が、裁判官も満員の傍聴席も、真剣
に耳を傾けました。
２０１３年８月 日、泉南アスベ
スト国賠訴訟２陣高裁（大阪高裁第

8月に原告2名が死亡
8月に、1陣原告薮内昌一さん、2陣
原告仲谷親幸さんが相次いで亡くなり
ました。心よりお悔やみ申し上げます。

発言があり、控訴審ではこれらの点
を中心に主張立証を補充してきまし
た。決して慢心するわけではありま
せんが、２陣高裁は勝訴に向けて大

訟など著名事件の弁護団団長ら 名

者共同アピール、また、四大公害訴

労災（じん肺・アスベスト）の被害

２陣高裁の結審日には、公害、薬害、

前線として、絶対に負けられません。

や健康を大切にする全ての闘いの最

ベスト被害の根絶のため、そして命

大の職業病であり公害でもあるアス

救済のためにはもちろん、わが国最

泉南アスベスト国賠訴訟は、原告

公正判決を求める
共同アピール

ます。

民事部・山下郁夫裁判長）は結審し、 いに展望が開けていると確信してい
判決日は 月 日 時と決まりまし
た。

２陣高裁では、原判決が認めた昭
和 年から昭和 年までの国の責任
は当然として、昭和 年以降の国の
点です。

②わが国のアスベスト規制が欧米諸
国と比較して遅すぎたのではないか、
③そもそも慰謝料額が低すぎないか
等に関心を持っていると注目すべき

泉南地域のアスベスト国賠訴訟を勝たせる会
名義

25

以降の国の責任を認めなかったこと、

裁判所からは、
①原判決が昭和 年

46
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責任が認められるか否かが最大の争
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をやってきた』と、自らに恥じると
小林邦子弁護士の鬼気迫る弁論は、
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２陣高裁の争点と
裁判所の関心
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泉南アスベスト勝たせる会 宛にお願い

03-33523663

再び、三度お願いします！
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②2陣高裁での勝利判決は、内容的にも、最高裁を意識し、1陣高裁の不当判決を乗り越
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信達六尾 595
Tel.072-483-4981

します。

Fax.072-484-0641

える説得力ある判決となるはず。最高裁にも大きな影響を与える。
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③2陣高裁での勝利判決は、早期の全面解決の必要性について、政治にも強いメッセージ
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を送ることになる。

大阪泉南アスベスト国賠訴訟を勝たせる会

14

判決は 月 日 時 必ず勝利・解決へ
25
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東京都新宿区
新宿 1-3-2
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46

ころなく言い切れますか。
」

圧倒する弁論

による弁護士共同アピールを提出し、
裁判所とマスコミに、本件の重要さ

4
1

12

7 月にお送りしたニュースで、全国の皆様に数百万円のカンパをお願いしました。7 月、8 月で、80 万円余りの
カンパをお寄せいただきました。誠にありがとうございます。しかし、勝利をめざす運動では、500 万円ほどの
資金が必要です。心苦しいお願いですが、どうぞよろしくお願いします。

59
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勝利への確信と決意を胸に、結審報告集会で発言する 2 陣
原告の川﨑共同代表

13

35

8 月 23 日

2 陣高裁結審

もっと、魅力があり、効果的な運動に
するために、ご意見をください。提案を

やらなければならないことが、ヤマとあ

ください。積極的に行動して、報告を下

ります。

さい。

どうか皆さま方のいっそうのお力添え

メルマガもはじまっています。登録希

を心からお願いするものです。地域や職

望の方、taitoh@silver.ocn.ne.jp にメー

場で、
「命て

ルください。よろしくお願いします。

なんぼなん？」の上映会を

りました。気長に最高裁判決を待っていら

2 陣高裁で必ず勝利を勝ちとり、その
うえ早期解決を実現していくためには、

ば、国は、泉南で３回、建設アスベストも

ろしくお願いします。

（一面からつづき）

集会や判決行動に参加する。
････どうかよ

れる状態ではありません。何としても２陣

開く、署名を集める。カンパを集める。
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２陣高裁勝利の意義と
早期全面解決へ

ました。
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２陣高裁で国の不作為責任が認められれ

泉南アスベスト国賠は大詰めを迎

した。

立川相互病院の草島健二院長は、

アスベストの患者は増えている。こ

うした訴訟は重要であり、支援を強

りました。原告の石川チウ子さん、

原告家族の山田直美さんが被害とた

8月 日、東京での活動の新たな

スタートとして、「勝利と早期解決

たかう訴えをしました。

え、必ず勝利・解決するためには、

大きな国民的世論の喚起なしに泉南

をめざす東京スタート集会が開かれ

石綿対策全国連絡会議の古谷杉郎

さんから世界で広がるアスベスト被

埼玉の曙ブレーキで長年石綿被害

ました。

集会には多方面から１２０人もの

害者のたたかいが報告されました。

を出しながら、企業をはばかるよう

めていきたいと発言しました。

方々が参加し、重要なスタートを切

イタリアのエタニット社の石綿被害

な地域の状況があったが、それを打

ることができたと思います。
では、周辺住民など２０００人が亡

ち破って提訴を決意した原告・支援

くなり、社長らに禁固
年の高裁判

泉南勝利は国民的課題

がされました。

全国公害弁護団連絡会議顧問の豊

決がでて、ヨーロッパで国を超えた （６名参加）から力のこもった報告

運動がひろがっていることや、韓国

の石綿被害者と泉南の被害のつなが

利することは、原告団、弁護団、支

田誠弁護士からは、
「この訴訟に勝

東京あおぞら連絡会の理事長であ

援者だけでなく国民的課題だ！」と

りと交流など貴重なお話でした。

り、主婦連の参与でもある清水鳩子

最後に東京地評の伊藤潤一議長が

発言しました。

利しましょう」と力強い発言があり

閉会の挨拶を兼ねて発言し、集会を

さんからも、「この裁判は絶対に勝

ました。消費者団体の方々にも呼び

終えました。

関係者の他、福島から「原発事故の

かけて、都地消連からの参加者が紹

首都圏建設アスベスト訴訟統一原

完全賠償をさせる会」の佐藤三男さ

公害、薬害、じん肺、アスベスト

告団長の宮島和男さん、遺族原告の

んが駆けつけてくれました。東京土

介されました。

慶増さんが「泉南の勝利なくては建

建をはじめ、土建の色んな支部から

２、３名ずつ、また、
「ホームペー

ジを見て来ました」という個人の方

もいました。

設の勝利なし」と、ともに連帯とた

たかう訴え。

東京公害患者会副会長の石川牧子

さんからは、「原告の被害の訴えが

一番大事」と被害者としての連帯と

の勝利・解決はできません。

また、国会議員への働きかけを強

めて政治による解決を勝ちとらなけ

ればなりません。

そのために、勝たせる会事務局長

が８月から東京に常駐し、公害、土

建をはじめとした支援の皆さんと協

力して地道に歩き回って訴えを重ね
なんぼ

集会に先立って、

映画「命て

なん？泉南アスベス

ト禍を闘う」（原一

男監督）が上映され、

「これをみて泉南の

ことがよくわかっ

た」。「涙なしには観

られなかった」、「う

ち（の団体）でも上

映会を開きたい」な

どの感想が寄せられ

ました。

集会では、はじめ

に大阪アスベスト弁

護団の村松主任弁護

士から訴訟の状況、

勝利への見通しやこ

3
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み上げる等、判決日まで、手を緩めること

東京スタート集会に 120 人
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なく法廷外の闘いを続けます。

8 月 28 日

全国の著名な弁護士 名の共同アピールとともに、全国の公害・薬害・労災の被害者たちの共同アピールも発表されました。

泉南アスベスト勝利と早期解決めざす
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