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日
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副大臣は「時間との闘い。力を入れて

臣と面談し、早期解決を要請しました。

今回は、厚生労働省の佐藤茂樹副大

環境大臣に早期解決を要請しました。

した。この 月 日も厚生労働大臣、

アスベストの早期解決を要請してきま

厚生労働大臣や環境大臣に対して泉南

長・阪南市長および両市議会議長らが

どの活動によって、これまでも泉南市

「泉南地域の石綿被害と市民の会」な
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（衆議院第一議員会館多目的ホール）

12 時厚労省前集会、
官邸前宣伝、厚労省前要請行動
議員要請
27 日（金）午後 4 時半 院内集会

判決の模様を動画でインターネット配信します。

http://iwj.co.jp/

を蔑ろにす
ることは許
されないと
して、再び
国の責任を
明確に認め
る地裁判決
が言い渡さ
れました。
今回の２陣
高裁判決は
こうした経
過の中で言
い渡されま

日の結審から４ヵ月、すでに

せられています。
８月

名による共同アピー
渡されました（現在、最高裁に係属）。しかし、 員会（風の会）に参加する主婦連など消費者

ル、「司法に国民の風を吹かせよう」実行委

体や著名な弁護団代表

め、公害・じん肺・アスベスト等の被害者団

を超える公正判決署名が寄せられたのをはじ

万筆

公正判決をと、大きな期待の声が裁判所に寄

訴審において被害者を救済する正義に基づく

今、全国各地、各分野から、今度こそ、控

す。

取り組む」と語ったと報じられていま
す。

民事部）が言い渡されます。

時、いよいよ２陣高裁判決（大

阪高等裁判所第

名）を提訴し、

泉南アスベスト国賠訴訟は、２００６年５

月に１陣訴訟（被害者数

年５月にはわが国で初めてアスベスト被害に

対する国の責任を認める画期的な判決が言い
年８月、控訴審において、い

渡されました。
ところが、

ࡋࡓࠋ

団体代表によるアピール、さらに、宮本憲一
名による学者・研究

者による共同アピー
ルなどが次々に裁判
所に届けられていま

時生存原告の内 名が亡くなり、早期解決は

同時に、１陣提訴後７年半が経過し、提訴

し、確信しています。

法の役割をいかんなく発揮することを期待

答えて、人権擁護と社会正義の府として、司

２陣控訴審裁判所が、こうした広範な世論に

原告団と弁護団は、

す。

（中之島公会堂）
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のちや健康よりも産業発展が優先するとして

（衆議院第 2 議員会館多目的室）

原告らの切実な願いです。原告団と弁護団は、
結審後、国会議員の方々に「早期解決を求め
月

るアピール」への賛同を募り、すでに与野党
から１００名を越える賛同が寄せられ、

の早期救済を要望しています。
２陣高裁判決を機に早期解決を

日が２陣高裁判決です。そ

また急速に高まっています。
いよいよ 月

の世論も
’

ども、厚労副大臣など面談して直接泉南被害

を得ています。また、泉南市長や阪南市長な

院内集会」にも、

名近くの国会議員の参加

７日、 月３日の「勝利と早期解決を求める

11
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被害救済を拒否する驚くべき不当判決が言い

午後 3 時半 院内集会
午後 2 時 判決言い渡し
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名）におい

（木）
（金）
早期解決を求める大行動
12 月 26 日（木）27 日（金）
50

Ἠ ༡ ⎔ ➨ 㸲 㸷 㸮 ྕ

年３月、２陣訴訟（被害者数

判決後直ちに厚労大臣に面会要請

午後 1 時 裁判所前集会
03-33523663

ൾ➨㝕ッゴࠖࡀ⤖ᑂࡋࠊᖺෆุỴࡀゝ࠸Ώࡉࢀࡿ㐠ࡧ࡞ࡾࡲ

大阪市大名誉教授など

午後 1 時半厚労省前集会
サニーシティー
新宿御苑 10 階

午後 3 時 報告集会
12

ますよう心よりお願い申し上げます。

スベスト国賠訴訟に大きなご支援をいただき

阪、東京での判決行動への参加など、泉南ア

して、早期解決を求める判決大行動です。大

25

25

て、産業発展のために労働者のいのちや健康

92

12

24 号

正午 厚労省前宣伝行動
新宿 2-1-3

午前 8 時 淀屋橋宣伝
東京都新宿区
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22

東京で
大阪で
Tel.072-483-4981
Fax.072-484-0641

ࢫ࣋ࢫࢺၥ㢟ࡘ࠸࡚㸦せᮃ㸧

33

12

連

絡

先

12 月 25 日（水）判決大行動
大阪府泉南市
信達六尾 595
12 月 3 日、
「勝利と早期解決をめざす」2 回目の院内集会が開かれ、
自民、公明、民主、みんな、維新、共産、社民、生活、新党大地、
無所属から議員 10 名、秘書も参加し院内集会が取り組まれました。

ࡈ༠ຊࢆ㈷ࡾཌࡃ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

10

10

東京事務所

25
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官邸前行動、省庁要請、議員要請

4
（月）
（水）
1月6日
～8日

1

12 月 25 日 14 時
いよいよ２陣高裁判決！

泉南アスベスト国賠訴訟 12 月 25 日の 2 陣高裁判決にむけて

۾᩸ˁฤԧɬʃʣʃʒّ᠉ᜮᜧᷡᴯ۾᩸ᯚᚹᷢ

ǽǽࢍɁᄻ፷ȾᶿȲᓦឧȕɞҜขɥɔɞɬʞ᷐ʵ

αᭅȨɟɞᶳᚹҜᶴɥɔȹᶫᶱձศȾّɁ᭛ɥȞȮɛșᶲᚐ݃͢׆ᷡ᭛Ɂᷢ͢ɥፀȪɑȪȲᶬፀ͏఼ᶫуᶫәདᶫ៵ᐐᶫ

ǽᇹȲȴɂᶫձศҤ࣊Ɂ٣ɝȟࢍႆ๊ȾȻᶿȹ۾ȽफᬭɥɕȲɜȬɕɁȺȕɞȻɁکȞɜᶫᴮᴶᴶᴶࢳ

「風の会」参加の消費者団体が連名で
「市民の目線にたった判決を」と共同アピール

「市民の目線に立った良識ある判決を求めるアピール」と題して、

「風の会」参加の主婦連合会、日本消費者連盟、東京都地域婦人団体

連盟、東京都地域消費者団体連絡会が代表者の連名によるアピール
±±

ఌᶫࢍȾᡵᣋȺ

៥ٌᶫࢲ֪ᶫțɦᏘᶫࢃҝȽȼറȁȽᚹҜछ̜ᐐȞɜးکɁষɥᐨȢȦȻɥȪᶫࣳ឴ۢڨᥞᜮᐐ២આץᭉᶫศః̷ՠץᭉᶫ

ฤԧɬʃʣʃʒّ᠉ˁࣳ឴ۢцպɬʞ˂ʵ᠆պᐐˢպ

を、大阪高裁第 民事部に提出しました。

²°±³ ࢳ ¸ ఌ ²³ ஓ

࿎ᶲɁᛏͽˁ˨ᤆӦȾɕՎӏȪɑȪȲᶬ

ȞɜҒఖȬɞǿ
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ɢȟّɁձศɁධխȻҢᤎཟɥᡍɑțǾਜศɥ߰ȪǾऻ˰ȾරɞуඩȽҜขɥ˩ȬȦȻɥ॑

ǽᒲࢄ͖ȟϡȨɟᶫಐࢃȟࢿȟɞး͍ᇋ͢Ⱦȝȗȹɂᶫ̷൏ɁᆊȻȪȹɁᚹҜɁमҾȟᄬȁ۾ȠȢȽɝᶫࢍႆ๊ȾɕࢿȢफ

ǽᇹȲȴɂǾуᜮᜧɗȫɦᑐᜮᜧǾᗧᜮᜧȽȼȾᩜɢȶȹȠȲᐐȻȪȹǾᴯ۾᩸ᯚᚹȟǾ

「風の会」は、
「司法に国民の風を吹かせよう」という運動で、市

ǽձศɁमҾɂǾ̷൏ɥ߰ȪǾศᄑඩᏲɥးȬɞȦȻȺȕɞǿ

ᬭȪɑȬᶬᇹȲȴɂᶫձศȾߦȪᶫࢍɁᄻ፷ᶫȻɝɢȤጽຑᄑˁᇋ͢ᄑऍᐐɁཟȾᶿȲᶫᓦឧᄑȽҜɥఙशȪȹȗɑȬᶬ

Ⱥɕȕɞǿ

ǽȰɟȳȤȾᶫᴯᴭᴮᴮࢳᴵఌɁ۾᩸ˁฤԧɬʃʣʃʒّ᠉ᜮᜧˁᴮᯚᚹҜขȾɂᶫᯆȠȻ܅ఖɥ᪫ȮɑȮɦȺȪȲᶬႇഈᄉࠕɁ

ȟఊᯚɁศᄬȺȕɞȦȻɁᆬᝓɂǾȬɌȹɁәདɗуǾᗧȽȼɁୗຑȻಏፏȾȻȶȹɁᛵ

民に身近で信頼される司法、裁判に変えたいという趣旨で、消費者

ԇɂǾɢȟّɁɬʃʣʃʒᚱɁୗຑȻಏፏɁᝁᦂᆀȺȕɞǿɁɒȽɜȭǾȗɁȴɗϧ࣐ȦȰ

ȲɔȾәЄᐐɁ֤ɗϧ࣐ȟ࿚࿏ȾȽᶿȹɕɗɓɥीȽȗȻȬɞΙϏҜɂᶫ۹ȢɁّɁࢠឧȻɂȞȤᫌɟȹȗɑȬᶬᇹȲȴɂᶫձ

ȹǾ఼߬Ⱦ̣ɞᚱɁୗຑɕಏፏɕȕɝीȽȗǿฤԧɬʃʣʃʒᚱȾȝȤɞّɁ͖Ɂᆬ

ศȾّɁ᭛ɥȞȮȽȤɟɃȻɁ९ȗɥˢ࠙ऐȢȪȷȷᶫȦɁ࣊ɁᴯᯚᚹҜขȾ۾Ƚᩜ॑ɥ߆ȮȹȗɑȬᶬ

ӏᐐȟᚱȾඩᬂȞɜտȠնȗǾᒲɜɁɝɥᅊȾᝓɔǾᚱᐐȾȾРșȦȻȽȢȪ

団体・婦人団体らと自由法曹団などが中心になって活動してきまし

ȾႆȠɞᇹȲȴɂǾȦɁձศȾɛɞᚱɁୗຑȻಏፏɁධխɥፏߦȾᣡᚐȨȮȹɂȽɜȽȗǿ

ǽɬʃʣʃʒɂᶫጙᴰᴭᴭᴭሗ᭒ɕɁႊᣩȾΈႊȨɟȹȠɑȪȲᶬ᩻ཕɵ᷐ʐʽɗᰇཱུȠɁ፤ᶫʢɬʓʳɮʮ᷐ȽȼᡵᣋȽஓႊֿȾ

ȾǾȗɁȴɗϧ࣐ȟͷɛɝɕ߰ȨɟɞуࢲˁуඩȽᇋ͢ɁȕɝറɥȪᇉȪȹȠȲǿ²± ˰

ɕΈɢɟᶫᛏᣲȟᇣඨȨɟȲ̾ɕᶫ࣮࿎ᜓͶɗདᶫѓႆᆆᆀȽȼȾɛɞȲȽ௸ȟਰॡȨɟȹȗɑȬᶬᤈՍɁᚱᄉႆɁ

ɞǿձศɁӢȕɞҜɂǾȰɁ˪సျɥඩȪǾᚱᐐɁ̷ᩖȻȪȹɁ߰ՋɥेوȬɞȻȻɕ

た。

ǽәདɗуɁᚱᐐɂǾႇഈᄉࠕɗጽຑᩋɁ᪒Ⱥ֤ɥᕶȻȪǾϧ࣐ɥૺȽȶȲᐐȲȴȺȕ

͖ɥȕȗɑȗȾȪȲɑɑɁّȾᶫ఼߬Ɂ˥пȽɬʃʣʃʒߦኍɂఙशȺȠɑȮɦᶬ۾᩸ᯚᚹȾȝȤɞҜขȟᶫᤈՍɁɬʃʣʃʒኍ

ᄑȽҜȟ˩ȨɟȲǿ

±µ

その立場から、泉南アスベストの1陣高裁判決にある「産業発展

Ɂȴɗϧ࣐ȟͷɛɝɕ߰ȨɟɞɌȠȦȻɥᡍɑțǾّɁҤ൏᪅˪ᚐΈɁᤏศɥᝓɔɞ႕ఙ

ɁɝɥඩȪᶫᇹȲȴ៵ᐐɁȗɁȴɗϧ࣐ᶫȢɜȪɁާпɥަɞܑൡȻȽɞȦȻɥ॑ȞɜఙशȪȹȗɑȬᶬ

ȹȠȲǿȻɝɢȤǾ²°°´ ࢳɁኊៈȫɦᑐఊᯚᚹҜขȻᩜᛴ෩βგఊᯚᚹҜขȾȝȗȹɂǾȗ

のためには労働者が犠牲になっても仕方がない」という価値判断に

ᗧᜮᜧȽȼȾȝȗȹǾձศȟӏ͙ഈɗّɥᏘȪǾᚱᐐɥୗຑȬɞҜขȟሥɒɀɜɟ

±°
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ǽɢȟّȺɂǾ±¹·° ࢳ͍͏᪃Ǿ۾هуᚹҜɥɂȫɔȻȬɞୣȁɁуᜮᜧǾȫɦᑐᜮᜧǾ
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ǽ

ʃʒᚱɁՁཟȺȕɞǿպȾǾɬʃʣʃʒɁԲ᪙ॴɗᚱᄉႆɥᅺঝȪȽȟɜǾᩋఙȾ̣ȶ

は、驚きと失望を隠せなかった。多くの国民の常識とはかけ離れて

ǽ·° ࢳ͏˨ɕҰȞɜᆀ፭ጩᎥࡾکɁю۶ȺᄉႆȪȲฤԧɬʃʣʃʒᚱɂǾɢȟّɁɬʃʣ
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いるとしています。アスベストが部屋のカーテンからヘアドライア

ȞȷǾȗȷᝤȟᄉდȪȹɕȝȞȪȢȽȗуȺȕɞǿ̾ऻɕǾ࣮࿎ᜓͶȽȼɁɬʃʣʃʒ᭣

ǽǽǽǽǽǽǽᵋᵍᵌ ஓట៵ᐐᣵᄴǽǽǽǽǽцպ͍᚜ǽա៹ ᅊފ

ǽɬʃʣʃʒᚱɂǾәདᝓްୣȳȤȺɕුࢳ ±°°° ջɥᠯțɞɢȟّఊ۾ɁᐳഈგȺȕɝǾ

ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ ǽǽǽǽǽǽǽǽպǽǽǽǽᅊ˩ Υൗ

ࣳ឴ۢцպɬʞ˂ʵ

ーまで身近な日用品にまで使われてきた。過去の責任をあいまいに

ਜศɥ߰ȪǾऻ˰ȾරɞуඩҜขɥɔɞ
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公正な判決を求める

公害・薬害・労災被害者共同アピール

「何をしても苦しい、
眠ることも食べることもできない。いつも「苦

しい」の言葉しかない毎日を送りながら、原告たちは「自分は何の

ために生きてきたのか」とくり返し考えます。

生きるために、家族のために働いてきたことを後悔はしないけれ

ど、他の仕事を選ぶ選択肢がなかったことを思うと、差し迫る死の

恐怖より、こんな死を迎えなければならないことが悔しいのです。 ･･

裁
･･判所はそのような被害に苦しむ原告の最後の頼みの綱です。

水俣病や大気汚染公害等の患者・被害者団体１１１人の連名のア

ピールが発表されました。

わが国の司法は、いわゆる四大公害裁判をはじめ･･被害者を救

済し、空が契機となって環境行政、労働安全行政、薬害行政などを

前進させてきた。とりわけ大阪高等裁判所は、
・・・・歴史に残る

被害者救済の判決を下し、行政や立法による予防対策を進捗させて

きた伝統を持つ。・・・・

泉南アスベスト国賠訴訟に問われれているのは・・生命・健康を

犠牲にしてまでも産業発展を優先した国の姿勢を・・社会正義の視

座から検証することである・・・」
。

森裕之立命館大学教授と村山武彦東京工業大学教授が呼びかけ、

宮本憲一大阪市大名誉教授ら約100名から賛同が寄せられまし

た。環境問題の他、哲学・倫理学など多様な分野の研究者、また海

外の研究者からも賛同が寄せられています。

裁判所には、各界の共同アピールのほか、全国から寄せられた約

360団体の団体署名も提出しました。
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したままではこれからのアスベスト被害を防止できない。暮らしを

 Ἠ༡ࢫ࣋ࢫࢺᅜ㈺ッゴࡼࡗ࡚ྖἲၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊἲࡽጤ௵ࡉࢀࡓ㔜せ࡞つไ
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пّуᚱᐐ፱ᚐӦᚐ݃͢׆ǽ͍᚜݃׆ǽᑨր᪽
ᴥ۾᩸ˁᛴࡺ۾౫уᜮᜧՁ֖ييᩋᴦ
пّуᚱᐐ፱ᚐӦᚐ݃͢׆ǽ͍᚜݃׆ǽ۾ᆀҟႆ
ᴥʘ˂ʬɬˁʩʔʨʉᜮᜧՁ֖ييᩋᴬ෩βგ˪ᅺཌপᐐ͢͢ᩋᴦ
пّуᚱᐐ፱ᚐӦᚐ݃͢׆ǽ͍᚜݃׆ǽᯚజӴߑ
ᴥɮʉɮɮʉɮგߦኍԦឰ͢͢ᩋᴦ
пّуᚱᐐ፱ᚐӦᚐ݃͢׆ǽ͍᚜݃׆ǽշర֪ඩ
ᴥᗧʮɽʠგూ̱Ձ֖ييᩋᴦ
пّʒʽʗʵȫɦᑐಏፏᜮᜧՁ֖يǽيᩋǽᓗࠞՓᚖ
ᩜᛴ࣮ᜫɬʃʣʃʒ۾᩸ᜮᜧՁ֖يǽيᩋǽԈࠞԩۢ
ᩜᛴ࣮ᜫɬʃʣʃʒ̱᥆ᜮᜧՁ֖يǽيᩋǽߥҰණ܁
ᮐ᥆࣮ٚᜫɬʃʣʃʒᜮᜧፋˢՁ֖يǽيᩋǽࡀ֪႒
˹ᄠᒀˁɬʃʣʃʒপˁপᐐȻɁ͢ǽ͢ᩋǽաࡺ֪ފ

守る契機となる判決を心から期待しているとしています。
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「憲法を尊重し、後世に残る公正判決を
求める弁護士共同アピール」
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「････労災や公害の被害者は、産業発展や経済成長の陰で命を
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落とし、健康を損なった者たちである。司法の勇気ある判断は、その
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不条理を正し、被害者の人間としての尊厳を回復するとともに、いの

 ࡇࢁࡀࠊᨻᗓࡣࠊ⿕ᐖࡢᐇែࢆ┤どࡏࡎࠊ⤒῭ᡂ㛗ࢆ᭱ඃඛࡋࠊປാ⅏ᐖࡸබᐖࢆ㜵ࡄ
ࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞ᡭẁࢆࡗ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡇࡣࠊ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ࠾ࡧࡓࡔࡋ࠸⿕ᐖ⪅ࡢᩘࡀ

ちや健康が何よりも尊重される公平・公正な社会のあり様を指し示し
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てきた。 ････
司法の役割は、人権を尊重し、法的正義を実現すること
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である。
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公害事件や労災事件などを取り組んできた著名な弁護士
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「憲法を尊重し、後世に残る公正判決を求める弁護士共同アピール」
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が発表されています。



「公正な判決と補償を求める学者・研究者共同アピール」
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