
ごあいさつ

点滴穿石

　西淀川公害訴訟は「勝てない」と言われていた公害裁判でした。勝利を導いたのは、公害

患者が苦しみを押さえながら多くの人に訴え、粘り強く反対運動を続けたからです。その姿

を見て、弁護士や医師、学者さんが公害患者を献身的に支えてくれました。そして、支援運

動が大きく広がり、国、大企業にも勝利しました。和解金で公害で疲弊した街を取り戻す運動、

まさに「点滴穿石」と言えるでしょう。

　今日、ここに、公害患者会 40 周年、あおぞら財団 15 周年、あおぞら苑 5 周年を迎える

ことができましたことを心から感謝します。

　1970 年代の西淀川は工場による煤煙、騒音、振動、悪臭、川の汚れ（悪臭）などで人が

住める状況でなく、健康被害、財産被害などが続出し、樹木まで枯れてしまい、日本一の公

害地域となりました。70 年 2 月には「公害に係る公害被害者救済に関する特別措置法」で

西淀川区等が公害指定地域となり、公害患者の医療費などは無料になりました。その後、私

たちは公害患者の組織化運動、公害指定地域の拡大、救済制度、公害健康被害補償法、公害

をなくす地域共闘など大きな成果を上げることができました。78 年に裁判を提起しましたが、

その後、経団連を中心に国、地方自治体から猛反撃に遭いました。78 年には国が二酸化窒素

の環境基準を２～ 3 倍緩和し、大阪市は工業専用地域導入、経団連は「公害が終わった」と

大宣伝し、土光臨調で公害指定地域の見直しが提起されるという、公害冬の時代が到来しま

す。多くの患者と共に大阪～東京、往復する暮らしが続きました。この様な苦しい状況につ

いては、患者会の写真集の中で「森脇コラム」として紹介していますので、ぜひお読み下さい。

　最後に 40 年間の運動を進めた原動力は女性群でした、今、その人たちは患者会役員として、

語り部活動を行い、又、デイサービスセンター「あおぞら苑」を利用しています。老いてま

すます元気です。公害患者は、孫子の為にも私たちのような苦しまないで安心して住める街

にしたい「手渡したいのは青い空」という願いを持っています。その願いを公益財団公害地

域再生センター「あおぞら財団」に託しました。財団は公害反対運動の歴史を残し、後世に

つなぐ資料館、環境学習、地域再生、国際交流などを進めています。

　これからも頑張ります。皆さんのご支援とご協力を益々のお願いいたします。

2011 年 12 月 4 日

西淀川公害患者と家族の会

会長　森脇君雄
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【森脇コラム執筆協力】

　除本理史（大阪市立大学）

　尾崎寛直（東京経済大学）

　松岡弘之（大阪市史料調査会）

　入江智恵子（大阪市立大学大学院生）

　林美帆（あおぞら財団）

【写真収集作業】

　森本米紀（エコミューズ資料整理スタッフ）

Special Thanks
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1972 昭和 47 年
ー立ち上がる被害者たちー

・拡大する被害

・「西淀川公害患者と家族の会」結成総会（大和田小学校）

・機関紙『青空』発行

公害患者会の結成には西淀川区医師会の協力が大きかった。医師会が

公害病認定患者に患者会入会申込書を郵送してくれたり診察の窓口で

呼びかけたり協力してくれた。

ある日、往診中の小型自動車から首を出し、那須会長が「なんやお前、

この頃ナッパ服（注：作業着）から背広にかわったんか。呼びかけ文

の郵送費 8 万円をいつ返してくれるんか？」と聞かれ、笑いながら私

は「公害根絶と被害者救済でお返しします」と返事しました。

森　脇　コラム

結成総会（10/29）の様子を

報じる新聞記事

（上から読売、朝日、赤旗）

尼崎　関西電力の発電所（昭和 38 年 2 月 22 日）

西淀川公害裁判検第 14 号証の 28

診察を受ける実藤雍徳さん（初代会長）
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1973 昭和 48 年
ー補償を求めて手を取り合うー

・大阪市に企業拠出による救済制度の法制化を求める運動

・健康回復事業として近江八幡へレクリエーション

・関西電力に公害患者への完全補償を要求する運動

公害健康被害補償法をつくるなかで、行政を巻き込んで患者会では

勉強会を重ねていましたが、その中で企業責任があいまいになるの

ではないかという心配が起こり、企業責任をはっきりさせて、損害

賠償の支払いを求める交渉を関西電力としました、１１月７日の交

渉では、関電は「責任の一端はある」と認めましたが、１２月７日

には公健法にお金を出すからと患者との話し合いを拒否し逃げまし

た。その日から公害患者が、関電本社前で「うそつき関電」と書い

た横断幕を掲げて、連日抗議行をしました。寒くて歯がカチカチし

ていたのでその音がマイクで伝わっていました。12 月 27 日に関電

は 1 月 10 日に交渉再開を約束し、この運動は終結しました。

森　脇　コラム

3/14　公害企業拠出による補償を求めて大阪市庁舎ロビーに

座り込む（左は激励する沓脱タケ子議員）11/07　関電交渉

12/07　公害患者への完全補償を求めてデモ行進「うそつき関電」

1 月発行　『青空』2 号

姫島支部で運動会、みんなで草むしり
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1974 昭和 49 年
ー ひ ろ が る 運 動 ー

・阪神高速大阪西宮線建設中止を要求する運動

・健康回復事業委員会を作り、箕面スパーガーデンにレクリエーション

・関西電力に公害患者への完全補償を要求する運動

3/19　大阪市会土木委員会に大阪西宮線建設中止を要求 3/19　大阪西宮線建設中止を求め、押しかける人々

10/17　関電交渉（中央・浜田耕助 2 代目会長）

公害被害補償法制定には橋本道夫氏（環境庁

環境保健部長・当時）の存在は欠かせません。

公害健康被害補償法が施行される前に西淀川

で健康実態調査が行われ、行政とやり取りが

ありました。橋本氏は「皆さんからご意見を

うかがったうえでより良いものにしたい」と、

何度も全国各地の患者会 ( ９市の代表 ) を環境

庁に招きました。ここで食事を一緒にしなが

ら政令事項に何を盛りくむのかを真剣に議論

をし、患者の要望がほとんど取り入れ、世界

的に見ても例がない法律が創られました。

森　脇　コラム

実藤擁徳さんは一人暮らしの重症患者でした。薬

と注射の効き目を把握して、なるだけ段差のない

道を歩いていたことを覚えています。クリスチャ

ンで、人柄がよく、司法修習生時代に実藤さんの

話を聞いて弁護団に加わった弁護士も数多くいま

した。詩人で多くの公害の苦しむ様子を短歌で読

んでいます、読売、朝日新聞の歌壇にも出ています。

　　眠れぬ夜なり座して酸素吸い
　　わが住む西淀川の煙る空みる

実藤雍徳さん（初代会長）

浜田さんは患者会事務所がある千北病院の裏側に住んでおり、小学校の先
生で千北病院に通院している患者でした。実藤さんが会長を続けるのが
難しくなって、浜田さんに会長をお願いするため声をかけようとしたとこ
ろ、先生の方から近寄ってこられ「初めまして良くテレビで活躍を拝見
していました」と私たちに挨拶をされ、事情を話したところ、「今後は教
育だけでなく患者運動にも一緒にやらして頂きたい」と快く会員になり、
第２回総会で会長を受けて頂く事になりました。「１、に学習、２、に学習、
団結無くして勝利なし」が合言葉で、毎月の各支部班会議で情勢と運動
を話して会員に勇気付けていました。浜田さんの人柄に惹かれた会員も
多くいました。弁舌鮮やかで西淀川の顔として先頭に立ちました。道路
判決前に急に病状が悪化し判決には立ち会えなかったことが残念です。

浜田耕助さん（二代目会長）
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1975 昭和 50 年
ー公害医療センター開設ー

・阪神高速道路大阪西宮線の建設中止を要求する運動

・転地療養、サマーキャンプなど健康回復事業への取り組み

・他地域の患者会との連携強化、公害デーへの参加

11 月　阪神高速西宮大阪線の橋脚に登って抗議する小角岩一さん

11/7　第 4 回公害デー、宮本憲一先生
6/1　千北病院（現：千北診療所）に

西淀川区医師会公害医療センターを開設

西淀川生活と健康を守る会で大和田に診療所を作るという動きの

中で、地域から資金を集め 44 年に「千北病院」（現：診療所）が

設立されました。老人医療無料化の動きに乗って、地域での出張

検診を行い、千北病院でたくさんの老人健診を引き受けることに

なり、そのため検査技師や検査設備の体制が整っていました。そ

うした中で公害に係る健康被害に関する特別措置法が施行され、

その検査機関が必要となりました。西淀川には公立病院がなかっ

たために、那須会長のアイデアで千北病院に「医師会立公害検査

センター」が置かれることとなりました。その指導にあたったの

が田中千代恵検査技師です。

森　脇　コラム
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1976 昭和 51 年
ー全国の仲間と手を携えてー

・パンフレット『公害をなくせ』発刊

・第 1 回全国公害被害者総行動デー

・ぜん息児童対象のサマーキャンプ

・環境庁橋本道夫大気保全局長が西淀川訪問、高速道路視察

6/6　第 1 回全国公害被害者総行動デー

パンフレット『公害をなくせ』発刊 (9/10)

発刊記念集会 (10/15)

4 大公害裁判の被害者勝利に対して、財界、政府が一体とな

り「まきかえし」を図ってきました。それに危機感を持った

大阪空港裁判弁護団などが呼びかけ、薬害スモン、イタイイ

タイ病、水俣、大気汚染、カネミ油症など 32 団体があつまり、

合同で省庁交渉・企業交渉を行う「公害被害者総行動」が始

まることとなりました。

（以来この運動スタイルは今日まで毎年行われ続けています）

その総行動には西淀川公害患者の会の浜田耕助会長が代表委

員としてかかわり、基調講演をおこないました。

森　脇　コラム

6/15　第 1 回全国公害被害者総行動デー大阪報告集会



10

1977 昭和 52 年
ーついに提訴を決意ー

・患者会臨時総会、提訴を決定

・大阪公害患者の会連合会結成

・第 2 回全国公害被害者総行動デー

・府立西淀川高等学校設立要請

8/7　裁判提訴で臨時総会、提訴方針決める（大和田小学校）

4/3　大阪公害患者の会連合会結成大会

6/5　第 2 回全国公害被害者総行動デーのために上京

西淀川公害は、被害が明らかでも原因が特定しにくいため

に裁判提訴が困難でした。48 年 7 月に豊中市で開催された

青年法律家協会（以下、青法協）第 5 回公害研究集会で「西

淀川で訴訟がしたい」と訴えました。その後、青法協所属

の井上善雄弁護士と相談を重ね、49 年 4 月には大阪弁護士

会内に「西淀川問題小委員会」が発足する運びとなりました。

52 年に裁判が可能だという委員会の調査報告が出され、患

者会は裁判の準備に取りかかりました。8 月 7 日に臨時総

会を大和田小学校で開催、講堂は超満員で、満場一致で裁

判で闘う方針が決まりました。

森　脇　コラム
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1978 昭和 53 年
ー裁判提訴、勝利への決意ー

・西淀川公害裁判提訴

・二酸化窒素環境基準緩和に反対する運動

・西淀川区の工業専用地域指定計画に反対する運動

・二酸化窒素測定運動

・オオムギによる空気の汚染調査

7/25　西淀川公害訴訟勝利決起集会（大和田小学校）

4 月 20 日、中之島公会堂で大阪患者の会連合会第 2 回総会

が開かれました。1400 人が集まり、西淀川裁判支援を運動

方針として満場一致で採択し、終了後ただちに原告団を先

頭に参加者全員が大阪地方裁判所に結集しました。午後 3

時 30 分、裁判所の広場と周辺道路を埋め尽くした仲間の支

援と拍手のなかで、関田政夫弁護団長の提訴の報告をしま

した。

第 1 回公判は 7 月 26 日でした。原告代表は 4 人で、実藤さん、

土井さん、斉藤さん，網城さんが苦しみを訴え、3 時間 30

分にわたる公判が繰り広げられました。

森　脇　コラム

4/20　訴状提出

天谷式カプセルを説明する
天谷和夫先生

2/5　青法協人権研究交流集会10/18 二酸化窒素環境基準緩和撤回を求めて
             大阪市役所ロビーに座り込み

11/10 大阪市公害対策審議会
　　　NOx 小委員会で陳述

2/24　西淀川に対する工業専用地域指定案の
　　　再検討をもとめる区民連絡会議
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1979 昭和 54 年
ー環境基準緩和を許すなー

・二酸化窒素環境基準緩和反対

・公害指定地域解除（公害健康被害補償法の廃止）反対

・二酸化窒素測定運動

・呼吸訓練講習会、ぜん息児サマーキャンプ

・岸知事、西淀川訪問

1977 年から NO2 環境基準緩和の動きが明らかになってい

ました。橋本さんの後任の山本宜正大気保全局長は、患

者に対して基準緩和の説明をしようとしましたができず、

1978 年 10 月 19 日、「私は不勉強でありますので、現在の

時点では NO2 濃度年平均値 0.03ppm の科学的根拠につい

ては患者の皆様に対し説明できません」とする文書にサイ

ンしました。山本局長は、1979 年 7 月 30 日にも、疫学調

査に基づく基準緩和の根拠を示せないことを事実上認める

確認書にサインをしています。

森　脇　コラム

7/14　二酸化窒素環境基準緩和反対で知事交渉

8/29　岸昌知事、西淀川訪問 6/6　幹線道路で二酸化窒素測定

11/23　公害指定地域解除
　　　  反対街頭宣伝

7/13　第６回公判
　　　大阪地裁裏庭にて
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1980 昭和 55 年
ー 6 才以上切捨て反対ー

・二酸化窒素環境基準緩和に反対する運動

･ ぜん息児性気管支炎患者の６才以上打ち切りに反対する運動

・認定患者更新時大量否決と等級格下げに反対する運動

前年の 11 月 9 日、公害健康被害認定審査会全国会議に、環境庁

が 6 歳以上のぜん息性気管支炎患者は認定の対象にしないという

提案をしました。1980 年 2 月 5 日、豊中市民会館で認定審査会

関西ブロック会議が開かれました。会場には寒風の中、大阪、尼

崎、神戸の患者会から 700 人が集まり、入場する審査委員に一人

一人訴え、さらに会議冒頭に患者 9 人が直接訴えを行いました。

こうした患者の騒然かつ熱意あふれる訴えは、審議委員の心を動

かし、会場で発言した 13 人の審査会委員が ｢反対｣ の意向を表

明し、環境庁のもくろみを大きく後退させました。しかし、大阪

市ではこの年を境に、多くの患者が認定を取り消されています。

森　脇　コラム

2/5　公害健康被害認定審査会関西ブロック会議で 6 才以上打ち切りに抗議

10/17　対大阪市交渉　西淀川区役所

11/16　第 9 回公害デー・公害死亡者合同追悼会

2/29　二酸化窒素環境基準緩和抗議活動 ( 大阪府庁前）
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1981 昭和 56 年
ー全国の仲間と一丸になってー

・「全国公害患者の会連合会」結成

･ 西淀川公害訴訟勝利決起集会

・患者認定新検査（フロボリューム曲線解析）導入反対運動

・アンモニア濃度測定

5 月 17 日、「全国患者会連合会」の結成大会が、大阪市立西九条小

学校で開催されました。大阪で開催されたのは、参加者を多く集め

られるほど、患者会が組織化されていたためです。連合会の前身は、

1973 年に名古屋市で 7 地域患者会を集めて結成された「全国公害患

者会連絡会」です。それ以来、血のにじむような闘いを続け、各地の

相互の理解と団結をつよめ組織の拡大をはかるとともに、公害追放、

被害者救済など全国的な公害反対運動で重要な役割を果たしてきまし

た。しかしこの時期、財界と政府の巻き返しは一段と強まっており、

再び以前のような深刻な事態にする危険性がありました。こうした中

で私たちは、これまでの「連絡会」から、規約に基づく統一的な組織

に発展する必要があったのです。

森　脇　コラム

5/17「全国公害患者の会連合会」結成大会 ( 西九条小学校）

5/22　西淀川公害訴訟勝利判決決起集会（大阪地裁前）

3/18 西淀川区内 97 ヶ所でアンモニア濃度測定

6/8 ～ 9　第 6 回全国公害被害者総行動デー
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1982 昭和 57 年
ー亡き被害者を悼むー

・大阪府の二酸化窒素環境基準緩和（ステップ 21）反対運動

・西淀川公害死亡者合同追悼会

4/8　岸知事交渉

8/21　西淀川公害死亡者合同追悼会（西淀川区民ホール）

環境庁は「ぜん息性気管支炎」の問題に続き、「フロボリューム曲線解

析」の導入について、全国公害認定審査会に意見を求めました。2 月 5

日、吹田市千里市民センターで行われた全国公害認定審査会関西ブロッ

ク会議に、大阪から 600 人の患者がかけつけ、「あらたな患者の切捨て策」

を認めないでほしいと要望行動を繰り広げました。環境庁は 3 月中に「通

達」出すとの方針から「時期についてはメドが立たない」と大幅に後退

し、この後、全国公害認定審査会は解散する事になりました。

8 月 21 日には、区民ホールで約 300 人の参列者を得て、西淀川患者会

結成 10 周年記念行事として「公害被害者合同追悼会」が開催されました。

参加者は 679 名の公害死亡者の霊前で「公害巻き返し」をはねのけ、公

害追放と被害者の完全救済実現に向け、新たな決意を固めあいました。

森　脇　コラム

12/4 ～ 7　
NO2 環境目標値緩和反対で大阪府庁
座り込みとハンガー・ストライキ

西淀川喘息児サマーキャンプ
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1983 昭和 58 年
ー補償法を守る臨調闘争ー

・公害指定地域解除（公害健康被害補償法の廃止）反対（臨調闘争）

・西淀川公害裁判 2 次訴訟原告団結成総会

思い通りいかず業を煮やした経団連は、ついに臨調（第２次臨時調査会

―いわゆる土光臨調）に要望書を提出し、本来、賠償制度は行政改革の

対象になじまないのを承知で臨調答申に補償法廃止を盛り込ませまし

た。1 月 10 日の行動では、600 人が太鼓を合図に会場に傾れ込み「土

光会長、出て話し合え」と訴え、代わりに瀬島委員と金杉委員が出てき

ました。瀬島龍三委員を見て、堺の河野さんが「あれは満州軍部の参謀

だ」「わしは将校の運転手をしていたのでお前だけは忘れない」と叫び、

あわてた瀬島委員は逃げましたが、再度出てきて 5 名だけを会場に入れ、

臨調委員の中で直訴状を読み上げることになりました。結局 3 月に答申

が出されましたが、経団連が企む補償法潰しにはならず、答申を 4 度も

書き変える大きな成果をあげました。しかし、指定地域の「解除要件の

明確化」という文章を取り除くことはできませんでした。

森　脇　コラム

1/10　瀬島議員・金杉議員と交渉

1/10 臨調直訴総決起行動、臨調前で座り込み　

臨調闘争ビラ
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1984 昭和 59 年
ー２次訴訟も立ち上がるー

・西淀川公害裁判 2 次訴訟提訴

・公害指定地域解除（公害健康被害補償法の廃止）反対運動

・「大気汚染指定地域解除反対大阪府民懇談会」結成

西淀川公害裁判第 2 次提訴に結合し、9 月 20 日から 100％の参加を

めざして情勢分析と提訴の意義を訴え、弁護士とともに 52 回の学習

会を開き、1682 世帯（95％）の会員が参加しました。経団連の補償

法つぶしの動き、中曽根総理の「公害指定地域解除はどんどんやれ」

との国会答弁、大阪市の認定打ち切り、等級格下げなどを目の当たり

にし、みな学習と体験で異議申し立ての重要性が身についていた時だ

けに、第 2 次提訴の意義が分かり「巻き返しに対し、運動で跳ね返し」

を合言葉に、原告になる決意をしました。原告団長は、第 1 次提訴で

は実藤さん、第 2 次提訴では浜田会長、最後の第 3 次提訴では私が

務めました。

森　脇　コラム

7/7　2 次訴訟提訴、大阪地裁へ向かう7/6　2 次訴訟提訴前夜集会

7/7　2 次訴訟提訴、訴状提出

7/7　2 次訴訟提訴、大阪地裁前

12/3　大気汚染指定地域解除反対大阪府民懇談会
　　　結成
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1985 昭和 60 年
ー決意新たに３次訴訟提訴ー

・西淀川公害裁判３次訴訟提訴

・フェニックス計画中島基地（産業廃棄物処理施設）建設反対運動

・各支部で学習会が開かれる

5 月 15 日、西淀川公害訴訟の総仕上げともいえる

第三次訴訟が 142 名によって提訴され、原告総数は

725 名となり、当時日本最大の公害裁判となりました。

一方、6 月になって府内北部の産業廃棄物を中島地区

に集積した後、大阪湾を埋め立てるというフェニッ

クス計画の存在が明らかとなり、住民の健康を守る

ため反対運動に取り組んだ結果、患者会は住民の理

解と協力が得られない限り工事の着工はしない旨の

確認書を得ました。

森　脇　コラム

フェニックス計画中島基地
建設反対運動

5/29　支部学習会

6/5 ～ 6　
第 10 回全国公害被害者総行動デー

10/29　10 月公害被害者総行動
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1986 昭和 61 年
ー公害指定地域解除を許すなー

・公害指定地域解除（公害健康被害補償法の廃止）反対運動

10 月に中央公害審査会は 4 月に出された専門委

員会の結論をねじ曲げて、公害指定 41 地域の

全面解除と患者の新規認定を行わないことを打

ち出し、こうした動きに反対する緊急総決起行

動が 10 月 1 日から 6 日にかけて東京や各地で

取り組まれました。特に 10 月 30 日には中公審

保健部会が開催されることにあわせて環境庁で

150 名が座りこみを行いましたが、15 名が強制

的に排除された時点で打ち切り、環境庁正門で

支援者の出迎えを受けました。

森　脇　コラム

10/6　公害指定地域解除に反対する緊急総決起行動
            （日比谷公園で説明する環境庁目黒克己保健部長）

10/1 ～ 6　公害指定地域解除に反対する緊急総決起行動9/6　大阪公害患者の会連合会第 10 回定期大会

1/7　新春初顔合せ会

1/24　公害患者の完全救済を求める
             大阪市環境保健部審査課交渉
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1987 昭和 62 年
ー補償法を守る奮闘ー

･2 次訴訟第 1 回公判

・公害指定地域解除（公害健康被害補償法の廃止）反対運動

公害指定地域廃止の決議は第 109 回通常国会です。当時は衆議院の

過半数が自民党で、参議院は社会党が主導権を持っていました。こ

のときは売上税と公健法が大きな議題となっていましたが、社会党

と自民党の取引で、売上税を廃案にする代わりに公害指定地域廃止

を通すこととなっていたようで、騒然とした中での採決は賛否が分

からず終わり、丸山委員長は守衛と議員に抱えながらの退場になり

ました。私は「ちっちゃな子供が死ぬんだぞ！」と叫んでいました。

森　脇　コラム

6/5　第 12 回全国公害被害者総行動デー

2/4　大阪府生活環境部長交渉

1/29　大阪市要請大行動

7/25 大阪公害患者の会連合会
          第 11 回定期大会

2/4　大阪府知事室座り込み
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1988 昭和 63 年
ー府民大集会で一丸となるー

・西淀川公害訴訟の早期結審の全面勝利をめざす

   3・18 府民大集会

・公害指定地域解除（公害健康被害補償法の廃止）反対運動

・大阪市に患者認定審査の改善を要求する運動

・原告団弁護団事務所を開設

公害指定地域解除が実施されたあと、国際

的な公害被害者交流を目指して地球サミッ

トに代表が送られる一方、各地で提訴を目

指す動きが高まり、大阪では 3 月 18 日に中

之島公会堂で「早期結審完全勝利をめざす

府民大集会」に 2200 人以上が集いました。

これに取り組むため新たに梅田に弁護団事

務所が新設され、患者は弁護士とともに地

域の人々への訴えに取り組みました。10 月

には「地球環境と大気汚染を考える全国市

民会議」（CASA）が結成されました。

森　脇　コラム

3/18　西淀川公害訴訟の早期結審の全面勝利をめざす 3・18 府民大集会

7/6　大阪市審査課交渉

9/9　区民連絡会「西淀川公害を語る夕べ」

11/16　千葉川鉄大気汚染公害訴訟支援

原告団弁護団事務所
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1989 平成 元 年
ー熱気溢れる区民大集会ー

・早期結審 ･ 早期公正判決を求める区民大集会

・公害地域の再指定を要求し、裁判の早期結審、公正判決を求める       

   100 万署名運動

3 月 15 日、区民連絡会と患者会が共催した「早期結審・早期公正

判決を求める区民大集会」には、区内 74 団体 600 名の参加があり、

会場は活気に満ちあふれました。4 月には同様の趣旨で 100 万筆署

名運動が取り組まれ区内からも多くの賛同を得ました。しかし、市

はプライバシーを理由に公害認定資料の提供を拒むようになり、被

告企業はぜんそくの原因は大気汚染ではないという「ニセ患者論」

を主張しました。11 月には公害指定地域解除反対大阪府民懇談会

が発展的に解消し、61 団体で「大気汚染公害をなくし被害者の完

全救済をめざす大阪府民連絡会」( 大気公害府連 ) が結成されました。

森　脇　コラム

『手渡したいのは青い空』出版

12/15　100 万署名運動

3/15　早期結審・早期公正判決
             を求める区民大集会
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1990 平成 2 年
ー雪の結審総行動ー

・手渡したいのは青い空１・31 結審総行動

・各地で共感ひろば開催

・東南アジア環境調査

1 月 31 日の第一次訴訟結審にあわせた「雪の結審行動」

では、裁判所を原告・支援者 2000 人の人間の鎖で包囲

しました。雪の中で上空を舞う報道関係のヘリコプター

の音を見上げる遺影を掲げた原告には涙が出ていたこと

が今でも目に浮かびます。4 月には公害輸出監視日本法

律家協会の呼びかけで行われた調査の一員として東南ア

ジアを視察し、マレーシアでは三菱化成子会社 ARE の放

射性廃棄物公害と闘う住民との交流を行いました。

森　脇　コラム

1/31　手渡したいのは青い空 1・31 結審総行動

4/1 ～ 9　東南アジア環境調査

11/14　共感ひろば
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1991 平成 3 年
ー 6000 人のなのはな行動ー

勝てないと言われていた西淀川公害の判決は、被告企業 10

社に対し昭和 30 年代からの大気汚染について共同不法行

為責任が認められ、総額 3 億 5742 万円の損害賠償が命じ

ました。共同不法行為責任では「環境問題での関連性」と

いう新しい判断を示し、大都市の工場同士の共同責任を認

めました。また、損害賠償額が千葉判決を大幅に上回った

ことは「人間の命の重さ」を前進させた画期的な判決でし

た。一方、一次道路公害責任については認められず、裁判

の論点は道路公害に移っていきます。

森　脇　コラム

・一次訴訟判決「なのはな行動」

・全面解決に向け企業交渉

・「西淀川街作り再生プラン」発表シンポジウム

・西淀川ネットワーク交流決起集会

・世界パリ NGO 会議への参加

12/16 ～ 20　世界パリ NGO 会議への参加

3/29　なのはな行動

3/21　「西淀川街作り再生プラン」発表シンポジウム

3/29　判決後、関電交渉・関電前で座り込み
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1992 平成 4 年
ー世界に広げる運動ー

・地球サミット（ブラジル）への参加

・判決 1 周年あおぞらデー

・1 次高裁審理始まる

財界、日本政府が「公害は終わった」と宣伝に対し、全国患者会は

公害被害者の実態と深刻な状況を世界に訴え、各国の被害者との交

流と国際会議に参加できる機会を待っていました。「地球サミット

に関する世界 NGO 会議」（1991 年 12 月 17 日～ 20 日）にフラン

ス政府から招待され、被害の訴えを発言しました。また、リオの地

球サミット（1992 年 6 月 3 日～ 14 日）にも参加しました。日本

政府は「公害は終わった」と北九州市の例をあげ説明したが、被害

者が竹下元首相の閉会のあいさつを遮り、演壇に立ち「公害は終わっ

てない！被害が今でも続いており深刻な事態だ」と 30 分ほど訴え、

会場いっぱいの拍手が起こりました。

森　脇　コラム

6/3 ～ 14　地球サミット（ブラジル）

4/27　１次高裁審理始まる（第１回高裁公判行動）
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1993 平成 5 年
ー関西電力に全面解決を迫るー

・関西電力に全面解決を要求する運動

・大阪府による環境保全条例策定に対して要求を訴える運動

・大和田ゴミ焼却場横に温水プールを設置

解決への最大の障害となっている関西電力へは何度も掛け合いまし

た。本社前での交渉（「はるかぜ行動」「こがらし行動」）だけでなく、

株主総会で発言する為に、原告 19 人弁護士 10 人が株を取得し総

会に参加しました。秋山社長が経営報告の中で「裁判所のあのよう

な判断を示されたことは厳粛に受け止めており、今後も引き続き環

境対策を進め努力していく。従って皆様の意見を承っていきます」。

原告からは塚口さん、岡前さんが苦しんでいる状況を発言し、弁護

士の村松先生が「第一次判決の重みを重視し、一日も早く解決をせ

よ」を迫りました。株主総会以後は話し合いに応じるようになり法

務部にグループが出来たのも大きな成果です。

森　脇　コラム

6/29　関西電力株主総会

12/7　こがらし行動

5/13　西淀川判決懇

4/16　関西電力本社前での
　　　「はるかぜ行動」

1/8　新春初顔合せ会
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1994 平成 6 年
ーパラソルに願いをこめてー

・6・29 関電株主総会行動

・2 次 4 次訴訟結審、パラソル行動

・関電本店支店近畿一円一斉行動

・アジア太平洋公害被害者交流集会

デンマーク、台湾、韓国、タイの方々が西淀川を訪問してくれ、私

は台湾、韓国を訪問し環境団体や被害者と交流を深めてきました。

11 月 20 日に西淀川区民会館で「アジア公害被害者交流の集い」を

開催しました。西淀川の公害被害者運動を学びたいと願う海外の団

体に「公害運動の経験とこれからの運動」の報告書をつくりました。

第 2、3 次結審では、パラソルを片手に裁判所までのデモ行進しま

した。裁判所は開廷直前に「判決は平成 7 年 3 月 29 日午前 10 時

に言い渡します」と宣言し終了しました。こうした裁判で判決日を

言うことはあまりなく、裁判官の意欲を感じました。

森　脇　コラム

7/21　2 次 4 次訴訟結審、パラソル行動

11/20　アジア太平洋公害被害者交流集会

11/6 第 23 回定期総会

10/27　関電本店支店
　　　  近畿一円一斉行動

原告団弁護団事務所（姫島）

患者会事務所（千北診療所）
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1995 平成 7 年
ー被告企業と勝利和解ー

・被告企業との和解「3・２和解確認式」

・判決「７・５あじさい行動」

・第 1 回転地療養、山中温泉へ

企業交渉でまず動いたのは、千葉川鉄裁判でつながりがあった鉄鋼関

連でした。90 年 7 月頃から鉄三社と折衝して和解の道筋を作っていき

ましたが、関電が和解を持ち出したのは阪神淡路大震災のあとでした。

その理由は阪神淡路大震災で被害を受けたために裁判を長引かせたく

ない、判決で 2 度と負けたくない、署名が 100 万を超えて世論が原

告を応援していることが上げられます。住金の総務部次長藤原さんは

病気を隠して和解の為に奔走してくれました。1995 年 3 月 2 日、和

解法廷に先立ち大阪全日空ホテルで「被告企業との和解による終結の

確認式」が行われ、原告団、弁護団、支援者 130 人の前で、被告企業

10 社の社長、副社長らが深々と頭を下げ、原告患者に謝罪し、39 億

9000 万円を支払い、ようやく公害の責任を認めました。

森　脇　コラム

3/2　被告企業との和解確認式

11/9　西淀川公害裁判 11・9 勝利報告集会

7/5　あじさい行動

７月５日には２次、３次裁判は道路管理者の責任を

断罪し、被告対象道路（２号線、阪神高速道路池田線、

西宮線）いずれも健康影響を与える危険性があるこ

とが認定され、全国の道路公害裁判を勝利へ導く第

一歩となりました。判決集会はあいにくの雨でした

が、1600 人が裁判所を包囲しました。坂田弁護士が

「勝利―道路責任を認める」の旗を手に飛び出してく

ると、喚起の声が中之島に響きとどろきました。

森　脇　コラム
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1996 平成 8 年
ー企業への立入調査を実現ー

・1 次高裁再開

・浜田耕助前会長を偲ぶ会

・企業への立入調査

・ピークフロー貸出無料化の実現

・あおぞら財団設立

企業との和解後、立ち入り調査は関西

電力と合同製鐵で行いました。8 月 6

日に関西電力の尼崎第３発電所に患者

会 35 人を含む 97 人が参加、調査では

年間３ヶ月ほどしか稼働せず、貧弱な

脱焼装置、脱硫装置の設置がないこと

が判明しました。稼働率の高い尼崎東

発電所も同様であると多くの問題点が

明らかになりました。

森　脇　コラム

4/15 ～ 16　第 2 回転地療養（湯郷温泉）

7/22　浜田耕助さんを偲ぶ会 11/8　あおぞら財団設立の集い

10/8 合同製鐵立入調査

8/6　関西電力尼三発電所立入調査
8/6　関西電力尼三発電所立入調査
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1997 平成 9 年
ー高炉の火が消えたー

・西淀川の震災展

・天満橋宣伝行動

・合同製鐵高炉お別れ会

阪神淡路大震災から 2 年たった、1 月

17 日に西淀川区民会館にて、西淀川の

災害展（あおぞら財団事務局）が開催

されました。大阪市内最大の被害をも

たらした西淀川区の被害の全容を明ら

かにし、安全で住みよい街づくりにつ

いて考えるきっかけを提供しました。

900 人以上の人が来場してくれました。

森　脇　コラム

3/6　倉敷大気汚染公害訴訟支援

3/6　天満橋宣伝行動

10/8　合同製鐵高炉お別れ会

1/17 ～ 19　西淀川の震災展
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1998 平成 10 年
ーついに国・道路公団に勝つー

・企業交渉「たんぽぽ行動」

・全面解決「ひまわり行動」

・第 1 回西淀川道路連絡会

・「西淀川道路検討会」発足

・全面解決を祝うつどい

・三朝温泉へ全面解決祝賀旅行

7 月 29 日、国、阪神高速道路公団との和解法廷が開催され、21 年間の
闘いに終の止符を打つことが出来ました。120 人が歴史的瞬間を見守り
ました。和解勧告の中で過去の大気汚染の激甚による公害被害者が多発
した事実を認めた上で「自動車排ガスによる公害被害者が発生している」
と因果関係を認めました。午後１時から裁判所前で 400 人の参加者に
よって和解法廷前集会を行い、その後、天満橋研修センターで「道路政
策提言　地域から考える日本の道路」の発表し、裁判後も意気高く運動
していくことを誓い合いました。
10 月 3 日、ホテルニューオオタニ大阪で「西淀川公害裁判の全面解決
を祝う会」が行われました。裁判という争いごとを克服して、国、地方
自治体や企業が被害者とパートナーシップを築き公害のない西淀川を再
生していくスタートの日でもあります。環境庁岩垂寿元長官、広瀬大気
安全局長ら、大阪市藤井環境保健局長、建設省近畿地検平野路成調査官
など多くの参加者をお迎えすることが出来ました。

森　脇　コラム

7/29　全面解決「ひまわり行動」

10/3　全面解決を祝うつどい
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1999 平成 11 年
ーグリーンルームを開放ー

・新事務所、グリーンルーム開設

・園芸クラブ「福の庭」

・手芸クラブ発足

・歌島橋交差点問題

・証言集『手渡したいのは青い空』出版

患者会の事務所を三洋ビル（現：あおぞらビル）

に移転しました。2 階は事務所、3 階は社会的還

元として誰でも使用できる部屋「グリーンルーム」

としました。

あおぞら財団の園芸療法は羽曳野病院で行ってい

ましたが、1999 年から樋口一蔵さんの働きかけで

福小学校前の公園で行うことになりました。土を

触ることで目の色が生き生きしてきた患者さんも

いました。ここには 9 月 16 日に環境庁広瀬大気

保全局長も見学にきました。

森　脇　コラム

5/20　川崎大気汚染公害訴訟支援 6/4　尼崎大気汚染公害訴訟支援

『手渡したいのは青い空　
西淀川公害裁判を闘った
原告の証言』出版

9/16 環境庁大気保全局長、福の庭視察

3/1　国土交通省現場検証

8/6　グリーンルーム開所のつどい

歌島橋交差点
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2000 平成 12 年
ーひとりひとりの声を大切にー

・川口順子環境庁長官、西淀川訪問

・足立義明さんを送る会

・『青い空の記憶』出版

西淀川の患者会を支えてきたのは毎月、

開かれる「役員会」そして「班長役員

合同会議」です。情勢討議、経過報告、

財政などを真剣に討議して、全員が「わ

かった」「じゃあ、決めたことはやりき

ろう」の繰り返しです。また、学習会

も大事な行事です。班長さんは支部別

に別れてはいますが会費の集金、「青空」

の配布、個々の相談も一つの仕事です。

その中から一人ひとりの声が伝わって

きます。

森　脇　コラム

6/5　手芸クラブ10/19　園芸療法　福の庭

11/27　名古屋南部大気汚染公害訴訟支援

7/19　川口順子環境庁長官、西淀川訪問

8/5　足立義明さんを送る会

11/2　患者会役員会

11/24　患者会班長役員合同会議

『青い空の記憶』出版
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2001 平成 13 年
ー患者会創立 30 周年ー

・語り部活動

・患者会創立 30 周年記念レセプション

被害を後世に伝えるため、「語り部活動」に取り組

んでいます。小学生から大学生、博物館、そして韓

国の司法修習生、ＪＩＣＡとの懇談等、国際的にも

大活躍しました。東京農大で患者会が講演した様子

は、世田谷、網走、厚木の３キャンバスに放送され

て会場の 350 人だけでなく多くの人に伝える事が

できました。公害被害は日本だけの問題ではありま

せん､ 発展した国やこれから発展する国まで世界に

広がっています。21 世紀を環境優先にするために

も語り部の役割は大きくなります。

森　脇　コラム

11/4　患者会創立 30 周年レセプション ( 左、田中千代恵さん夫妻 )

5/30　国土交通省、阪神道路高速公団と道路連絡会

2/21　語り部活動（岸和田市立常盤小学校）

10/30　語り部活動（大阪市立歌島小学校）

9/5　語り部活動（コソボの高校生）

7/23　語り部活動（韓国司法修習生）
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2002 平成 14 年
ー語り、集い、支え合うー

園芸療法は福の庭から、佃１丁目

にあるデーサービスハウス「ひま

わりの家」の庭へ移りました。こ

の１年間で約 30 回開催し、1 月 21

日には参加者、園芸の先生、学生

さんが集まって、１年間を振り返

り「よかった、楽しかった､苦しかっ

た」など、食事をしながら懇談し

総括を行いました。

森　脇　コラム

1/22 ～ 2/17　リバティおおさか（大阪人権博物館）
　　　　　　   企画展「西淀川公害と地域の再生」

10/15　語り部活動（姫島小学校）

10/25　語り部活動（JICA）

10/8　ひまわりの家

・リバティおおさか企画展「西淀川公害と地域の再生」

・ミニデーサービスハウス「ひまわりの家」

・語り部活動
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2003 平成 15 年
ー生活実態アンケート調査ー

・公害病認定患者の生活に関するアンケート

・ひまわりの家

・黒田了一元大阪府知事を偲び、お別れする会

2001 年に健康回復事業の成果や生きがいについて調査

しました。その中で 2002 年、活動や転地療養にほとん

ど参加できない公害患者を再調査しました。その結果を

受けて 2003 年 7 月、全会員に「公害認定患者の生活実

態に関するアンケート調査」を行いました。重傷者は

事務所までタクシーを使い、家族付き添いで酸素ボン

ベを持参して聞き取り調査に協力してくれました。あ

おぞら財団と共に分析し、その結果をもって環境庁と

交渉し、全患者に予防事業の拡大（リハビリなど）が

適応できるよう要請しました。

森　脇　コラム

12/9　ひまわりの家 11/20 ～ 21 第 17 回転地療養（玉造温泉）

7 月 公害病認定患者の生活に関するアンケート

9/2　黒田了一元大阪府知事を偲び、お別れする会
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2004 平成 16 年
ー「あおぞらビル」誕生ー

・あおぞらビル購入

・水中リラックス教室

・歌島橋交差点問題

11 月 25 日と 12 月 8 日にぜんそく患者のための「水中リラックス教室」

に参加しました（あおぞら財団が開催）。とても心地よく、楽しく気

楽に訓練できました。身体全体が軽くなった感じで、姿勢がよくな

ります。その後、あおぞら財団は「水泳のためのリラックス教室の

手引き」を作成し、環境庁を通じて全国に普及しています。

西淀川道路連絡会での話し合いでは、出来島小学校では二酸化窒素

の環境基準は上限値を超えており、国公団が社会実験をしている

「ロードプライシング」についても不十分な点が目立ち、新佃公園、

大和田交差点は工事も進んでない状況で、約束が違うのではないか

と糺す。和解後も遅々として進まない道路沿道についての話し合い

に患者はいら立ちを隠せません。

森　脇　コラム

3 月　水中リラックス教室

6/29　第 8 回道路連絡会

7/22　歌島橋交差点問題で大阪国道事務所と交渉
あおぞらビル購入

6 月　手芸クラブ

5/15 ～ 16　第 18 回転地療養 ( 琴平温泉 )
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2005 平成 17 年
ー福祉施設建設に向けてー

・福祉施設（通所介護施設）建設に向けた会員アンケート調査

・65 歳以上の公害病認定患者生活実態調査フォローアップ事業

・歌島橋交差点問題

10 月 10 日に企業和解から 10 周年の記念イベント

をエルモ西淀川で 210 名が参加し開催しました。

記念講演では公弁連代表委員豊田誠さんが「西淀

川公害裁判の歴史的意義」と題して講演し、あお

ぞら財団理事のアグネス・チャンさんが大野川緑

陰道路をベロタクシーに乗って会場に登場、「子供

たちに青空を」のテーマで講演してくれました。

ビデオの上映や公害患者の語り、かわさきゆたか

さんの「手渡したいのは青い空」をみんなで合唱

する楽しいひと時となりました。

森　脇　コラム

10/10 企業和解 10 周年記念のつどい

3 月　高齢公害病認定患者生活実態調査フォローアップ事業

歌島橋交差点 横断歩道撤去前

横断歩道撤去後

2 月～ 3 月　福祉施設建設に向けた会員アンケート調査
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2006 平成 18 年
ー「あおぞら苑」オープンー

・デイサービス施設「あおぞら苑」オープン

・リバティおおさかで西淀川公害の常設展示始まる

・ソラダス 2006

・語り部活動

・林功さんを偲ぶ会

9/21　あおぞら苑お披露目

7/12　リバティおおさか訪問

第 34 回総会で「通所介護施設ディサービス」開設する

ことを決めました。NPO 法人「西淀川福祉・健康ネッ

トワーク」設立し、ディサービス「あおぞら苑」をオー

プンさせました。場所は西淀川公害運動発祥の地であ

る大和田です。あおぞら苑の玄関横に前滋賀大学学長、

宮本憲一の直筆の「公害で闘い環境再生の夢を」の文

字が入った立派な記念碑が出来ました。9 月 21 日には

「あおぞら苑」のお披露目会、記念碑除幕式を盛大に行

いました。公害運動から環境再生、そして福祉事業へ

と発展しています。

森　脇　コラム

11/17　JICA 研修

7/8　林功さんを偲ぶ会
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2007 平成 19 年
ー呼吸リハビリ始まるー

・あおぞら苑にぎわう

・あおぞら財団「明日への環境賞」受賞

・高齢認定患者リハビリテーション開発に関するグループ懇談会

4/24「明日への環境賞｣ 受賞

11/17　東京大気汚染公害裁判全面解決報告集会

11/29 ～ 30　第 22 回転地療養 ( 城崎温泉 )

あおぞら財団が朝日新聞「明日への環境賞」を

受賞しました。4 月 24 日に東京朝日新聞の本社

で第８回「明日への環境賞」の贈呈式、祝賀会

があり、朝日新聞の秋山社長から賞状、楯を授

与されました。あおぞら財団は公害患者の「次

の世代に青空を手渡したい」という願いを叶え

るために、裁判の和解金をもとに 1996 年に設

立しました。あおぞら財団が行ってきた国、企

業に働きかけて実施してきた環境再生改善の取

り組みが世間に認められたのです。

森　脇　コラム

2/6　あおぞら苑でフラダンス

2 月～ 3 月高齢認定患者リハビリテーション開発に関するグループ懇談会
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2008 平成 20 年
ー次世代へ語り継ぐためにー

・『西淀川公害を語る』出版

・未認定患者救済を要求する「あおぞらプロジェクト」発足

・日中公害被害者交流会

・語り部活動

5 月 10 日、北区の弥生会館で出版記念を祝う会がありま

した。当日はあいにくの雨と季節はずれの寒さでしたが、

多くの参加者（96 名）で会場は熱気であふれていました。

永野千代子事務局長は「裁判闘争を勝利で飾り、企業、行

政と立ち向かい、永い､ 苦しい闘いで生きる希望と展望を

開いた本です」と掲げて語りました。乾杯を元滋賀大学学

長、宮本憲一氏が行い、そしてこの本の取材、編集して頂

いた米田憲司さんや多くの学者、医師、弁護士、環境省、

大阪市関係、全国の支援と患者会の方々が挨拶とお祝いに

駆けつけてくれました。また、この本は朝日、読売、毎日、

サンケイ新聞などが大きく取り上げてくれました。

森　脇　コラム

3/27　日中公害被害者交流会

5/10『西淀川公害を語る』出版を祝う会

10/28　司法修習生研修

12/16　西淀川高校で語り部6/24　第 12 回道路連絡会
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2009 平成 21 年
ー未認定患者の掘り起こしー

・「あおぞらプロジェクト大阪」ぜん息被害者実態調査報告

・泉南アスベスト訴訟支援

９月９日に「ぜんそく被害実態調査報告会」が大阪民

医連会議室で開催されました。調査は昨年 11 月にアン

ケート「ぜん息実態調査」を 43 号線沿道中心に依頼し、

返信された調査表から、「公害疾患症状、病名がついて

いるグループ」｢疾患も病名もついていないグループ｣

に分けて、電話ヒヤリングする壮大なものでした。こ

の調査には多くの人の努力と専門的知識が必要となり

ました。今後はこの報告書に基づき未認定患者を組織

し「ぜん息患者救済制度」を地方自治体と国に向けて

請願していくことを決めました。

森　脇　コラム

9/9「あおぞらプロジェクト大阪」
　　ぜん息被害実態調査報告会

7/30　第 13 回道路連絡会

5/1　メーデーで署名活動

7/3　語り部活動（韓国司法修習生）




