
　大阪・西淀川の大気汚染は、工場と自動車による複合大気汚染です。大気汚染がひどいこ

とは分かっているけれど、コンビナートを形成していない工場に原因を求めるのはとても難

しく、まだ取り組まれていない自動車の大気汚染問題を問うことは困難を極めていました。

　その中で、西淀川の公害患者は公害の発生を止めるために運動を続け、弁護士に「裁判は

できないのか？」とお願いにきました。汚染源についての立証が難しく、一言で裁判と言っ

ても大変なのは目に見えていました。西淀川の公害患者会は「全国一の公害患者団体」と言

われるほど結束力が強く、良く勉強し、臆せず運動をします。その患者会に背中を押される

ように不可能に近い裁判を闘うことになりました。世論を盛り上げて、裁判に勝ち、企業と

国に公害の責任を認めさせたのですからすごいものです。そして、公害地域再生のための資

金を企業から拠出させて、まちづくり組織「あおぞら財団」までつくってしまうのです。西

淀川の公害経験には、公害を克服する為のヒントがつまっています。

　西淀川の患者会があおぞら財団に託したメッセージの一つに「公害の経験を伝えたい」と

いうものがあります。あおぞら財団では教材を作り、西淀川公害の授業を数多くの学校で実

施してほしいとサポートを続けてきましたが、ほとんどの学校が取り上げてくれず、患者の

思いに応えきれていませんでした。そこに「西淀川だけではなくて、全国の公害のその後に

ついての情報発信しなければ、公害教育は広まらない。」との、あおぞら財団高田研理事か

らの提案があり、西淀川だけではなく、他の公害地域に目を向けて公害の今を伝えるスタデ

ィツアーを開催することとなったのです。富山・新潟と続いて西淀川で開催したことで、各

地の強み、または課題点が浮き彫りになってきました。そして、何よりも公害を知らない若

い世代が公害の現状を知ることで、テレビの向こう側だった出来事が、自分とつながってい

ることを自覚し、キラキラとした目を持つようになります。外からの目線である参加者から

の提案が、現地への気づきとなり、私たちの元気となります。そして、利害対立者である被

害者と原因者（企業、国）を結びつける役割も果たします。公害教育は現地にも、参加者にも

いいことばかりです。公害教育は過去ではなく、現在だからこそ必要だと、このスタディツ

アーの成果をもとに、声を大にして言いたいと思います。

　この取り組みをたくさんの人に支えられて実践できたことに感謝します。この取り組みに

参加してくれた多くの人たちが、いろいろな場面で公害問題を伝えてくれると嬉しいです。

は じ め に

公益財団法人　公害地域再生センター（あおぞら財団）

　理事長　村松　昭夫
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１．スタディツアーの背景
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１．スタディツアー 2011 の特徴

　公害教育は 1960 年代後半、目の前で倒れていく子どもたちを前にした学校の教師達によって

始まりました。公害の地域指定がなされ、1970 年に入って市からの要請で始まった公害教育は「大

気汚染に負けない体力づくり」でした。それに対して教師の側から「公害」を社会的問題として

掴み返す授業実践が積み重ねられます。1976 年には大阪市立歌島中学校の理科クラブによって

校区のＮＯ
２
調査が行われ、ピーク時には当時の環境基準値 7.5 倍 0.15ppm を記録していたこと

を文化祭で全校生徒に対し発表。それは大きな反響を呼びました。しかしその後、公害問題は作

為的に収束した問題として位置づけられ、80 年代にはもうほとんど行われなくなってしまいま

した。それから既に 30 年が経過し、若い教師達にとっても過去の歴史となっています。これか

ら教育の様々な現場に立つ若者達にこの問題を伝えることは重要です。

　３回のツアーを実施し、公害地域からの学びのプロセスデザインは試行であった１年目「富山

イタイイタイ病」から、日程を１日プラスして修正加えた２年目の「新潟水俣病」を経て、３回

目の今回で 1 つの完成型を示し、今後の大学生を中心とした後期青年期に対する公害教育の学習

方法として型（カタチ）を残すことが出来ました。最終回の今回はそのデザインの要点についてま

とめておきます。

①体験学習法のプロセス

　公害の問題を彼岸において、客観的に分析するのではなく、関礼子先生（立教大学教授）から

いただいた言葉「痛みを学びに還元していく」- つまり被害者の痛みを自分の痛みとして捉

えて問題を考えることを大切に考えます。ツアーでの気づきは身体感覚と結びつくことで「腑

に落ちる」。ここから更なる彼らの主体的な学びが始まることを想定するのです。

　現地での聴き取りを行い、それぞれに「感じたこと」を指摘し合います。そこから問題点を「分

析」し、１つの「仮説」を導き出し、このプロセスから考えたこと、学んだことを「一般化」

し再び社会に還元する、学びのスパイラルを意識した体験学習（問題解決学習）を骨格とします。

　最終日に行う参加者による報告と提言は、自分たちの提案を現地で発表することにより、

もう一度妥当性を問い直す。このプロセスで学びを深化していきます。

②「学ぶ」から「変える」へ

　公害問題の教訓を遺産ではなく、資産として、今ここ、そして将来起こりうる問題解決の

ために役立ていくこと。つまり学ぶことから活かすことへ繋ぐ学びでなければならないと考

えます。そのために、参加者である学習がツアー終了後も相互にネット上で繋がっています。

そして公害問題に関する情報を当財団の資料館から提供し続けております。大学を卒業して

全国に戻った青年たちが新たな「語り手」として既に活躍を始めています。その中には学校

教員となった人も少なくありません。日本中に教育の種を蒔き、公害教育の新しい芽を育て

ることを遠い見通しとして考えたデザインとなっています。

スタディツアーの特徴　ー公害教育の観点からー
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③学びたいこと／学ばせたいこと

　このようなツアーを実施するためには私たちが学びたいこと、被害地域の人々が学んで欲

しいことの間を埋めるため、ツアー実施側と地域のコーディネートを受け持つ二者のコーデ

ィネーターが最も重要となります。

　初回の富山においては「そんな地域であることを学んでほしい」とコーディネーターをお引き

受けいただいた髙木勲寛イタイイタイ病対策協議会長から深い意味を持つ言葉をいただきまし

た。つまり原因企業との長い年月にわたる「緊張感のある信頼関係」地域の混沌の中から紡ぎ出

されて来た均衡、その「質感」を肌で感じて欲しいと述べられました。核心となるこの言葉の意

味は実施を通して気づかされました。

　この気づきは新潟に活かされます。新潟水俣病裁判は 4 つの訴訟に分かれています。地域だけ

でなく生活を共にする家庭の中まで切り裂かれ、そこにはお互いに語り難い空気が横たわってい

ました。ツア—実施の 2010 年 8 月は、裁判が和解へ至ろうとしていた微妙な時期（2011 年３月 4 次

訴訟和解）でした。人々の地域へ様々な思い。この地域が持つ全体の質感を感じるために、塚田眞

弘新潟県立環境と人間のふれあい館館長には 1次から 4 次まで様々な立場の人々にインタビュー

を依頼し、そして全体会では一堂に会するという仕事をしていただきました。

　今年は地元西淀川で、実施者と受け入れ側が同一であるということが、コーディネートのやり

易さでもありましたが、客観的に捉えられないということは着地型ツアーの難しさでもありまし

た。しかし他者の目を意識しながら、地元を教材として見直すプロセスはあおぞら財団としても

資源を棚卸し、再評価していく契機を得ることになり、多くの財産を残すことができたと思いま

す。これまで疎遠であった原因企業との新たな地域づくりにおける連携も作ることができました。

　これらのプロセスは我々が公害被害地域から学びたいもの／学ばせたいものの差異を埋める作

業ではなく、そこから新たに学びを紡ぎ出すことにあります。言うは易し、実際には無理難題を

お願いした髙木会長、塚田館長、そしてあおぞら財団の林研究員にはあらためて感謝いたします。

（ 高田  研 ）
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　西淀川公害を考えるとき、それは、近代都市自体の持つきわめてダイナミックな変貌力、他の

公害事例に比べれば長い歴史性、そして近代都市住民の人間としての自らの尊厳性への覚醒およ

び成長といった要素と深く結びついていることに思いを寄せなければなりません。

　大阪市の工業都市化の波は戦前から実に激しいものがありました。現在の西淀川地域すなわち

淀川下流部のデルタ地帯に古くから形成されていた半農半漁の牧歌的風景は、1925 年（大正 14）

大阪市編入後のいくつかの区画整理と、多数の中規模工場の相次ぐ立地によって急速に工業地域

へと変わっていきました。満州事変以後の重化学工業化の進展がそれを後押ししました。その中

で、工場近傍の環境汚染が問題とされることもありました。西淀川区の原型はこうして戦前につ

くられていきました。

　1945 年（昭和 20）８月 15 日、中国大陸を中心とする東アジア・東南アジアそしてオセアニアな

どの国々とそこに住む人々に恐るべき侵略を重ね、日本人自身にも言いがたい苦難を強いた戦争

が日本の敗戦受け入れによって終結します。神戸・尼崎・西淀川区そして此花・大正区と続く阪

神工業地帯も戦争で大きな打撃を受けていましたが、1950 年、51 年（昭和 25、26）と続いた朝鮮

戦争特需などをてこに急速に回復過程をたどり、全国的な戦後復興をリードすることとなりまし

た。日本の世論は戦後の経済回復からその後に続く高度経済成長に沸き、生産第一主義が極限に

まで達していきます。戦前の公害経験は完全に世論からも行政からも見捨てられ、生産力増大に

よって生じる被害者の声は押しつぶされていきました。

　やがて、西淀川区をはじめとする阪神工業地帯は古めかしい工業集積地域としての烙印を押さ

れることとなります。高度経済成長期の工業化を支えるのは戦中に準備され、戦後華々しく形成

されていった重厚長大型の巨大なコンビナートであるというのです。事実、コンビナートを中心

に太平洋ベルト地帯に広がった無数の工場と、ようやく普及し始めた自動車とそのための専用道

路などが、1960年代から70年代にかけて全国的な公害問題の爆発を生じさせていきます。しかし、

阪神工業地帯、なかでもその一翼に位置する西淀川区が工業地域としての役割を放棄したわけで

はありません。様々な汚染源からの汚悪煙・汚水等による複合汚染、あるいは地盤沈下などの加

害はあいかわらず激烈なままであったのです。

　1970 年（昭和 45）の公害国会前後から公害反対の世論の飛躍的な発展がみられ、企業等の社会

的責任、公害被害者の健康回復、公害地域の再生が大きな課題として広く問われることとなりま

した。熊本水俣病・イタイイタイ病・新潟水俣病そして四日市公害のいわゆる 4 大公害裁判がい

ずれも原告勝訴となり、経済界の野放図な利益第一主義に法制的にもブレーキがかけられるこ

ととなりました。しかし、時間が過ぎれば、やがて産業界の利益優先主義が鎌首をもたげ、そ

の要請に押されて環境行政の後退も顕著となります。1978 年（昭和 53）西淀川公害裁判の提訴は、

1975 年の千葉川鉄訴訟、76 年の国道 43 号訴訟に引き続くものとして、こうした環境行政の後退

に立ち向かうものとなりました。多数の原告は、1998年の和解に至るまで裁判を闘い抜きました。

また、和解後は和解金の一部を原資にあおぞら財団を創設し、活動を展開しています。西淀川区

においても都市のありようは今も大きく変貌を重ねていますが、ここに地域住民の人間尊厳に対

する自覚の高まりを見ることができることは間違いないでしょう。

西淀川公害とは

（ 小田  康徳 ）

２．西淀川大気汚染の概要
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西暦 和暦 日付 事項

1956 昭和31 ４月 大阪市内のスモッグ発生日数は年間88日で戦前水準を抜く

1963 昭和38 ２月 西淀川保健所の測定で二酸化硫黄濃度は0.382ppm を記録

1969 昭和44 12月 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法制定

1970 昭和45
６月 大阪市、西淀川区を大気汚染緊急対策地区に指定、公害機動隊を配置

９月 西淀川区医師会臨時総会、公害追放マスタープラン採択

1971 昭和46
２月 大阪から公害をなくす会結成

４月 「公害知事よ、さようなら」をスローガンに黒田了一が大阪府知事に当選

1972 昭和47
７月 四日市公害裁判判決

10月 西淀川公害患者と家族の会結成

1973 昭和48

１月 公害健康被害補償法制定

６月 大阪市、公害企業拠出による公害被害者救済制度を実施

11月 全国公害患者の会連絡会を結成

1974 昭和49
３月 西淀川の大気汚染公害について弁護士と会議、訴訟に向けての動きが始まる

４月 大阪弁護士会は西淀川の大気汚染裁判対策のための西淀川問題小委員会を設置

1975 昭和50 ６月 西淀川区医師会が公害医療センター業務始める

1976 昭和51 ６月 第１回全国公害被害者総行動デー
（全国の被害者団体80団体と全国公害弁護士連絡会議共催、1210人参加の政府各省庁交渉）

1977 昭和52 ２月 経団連、「公害健康被害補償制度改正に関する意見」を政府と環境庁に提出

1978 昭和53
４月 西淀川公害裁判提訴（原告は児童５人を含む98人と死者３人の遺族14人の計112人）

７月 環境庁は、ＮＯ
２
規制基準を大幅に緩和した新環境基準を告示

1983 昭和58 11月 環境庁、中公審に公健法の地域指定見直しを諮問

1984 昭和59 ７月 西淀川公害裁判・第２次提訴（原告417名）

1985 昭和60 ５月 西淀川公害裁判・第３次提訴（原告143名）

1986 昭和61 １月 中公審は臨時総会を開き「41指定地域を全面解除、新規認定せず」との答申

1988 昭和63 ３月 公害健康被害補償法改訂施行

1991 平成３ ３月
西淀川公害裁判１次地裁判決
　企業10社の共同不法行為を認め３億７千万円の賠償命じる

1992 平成４ ６月
「環境と開催に関する国連会議（ＵＮＣＥＤ）」、　　　　　　　　　　　　　　　　
　地球サミットがブラジル・リオデジャネイロで開催

1995 平成７

１月 阪神・淡路大震災

３月 企業側が39億９千万円の和解金を支払う事で和解成立

７月 西淀川公害裁判２−４次地裁判決で、国・道路公団の責任認める

1996 平成８
２月 （財）公害地域再生センター（仮称）設立準備会が発足

９月 公害地域再生センター（あおぞら財団）設立認可

1998 平成10 ７月 西淀川公害裁判、国・道路公団と和解

西淀川大気汚染関連年表
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西淀川公害に関する用語解説

＊西淀川公害裁判（1978～1998）

　西淀川区の大気汚染は、隣の尼崎市や此花区

からの「もらい公害」で、コンビナートでない

ために工場の共同責任を問うのは困難であり、

裁判で住民が勝つのは難しいという意見が弁護

士の中では一般的でした。しかし、公害改善と

患者の窮地を救うために西淀川の公害患者は裁

判を望み、弁護士会に働きかけて「勝てるはず

がない」裁判に踏み切りました。弁護士の多く

は弁護士登録前の研修で西淀川公害の苦しみを

見て、なんとか力になりたいと裁判に関わった

若手弁護士でした。

　争点は西淀川で汚染物質を環境基準以下にす

ることと、公害患者の損害賠償です。726名と

いう大人数で提訴し、患者が病気と生活の苦し

さを訴えて100万人署名を集め、世論を味方に

つけました。また、「公害被害者による西淀川

再生プラン」を描き、地域再生を訴えました。

その結果、20年間かかった裁判では国と企業に

勝訴をし、和解金からまちづくり組織のあおぞ

ら財団とデイサービスセンターあおぞら苑を開

設し、公害地域再生を行っています。

＜被告＞

工場（企業10社＝関西電力、大阪ガス、住友金属、神戸製

鋼、中山鋼業、旭硝子、日本硝子、関西熱化学、古河機械

金属、 合同製鐵）・道路（国、阪神高速道路公団）

＊公害被害補償法

　正式名を「公害健康被害の補償等に関する法

律」といいます。略して「公健法」。1973年に制

定され、公害患者の生活費となる補償費が支払わ

れています。1987年の法改正で現在の名称に変更

されました。補償給付の対象は、大気汚染の影響

による疾病（慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管

支炎、肺気腫）が多発した第1種指定地域の被認定患

者と、水俣病、イタイイタイ病および慢性砒素中

毒を指定疾病とする第２種指定地域の被認定患者

です。1987年に第１種指定地域の解除が行われ、

大気汚染に係る新規患者の認定は行われないこと

となりましたたが、それ以前の被認定患者には引

き続き補償給付が行われています。

　ＰＰＰ原則（汚染者負担原則）に基づいて制度が

作られており、補償給付や公害保健福祉事業に

必要な費用は汚染原因物質の排出者から徴収す

ることとなっています。

＊硫黄酸化物

　硫黄の酸化物の総称。ソックス（ＳＯｘ）と

いいます。石油や石炭などの化石燃料を燃焼す

る時、あるいは黄鉄鉱や黄銅鉱のような硫化物

鉱物を培焼するときに排出されます。硫黄酸化

物による大気汚染問題は、高煙突、重油脱硫技

術、排煙脱硫技術、天然ガスなどへの燃料転換

などの普及により沈静化しました。

＊窒素酸化物

　窒素の酸化物の総称。ノックス（ＮＯｘ）とい

います。大気汚染物質としての窒素酸化物は

一酸化窒素、二酸化窒素が主となります。工

場の煙や自動車排気ガスなどの窒素酸化物の

大部分は一酸化窒素ですが、これが大気環境

中で紫外線などにより酸素やオゾンなどと反

応して二酸化窒素に酸化します。そのため、

健康影響を考慮した大気環境基準は二酸化窒

素について定められています。排出基準は窒

素酸化物として基準値が決められています。

　窒素酸化物は、光化学オキシダントの原因

物質であり、硫黄酸化物と同様に酸性雨の原

因にもなっています。環境基準は、1973年に

「１時間値の１日平均値0.02ppm以下」と定

められましたが、1978年に「１時間値の１日

平均値0.04～0.06ppmのゾーン内またはそれ

以下」に引き上げられています。

＊浮遊粒子状物質 ＳＰＭ

　大気中に浮遊している粒子状物質。粒径

10μm以下のもの。発生源は工場のばい煙、

自動車排出ガスのほか、自然界由来（火山、森

林火災など）のものがあります。呼吸器系の各

部位へ沈着し人の健康に影響を及ぼします。

＊ＰＭ２．５

　直径が2.5μm以下の超微粒子。微小粒子状

物質。浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）よりもはるかに

小さい粒子。ＰＭ2.5は、ぜん息や気管支炎を

引き起こします。代表的な微小粒子状物質で

あるディーゼル排気微粒子は、大部分が粒径

0.1～0.3μmの範囲内にあり、発ガン性や気管

支ぜんそく、花粉症などの健康影響との関連

が懸念されています。2009年にようやく環境

基準が設定されました。（１年平均値が15μg/m3以

下であり、かつ、１日平均値が35μg/m3以下であること。)

＊ＥＳＤ

　「持続可能な開発のための教育」（Education 

for Sustainable Development）の略称です。「この

地球（ほし）を未来へつなぐ学び」といわれる

ＥＳＤは、１人ひとりが様々な「つながり」

の中で生きていることを気づき、より良い社

会づくりに参画するための力をはぐくむ教育

です。平成19年度、20年度に、西淀川が環境

省ＥＳＤモデル地域になりました。

6



2．スタディツアーの内容
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１．スタディツアーの全体像

企画段階
　スタディツアー３年目は、あおぞら財団のホームグラウンドでの開催となりました。西淀川公

害は４大公害よりもネームバリューはありませんが、現在も続く都市部の道路公害問題や、公害

裁判の和解金で作られたあおぞら財団の地域再生へのまちづくりの取り組みがあるため、見学の

受け入れが多くありました。これらの経験から、スタディツアーのヒアリング対象者として多く

の人が候補に挙がり、選ばなければならないという贅沢な悩みが出てくるほどでした。しかし、

これまでの実践はすべてカバーできていたわけではなく、足りないものを考えた時、「原因企業

とのつながり」が薄く、環境学習の場面での協力体制がないことが浮かび上がってきました。西

淀川のスタディツアーでは原因企業の方々にお話を伺い、その後のまちづくりへと関係性をつな

いでいくことが求められることとなったのです。

　これまではカウンターパート（受け入れ担当機関）となってくれる方々と相談しながらヒアリング

先を決めていましたが、カウンターパートと事務局が同じという状況は、自分達のことを客観視

しづらく、参加者の求めているものが見えづらくなります。伝える側が考えているものを提供し

てしまう難しさがありました。

現地打ち合わせとプログラム作成
　大気汚染の特徴は、汚染源と被害者の場所が近いというところにあります。富山や新潟では汚

染源が遠く離れていましたが、西淀川では徒歩で汚染源を見に行くことができます。５月17日に

行った現地打ち合わせは、あおぞら財団がある国道２号から徒歩移動で大野川緑陰道路、千北診

療所、ディサービスセンターあおぞら苑、国道43号、西淀川高校をめぐるものとなりました。各

場所の位置関係や地形などがイメージできるようにすること、簡単なパネルを作成して、移動し

ながらその場に合ったものを参加者に見せるような教材、資料の準備が必要なのではないかとの

意見が出され、それに従って準備することとなりました。

　企業には、まずは原因企業の代表格である関西電力へかけあいました。環境室スタッフが素早

く好意的に、発電所の見学と質疑応答を組み合わせたプログラムを提示してくれました。また、

西淀川区にある原因企業へもヒアリングのお願いに伺いましたが、こちらはヒアリングを受け入

れてもらうことができず、交渉が難航しました。しかし、古河ケミカルズ（元：古河鉱業、古河機械

金属）が日程が迫っている中、快くヒアリングと工場見学を受け入れてくれました。また、裁判

当時の企業担当者である山岸公夫氏へは西淀川公害患者と家族の会の森脇君雄氏と上田敏幸氏に

仲介していただき、「教育として役に立つならば」ということで、スタディツアーでお話を伺う

こととなりました。

　今回は、広報の協力をお願いする為に大阪市教育委員会に取り組みの説明し、マスコミにも例

年と同じように働きかけましたが、例年と同様、インターネットでの広報や口コミでの参加が多

数を占めました。

　これまでのスタディツアーでは各班にテーマがありましたが、今回はどの班にも企業・行政・

被害者・教育と様々な要素を詰め込んだプログラム構成を準備しました。
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募集・応募状況
　５月20日から募集を始めました。受け入れ枠は25名でしたが、定員オーバーの35名の申し込み

がありました。今回は都市部の大阪ということもあり、部分参加や宿泊せずに通うという形態の

人もいました。合計50名という大人数でのツアーとなりました。３年連続参加の人-３人、昨年

も参加した人-２人、2009年の富山に参加した人-２人や、各大学で行った授業を聞いて参加した

方など、13都府県から集まりました。

●属性別内訳

学生 23名
教員 9名
社会人 18名

計 50名

●所属別内訳

東京 3名
山梨 16名
長野 1名
愛知 1名
京都 7名
大阪 11名
和歌山 1名
奈良 1名
兵庫 5名
岡山 1名
鳥取 1名
福岡 1名
熊本   1名

計 50名

●居住地別内訳

参加者 35名
スタッフ 6名
委員 4名
事務局 5名

計 50名

参考資料提示
申込者には、事前に参考資料として以下の３冊のいずれかを読んでおく課題を伝えました。

（ 左 ）新島洋 『青い空の記憶-大気汚染とたたかった人びとの物語』教育史料出版会　2000

（中央）小田康徳　『近代大阪の工業化と都市形成-生活環境からみた都市発展の光と影』明石書店　2011

（ 右 ）西淀川公害患者と家族の会　『西淀川公害を語る-公害と闘い環境再生をめざして』本の泉社　2008
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1日目　
8／８（月）

2日目　
8／９（火）

3日目　
8／10（水）

4日目　
8／11（木）

午
前

（関東組-バスで移動）

班ごとのヒアリング*
ヒアリング先は11ページ参照

＋
フィールドワーク

＋
ＮＯ２測定カプセル

設置

ヒアリング＋
フィールドワーク

発表・交流会

午
後

・西淀川・公害と環境
　資料館（エコミューズ）見学

・森脇君雄さんのお話
（公害反対運動について）

・白神加奈子さん・
　藤江徹さんのお話

（地域再生について）

・グループ分け

ふりかえり
解散

まとめ作業
＋

カプセル回収
＋

内部発表会

夜

・金谷邦夫医師のお話
(大気汚染による公害病と西
淀川公害裁判とのかかわり）

・班ごとの準備

懇親会 発表準備
（関東組-

バスで移動）

　また、「事前学習をしてわかったこと考えたこと」「現地で聞きたいこと、知りたいこと」

「小田先生の講義の感想」を参加者には事前勉強会の際に提出してもらいました。ここで書か

れた質問事項をヒアリング先の方々に渡し、こちらの問題関心が伝わるようにしました。

４日間のスケジュール

講義・事前勉強会・事前レポート

　今年は公害というネームバリューでは全国区になっていない西淀川での開催とあって、参加者の

応募が少なくなるのではないかという懸念がありました。そのため、事前勉強会の前に、あおぞら

財団の林が各大学で西淀川公害とスタディツアーについて講義をしました。（都留文科大学／６月２日、

同志社大学／６月８日、京都精華大学／６月13日）

　事前勉強会は、日本近代史の研究者である小田康徳先生（大阪電気通信大学教授）を迎え、７月９日

（土）に関東（都留文科大学）で20名、７月17日(日)に関西（あおぞら財団）で10名の参加を受け、行い

ました。小田先生には、大阪が都市化を進めると同時に工業を発展させようとしたことを説明し

てもらいました。参加者からは、「明治時代の時点で、すでに大和田や福で汚染問題をおこしてお

り、昭和30年代になると公害の被害が甚大になり、それが続いたことで今でも苦しんでいる人がい

る。長い年月がたっても苦しむ人がいることが、公害の怖さだとわかった。また、工場から出た

排煙により畑の野菜が縮れ、商品価値がなくなり、最終的に農業をやめ工場に働きに出た人々がい

る。被害を受けたのに工場勤務に転業しなければ生きていけない難しい状況にあったことを知り、

公害が人の人生を変えてしまうことがわかった。」という感想があがりました。
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1日目　
8／８（月）

2日目　
8／９（火）

3日目　
8／10（水）

4日目　
8／11（木）

午
前

（関東組-バスで移動）

班ごとのヒアリング*
ヒアリング先は11ページ参照

＋
フィールドワーク

＋
ＮＯ２測定カプセル

設置

ヒアリング＋
フィールドワーク

発表・交流会

午
後

・西淀川・公害と環境
資料館（エコミューズ）見学

・森脇君雄さんのお話
（公害反対運動について）

・白神加奈子さん、
　藤江徹さんのお話

（地域再生について）

・グループ分け

ふりかえり
解散

まとめ作業
＋

カプセル回収
＋

内部発表会

夜

・金谷医師のお話

(大気汚染による公害病と西
淀川公害裁判とのかかわり）

・班ごとの準備

懇親会 発表準備
（関東組-

バスで移動）

班ごとのヒアリング先

班 A班 Ｂ班 Ｃ班 Ｄ班

高田 研 委員 西村 仁志 委員 井上 有一 委員 板倉 豊 委員

2日目

フィールドワーク 池永 末子 さん
（公害未認定患者） フィールドワーク

永野千代子 さん

（西淀川公害患者と家族の
会 事務局長／２次原告

道路公害 公害被害 道路公害 公害被害

あおぞら苑 村松 昭夫 さん
（弁護士） 古河ケミカルズ 西口 勲 さん

（元 中学校教諭）

天野憲一郎 さん
（元 小学校教諭）デイサービスでの生活 裁判について 環境対策

和田　美頭子 さん
（公害認定患者／２次原告）

関西電力

西淀川高校
（辻幸二郎先生と高校生） 公害教育

公害被害 ＥＳＤ

フィールドワーク
松井 克行 さん

（高校教諭）
岡崎 久女 さん

（２次原告）

交通環境教育 環境対策 公害被害 緑陰道路サロン

3日目

国土交通省
国道事務所

フィールドワーク
（池永悦治さん
ヒクイナ会）

大阪府環境農林水産
総合研究所

山岸 公夫さん
（元　神戸製鋼職員）

環境基準・道路連絡会 野里地域の歴史 環境対策 解決時の企業側

担当
委員
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フィールド位置関係

あおぞら財団

★

●あおぞら財団
　（大阪市西淀川区千舟１－１－１ ）

※阪神高速5号湾岸線の供用は1991年で、西淀川公害裁判の
　被告とはなっていないため、地図には掲載していません
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1日目
７時に山梨から出発したバスは、大阪市西淀川区にあるあおぞらビルに15

時に到着。現地集合組と合流しました。参加者の少し緊張した雰囲気の

中、高田研さん（企画委員）の趣旨説明からスタートしました。

森脇君雄さん（あおぞら財団名誉理事長）から、公害反対運動についてのお話

が続いてありました。ご自身が西淀川公害裁判に関わるようになったきっ

かけ－３人の子供たちとの出会い－や、大気汚染公害裁判を行う他地域と

の連携、また患者達が病気や裁判などについて学ぶ「学習会」の重要性

や、裁判後に西淀川が初めて提唱した「地域再生」という考え方について

お話しくださいました。森脇さんの話し方は、キーワードだけをポツポツ

としゃべり、前後の文脈がわかりにくいため、まわりが勝手に解釈してく

れるそうです。それでは参加者は理解できないので、林美帆（あおぞら財団

研究員）が鋭いつっこみをいれると、会場内では笑いがおき、参加者の緊

張も薄れていっているようでした。

その後、「地域再生」について、白神加奈子さん（みずしま財団研究員）と藤

江徹（あおぞら財団事務局長）が話しました。

大気汚染公害は、水俣病やイタイイタイ病といった公害と異なり、全国41

ヶ所に公害健康被害補償法による指定地域があったこと、また大気汚染裁

判は四日市、千葉、川崎、大阪など８地域にもおよび、各地がそれぞれ取

り組むととも、お互いが連携して前進させてきたこと、同様に地域再生

も、各地の特徴をふまえた独自の活動を行いながらも互いに連携している

といった説明がありました。地域再生を目的に、西淀川の裁判の和解を経

て設立された「あおぞら財団」では、「環境再生のまちづくり」を実現す

るために、幅広く思いつくことを何でも行っていますが、そうした活動の

中で多くの人の関わりをつくり出し、担い手を増やしていくことでまちづ

くりを進めているとの説明がありました。

２．4 日間の概要
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2日目 終日、班ごとのヒアリング・フィールドワーク。電車や徒歩で西淀川区

内の様々なヒアリング先を訪問します。関西電力に向かう班は、マイク

ロバスに乗り、堺の工場まで足をのばしました。また、西淀川の空気の

汚れ（二酸化窒素）を測定するために、カプセルをグループごとに設置※し

ました。※写真はその時の様子

ヒアリング・フィールドワーク終了後は、どの班もあおぞらビルに戻り夕

食・懇親会。その後、１日目と同様に電車で宿泊場所へ移動しました。

会場となったあおぞらビルは、１階に地域交流スペースの「イコバ」、２

階に西淀川公害患者と家族の会の事務所、３階に会議室、４階にあおぞら

財団の事務所、５階には資料館があります。５階の資料館には、裁判資料

や西淀川の大気汚染公害がわかるパネルなどが展示されています。休憩時

間に参加者は資料館を見学し、スタッフの森本米紀さんから説明を受けま

した。その後夕食までの間に、３泊４日のオリエンテーションやスタッフ

の紹介、明日からのヒアリング・フィールドワークに関するグループ分け

を行いました。

夕食後は、「大気汚染による公害病と西淀川公害裁判とのかかわり」と題

して、臨床医として患者さんと接し、裁判にも関わった金谷邦夫医師に大

気汚染と健康被害のお話を伺いました。金谷医師は、「患者さんを見ると

きには検査の数値だけで判断してはいけない。患者さんの生活を含めた全

体を見て、症状を見極めるべきである。」と医師の立場で大気汚染公害に

かかわった経験をお話しくださいました。
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3日目
午前は班ごとのヒアリング・フィールドワーク、午後からまとめの作業を

始めました。各班がどのようなことを聞き取ってきたのかを10分程度で発

表する中間報告を経て、翌日の発表交流会に向けた作業が始まりました。

わいわい賑やかに進む班もあれば、なかなか前に進められない班もあり

ました。自分の思いをうまく伝えられないもどかしさを表す参加者に、

ほかの参加者全員が辛抱強く向き合い、思いを共有していこうとする姿

も見られました。日付が変わってもどの班も作業を続け、中には明け方

まで作業をする班もありました。

また、24時間設置したカプセルを回収し、二酸化窒素の濃度を測定※。

道路沿道が高濃度になることを実感した参加者が多くいました。

※写真はその時の様子

4日目
朝、あおぞらビルに到着後、10時からの発表にむけ、それぞれの班がリ

ハーサルを行っていました。十分準備のできていない班もあり、非常に

緊張した空気の中、４日目が始まりました。

発表交流会には、２・３日目にお世話になった方々がお越しください

ました。クイズ形式の発表を行い笑いを誘う班や、「時間をかけて話

し合ったが、うまく答えが出せなかった。」という率直な思いを伝え

る班、「自分ごと」として捉える、学び、つながりの場を地域で続ける

ことを提案した班。それぞれが受け取った内容を、メンバーと共有しな

がら作り上げてきた発表が続きました。

昼食後は、４日間のふりかえりとして全員が一言ずつ発する場を持ちま

した。ヒアリングやフィールドワーク、話し合いの中で得たものの大き

さを話す参加者、今回得たことを持ち帰ってどう伝えていくかイメージ

をふくらませていた人など、それぞれの学びを噛みしめながら帰路へと

つきました。
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　阪神電車の出来島駅で降り、国道 43 号を目指します。

とにかく暑い。そして、まわりの工場の臭いが辺りに漂

っています。出来島小学校の門を横目に通りを抜けると、

国道 43 号にぶつかります。国道 43 号沿いには白く高い

塀のようなものが続き、道路と小学校を隔てる形になっ

ています。

　白い塀沿いの歩道であおぞら財団の林美帆研究員の話

を聞く参加者。説明する後ろを絶え間なく自動車・トラックが通り過ぎていきます。国道 43 号

は交通量の３割がトラック。そのほとんどが西淀川を通過するだけのトラックです。騒音が説明

の声をかき消します。マイクが必須です。暑く、うるさく、排気ガスの臭いが立ちこめる中での

フィールドワークとなりました。

　国土交通省が行う対策について林が説明します。白い壁に塗ってある光触媒の技術、沿道緑化、

出来島小の測定局、車の単体規制（ディーゼル車の規制）、流入車規制（ステッカーによってどういう車か分

かる）、道路を１本減らしたこと等…。しかし、環境基準値の下限値をクリアすることは難しく、

患者会からは交通量を規制することが求められています。しかも、環境基準の値は政治的に決定

されたもので、健康被害を防ぐ十分な数値設定ではありません。

　当時の出来島小学校の様子について質問がでます。この小学校に勤務経験のある平尾真理子さ

んが答えます。「出来島小の教室の後ろには空気清浄機が設置されていました。私がいた 1970 年

代は国道 43 号沿いの教室は窓が開けられないためクーラーが設置されていました。養護教諭が２

人配置されていて、鼻血を出す児童が多く、異動してきた養護教諭が鼻栓の多さに驚くというこ

ともありました。公害指定が無くなってしまった今は通常通り１人の配置に変わってしまいまし

たが、今でも鼻血が出る子が多くみられます。しかし、大気の状況と関連づけられていません。」

　当時、出来島小学校が公害研究指定校となり学校をあげて公害反対に取り組んでおり、教員も

公害運動に参加していたこと等、他の学校よりも公害教育が積極的に行われていたことなどの説

明がありました。

フィールドワーク／道路公害

辰巳 致さん （あおぞら苑 代表／ 41 歳）の話

３．２〜３日目の様子

A 班

　ディサービスセンター「あおぞら苑」は、公害患者さんをはじめとし、西淀川区の高齢者が憩

う場となるよう、西淀川公害患者と家族の会が公害裁判の和解金の一部を活用して 2006 年に設

立されました。あおぞら苑は２棟あり、１号館、２号館は道路を挟むようにして建っています。

１号館前には西淀川公害の碑が建っています。
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　あおぞら苑の代表である辰巳致さんは、頭に巻いたタオルや短パン、裸足姿は一見海の家で働

いている若者のようでした。暑さに参っている参加者に「暑いのが好きなんです。汗かいたらも

のすごく気持ちいいんですよ。」と笑顔で話し始めました。

　辰巳さんは西淀川出身で、出来島小学校が母校です。光化学ス

モッグの旗のことや、国道 43 号側の教室は５・６年生が使って

いたこと、「子どもだから正直公害という意識もなかったし、良

く分からなかった。」と子ども時代を振り返りながらお話しくだ

さいます。

　もともとは旅行会社で働いていた辰巳さん。添乗中の高速道路

のサービスエリアで隣に停まっていたバスが偶然にも「西淀川公

害患者と家族の会」のバス、そこで森脇君雄さんと出会います。

　最初は「（公害反対）運動」をエクササイズ、「まちづくり」を大工がする仕事だと思っていたぐ

らい、西淀川の公害や裁判、地域再生を知らなかった辰巳さんでしたが、「俺を育ててくれたんは、

ここに俺がおるってことは、西淀川のおかげやし、それ一生涯恩返しせな違うんかな…って思い

だしたんです。思いだしたら気持ちがどんどんそっちに傾きだして…」と、森脇さんに会って数

ヶ月後には旅行会社を辞め、あおぞら財団設立準備会に入ることになりました。しかし、「あお

ぞら財団でやっていることが全然わからなくて、俺、この仕事違う」と感じ、半年ぐらいで辞め

ようと思ったと話されます。しかしその時森脇さんに「一年間だけ患者会行ってみいひんか」と

言われ、１年だけがんばることになりました。「患者会はお年寄りばっかり相手するでしょ。意

外とお年寄りとか人と接することがすごく好きなんで、そっちの方がすごく合ってて、いうてる

間に 10 年たってたんですよ。」

　あおぞら苑１号店がオープンしたのは 2006 年です。その１～２年前に西淀川で、夜中にぜん

息発作が出た独居の公害患者さんが、救急車を呼べずにそのまま倒れ、亡くなることが立て続け

におきます。

　「みんなに、『こういうことあったらあかんと思うから、なんかいい方法ないかな』とアンケー

トとったら、『昼間にね、みんな集まってたら、今日はあの人どうしたとか、調子悪いんだなとか、

声かけできるんじゃないかな…。』という意見が出た。それで、昼間集まってみんなでご飯食べて、

みんなで一日過ごせるところ、なんかつくろうやという話になったんですよ。」

　ちょうど患者会の存続だけでなく、今までの活動を活かして、次のステップにむけて財産を残

していこうと考えていた時期でもあったので、実現にむけて動き出しました。「やるかやらない

かだけ決めたらいいんです。やらないと決めたらやらなくていい。やるって決めたら、そしたら

どっからスタートしますか…っていうことだけを考えていく。必ず事業ていうのは成功していく

んです。できるかできないを議論すると、必ず、できないってなる。」

　「最初は苦しいスタートでした。でも、どういう風に利用者を増やしていったらいいのかなと

そういうのがやっているうちにわかってきて。半年までは赤字、だけど半年越えたぐらいで黒字

になって、そっからずっと５年間黒字なんです。」

　あおぞら苑オープンのきっかけ

　西淀川全体の福祉のレベルを上げたい
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　質疑応答（抜粋）

　「普通こういう事業って競争でしょ、どっちがいいか悪いか、どっちがお客さん来るか、来な

いか、いったら資本主義って競争するじゃないですか。でもね、競争よりもね、僕は協働を選ん

だんですよ。西淀川の福祉事業所のみんなと協働していくことで、西淀川全体の福祉のレベルを

上げたいんです。」

…将来の展望をどう考えていますか。

　「あおぞら財団に最初入った時に、まちづくりって言われて、何かよくわからなかったんですよ。

でも、最近自分なりの解釈でね、あのひどかった昭和 40 年代にね、引っ越しもせずに、ここ

に住んでいきたいって想いをもたられた方が今ここにいっぱいおられるわけでしょ。そういう

人たちがやっぱり『西淀川に住んでよかったなと、公害の運動して良かったな、このまちきれ

いになったんちゃうの（きれいになったね）』と、そういうことを思ってもらいながら、このあお

ぞら苑に来れる。公害の人が建ててくれたその財産がある。そこに来ている。その想いを伝え

ていきたいと思っているんですよ。ずっと。それが僕のまちづくりやと思ってる。」

…今後、こんなことしたら面白いんじゃないか…というアイディアをお持ちでしたら教えてください。

　「施設には行きたくない。普通の人と皆接したい、だけどちょっと介護をしてほしい、どっか

から遠めにね、みててほしい。何かあったら対応してくれるように欲しいてなると思うんです

よ。だからそういうアパートみたいな家をつくってね、共同生活というか、みんなで見ながら。

西淀川限定でとか、そんなふうにしながらやりたい。」

　辰巳さんはあふれる想いを語ってくださいます。何年後かのあおぞら苑のビジョンは、ただ自

分達が栄えることではなく、協働によって西淀川地域全体が潤うまちづくりへとつながっている。

そんな公害患者だけでなく、この西淀川地域に住むすべての人のために向けた次の一手は、参加

者の胸を熱くさせました。　

　あおぞら苑１号店の１階の居間には利用者が集まり、ピンポン玉をかごに入れて得点を競うゲ

ームを行っていました。この日は 13 人の利用者。全員が女性です。

　ゲームの周りを取り囲む参加者を、辰巳さんが紹介してくださいます。学生がゲームに混ざる

一幕も。意気込んでチャレンジするも意外に難しく、お

ばあちゃんたちの方が上手だなーと、声が上がります。

少し和やかな空気となったところで、あおぞら苑特製カ

レーの昼食をとりながら、利用者の近くへ座ったり、側

に顔を近づけたりしてお話を伺っています。公害裁判で

原告として取り組んできた話をして下さる方、「公害の

話はしたくない。」と言われる方、「あおぞら苑ができて

本当によかった。」という声など、いろいろな立場の方

のお話を聞きながら、あおぞら苑の存在意義を改めて感

じているようでした。

　あおぞら苑利用者の皆さんと
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和田美頭子さん（公害認定患者、２次原告／ 84 歳）の話

　参加者が近くで話を聞く様子に、「なんか、ここ話しにくいわー。」と照れる様子を見せます。

香川県高松市出身で、昭和 12 年に親の都合で、大阪へ。昭和 20 年 3 月まで大阪 ･ 此花区にいま

した。当時、煙の多い町でよく扁桃腺炎を起こしていました。その後、一度田舎に戻りますが、

昭和 23 年に結婚のために再度大阪へ。大阪は良い所だと憧れていたので、煙や町の汚さは気に

ならなかったそうです。

　昭和 40 年の中頃から後半にかけて、体調を崩します。風邪かと思っていたところ、医者から「こ

れは公害病だと思う、検査したら」と勧められます。しかし、公害病という言葉に抵抗があり検

査しませんでした。ところがどんどん悪くなっていったため、やっと昭和 50 年頃公害医療セン

ターで検査してもらい、そこで３級と認定されました。

　最初は、患者会に入らないかと誘われ入ったものの積極的に

運動に参加する気分でもなく、みんなの後ろをついて行くだけ

だった和田さんの転機は、診療所の待合いでの出来事でした。「診

察待ちしていた時に、小さな子どもさんがものすごく咳こんで、

苦しんではるんですわ。小さいから苦しさを訴えることができ

なくて、ただ泣くばっかし、せくばっかりで…。それを見ていて、

これは大変なことになった。もしこれが自分の子どもや孫だっ

たら、どんなんやろかという気持ちになって。これは公害をな

くさなければならないと思って…。それが私の心に痛く感じた

んです。それからできるだけ何事にも参加するようになってきました。」

　その後、勝てるのか、お金はどうするのか、迷いながらも裁判に加わります。「決心するまで

にはかなり心が揺らぎました。相当腹をくくらないかんなと…。（中略）…勝訴の判決が出た時、

前に立って私たちを引っ張ってきた森脇さんが、『負けた時にはビルから飛び降りて死のうと思

ってました』と言ってました。森脇さんを殺さなくて良かった、と思いました。ほんとに、よく

勝てたと…。そのことだけは一生忘れない。森脇さんの言葉はすごく響きました。ここまで覚悟

してはってたんだと思ってね。前に立つ人はそのくらいの覚悟がなければいけないんだなと思い

ました。」

　一生忘れないと言った和田さん。その言葉は力強く、またその時を思いだして、震えるような

声でお話くださいました。

　運動に積極的に参加するようになった転機

　もっと若い人に取り組んでほしい

　「将来のことを思ったら運動しなきゃいけないとも思います。東京でビラ配りをするんですけ

ど、若い女性の方にビラを渡してもほとんど無視なんです。この人たちがもっと関心持ってくれ

たら、いいんじゃないかなと思うんです。将来お母さんになる人や今現在お母さんの人が、環境

にもっと力を注いでくれたら、もっと良くなるんじゃないかなと思います。」

…公害を経験したまちとして語りつがれていくことをどう思いますか。

「福島の原発の問題も、もっともっと伝えなくてはならなかったんじゃないかなと思います。長

崎や広島の原爆のことを。原発が当たり前になっていたでしょ。危険について知らせないと…。
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　８年前まで西淀川区唯一の府立高校、西淀川高等学校に 10 年間勤務し、地歴・公民科（社会科）

の教員として、西淀川公害に関する教育の実践、環境教育の教材作りを行ってこられました。

　「私が西淀川に来て、最初の日ですね…。出来島という駅で降りて。すごいショックでしたね。

なんだここはと思いました。ほんと大阪とは思えないぐらいの工場街で…。視界もちゃんと見え

るし、結構綺麗なんだけど、やっぱり空気悪いなという印象でした。」と当時を振り返るように

お話しくださいます。

　「国道 43 号の所ですけども、当時は車線がもう一つあ

りましてね、やっぱり空気も汚くて、『こんなところに

高校あるの？』っていう感じでした。さらに、高校の向

かい側に大野下水処理場もあって、当時は非常に臭いも

きつくて硫黄に似た臭いがしました。その近くに高校が

あると…。それで、その脇を大型トラックがビュンビュ

ンと通っていく。私はそれまで学校周辺を走ったりして

いたんですけれど、これは走るとまじで体が悪くなると

思ってやめました。」

　現代社会の授業では、エコシステム、生態系、地球温暖化・オゾン層破壊・酸性雨など環境問

題を始め、学校の向かいにある大野下水処理場の見学、そして公害を扱っていました。この教材

研究の際、市民講座に参加したのがきっかけで、あおぞら財団と出会い、教材作りを始めること

になりました。作成した教材は、紙芝居型のパネルや、大気汚染状況を視覚的にあらわしたＳＣ

Ｐブロック、フードマイレージ買い物ゲームや、合意形成を図るプロセスを体験するダイヤモン

ドランキングなどです。松井さんの高校での実践事例や、同行していた平尾真理子さん（小学校教

諭）の実例を交えながら、ご紹介くださいました。

　参加者も実際に体験したことで、子どもに「気づかせる」ことの有効性、合意形成の難しさを

実感できました。「地域のことを教材化する―」学校では当たり前のことのようですが、実際に

準備するのは大変なことです。教員の意識一つで授業は変わっていきます。松井さんや平尾さん

の実践は続きます。

松井克行さん（元大阪府立西淀川高等学校教諭、現大阪府立旭高等学校教諭／ 47 歳）の話

（同様に）公害についても、油断すると、企業というのは手抜きしますから…。伝えることは大

切やと思います。語り部の時に思うんですが、高校生に対しても、大学生にしても、今勉強し

ていることを生かしてほしいと思います。」

　和田さんは、上品で優しい話し方の中に芯のある人柄が垣間見えました。自分で体操を積極的

にしたり病院に定期的に通いながら、より良い健康状態を保持していらっしゃる様子。「あおぞ

ら苑を利用したいけど、健康でまだまだ利用できそうにない」…と、少し残念そうにおっしゃい

ました。
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国土交通省近畿整備局 大阪国道事務所　　　　　　　　　　　　
　（地域調整課　山田真一さん、杉本さん、田原義治さん）の話

　まだ西淀川区を地理的に把握できていない参加者に、地図を広げながら、環境対策の現状につ

いて説明してくださいました。

　西淀川大気汚染公害訴訟の和解を経て、１年に１度、患者会と道路連絡会を開催しています。

国土交通省と阪神高速道路株式会社で、和解条項に記載されていることを推進していることや、

記載の中には沿道環境の改善、国道 43 号西淀川区佃地区の車線削減を行うといった内容があり、

それを推進していると話されます。道路連絡会は 14 回目を迎えていました。

　環境対策として、交差点改良といった沿道環境の改

善や、自転車道の整備、騒音調査。交通量の抑制とし

て環境ロードプライシングや交通需要軽減のキャンペ

ーンといった内容について説明があります。様々な説

明の中に、フィールドワークで見てきた白い壁、光触

媒による大気浄化も登場しました。出来島小学校近く

の白い塀に触れると服やバックに白い塗料が付着した

ことから、効果やメンテナンスについて参加者から質

問があがりました。

　新しい技術「高活性炭素繊維による大気浄化の取り組み（ＡＣＦ）」やＰＭ 2.5 の測定など、様々

な難しい用語や、状況がつかみにくい説明に、参加者から質問が出ますが、それらに分かりやす

く答えてくださいました。

　あおぞら財団の近くにある歌島橋交差点は、渋滞の多い交差点です。裁判の和解によって地下

道が整備されて、2009 年には横断歩道が全面撤去されました。「渋滞が緩和され、車の通行がス

ムーズになり、ＮＯｘやＳＰＭの排出量は低減された。」と説明がありますが、歩行者・自転車

は地下道を通ってしか横断できないようになり、公害患者が願っている状態と食い違ってしまい

ました。

　国土交通省では、定められた基準の中で施策を行っているところではありますが、例えば地下

道に掲示する看板等でも、公式には企業名の載った看板は作成できません。しかし、手作りで看

板をつくるなど、予算をかけずに、利用者が使いやすいものにしようと考えて実践しています。

　参加者の「目玉の取り組みは何ですか。」という質問には、「道路予算が削減されていく昨今の

情勢の中、予算がないからできないのではなく、住民の方からの要望を広く聴き、お金をかけず

にできることは早急に進めていくという観点なんです。」「みんなが考える公害対策とか環境。我々

は道路管理者としてお話ししていますが、住民にしたって環境省にしたって、あおぞら財団もそ

うですけど目標は１つなんです。公害問題、環境、沿道環境対策みんな目標は一緒。やることの

観点が違うだけであってみんなが取り組もうとしていることは全て一緒なんです。」

　参加者は、なるほどとお話を伺いつつも、もっと具体的に進めていくべき施策もあるのではな

いかと、もどかしい思いを持ったようでした。

　大阪市西淀川区における環境対策

　目標は１つ
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　まずは聞いた話を思い出すために、聞いた人ごとに話題を出していきました。模造紙いっぱい

にポストイットが貼られました。２日間での情報量は膨大です。

　全体を振り返ったところで、『ここ西淀川が○

○だったらいいな』と思うことを出しあいます。

暑い中、フィールドワークをしたことから、緑が

いっぱいになったらいいなという意見。また、安

心して暮らせる、安心して子育てできる等「安心」

の二文字が目立ちます。空気の悪い状況に身を置

き、呼吸さえ安心できないという意識が参加者に

芽生えています。

　そうした想いを実現するための課題を出し合

い、「高齢者」、「あおぞら財団パワーアップ」、「道路」の３つを核に、話し合いを深めていきました。

日付がかわっても、発表に向けて、より良いものにしようと、全員で取り組んでいました。

　今回のフィールドワークとヒアリングは、本財団の役員としてもあらためて学ぶことが多くありま

した。他者の目（特に若者たちの目）に映る西淀川の像が彼らから語られることによって、明確化される

よい機会となりました。

　国道 43 号のフィールドワークでは通過交通量の多さとその騒音で、財団職員の説明が幾度も途切れ

ます。環境基準値が満たされているということの意味についても考えさせられました。これでも良く

なったという道路に隣接する出来島小学校の元先生。勤務当時、排気ガスから子どもたちを守るため、

教室に空気清浄機とクーラーが設置されたそうです。

　国交省からは担当者が 3 人来ていただき、息のあったプレゼンテーションをしていただきました。

しかしディスカッションでは科学的、法的な対策の無力と限界を感じました。財団で取り組んでいる

自転車をはじめ、低炭素型社会へ移行していく「システム」の必要性、また私たちのささやかな努力

が街を変えていく可能性も見えました。

　襷を掛けた凛々しい姿の患者会、和田美頭子さんの語りには力がありました。今年もまた社会的公

正のために、揺るぎのない意志を持つ大きな「魂」との出会いがありました。若者たちの心に言葉が

しみ込んだようです。

　学校で公害の教育に取り組む現役教師は僅かです。そのほとんどが退職してしまいました。西淀川

高等学校に勤務された経験がある松井克行先生は希望の星です。西淀川ＥＳＤのメンバーであり、新

しい教材づくりに取り組む姿は、教師を目指す学生達に一つの道を示したようです。

　最後に、まちづくり事業の前線「あおぞら苑」の辰巳致さんは旅行エージェントの職員でした。さ

すがに彼が経営する施設のホスピタリティの高い経営には驚かされます。公害訴訟に始まった動きが、

患者のみなさんの手で地域を変えていく実践を見ることができました。　

私の
一言

 地元を見つめ直す１日でした

高田　研 Ａ班担当 企画委員

グループワーク：発表準備
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　西村委員の「暑いですね…。」の言葉でヒアリングは始まりました。初めてのヒアリングとい

うこともあり参加者には緊張感が漂っていましたが、池永末子さんはにこやかな様子で話し始め

ました。池永さんは、いわゆる「未認定患者」です。1973 年に成立した公害健康被害補償法に

よる公害病認定は、1988 年に第１種公害地域の地域指定が解除され、その後は新たな患者認定

はなされていません。そのため、その間に認定申請を行わなかった人やその後発症した人に対し

ては、公害病認定もなく、補償もありません。

　池永さんが就職のため、福岡から大阪・西淀川区にやってきた昭

和 35 ～ 36 年頃は洗濯物の竿がばい煙でずっと黒くなり、必ず朝

に雑巾で拭かないといけないぐらい大気汚染がひどい時期でした。

　「娘は、最初は湿疹やったんですよ。もう背中やら顔やら湿疹が

出て。いつも身体ゴゥゴゥ揺さぶってね。湿疹が治ったと思った

ら、今度はぜん息。ぜん息が出ると、湿疹も出るんやね。そやか

ら、１日に何回も、特にこんな夏なんか何回も、下着取り換えてね」

ご自身もぜん息を患っているものの、まず口から出たのは娘の美

紀さんのお話でした。

　美紀さんは３歳頃からぜん息を発症し、中学生頃にかけてひどい症状が見られました。ぜん息

のために修学旅行にも行けない、クラブに入りたくても諦めざるを得ない学校生活でした。池永

さんは、娘の面倒は一生ご自身がみようと思っていましたが、卒業後、就職し、結婚が決まり、

本当に嬉しかったとお話しくださいました。

　「子どもがぜん息やったけど、自分がぜん息になってね、初めてその苦しみていうのが分かり

ました。これはやっぱり、なったもんにしか分からんですね。」

　池永さん自身は、美紀さんが結婚して少し落ち着いた頃にぜん息が悪化しました。もともと美

紀さんが小さい時にも「（池永さんも）もしかしたらぜん息かもしれへんから（公害病の）認定受けた

らどうですか。」と、病院の先生に言われていましたが、自分より子どものことに必死で認定は

受けませんでした。しかし、ぜん息がひどくなった頃には認定が打ち切りになっていたため、未

認定患者となってしまいました。

　「もう、しんどいとかなったら、こないしてゆっくりとおしゃべりできへん。息するのがしん

どい。とてもしゃべられへん。寝るのも横になって寝られへんから、お布団をくるめてね、丸め

て、お布団にもたれて寝るの。横になって寝るとか、真っすぐになって寝るとか、絶対できない。

ヒューヒュー、ゼーゼーいいながら。」

２〜３日目
Ｂ班

池永末子さん（未認定患者／ 67 歳）の話

　娘さんのぜん息

　自分自身がぜん息になって、始めてわかる苦しさ

23



　「認定の方は、医療費は出していただけるので（補償されるので）、どちらかというと治療を早め

早めに受けやすいと思うんですけど、未認定やと全部自費でお支払いして…。その辺が結構大変

ですよね…。１回行ったらもう３千円ないし５～６千円、お薬も入って…。私たちみたいな未認

定のもんゆうたら、お金払うからね…『いや、今日はちょっと辛抱しようかな』って辛抱して。

それで、次の日くらいになったら『あ、やっぱり病院いかなあかんかな…』って思ったりして。

それで、１～２日くらい辛抱して行くんです。」

　現在の制度では、新たに認定を受け、補償を得ることはできません。そこで、患者会が中心に

なってぜん息の医療費無料化をめざしています。池永さんは、患者会の姫島支部長として未認定

患者も認定患者も一緒に、医療費の減免を大阪府に要求しています。

　「認定患者も未認定患者も一緒に運動を行っていることが不思議だ」と参加者の一人が疑問を

口にします。「でも、（同じ患者だから）一番気持ちが分かるんやとは思うんです。」…と、池永さん

は言われました。

…認定患者さんと未認定患者さんの間で、衝突が起きることはありますか。病院で、医療費が無

　料か有料かといった時など、何かありますか。

　「『あの人は、認定受けてる』っていうのはわかってるし。私らもねぇ、受けられたらいいのに

なぁと、思うこともありますけど…。衝突とかそういうものは、そんなことはないです。ただ、

早く自分もね、少しでもね、医療費でもね、安くなったらええなぁと思ったり。羨ましいのは

羨ましい。そやけど、衝突とかってのは無いです。」

村松昭夫さん（弁護士／ 57 歳）の話

　あおぞら財団の理事長でもあり、西淀川大気汚染公害裁判にも

弁護士として関わった村松昭夫さんにお話を伺います。

　村松弁護士は、もともと司法修習生の時期から患者さんの聞き

取りをしていましたが、弁護士になってすぐ西淀川公害裁判の弁

護団に加わります。その時は西淀川大気汚染公害裁判の提訴から

４年目にあたり、裁判が佳境に入る時期でした。

　「弁護士になるという人は、どこかに『弱者の役に立ちたい』

という純粋な気持ちがあるんです。」と、西淀川公害裁判に取り組んだ理由についてお話しに

なります。

　また、村松さんは「少しへそ曲がりかもしれないんだけれど、弱い者が力を合わせて強い者を

倒すというのは、なかなかこれは面白いことではないか。みんなが力を合わせて理不尽なことに

対して、相手がいくら大きくても、少しでも力の弱い者の権利なりが認められるという取り組み

については、面白いというか、やりがいのあるという気持ちがあった。それと、もう１つは新し

い挑戦だったんですよね。」と熱く語ってくださいました。

　質疑応答（抜粋）

　未認定だと受けにくい治療

　弱者の役に立ちたい
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　バスに乗り込み、約30分。大阪市の南部、大阪

湾沿いにある関西電力堺港発電所ＰＲ館（エルクー

ルさかいこう）に到着しました。

　関西電力は、大気汚染の原因企業の１つであ

り、堺、大阪、尼崎の発電所が、西淀川公害裁判

において、発生源として争点になっていました。

尼崎は兵庫県ですが、西淀川区とは川を挟んだす

ぐ反対側に位置しており、発電所は非常に近い場

所にありました。しかし平成13年に尼崎第３発電

所並びに尼崎東発電所はは廃止されています。

　最初に館長の中山栄さんから見学の流れをご説明いただいた後、最新の火力発電所である堺港

発電所と堺太陽光発電所についての説明がありました。その後、火力発電所の中央制御室や、約

７万枚の太陽電池を敷き詰めたメガソーラー（太陽光発電所）の見学も行いました。昼間の強烈な

日差しの下、見渡す限り並んだ太陽電池は圧巻です。

　「太陽光は発電出力が天候に左右されてしまうことから、電気の質を維持するために火力など

をあわせて使う必要があるため、関西電力としては、ＣＯ
2
を削減しながら、電力の安定供給を

はかり、なおかつ電力の質を守っていくことが使命です。」（中山館長）

　村松さんは「被害者が立ち上がる」という日本の公害裁判の特徴を説明しながら、「被害者が

本当に求めたものは、理不尽に蹂躙された生きる権利・人間の尊厳の回復であって、賠償という

のは結果として得られるものにすぎない」と述べられました。さらに「失われたものの回復と同

時に、公害の根絶、すなわち自分達と同じような苦しみを次の世代に味あわせたくないという願

い」があったとも述べられました。

…裁判で、勝てるという自信・確信はありましたか。

「いつも聞かれるんだけれども、勝てると思ったことはなくて、むしろ、この裁判を負けさせな

いということでした。勝てるという確信を持つということはできなかった。だけど、これを負け

させたら大変なことになるぞということをどれだけ裁判官に伝えるか、それが勝負というか、そ

ういうものだった。」

…被害者の人を守っているというのではなく、みんなで協力していこうという団結感を感じました。

「助けてやろうなんていうのは、あんまりなくて。上から目線で助けてやろうとか、そういうの

では続かないと思う。最初、弁護士として、助けたいというのはあるけれども、そういう気持

ちだけでは続けられなくて、逆に教えてもらうものもあります。この患者さんがここまで証言

するっていう、人間が変化するという、成長を一緒に体験できるというのは、私にとってすご

く大きいし、連帯感を持つというのも、こういう裁判をやらないと、なかなか味わえない醍醐

味でもあるかなと思います。」

　質疑応答（抜粋）

関西電力の話

　最新の火力発電と太陽光発電
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　再び、堺港発電所ＰＲ館に戻り、関西電力の環境への取り組みに関するお話を関西電力（株）

環境室の森口由香さんと篠原靖さんから伺いました。森口さんからは、ＣＳＲや企業の社会的責

任として環境問題への取り組みが求められており、関西電力としては、持続可能な社会の構築を

環境行動方針としているとの説明がありました。電気事業の基本的役割として、３Ｅ（Energy 

Security、Economy、Environment）の同時達成が求められており、難しい面もある中でも、関西

電力としては、原子力を主軸としたベストミックスを推進していること。また環境コミュニケー

ション活動として環境家計簿、かんでんｅキッズクラブ、グリーンカーテン、植樹などの取り組

みをしていることをお話しくださいました。

　関西電力は、発電電力量あたりのＳＯｘ、ＮＯｘの排

出量の少なさでトップランナーであり、熱効率や使用電

力量あたりのＣＯ
2
排出量の少なさでも関西電力はトッ

プクラスだということを強調して篠原さんは説明してく

ださいます。これには、ばいじん、ＳＯｘ、ＮＯｘの

除去を可能にした各種装置の導入や、堺港発電所の整備

更新に伴うコンバインドサイクル発電の全号機運転開始

(2010年9月～)が貢献しています。また、環境アセスメン

トや環境保全協定についても説明がありました。

…新入社員教育の際に、環境教育をしていますか。内容はどのようなものですか。

　また、公害に関しての教育は含まれれていますか。

「新入社員教育や、新任役職者教育や環境部門スタッフなど、いろんな段階で教育しています。

今日お話ししたようなＣＳＲの中での基本的な環境への取り組みの考え方や、環境技術や環境

関係法令に関する専門的な内容だとか、環境広報を担当する者は自然教育であるとか、社内外

の講師でいろいろな教育を体系的にしております。個々の公害というよりも公害対策の全体と

しての概要、歴史を含めた教育研修をおこなっています。」

　メンバーは行きのバスの中で「今日が、あおぞら財団が和解後初めて関西電力とつながりがで

きた大切な場」だということを聞いていたため、何を聞いてよいのか、どこまで聞いてよいのか

という手探りの状態で、緊張感を感じながら質問をしていました。

　質疑応答（抜粋）

　ＳＯ x、ＮＯ x 排出量はトップクラスの少なさ
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　歩いて国の登録文化財である池永邸へ向かいます。母屋を入ったところは、江戸中期の建物が

そのまま残っており、大阪市内の民家では最古クラスの場所です。お話を伺った池永悦治さんは

歴史ある野里地区に古くからお住まいで、まちづくりに取り組まれています。

　到着すると「暑かったでしょう。」と言って、野里でまちづくりをしているヒクイナ会の方々

が、池永邸でとれた無農薬のお茶を出してくださいました。お茶は冷たく美味しい。そんな中、

地図などを含む数点の資料を示しながら、池永さんのお話が始まりました。ヒクイナ会は地域の

歴史をまとめ、『のざと』という本を作っています。

　「西淀全体がもう水郷ですね。だいたい明治、このへんでも明

治時代までは水郷で、水郷のイメージがまだところどころ残って

います。」…と、まず西淀川が水郷だったことを教えてください

ます。そして、現在の緑陰道路のもとになる川が、約330年前に

掘られ、それが戦後になってどぶ川になってしまい、昭和40年代

に埋め立てられて、今の姿になったこと、また川が船で石炭や資

材を運ぶ運河として非常に役立っていたこと等、川と地域のつな

がりをお話しくださいました。

　野里の伝承文化のほとんどが川から意味を見出したものが多く、その代表的なものが「一夜官

女祭」です。これは、大阪府の指定文化財にもなっています。「今年もヒクイナ会のみなさんの

協力で、ここで、かがり火をたいてやったんです、2月に。私なんかでも、それをちゃんと伝え

ていかなあかんと思っているんです。私らね、川とともに生きてきたので、町の歴史をもう一回

見直して、他からきた人が多いので、ええところを引き継いで、他の町にはないまちづくりをし

ようという形でやっています。」と、池永さんはまちづくりに対する思いを言葉にされました。

　30分ほどお話を伺ったあと、お庭を拝見しました。代

官が見回りに来る時のためにつくった代官用の入り口だ

と説明を受けると、ここに横たわる歴史をリアルに感じ

ます。社会見学に子ども達が来ることもあり、石臼をひ

いたり、庭にあるお茶を摘んで、ほうじ茶をつくったり

するそうです。資料館もあり、そこにあった幕末の大阪

の地図をみると、改めて大阪が水の町だったことがわか

ります。田んぼに水を入れるための水路に船が通る「田

船」が発達したため、このあたりでは道路があまり発達

しなかったのだそうです。また、非常に教育に力を入れ

ていた地域で、読み書き、そろばんができないと、野里

では農業もできなかったぐらいだというお話もありました。

　見学の後は、「子どもの爪のあかも一部は入っているで（笑）」という池永さんの冗談ととも

に、再度お茶をいただきました。

池永悦治さん（ヒクイナ会／ 73 歳）の話

　川とともに生きてきた・ええところを引き継いでまちづくりを
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　バスでの移動やフィールドワークなどを通して、メンバー同士がよく話をしていたので、話し

合いは基本的には順調に進んでいるようでした。中にはまとめ方がわからず戸惑いながら作業を

進めているところもありました。

　中間報告では、「池永末子さんが未認定患者で

あることを言って欲しい」「西淀川公害裁判が四

日市とどう異なるのか示してはどうか」「関西電

力での見学の流れを話すだけだと、関西電力の代

弁をするだけではないか。それでいいのか」とい

った活発な意見が出されました。

　中間発表の後、提案までどのように持っていく

かを決めるために、参加者それぞれの印象をまず

出し合います。そこでは、「西淀川では未認定・

認定問題などで差別が少なく、あけっぴろげでやっているところがよいと思う」「ヒアリングを

受けてくださった方々の立場を示した上でまとめたほうがよいのではないか」「公害のある西淀

川からなぜ引っ越さないのか、西淀川公害があまり知られていないのはなぜかというような最初

にもっていた疑問を大切にしたほうがよいのではないか」「関西電力の津波への対応など、納得

できないことを示すことも大事ではないか」といった思いが語られていました。

グループワーク・発表準備

…船場といった商業地と、このあたりの近郊農業の関係を伺って当時を想像していましたが、

だんだん西淀川周辺に工場が立地し、このあたりが工業化していく過程にあって、農村の方々

が、どのように変化に対応していったのでしょうか。

「江戸時代なんかは、近郊農家として船場とものすごく親密な関係でした。農村いうても、普通

の山間部の農村とは違う。この辺自体は農村といっても楽だった。綿つくったり、菜種つくっ

たり、それを現金化してました。米は自分のところで食う分だけはあるんだから税金はずっと

得ですね。それが明治、大正になると、陸地化、埋め立てもすすみ、宅地がどんどん建ってい

ったら、百姓もしにくくなりますわな。」

…こういった茶摘などのイベントは、どういう風に地域の人に知らせていますか。

「これはね、いま、ヒクイナ会の人らがお手伝いして。例えば、小学校の見学会の場合は、ＰＴ

Ａの人が来て世話してくれる。ＰＴＡは毎年変わっていくでしょ。なので、ヒクイナ会の人ら

が、横について（行う）。地蔵盆も、地域で続いているんです。だんだん、（やっている人が）お

じいちゃんになってくるし、構成メンバー減ってきたんで、ヒクイナ会が支援しています。そ

ういう伝承行事をなるべくなら次の代までずっと引き継ごうと、若い人を育てるようにしてい

る。一番若い子で、大学生くらいかな。年寄りから若いもんまで。自分のやりたいことやって

もらってます。」

　質疑応答（抜粋）
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私の
一言

過去と未来の風景をつなぐ

西村　仁志 Ｂ班担当 企画委員

　西淀川区野里の池永邸を訪ね、当主の池永悦治さんからかつて水郷地帯であった西淀川の原風

景の話を伺いました。川とともに暮らす近郊農村の暮らしと文化があり、大阪の商いの中心であ

った船場まで船を使ってモノや人の頻繁な往来があったことなど、いまの西淀川の姿とは全く異

なる人々の暮らしがいきいきと浮かび上がりました。

　「豊かな国」をめざす近代化、工業化のうねりの中でこうした暮らし、そして風景、文化、さ

らには言葉や記憶は少しづつ消し去られ、次第に空と大地はグレーに塗られていったのだという

ことがわかりました。その前日に話を伺った患者会の池永末子さんが就職のため九州から大阪に

出てこられた昭和30年代はまさにこのグレーの時代です。

　富山、新潟では農村の暮らしはそのままで川の上流に有毒物が流されてきたわけですが、西淀

川では農村の暮らしが解体されるなか、工場と新住民の労働者がいっぺんにやってきたわけで

す。こうして西淀川の原風景はすっかり記憶の奥底に埋もれてしまっていったのでしょう。

　そこから半世紀を経て、西淀川で再び青い空を取り戻そうという営みが始まっています。あお

ぞら財団のさまざまなプロジェクトもそうですし、池永邸では地域の子どもたちが庭の茶の木か

ら茶摘みをし、ほうじ茶をつくる体験学習をしています。8月の蝉時雨が聞こえるなか、冷たく

美味しいお茶をいただきながら、こうした営みが西淀川の過去と未来の風景、そして希望をつな

いでいくのだろうなと考えていました。

　その上で、全員でどうまとめていくかの話し合いに入りましたが、意見をまとめるのに、非常に

多くの時間を費やすことになりました。当初、まとめるのが上手な参加者が主導権を握って進めら

れており、そのままいけば、おそらく最も早く発表交流会の準備が終わっていたと思われました。

　しかし、議論が２時間ほど進んだ頃、参加者の一人がそれまで抱え込んでいた自分の疑問・

違和感をみんなに話し始めます。このことをきっかけに、それまでほとんど議論に参加でき

ていなかった参加者も意見を出すようになり、本音での議論が展開されることになります。メ

ンバーは、自分と意見が違う人、意見を表現するのが上手ではない人の話をわかるまで聞きま

す。そのため、報告準備の進行は遅々として進みません。しかし、後にメンバーの一人が言っ

たように「あれだけ議論しあって、言い別れしなかったのはすごい」と誰一人、話し合いを放

棄せず、最後まで作業が続けられます。

　日付が変わり、東の空が明るくなるころまで続けられ、最終的な調整は直前までおこない、リ

ハーサルもなくぶっつけ本番での発表となりました。
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２〜３日目
Ｃ班

古河ケミカルズの話

　阪神出来島駅から国道43号を通り古河ケミカ

ルズまで徒歩で向かいます。西淀川大気汚染の

原因企業の多くは、西淀川区以外の区や市にあ

りますが、古河ケミカルズは西淀川区内にある

原因企業でした。

　古河ケミカルズに向かう道の途中で、担当の

川島さんが笑顔で迎えてくださいました。「当

社では工場見学受入などあまりしておりません

ので準備ができていません。見学いただく硫酸工場ですが、見学コースとかございませんので、

通常の操業をしている状態を直に見ていただきます。」と申し訳なさそうにお話しになります。

しかし、冷たいお茶や汗をふくためのタオルなど細かい準備や配慮をしてくださっており、心遣

いを感じました。

　まず、会社の沿革、業務内容等の概要について説明がありました。今では食品添加物の硫酸

や、船底に塗る亜酸化銅などを製造しています。操業は大正８年、当時は「銅の製錬」と「硫酸

の製造」をする会社でした。酸化チタンは、昭和26年から平成15年までの52年間製造していまし

たが、現在は製造していません。平成17年に、古河機械金属（株）（旧古河鉱業）から分社化し、

古河ケミカルズ（株）として現在に至っています。

…新入社員への環境に対する教育は、どの程度、どんな内容をしていますか？

「入社してまず一番先に、安全教育、環境教育をします。環境に関しては、ＩＳＯに則って工場

ではこういうことをやっている、ということから始まります。公害については、従業員で西淀

川公害を知っている者が少ないですから―従業員の親が知っていたというのは聞いたことがあ

りますが（地元採用の社員が多い）―、わが社の公害に関する基準はこうで、それ以上になったら工

場を止めないといけないという話をします。」

…街中にある戦前からの工場は土壌汚染だけでなく、

土地代も高いですし、難しい問題があると思います

が、なぜ、この場所にとどまろうとされているので

しょうか？

「今は従業員が105人おりますし、下請けさんや協力

会社さん、物流など関係の方をまとめてごっそり持

って行けるような所があれば、移転も考えられると

思うのですけど。やめようといっても、影響は何千

人という数になります。」

　質疑応答（抜粋）
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　川島さんの答えを受け、あおぞら財団の林研究員が「あおぞら財団としては、工場と共存した

まちを望んでいます。西淀川は多くの工場が移転していったり、閉鎖して、跡地にマンションが

立ち並ぶという状態になっていますけど、やはり、物づくりを残した状態で、共存していくこと

を非常に望んでいるので、ぜひとどまっていただきたいと思っています。」と発言。まちづくり

と一口にいってもいろいろな視点があることを、参加者は感じたようでした。

　その後、昭和36年頃にできた設備が現在でも一部使われている工場見学に移ります。初めて見

る硫酸製造の現場に、驚きの声が多く上がりました。あちこちにいざという時の連絡対策が記

載されている看板が掲示してあります。「硫黄を燃やすと出る900度の硫酸ガスと熱をいかに漏らさ

ず、効率良く使ってやるかっていうのが一番大事なところです。」…と、硫酸を作る工程を丁寧に説

明してもらいます。硫酸が硫黄からつくられるという基本的な事を知り、プラントを見学する事

で、原料の硫黄から発生した硫酸ガスを漏らさずできるだけ製品化すること、900度の熱をボイ

ラで回収し、その蒸気を使用してタービン発電機で電気を発電・使用することにより、購入電力

を減少させ、結果的に温室効果ガスの発生量抑制に寄与しているなど、熱効率を上げて無駄なく

エネルギー化し、効率を良くすることで公害も出さないということを学びました。

　「良い製品を作ることが、公害を出さないことにつながっている」ことを実感し、「素材産業

が、生活を支える基盤になっているということを知り、友人にも工場見学を勧めたい」と感想を

もった工場見学でした。忙しい中、プラント見学や質問に率直に真摯に答えてくれた古河ケミカ

ルズの方々は正門まで見送りに来てくださり、一緒に笑顔で記念撮影をしてお別れをしました。

　良い製品をつくることと、公害防止

西淀川高校の話

　暑い中、西淀川区内にある唯一の府立高等学校である西淀川高等学校へ歩いて向います。学校

の玄関横には大輪の花をつけたひまわりがずらっと並んでいます。３階教室に入ると、エコ・

コミュニケーション同好会の３人の生徒が迎えてくれ

ます。仲睦まじく、キラキラとした笑顔の３人に、参

加者の緊張もほぐれ、リラックスした雰囲気となりま

す。綿菓子をつくるのがダントツにうまい部長の鍵本

さん。抜群のコンビ「ヒロシ＆ヒトシ」の百尾くんと

菊池くん。

　「エコはエコロジーの略称で、人間生活と自然環境

との調和・共存を目指すことを意味しています。そこ

に様々な人々とのつながりやお互いに理解しあうこ

と、つまりコミュニケーションをプラスして行なう、これがエコ・コミュニケーション同好会の

活動です。私たちが活動を正式に始めたのは、2008年５月からです。今年で結成して４年になり

ます。」…と、彼女、彼らが活動する「エコ・コミュニケーション同好会」について一生懸命発

表してくれます。

　また、廃食油の回収や紙芝居の作成・発表、廃食油リサイクルをＰＲする綿菓子づくりなど、

最近では地域のイベントにひっぱりだこで、「ほんまに忙しい」と楽しそうに活動を話してくれ

ます。「これからも私たちは、さまざまな団体や方々と、エコ、環境とコミュニケーション、人

とのつながりを大事にして活動していこうと思います。」
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　生徒たちが退室後、「あの子らがあんなに喋るのは初めて。こうやって温かい目線で見ていた

だいて話を聞いてもらえるという体験が、あんまり今までなかったという感じで。あの子らにと

ってこの場は力になったと思う。」と、同好会顧問の辻幸二郎先生はおっしゃいました。

　「このエコ・コミュニケーション同好会は、『菜の花プロジェクト』をやっていく中で生まれ

てきたんです。最初は熱意のある子らが10人ぐらい集まりました。その当時の生徒が、『地域清

掃をやりたい』と最初に言ったんですよ。そこから畑作業やったり、イベントに参加したりする

ようになってきました。で、なぜ地域清掃から始めたのか。彼らが、『西淀川高校って地域の評

判悪い、なんか悔しい』と言ったのです。彼らに『西淀川高校も、何かを頑張ってやったら、え

え学校に絶対なるはずや。僕ら、私らでも、ちょっとでもええことやりたいな』という思いがあ

ったというのが、僕はすごく印象的です。」と、同好会発足の背景にある想いに触れました。

　また、西淀川高校は2005年から「環境」という科目を３年生の必修科目にしています。「全員

必修であることと、グローバルな課題とローカルな課題の両方取り上げる参加体験型であるこ

と」が特徴となっています。「1990年代ぐらいから、教員の社会科の学習のなかで、勉強苦手や

という子が多いなかで、単なる教科書の中の学習ではなくて、地域の課題をしっかり教え込ん

で、地域がなぜこういうことが起こっていて、自分らはどう考えたらいいのか、という授業を

ね、取り上げていったのが始まりなんです。」と、辻先生。この科目は、公害教育から始まり、

環境問題、そしてＥＳＤの観点を取り入れたプログラムに変化してきました。

　「『環境』という科目で一番大事なことは、環境問題解決の以前に、やっぱり子どもたちの

selfesteem（セルフ・エスティーム）、自尊感情、それを高めていくことです。うちは、そこから始

まらないと、あらゆるものが始まらないと思います。そして２番目にあるのが、スキルではなく

センスを育むということなんです。高校でやるべき学習というのは、やっぱりスキル的な基礎学

力ではなくて―それも大事ですけど―、社会に生きていく時に大事な力ちゃうんかなと思いま

す。悪いことが起こった時に、『こんなんほったらかしにしてたらあかんのんちゃう』、誰か困

っている時に『それはなんとかせなあかんのちゃう』っていうような感覚を持つような、そうい

うことが高校では非常に大事ちゃうかなと思います。それがまさに、僕はＥＳＤの一番中核にな

るもんちゃうかなと思っています。うちの学校での環境の授業でも、やっぱりそこをね、なんと

か形にしたいな…ということを考えています。」

　評判悪いのが悔しい・ちょっとでもええことやりたい

　「環境」教科が必修

…このエコ・コミュニケーション同好会の卒業生で、同好会をはじめて自分に自信が持てたりし

たことがきっかけで、卒業後の何か進路というか将来設計が変わったようなことがあれば教え

てください。

　「とりあえず、曲がりなりにも就職できた子がいるのが、成果といいますかね。もともとが不

登校であったりとか、ほとんど周りとはしゃべらないような子ですんで普通にそのまま高校を卒

業したとしても、普通に就職はできない、アルバイトも難しい子も結構いるんです。けれども、

とりあえず割と進路は決まってきてるというのがプラス面ですかね。」

　質疑応答（抜粋）
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岡崎久女さん（２次原告／ 62 歳）の話

　「語り部をはじめて長いですよね？」というスタッフの問いに、

「長いなぁ…。（何年ぐらいか）わからん」という言葉から始まった岡

崎久女さんのお話。川のきれいな高知県の安芸から就職のため尼崎

にやってきたことや、結婚して西淀川に移り住んだことから話が始

まりました。

　「息をするのに空気がない感じ、それを一生懸命吸おうとするん

やけど、吸えてない。吸うのにもすごい力がいる。突然にそうなっ

たから、初めてで分からなくて。夜中にだんなが酔っぱらって帰っ

て来て、12時半頃、ここ（当時千北病院）に連れてきてくれたの。自転

車の後ろに乗せて、押して歩いてくれた。」…と、初めてぜん息で病院に担ぎ込まれた時の様子

をお話しになります。細かいことは忘れているとおっしゃるものの、しんどかったことは体が覚

えているようでした。

　岡崎さん自身が、ぜん息がひどくなるのと同時に、次男もぜん息になり、ひどい発作をおこし

ます。「子供が具合悪いと、ほんまにひゅーひゅー言うてんねんね。（自分もぜん息だから子どものぜ

ん息の苦しさは）すごいわかる。嫌や。ほんまに嫌やって思うで。」

「子供は11時、12頃からぜいぜい言って。寝返りしながら呼吸できなくて、苦しくて、『お母さ

ん、苦しいよう』言うて。息ができない状態で言うから、か細い声でとぎれとぎれに言ったの

よ。あれだけはよう忘れんかった。いくつか、そういうつらい思い出だけは残ってる。」

　参加者の家族にもぜん息を患っている人がおり、ぜん息発作が天気の変化や、精神的・体力的

なことによって引き起こされることや、「ひゅーひゅー」と笛を吹くような呼吸になること、看

病の難しさについて語り合う中で、ぜん息発作のイメージを共有していきます。

　岡崎さんは、その息子さんが中学生の時に、発した一言を覚えていて語り部になろうと思いまし

た。「高校に行くのに、『どっか引っ越ししようか』って言ったら、『おかんにはな、ふるさと、

田舎があるけど、俺にはここがふるさとやぞ』って。その時はそんなこと全く考えなかったけど、

自分にはふるさとがある、ああそうやな、この子にはここがふるさとやな、なるほどなと思った。

それから、ほんじゃあがんばって、病気を治していかなあかんな、町をきれいにしていかなあかん

なって。そういう思いがあって、語り部になりました。昔はようしゃべらんかったのに。」

　「お母さん、苦しいよう」

　参加者の一人から、「僕も定時制の高校出身で、二十歳の時に定時制の高校入ったんですけ

ど…自分に自信がなく、自分で自分のこと傷つけてしまう子がたくさんいるという環境がわかり

ます。心が優しいんだけど自分を表現できない子が、お互いに助け合いながら表現できる場所が

あるっていうことが、ほんとにすごくいいなと感動しました。」という言葉があったように、辻

先生のお話を聞き、生徒たちと接し、いろいろな人と「つながる」ことで、コミュニケーション

力が身に付き、社会に生きていく「センス」が養われることの力強さを感じたようでした。

　語り部になろうと思った一言
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　発足した昭和43年当時は「大阪府公害監視センター」と呼ばれていた「大阪府環境農林水産総

合研究所」を訪れました。4階だての建物には、ゴーヤのグリーンカーテンが強い日差しの中、

力強く伸びています。

　「今日お越しいただいているのは、本部・環境科学センターという機関です。主に環境の監

視、あるいは調査、分析などを行っている機関です。」と、企画調整部企画課の原野利暢さんか

ら研究所の説明がありました。農業、水産といった分野が統合され、現在の研究所の名前になり

ました。大阪城がかすんで見えない昭和40年代の写真と、見えるようになった昭和64年の写真な

どを比較し、大阪府の大気汚染の変遷、それに伴い充実してきた公害の監視体制など概略をお話

しくださいました。

　環境情報システム管理室に移動し、大気汚染監視体制の具体的な内容、常時監視や測定局、具

体的な測定結果など情報管理課の青井政雄さんから説明がありました。

　途中、「患者さんの話を聞いたことがありますか？」と参

加者の一人が青井さんに問いました。常時観測データをとり

続けるという行政でなければできない役割を大事だと感じる

一方、現在の法律・制度にもとづいて観測を行っているだけ

でいいのか、（前日に聞いた公害患者さんの話を思い出し）実際に空

気を吸っている人たちの身になっているのか、その測定デー

タをどう被害防止につなげるのか…と、データと被害が結び

つかず違和感やもやもやとした思いを持った参加者もいるよ

うでした。

　その後、屋上にあがり、実際に大気の測定をおこなっている機械の説明をしていただいたり、

アスベストの調査の方法やダイオキシンの測定についても、それぞれの担当者から伺いました。

観測を継続して行っていくことは、お金も手間も技術も必要で大変であるけれども、大事なこと

であり、かつそれら測定結果を市民が積極的に活用していく重要性を感じたようでした。

…あおぞら財団への期待は？

「今、（あおぞら財団は）ちっちゃいことから、ちょこちょこっと

一杯やってくれてるけど、それを積み重ねていくことによっ

て、町は良くなっていくやろうなと思う。コスモスのあふれる

地域にしたいんですよ。コスモスだったらみんなが好きな花だ

し。すごく時間がかかると思うんだけどね…そういう願いをず

っと受け継いでいってほしいと思う。」

　最後に「生きることって大事だ。何とかしてほしいな…じゃなくて、せなあかんねんな。」と

語る岡崎さんの前向きな気持ちに、参加者は精いっぱい応えようという表情を浮かべていました。

　質疑応答（抜粋）

大阪府環境農林水産総合研究所（原野利暢さん、青井政雄さん）
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私の
一言

あおぞらのもとで、未来につながる希望の途を見いだす

井上　有一 Ｃ班担当 企画委員

「未来をつむぐ西淀川のきらめき ― まちの歴史から生まれたつながりの場」、これは発表交流

会におけるＣ班の報告タイトルです。わたしたちのフィールドワークは、まさにこのタイトルど

おりのすばらしい発見に導かれるものとなりました。この種の訪問受け入れはまったく初めてだ

という古河ケミカルズの工場では、たいへん温かく細かなご配慮をいただくなか、地元に根ざし

た企業との協働によるこれからのまちづくりの姿がはっきりとイメージできました。「環境」を

必修科目にしているという西淀川高校では、喜々として地元密着型のプロジェクトに未来志向で

取り組むエコ・コミュニケーション同好会の生徒さんと温かさいっぱいで指導に当たられている

先生方の姿に接し、わたしたち自身がおおいに励まされました。さらに、西淀川公害への対応に

おいて主要な役割を果たした千北病院（当時）でお話を聴いた公害訴訟原告の一人岡崎久女さん

からは、未来に向けた語り部としての強い決意がおのずと伝わってきて、きわめて印象深い機会

となりました。また、大阪府環境農林水産総合研究所（元の大阪府公害監視センター）では、汚染物質

の生成とその動きを監視するための地道なデータづくりの現場を目の当たりにすることで、あお

い空の未来を確実なものにするために不可欠なこの情報を地域社会のなかでどのように生かして

いくことができるのかを考えさせられました。ＥＳＤ（持続可能な発展のための教育）が、環境面での

持続可能性だけでなく、社会的公正や一人ひとりの生きることの豊かさをもその核心に位置づけ

るものであるなら、わたしたちは、まさに理想的ともいえるＥＳＤの教育機会をみなさんからい

ただいたことになります。

グループワーク：発表準備
　グループワークでは参加者がそれぞれ聞いた話の中で、何がポイントだったのか、どういうこ

とを発表で伝えたいかを出し合います。

　工場の「安全専一」という言葉や、高校生のきらめき、自分の高校時代をふりかえって思う自

己肯定の大事さ、患者さんの話から感じた「ふるさと」の意味、土地に根ざすこと、そしてデー

タの意味と未来をつくりだす財産。立場の違うメンバー、それぞれ感じるところは違いますが、

お互いの思いを共有していこうとしていました。

　意見を出し合い、議論するなかで、公害の経験を「ひとごと」ではなく「自分のこと」として

捉えること、公害のない未来を創るために、地域の過去、歴史を踏まえながら、地域にどういっ

た「つながり」や「場」が創り出せるのか、というテーマでまとめることになりました。
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２〜３日目
Ｄ班

　「西淀川公害患者と家族の会」の事務所で、永野千代子さんを囲

んでお話を伺いました。鹿児島から就職のために大阪へ出てきて、

大阪市内の様々な地域に住みましたが、結婚し、次男が生まれてし

ばらくした頃、西淀川区に引越してきました。その当時は、空気は

汚いけれど近くにはヨシが生えており、工場と自然が共存していた

風景を思い出すようにお話しくださいます。

　西淀川に引っ越してきて１年半ぐらいたった頃に、次男が公害病

という診断をうけます。今では、患者会の事務局長として運動に積極的に参加している永野さん

ですが、当初はあまり積極的には参加していませんでした。

　ところがその次男が小学４年生の時に交通事故に遭い、亡くなったことがきっかけで変わりま

す。「当時の小学校の校長先生に『永野さん。生きてる子には、何でもしてあげられる。けど

ね、死んだ子に何してあげられる？仏さんに水あげたり、お花の水変えたりしかできひんでしょ

（できないでしょう）。同じ苦しんでる子どもたちを助ける為に（運動を）やったら…』って言われた

のが、この運動を一生懸命やり出した始まりです。」

　それから４年後に、永野さん自身も慢性気管支炎で公害の認定をされ、それから一段と運動に

力を入れるようになりました。「やっぱり同じ苦しんでる人達の力になってやりたいっていうの

が、あったんです。患者でない人が事務局やったら、痛みが分からないからね。やっぱり同じ患

者がいたほうがええんじゃないかなって思います。」

　一方的に話をするのではなく、参加者と言葉を交わしながら話がつづきます。病気の話になる

と、永野さんは、腕を差し出して見せてくれました。注射を頻繁にするために針痕がつぶれ穴が

あいています。徐々に痰や咳が増え、毎週３回は病院に通い、毎日薬を15～16錠飲むと話され、

「病気との付き合いも上手になってきますわ。」と、治ることのない公害病と長年つきあってき

た様子をお話しになりました。

　語り部をするときには、かならず身につけるというタスキ。このタスキをつけ、環境省の前に

座り込んだり、全国の各地の裁判支援へ。参加者の「僕がもし家族で、妻が座り込みに行くって

言うたら、僕は止めそうやなと思うんですよ。心配やなって。」という言葉に対して「心配だか

らどうかっていうのは、知らんけど、私のとこでも、黙って行くんです（笑）。反対されるの分

かってるから。どこそこには行くって言うんだけど、座り込みやっていうことは言わないです

ね。」と楽しそうに答え、当時、勝つか負けるかわからない裁判だったことに対しては、「負け

たくない一心ていうのかな。自分が悪いんじゃなくて、煙が悪いんだっていうのをきっちりとさ

せたかった。」ときっぱりとお話しになりました。

永野 千代子さん　（西淀川公害患者と家族の会 事務局長・２次原告／ 71 歳）の話

　公害運動に取り組むきっかけ

　西淀川だけでなく、全国いろいろな所へ
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　学校の理科の教師で、理科クラブの生徒と一緒に公害調査

活動を行っていた西口勲さん。すでに退職されていますが、

教師として公害・環境問題に対して取り組んでこられた当時

の様子をお話しくださいます。お話は主に、西口さんご自身

も執筆された『大阪の環境教育 公害・環境教育の25年』とい

う本を使ってすすめられました。

　赴任当初、「白のカッターシャツで行ったら、瞬く間に真っ黒になってしまって。鼻の穴も鼻

毛も真っ黒けで…もう、目はこすったらあかんと、そういう状況でした。」

　西口さんは、西淀川区内の中学校に勤めた1970年代後半に、生徒と一緒に大気汚染や水質調査

などを実施しました。またＮＯ
2
の環境基準が２倍から３倍に緩和されて「公害は終わった」と

いう企業の巻き返しがおきていた1980年には大阪府全体の子どもの健康調査を行います。

　「もう公害は終わったいうてね、実際は子どもたちの健康被害はどんどん増えてたんですね。認

定患者の子やらは、一時は修学旅行も行かしてもらえんね。学校のプールも入られへんてね。こ

んなに元気ですってゆうても学校側は何かあったらあれやということで、教育活動は制限されて

いましたね。」

　そうした子ども達を対象に、医療機関の協力を得て夏休みの期間中の１週間「サマーキャン

プ」を実施しました。丹後半島まで行き、水泳をするなど、どこまでなら発作をおこさず運動で

きるかなど、子ども達自身が自分の病気を理解し、自分に自信をつけて帰っていく。学校では孤

立しがちでも、病気で苦しんでいる者同士だとすぐに仲良くなることができる。そういった公害

の子ども達によい効果をもたらしたサマーキャンプを20年間開催していました。

　途中、患者会会長の森脇君雄さんが登場。裁判和解時に被告企業の社長達が頭を下げている写

真パネルを指差し「怒りがずーっとあったんやけどね、謝ってもらうと、胸がスーっとしてよか

ったなぁって感じになる。でも前（に立っている社長）だけ（頭を）下げてるんですよ。後ろは知らん

顔しとるでしょ。あれ、法務部の連中。こういう写真を見ると、相手の姿っていうのが、よーわ

かるわ。」と和解時の裏話をお話しになり、参加者はへぇーと感心しながら耳を傾けました。

　和解をむかえたことに対して、永野さんは「やれやれ、ほっとした。」と、21年もかかった裁

判をふりかえっているようでした。

…これからまだまだ続く人生で、成し遂げたいというか、やりたいってことはありますか。

「そこの歌島交差点の歩道橋に、横断歩道をつくりたい。もともとあったのに撤去されてしまっ

た。残してくれって（国交省に）言うてんのに取ってしまったから。あれもう１回つけて欲しい。そ

れを若いあおぞら財団の人たちにお任せしたい。」

　地下道設置のためになくなった横断歩道を再度設置するという、患者さんを含め西淀川の住民

が幸せに暮らせるまちづくりを期待する言葉で終わりました。

西口 勲さん　（元 中学校教諭／ 72 歳）の話

　質疑応答（抜粋）

　子ども達の健康被害はどんどん増えていた
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　「私が退職して10年になりますが、今、なかなか現場では西淀

川の公害のことやら、あるいは環境問題のことに取り組める時間

がないんですね。なかなか自由に使える時間がなくなって。もっ

と系統的に学習ができないと…。」とお話しになりながら、10年

近く前に作成した環境学習用パネル『知っていますか？西淀川の

公害』（写真を紙芝居のようにしている教材）を紹介くださいました。

…学校教育の枠組みの中の公害教育や環境教育、どのような目標を設定して行ったのですか。

「やっぱり、現実をきちっと認識できること。今はね、西淀川公害はもう過去のもんやというね

意識がありますが、現実には、大阪市内の小学校も中学校も、ぜん息医療費の補助額が年々増

えてるんですわ。行政はＮＯ
２
の環境基準はおおむね達成しつつあるってゆうてね。ところが

子どもたちの健康被害がどんどん増えていってる状況がある。ＰＭ2.5という、マイクロミク

ロンよりもまだ小さいのが、どうも肺の奥まで入ってるから、これが原因かも分からん。けっ

して公害は終わってない。」

…この公害学習を子どもたちにする時に、これはよかったなという手ごたえを感じた学習方法は

ありましたか。

「それは、昼からやる緑陰道路。歩いて自然観察して、子どもらが自分の五感で接しないとなん

ぼ聞いても自分のもんにならんからね。問題発見学習といいますかな、そういう場がやっぱり

必要とちゃうかなと。」

　公害・環境を学ぶ教材

　質疑応答（抜粋）

　午後から、教師人生の中の約20年間を西淀川区内の３つの小学校

ですごした天野憲一郎さんが中心となり、公害・環境学習に関する

お話がすすみました。

　「西淀川裁判で使われた資料を検討して教室で使われるパネルにま

とめて全部の学校に配ったけど、必ずしも使われているというわけで

はありません。だけどすぐ教室で使える資料が必要やろうということ

で、かなり長い時間かけて論議をして（教材を）作り上げていったとい

うことがあります。」

　天野さんは、生活科の時間に緑陰道路でどんぐり拾いをして工作をしたり、保護者を含めての

観察会の実施、記録に残る文集を作成し子供たちに学びの結果を残すといった授業をおこなって

きました。また、学校で活用されていなかったパネルとビデオを用い、活用するための指導案を

作成しました。こうした、授業での実践をふまえながら、教材をつくりあげてきました。その中

で、すぐ教室で使える教材として『西淀川の自然と歴史にふれあおう』が完成しました。

天野 憲一郎さん　（元 小学校教諭／ 64 歳）の話

　授業の積み重ねの中から、教材を作成
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　質疑応答（抜粋）

　「前半は自然に関することで、後半は歴史と、緑陰道路の歴史ということを取り上げました。

生活科や、総合の学習、特に中学年の総合の学習で使えるようにということを、想定してありま

す。ごく簡単なんですけども、緑陰道路の歴史によって現在の西淀川を思い起こせるようにして

いるわけなんです。」

　会場のあおぞらビルの窓から見下ろすと見える「大野川緑陰道路」は、木々が青々と茂る全長

3.8kmの歩道・自転車道のある緑道です。時代をさかのぼると、農業用の排水路としてつくられた

中島大水道でした。江戸時代の農民の努力でつくられたものです。それが時の流れの中で緑道に

変わってきた経緯、そして緑道となった今、環境学習の場としてどのように利用しているのか授

業風景のビデオを交えながらお話しくださいました。

　「『西淀川の自然と歴史にふれあおう』を作る時に、ただ作るだけではなくて、それを市民にど

う広げるかということが一つの課題やったわけです。」とお話しになる天野さん。緑陰道路がケー

ブルテレビに取り上げられたことが一つの転機になり、その後新聞等にもとりあげられるようにな

りました。そして、市民と一緒に考えていくという場として「緑陰道路サロン」を作りました。

　「自然観察と、古文書やらを使った歴史の学習というのを両方やろうと考えてます。つまり自

然観察は緑道の今を知る。それから古文書などは歴史を勉強する、過去を知るというね。」

…現場の先生方に、環境教育をする機会はないんですか。

「非常に難しい。教科書にないことを投げ込んだらね、『余計なことゆうてくれるな』『これ以

上しんどいことゆうてくれるな』という実感もあるし、一切耳をかさない現状もあります。…

なかなか難しいことなんですね。」　

　緑陰道路を活用した学びの場はある程度手応えのあるものになってはいるものの、学校現場で

西淀川公害をとりあげることの難しさを、先生や学校の反応、指導要領の問題など、メンバーは

多面的に理解していきました。しかし、それでも試行錯誤を繰り返しながら熱意をもって取り組

んでいる先生方の思いも感じ、メンバーはそれぞれが興味のある方向に思いをめぐらせながら、

次のセッションである緑陰道路フィールドワークの準備を始めました。

フィールドワーク／緑陰道路サロン

　強い日差し。あおぞらビルから外へでると、空

気がむわっとこもっている感じがしました。西口

さん、天野さんに加え、同じく緑陰道路サロンの

メンバーである撫坂さんと共に参加者は、緑陰道

路に向かいます。工事の音に混じって、セミの鳴

き声がきこえます。緑陰道路に入ると、空気が流

れている感じがしました。こもった暑さではあり

ません。緑陰道路と立体交差する橋の下、将棋を

さす人たちがいるエリアでは、風が吹き抜けて涼

しい。「こんなに気温が違うんや」という感想が

きかれました。
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山岸公夫さん（元 神戸製鋼 職員）の話

　「元神戸製鋼所の法務部というところで訴訟担当を長いことやっ

ていました。大雑把に言いまして、私の方は訴訟の時には、せめ

られる側でした。せめる側に、いろんなドラマがあったんでしょう

けども、せめられる側にもそれなりのドラマというか出来事があり

まして、いまでもある意味懐かしい思い出でもあったりします。」

と、山岸公夫さん。レジュメに沿って、訴訟との関わり、会社組織

のお話など、力強くゆっくり、どっしりとお話しされます。

　昭和52年、神戸製鋼所は西淀川訴訟がおきるという情報に基づ

き、法規室を設置します。当時、入社10年足らずの山岸さんはこの

法規室の配属になります。それから、17年間、監査役室長となり法務部門を離れるまでのご自身

の仕事や役割について詳しくお話しになります。神戸製鋼の人間であるだけではなく、法務にず

っと携わってきたという誇りを感じるお話でした。

　「昭和53年、今から考えると33年前くらいになりますが、阪神間の大手企業10社が（西淀川公害

訴訟の）被告に。何かの基準で10社選定をして名誉あるメンバーに選んでいただいたわけです。

けれども、企業規模の大小、大気汚染に寄与する度合の大小、立地がどこにあるかっていうこと

で、この10社の１本化も単純じゃあございませんでしてね。」と、西淀川区だけでなく、此花

区、尼崎市など工場の立地が様々、また大気汚染への寄与割合も様々である企業の足並みをそろ

えることは難しいことだとお話しになりました。

　企業が足並みを揃える難しさ

　かつては川だったところが、緑道になったということを、歩きながら実感します。自転車に

のった中学生が、かなりとばして道路を走っていき、誰も立ち止まりません。「みんな、（自転

車）飛ばすなぁ。止まらへんな。」「単なる道だけとしか思ってないんかな…」と、止まってい

る自分たちと、止まらない地元の中学生の温度差のようなものを感じている参加者もいました。

　暑さもあって、緑道の木や生き物の説明をしてくださる撫坂さんの「これ何かわかる？」とい

う呼びかけに、最初、言葉が出てきません。しかし、やりとりをするうちに、徐々に勢いよく言

葉が出てくるようになり、目を丸くしたり「？？？」という表情をすると、撫坂さんは、「やっ

てよかったわ」と笑みをこぼしました。

　その目の輝きが、徐々に他の参加者にも伝染し、終盤には自らキノコを取ったり、あれは何？

と聞いている場面も見受けられるようになりました。参加者の顔がどんどんイキイキして、活発

なやりとりがなされるようになっていきます。「あつい」という言葉がすぐ出てきていました

が、時間が経つにつれて、周囲の木や葉や虫の話題が出てくるようになりました。

　最初はあまり興味がなくても、おとなが興味をもって伝えていると、子どもも興味を持つよう

になる。徐々に活発になり、周囲の木や葉や虫に興味がわいてくる。緑陰道路サロンもそうなの

だろうか…サロンの雰囲気を想像しながら緑陰道路を歩き、歴史、活動、そしてこれからに、思

いを馳せた時間でした。
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　会社の中で忘れられた存在に

　「始めはですね、答弁書とか準備書面というのもそれぞれ自分の会社が自分の弁護士を頼んで

自分の会社の名前で作成してきているんです。例えば、阪神間は西風がほとんどであって、東か

ら吹く風は少ない、だから此花にある会社は、『うちは大きい会社だから選ばれたのかもしれな

いけれど、そんなに西淀川の大気汚染に関係してないんだ』と書きたいわけだ。でもそんなこと

をそれぞれが書き出してったらキリがないということもあるんで、そこを何とか調整していくと

いう作業が必要だったんですね。」

　裁判は、まず書面でもって自分の主張を言いあった後に、立証活動に入ります。証拠によって

書面で述べたことの裏付けをしていくという作業になりますが、この時期になると被告企業10社

が一緒にしていくということで、裁判所近くに大きな事務所を借り、共同事務所を設置しまし

た。山岸さんは、毎日会社ではなくその事務所へ出勤することになります。

　「余所へ行っとんですから社内で忘れられます。しかしまぁ、その代わりっちゃなんですけ

ど、人間として成長しました。」…と、それぞれの会社を代表した担当者が集まっている対

等な関係だからこその「調整の大変さ」と、それをすすめていくための「担当者の全体の説得

力、人間力」の重要性をお話しになりました。「そういう意味でいうと私は会社の中では忘れ

られた存在でしたけども、人としては、社外の方といろんな話をして、お酒を飲んだりしたこ

とですね、大変勉強になったと思っておるわけです。」

　その後、山岸さんは昭和62年に法規室の室長になり、毎日

のように共同事務所へ出勤するのは別の部下になり「半分外

れた」状況に。この時期には原告側の折衝もあり、幕引きに

ついても模索していました。そして平成６年には、監査室長

になり法規室から離れたため、平成７年３月の和解にはタッ

チすることがなく、訴訟は終了しました。

　「訴訟担当者っていうのは言ってみりゃ会社では兵隊さ

んなんですよね。闘えって経営者に言われて一所懸命、主張・立証して闘ってるんです。ところ

が、経営者の方はもう和解解決だと言うわけですね。そうすると、訴訟担当者っていうのは梯子

を外された気がするんですね。一所懸命闘え、勝ってこいと送りだされたのに、後ろから梯子を

外されて、闘わんでええと言われても…。私は半分担当者だったし半分管理者・経営者だったん

で、どちらの気持ちもわかるんですが。我々の長年訴訟をやってきた仲間の多くは訴訟担当者で

したから、あの和解だけは理解できんって言うてました。」

　参加者は山岸さんのお話を伺いながら、患者会事務所でみた、和解の写真（前列の社長は頭をさげ

ているが、後列の法務担当者はさげていない）を思い出している様子でした。

　狡兎死して走狗烹らる※

※狡兎死して走狗煮らる（こうとししてそうくにらる）　　　　　
ウサギ狩りに使われた猟犬も、ウサギを捕らえてしまうと用なしとして煮て食われる、という意味から、
必要があるときは重用されるが、用がなくなると惜しげもなく捨てられてしまうことのたとえ。
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　山岸さんは「それぞれが法的にベストを尽くして裁判所に審判を仰げばよいんだと、気持ちを

整理して業務としてやってきた。」と担当していた当時を振り返っておっしゃいました。

　「被告は被告なりに主張・立証して、原告は原告の立場で主張・立証する。第三者である裁判

所が判定をする。始めっから納得もしないのに、主張・立証もしないで、負けてしまうというこ

とはむしろいけないんですね。」と、訴訟に限らず人生もそうであるべきとお話しになります。

　同時に、「高度成長の時代、会社は外を考慮する必要もなく一生懸命生産の拡大、生産効率を

あげて頑張っていればいいという感じだったんですね。ですけども、だんだん社会的責任という

ことを言われるようになりまして。多くのステークホルダーがおるわけですから、それらの人が

どう考えるか、会社をどう見てるかを気にしてかなきゃいけない。そういう時代になってきたな

あと。言ってみれば今回の裁判は時代の変化の境目にもあったかな。」と語りました。

　そして、和解の意義として「難しい問題の解決に一定のスタイルを作りだした。」と述べられ

ました。「森脇さんはその一番の功労者だろうなと…。西淀川訴訟はある意味で全国の時代の軋

みっていうかね、ただ単に法律だけで解決できないような問題やトラブル処理の先例になったん

ですよね。それこそ訴訟に成り立ちそうにないような事案を訴訟で取り上げて闘って、最後に、

西淀川の例のような格好で和解解決…。そういうスタイルを打ち立てた先駆者だろうと思ってい

るんです。私が言うのはおこがましいですが、成功の鍵は、やはり被害者を組織化したってこ

と。それから単なる賠償金獲得じゃなくて、あおぞらを取り戻して次代に残すっていうスローガ

ンが立ったのは大変に素晴らしいことだったなあと思います。賠償金を獲るって話だと企業はな

かなか和解にでなかっただろうと思います。あおぞらを取り戻したいっていうのは企業も全然異

論がないです。」と、運動を引っ張ってこられた森脇さんの功績をあげました。

　「単に賠償金じゃなくて根本のところをどう解決していくか。しかも、将来にわたってそうい

う解決を維持していくという強い意志をもってる…そのことが、やはり非常に画期的で素晴らし

いことだった。だから、あおぞら財団の使命というのはやっぱりこの和解の意志を風化させない

で、次の世代に継いでいくことだろうと思っております。いろいろ言いましたけど、私も被告企

業の立場でしたんで、必ずしも100点満点だと思ってないですけど、冷静に見た場合やっぱりこ

れは、一番うまい解決をされたんだろうなと思ってます。」…と、山岸さんは結ばれました。

…山岸さんから見た、森脇さんの第一印象はどうでしたか。

「私と森脇さんの一番共鳴する部分は、田舎もんだっていうことなんですね…（笑）私、長野の

ごっつい山の中の生まれなんですよね。で、森脇さんも岡山の大変な山の中の生まれの方でし

て。そこがもう一番の共通点です。その印象というのは外れてないね。素朴で一所懸命何かや

っておられるなぁと。だからこの組織をとりまとめて、解決することができたと思います。一

番賢い人が（まとめ役を）やるかっていうとそうでもないんだ。人間の魅力そのもんじゃないか

な。何が秀でているとか賢いとかいう話じゃないんだと。みんなこれから社会に出て、みんな

に信頼されてね、あの人が言うことなら信じられるよなって人間になってもらえればいいと思

うけどね。」

　裁判の争点にもなった、共同不法行為法や因果関係論、排出差し止めについてもお話しくださ

り、西淀川公害訴訟の複雑さ、和解の意味を企業側からもとらえ直し、その重要さ、大切さを、

改めて認識することになりました。

　主張・立証もしないで、負けてしまうということはいけない
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　翌日の発表を視野にいれ、緑陰道路の再調査にでかけるグループと、中間発表の内容を練るグ

ループにわかれての作業となりました。後者は「発表時間内におさめる」ことを意識して、参加

者それぞれに印象に残っていることを出し合っていきます。どのように受け取ったか、どこが印

象に残っているかはそれぞれに違ってはいましたが、自分の意見を整理し、慎重に意見を出しあ

います。「患者さんの話も、企業の担当者の話も、どちらにも共感する。どっちにも大変やった

なあと思う。」という意見が出された時、他の参加者

が「それ、大切」と反応。この意見が、中間発表後の

まとめ作業につながっていきます。

　中間発表後は、「患者さんのお話にも企業の担当者

のお話にも共感できる」という中間発表でだされた感

想から、「自分たちはどちらでもないところに立って

いた」という立場で聞き取った二面性（せめる側—せめられ

る側／緑陰道路で活動している人—そうでない人）を発表のベー

スにすることになりました。さらに「せっかく緑道を歩いたのだから、この話もしよう」と検討

を重ね、①せめる側とせめられる側の物語、②西淀川のまちをよくしようとする活動③緑陰道路

の魅力を柱にすることが決まりました。

　しかし、「被告—原告の二面性」と緑陰道路の歴史／活動は、「まちそだて物語」として一つ

のシナリオにまとまるのですが、「緑陰道路の魅力」をそこに含ませることができません。そこ

で、思い切って発表を「まちそだて物語」「緑陰道路物語」の二部構成にすることを参加者の一

人が提案し、全員が賛同し、二部構成の発表にすることになりました。

私の
一言

人 柄

板倉 豊

　Ｄ班は最初に西淀川公害訴訟の２次原告の永野千代子さんからお話を伺いました。十数年間公害関係の

仕事をしていますが、熊本の水俣市でも富山の婦中町でも公害闘争を闘い抜いてこられた患者さんや支援

者の人々の顔つきや言動のおおらかさは一体どこからくるんだろうかと考えこんでしまいます。過酷な試

練に耐えぬいてこられた人々にだけ得られる特質でしょう。永野さんは１次原告の息子さんを亡くされた

試練をも乗り越えて，長い長い裁判闘争を勝ち抜いてこられました。淡々と話される語り口に気負いはな

いけれど説得力は十分感じられました。永野さんのお話の中に“こういう運動をする際には組織をまとめ

るキーパーソンがいる、それが森脇さん”だとありました。森脇さんは聖人君主でもないですが、何とも

言えないパーソナリティーがあるそうで、それは初対面で私も感じました。これはこの後、発生源側、被

告側、企業側人間である山岸さんから森脇さんの人となりの感想を聞いた時の感想と一致します。どこの

世界に反対側の世界のシンポジウムに出席して過去の闘争の感想をのべる人がいるでしょうか…。過去の

怨讐をこえて語らせるのはこの森脇さんの人柄でしょう。熊本の水俣ではまだここまでは来ていません。

市民主催のペーロン競技にやっと加害側企業のチッソチームが参加を許されるようになった程度で、まだ

まだ怨讐を超えきれていないし、問題は山積しています。

　今回水俣からほっとはうすを運営されている加藤さんが参加されましたが、企業と被害者、それを支援

する支援団体（あおぞら財団）の触媒的働きが非常に重要な鍵を握っていることを痛感されたと思います。今

後これらの公害被害患者さんの組織が情報を交換し、連帯することが重要になってくると感じました。

Ｄ班担当 企画委員

グループワーク：発表準備
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A 班

10時。あおぞらビル３階の会場に所狭しと並べられた椅子には、この３日間でお世話になった方

々と、緊張した面持ちの参加者や関係者が座ります。３日間を通じて得た体験や学びを発する「

発表交流会」がはじまりました。

　Ａ班は発表の中で２つの提案をしました。１つは、「５年後の暫定的な目標として、大気中の

ＮＯ
2
の濃度を0.03ppmにしよう。」ということでした。公害の発生源である国道43号に行き、ト

ラックなどの排気ガス、騒音のすごさを感じたこと、２日目に行われた国土交通省近畿地方整備

局の山田さんらへのヒアリングを行った結果から、この目標達成のためには規制が必要で、その

取り組みを行政と連携して行う役割をあおぞら財団に担ってほしいことを話しました。具体的に

は月に１回地域の子どもと一緒にまちを歩き、交通量や濃度、歩行の際に危険な箇所などを地図

に書き込み、年に１回その報告会で行政の人に提案することで、ＮＯ
2
の濃度の数値目標の達成

と、歩行者が安全に歩ける道路環境の実現ができるのではないかというものです。

　もう１つは、あおぞら苑の辰巳さんの「西淀川地

区の全体の福祉のレベルを上げたい」「今後子ども

たちが育つ環境を支えるオアシスにしたい」という

言葉や、あおぞら苑に通う方の「新しい人との関わ

りあいがほしい」という意見から、「あおぞら苑の

横に保育園を作ろうプロジェクト」を提案として出

しました。世代間交流を作り、子育ての支援と西淀

川の住民へ大気汚染公害を知ってもらうことなどの

メリットを挙げ、その実現に向けてまずは地域の人たちとあおぞら苑がつながるためのイベント

を企画するなどの方法を提案しました。

　来場者からは、「保育園の発想はいいけど、学童保育でもいいのでは」という提案や、「環境

基準や排出基準など、言葉の意味をきちんと把握して使いましょう」という指導、「車を減らす

という視点で解決していかなければならない問題だ」といったコメントがありました。

４．4 日目　発表・交流会

Ｂ班
　「午後７時から午前５時までの発表準備に充てた10時間の内、５時間はもやもやしていま

した。」というＢ班は、ヒアリングを行った４人の方のそれぞれ違った立場から見た西淀川

大気汚染公害という視点で発表を行いました。

　「４日間という短い時間西淀川に滞在した自分たちが、何十年とこの問題に関り、これからも

西淀川で暮らしていく人たちに何かを提言するだけというのは無責任ではないか」と「提言す

る」という行為に違和感をもったこと、「時間をかけて話し合ったが、うまく答えが出せなかっ

た」ことを率直に話します。そんな中で出来上がった提言は「地域の人を対象にしたミニスタデ

ィツアー」でした。「地域に住んでいる人が自分たちと同じ経験をすることによって、より現実

的かつ継続的な提案が生まれるのではないか」「学校と連携し、あおぞら財団が社会見学を企画

することで、公害について知ってもらえ、また将来を担う人材の育成にもつながっていく」とい

うことを提言として出しました。
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　来場者からは「歴史は地域に住む人みんなでつくってきた

ものなんだということを改めて感じることができた」という

コメントや、「これに懲りずに来てね」という嬉しい言葉が

ありました。水俣病の患者だと言う方からは、Ｂ班のもやも

や感について強い共感が述べられ「今回のスタディツアーが

よかったというだけで帰らないで、もやもやを持って帰れば

よい。もやもやっていうのが嬉しかった」と感想が述べられ

ました。

　発表がうまくいくか不安そうな面持ちだったメンバーは、

考えたことをみんなに伝えられたことからか、発表後どこかほっとしたような表情を浮かべてい

ました。それだけ真剣にこの問題と向き合ったことがうかがえました。

Ｃ班

　「未来をつむぐ西淀川のきらめき‐まちの歴史から生まれたつながりの場‐」と題した発表

は、話を伺った皆さんのお話がすべて「地域、未来、つながり」というキーワードでつながって

いたことを紹介します。

・企業として環境負荷の低減に取り組んでいることや、私たちと対話するという姿勢を見せ

ていただいたことは、これからの「つながりのあり方を示すものである。企業と住民が共

に、「未来」の「地域」のまちづくりを担う仲間になれる可能性を感じた。

・生徒さんたちの発表からは、「未来」をつむぎだす意志の強さが力強く響いてきた。環境

活動を通じた地域との「つながり」のなかで、自分と「地域」を肯定していくようになる

のだと知った。

・「ふるさと」の持つ意味。公害病に苦しみながらも、青空を取り戻し、「地域」の「未

来」を切り開こうと、語り部活動を通じて様々な「つながり」を生み出しながら、力強く

生きる姿に心を打たれた。

・リアルタイムで観測データが明らかになり、自分たちが利用できることに、「地域」の

「未来」のために活用できる財産としての可能性を感じた。それを可能にする「つなが

り」を生み出す必要がある。

　その上で、「まちの歴史から学び、未来のまちを紡いでいくために、地域の人たちには、私た

ちが見て、聞いて、考えて、多くのことを学んだスタディツアーのような学びの場、つながりの

場を、地域の中で続けて欲しい。私たちが見聞きしたものすべてが、西淀川という地域の財産、

きらめきだと思った。未来を紡ぐきらめきに出会うため、まちの歴史から生まれた西淀川のさま

ざまなつながりの場に、また訪れたい。」と、想いを提案します。これは、地域の人たちにとっ

て、地域が「自分ごと」になるための提案でした。

　発表を聞きにきた古河ケミカルズの方からは、「工場見学は見学コースが整備されていないな

ど、安全面から受け入れを行っていないけれども、今回受け入れてみて勉強させて頂いた。」、

西淀川高校の辻先生からは、「生徒たちは緊張していたが、温かい目で見て頂き、生徒が成長し

た一瞬を感じさせて頂いた。生徒も確かにきらめいていたし、皆さんに力づけられた。」という

コメントを頂きました。

　「グレーの空ではきらめかない」、題名に込められた思いを感じる発表でした。

45



Ｄ班
　メンバーのひとりが総合司会の役割を担い、「ごらんのとおり女子大生が多い班です。ですの

で、自分たちの大学に持ち帰って、友だちに伝えるという趣旨の発表をつくりました。」と、発

表のコンセプトをコンパクトに伝えます。

　第一部を「スタディーツアーの体験を伝えるfor友だち」とし、原告‐被告の二面性を「せめ

る⇔せめられる物語」、緑陰道路の歴史と活動を「西淀川まちそだて物語」と名付け、発表をし

ました。第二部は「大野川緑陰道路の魅力をみなさんに伝える」とし、クイズ形式で、緑陰道路

に植えられている木を紹介しました。緑陰道路クイズでは、答えを先に出してしまうハプニング

もあり、会場が爆笑する場面もありましたが、それでも最後までやりきり、最後には住民が足を

とめる緑陰道路にするための提案を打ち出しました。

　来場者からの「自分たちが住んでいる地域でこの経

験をどう活かせるか」という質問には、学生のメンバ

ーが、生まれ育った地域への想いと、こうなったらい

いというビジョンを懸命に話しました。

　高田委員から「実際に授業でやってもらいます。」

というコメントもあり、メンバーは、発表終了後、こ

の発表を実際に自分の大学に持ってやりたい、場を設

けて伝えようという意欲を表明しました。それぞれに

具体的プランを考えはじめている様子でした。

平尾 真理子

（大阪市立酉島小学校　教諭）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私は西淀川区の小学校に23年間勤めていましたが、

　　　　　　　　　　　　　　スタディツアーの現地スタッフとしてかかわって、いろいろな人の

　　　　　　　　　　　　　　話をお聞きすることができました。その中から、私自身も公害の当

事者なのだと痛感しました。今までのスタディツアーは３回とも参加しているのですが、今回は自

分自身の事として受け止めることとなりました。

　案内をした、出来島小学校の国道43号交差点に長い間立っているのが、苦痛だったこと（交通事故

にあった永野猛則くん（永野千代子さんの息子、西淀川公害裁判の１次原告）を思い出してしまうので）、また、初めて担

任したクラスの西田君（西淀川裁判原告）がいつも青白い顔で発作がひどかったこと、我が子も小児ぜ

ん息で級外認定だったこと、それをあたりまえのように感じていたこと、ぜん息児サマーキャンプ

で子どもたちのぜん息の様子を知ったこと、いつも鼻の中が真っ黒になること、今でも担任してい

る子どもたちが頻繁に鼻血を出すこと等々。普通？に感じていることが、他の地域から来た人たち

にとって異常だったことを改めて確認しました。

　参加された皆さんに、都市型公害の闘いに勝利し、再生に取り組んでいる西淀川の地域のことを

知っていただくお手伝いがどこまでできたかはわかりませんが、この地域に勤める若い仲間に伝え

ていくことの大切さをつくづく感じました。

　私自身が深い学びができました。みなさん

どうもありがとうございました。

現地スタ
ッフから

のコメン
ト
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３．スタディツアーを
終えて
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１．参加者の感想　事後レポートより抜粋

　班内の議論で「公害への差別・偏見」をはじめ、短時間でまとめるには深

刻すぎる問題がいくつも浮上したとき「あおぞら財団を強化すれば一挙に解

決できる」という発言をしたのは、苦し紛れの短絡であった。しかし、改め

て考えると、それは決して単なる逃げではなかったし、ゆっくりしっかり考

えても似たような結論に行き着くことも確かである。そして、それは自分に

も返ってくる。つまり、あおぞら財団の活動には今後もできる限り協力して

いかなければならない、その必然性をこのレポート作成を通して改めて自覚

させられたのである。

　最も興味有る出来事は、やはり関西電力・神戸製鋼所・国交省など加害者

であった相手とのコニュニケーションを実現されたことだった。当初どうな

るのかと想像が出来なかった。結構話せる部分もある。出来ない表面的な部

分もある。しかし、水俣が全国の公害患者救済の道に大きく貢献しながらも

自らは長期裁判で水俣病患者の救済が遅れたことを考えると、どうしても早

期解決や地域の将来像を共有し努力するにはコニュニケーションが両者とも

是非必要だと確信が持てた。対立と話し合いの両面をこなすには非常に視点

の高い見解と熟練が必要だとも感じた。イメージができ今後のまちづくり活

　　　　　　　　　　動に良い経験だった。

　この西淀川スタディツアーを通して、立場の異なる公害当事者の方々と直

接お会いしてお話しする機会を得られた。そうして、公害運動のあった地域

の現場で私が見つけたものとは、一言でいえば「未来」だった。古河ケミカ

ルズ株式会社の方々は初めての受け入れを行なってくださり、対立ではない

これからの関係性について、いわば新しい扉を開けてくださった。西淀川高

校の、必修科目「環境」設置によるESDの取り組みと「エコ・コミュニケーシ

ョン同好会」の活動は、持続可能な社会を担う人材の育成に多分に貢献して

いる。公害病認定患者の方は語り部となり、前の世代から次の世代、またさ

らに次の世代へと、公害の記憶と経験を橋渡ししている。どの立場の方々も、眼差しはみんな未来

を向いているのだ。ならば、後はみんなでそこへ向かうだけではないか。お互いの対話をさまざま

な形で重ね、「顔を知った関係」作りからはじめよう。

　僕は公害に興味を持っていたが、実際公害のことを勉強する機会というの

がまったくなかったため、この公害ツアーの話を聞いたときにこれはいい機

会だと思って参加をしようと決めた。（中略）ぜんそくになった人の気管支の

大きさを見て、普通の人だと直径2センチくらいあるのにぜんそくの人の場合

は直径5ミリ程度になってしまうのでとても息をするのが苦しいと思う。僕は

ぜんそくになったことがないからぜんそくの人の苦しさがまったくわからな

いが、この気管支の大きさの模型を見てそしてお話を聞いていく上でその苦

しさがわかったような気がした。
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　「もくもく煙は経済発展の象徴だった」と多くの方が言われていたが、成長

し続ける日本経済であっても、たとえそれが違う場所であっても、それを認め

再び大気汚染の問題に発展させるようなことがあってはならない。現在だって

多くの車が忙しなく行き交い、人が移動するには地下を通らなくてはいけない

などいくつかの問題があるのに、せっかく手渡してくれた青い空をもうこれ以

上汚してはいけない。そのためにも被害や訴訟の様子を語り継ぐ必要はあるだ

ろうし、もっと私たち自身が西淀川のまちや自分の住むまちの歴史や現在ある

問題について知らなくては、何も変わらないし変えられないだろう。

　事前学習として西淀川裁判に関する本を１冊読ませていただきましたが、

読むと聞くとでは大違いでした。１つの「過去の事実」という枠では収まり

きらないであろう西淀川裁判について、患者となった池永さんは、気丈に、

また暗い話を暗い話にならないように非常に丁寧に話していただきました。

娘さんが患者となり、結婚されてから、今度はご自身が患者であることが判

明したということでした。医師にそのように診断されたことについての衝撃

は私自身、想像をすることができません。それにもかかわらず、淡々とお話

しくださったことについて私は、池永さんの強さを見ることができたように

感じました。また、池永さんの貴重なお話を聞いた身として、二度と繰り返してはいけないひとつ

の歴史として、忘れてはいけないものであると感じました。

　印象に残ったことは、なんで引っ越さないのですか？という質問に対して

「住み慣れた街だから。ほかのところにいっても専門の病院などもないた

め、行けない」と言われていた。このことを聞いて、なるほどとも思った

が、何かまだ納得いかないところがあった。それは、東日本大震災の津波の

被害にあった沿岸地域の人々も、歴史的には幾度も津波の被害にあった地域

なのに、そして津波が何度もきていることは知っているはずなのに、なぜ同

じところに家を建てて、そして住むのだろうということを地震が起こる前か

ら不思議だったというのもあってその質問に対する答えというのは非常に興

味深いものだった。ただ、私は命がかかっていたらどうしても引っ越すかもしれないと今は考えて

しまうので、その被害を受ける側の立場に立ってみないときっとその答えというのはわからないの

だと思う。

　公害に立ち向かっている人がいるからこそ、私たちは公害問題について考

えもしないで平和に暮らせている部分があるのではないかと感じた。私たち

がおくっている便利な生活の裏でどのようなことがおこっているか、きちん

と知ろうとしなければいけないのだと感じた。４大公害病のように加害企業

が特定されたり、急激な健康被害が表れたりする公害とは、少し異なった公

害のあり方が今後もどんどん増えてくるのではないかと思う。私たちが、今

この日本で物質的に豊かな生活を送っている背景にあるものを学ぶことなし

に、大人になるということはとても恐ろしいことだと思う。子供の公害教育

が体系的にならず、なかなか公害教育が浸透しない現状において、違和感を感じた。なぜなら、西

淀川公害は過去のものではなく、晴れた昼間なのに上を見上げると、どんよりとした灰色の空があ

るという状況と隣り合わせであると感じるから、なおさらである。
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　私が所属したB班は、最終日のプレゼン前夜、10時間以上にわたる話し合い

をした。誰一人として、話し合うことを否定せず、異なる意見に対して聞く

耳を持ち続けた。（中略）モヤモヤの議論に辛抱強く付き合わなければ、これ

ほど深く考えることなく、提言内容を発表していただろう（言いっぱなし）。

何も考えないで提言するのと、現実離れしているかもしれないと知った上で

提言するは意味が違う。モヤモヤは、そのことを教えてくれた。メンバーを

まとめる強いリーダーシップがB班には不足していると思う人がいたかもしれ

ない。しかしそうした人がいなくて、私はよかったと思う。

　人は、声の大きい人、権力や地位のある人、弁のたつ人に従いがちだ。残念なことに、それが常

に正しいとは限らない。強い声に圧倒され、かき消されそうになっている小さな声にこそ、物事の

本質があったりする。公害問題の本質もそこにある。そのことをB班は教えてくれた。

　私はこの4日間、自分の未熟さと学んでいくことの大切さを実感した。自分

の未熟さとは文字通りの言葉で、考え方の薄さ、伝え方の不十分感を痛感し

た。チームにいた仲間が本当に人として尊敬できるひとだと思った。自分の

意思をもち、考えを人に伝えている、簡単に見えて私には難しいことだ。意

見交換をしているのに入っていけない、貴重な機会なのに質問できない、そ

んなことが目立った。自分の意見に自信を持てなかった気がする。また自分

の意思を言葉に出していうのも難しい。思っていることと言っていることが

異なっているように感じたのは1度や2度ではない。うまく適切な言葉を言う

ことができなかった。だから人に伝えることは難しい。その意味で、学んでいくことに対して積極

的になれる自分がいる。これから１つ1つのことを学び、広げ、自分の自信としたい。

　印象的だったのは、「あおぞら苑」というディサービス施設ですばらしい

人材が育っていたこと。辰巳さんは、あおぞら苑が今日存在するのは、大気

汚染公害被害者による患者の会があったからであり、「あおぞら苑があった

から、西淀川の福祉はよくなったといわれたい。そこが目指すところだ」と

話してくれたことが印象的だった。（中略）想像を絶する過酷な環境で、考え

ることは一緒なんだと感じた。自分のことはともかく、地域の人が、この地

域に住んでいて幸せだと思えることを目指している。水俣病も大気汚染公害

も未認定の患者の問題などを抱えているが、公害を経験した住民運動のなか

から、地域の暮らしにまで視点を広げた関わり方にシフトしてきていると感じた。

（http://hottohausu.blog18.fc2.com/blog-entry-242.html　参加者：奥田みのりさんによるインタビュー記事からの抜粋）

　「公害」というと一方的に押し付けられたもの・怒り・対立というイメー

ジが自分の中にあったが、今回参加してみてそれは少し違うということが分

かった。今の西淀川では、対立や怒りだけの時期は過ぎ、状況を改善しよう

と様々な立場の人が協力して未来を向いているように感じた。そのことで私

は人々の柔軟さや力強さに感嘆した。しかし、安心して暮らせる状況にはま

だ遠く、公害被害は現在も存在することが分かった。行政や国は経済優先で

なく命優先という考えでもっと一生懸命に環境を改善していかないと根本的

な原因解決にはならないし、大気汚染の改善には特定の地域への車の乗り入

れ規制が不可欠だと思った。そしてもっと多くの市民が公害のことを知り、振り返って考えること

も重要な課題だと思う。
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　最後に訪問した大阪府環境農林水産総合研究所で、大気環境モニタリング

の説明を受けている時、私はどうしても気持ちを抑えることができずに、

「あなたは患者さんの話を聞いたことがありますか、その空の下で暮らして

いる人の気持ちを考えていますか」と尋ねてしまいました。行政組織の中で

働く個人に、既存の制度・組織からの逸脱を求められないこと、職務の範囲

で一生懸命取り組まれていることは理解しているつもりでした。でも、公害

をなくそうとしてきた人たちは、時には既存の枠組みを超えてさえ努力して

きたのではないのかと思うと、法律・制度がこうなっているからやっている

という説明だけではなく、その仕事に携わる個人の思いを少しでも聞きたかったのだと思います。

私たちが伝え継ぐべきことは、様々な立場で公害を経験した人たち、それを受けとめる人たちの様

々な生きざまなのではないでしょうか。もちろん、スタディツアーに参加した私たちも、それぞれ

がこの経験を受けとめて生きていくのです。ともすると、目に見えない「まちの履歴」は忘れ去ら

れ、人々の心から消えてしまいがちです。特に、現場から離れてものを考えたり決めたりしている

と、忘れたことにすら気がつかないのかもしれません。まちは一言では語れない、そこに暮らして

きた人の数だけある物語そのものです。その物語を、同じ時代を生きる人間が「まちの履歴」とし

て伝えていくことが、これからの西淀川のまちをつくっていく時の糧になるはずだと思います。

　私が今までに公害学習を学んでいた時は、企業の責任を追及しなくてはと

強く感じていた。しかし山岸さんのお話を聞くと、企業側も皆が皆、ただ悪

であったわけではないと感じたのだ。これはとても矛盾しているが、被告側

に立った方のお話を初めて聞かせていただき率直にそう感じた。山岸さんの

お話を伺えたことはとても貴重で、こんな経験をさせていただけることは他

にない。公害学習で企業側の方がお話をして下さることはとても難しいこと

だが、それによって学習者はさらに深いところまで学ぶことが出来る。可能

であるなら、このような場をこれから増やせていけたらと考えた。若い年代

の中でも大学生の間は、人生で学びにかける時間として最適だ。全国の様々な学部の大学生が公害

学習をする場を増やしていくことが望ましいと考えた。

　村松弁護士のお話は、全体を通して「団結力」「負けさせてはならない」

ということを伝えて下さったように思いました。いかに被害がどれだけ壮

絶であったか、そして、被害者自身が団結し、行動（署名等）を起こしたこ

と、その行動により裁判所の心証を形成させ、企業側の責任を認めるに至っ

たことをお話しして頂きました。そしてなお、現在も難しいとされる公害訴

訟に関わり、弁護士としての公害訴訟との関わり方として、公害訴訟専門で

はなく、一般事件も担当しながらも公害訴訟もできる弁護士の重要性、弁護

士としての使命・責任感を教えて頂きました。村松弁護士や池永さんのお話

から、弁護士と被害者が共に闘うという姿勢は時に裁判所に大きな決断をさせるということ知り、

弁護士を目指す私にとって、今後自分のあるべき姿を教えて頂いたように思いました。

　私には学校の先生になるという夢がある。その中で、子どもたちにスタデ

ィツアーで学んだことを伝えていきたい。余所から来た私だからこそ、第三

者の目でみて感じて自分の地域に持ち帰り伝えられることがあるのではない

かと思う。教科書に載るような過去の公害被害は生まれる以前の遠い過去の

ように思うが、決してそれは自分自身に関係ないことでも終わった過去でも

ないと感じている。この思いを故郷である沖縄にも持ち帰り、次の世代へと

伝えていきたい。大阪の工業発展には、沖縄からやってきた労働者も携わっ

ている。もしかしたら、私と繋がりのある人がこの地にやってきて大気汚染
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の被害者になっているかもしれない。そんな思いが随時ついて回っていた。西淀川で起こった大気

汚染は決して私と無関係ではないと感じた理由のひとつである。遠く離れた土地の出来事でも決し

て自分自身と無関係ではないこと、地域を知ること、そのようなことを教師になって伝えていきた

いと目標を新たにしたツアーだった。

　イタイイタイ病ツアーに次いで２回目の参加となった、今回のスタディツ

アー。富山で知ったこと・感じたことが、今でも自分を動かす原動力にな

っていることは間違いなく、そして今回の大阪西淀川のスタディツアーもま

た、私の一部になっていくことを、人々との出逢いの中で、ひしひしと感じ

たツアーでした。人・歴史との出逢いが、私の中で三重、熊本、富山、大阪

を見えない糸で繋ぎ合わせたようで、地域によって公害解決に向けたアプロ

ーチが異なったにもかかわらず、その中から生み出された共通の教訓など不

思議と繋ぎ合わさった瞬間もあり、学びの多い時間を過ごしました。（中略）

自分も若いけど、自分より若い人が一生懸命ひたむきに朝まで議論をしたり資料をつくっていた

り、決して効率的なことは行っていないけれど、そのエネルギーやパワー、人が人に出逢って成長

していく瞬間、瞬間が２年前の自分に出逢っているようで。でも、今の自分は答えを出しきれずに

戸惑っていて、つまりは完全に、昔の自分に「バカヤロー」と言われました。

「手渡したいのは青い空」これは、公害患者さんの願いを凝縮した言葉だ。

私にとって西淀川を訪れたスタディツアーは、地域を歩き、たくさんの方に

出会い、お話を伺い、その全てが「青い空」と共に西淀川を実感できる内容

となった。（中略）公害被害者の岡崎さんのお話では、公害がもたらした健

康被害の実態、その苦悩を知った。「引っ越そうか？」「おかんは別の場所

にふるさとがあるけど、俺にはここ（西淀川）がふるさとやぞ」このやりとり

を伺ったときは、みな胸が詰まった。この息子さんの言葉から、岡崎さんは

西淀川にとどまって「青い空」を守る取り組みをされてきたという。こうし

たお話から、住む地域がそれぞれの人たちにとって、特別な意味を持つ存在になるのだということが

わかった。これは新たに西淀川に移り住む人にとっても起こることであるし、「ふるさと」という言

葉を基軸にして、新たな仲間として共に地域の未来を考えることが可能になるのではないだろうか。

　私は新潟県の出身であり、４大公害病である新潟水俣病が身近な事例とし

て起こっており、地域学習などで幼少期に学んだこともあった。以来、公害

問題に興味があり、今回スタディツアーに参加した。（中略）ここで感じたこ

とは、やはり、自分で直接体験しないことには「自分のもの」にならないの

ではないか、ということである。このスタディツアーは知識的にも未知な部

分が多くあったため、資料や文献だけでなく、自分の体験として公害のこと

を学べたことはよかった、と強く言い切ることができる。今回ヒアリングを

行うことができた人たちはほんの一部であり、背景には数えきれないほどの

人間や環境が関わっている。一人の人の人生の集まりが今のこの状況を生んでいる。

　今年もまた、多くのことを学び次へと続く、次へと続けていかなければなら

ないスタディツアーでした。「そんな簡単なものじゃない」最後にこの言葉を

かけていただいて、「はっ」とさせられました。当事者ではない我々が３日程

度入っただけでは解決できるわけがない。昨年に引き続き同じ壁にぶつかりま

した。（中略）私は西淀川であった公害を知りませんでした。おそらく私のよ

うに公害といえば四大公害病という人が多いのではないでしょうか。日本の至

るところで公害が起きていたという事実、どのように人々が苦しみ戦っていっ

たかということを伝えていかなければいけないなと思いました。
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　現地で当事者から学ぶスタディツアーに参加し、公害が地域の人たちの

それまでの生活、人生を突然奪うことをあらためて実感した。被害を受け

た方々が加害企業を告発し、厳しい戦いを続けられたことに敬意を表すると

共に、そうぜざるを得ない程、自分や家族の苦しみが絶大であったことに思

い至る。和解後、地域再生の取組を続けられたことで、公害、訴訟が風化せ

ず、今回の様な若い人たちが学べるツアーが実現できたことを考えると、伝

え続けることの大切に気づかされる。地域で頑張って来られた方、スタッフ

のみなさん本当にありがとう。（大阪市民の一員として）

　昨年、新潟県での新潟水俣病発生地域を訪ねるスタディツアーに参加し、

「伝えること」の必要性や大切さを知った。今回、西淀川地区の今を生きてい

る皆様のお話を伺ったことで私は「伝える」ことの意味をさらに深められたと

思う。（中略）「伝える」活動というのは、これからにつながる、心のこもっ

た活動なのだと私はスタディツアーを終えて思っている。スタディツアーを通

して出会った方々に知識だけではない、これからにむけた思いや地域に対する

思いなど様々な思いのこもった話を「伝えて」もらった。今、私のなかには思

いがある。「伝えるって大事。伝えることが大切だと思います。」という和田

さんのことばを振り返り、私は自分にできる“伝える”をしている。家族や大学の友だちに伝えると

いう小さなことかもしれないが、今の私には伝えることができる。それは、今私の中に西淀川地区で

出会った人たちの思いがたくさんこもっていて、私の西淀川地区への思いがあるからだ。

　滞在中にお聞きした話は、言うまでもなく、非常に貴重なものでした。そ

の時代この地域で生きた人にしか語れない、その人でしか知りえない話もあ

り、現在、この地域の工場で働く人たちの考え、また、これからこの地域で

生活していく人たちの声が聞けて僕は本当に貴重な経験をさせてもらいまし

た。また、環境農林水産総合研究所にある貴重データをさらに有効的に活用

してこの西淀川地域が良い場所になればと思います。それには今よりも多く

の人が対話し理解してもらえる場所やこの出来事を伝え続ける場所があれば

と思いました。現在まだ多くの国では、昔の日本のように多くの大気汚染や

土壌汚染・水質汚染がある中で生活している人たちを僕自身いろいろな国で見てきました。そこに

住む人たちは嘗ての西淀川地域のように、そのことを理解しながら声も上げられずにそこにしか住

めないという事実も知っています。だからこそ、僕たちに何が出来るのかを一つ一つ考えて解決に

繋がる道を探せればいいと思いました。環境問題はその地域に住む人たちの行動によって改善でき

ることなので僕はこれから少しでも協力できるようにしていきたいです。

　西淀川大気汚染は原因企業が１工場ではなく、近隣を通る国道を通行する

車が排出するガスも大気汚染の大きな要因という複雑な問題をはらんでいま

す。西淀川大気汚染公害問題は、１企業が悪者なのではなく、社会全体の

問題が生んだ歴史なのだということを知る重要な地域であります。患者さん

が公害病で苦しんだ経験を語ってくださるのを聞いているときは胸が痛みま

す、なぜこんな苦しい思いをしなければ！なぜ、患者さんの補償が充分では

ないのか！という思いを強く感じます。そういった思いを持ちながらも、企

業と地域の人びとが協力して西淀川をもっと住みやすい場所にしていくには

どうしたらいいのか、２度とこのような悲しい歴史を繰り返さないためにはどのような対策が必要

なのかと対話を繰り返していく必要があることを感じます。そのようなことを私はスタディツアー

で知りましたし、この思いをより多くの人に伝える努力をしたいと思いました。
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 スタディツアーに参加させていただいたことで、その一つ一つの経験が、大

阪のことは結構知った気になっていた私に、知らないことだらけであるとい

うことを気づかせてくれました。時代によっての価値観の違い、戦後の高度

成長期といわれる時代、煙突から出る黒煙が発達・繁栄の象徴として歓迎さ

れていたということ。これは現代ではとても考えられないことですが、その

時代は実際にそのように考えられていたことがあったのだと、本当に現在と

は考え方がまったく違ったのだということを考えさせられました。第二次世

界大戦時、そして戦後復興の時代、世の中に醸成される空気というものの影

響力をあらためて確認したという感じを持っています。普段特に気にしていないこと、知識として

は知っていてもそのことを自分事として考えられていないことがいかに多いことかということを考

えることができたツアーでした。

　今回、初めて公害地域の現場に行きました。来るまでは、西淀川の大気汚

染公害といわれても漠然としか思い浮かばず、事前学習の本を読むことでし

か西淀川の公害について知りませんでした。しかし、実際に現地に行くこと

で、漠然としたものからだんだんはっきりと分かるようになりました。中で

も特に印象に残ったのは国交省のお話です。国交省の人はまるで公害がなか

ったかのようにお話をされていて、ただ資料の説明をしているだけでした。

内容も、大気のことにはほとんど触れず、騒音のことばかりお話されてい

て、正直がっかりしました。いろいろな立場の方にお話を聞いて感じたこと

は、被告側は、裁判が終わると公害も終わったと思っているのではないでしょうか。被告側のお話

はそんな風に感じました。

　正直始めは難しいことは何も考えていませんでした。公害に対して特別思

い入れがあるわけでもありませんでした。ただ、山梨から交通費込みで３泊

４日が１万円なら悪くないし、自分の学科の専攻上もしかしたら卒論やレポ

ートのネタにもなるかもしれないし「帰省のついでに行ってみようかな？」

といった軽い気持ちでした。そんなよこしまな動機で参加を決めたこの研修

ですが、得たものはあまりに大きくていろいろなことが衝撃的でした。公害

の知識はもちろんですが、物事の考え方、人に自分の意見を伝える術、その

他諸々、狭い大学内だけでは絶対得ることができないことをたくさん得られ

たような気がします。周りの人と関わっていくうちに自分の世間の狭さ、未熟さ、甘さ、知識のな

さに気付けました。

 西淀川の大気汚染公害はもう過去のもの、と言われるようになってきた現在

でも子どもたちの健康被害は増加傾向にあると知り、現在でも改善に向けた

様々な取り組みを聴くと、大気汚染は終わっていないと感じた。大気汚染の

原因である煙は経済発展の象徴であり、当時は健康への影響は考えていなか

ったとおっしゃっていたが、空＝青色、そのイメージすらできなかった時代

があったことが悲しく思えた。「手渡したいのは青い空」、このスローガン

とみなさんの強い意志と熱意・最後まで諦めなかった執念によって青空が戻

ってきたのだと思う。（中略）まちづくりは、住民の意志によって行うものだ

ということを改めて強く感じた。行政のいいなりになるのではなく、強い意志と団結力があれば、

変えられないことはないと今回のツアーで学んだ。
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　私は、あらゆる社会問題をイデオロギー問題として回収・単純化し、敵・

味方をシンプルに切り分け、どちら側につくかを迫ってくる現在の社会状況

に強い違和感を感じます。現在の政治状況の閉塞感も、こうした社会全体の

空気が生み出しているのではないでしょうか。確かに、対立を迫る構造は物

語としてはわかりやすく、また共感も得やすいかもしれません。しかしなが

ら、西淀川の運動が「（原因）企業を徹底的に悪者扱いし、叩きのめすとい

う物語を紡ぐ」誘惑に乗らなかったことが、結果として運動体自体が分裂し

てしまう事態を防ぎ、「和解」という結論を導き、また、きわめて画期的な

組織である「あおぞら財団」を生み出すことにつながったのだ、と今回のスタディツアーを通して

私は勝手に確信しました。(中略)２日目に歩いた大野川緑陰道路では、平日の昼にもかかわらず多

くの人々が行き交っていました。橋の下は、囲碁に興じるおじさんたちの憩いの場ともなっていま

した。当たり前のようにあるこの平穏な日常の風景が明日もまた当たり前のようにあるという保証

は実はどこにもなく、その地に関わる人たちの、多くの意思によってのみその存在が支えられてい

る…　そのことをあらためて胸に刻むことができたこのスタディツアーに参加できたことを、心か

ら嬉しく思い、また、感謝しています。

　問題が複雑で、深刻な検討を必要としているのは、まさに公害が人間の生活

に様々なレベルで関わっているからだと改めて考えさせられました。公害問題

は環境汚染や健康被害といった個々の問題に分析されてから考察されているこ

とが多いような印象を個人的に持っています。しかし、それが人為的に引き起

こされたものである以上、被害者と加害者を取り巻く様々な人間的状況と背景

があり、そこに公害問題の本質があるのではないかと感じました。公害病は単

に生命的なレベルでのみ被害をもたらすのではなく、人々の生活や人生にも関

わってくることでしょう。加害者にも生活や人生があるでしょうし、被害者と

加害者を取り巻く社会的状況なども考察のうちに入ってくることになると思います。

　印象に残っているのは、やはり患者会の池永さんである。（中略）私は、な

ぜ暮らしやすいところへ移住しないのかと疑問に思っていた。今回、池永さん

の話から様々なわけを聞かせていただくことができた。1つ目は地域医療の問

題である。公害患者の人たちにとって、発作は非常に苦しいものであり、その

対処の仕方によってはいのちに関わることも少なくないという。仮に公害地域

でないところに住み、発作が起こっても、必ずしもその地域の医療機関で適切

な治療を受けられるとは限らないそうだ。その点、西淀川の医療機関では、他

地域よりも対処法を心得ているため、体制や薬がそろっている。２つ目は周り

の理解がある。当時の西淀川ではぜん息患者は少なくなく、大気汚染によるぜん息に対する理解がし

っかりしていた。その上で、地域の人たちが互いに助け合って生活していたこともあり、大気汚染に

よる環境はともかく、地域の人的なつながりによる暮らしやすさがあったのだと感じられた。

　私が公害スタディーツアーに参加したのには大きな理由があります。その

理由とは教科書で学んだ四大公害しか知らず、その詳しいことを知らなかっ

た自分が嫌だったからです。そして、このスタディーツアーのことを知り参

加することでなにか自分が変わるのではないかと思い参加を決めました。（

中略）今回のスタディーツアーに参加することで西淀川の人たちの情熱やエネ

ルギーを感じることが出来ました。それが自分の中に変化を起こしました。

何か出来事があると、失敗を恐れて一歩身を引いている自分でありました

が、スタディーツアーに参加して関わった人たちは何事にも全力でした。

　　　　　　　　　　　私はこの変化を受け入れて物事には全力で向かって行こうと思います。
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２．受入側の感想

　2009年に行った富山のスタディツアー終了後、イタイイタイ病対策協議会の髙木勲寛

さんから感謝の言葉を幾度となく掛けてもらいました。2010年の新潟のスタディツア

ーでは昭和電工の扉を開き、ヒアリング結果がパンフレットに掲載された事で、新潟水

俣病の４次原告がそのパンフレットを握りしめて昭和電工との交渉に臨んだと聞きまし

た。富山・新潟と共に現地の人たちへのお土産が多かったスタディツアーが西淀川で開

催されるとのことで、ワクワクしていました。

　ふたを開けてみると、被告企業だった関西電力や古河ケミカルズと関係を結び、学生

を受け入れてもらえたことに驚きました。裁判の和解後は企業との関係性をつなぐこと

が難しく、関係性が切れてしまっていたのですが、このスタディツアーを期に結び直す

ことができ、とても嬉しいです。特に、地元企業の古河ケミカルズが発表会に来てくれ

た姿を見て、胸が熱くなりました。スタディツアー後もあおぞら財団が企業との連絡を

保ち、一緒に何かできないかと探っています。スタディツアーは持っていき方をうまく

すれば地域再生を進める原動力になるのではないかと感じました。

　私たちは、西淀川から工場が撤退してほしいわけではありません。ものづくりのまち

であってほしいと思うし、住工混在が必要だと思っています。だからこそ、工場でやっ

ている仕事を周辺の住民が理解する事も大切だと思います。あおぞら財団が住民と工場

との橋渡しができるようになるのではなれば、嬉しいなぁと思います。

　スタディツアーで多くの若者が西淀川に訪れて、熱く真剣に学んでくれる姿を見て、

これまでは西淀川の宣伝の仕方が良くわかってなかったけれど、西淀川のセールスポイ

ントが分かったように思います。みんなが来てくれて元気になりました。公害を伝えた

いというバトンを受け取ってもらえて、とてもうれしいです。ありがとう。

西淀川公害患者と家族の会　会長

あおぞら財団　名誉理事長

森脇君雄
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３．企画者の評価
　富山、新潟への２度の「アウェイ」のスタディツアーを開催したあと、３年目となりいよいよ

ホームグラウンドの大阪・西淀川での開催となりました。これまでの２回と異なり、あおぞら財

団の、地元西淀川でのこれまでの活動実績とネットワークを活かして企画する内容ですから、3

年の集大成ともなるようなツアーにしないといけないと関係者一同準備を進めました。

　富山のスタディツアーからは長年にわたって原因企業との「緊張感ある信頼関係」を築いてこ

られたことを学びましたが、西淀川では原因企業との地域再生に向けた新しい関係をつくること

には踏み出せていませんでした。こうしたことから被告企業の一つである関西電力を訪ねて今回

のスタディツアー開催への協力を依頼したところ、最新鋭の火力発電所である堺港発電所と、隣

接する堺太陽光発電所の見学と、質疑応答の機会を設けていただけることになりました。また西

淀川に工場立地をする企業との関係づくりには苦労していましたが、古河ケミカルズ（株）が初

めてその扉を開いて、工場見学の受け入れをしていただけることになったのです。

　また新潟では「阿賀野川流域フィールドミュージアム事業」を通じ、地域のさまざまな人、自

然、歴史をつないで行こうとする取組みを、とりわけ若い世代が中心となって行なっていること

に出会い、従来の公害反対運動の枠組みにとらわれない活動のあり方についてあらためて考える

ことになりました。あおぞら財団でも「菜の花プロジェクト」や「フードマイレージ」、「自転

車」など地元住民の方々や教育関係者、若者たち等とのさまざまな協働を進めてきました。こう

した地域づくりの新しい担い手と出会い、また育てていくことの重要性をあらためて認識し、ス

タディツアーの企画においても活かしていこうと考えました。

　こうして企画した内容で広報を行ったところ定員を超える申し込みがあり、物理的に可能なギ

リギリまで受け入れを行ない、スタッフを合わせると50名という大所帯となりました。今回も学

生、学校教員、大学研究者、社会人など厚みのあるメンバー構成です。また２回目、３回目のメ

ンバーもいて、このツアーから確実に人のネットワークが生まれていることを実感しました。

　事前学習会は今回も大阪（あおぞら財団）と山梨（都留文科大学）で開催し、企画委員の一員で大阪

の工業化、都市化を通じた公害問題史を研究してこられた小田康徳先生にご講義をいただきまし

た。もともと近郊農村や漁村の水郷地帯であった西淀川が、工業化の圧力をうけてその姿を変え

てゆく様子が描き出され、「近代」とはいったい何だったのかと考えさせられました。

　そしていよいよ開催当日となった８月８〜11日の４日間は猛暑の日々で、ツアーはまさに「熱

い４日間」でした。その熱気はこの報告書を通じてきっと感じていただけると思います。

　さて、３年間かけて、富山、新潟、そして大阪・西淀川で「公害地域の今を伝えるスタディツ

アー」を開催してきました。このツアーはテキストブックやガイドブックを「なぞる」旅ではな

く、現場での自らの体験をもとにして発見や交流から学ぶ旅でした。とりわけその現場は公害被

害者やその家族の方々、医師、弁護団、支援者、原因企業の方々との交わりのなかで生み出され

るもので、参加者の多くはその実態について初めて見聞きするものばかりでした。そして「い

ま、ここの現場」から、自分自身をみつめ、未来を考える機会となっています。そしてこの現場

を共有する仲間がいることがとても重要で、さらに深い学びへとつなげることができました。２

年目の事前学習会で講師を務めていただいた立教大学教授の関智子さんは、このことを「痛みを

学びにつなげる回路を開く」と表現されています。
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　また最終日の発表会に向けてのグループミーティングでは参加者たちが悶々としながら発表内

容について夜を徹して話しあう風景が恒例のこととなりました。グループ別にヒアリングをして

きた体験を参加者それぞれが引き取ったうえで、「地域に何かを提案したり、貢献したりしない

と」と考えるわけですが、真剣に考えれば考えるほど、受け取ったもののあまりの大きさに自分

が抱えきれなくなっていくのです。そんな議論のなかでグループのなかに何かが「起きる」し、

また参加者それぞれの中にも何かが「起きる」のです。12月３日には、大阪・ドーンセンターで

「公害地域の今からはじめようシンポジウム」を開催しました。これまでのスタディツアー参加

者も多数参加し、それぞれのスタディツアーで得た学びや、その後についての話が多数報告され

ました。水島や四日市では参加者が地元で「公害地域のスタディツアー」を開催しています。こ

うしてさまざまな「点」であったものがつながってきました。とりわけ、若い世代を中心とし

て、集い合い、語り、問いあうことで今までにない人のつながりが生み出されてきました。そう

いう場をつくってきたことの意義はとても大きいと思います。

　また企業との関係では関西電力とはその後も協力をいただけることになり、中国からの環境活

動関係者の見学受け入れにもつながりました。また古河ケミカルズとも新しい協働プロジェクト

の相談も持ち上がっています。地域再生に向けた新しい関係を築いていきたいものです。

　またこのシンポジウムに参加された埼玉大学教育学部教授の安藤聡彦さんからは、このスタデ

ィツアーの意義として「公害反対運動の新しい局面展開」、そして「若者への新しい公害教育」

の２つが挙げられました。このような評価をいただいたことも報告しておきたいと思います。

　さて、もう一つ重要な出来事がありました。それは2011年３月11日に起きた東日本大震災で

す。企画委員や事務局スタッフもボランティアとして東北沿岸部の被災地に足を運び、甚大な津

波被害の姿に呆然としつつ支援活動を行いました。一方で、足を踏み入れることすらできない放

射能汚染地となった福島のことを公害被害地の姿に重ねあわせ、このスタディツアーの社会的使

命について考えることとなりました。「学ぶ」という行為や営みが地域を創り、社会を変えてい

くのだということに、あらためて気付かされる３年間であったと思いますが、こうしてスタディ

ツアーから得た知恵をこんどは福島の地域再生に、そしてこの状況を背負って生きなければなら

ない私たちの世代に生かさねばと思っています。

　最後にこれまで３回のツアー開催に際し、富山、新潟、大阪・西淀川の皆さんにはあらためま

して私たち外部の人間を地域に受け入れてくださった英断とお心遣いに感謝を申し上げます。ま

たヒアリングや見学等にご協力いただいた皆様にこの場を借りまして重ねて感謝を申し上げたい

と思います。

（西村 仁志）　
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４．スタディツアー
3カ年の総括
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髙木 勲寛　イタイイタイ病対策協議会会長

「最初は心配だったけど、受け入れてよかった」と髙木さん。復元工事

完了が近づいていたことから、イタイイタイ病に対する住民意識が薄れ

ていた中、「風化防止に大きな役割を果たす機会になった」と話され、

本ツアーの対応に向けて、地元行政が事前学習に来られた点や、ツアー

後、地元行政主催の市民大学が清流会館での現地学習を取り入れてスタ

ートした点を紹介されました。同時に「今までは、公害教育を行っては

きたものの、自発的発信はできていなかった。２度と同じ過ちをしない

ように、発信していく責務を感じている」と、より積極的に伝えていく

ことに取り組みたいとお話しになりました。

　また、2012年４月にオープンするイタイイタイ病に関する県立資料館

には「今まで十分に発信できなかった『発生源対策』のコーナーを設け

て伝えていくことになっている」と話し、イタイイタイ病を伝えていく

ための次のステップを迎えていることをご紹介くださいました。

2009年から３年間かけて行った「公害地域の今を伝えるスタディツアー」の
成果や今後の課題を共有するシンポジウムを開催しました。過去に訪問した
富山・新潟・大阪のほか、全国から118名の参加者がありました。

公害地域の今からはじめようシンポジウム

　用意していた椅子では足りず立ち見参加者も多数いる中、あおぞら財団の藤江徹事務局長は、

「公害をどのように伝えていったらよいのだろうか…との問題意識から、他の公害地域を見に行

き、公害地域の“今”を知ろうとの視点からスタディツアーを企画してきた。今日はこの３年間

をふりかえりながら、これからの公害地域のあり方を一緒に考えてほしい」と開会の挨拶。３年

間の様子を写真とテキストで紹介するスライドでシンポジウムがスタートしました。

12/3
13:30-15:30

～富山イタイイタイ病・新潟水俣病・大阪西淀川大気汚染のスタディツアーを通じて～

　司会の高田研企画委員は、「こんなにも多くの人が、公害教育の場に集まったー。これは歴史

的事実ではないか」と口火を切り公害教育に対する問題意識を紐解きながら、本シンポジウムの

テーマに次の２点を掲げたいと続けました。

①次世代、若い人たちが主体となって学びを行うにはどうしたらいいか…主体を育てる学び

のデザインはどうあるべきか

②この３年の間にたくさんの田中正造、すなわち、各地で信念に基づいて闘いを率いてきた

人たちに出会ったが、今ここに、どのような物語を紡いでいけるのか

第1部：各地からの報告
富山、新潟、大阪西淀川で受け入れコーディネーターを務め
てくださった方々から、スタディツアーの感想と、本ツアー

を受け入れたことでの変化や成果を紹介いただきました。
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塚田 眞弘　新潟県立環境と人間のふれあい館館長

　「受け入れた感想は…という質問には『やって良かった』の一言です」

と塚田さん。しかし、続けて「やって良かったんだけど、受け入れる際に

は不安がありました」と言われました。今までも訴訟に関する学習する機

会や、語り部の方たちに直接話を伺う機会は持っていたものの、主義主張

が異なる１次、２次、４次裁判の関係者をまわって話を聞き、さらには発

表会をする…という初めての企画に対する心配があったとかたります。「

発表会には、自分と相反する人が来ている可能性もあるんです。意見が異

なる人が集まることになり、心配だったけど、さすが、大人。いさかいも

なく、やってよかったです」と、にこやかに話されました。

　続けて、資料館で行っている公害学習の現状を紹介されました。時間

的、予算的制約から、資料館での学校受け入れでは、なかなか意とする

内容を提供できていない一方、希望する学校には出張語り部として出向

いたり、新潟水俣病に関する教材を現職の先生方と一緒につくる取り組

み等がなされている点を紹介され、今まさに手探りで動いている躍動

感が伝わってきました。また、フロアからは「阿賀野川え〜とこだプロ

ジェクト」が一般社団法人として活動を充実させるフェーズに入った点

を、現地受け入れスタッフを担ってくださった五十嵐実さんが話されま

した。阿賀野川流域の良いところを含めて発信する「ロバダン」などの

もやい直しの活動をご紹介くださいました。

藤江 徹　　あおぞら財団事務局長

「３年目になって受入側のつらさがわかった」と、主催者であり受入側

となった今年を評した藤江さん。企画当初は、他事業で既に関係のある

組織・人のつながりの中で本ツアーを実施しようと思っていたようです

が、「今までつながりがなかった企業との関わりを、このツアーを機に

つくりたい」との思いに至ったと続けました。結果、何社かには断られ

たものの、快く受け入れを表明してくださった２社（関西電力、古河ケミカ

ルズ）と、裁判当時、企業の法規室で裁判担当をしていた当事者（神戸製

鋼　元職員）にも話を聞くことができました。また、ツアー後も企業に中

国ＮＧＯ視察を受けれてもらったり、財団でのあおぞら野菜市にお弁当

を買いに来てくださったりと、まさにスタディツアーを通じ「今までに

ないつながりを構築できたことが成果」だと話しました。
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手登根祐子　都留文科大学  学生（2010新潟・2011大阪西淀川のツアーに参加）

　「昨年参加を決めた時は、公害や環境教育の分野に特に興味があったわけ

ではありませんでした。むしろ、新潟という訪れたことのない土地に行って

みたいという単純な気持ちで参加を決めました」と、手登根さん。しかし、

事前学習で新潟水俣病を学んだ上で実際現地を訪れると、「軽い気持ちはど

こかへ行ってしまい、常に緊張の連続だった」と話します。とりわけ、加害

と被害の構造が単純ではない現状を目の当たりにし、「公害によって引き起こされる問題は、健

康被害だけでなく、崩れた人と人の関係を修復することが、壊れた環境を元に戻すよりも時間が

かかり難しいということを肌で感じた」と話しました。現地に行き話を聞くことで、「過去の問

題ではない」と、今まで見落としていた社会の現実に気づく機会になったと感想を述べました。

手登根さんは、「どのようにこの現実を伝えていくことができるのか」という課題を持ち帰った

まま、翌年の大阪のツアーに参加。大阪では、「人々の明るさ、様々な立場の思い、教育現場で

の取り組み、そして何よりも人のつながりが持つ強さを感じた」と語ります。こうした経験の中

で、自分が学んだことを伝えていくことが最大の課題という思いを強くし、「私は、１つの痛み

の歴史と今を伝え学ぶことで、他の痛みにも気づくことのできる子ども達を育てていきたい」

と、教師を目指す手登根さん自身が導き出した道筋を、芯のある言葉で紹介してくれました。

■ディスカッション／スタディツアーの意義と可能性

　企画委員の西村仁志さんを加え、スタディツアーの成果と今

後について、ディスカッションを行いました。西村さんは、

「“今ここ”の現場に立っていること、同時に“今ここ”の現

場を他の参加者と共有していることが、本ツアーの大きな要素

だったのではないか。今からの時間は、このツアーの先に何を

描くか議論したい」と枠組みを示唆、「ツアーを足がかりに地

域で動き出したことは何か」「事前勉強会の質・量や、当日のスキームはどうだったか」という

点について、パネラーからコメントをいただきました。

…公害問題を専門に学んでいない学生が、現地に提言を残すことについては、無理がある…との

　批判もありました。どう思われますか。

「学習した人しか新潟に来ることができないのはおかしい。誰でも来て、何か一つでも本質をつ

かんで学んでほしい。どんな小さなことでも理解してくれることでいい。そういった理解者が

増えていけば、やがては大きく実っていくと思います。」（パネラー：塚田）

…他の公害地域の実践はどのような状況ですか。

　「四日市には市民運動がないと言われ、悔しい思いをしているが、徐々に動きができています。

四日市でも話せる人を育成し、伝えることができるようになるのはもうすぐかなと思います。ま

た、最近『工場萌え』と呼ばれる、コンビナート地帯の夜景観賞が全国的なブームで、四日市

もそのスポットの一つです。確かにきれいだが、その下には苦しんでいる患者がいるというこ

とに気づくと、浅はかな感じがします。」（フロアー：萩森繁樹さん／四日市で磯津環境学校を運営）

第2部：感想＋ディスカッション
休憩をはさみ、参加した大学生からの感想、質疑応答、
そしてフロアからのコメント…と、さらに白熱した時間

が続きました。
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　「逆に、そういう見せ方とあわせて、きちんとメッセージを伝えるという可能性を探っていく

こともあるのではないでしょうか。」（司会：高田）

…公害教育の視点から、スタディツアーの意味や可能性についてお聞かせください。

「１つは公害反対運動の局面展開として“伝える”“残す”をどのように位置づけるか…という

こと。もう1つは、教育の側からしても、若い人が公害地域の現地に行って学ぶ意義は大きい

と痛感しています。」（フロアー：安藤聡彦さん／埼玉大学教育学部教授）

　安藤さんは、学生達が水俣に何度も通う等など、はまっていく理由

について「人が優しい」「（教科書に載っている）白黒の水俣がカラーにな

る」という言葉に表されるように、「人との関係、自然との関係があい

まっていく中で、彼らが大人になるために背中を押してくれる要素が大

きいからではないか」と、考えをご紹介くださいました。また現在の福

島の状況についても、「放射線教育＝放射線を知っていれば怖くない」

という展開に至っている現状が、かつての四日市の「公害に負けない体づくり」学習のリバイバ

ルのように感じられ、「歴史は繰り返す」との思いを強くしていることに触れながら、「価値あ

る学びが周辺化されてしまう今こそ、公害教育の発信を強めていくことが、大事」とのコメント

をいただきました。

　最後に、「若い人たちに渡していくことが、できているという確認ができたのが成果。あおぞ

ら財団のような、地域再生の役割が、福島や他の公害地域でも大事な、役割として求められてい

ると思っています。引き続き交流をしながら、若い人を主体につながりを構築していきたい。」

との西村さんの言葉で、シンポジウムは締めくくられました。

参加者の感想

日本四大公害以外に、大阪に
も汚染があるんだと知った。

私の中での公害とは、教科書
やテレビでしか知る事のでき
ないものでした。軽く考えて
いた所はありました。もっと
積極的にシンポジウムに参加
してみたり、勉強してみよう
と思いました。

実際に公害が起こった場所に
行き、患者さんや企業に話を
聞くというのは、とても勉強
になると思う。地域の方たち
の中には「何も知らないクセ
に来るな」と批判的な方々が
いたようだけど、だからこ
そ、現場で学ぶことが大切だ
と思う。

環境教育において、公害のこ
とを次世代の人に伝えること
が大事だと言われていたこと
に、とても共感しました。私
も最近、次につなげることが
必要だと考えていたところな
ので、自分の考えに確信を持
てたような気がします。

今まで、このような場がある
ことも知らなくて、遠いとこ
ろにいた私は関係ないもの、
終わったものだと思っていた
ことは恥ずかしい。原発問題
がある中で同じことを繰り返
さないために必要で大切なも
のだと思った。これからもこ
ういう機会とふれていきたい
と思う。

驚いたのは今年の６月に新た
にイタイイタイ病と認定され
た方がいたという事実です。
実際にはまだだ続いている問
題なのに、そうだと知らない
人が多いなんて一番の問題だ
と思いました。

公害というものは今ではしっ
かり防止策がなされていると
思っていたが、今回原発の話
が出てきて、まだ公害問題と
いうのは、終わっていないの
だと気づかされた。もちろん
イタイイタイ病とや水俣病の
患者さんの苦しみはなくなら
ないのですが、今後安心でき
る世界になるように１人１人
もっと自覚をしていかないと
いけないと思った。
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む す び に か え て

　「公害地域の今を伝えるスタディツアー」の３年目が終わりました。最終年の舞台

は、地元・西淀川でした。実施にあたっては、多くの方々に協力いただきました。

　事前勉強会では、日本近代史の研究者である小田康徳先生（大阪電気通信大学教授）にお

話しいただき、まだ見ぬ大阪・西淀川へのイメージをふくらませて頂きました。

　ツアー４日間は、西淀川オールスターの皆さんに登場いただきました。公害被害者の

永野さん、和田さん、岡崎さん、池永さんには、原点である患者さんの思いを語ってい

ただきました。金谷邦夫医師からは大気汚染と健康被害のお話を伺い、あおぞら苑では

公害運動の歴史と新たな道筋を見せていただいた上に、美味しいカレーまでご馳走にな

りました。公害教育・環境学習に取り組む新旧の熱血先生達、西口先生、天野先生、松

井先生、辻先生、西淀川高校からは高校生にも参加いただき、参加者の皆さんに熱い想

いとやさしい気持ちを伝えていただきました。池永さん、ヒクイナ会の皆さまからは、

時空を超えて、西淀川地域の暮らしや風景、産業、他地域とのつながりを教えていただ

きました。西淀川の皆さんの話を聞いて、私自身、改めて、西淀川って良いところだな

と思うことができました。

　いつも道路連絡会では向かい合った席でやりとりをしている国交省近畿整備局大阪国

道事務所の皆さんには環境対策について、大阪府環境農林水産総合研究所では公害を監

視する現場を丁寧にご説明いただきました。日頃からの地道な取り組みも含め、いつも

ありがとうございます。

　今回は、あおぞら財団としてつながりが薄かった被告企業の方々、古河ケミカルズさ

ん、関西電力さんに現地見学やヒアリングに協力いただき、山岸公夫さん（元神戸製鋼社

員）からは、裁判当時の状況や企業戦士としての思いを語っていただきました。その後

もご縁をつなげていただいております。今後ともどうぞよろしくお願いします。

　参加者の皆さま、３泊４日の長期戦＆延長戦の報告会まで、おつかれさまでした。ど

うでしたか、西淀川は？…また遊びに来てくださいな。

　企画委員及びスタッフの皆さん、あおぞら財団職員の皆さん、振りかえれば、３年間

よく頑張ったんじゃないでしょうか、お互いに褒めあいましょう。

　参加者の皆さま、お世話になった皆さま、本報告書を手にとられた皆さま、これで一

区切りつきましたが、なんだか次の展開がありそうなので、引き続き、よろしくお付き

合いください。

　それでは、またお会いできる日までお元気で。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤江 徹）
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相川　泰 鳥取環境大学

明石　文史郎 新在家まちづくり委員会環境カウンセラー（市民部門）

五十嵐　有美子 京都精華大学　共通教育センター

今宮　啓 都留文科大学　文学部　社会学科

井本　晶子 京都精華大学　人文学部　総合人文学科

浦　弘文 立命館大学　法科大学院専修生

大久保　祐真 都留文科大学　文学部　社会学科

岡森　香央梨 都留文科大学　文学部　社会学科

奥田　みのり フリーランス

落合　梨恵 都留文科大学　文学部　社会学科

加藤　タケ子 ほっとはうす代表

北嶋　まや 京都精華大学 人文学部 環境社会学科

清水　万由子 長野大学　研究員

杉山　友紀恵 都留文科大学　文学部　社会学科

竹端　美果 立命館大学　法務研究科

手登根　佑子 都留文科大学　文学部　社会学科

豊田　健悟 都留文科大学　文学部　社会学科

中野　晴之 大阪市立出来島小学校教諭

中野渡　純平 なたね通信編集員

西村　和代 同志社大学大学院　総合政策科学研究科

長谷川　南 都留文科大学　文学部　社会学科

畑中　健志 都留文科大学　文学部　社会学科

原田　智代 大阪府民環境会議

日高　望那 都留文科大学　文学部　社会学科

舩瀬　覚 会社員

降旗　信一 東京農工大学　准教授

南　佳孝 京都精華大学　人文学部　環境社会学科

三原　重央 せいさ大学　通信教育部

三原　春花 都留文科大学　文学部　社会学科

森尾　弘実 都留文科大学　文学部　社会学科

森川　千弘 都留文科大学　文学部　社会学科

八尾　哲史 フリーランス

吉岡千浩 神戸大学大学院　人文学研究科

吉田耕平 都留文科大学　文学部　社会学科

吉野大地 都留文科大学　文学部　社会学科

参加者一覧
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関係者一覧　

【実施協力者】
青井　政雄 大阪府環境農林水産総合研究所　情報管理課（Ｃ班ヒアリング）

天野　憲一郎 元 大阪市立姫島小学校、姫里小学校教諭（Ｄ班ヒアリング、フィールドワーク）

池永　悦治 ヒクイナ会（Ｂ班ヒアリング）

池永　末子 西淀川公害患者と家族の会（Ｂ班ヒアリング）

岡崎　久女 西淀川公害患者と家族の会（Ｃ班ヒアリング）

金谷　邦夫 内科医師、生活協同組合ヘルスコープおおさか理事長

川島　浩之 古河ケミカルズ株式会社大阪工場環境安全管理課（Ｃ班ヒアリング）

篠原　靖 関西電力株式会社環境室（Ｂ班ヒアリング）

杉本　 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所　地域調整課（Ａ班ヒアリング）

辰巳　致
NPO法人西淀川福祉・健康ネットワーク理事長
デイサービスセンターあおぞら苑施設長（Ａ班ヒアリング）

田原　義治 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所　地域調整課（Ａ班ヒアリング）

辻　幸二郎 大阪府立西淀川高等学校教諭（Ｃ班ヒアリング）

中山　栄 関西電力堺港発電所ＰＲ館　館長（Ｂ班ヒアリング）

永野　千代子 西淀川公害患者と家族の会（Ｄ班ヒアリング）

撫坂　博史 元 大阪市立佃西小学校教諭（Ａ班ヒアリング）

西口　勲 元 大阪市立歌島中学校教諭（Ａ班ヒアリング）

馬場　とも子 大阪府環境農林水産総合研究所　企画調整部　技術普及課（Ｃ班ヒアリング）

原野　利暢 大阪府環境農林水産総合研究所　企画調整部　企画課（Ｃ班ヒアリング）

松井　克行 大阪府立旭高等学校教諭（Ａ班ヒアリング）

村松　昭夫 あおぞら財団理事長、西淀川公害訴訟弁護団（Ｂ班ヒアリング）

森口　由香 関西電力株式会社環境室（Ｂ班ヒアリング）

森脇　君雄 西淀川公害患者と家族の会会長、あおぞら財団名誉理事

山田　真一 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所　建設担当（Ａ班ヒアリング）

山岸　公夫 石光商事株式会社　監査役（Ｄ班ヒアリング）

和田　美頭子 西淀川公害患者と家族の会（Ａ班ヒアリング）

敬称略／五十音順
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飯村　紘子 大府市立共長小学校　教諭

高田　喜美枝 京都精華大学　共通教育センター　大学助手

林　公則 日本学術振興会特別研究員ＰＤ

森本　米紀 エコミューズ資料整理スタッフ

青井　政雄 大阪府環境農林水産総合研究所　情報管理課（Ｃ班ヒアリング）

天野　憲一郎 元 大阪市立姫島小学校、姫里小学校教諭（Ｄ班ヒアリング、フィールドワーク）

池永　悦治 ヒクイナ会（Ｂ班ヒアリング）

池永　末子 西淀川公害患者と家族の会（Ｂ班ヒアリング）

岡崎　久女 西淀川公害患者と家族の会（Ｃ班ヒアリング）

金谷　邦夫 内科医師、生活協同組合ヘルスコープおおさか理事長

川島　浩之 古河ケミカルズ株式会社大阪工場環境安全管理課（Ｃ班ヒアリング）

篠原　靖 関西電力株式会社環境室（Ｂ班ヒアリング）

杉本　 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所　地域調整課（Ａ班ヒアリング）

辰巳　致
NPO法人西淀川福祉・健康ネットワーク理事長
デイサービスセンターあおぞら苑施設長（Ａ班ヒアリング）

田原　義治 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所　地域調整課（Ａ班ヒアリング）

辻　幸二郎 大阪府立西淀川高等学校教諭（Ｃ班ヒアリング）

中山　栄 関西電力堺港発電所ＰＲ館　館長（Ｂ班ヒアリング）

永野　千代子 西淀川公害患者と家族の会（Ｄ班ヒアリング）

撫坂　博史 元 大阪市立佃西小学校教諭（Ａ班ヒアリング）

西口　勲 元 大阪市立歌島中学校教諭（Ａ班ヒアリング）

馬場　とも子 大阪府環境農林水産総合研究所　企画調整部　技術普及課（Ｃ班ヒアリング）

原野　利暢 大阪府環境農林水産総合研究所　企画調整部　企画課（Ｃ班ヒアリング）

松井　克行 大阪府立旭高等学校教諭（Ａ班ヒアリング）

村松　昭夫 あおぞら財団理事長、西淀川公害訴訟弁護団（Ｂ班ヒアリング）

森口　由香 関西電力株式会社環境室（Ｂ班ヒアリング）

森脇　君雄 西淀川公害患者と家族の会会長、あおぞら財団名誉理事

山田　真一 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所　建設担当（Ａ班ヒアリング）

山岸　公夫 石光商事株式会社　監査役（Ｄ班ヒアリング）

和田　美頭子 西淀川公害患者と家族の会（Ａ班ヒアリング）

【企画委員】

板倉　豊 京都精華大学　教授

井上　有一 京都精華大学　教授

小田　康徳
大阪電気通信大学　教授／
あおぞら財団付属 西淀川・公害と環境資料館（エコミューズ）館長

高田　研 都留文科大学　教授／あおぞら財団理事

西村　仁志 同志社大学　准教授

平尾　真理子 大阪市立酉島小学校　教諭

相澤　翔平 あおぞら財団　研究員

大滝　あや Ｔａｏ舎　代表

白神　加奈子 みずしま財団　研究員

【事務局スタッフ】

【編集スタッフ】	

【記録スタッフ】

【現地スタッフ】

林　美帆 あおぞら財団　研究員

藤江　徹 あおぞら財団　事務局長

山本　元　 立命館大学大学院　法務研究科

鎗山　善理子 あおぞら財団　研究員
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