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■■■■被告被告被告被告「「「「守守守守るるるる会会会会」」」」のののの第第第第６６６６回準備書面回準備書面回準備書面回準備書面のののの実実実実態態態態 
以下、「被告」とは、被告団体の構成員全体をさすものではない。被告団体の一部指導部（基金である「ひかり協
会」役員や職員を兼任し給与を受け取る者を含む）と不当な行為に手を貸したり、広告塔として跳梁する者をさ
す。 

 
要点を絞って問題点を指摘する。 

 平成２２年２月８日提出 
被告第６回目の準備書面内容 事実及び評価 

 
 1、生活手当について取り上げて説明
する理由 

（1）原告は恒久対策案が空洞化してい
ると非難する場合、いつも「生活手
当」をとりあげている。そして原告
は、甲２９号証（森永ヒ素ミルク知有
毒事件発生から５０年）ではひかり協
会が加害企業に思いやりある擁護論で
森永は随喜の涙を流して喜ぶ、と加害
企業の言いなりになっているかの如く
批判している。その場合常に引用する
のが、生活手当である。そこで、この
準備書面ではひかり協会が実施してい
る生活手当に関して説明する。 
 
（２）①生活手当などひかり協会が支
給する金銭給付は、損害賠償ではな
く、救済として給付され、②生活手当
の金額などの救済内容は、被害者が長
い時間をかけ討議した末、被害者自身
が決定した。 

 
 この裁判における被告は「森永ひ素
ミルク中毒の被害者を守る会」であ
る。  
 一方、生活手当を支給するのは、救
済機関である(財)ひかり協会である。  
 ひかり協会が被害者救済にあてる資
金は、加害企業森永から出ている。 
  
 被害者で組織する被告がひかり協会
の弁護を何故シャカリキになってする
のか、それがわからない。 
 ひかり協会が森永に「思いやり」あ
る擁護論を述べれば「随喜の涙を流し
て喜ぶ」と原告が批判することが、な
ぜ、「ヒ素ミルク中毒の被害者である
被告」のゲキリンにふれるのか分から
ない。 
 生活手当については、恒久対策案に
示されている基準が「国家公務員一般
行政職の給与相当」とある。原告はそ
れが守られていない、と批判している
のに、被告である「被害者を守る会」
がシヤカリキになって否定するのもわ
からない。 

 
 4.  生活手当にかかわる被害者の選択
と決定、生活手当の内容 

 （１）ひかり協会が行う被害者救済
は、財源の金額による限界はあるもの
の、大勢の多様な被害者に極力細かく
対応するようにしている。30歳代をむ
かえて、新しい対応がなされた。 

 （２）被害者が30歳代を迎え、親亡
きあとに被害者が生活できるように生
活設計をし、地域で支えられて生きて
行ける体制を確立するようにした。ま

 
    原告原告原告原告はははは被告被告被告被告にににに「「「「協協協協会会会会のののの救救救救済済済済事事事事
業業業業」」」」についてについてについてについて説説説説明明明明をををを求求求求めたことはめたことはめたことはめたことは
ないないないない。。。。これらはすべてこれらはすべてこれらはすべてこれらはすべて裁判裁判裁判裁判のののの「「「「争争争争
点点点点とはとはとはとは関関関関係係係係ないないないない」」」」ことであることであることであることである。。。。ここここ
れらはれらはれらはれらは裁判裁判裁判裁判のののの引引引引きききき延延延延ばしばしばしばし以外以外以外以外のなのなのなのな
にものでもないにものでもないにものでもないにものでもない。。。。 
 
------------------------------- 
 
 生活保障事業とはギョウギョウシイ
名前をつけたものだ。 
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た相談体制を強化し、健康管理、病気
の予防の対策を強めようという考えが
出てきた。 

 （３）３０歳代を迎えての被害者救
済事業の基本的確認事項の中では、障
害が重い人については、つぎのとおり
にまとめられている。 

 被害者の中には、障害・症状が重度
であるために、なお自立が困難な者が
多くいることは周知の事実である。 

 そのため重度障害者に対する生活保
障事業としての手当の内容は、公的給
付と合わせて、国民的合意の得られる
ものとする。本人の所得保障の水準額
は、30歳の勤労者の賃金の60%とする。 

 （４）、（５）は略 

 （６）被害者（父母、親族を含む）
や関係者の間で、以上の30歳代の救済
のあり方の議論をすすめる中で、次の
①～③が、被害者や関係者の間で共通
認識となった。 

 ①「協会事業には賠償金の支払いは
含まれないこと」「救済とは、被害者
の教育権、労働権、生活権等一切の生
存権の回復を目指し、その発達を保障
すること」であることの認識を改めて
強くした。 

 ②行政協力を積極的に求め、公的制
度・社会資源の活用をはかる。 

 ③救済事業は、森永の被害者だけが
よい生活をするのではなく、国民と共
に我国の福祉の向上を願い、ひかり協
会の救済事業は、国民の福祉の向上と
被害者の福祉の向上が同時に行われる
ように考え、国民の理解と支援を大切
にして、事業をすすめていかねばなら
ないことの意識を深めた。 

 （７）ひかり協会の生活手当の受給
条件と特徴 

 ①生活手当の額は、重度の障害のあ
る被害者の１カ月の生活費を想定して
いる。障害者基礎年金を受給している
事を受給要件とし、年金と生活手当を

・単に金をはらっているだけのこと
で、それが事業と呼べるものなのか。 
 
・「国民的合意」をどのようにして得
たのか。 
 
・「本人の所得保障水準額」という
が、誰が「本人の所得」を保障してい
るのか。 
 
 ひかり協会が払っているのは僅かな
ものである。内訳は国の障害者基礎年
金と協会の生活手当を合計したものを
｢所得保障水準額｣と称している。 
 
 所得の大半を国の年金におんぶさせ
ておいて、それに生活手当を僅かに
「上乗せ」しただけで、あたかもそれ
を、ひかり協会の事業のごとく「生活
保障事業」と詐称しているにすぎな
い。 
 
 その上問題なのは「３０歳の勤労者
の賃金の６０％」としていることであ
る。 
準備書面のなかでは「被害者の中に
は、障害・症状が重度であるために、
なお自立が困難」と書きながら、なぜ
「３０歳の勤労者の６０％」なのか、
その説明もない。 
 
 「自立が困難」なことを知っている
のは被害者である被告のはずである。
健常者より生活費も多くかかることは
常識であるはずだ。その上、最大の
「ギモン」は「勤労者の賃金」と称す
る統計資料の出典である。 
 これまで原告は、「出典の明示」を
求めてきたが、被告は黙殺である。そ
の後にも裁判において被告準備書面に
は、なんども「勤労者の賃金の６
０％」が出現したが、出典は明らかに
されていない。 
 
 「国民の理解と支援」を掲げなが
ら、以上のような「重大決定」を新聞
発表するわけでもなく、それらを決定
した会議も公開されたことはない。す
べて「密室で決定」された結果を発表
しているから、異論が排除されている
ことは、外部のものにはわからない。 
 
４.（３）で「「「「障害障害障害障害がががが重度重度重度重度でででで自立困難自立困難自立困難自立困難」」」」
とととと言言言言ったったったった舌舌舌舌のののの根根根根がががが乾乾乾乾かぬうちにかぬうちにかぬうちにかぬうちに「「「「働働働働かかかか
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合わせて生活保障水準額となるように
制度設計されている。 

 被害者の中には、中小企業で一生懸
命苦労して働いても、給料の少ない人
もあり、働かないで受取る生活手当に
ついて、被害者全体の公平感も考慮さ
れた。 

 ②生活手当の制度もその額も、被害
者（父母親族をふくむ）自身が決定し
た。 

 ③ひかり協会は、被害者救済の内容
について、国民の理解がえられること
に強い配慮をしている。守る会運動
が、国民の理解をえられず、失敗した
過去の歴史の教訓を重く受け止めてい
る。生活手当の金額の決定に当たって
も、国民から理解の得られる水準を考
える。そして、生活手当は、国民の福
祉の向上と共にあると考える。 

 ④１か月の、保障されるべき生活費
は、障害基礎年金１級の受給者も２級
受給者も同額であることを前提として
いる。そのため、障害者基礎年金のお
おい１級の受給者が、２級の受給者よ
り、生活手当の額が少ないことにな
る。 

 被害者らにある個別的違いの部分
は、生活手当とは別に実施している。
健康の回復やリハビリテーション、自
立生活の確立、社会参加のために必要
な費用の援助などで充当される。そこ
で、障害基礎年金の１級受給者と２級
受給者で生活保障水準額を変える理由
はないという前提である。 

 ⑤出発当時は、月額１１万円であ
り、生活手当１級45,125円、２級58100
円であり、障害者基礎年金は1級64,875
円、2級51、900円とされた。 

（8）①原告は、障害の重さだけにこだ
わる損害賠償方式の考えに立って、ひ
かり協会の救済方式を批判するが、守
る会に集まった被害者は、ひかり協会
方式（地域で、国民の理解をえて、自
立を目指す被害者共通の福祉の向上）
を選択している。 

ないでないでないでないで受取受取受取受取るるるる生活手生活手生活手生活手当当当当」」」」とととと書書書書くくくく無神無神無神無神経経経経
さにはさにはさにはさには唖唖唖唖然然然然とするばかりであるとするばかりであるとするばかりであるとするばかりである。。。。 
 
 「「「「公平感公平感公平感公平感」」」」をもちだしをもちだしをもちだしをもちだし、、、、最重症者最重症者最重症者最重症者がががが
受給受給受給受給するするするする「「「「生活手生活手生活手生活手当当当当」」」」をををを比較比較比較比較のののの対対対対象象象象にににに
するところにするところにするところにするところに、、、、弱者弱者弱者弱者とととと弱者弱者弱者弱者をををを競競競競争争争争させさせさせさせ
てててて不不不不満満満満のののの矛先矛先矛先矛先をかわすをかわすをかわすをかわす意意意意図図図図がががが明白明白明白明白であであであであ
るるるる。。。。 
 
    生活手生活手生活手生活手当当当当のののの低額化低額化低額化低額化をををを目論見目論見目論見目論見みみみみ、、、、あたあたあたあた
かもかもかもかも過大過大過大過大なななな補償要求補償要求補償要求補償要求をををを事件事件事件事件発発発発生生生生当当当当時時時時にににに
してしてしてして運動運動運動運動がががが失敗失敗失敗失敗したようなしたようなしたようなしたような誤解誤解誤解誤解とととと嘘嘘嘘嘘をををを
重症者重症者重症者重症者にににに与与与与えようとしているえようとしているえようとしているえようとしている。。。。当時の
ことを詳しく調べも解説もせずに、事
実を歪曲しているのである。 
 
 ④④④④生活手生活手生活手生活手当当当当がががが1111級級級級もももも2222級級級級もももも同額同額同額同額であるであるであるである
ことのことのことのことの正正正正当当当当化化化化をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、リハビリリハビリリハビリリハビリ
などあたかもなどあたかもなどあたかもなどあたかも実実実実施施施施しているかのようにしているかのようにしているかのようにしているかのように
羅列羅列羅列羅列しているしているしているしている。。。。岡山市岡山市岡山市岡山市にににに住住住住むむむむYYYYさんはさんはさんはさんは両両両両
下肢障害下肢障害下肢障害下肢障害のののの2222級級級級のののの被害者被害者被害者被害者であるのにであるのにであるのにであるのに外出外出外出外出
もできないでもできないでもできないでもできないで、、、、家家家家内内内内のののの移動移動移動移動すらすらすらすら壁壁壁壁伝伝伝伝いいいい
にしているにしているにしているにしている。。。。リハビリリハビリリハビリリハビリなどなどなどなど受受受受けたことけたことけたことけたこと
がないというがないというがないというがないという。。。。自立生活自立生活自立生活自立生活をするためにをするためにをするためにをするために
はははは家家家家ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化がががが緊急緊急緊急緊急のののの課題課題課題課題でででで
あるがあるがあるがあるが、、、、それすらしていないそれすらしていないそれすらしていないそれすらしていない。。。。    
    広広広広島島島島ののののY.NY.NY.NY.Nさんはさんはさんはさんは1111級級級級のののの被害者被害者被害者被害者であるであるであるである
がががが、、、、26262626歳歳歳歳のののの時時時時にににに初初初初めてめてめてめて養護養護養護養護学学学学校校校校へかよへかよへかよへかよ
うようになったうようになったうようになったうようになった。。。。それまでそれまでそれまでそれまで学学学学校校校校教教教教育育育育とととと
無無無無縁縁縁縁だったのでだったのでだったのでだったので、、、、団団団団体生活体生活体生活体生活になじめなになじめなになじめなになじめな
かったかったかったかった。。。。そのことをそのことをそのことをそのことを心配心配心配心配したしたしたした両両両両親親親親がががが、、、、
ひかりひかりひかりひかり協協協協会会会会へへへへ休祭日休祭日休祭日休祭日にににに訪問指導訪問指導訪問指導訪問指導をしてをしてをしてをして
もらいたいともらいたいともらいたいともらいたいと、、、、ケースワーカーケースワーカーケースワーカーケースワーカーのののの派遣派遣派遣派遣
をををを依依依依頼頼頼頼したしたしたした。。。。しかししかししかししかし拒否拒否拒否拒否されたのでされたのでされたのでされたので、、、、
ひかりひかりひかりひかり協協協協会会会会理事長理事長理事長理事長にににに要望書要望書要望書要望書をををを出出出出しししし続続続続けけけけ
たたたた。。。。理事長理事長理事長理事長からはからはからはからは返事返事返事返事がなくがなくがなくがなく、、、、実実実実現現現現しししし
たのはたのはたのはたのは、、、、4444年半後年半後年半後年半後でそれもでそれもでそれもでそれも2222年年年年でとりやでとりやでとりやでとりや
めになっためになっためになっためになった。。。。 
 
（８）①については、原告はそんなこ
とを言ったことはない。2006年にひか
り協会が発行した『ひかり協会30年の
歩み』の35頁には 
＜「30歳のあり方」では、「協会事業
は、過去の金銭賠償を対象にしなたも
のではなく、被害者の現状回復を基本
とした救済制度であり、『恒久対策
案』でいう新しいパターンの損害賠償
制度である」とし、これを「三者会談
方式」として定着化した。＞ 
とひかり協会自身が書いているのであ
り、被告は「知ったかぶり」をしてあ
たかも代弁人のごとく、また親衛隊の
ごとく装いながら、マチガッタことを
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 ②ひかり協会の救済事業は、個別に
ひ素ミルク中毒との因果関係を明らか
にした上で、被害を金額に算定する保
障制度ではない。被害者に発生した健
康状態の悪化等に対して、ひかり協会
のもつ対策のメニューを提供して、被
害者の救済をする制度である。 

 ③ひかり協会の救済事業を希望して
いる全被害者が、この救済方式を受け
入れ、賛同している。 

（9）①また観点をかえると、ひかり協
会の救済は、生活手当だけではない。
生活手当の分野以外に、多くの救済メ
ニューがあり、被害者は、他の方法に
よる救済と重複して、総合的な救済を
受ける。 

 ②重い介護を要する被害者には介護
料を支給している。「30歳代の救済事
業のあり方」が実施された当時、生活
保障水準額に介護料を合わせると、月
額176、000円となっていた。 

 ③ひかり協会の救済は、被害者の全
生涯にわたる福祉向上のためにおこな
われる。損害賠償額の金額計算という
観点で判断されるべきではない。 

（10）榎原氏ほか2名が岡山弁護士会と
広島弁護士会の人権擁護委員会に人権
侵犯の申立をした。 

（11）①ひかり協会は、被害者の意見
を最重点としてきき、専門家の意見を
うけながら、公正に救済を実施した。 

 ②ひかり協会の救済は、恒久対策案
をそのまま実施するものではないこと
が、繰り返し確認された。 

 ③ひかり協会の救済は、教育、労
働、生活など被害者の自立に向けての
全面的な支援をすること、全被害者の
福祉の向上がひかり協会の救済である
とされた。 

 ④ ひかり協会の救済は、総合的な
救済事業であること（第2の原則）、そ
して個別対応こそ生きた救済である
（第3の原則）という観点（救済の3原
則）から救済がなされるようになっ

平気でばらまいている。 
 
（９）①また観点をかえると、公的サ
ービスを紹介することや、公的施設を
紹介することもひかり協会の「救済メ
ニュー」のなかに入っている。 
 
②②②②介護料介護料介護料介護料をををを生活手生活手生活手生活手当当当当とととと合算合算合算合算することはすることはすることはすることは
筋違筋違筋違筋違いのことであるいのことであるいのことであるいのことである。。。。介護介護介護介護するのはするのはするのはするのは親親親親
兄弟兄弟兄弟兄弟でありでありでありであり、、、、自身自身自身自身がががが仕事仕事仕事仕事でででで得得得得られるべられるべられるべられるべ
きききき所得所得所得所得をををを犠犠犠犠牲牲牲牲にしてにしてにしてにして被害者被害者被害者被害者のののの介護介護介護介護をしをしをしをし
ているのであるているのであるているのであるているのである。。。。176,000176,000176,000176,000円円円円をあたかもをあたかもをあたかもをあたかも
多額多額多額多額のようにのようにのようにのように記載記載記載記載しているがしているがしているがしているが、、、、もしもしもしもし両両両両
親親親親がががが介護介護介護介護にあたればにあたればにあたればにあたれば、、、、このこのこのこの金額金額金額金額でででで3333人人人人がががが
生活生活生活生活することになるすることになるすることになるすることになる。。。。介護料介護料介護料介護料はははは親親親親にににに支支支支
給給給給されされされされ、、、、生活手生活手生活手生活手当当当当はははは本人本人本人本人にににに支給支給支給支給されるされるされるされる
のであるのであるのであるのである。。。。    
「「「「みそもみそもみそもみそもクソクソクソクソ」」」」もももも一一一一緒緒緒緒にするとはこのにするとはこのにするとはこのにするとはこの
ようなことのようなことのようなことのようなことの例例例例えであるえであるえであるえである。。。。 
 
（10）このこのこのこの事事事事実実実実をををを記載記載記載記載したことをしたことをしたことをしたことを見見見見とととと
がめてがめてがめてがめて、、、、被告被告被告被告はははは「「「「学学学学者者者者のののの論文論文論文論文」」」」ににににケチケチケチケチ
をつけてきたをつけてきたをつけてきたをつけてきた。。。。事事事事実実実実のののの記述記述記述記述すらもすらもすらもすらも、、、、自自自自
己己己己にににに不利益不利益不利益不利益とととと判判判判断断断断するとするとするとすると許許許許さないさないさないさない、、、、とととと
いういういういう体質体質体質体質をををを如如如如実実実実にににに表表表表しているしているしているしている。。。。    
    だから、被告たちに都合のいいこと
しか言わない「専門家」の意見しか聞
く耳をもたないことになる。そこには
「公正」な運営は期待できない。 
 
（11）ひかり協会の救済は恒久対策案
をそのまま実施する考えはないよう
だ。そのなかで「金のかからない、人
手のかからない、時間のかからない」
ことしかやらない。③についてもYさん
やY.Nさんの例に本質は現れている。 
 
④の個別対応とは、別名個別撃破であ
り、「できない、できない」とできな
いことを繰返し、「あなたのいうこと
をきいていたら、ひかり協会はつぶれ
てしまう」（広島Y.Nさんが言われた）
とあきらめさせることである。 
 
⑤恒久対策案の内容を詳細に解読する
と、具体的実施項目32の内8割は不実行
である。 
 
⑥⑥⑥⑥公的制度公的制度公的制度公的制度とととと行政協力行政協力行政協力行政協力をををを利用利用利用利用すればすればすればすれば、、、、
森永森永森永森永からからからから支出支出支出支出されたされたされたされた費用費用費用費用をををを内内内内部部部部でででで分配分配分配分配
するときにするときにするときにするときに、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ固定費固定費固定費固定費をさっをさっをさっをさっ
ぴくぴくぴくぴく者達者達者達者達にはにはにはには画画画画期的期的期的期的なななな「「「「節約策節約策節約策節約策」」」」となとなとなとな
るるるる。。。。    
    それはそれはそれはそれは、、、、国国国国民民民民のののの税税税税金金金金でもってでもってでもってでもって森永森永森永森永ヒヒヒヒ
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た。 

 ⑤ 恒久対策案当時とは、まったく
姿をかえた救済方策になっていった。
恒久対策案を、そのまま論じても意味
がない程に、協会の救済は変化発展し
ている。 

 ⑥ ひかり協会の救済は、公的制度
の活用と行政協力を重視し、公的福祉
を補完するという考え方である。 

 ⑦ 救済は、被害者らが議論し、ひ
かり協会の事業として実行されていっ
たが、生活手当に関しては、保障され
るべき生活費の額を10万円として、被
害者の間で議論がすすめられた。 

 10万円については、当時の他の被害
者が得ていた労働賃金との公平な扱い
（他の被害者が苦労して働いて得られ
る賃金より、働かない被害者への支給
が高いと、被害者全員の間で共感が得
られない）も考慮し、また、守る会の
基本方針であるところの、国民の理解
を得られる金額とすること（守る会
は、被害者の福祉の向上と国民の福祉
の向上を、共に考え、歩んでいかねば
ならないとしている）も考慮して決定
した。 
 
この額は、30歳の勤労者の賃金の60％と
いう額になった。 
 
 ⑧ 生活手当を決めたのは、被害者自身
である。ひかり協会は、被害者の意見を尊
重した。被害者の間では、いろいろな段
階、長い間の議論の末にきめられた。被害
者が決めた制度である。 

素素素素ミルクミルクミルクミルク中毒中毒中毒中毒のののの被害者被害者被害者被害者をををを救救救救済済済済することすることすることすること
になるのだがになるのだがになるのだがになるのだが、、、、実実実実際際際際のののの意味意味意味意味はははは正反正反正反正反対対対対でででで
あるあるあるある。。。。前述前述前述前述でみたようなでみたようなでみたようなでみたような価価価価値値値値観観観観をもつをもつをもつをもつ
者者者者たちがたちがたちがたちが仕掛仕掛仕掛仕掛けているけているけているけている意意意意図図図図はははは別別別別のとこのとこのとこのとこ
ろにあるろにあるろにあるろにある。。。。    
    救救救救済済済済資金資金資金資金からからからから得得得得るるるる自自自自らのらのらのらの厚待遇厚待遇厚待遇厚待遇をををを維維維維
持持持持するためにはするためにはするためにはするためには、、、、重症者重症者重症者重症者へのへのへのへの支出支出支出支出をををを低低低低
くくくく抑抑抑抑えることがえることがえることがえることが必須必須必須必須となりとなりとなりとなり、、、、考考考考えついえついえついえつい
たのがたのがたのがたのが、「、「、「、「行政協力行政協力行政協力行政協力」」」」であるであるであるである。。。。それがそれがそれがそれが
重症被害者重症被害者重症被害者重症被害者へへへへハッピーハッピーハッピーハッピーなななな効効効効果果果果をもたらをもたらをもたらをもたら
しているのならしているのならしているのならしているのなら、、、、言論言論言論言論弾圧弾圧弾圧弾圧もももも除名除名除名除名などなどなどなど
もももも必要必要必要必要ないはずだないはずだないはずだないはずだ。。。。またまたまたまた、、、、自自自自らのらのらのらの独独独独裁裁裁裁
体制体制体制体制をををを維持維持維持維持するためにはするためにはするためにはするためには、、、、加害企業加害企業加害企業加害企業のののの
意意意意図図図図をあらかじめをあらかじめをあらかじめをあらかじめ汲汲汲汲むこともむこともむこともむことも必要必要必要必要になになになにな
ろうろうろうろう。。。。    
    このようなこのようなこのようなこのような政策政策政策政策をとることがをとることがをとることがをとることが、、、、加害加害加害加害
企業企業企業企業のののの救救救救済済済済へのへのへのへのモチベーションモチベーションモチベーションモチベーションをををを低下低下低下低下
させさせさせさせ、、、、公害事件公害事件公害事件公害事件のののの教教教教訓化訓化訓化訓化にとってにとってにとってにとって反面反面反面反面
教教教教師師師師になることはになることはになることはになることは、、、、企業社企業社企業社企業社会会会会でででで生活生活生活生活すすすす
るるるる国国国国民民民民にはにはにはには想像想像想像想像にににに難難難難くないがくないがくないがくないが、、、、被告被告被告被告にににに
はははは理解理解理解理解できないらしいできないらしいできないらしいできないらしい。。。。    
    被告被告被告被告はははは、、、、被害者被害者被害者被害者へのへのへのへの低低低低めめめめ抑制政策抑制政策抑制政策抑制政策をををを
「「「「国国国国民民民民とのとのとのとの合意合意合意合意」」」」などとなどとなどとなどと強強強強弁弁弁弁してしてしてして、、、、
「「「「国国国国民民民民」」」」をををを会会会会員員員員へのへのへのへの脅脅脅脅しししし文句文句文句文句にににに使使使使うううう。。。。
ならばならばならばならば、、、、このこのこのこの公的年金公的年金公的年金公的年金やややや公的施策公的施策公的施策公的施策・・・・施施施施
設設設設のののの併併併併用用用用についてについてについてについて、、、、全全全全国国国国民民民民にににに対対対対しししし、、、、いいいい
つつつつ説説説説明責任明責任明責任明責任をををを果果果果たしたしたしたし、、、、全全全全国国国国民民民民（被告が
好きな「全被害者」にならい）とどうとどうとどうとどう
合意合意合意合意をををを取取取取りりりり付付付付けたのかけたのかけたのかけたのか？？？？    国国国国民民民民からのからのからのからの
批判批判批判批判にににに噛噛噛噛みみみみ付付付付くくくく前前前前にににに、、、、国国国国民民民民のののの税税税税金金金金をををを使使使使
いながらいながらいながらいながら、、、、国国国国民民民民へのへのへのへの説説説説明明明明ををををサボサボサボサボってってってって、、、、
一一一一国国国国民民民民をををを弾圧弾圧弾圧弾圧しているしているしているしている自自自自らのらのらのらの態度態度態度態度をををを恥恥恥恥
じじじじ入入入入りりりり謝罪謝罪謝罪謝罪しししし、、、、即刻即刻即刻即刻そのそのそのその態度態度態度態度をををを根本的根本的根本的根本的
にににに改改改改めるべきだろうめるべきだろうめるべきだろうめるべきだろう。。。。 
 
⑦10万円とは1985年の頃のことであ
る。被害者の間といっても健常者ばか
りであり、重症者は入っていない。
「30歳の勤労者の賃金の60%」と被害者
が30歳の時にいわれると、40歳になれ
ば「40歳の勤労者の賃金60％」と思う
のが常識的な考え方である。それが現
在54歳になっても「30歳の勤労者の賃
金」即ち1985年時点を基準にしている
ためスライドしても僅かだ。だから、
当時の生活手当1級の月額50,000円は現
在57,492円で増加したのは、7,492円で
ある。それに比べ障害者基礎年金は
61,817円が現在は82,510円になってい
る。 
 
⑧このこのこのこの論理論理論理論理はははは被害者自身被害者自身被害者自身被害者自身がががが決決決決めたのだめたのだめたのだめたのだ
からからからから文句文句文句文句はなかろうということであはなかろうということであはなかろうということであはなかろうということであ
るるるる。。。。 
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しかし被告被告被告被告はははは準備書面準備書面準備書面準備書面（（（（4444））））のののの5555頁頁頁頁3333ではではではでは
次次次次のようにのようにのようにのように書書書書いているいているいているいている。「。「。「。「救救救救済対済対済対済対策委策委策委策委
員員員員会会会会（（（（ひかりひかりひかりひかり協協協協会会会会））））がががが救救救救済済済済事業事業事業事業としてとしてとしてとして
取取取取りりりり上上上上げてくれなければげてくれなければげてくれなければげてくれなければ、、、、救救救救済対済対済対済対策策策策はははは
できないできないできないできないのである。」さらに続けて
「（1）被告の準備書面（1）の12頁⑤
項で説明したとおり、恒久恒久恒久恒久対対対対策案策案策案策案のののの中中中中
でででで、、、、救救救救済済済済はははは、、、、救救救救済対済対済対済対策委員策委員策委員策委員会会会会をををを設置設置設置設置
しししし、、、、同委員同委員同委員同委員会会会会がががが資金資金資金資金のののの運用運用運用運用、、、、基準基準基準基準のののの設設設設
定定定定そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なすべてをなすべてをなすべてをなすべてを決定決定決定決定しししし、、、、そのそのそのその
もとでもとでもとでもとで救救救救済済済済をすすめるをすすめるをすすめるをすすめる、、、、ことをことをことをことを決決決決めてめてめてめて
いたいたいたいた。」。」。」。」とととと書書書書いているいているいているいているのであるから、
被害者自身被害者自身被害者自身被害者自身がががが決決決決めることなどできないめることなどできないめることなどできないめることなどできない
相談相談相談相談であるであるであるである。。。。都合都合都合都合のののの悪悪悪悪いことになるいことになるいことになるいことになる
とととと、「、「、「、「それはそれはそれはそれは被害者自身被害者自身被害者自身被害者自身がががが決決決決めたことめたことめたことめたこと
だだだだ」」」」とととと前言前言前言前言をををを翻翻翻翻してしてしてして恥恥恥恥じないじないじないじない言動言動言動言動にはにはにはには
辟易辟易辟易辟易するばかりであるするばかりであるするばかりであるするばかりである。。。。 
 
5についても被告の主張は前項と同じ論
理で「被害者自身が決めたことだ」と
強弁しているにすぎない。これまでは
「ひかり協会が決める」ことだと主張
してきたことを、ここへきて「被害者
自身がきめる」ことだと逃げをうちだ
したのは、 
これまでの理論の破綻を露わにしたに
すぎない。 
 
 いずれにしても、被告とは別の組織
のことを「被害者を守る」ことを忘れ
て「ひかり協会」を守り、「加害企
業」を守り続ければ、理論的に破綻を
きたすことは、目にみえていることで
ある。 
 
（3）生活手当の内容 
「本人の生活費を賄う」とはどのよう
な基準によるものか、さらにさらにさらにさらに本人本人本人本人はははは
「「「「結婚結婚結婚結婚しないしないしないしない」」」」前提前提前提前提なのかなのかなのかなのか、、、、またまたまたまた「「「「子子子子
供供供供をををを産産産産まないまないまないまない」」」」前提前提前提前提なのかなのかなのかなのか明明明明らかでならかでならかでならかでな
いいいい。。。。本人本人本人本人1111人人人人のののの生活生活生活生活がががが賄賄賄賄えればえればえればえれば、、、、それでそれでそれでそれで
いいといういいといういいといういいという考考考考えなのだろうかえなのだろうかえなのだろうかえなのだろうか。。。。 
「類似する公的制度」とはなにを指し
ているのであろうか。公害健康被害の
補償等に関する法律によれば、4年前の
基準で男子353,100円、女子204,200円
を給付月額として決めている。どのよどのよどのよどのよ
うなうなうなうな制度制度制度制度をををを調調調調査査査査したのかしたのかしたのかしたのか、、、、明明明明らかにすらかにすらかにすらかにす
るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
    またまたまたまた「「「「労働労働労働労働者者者者のののの賃金水準賃金水準賃金水準賃金水準」」」」というというというという
がががが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような統計統計統計統計をををを調調調調査査査査したのかしたのかしたのかしたのか、、、、
変変変変動動動動についてはについてはについてはについては、、、、どのようなどのようなどのようなどのような方式方式方式方式をををを適適適適
用用用用しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、それらのことはまっそれらのことはまっそれらのことはまっそれらのことはまっ
たくたくたくたく明明明明らかにされないのであるらかにされないのであるらかにされないのであるらかにされないのである。。。。 
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（4）生活手当は「このように」といわ
れても「どのように」選択したのかあ
きらかではなく、なにが「成果」なの
か「ちんぷんかんぷん」である。 
 
6、全被害者が賛同している証拠はある
のか。賛賛賛賛同同同同しないしないしないしない被害者被害者被害者被害者はははは排除排除排除排除してしてしてして、、、、
「「「「物言物言物言物言わぬわぬわぬわぬ」」」」被害者被害者被害者被害者にににに仕立仕立仕立仕立てててて上上上上げるげるげるげる。。。。
それでもそれでもそれでもそれでも沈沈沈沈黙黙黙黙しないしないしないしない批判者批判者批判者批判者にににに対対対対してしてしてして
はははは、、、、あるあるあるある日突然日突然日突然日突然にににに「「「「誤支給誤支給誤支給誤支給」」」」とととと称称称称しししし
てててて、、、、今今今今までまでまでまで支給支給支給支給してきたしてきたしてきたしてきた手手手手当当当当のののの基準基準基準基準変変変変
更更更更をををを極秘裏極秘裏極秘裏極秘裏にににに行行行行いいいい、、、、数数数数百万百万百万百万円円円円のののの返返返返済済済済をををを
迫迫迫迫るというあくどさであるるというあくどさであるるというあくどさであるるというあくどさである。。。。 
 
（1）これまでは三者会談確認書にもあ
るとおり「因果関係をとわない」とし
ていたのである。しかし1994199419941994のののの「「「「40404040歳歳歳歳
代代代代のありのありのありのあり方方方方」」」」いらいいらいいらいいらい「「「「中途障害者中途障害者中途障害者中途障害者のののの場場場場
合合合合はははは成人期以前成人期以前成人期以前成人期以前からのからのからのからの障害障害障害障害」」」」特別特別特別特別してしてしてして
救救救救済済済済しないことをしないことをしないことをしないことを決決決決めているめているめているめている。。。。 
 
（（（（2222））））このようなひかりこのようなひかりこのようなひかりこのようなひかり協協協協会会会会のののの救救救救済済済済をなをなをなをな
ぜぜぜぜ「「「「有有有有りりりり難難難難くくくく」」」」思思思思わなくてはならないわなくてはならないわなくてはならないわなくてはならない
のかのかのかのか。「。「。「。「障害障害障害障害をををを与与与与えたのはえたのはえたのはえたのは」」」」森永森永森永森永がががが作作作作
ったったったった「「「「ヒヒヒヒ素素素素ミルクミルクミルクミルク」」」」でありでありでありであり、、、、そのそのそのその原因原因原因原因
がなければがなければがなければがなければ、、、、今日今日今日今日のののの後遺症後遺症後遺症後遺症はありえなはありえなはありえなはありえな
いのであるいのであるいのであるいのである。「。「。「。「恩恩恩恩恵恵恵恵をををを受受受受けるけるけるける」」」」とはとはとはとは辞辞辞辞
書書書書でもでもでもでも引引引引いていていていて正確正確正確正確なななな意味意味意味意味をををを把握把握把握把握してしてしてして使使使使
用用用用してもらいたいものであるしてもらいたいものであるしてもらいたいものであるしてもらいたいものである。「。「。「。「恩恩恩恩
恵恵恵恵」」」」とはとはとはとは「「「「めぐみをめぐみをめぐみをめぐみを与与与与えるえるえるえる」」」」ことであことであことであことであ
りりりり、、、、このこのこのこの言葉言葉言葉言葉をををを使使使使えばえばえばえば、「、「、「、「するするするする原因原因原因原因がががが
ないのにないのにないのにないのに、、、、一方的一方的一方的一方的にあわれみをかけにあわれみをかけにあわれみをかけにあわれみをかけ
るるるる」」」」ということになるということになるということになるということになる。。。。これほどこれほどこれほどこれほど言葉言葉言葉言葉
にににに「「「「ドンカンドンカンドンカンドンカン」」」」なものがなものがなものがなものが    書書書書いたいたいたいた文書文書文書文書
をををを読読読読むむむむ不幸不幸不幸不幸をしみじみかんじているをしみじみかんじているをしみじみかんじているをしみじみかんじている。。。。 
 
    被害者被害者被害者被害者にはにはにはには「「「「被害者被害者被害者被害者のののの果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき責責責責
任任任任」」」」があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。それはそれはそれはそれは被害被害被害被害のののの正正正正しししし
いいいい継継継継承承承承でありでありでありであり、、、、いままでたどってきたいままでたどってきたいままでたどってきたいままでたどってきた
歴歴歴歴史史史史のののの正確正確正確正確なななな記述記述記述記述であるであるであるである。。。。またまたまたまた被害者被害者被害者被害者
とととと加害者加害者加害者加害者はははは、、、、どこまでいってもそのどこまでいってもそのどこまでいってもそのどこまでいってもその関関関関
係係係係にににに変変変変化化化化はないということでありはないということでありはないということでありはないということであり、、、、そそそそ
れをあいまいにすることでれをあいまいにすることでれをあいまいにすることでれをあいまいにすることで、、、、事件事件事件事件のののの再再再再
発発発発をををを招招招招くくくく原因原因原因原因になることであるになることであるになることであるになることである。。。。 
 
 
    弁護士弁護士弁護士弁護士会会会会とかとかとかとか国会国会国会国会にににに働働働働きかけることきかけることきかけることきかけること
はははは社社社社会会会会常識常識常識常識にそったことではないといにそったことではないといにそったことではないといにそったことではないとい
うのはうのはうのはうのは、、、、今回被告今回被告今回被告今回被告からからからから教教教教えられてえられてえられてえられて初初初初めめめめ
てててて知知知知ったことであるったことであるったことであるったことである。。。。    
    このこのこのこの国国国国のののの市民市民市民市民がががが弁護士弁護士弁護士弁護士やややや裁判裁判裁判裁判、、、、国会国会国会国会
をををを通通通通じてじてじてじて社社社社会会会会のののの改善改善改善改善・・・・改革改革改革改革をををを試試試試みるみるみるみる努努努努
力力力力をををを、、、、被告被告被告被告はははは、、、、非常識非常識非常識非常識なおこないだとなおこないだとなおこないだとなおこないだと
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あっさりあっさりあっさりあっさり否定否定否定否定したしたしたした。。。。    
    
    被告代理人被告代理人被告代理人被告代理人におかれてはこのにおかれてはこのにおかれてはこのにおかれてはこの両両両両方方方方にににに
携携携携わったわったわったわった経験経験経験経験のののの持持持持ちちちち主主主主であるがであるがであるがであるが、、、、このこのこのこの
ようなようなようなような認識認識認識認識のもとにのもとにのもとにのもとに仕事仕事仕事仕事をなさってきをなさってきをなさってきをなさってき
たとはたとはたとはたとは、、、、立候補立候補立候補立候補されるときにでもされるときにでもされるときにでもされるときにでも表明表明表明表明
されていたならされていたならされていたならされていたなら、、、、貴重貴重貴重貴重なななな1111票票票票をををを投投投投じなくじなくじなくじなく
てすんだものとてすんだものとてすんだものとてすんだものと後悔後悔後悔後悔するするするする。。。。    
    

 総総総総評評評評

     
「「「「被害者被害者被害者被害者はははは、、、、老人老人老人老人となってもとなってもとなってもとなっても、、、、生生生生
涯涯涯涯にわたってにわたってにわたってにわたって、、、、ひかりひかりひかりひかり協協協協会会会会のののの安定安定安定安定
したしたしたした救救救救済済済済をををを受受受受けようとけようとけようとけようと考考考考えているえているえているえている
からからからから、、、、森永乳業株式森永乳業株式森永乳業株式森永乳業株式会会会会社社社社のののの経営内経営内経営内経営内
容容容容をををを悪悪悪悪化化化化させることはさせることはさせることはさせることは回避回避回避回避しなけしなけしなけしなけ
ればならないとればならないとればならないとればならないと判判判判断断断断しているしているしているしている。」。」。」。」

 

総総総総評評評評1111----    
改善改善改善改善をををを求求求求めるめるめるめる被害者被害者被害者被害者はははは加加加加
害企業害企業害企業害企業のののの経営経営経営経営をををを脅脅脅脅かしてかしてかしてかして
いるのだいるのだいるのだいるのだ、、、、のののの怪怪怪怪 
 
 この第6回文書で、当初の恒久対策案
が、今では、全公害被害者にとっての
反面教師になったことが証明された。 
 
 被害者の親が血の滲む思いで築き上
げた前例のない恒久救済対策案を、被
告が完全に骨抜きにしたことを示す歴
史的文書となった。 
 とくに左記がこの文書の結論であ
り、被告はこれを言いたいがために膨
大な紙数を使って自画自賛を繰り返
し、加害企業の繁栄が被害者の老後の
安心であるかのように言い切る珍しい
言説を発明した。 
 自己中心的かつ非社会的な価値観が
究極的に到達した結論であり、この思
想を被害者に刷り込み、対外的にプロ
パガンダを展開しているという意味
で、かれらの言動は、広く社会的に分
析されるべき対象となる。 
 
    
 被告団体の上層部は、自らを加害企
業からの給与生活者だと信ずるに至っ
た者達なのだろう。だから、基金の活
動は、福祉であり賠償ではないのだと
主張したいのであろう。 
（前述のとおり、自ら「賠償の新しい形だ」と
主張したことを忘れているが） 
 
 「「「「そろそろそろそろそろそろそろそろ、、、、被害者被害者被害者被害者になったになったになったになった原原原原
因因因因をををを忘忘忘忘れれれれ、、、、障害障害障害障害のののの苦苦苦苦しみをしみをしみをしみを言言言言わわわわ
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ずずずず、、、、真真真真にににに闘闘闘闘ったったったった親達親達親達親達のののの苦苦苦苦労労労労とととと歴歴歴歴史史史史
をををを忘忘忘忘れてれてれてれて、、、、加害企業加害企業加害企業加害企業からのからのからのからの金金金金銭銭銭銭をををを
おおおお恵恵恵恵みとしてみとしてみとしてみとして感謝感謝感謝感謝しししし、、、、加害企業加害企業加害企業加害企業のののの
業績業績業績業績発発発発展展展展にににに貢貢貢貢献献献献しなさいしなさいしなさいしなさい」」」」といといといとい
うううう、、、、公害被害者公害被害者公害被害者公害被害者にににに対対対対するするするする高高高高みからみからみからみから
のおのおのおのお説説説説教教教教であるであるであるである。。。。 
 
 被告には、恒久救済対策を真剣に実
施する努力を通じて、公害再発への戒
めともしていくような視点などは、も
はやないのだろう。 
 しかし、公害事件処理において民主
主義を認めない立場からの加害企業と
の利益共同体的関係構築の言説鼓吹
は、実際には、現実の被害者家族の生
活権を侵害し、そればかりか、産業公
害の起源・発生・闘争・救済・総括・
改善という改善の循環サイクルにおけ
る歴史的教訓と知見の獲得にあたっ
て、巨大な負の効果を逆流させること
になる。 
 被害者家族をおこらせ、それを黙ら
せる弾圧が不可避となる必然性がここ
にもある。 
 この準備書面をかかせた上層部に関
しては、彼らが救済資金を「給与」と
受け止めているのは想像に難くない
が、それを被害者全員の価値観と言い
切る行為は、そのよこしまな思想を
「全被害者へ強要している」ことを認
めており、言論弾圧はその必須のツー
ルだ。全公害被害者を冒涜する言説で
もある。 
 
    更更更更にににに、、、、このこのこのこの主張主張主張主張にはあくどいにはあくどいにはあくどいにはあくどい詭詭詭詭
弁論理弁論理弁論理弁論理がががが忍忍忍忍ばされているばされているばされているばされている。。。。    
    最後最後最後最後のののの最後最後最後最後でででで「「「「森永乳業株式森永乳業株式森永乳業株式森永乳業株式会会会会
社社社社」」」」とおとおとおとお客客客客様様様様宛請求書宛請求書宛請求書宛請求書のようにのようにのようにのようにフフフフ
ルルルル標記標記標記標記しているところもしているところもしているところもしているところも奇異奇異奇異奇異だだだだ
がががが、「、「、「、「森永乳業株式森永乳業株式森永乳業株式森永乳業株式会会会会社社社社のののの経営内経営内経営内経営内
容容容容をををを悪悪悪悪化化化化させることさせることさせることさせること」」」」とはとはとはとは何何何何をををを指指指指
しているのかということであるしているのかということであるしているのかということであるしているのかということである。。。。    
    もしもしもしもし、「、「、「、「原告原告原告原告のののの主張主張主張主張はははは、、、、森永乳森永乳森永乳森永乳
業株式業株式業株式業株式会会会会社社社社様様様様のののの経営内経営内経営内経営内容容容容のののの悪悪悪悪化化化化にににに
繋繋繋繋がるがるがるがる」」」」とでもとでもとでもとでも言言言言いたいのであれいたいのであれいたいのであれいたいのであれ
ばばばば、、、、それはそれはそれはそれは、、、、事事事事実実実実のののの歪曲歪曲歪曲歪曲でありでありでありであり、、、、
存在存在存在存在しないしないしないしない前提前提前提前提をををを使使使使ってってってって、、、、自己自己自己自己のののの
主張主張主張主張をををを正正正正しいとしいとしいとしいと強強強強弁弁弁弁するところのするところのするところのするところの
詭弁詭弁詭弁詭弁マインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールマインドコントロールであであであであ
るるるる。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、それはそれはそれはそれは、、、、被害者被害者被害者被害者とととと、、、、
国国国国民民民民とととと加害企業加害企業加害企業加害企業のののの三者三者三者三者へへへへ向向向向けたもけたもけたもけたも
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のとのとのとのと推察推察推察推察されるされるされるされる。（※１）    
このこのこのこの手法自体手法自体手法自体手法自体がががが主張者主張者主張者主張者ののののウソウソウソウソをををを証証証証
明明明明するするするする。。。。詭弁詭弁詭弁詭弁はははは短期的短期的短期的短期的にににに人人人人をををを騙騙騙騙せせせせ
てもてもてもても、、、、長期的長期的長期的長期的にはにはにはには恥恥恥恥をさらすをさらすをさらすをさらす。。。。    
    
    原告原告原告原告のののの主張主張主張主張にににに反映反映反映反映されているされているされているされている被被被被
害者家族害者家族害者家族害者家族のののの憤憤憤憤りはりはりはりは、、、、森永森永森永森永にににに無制限無制限無制限無制限
のののの支出支出支出支出をををを要求要求要求要求するものではないするものではないするものではないするものではない。。。。    
    被告被告被告被告「「「「被害者被害者被害者被害者団団団団体上層部体上層部体上層部体上層部」」」」がががが、、、、
原告原告原告原告ららららのののの批判批判批判批判をををを反省反省反省反省してしてしてして受受受受けけけけ入入入入れれれれ
ることとることとることとることと、、、、森永乳業森永乳業森永乳業森永乳業のののの経営内経営内経営内経営内容容容容にににに
はなんのはなんのはなんのはなんの関関関関係係係係もないもないもないもない。。。。    
    
    森永乳業森永乳業森永乳業森永乳業のののの経営状経営状経営状経営状態態態態はははは、、、、社社社社会会会会的的的的
モラルモラルモラルモラルとととと法令法令法令法令のののの遵守遵守遵守遵守をををを含含含含めたかれめたかれめたかれめたかれ
らららら自身自身自身自身のののの営営営営業努力業努力業努力業努力のののの責任責任責任責任であるであるであるである。。。。    
    もしもしもしもし仮仮仮仮にににに、、、、加害企業加害企業加害企業加害企業がががが、、、、自自自自らのらのらのらの
努力不足努力不足努力不足努力不足をををを棚棚棚棚にににに上上上上げげげげ「「「「業績業績業績業績悪悪悪悪化化化化
はははは、、、、被害者被害者被害者被害者団団団団体体体体内内内内部部部部のののの民主主義民主主義民主主義民主主義とととと
言論言論言論言論のののの自由自由自由自由のせいだのせいだのせいだのせいだ」」」」とととと考考考考ええええ、、、、そそそそ
れをれをれをれを被害者被害者被害者被害者団団団団体上層部体上層部体上層部体上層部にににに代弁代弁代弁代弁させさせさせさせ
てててて、、、、被害者被害者被害者被害者会会会会員員員員やややや国国国国民民民民へへへへ不法不法不法不法にににに噛噛噛噛
みみみみ付付付付かせるのならかせるのならかせるのならかせるのなら、、、、それそれそれそれ自体自体自体自体がががが恥恥恥恥
ずべきずべきずべきずべきコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス違反違反違反違反であであであであ
るるるる。。。。被告自身被告自身被告自身被告自身のののの態度態度態度態度がががが原因企業原因企業原因企業原因企業のののの
行行行行くくくく末末末末をををを誤誤誤誤らせらせらせらせ、、、、そのそのそのその評判評判評判評判にににに影響影響影響影響
しかねないということがしかねないということがしかねないということがしかねないということが、、、、さっぱさっぱさっぱさっぱ
りりりり理解理解理解理解できないようだできないようだできないようだできないようだ。。。。    
    
    一般的にいって、被害者運動に対し
て感情支配型の対応を継続している加
害企業から、言論封殺による被害者管
理手法への協賛をえることはたやすい
だろう。（※３） 
 そういう状況下で、「利益共同体的
労使協調主義」を持ち込むとさらに歓
迎されるだろう。 
 
 救済資金から賠償的意味合いを歴史
的事実と共に抹消し、「これは福祉だ
年金だ」と、あたかも公害被害者は、
加害企業へ感謝すべき「か弱い」存在
であるかのようにマインドコントロー
ルで刷り込む行為。それは、同時に、
原告や、もの言う被害者家族への弾圧
と、もの言わぬ会員被害者へのさらな
る脅し、という一石二鳥の効果を狙っ
ているのかもしれないと考えるのは邪
推だろうか？    
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 被告が弾圧を繰り返せば繰り返すほ
ど、被告自身の態度が森永乳業株式会
社の体質を悪化させることになるかも
しれない。「知りませんでした」は通
用しない。1955年でもなければ、1986
年でもない。今は21世紀だ。 
 
 
（※１ 「被害者団体」の看板を掲げる被告の
こんな台詞をみるにつけ、悪代官との密談酒席
で「あの町人はあんなこんな○×○×で、ほっ
ておいたらお代官様がとんでもないことになり
まっせ。ワテがなんとかしてやりますからお任
せ下さい。つきましては次のアレに…」とモミ
手をして取り入る輩を思い出すのは時代劇の見
すぎだろうか？ 
 
（※２ 感情先行型企業は、阿諛追従を取り巻
きにしたがる。） 
 
（※３ 哀しいかな概してそういう傾向がみら
れる。当人は無自覚だが、言論を弾圧する組織
が主張する「加害企業への感謝」というロジッ
クを心底嬉しがっている加害企業の元役員たち
の姿はその鏡像である） 
 

   総総総総評評評評２２２２--------    
みんなでやっているかみんなでやっているかみんなでやっているかみんなでやっているか
らららら、、、、言論言論言論言論弾圧弾圧弾圧弾圧はははは正正正正しいしいしいしい、、、、
のののの怪怪怪怪 
 
言論弾圧がバレているのに、それとは
お構いなしに「被害者で決めた」「被
害者で決めた」を連発する会の怪。 
 
 組織内に民主主義が機能せず、言論
弾圧が横行していても、「被害者で決
めてきたことだから正しい」、などと
紋切り型の主張を執拗に繰り返し、あ
たかも、古代ローマ直接民主制の全員
投票でも実施しているかのような幻想
を撒き散らす。 
 プロセスを抜きにして、いったん
「決めた」あとは、批判や改善意見を
徹底的に排除するのであれば、その
「みんな」とは独裁システムで管理さ
れた「みんな」となる。 
 
 歴史的事実を意図的に語らず、それ
を不当に改ざんしているかどうか、そ
して、組織に民主主義が機能してきた
かどうかが、問題の核心をなす大前提
である。 
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 被告は、被害者会員に対して、これらの基準は「国民的合意」であると繰り返し巻き
返し機関紙などを通じて刷り込んでいる。 
 救済内容を、少しましに充実せよと基金へ要求をしようものなら、「国民の皆様か
ら」大変なお叱りを受けて救済事業が崩壊するかのように被害者を露骨に脅すことも忘
れないのである。 
 ところが被告は、「国民の皆様の冷酷な監視の目」をちらつかせながら、原告の能瀬
氏のように一般国民が本当に組織を監視すると、今度は、国民の皆様へ容赦なく噛み付
く。この二枚舌を使っている事実だけで、すでに被告の整合性は完全に崩壊している。 
 いったいぜんたい、どこで、誰と、どう合意したのか、詳しく説明を求めたいもの
だ。国民からしても、はた迷惑な責任転嫁である。そして、そもそも、公害被害者と国
民を対立させる構図にいかがわしさがある。当然のことながら、被害者も国民だから
だ。そして国民である前に市民である。そして、その市民をよそ者とか、迷惑だ、など
というのなら、被告はいったい何者なのかという疑問が改めてわいてくる。    

    
↓準備中↓    

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
【【【【能能能能瀬瀬瀬瀬訴訟解訴訟解訴訟解訴訟解説説説説】】】】    
市民市民市民市民ボランティアボランティアボランティアボランティア    
「「「「森永森永森永森永ひひひひ素素素素ミルクミルクミルクミルク中毒中毒中毒中毒のののの被害者被害者被害者被害者をををを守守守守るるるる会会会会」」」」をををを名名名名
誉誉誉誉毀毀毀毀損損損損でででで提訴提訴提訴提訴。。。。（（（（岡山地裁岡山地裁岡山地裁岡山地裁）））） 
原告提出証原告提出証原告提出証原告提出証拠拠拠拠からからからから「「「「被害者被害者被害者被害者団団団団体体体体」」」」及及及及びびびび「「「「救救救救済済済済基金基金基金基金」」」」のののの驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき内内内内部部部部実実実実態態態態がががが明明明明るみにるみにるみにるみに。。。。  
差別暴言差別暴言差別暴言差別暴言とととと、、、、素行記素行記素行記素行記録録録録メモメモメモメモなどからなどからなどからなどから判明判明判明判明するするするする基金基金基金基金へのへのへのへの「「「「思惑思惑思惑思惑」」」」のののの数数数数々々々々。。。。    
以下、「被告」とは、被告団体の構成員全体をさすものではもちろんない。被告団体の一部指導部（基金である
「ひかり協会」役員や職員を兼任し給与を受け取る者を含む）とその影響を受けて不当な行為に手を貸したり、広
告塔として跳梁する者をさす。 
 
■■■■運運運運営営営営のののの改善改善改善改善をををを求求求求めるめるめるめる一般市民一般市民一般市民一般市民とととと被害者家族被害者家族被害者家族被害者家族にににに、、、、徹底的徹底的徹底的徹底的なななな攻攻攻攻撃撃撃撃をををを加加加加えるえるえるえる「「「「被害者被害者被害者被害者
団団団団体体体体」」」」指導部指導部指導部指導部 

 2009年2月18日、岡山市米倉在住の自営業・能
瀬英太郎氏は、「公害被害者団体」の機関紙上で
著しく名誉を傷つけられたとして、機関紙の発行
元である「森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会」
を相手取り、名誉毀損の損害賠償請求訴訟を起
こした。同氏は、記事の内容は嘘の羅列であり、
“事実無根の記事で著しく名誉を毀損された”、と
して、名誉回復（機関紙上での謝罪記事の掲載）
と損害賠償を求め、岡山地方裁判所民事部(写
真）に訴状を提出、即日受理された。 
 
 能瀬氏は、かつて、同事件の被害者救済運動を

支えた市民ボランティアの一人だが、最近、“現救済団体は、運動の創始者や改善の為にもの
言う被害者とその家族を敵視・除名排除し続ける一方で、本来の恒久救済をほとんど実施して
おらず、運営にも大きな闇がある”として、詳細な事実を元に数々の論文を発表し続けていた。
また、被害者の親からの要望で、被害者家族の支援を行っていた。 
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