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第２　大島青松園入所者自治会・森和男会長聴取
　大島青松園の全体的な歴史・状況等を把握するため，大島青松園入所者自治会長森和男
さんから，大島青松園及び同園自治会の歴史的経緯，御自身の体験，ハンセン病訴訟との
関わり，大島青松園の現状の問題点・課題等について，お話を伺った。

１　園・自治会の歴史
　おはようございます。今年 2月からまた（自治会の）代表をすることになりました森で
す。宜しくお願いします。
（1）設立当初
　園の歴史，自治会のことですが，大島青松園は，1909（明治 42）年にできまして，
ちょうど今年で 102 年になります。四国 4県，中国 4県の 8県連合立でスタートしてい
ます。当時，県がそれぞれお金を出しあって，国は 6分の 1ぐらいしか出しておらず，
最初は 120 人ぐらいの定員でスタートしています。1年ぐらいで予定された人数に届い
たと記録では書かれています。
　ほとんどが四国 4県，中国 4県の入所者で，街の中で放浪・徘徊しているような人を
中心として県の方が見つけ出すというか，警察あたりが捜してきて，無理矢理に大島へ
送り込んだという人たちがほとんどだったようです。中には，自分で入れてほしいとい
うことで，入った人も少しいるようですが，ほとんどが無理矢理という感じで，すぐに
いっぱいになりました。その後，徐々に増える予定で考えていたようですが，「大島へ
連れて行かれると殺されてしまう」とか，「血を採られる」とか，悪い噂が広がって，
「あそこへ行ったら殺されるから，わしは死んでもいかない」ということで，逃げ回っ
て，なかなか収容できなかったという記録が残っています。
　その後，徐々にその噂もなくなって，施設の努力によって入所者数も 180 人になり
200 人になり，250 人ぐらいになったと，古い最初の（開園）25 年史に書かれていま
す。
　自治会ができたのは，1931（昭和 6）年 3月 8 日です。その当時の入所者の状況は，
ほとんどが四国 88 か所を徘徊していたような者，お遍路さんで全国からやってきて，
ずっと回りながら自分の病気が信仰によって救われるんじゃないかという強い思いがあ
ったと思います。弘法大師信仰です。その中で，最初はずっとまじめにお参りしていた
のでしょうが，それがだんだん思いとは逆に病状が悪くなって，どこか仲間と一緒に居
つける場所があればそこに居ついて，そこで地元の人たちからお金や物をもらいなが
ら，橋の下が多かったと聞いていますが，そういうところや神社の境内などにいたわけ
です。
　その集団の中で，ボスのような存在の人が何人かいたみたいです。そういう人たち
が，無理やり捕まえられて送られてきて，療養所の中で外での生活そのままの状況で，
親分みたいな生活をするようになるわけです。お金を少し持っている人は，色々な事業
をやるわけです。鶏を飼い，卵を皆に分けてお金を取っていたみたいです。他の入所者
を相手にした商売を始めるわけです。
　親分と言われたような人たちや外からの繋がりで何か力を持っているような人が入っ
てきて，秩序がない状況の中で，強い者が中心となった入所者の中の生活であったわけ
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です。20 何畳かあるような広い部屋の共同生活の中で症状の重い者など弱い者は小さ
くなって生活せざるを得なかったわけです。
　それが大正時代からずっと，昭和の初めまで続くわけです。
（2）入所者自治会設立
　大正の初めぐらいから，最初は，仏教を信仰する人が当然多かったわけですが，中に
はキリスト教を信仰する人たちが少しずつ入って来られて，そういう人たちは熱心なク
リスチャンになっていきました。そして，仏教やキリスト教を信仰している人たちが中
心となって，強い者が好き勝手にできる状況は，療養所の正しい姿ではないと考えまし
た。賭博なども行われていたため，平穏に暮らせる療養所にしなければいけないという
思いが強くなっていきました。
　熱心に宗教を信心している人たちの集まりの中から，入所者の状況を改善しなければ
いけないという空気が強くなっていったようで，そういう時期に，入所者に対する施設
側の扱いも強権的になっていって，その不満も鬱積していったこともあって，園内を改
革しなければいけないという思いが強くなったと記録などを見ると書かれています。
　クリスチャンだった亡くなった石本さんや他の宗教の代表の方が，園内の状況を改善
するため，自治会を作ろうということになりました。
　1931（昭和 6）年に一つの事件があり，それがきっかけになって自治会の結成に動き
始め，いろいろ話し合いがもたれ，園に対する 10 数項目にわたる要求がなされました。
　治療に関わるガーゼや包帯は非常に乏しくて苦労していたようで，また，薬や痛み止
め，消毒薬も，なかなか満足になかったようで，医薬品，医療物資に対する厳しい締め
付けに対する要求，食料に関する要求もありました。職員の入所者に対する極めて強圧
的な，人間扱いしないような扱いに，非常に怒っていたということもあり，それらが一
緒になって爆発したわけです。それが自治会結成の大きな動きだったのです。
　公立療養所は 1909（明治 42）年に全国に 5つできているのですが，入所者自治会は，
菊池恵楓園が一番早く，その次は外島で，大島青松園は 3番目くらいだと思います。
（3）戦争中
　戦争中，自治会は施設の御用機関的な役割しか果たしていなかったわけですが，それ
でも，自分たちが最低限言わなければならない要求は言えるような機関として自治会の
組織を残していたということは大変なことだったのです。長島愛生園は，光田健輔園長
の下で解散までさせられたと思いますが，大島青松園は何とか自治会の火だけは絶やす
ことなく続いたということは，誇りにしてもいいと思います。先輩たちがいろいろ努力
していたことがあるわけです。
　戦争中は，一面では物がなかった時代ですから，自治会が先頭に立って管理するとい
う面もありました。それは，やむを得ないことでもありますが，その点は，いろいろ反
省しなければいけないと思います。耕作地における山を開墾して畑にすることについて
も自治会が管理して，そこで耕作した物は，ほとんど自治会に出させて，給食材料に使
い，耕作者には，少しの労力に見合うような手当や品物を与えて管理していたわけです
が，そこでも，少し実力者的な人が多く土地を借りて他の人よりも食べ物を豊富にもら
って，豊かにとは言えないでしょうが，多少，他の人よりは多く物を持って生活してい
たというようなこともあったように聞いています。長島愛生園のように完全に開墾した
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畑が自治会のものではなかったわけです。一応，分けて作らせて，作ったものを自治会
に供出させて，それをみんなの食事の材料に使うということだったわけです。戦争中
は，そうしてみんなが生き延びてきたわけです。
　自治会は，園の施設運営に協力しながら，一時帰省が認められない厳しい管理の中で，
自治会の承諾の下で一時帰省を認めてもらうという保証人的な制度を考えたのは自治会
と聞いています。家庭の事情で帰して欲しいといっても，そんな事情はおかまいなしに
帰省は許されませんでしたが，保証人制度を設けて，保証人が，自分が責任を負うから
帰してやってくれということで，1週間なり 10 日なり，帰省の許可が出されるのです。
もし，その人が帰ってこなかった場合，保証人が代わりに，当時，監房というのがあっ
たんですが，そこで罰則として，1週間なり過ごさなければなりませんでした。自治会
が考え出した一時帰省の保証人制度は，戦後もしばらく続けられていました。
　無断逃走は，大島の場合はたまにあったのですが，海で隔てられていますから，何人
かの人が試みたとは聞いていますが，桶のような物に着る物を乗せても，潮流が速いた
め，うまくいかなかったと聞いています。潮の流れを熟知している人は，うまく潮の流
れに乗って成功した人もあるようですが，それは本当に極少ない数字です。
　戦後，逃走や不明の退所者が多いのは，家庭の事情で一時帰省したけれども，大島に
戻られない事情があって，大島に帰られなかった人が，数字上，結局，不明の退所者が
多くなった理由じゃないかと思います。
　園の戦中の時代はどこもそうですが，大島でも小さい島ですから，食物も一番苦労し
たようです。戦争末期になると，栄養がまかないきれないようなものしか出せなくなっ
て，農園での収穫物は大変貴重だったわけです。だから，山の上まで農園として開墾さ
れて，今は竹や山に返っていますが，山の上の方まで開墾されていました。
　しかし，野島園長は，大きな松だけは切ったらいけないということで，厳しく守らな
ければいけないということが入所者にも浸透して，罰則的なことが，一応，自治会で決
められていたようです。元気な松の木まで切り倒して燃料にするというところまでは，
私も戦後の物がなかったときに入所したのですが，見なかったです。枯れた松は，競い
合うようにして切って燃料に使っていましたが，生きている松まで節を切って燃料にす
るというのは，あまり見かけなかったです。その点は，ちゃんと守られていたように思
います。
　それに比べると，長島愛生園に 1956（昭和 31）年に行ったとき，本当に大きな木が
ありませんでした。後でわかったのですが，戦争中，大きな木は，いわゆる戦闘機の燃
料のために切っていたとのことで，だから大きな松の木がなかったのも無理はないと思
います。
　大島青松園の場合は，大きな松がいたる所にあり，家の間には必ず大きな松が 2本ぐ
らいはありました。

２　自身の経験
（1）発病
　私は，1940（昭和 15）年生まれで，徳島県出身です。
　発病は小学校 1,2 年ぐらいだと思います。体の変調というか，風邪を引いたとき，だ
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るくなるようになったのです。おかしいと思っていたら，顔に赤い斑紋が出てきて，手
の小指のほうから少し麻痺が広がってきて，鎌などの刃物で切っても，痛いという感覚
があまりなくなってきたんです。おかしいというより，血が出るほど切っているのに，
あまり痛くないのはなぜかなという思いはありました。
　小学校 2年が終わって，小学校 3年になって学校の新学期になると，そのうちに顔に
赤い 10 円玉ぐらいの斑紋ができて，友達から，「お前，おかしなものが出ている」と言
われて，町の病院へ行ったのですが，よくわからないので，数か月，町の病院で注射を
されながら診てもらっていました。そうしている内に保健所に連れて行かれて，ハンセ
ン病と診断されました。
　そうすると，たちまち学校から来たらあかんと言われて，学校へ行けなくなったので
す。姉も当時女学校の最終学年ぐらいだったと思いますが，弟の私が病気だからといっ
て診察されたのでしょう。そこで病気だとわかって，姉も同じように学校へ来たらあか
んと言われ，家でじっとおるしかしょうがなかったわけです。遊びたい盛りなのに。農
家でしたから，自分の家の周りなど少し外へ出るぐらいで，家族もそういう病気だとわ
かると，世間体が悪いから，どうしても家の中へ閉じこめようとしました。一日中，家
の中にいることを強いられるわけですから，我慢のしようがない。
　ハンセン病に有効なプロミンという薬が 1949（昭和 24）年 4月から療養所の中で使
われるようになり，新しい薬ができたようだから，療養所へ行けば良くなって帰られる
のではないかと言われたので，家で相談して，家にいても薬を手だてする方法がないわ
けですし，当時，旧らい予防法があったこともあり，療養所へ行かざるを得ませんでし
た。
　第二次世界大戦が 1941（昭和 16）年に始まりましたが，私たちの兄弟は 7人ぐらい
いて，母親は自分が病気だということはわかっていたんでしょうけど，一番上の兄は兵
隊に行き，次の兄は中学校や高等学校へ行くための準備をしていて，そのようなことで
大変だったんだろうと思います。
　家の状況は，戦後の混乱の中でもあり，大変でした。一番上の兄が幸いに兵隊から戦
死せずに帰ってくることができて，これもたまたま運がよかったとしか言いようがない
のですが，乗船予定の船が修繕か何かで佐世保へ帰っていて出撃が遅れ，そのために生
き延びたとのことです。潜水艦だから，出ていったらおしまいでした。そんな状況で，
一番上の兄が帰ってきたため，家はその兄が継いで，何とか維持できました。
　それにしても，私も姉も病気だし，家は本当に当時の状況ですと崩壊寸前のような状
況に至りました。誰かが家族内で発病すると，一番最悪の例は，村から出て，共同体の
中から排除されて出て行かざるを得ないのですが，私の所はそこまではならなかったで
すが，近所に気兼ねしながら生活を続けて行かざるを得ませんでした。先祖からある土
地を守らざるを得なかったということもあるんでしょう。
（2）入所後の生活
　1949（昭和 24）年 11 月に大島青松園に入所してから，プロミンがちょうど登場して
いました。私は発病したばかりだったから，プロミンのおかげで病気が，それ以上悪く
ならず，当分の間，抑えることができました。皮膚に潰瘍のようなできものを持ってい
た人が，プロミンが有効にはたらいて半年ぐらいで傷になっている部分が乾いて，徐々
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にそれが治っていきました。
　戦前もそうだけど，傷による怪我をした場合，新しいガーゼを取替えなければなりま
せん。そのための治療というか作業が大変で，体中，顔から足の先まで出ているような
人があって，1人のガーゼを交換するのに，数時間かかるんです。それを放っておく
と，嫌な臭いがするという感じの人がたくさんいました。
　プロミンが登場して，そういう人がだんだんいなくなっていくわけですね。本当に目
に見えてという感じで，当時，何年か前まではひどい状況だった人が，わずかのガーゼ
をあてているだけで，包帯を巻いていられるようになったということで，そういう点で
は療養所の中の雰囲気が明らかに明るくなってきたと思えました。
　私はちょうど小学校 3年生でしたが，大人はまだ広い部屋に一緒にいました。24 畳
ぐらいのところにだいたい 10 人ぐらいでした。子どもだけは別に，ちょうどこの辺り
（大島会館）に子どもの寮がありました。そこで 8畳ぐらいに 3，4 人ぐらいが生活し
て，寮婦さんからいろいろ面倒を見てもらえました。女子は 8人ぐらいの共同生活で，
保母さんがいました。小学 1年生から中学 3年までの子どもの数は 20 人弱だったと思
います。
　子どものとき発病すると，療養所はどこも同じで，少年舎，少女舎で過ごす子どもた
ちが，長島では 50 人や 100 人いたそうです。大島へ子どもで四国 4県から入ってきて
も収容しきれないから，長島へ送られた子も何人か聞いて知っています。大人も同じで
す。大人も四国 4県から大島へ収容するとき，1人だけではなく，何人かをまとめて県
内から寄せ集められて収容されるため，多いときは 20 数人，高知県辺りからは一度に
送られて来たと聞いています。そんな人数を大島だけで一度に受け入れられるわけない
ので，大島から船で長島へ送るわけです。徳島からもそうでした。そのため，四国 4県
の人も長島へだいぶ行ったのです。全国からお遍路さんで来ていて，もう故郷へは帰ら
れなくなった人も大島へ入らざるを得なかった人たちがいます。

３　戦後の状況
（1）「らい予防法」改正
　私が来た時が入所者は 670 人ぐらいだったと思います。その後，少しずつ増えていき
ました。戦後も，各県に患者がまだ残されていましたから，それらを収容するために，
無らい県運動などの方策が立てられ，県や保健所の担当者が中心になって実行されまし
た。そうしている内に 1953（昭和 28）年，「らい予防法」ができました。
　新しい「らい予防法」はいろいろ問題がありました。今までは有効な薬がなかったた
め，発病すると，死ぬまで一生いろといわれてもやむを得ないと思って，何とも言えな
い気持ちで諦めていたのでしょうが，治る薬が登場したと言われたにもかかわらず，同
じように療養所に押しとどめて隔離を続けて死ぬまでいるというのは，理不尽極りない
ことです。
　にもかかわらず，同じように法律を改めたわけでしょう。旧ライ予防法とはカタカナ
で，新しい法律はひらがなでわかりやすく書かれているけど，要は同じですね。入所規
定はあるけど，退所規定はないという法律でした。
　らい予防法改正の際，「全患協」（全国ハンセン氏病患者協議会）の激しい運動のなか
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で得た成果は，多摩研究所（らい研究所），長島愛生園の中の高校（新良田分校）設
立，待遇の改善，月 100 円程度の支給金を 500 円程度にしたということぐらいだったと
思います。療養所の生活は予防法が新しくできたからといって，何も変わらなかったで
す。以前と同じ状況で，治療が少しずつプロミンの登場によって，希望を持ってするよ
うになったということで，それまでは大風子油だけだったので，一生懸命やってもよく
なるということがわからないですし，だから，本当に諦めていたという人が多かっただ
ろうと思います。プロミンによって，この病気が治るという希望が出てきたわけですか
ら，それは一番大きかっただろうと思います。
　すでに重症になっている人は，とにかく療養所の中でこれ以上病気が進行しないで，
悪くならないで，落ち着いてくれて，療養所の中で安心して作業ができたり，生活がで
きたら，一番それはありがたいと思っていたわけですが，昭和 30 年代の初めころ，軽
症者は治療の効果があって，社会復帰できる状況ができてきたわけです。
　ところが，療養所に押しとどめようとして，昔のようなシステムで療養所を運営しよ
うとしていた。当時の所長たちは全てそうだったと思いますが，光田健輔なんかは，そ
の筆頭です。光田健輔は 1957（昭和 32）年，長島愛生園の園長を高齢で辞めたのです
が，1958（昭和 33）年，第 7回国際らい学会が東京で開かれるということは決まって
いて，これが開かれると，日本の隔離政策は批判を受けるのは明らかでしたから，だか
ら，光田健輔はその前年（10 月だったと思います）に辞めたのです。あとを受けて，
高島重孝という駿河療養所の園長だった人が来たのですが，それだけのことで，長島愛
生園の雰囲気が大きく変わったように思います。
　大島青松園は，野島泰治という先生が戦前の 1933（昭和 8）年から戦後もずっと園長
で，人柄は非常に穏やかで，入所者に対する思いやりや優しさという面では，普通の所
長以上にあったように思いますが，ハンセン病に関する医学的な考え方については，光
田健輔とそれほど変わらなかったと思います。
（2）ローマ会議
　1956（昭和 31）年，ローマで開かれたローマ会議に野島先生は日本の代表の 3人の
内の 1人として行き，あと 2人は，多摩全生園の林芳信園長と行政官の浜野規矩雄（当
時，厚生省の予防局長を退官して藤楓協会の理事または理事長）でしたが，日本では，
隔離して強制労働・強制堕胎など非人道的なことが行われていたということはわかって
いましたから，ハンセン病患者に対する隔離や人工中絶をしたりすることは，ローマカ
トリックが主催していたローマ会議では，特にそういう問題については厳しく，そうい
うことは直ちにやめるべきだという宣言がなされました。
　ところが，野島先生は何か月かして帰ってきた際，具体的なローマ会議の重要な部分
についての報告はされていなかったと思います。自分がローマ会議に出席した紀行文的
なものは，当時の「青松」（園内誌）に書いていると思いますが，肝心なことは入所者
にも，園の幹部の人たちにも伝えていなかったんじゃないかと思います。後でローマカ
トリックからの発表によって我々が知ることになるのです。だからローマ会議の意義を
正しく政府も，当時の施設の責任者である園長たちも受け止めていなかったと思います。
（3）国際らい学会（東京）
　1958（昭和 33 年）の国際らい学会でも，日本の隔離政策は明らかに間違っているか
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ら，やめるべきだと言われるわけですが，当時の厚生省は，日本の事情があるから，改
正や廃止は，今は考えていないということでお茶を濁して会議が終えられたわけです。
　しかし，日本のらい予防法の隔離規定は当然批判され，それはきちんと（記録に）残
っていますし，プロミンの登場によって軽症者がどんどんよくなって，療養所の中か
ら，何もしないでも勝手に出ていくような状況になり，それを見過ごしておくのはいか
がなものかということで，やはりきちんと法を改正してもらって，退所規定をおくべき
であるというのが考え方であったものですから，当時の全患協は，厚生大臣に対し，ら
い予防法の廃止の要請を 1963～64（昭和 38～39）年に出したのですが，それも棚の上
に上げられて，あとはもうずっとそのまま経過するわけです。
（4）療養所内の医療・委託治療
　一方，残された療養所の中の医療の状況がだんだんひどくなっていきます。介護員は
少しずつ増やしてくれたのですが，肝心の医師の補充が行われなくて，園長が自分のコ
ネを使って何人かお医者さんに来てもらうのが精いっぱいでした。まだそのとき入所者
が 600 何十人もいましたが，医療の面の園内の状況が非常に厳しく，昭和 50 年代にな
ると，それが行き着くところまで行ったという感じで，盲腸の手術ができなくなって困
ったなということで，どうしても手術を受けなければいけない場合は，京都大学まで連
れて行ってもらわなければいけなくなり，いざというとき，どうすることもできない，
ただ，手をこまねいて見ているよりしょうがないという状況になってきたわけです。
　近くの病院で診てもらえればいいのですが，らい予防法があるから，大島の医療機関
で診療して下さいと言われたら，返す言葉がないわけで，当時，隔離規定があっても，
一時帰省もわりと比較的に自由に外出もしており，一応，建前上は許可証をもらって出
て行っていましたが，何件か事故があって病院に運ばれると，「大島の入所者だから診
られない」「引取りに来て下さい」というので，引取りに行くかたちになったわけで
す。本格的な治療のための入院は受け入れてもらえなかったという人がたくさんいまし
た。
　しかし，それではいけない，何とか地域で受け入れてもらえるようにしないと，だん
だん年をとってきて，病気の手当てができないようになってくるし，昭和 50 年代終わ
りごろになると，平均年齢も高くなりましたから，香川医科大に受け入れをしてもらえ
るようにということでお願いしました。その他の公立病院ですら，予防法があるため
に，なかなかスムーズに受け入れてもらえる状況には至りませんでした。
　これは，やはり予防法が最大のネックかなと思い知らされるようなこともありまし
た。私の姉が，本病の治療をしていて，新しい薬を使ったら急性の腎不全になり，そう
すると透析をしなければいけないのですが，当時，透析機器は療養所の中にはありませ
んから高松の病院に行かなければいけないわけです。時間を争うため，無理やりお願い
して連れて行って，透析をしてもらいました。たまたま，その病院で理解してくれる先
生がいたため，診ましょうということで助かりました。そうでなければ，たらい回しに
されたらおしまいでした。そういう状況に至った人も何人かいます。そのため，とにか
く早く法の廃止をやらざるを得ないということで，昭和 60 年代に入って，その動きを
強めるのです。
（5）らい予防法廃止運動
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　ちょうど曽我野一美さんが全患協の会長で，曽我野さんは昭和 50 年代初めころから
廃止しようと全国を駆け回っていましたが，なかなか全患協の中でも号令ができるまで
には時間がかかりました。私たち全患協が廃止に向けた運動が遅れてしまったというの
は事実です。ただ，それにはいろいろな理由がありました。
　平成になって，運動も手を尽くせるところをいろいろして，厚生省関係では，大谷先
生が退官されて，藤楓協会に入られて理事長になっておられたので，我々も大谷先生を
通じて廃止の速度を速めてもらおうとお願いして，もう改正とか生ぬるい方法ではなく
て廃止する以外ないだろうということで，廃止の方向で一点に絞って運動した結果，
1996（平成 8）年，やっと廃止になりました。今の菅総理大臣が厚生大臣のときです。
　そのとき，廃止することが大変遅れて申し訳ありませんでしたと（菅厚生大臣が）言
われたわけですが，大臣としては，そこまでしか言えなかったんだろうと思います。
我々に対するいろいろな補償などはありませんでした。
（6）国賠訴訟へ
　らい予防法が廃止されて社会復帰は自由に出ていくことができるようになりました
が，長い間，療養所に留めておいて，法がなくなったから好きなように出ていって下さ
いと言われても，そんなに簡単に出られる状況では社会はなく，そのための色々な手当
てが必要だったのですが，それはほんのちょっとお茶を濁した程度だったため，それで
社会復帰をしたい人たちは切実だったわけです。そういう人たちと廃止のやり方に対す
る不満と言いますか，自分たちの人権を長い間束縛された状況に対し，きちんと誤りを
認めさせるべきだという（星塚敬愛園の）島比呂志さんの強い主張があったわけです。
それは，御承知のように九弁連の方で踏襲されて，それが国賠訴訟へのきっかけ，流れ
になるわけです。

４　ハンセン病国賠訴訟との関わり
（1）判決確定まで
　最初，13 人が原告になって起こされました。私たちは自治会の執行部にいましたが，
国賠訴訟の話を聞いたときは，正直言って，戸惑ったのが偽らざる気持ちです。えーっ
と思って，廃止までは何とかできたけど，考えがあってやってきたけど，国賠訴訟まで
は考えていなかったのです。当時の全患協は，長い間，予防法によって隔離され，物質
的にも精神的にも大きな損失を受けたのは間違いないので，その分に対する国の補償は
絶対してもらわなければいけないと，いつも要求の先頭に掲げていました。
　国賠訴訟によって，国の間違った政策に対する補償を求める裁判をやるのは，私はす
ごくわかる話であったわけですが，自治会内では大変で，それについてのなかなか合意
ができなくて，大島青松園も（元自治会長の）曽我野さんが先頭に立たなければ，なか
なか動かなかったでしょう。幸い曽我野さんが（原告に）立ち上がったため，50 人ぐ
らいが一同になって弾みがつきましたが，「全療協」（全国ハンセン病療養所入所者協議
会）は 1年半あまり様子見という感じでした。私は聞かれれば入るのは何も差し支えな
いから「入っていいですよ」と言っていましたが，この裁判はそんなに簡単に一審だけ
で片付かないだろうと思っていましたから，控訴にでもなったらぼちぼちやりましょう
かと思っていました。ところが，判決が出て，あれよという間に原告の人たちが東京へ
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行って，控訴断念の闘いがうまく実を結び，2001（平成 13）年 5月 23 日，小泉首相の
政府声明が出されて，一審判決がそのまま結局確定するということになり，それを受け
て，私も原告になったわけです。
（2）判決確定後
　私の場合，岡山訴訟の原告になりました。全療協のこれまでの統一補償という大義名
分で来たことからは，当然のことなので，原告になることの違和感やためらいは何もあ
りませんでした。
　現在，いろいろな状況を見ていると，外部医療機関への利用があれほど難しかったの
が，らい予防法が廃止され，国賠訴訟で勝訴して，地域の方々にもハンセン病に対する
理解が当時に比べれば格段に広がり，理解されるようになりました。療養所の中の医療
は，これ以上充実するといってもしょうがないですから，外部の医療機関で診療や手術
がきちんとできる体制が必要だろうと思っています。大島青松園の場合は，地元の医療
機関の理解を得て確保できているかなと思ったりしています。

５　将来構想
（1）これまでの検討の経緯
　一番問題なのは，将来構想です。私たちは何度か検討しましたが，正直言って，園長
はじめ幹部の人たちは，昔の所長みたいに長く 10～20 年おられる先生はほとんどいま
せんから，本当に真剣にこの問題に取り組むという職員の方はなかなかおられないので
す。
　だから，我々だけで考えざるを得ないのです。我々だけで検討したのですが，やはり
離島ということは最大のネックになりまして，いろんな疾病でこちらへ来て治療しても
らおうといっても，実際，医師や看護師を確保できるかわかりません。理想論だけで将
来構想は決められません。島の非常に難しいところへ療養所を作った国に責任があるの
だから，国がどうするか考えるのが先じゃないかというのが皆の一致した考え方です。
だから，国がこうしたらどうかという提案をしてくれたら，自分たちもそれについて考
えることにしたらいいんじゃないかということで，今，決めているわけです。ところ
が，国は，まだ何も言ってきませんし，20 人を切ったら有床病棟みたいになると言っ
ています。それは，自然の成り行きに任せようというわけですから，納得はできないわ
けです。
　昨年（2010 年）開かれた瀬戸内国際芸術祭は，大島だけでなく，ほかの島も皆高齢
者ばかりになって活力がなくなってきているため，活性化する意味で県や市が計画を考
えたわけですが，そういう中に私たちも入って，一緒に大島をどうするか，してもらう
か，考えてもらえれば，一つのきっかけになると思い，将来問題を考えるうえで参加し
ました。多くの人に大島に来てもらい，大島のことを考えるうちに大島の将来について
も考えてもらえれば，なおいいことですから。その機会に県や市の担当者に何度か足を
運んで頂けるようになり，そういう普段の関係が積み上げられていかないと，なかなか
大島の将来の問題は，実際に現実問題として動き出していかないと思っています。
（2）船員問題
　それから，船の問題が持ち上がっています。これは，厚生労働省にとってはわかって
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いることで，私たちが 3年前から言っていたことです。船員の方は定年で辞められるの
で，その後を補充してもらわないと，船員がいなくなって動かせなくなるのです。船が
動かせなくなると，3年も前から言っているわけですが，厚生労働省は，ずっとそのま
まずるずると来て，昨年，「民間委託はどうだろうか」と言い出したわけです。そんな
に簡単に民間委託ありきでやられたのでは，たまったものではありません。
　園も前事務長のとき，2007（平成 19）年，大島の船舶の問題についてということで，
A4の紙で 7枚ぐらいのペーパーも出していて，それには，大島の船を動かすについて
は，船員が 6名は必要だと書いていました。私から考えたら，厚生労働省の怠慢だと思
うのです。きちんと対応されていなかったなと残念でなりません。

（質問）　船舶運行の民間委託の問題はどうなっていますか。
　　森： 　昨年，2人は再任用で継続して頂いています。来年また 1人辞められる人がい

て，計 3人が退職されて補充されないと船は一隻でも動かすのが大変になりま
す。2隻の民間委託がどうだろうかと，園のお話でちらっとあったのですが，そ
れは駄目だからと言って，私は断りました。本省もそのことは聞いていると思い
ます。私たちは駄目だと話をしています。これからどのように本省と交渉をやる
かが問題です。明日，厚生労働省に行き，それもまた言います。これから 6月に
何回か交渉をやります。再任用の人たちも含めて補充をしてもらって，今までど
おり，公務員の船員さんで運行してもらえるようにしてもらいたいということで
すが，まだ見通しは全然ありません。

　　

高松港・庵治港と大島青松園の間を連絡する唯一の交通機関の官船 2隻
（手前が「まつかぜ」，奥が「せいしょう」）
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（質問）　 今後，高齢化で入所者が減った場合，統廃合など将来構想については，どのよう
に考えていますか。

　　森： 　入所者は（現時点で）100 名ちょうどです。みんな統廃合については考えてい
ません。アンケートなどでみんなの思いがどんなところにあるのか何回か聞いて
いますが，ここで生活を続けていって，生涯を終わりたいというのが 75～80%
ぐらいの人で，将来構想としては島での生活を前提に考えることにしています。
ただ，ここでじっとしていただけではいけませんので，どうしたら医療が維持し
ていけるかが大切ですから，そのための方策は考えていかなければいけません
が，そのあたりが非常に悩んでいるところです。

（質問）　 最後の 1人まで隔離政策に対する責任という意味で生活を保障してほしいという
ことですか。

　　森： 　そうですね。外へも出て行かないとなると，ここで最後の 1人になろうが，も
うおれるだけおろうという考え方で腹をくくっていると思います。

　　　　 　そのうえで，何とか島の医療や生活環境ができるだけ継続できるようにと思っ
ていますが，そのあたりは不安です。医療の面でも，今はある程度，職員の数が
いますから，面倒を見てもらえていますが，入所者が減るに従って，職員も減ら
されてきますし，看護師はそれほど減らされていないけれど，介護員が減らされ
ているので，日常の生活をしていくのに不自由な人たち，手助けがないと生活が
できません。そのカバーとして看護師で何とか現状維持できていますが，やはり
看護師が介護員の仕事まではなかなか面倒というか，カバーしきれない部分があ
るので，介護員のある程度の人数も必要になります。

　　　　 　施設を運営するための最小部門の職員の削減まで今は切り込んできているわけ
で，その最たるものは，船の職員だったわけで，島に療養所がある以上，足に代
わるべき船の船員がいなくなったらどうなるかはわかりきっていることで，民間
に委託されて，今までより便利になるなど信じられません。そこは厚生労働省の
甘い我々の実情を無視した考えではないかと思っています。ですから，とにかく
私たちが，このままの療養所の状況が続くように，とにかく自治会も頑張らなけ
ればしょうがないと思っています。しかし，自治会も今 3人でやっていてアップ
アップの状態です。

（質問）　自治会の一時帰宅の保証人制度は，いつごろまで続いていたのですか。
　　森： 　私が入所した 1949（昭和 24）年には，もうそういう制度はありませんでした

が，戦後，おそらく 1947（昭和 22）年ころまで，監房に入れられた人がいたよ
うです。日本国憲法ができても，自治会のそういう問題意識がなかったと言えば
そうですが，園の施設を運営するために協力していたのはわかるのですが，入所
者同士で権利を束縛するような状況に至っていたのは，少し残念なことで，そう
いうことを自治会が中心になってやってしまったというのは，大島の歴史の中で
は汚点といえば汚点です。あの時代ではやむを得なかったと言ってしまえばしょ
うがないですが。

（質問）　自治会が保証人を立てても，帰省が認められないケースもあったのですか。
　　森： 　それはあっただろうと思います。でも，大島の場合は保証人を立てて帰省を許
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可してくれることがあっただけでもいい方で，長島愛生園のように，頭からお前
はあかんと言われてはねられて，窓口で相手にされなかったところが普通だった
ので，そういう意味では，一つの方便として知恵を働かせて，何としても故郷へ
帰らなければいけない事情がある人を帰らせるようにしようという自治会の思い
やりのようにも取れなくはないです。

（質問）　 保証人制度は，草津の特別監房事件が表沙汰になって懲戒検束規定がストップす
る 1949（昭和 24）年ころまではあったのかもしれないですね。

　　森： 　そうですね。私が聞いているのは，おそらく 1947～48（昭和 22～23）年ころ
で無くなったと聞いています。それは，真っ先に批判を受けたのです。自治会が
会員の帰省についての束縛するような規定を作り，それに協力してきたというこ
とが批判を受けたため，1948（昭和 23）年ころにはもうなくなったと思います。
私どもの『閉ざされた島の昭和史』には，そのあたりについて詳しいことは書か
れていなかったと思います。栗生楽泉園の重監房の特別な例で，大島からも送ら
れた人がいるらしいですが，所長の判断だけで，勝手に大島のような簡単な監房
では更生の見込みがないから，もっと厳しい栗生の重監房に送るんだということ
でしょうから，ひどい話だと思います。栗生に行って，帰してもらえる保障はな
いわけですから，見通しは，全然なかったようです。

（司会：黒木）　話は尽きないと思いますが，時間が参りましたので，終わりにさせて頂き
ます。森自治会長，今回の視察に御協力頂きまして，誠に有り難うございました。

　　

大島青松園入所者自治会長・
森和男さん
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第３　園内施設見学
　入所者自治会副会長野村宏さんと大島青松園福祉室長西嶋正氣さんの案内で，園内施設
見学を行った。

１　防空壕
　戦時中，患者作業により防空壕が掘られていた。

防空壕
（フェンスの奥）

２　解剖台
　全入園者は，入園時に解剖承諾書を取られ，死亡後，多くの入園者が医師によって解剖
されていた。解剖後の火葬場までの死体の運搬は，入園者の患者作業として行われていた。

解剖台
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　解剖室取り壊し後，海岸に投棄・放置されていた「解剖台」が，大島も会場となり
2010 年 7 月に開催された「瀬戸内国際芸術祭」を機に引き上げられ，大島青松園に残る
数少ない歴史的遺品として園内に展示されることになった。

入所者自治会副会長野村
さんと大島青松園福祉室
長西嶋さんが解剖台の説
明をする様子

３　納骨堂
　全国のハンセン病療養所には全て納骨堂があるが，一般の病院には納骨堂はなく，ハン
セン病療養所特有のものである。
　1909（明治 42）年以来，（視察当日までの間）2,098 名の大島青松園の入園者が死亡
し，そのほとんどが園内で火葬され，遺骨は遺族に引き取られずに，納骨堂に葬られてい
る。

納骨堂外観
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納骨堂内部

　　

納骨堂内部

４　火葬場
　死亡した入園者は火葬場へ運ばれ，火葬されている（かつては患者作業であった。）。

現在の火葬場（現在は大島青松園の
みに火葬場が存在している。）
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５　「風の舞」
　火葬され納骨された残骨を「風の舞」と呼ばれるモニュメント内部に納めている。
　1992（平成 4）年，約 1000 名のボランティアの協力で造られたモニュメントで，天上・
天下をイメージし，海に向かって据えている。「せめて死後の魂は風に乗って島を離れ，
自由に解き放たれますように」という願いが込められている。
　　

「風の舞」

６　治療棟・病棟・不自由者棟

新築された不自由者棟
古い居住寮が取り壊され，不自由者棟等が新築
されている。

治療棟
診療科目（内科・外科・整形外科・形成外科・
皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科）
（常勤の医師 6名・歯科医師 2名）
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第４　入園者聴取
（司会：黒木） 　午後の部を始めます。2時間程度，入園者の方々 5名の強制隔離など様々

なハンセン病政策による被害の歴史を語っていただくというテーマで企画さ
せていただきました。担当者（聞き手）の久保井先生，宜しくお願いします。

１　大西笑子さん
　聞き手：最初に大西笑子さんからお話をお聞きします。まず，生年月日と御出身をお話

しください。
　　大西：私は島根県出身で，昭和 11 年 2 月 4 日に生まれて今 75 歳を過ぎました。
　聞き手：こちらに入所されたのはいつですか。
　　大西：昭和 30 年 1 月 27 日，19 歳を目前にしてでした。
　聞き手：当時，島根で入所前，どんな生活をされていましたか。
　　大西：私は田舎だから定時制高校しかなくて，そこへ通っていて，あと 1年で卒業で

きるところまではいっていたのですが，それを目前にして，眉毛が薄くなりま
した。私の場合は，父が先に（療養所に）入っていました。私が 6歳のとき，
父が連れてこられたのですが，父の眉毛が薄かったことを覚えていて，そのと
きやっと気づいて，私はお父さんと同じ病気になったんじゃないかとわかりま
して，すぐにお母さんに話して，連れていってと，とにかく早く治して帰りた
いという一心で，そのときは来ました。

　聞き手：6歳のとき，お父さんが連れていかれたということですが，そのときのことを
何か覚えていますか。

　　大西：昭和 17 年の夏，私が 6歳のとき，夜暗くなってから，田舎だから当時は車の
音が夜するような時代ではなかったんですが，トラックの音がしたと思ったら
家の近くまで来て，車の音が止まったと思ったら，バタバタと家に上がってき
て，父の名前を呼んで，すぐに出すように言われたんです。

　聞き手：誰が来たのですか。
　　大西：警察でした。そのとき，私が一生忘れないのは，母が言った「罪人ではありま

せん」という言葉です。それを 6歳の私がその言葉をはっきり覚えていること
が不思議です。ほかには何も記憶がないのに「罪人ではありません。別れの水
杯（みずさかづき）をする間ぐらい，待ってください。」と母が言った言葉だ
け覚えています。

　聞き手：お父さんは大工さんでしたか。
　　大西：そうです。うちは大工をしていて，当時，自分の家の納屋を建てていまして，

8分どおりはできていたんです。屋根もできていましたが，もう 1か月も強制
収容がなかったら，完全に出来上がったと思うんですけど，それも待ってもら
えるような時代ではなくて，その夜，強制的に連れて行かれましたので，それ
きり残された仕事は完成することなく，その納屋はそのままで何とか使えてい
たから，兄がいまして馬を飼っていたんですが，その馬がその納屋で飼われて
いたのを覚えています。

　聞き手：お兄さんとおっしゃいましたが，御兄弟は何人ですか。
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　　大西：6人兄弟がいたといいますが，私が知っているのは，弟，兄，姉で，長男，次
男は私が生まれる前に亡くなったみたいです。知っているのは 4人兄弟です。

　聞き手：お父さんが入所されてから，面会は行っていましたか。
　　大西：私の母は毎年来ていました。貧しい農家でしたが，1年に 1回は父に面会に来

ていましたね。私が初めて来たのが中学 3年生のときでした。初めてお母さん
について行きまして。来てみたら，父はもう目が見えなくなっていました。

　聞き手：19 歳になる直前に治したいと思って，ここに来られたんですね。
　　大西：そうですね。とにかく早く治して，帰って母を助けたいという気持ちがありま

したが，ここへ入ってみると，周りの人が「2年か 3年で帰られる病気とは違
うのよ，私たちは何十年もいるよ」という人ばかりだったから，騙されたとい
う思いがしました。

　聞き手：初めは女子寮に入られたんですか。
　　大西：そうですね。
　聞き手：当時，どのくらいの広さで何人くらい生活していましたか。
　　大西：24 畳で 7人いました。
　聞き手：ここに来て，患者作業はされましたか。
　　大西：1月 27 日に来て 2月 15 日から売店の売り子をしました。
　聞き手：ほかにはどんな仕事をしましたか。
　　大西：いろいろな仕事をしました。不自由者看護という食事の世話，掃除をしました

し，病棟の看護の泊まり込みもしました。それから，食事の運搬，リヤカーを
押して寮に運ぶとか，とにかく色々な仕事をしました。働かなければ私のお小
遣いはないから，家から仕送りがもらえるような家庭ではないし，働きに来た
ような感じで，とにかくまじめに働きました。

　聞き手：当時の作業賃はどのくらいでしたか。
　　大西：半月単位で，売店が 15 日間で 315 円，不自由者看護が 390 円でした。よく働

いたけど，働くことは全然苦しいと思わなかった，その当時は，まだ，こんな
後遺症もないですし，若かったから。

　聞き手：仮に，ここに来て知ったように，容易に帰られないところだと事前に知ってい
たら，眉毛が薄くなってすぐに来られたでしょうか。

　　大西：いや，1回入ったら出られないと知っていたら，私は，もっとぎりぎりまで家
にいたと思います。まだ眉毛が片方薄いだけだったし，手足も全然悪くなかっ
たから，あのまま家にいたら，まだ 10 年ぐらい，おれたかもわかりませんよ
ね。それが今では悔しいですね。もう 10 年いたら，母をもっと助けられた，
母に苦労をさせるのが少しは違ったかなという思いがします。

　聞き手：入所の翌年に園内で結婚されていますね。この経緯を教えて下さい。
　　大西：当時，入所者で女性が男性の 3分の 1でした。私が来た当時はそれほどではな

かったですが，ずっと前は，今度女性が入ると聞いたら，今度は誰の嫁さんに
なるとか，ここへ入る前から決まっていた時代もあったといいますが，私は，
ちょうど 1年後ぐらいにお世話をする人がいて，そのお世話をする，仲人をす
る人も自分の子どもが外にいても，世話になれないでしょう。だから，そうい
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う仲人をして娘代わりみたいな，息子代わりみたいなのが欲しかった，そうい
う園内のあれがあったんですね。だから，仲人をしたい人がいっぱいいまし
て，そういう御縁で，約 1年後に結婚しまして，何とか 2人とも元気でおりま
す。

　聞き手：当時は，入所者が入所者を介護するような状態だから，いずれ自分が不自由に
なったとき，仲人した相手に助けてもらえるんじゃないかという思いがあった
んでしょうか。

　　大西：そうですね。だから，ここでは自分の肉親との付き合いもできない人もいっぱ
いいますし，一回入ったら帰られないとここで聞きましたから，園内で助け合
う以外にないですから，みんなそういうことを，親子兄弟みたいに何十年も付
き合って生きています。

　聞き手：1956（昭和 31）年の結婚で，最初に入った夫婦寮はどんなところでしたか。
　　大西：24 畳の部屋に 4組が入って，夜になると四隅に寝床を敷いて寝ていました。
　聞き手：そこには，どのくらいいましたか。
　　大西：夫婦寮があったから，そこが空いたら結婚した順番に行けるようになってい

て，1月に結婚して 8月お盆前に夫婦寮に移りました。そこは，4畳半一間で
個室になっていました。

　聞き手：大西さんは結婚して妊娠に気づかれたのはいつですか。
　　大西：3年後だったかな。妊娠するということが恥ずかしいという思いしかなく，若

かったし，悪いことをしたという感じだった。
　聞き手：何歳のときですか。
　　大西：20 歳で結婚したから 23 歳ですかね。そのときには，とにかく自分で何とかし

て子どもをおろそうと思って，畑へ行って，石を抱えるとか，重い物を抱え
て，とにかく自分でその子どもをおろしてしまおうという努力をしたのが記憶
にあります。それは成功しなかったからお医者さんにしてもらったけど，その
先生がされたことも失敗していまして，結局 7か月まで育ちまして，そのとき
におろしてもらいました。

　聞き手：7か月というと，外に出ても生きていられる時期ですよね。
　　大西：私はよくわからなかった。その時点でも，まだ恥ずかしいという一心だから，

子どもがかわいそうという気持ちは，全然なかったんです。でも，私が入院し
たとき，世話をしてくれた人が，あんたに似た男の子だったよと言われて，で
も，見せたら愛情がわくから見せなかったよと言われました。だから，見たこ
とはありません。

　聞き手：島根御出身ですが，その後，故郷のつながりはどうなっていますか。
　　大西：うちの家族は病気を嫌うということはなかったので，何回か夫婦で島根に行っ

たこともあります。
　聞き手：島根には，お姉さん御夫婦がいらっしゃったのですか。
　　大西：いや，兄が家を継いでいました。姉は結婚して外へ出ていました。肉親でも嫌

う家族もあったと聞きますが，私の場合はそれはなかったから，姉夫婦もここ
へ面会に来てくれていましたし，姉の旦那さんも理解がある人だったから，嫌
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ったりされたことはなかったです。
　聞き手：その後の御親族とのお付き合いはいかがですか。
　　大西：母より，兄も姉も先に亡くなりましたから，母が 1人で暮らしていて，78 歳

になったとき，特別養護老人ホームへ入りました。それから私が老人ホームに
会いに行くと，母が私の顔をじっと見て，「見たことある人じゃけど，誰じゃ
ったかいね」と言ったんですね。まだ 78 歳だったんですよ。そのときのショ
ックは今でも忘れられません。私が初めて川柳を作った句を聞いてください。
「年一度，会う子にあんた誰かいね」という川柳を作ったんです。その川柳を
愛媛県の松山吟社に投稿したら入選したんです，初めての句が。私はつらかっ
たけど，川柳にしたらほっとできるというか，そういう気持ちで正直に母のこ
とを作ったんです。それから 20 何年になりますが，それがきっかけで川柳を
続けています。川柳に出会えたことも，自分のつらいことを正直にというか，
ユーモアに表せてよかったと思っています。

　聞き手：お母さんはいつお亡くなりになりましたか。
　　大西：90 歳まで生きました。20 年前です。そのとき，兄も姉もいませんでしたし，

兄の子どもも田舎から出て家にいなかったから，家はお墓だけになっていまし
たから，私たち夫婦でお寺を借りて母のお葬式をしました。お墓をお守りする
人もいませんから，昨年お寺の後ろの敷地にお墓を全部移してもらって一つに
まとめて，ちゃんと私が帰られなくなっても大丈夫なようにお墓を安置しても
らいました。

　聞き手：お姉さんやお兄さんにはお子さんが，姪御さんや甥御さんがいらっしゃいます
よね。その方々と交流はありますか。

　　大西：いや，それがなかなか難しいです。島根に 1人，姪と，東京にも姪がいます。
それは姉さんの子どもです。「自分の連れ合いにはおばちゃんのことは話せな
い」と言われたんですね。2年前ぐらいまで，私はその姪を恨んでいたんで
す。姪のことを恨んでいたけど，やっと 2年前ぐらいから，恨んではいけない
ということがわかりました。私以上に，血の繋がりがあることで，苦労してい
る，嫌な思いをしているのがやっとわかりました。本当に遅まきですが，だか
ら，もう諦めて，姪に会えなくてもいい，私はここでちゃんと最期まで看ても
らえるんだからという気持ちがやっとできました。それまでは，血の繋がりが
あるのに，なぜ会いに来てくれないのと恨んでいましたが，そういう恨むこと
はやめようと努力しております。

　聞き手：先ほど妊娠がわかったとき，恥ずかしい，困った，どうしようと思ったと，だ
から，愛しいという気持ちは全然なかったとおっしゃいましたが，今，亡くな
ってしまったお子さんに対して，どんな気持ちをお持ちですか。

　　大西：若かったので，さっき言ったような気持ちでしたが，今では年を取ると，肉親
がいないという寂しさをものすごく感じて，あの子が生きていたらなとか，そ
れはよく思います。あの子が生きていたら，もう 50 何歳になるから，何歳ぐ
らいの孫がいるだろうとか，ぼちぼちひ孫ができているかなとか思うけど，そ
れは空想ですけど。
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　聞き手：同じ年ぐらいの職員さんの男性を見ると，いろいろ想像するとおっしゃってい
ましたね。

　　大西：はい。それは，勝手に私が思って，空想の息子にしています。私が勝手に思っ
ているだけ。だから，女性の職員さんより，男性の職員が自分の子どもみたい
な空想をしていますよ。私は身勝手だとわかっているけど，年をとって寂しい
んですね。

　聞き手：大西さんはお部屋に 3体のしゃべる赤ちゃんのお人形さんと暮らしておられま
すね。その子たちは，大西さんにとってどんな存在ですか。

　　大西：ひ孫ぐらいかな。かわいい言葉を，こちらの言うことに返事をするわけではな
いですが，勝手にしゃべるけど，でもかわいい，癒されていますよ。プリモプ
エル，大島でも何人も持っている人がいます。

　聞き手：皆さん，それがあると和むというか，寂しさが紛れるという感じですか。
　　大西：癒されますね。今では感謝していますよ，生かされていることを。
　（質問）　退所して社会に戻ろうと思った時期はなかったですか。
　　大西：それはなかったですね。嫌われるということがわかっていたから，ここへ来て

いろいろなことを聞いたりしたから。だから，もっと遅く入ったらよかったと
思うし，私の場合は強制収容ではなかったから，そのとき来なくてもよかった
んだけど。

　（質問）　最初に気になった，眉毛が薄いぐらいで，手などは障害がなかった。それで入
って治療して，治療の効果はあったのでしょうか。

　　大西：あったと言えばあったんです。無菌になったし。とにかく来てから働き過ぎま
した。自分でも今思っているけど，寒さの中，昔は水道もないから，ポンプで
あれして，そんなんでも一生懸命働いたんですよ。働きに来たぐらい。

　聞き手：治療をしに来たというような感じじゃないんですか。
　　大西：国自体も強制収容をしていたということは，とにかくみんなの目に触れないと

ころへ入れようという政策だったと思うんですね，ずっと前は，私たちより前
の人たちは。だから，ここへ入れたら治して帰してやろうというのはなかった
みたいです。私の場合は働き過ぎたような。冷やしたら神経痛とかもあれだけ
ど，むちゃくちゃ働きました。

　（質問）　手などに障害が出たのはいつですか。
　　大西：少しずつ出たのは 10 年以上経ってからでした。今とは違ったから，生活のあ

れは，かまどの火を焚いて，お湯を沸かしてお茶を配ってとか，こんな便利な
時代ではなかったから。職員の数が断然少ないですし，入所者を利用して面倒
を見ているので，今の方が職員の数が多いんじゃないですか。今，入所者の倍
ぐらい職員がいますから。当時は職員の数が少なくて，入所者がそれを助けて
いたから。私も貧乏育ちだから，働くことは別に苦労じゃなかったから，かえ
って悪かった，それで余計に働き過ぎた。

　（質問）　お父さんはこちらで亡くなったんですか。
　　大西：はい。70 歳で昭和 43 年に亡くなりました。お父さんは養子だったんですね。

昔は遺伝とか言っていたでしょう。お父さんは養子に来て，娘に遺伝したんじ
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ゃないかという，その苦労が気になることがあったと思うんですが，私にそれ
を最期まで言わなかったけど，おとなしいお父さんだったから，お父さんはそ
の思いがずっとあったんじゃないかなというのが，私は今，気になって，予防
法が廃止になったことを知らずに亡くなったことが，余計にお父さんとか先輩
にね。予防法が廃止になって生きている私は，今，本当に幸せだと思います。
このいい時代を知ることができただけでも。だから，お父さんにこれを何とか
知らせることができたらいいのになと，そんな夢みたいなことを考えていま
す。

　（質問）　見学に来られた小学生や職員の子どもさんにお話しされることがあると思いま
すが，どんなことをお話しされていますか。また，どんなことを子どもさんに
伝えたいですか。

　　大西：ハンセン病は怖くないというのを一番に言います，何よりも。一番初めに予防
法が廃止になってすぐ，一番嫌っていた地元の庵治の小学生が来られたんで
す。そのとき，私は一番に言ったのは，この病気は怖くないと，子どもたちに
わかる簡単なことですけど言いました。見かけは変だけど怖くないから，帰っ
たら，おじいちゃん，おばあちゃんに，大島の人の病気は怖くない，移ったり
しないよと一番に伝えてねと言いました。とにかく皆さん御存じのように後遺
症がいっぱいあるから，この病気は，それで余計に嫌われるし，恐れられるの
もわかります。私が反対の立場でもそうだと思うけど，これが外観が変わりな
かったら，そんなに嫌われなかったと思います。今はほとんど発病する人はい
ないですから，島根からも，私が入所してから，大島には誰も入所していない
です。それぐらい発病していない，もう 56 年になるけど。だから，絶対怖く
ありませんので。

　聞き手：時間が来てしまいました。有り難うございました。
　　大西：どうぞ宜しくお願いします。理解の輪を広げて下さい。お願いします。

左が大西笑子さん
右が久保井弁護士




