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轟畿謹譲茄
て竹村さんに治療安や慰謝料など

行がめったことを認め︑府に対し
として九万余円を支払うよう命じ

年

掴輔弼計
上二王華後二時ごろ︑大阪府甫

の足とりもふらついて・いたらし

ら蕗情を聴いているが︑松川さん

道交法違反の疑いで八木巡査長か

らしい︒同署は業務上過失致死︑

きた松川さんに気づくのが通れた

査長は︑道路ねぎの路地から出て

黒血薯の調べによると︑八木巡

も凍て死ん誓

務潔八木秀男巡査長全も運転の乗

長野市野作町︑大阪府警西成霞 蒸ら事情を聴いている・

の無職松川奈美男さん魯もが河内 つかなかっ・密ではなおとみて

河内部族田町半田の府道で︑近く く︑松川さんが酒に酔って事に気

栂

高萩若者言音署員かたした藷−︑静観︑毒筆−．
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の捌嘗賠償を求めていた訴訟で二 王

芙蓉雪云讐襲撃這幕 府にい）三：委行者十 撃羅霊室譲誰
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警官の′暴行明らか
五年前︑あいりん地区での規制

※汰逮N蕊滋滋さへ蕊NN浅薄蕊熱球ざ

︑＼継熱球慈潔慈ざまSS億でヾざ意うー1︑−−︑．︑．

大阪府の主張を退窪︒しかし︑

裁判では警官の恭行の有無が争 蕗官の証言は信用できない﹂と︑

われ︑大阪府側は﹁規制に当たっ

この判決に対し︑大阪椅響監察

休業補償は認めなかった．

おらず︑なぐったことはあり得な 費︑慰窺などは認めたものの︑

た離宮は労働者の身体には放れて 損害額の算定については︑治療

この日の判決で︑岡村裁判長は

い﹂と主張していた︒

らないが︑こちらの調べでは鵜察

蜜件当時︑離宮と労働者側が緊迫 官室は﹁判決を見ないとよくわか

した状態だったことや︑竹村さん

一九月一缶三馬︶二6㌔おー当︑︵Jj

者の身体には触れなかったという している﹂と話している︒

夜食の弁当を配っていた．−リ∴1ダ が負傷した喧後︑奮祭に統裁する 憲暴行した事実はない︒判決は
恕那あったことを指摘︒﹁労働 納得できず︑遵馨る方向で検討

ーの稲蓮渚代表が約三百人の労働

醸府に九万支払い命令
訴えていたのは大阪市西成区玉

垂前︑大阪市西成区のあいり を旨い渡した．
ん地区で︑日願い労働考にたき出

保喧しないのは不当空なまと演

しをしていた壷ケ節減冬闘争実 出西一千日︑日雇い労働者竹村盛 者を前に憲政が労働者に仕蜜を

費貴会のメンバーが︑暮宮に さ
ん
含
︶
．
・郭決によると︑竹村さんは重丁

説しだのに対し︑西成雲は高遠

なくられけがをしな︑と大阪府を

ない﹂として窺制は当たり︑もみ

重二月三日夜︑大阪市西成区萩 住民らに迷惑がかかり︑放置でき

野暮掌で曹付誓きら

社会医療センター前で︑﹁越冬日 合いとなった︒篤さんはその

で︑大坂地裁の岡村昌裁判長は二 之茶室丁目︑社会梧挫法人大阪

柏手に損富賠償を求めていた踵
十日︑﹁番宮の暴行は明らかだ﹂

十二万円︶の支払いを命じる判決 もに︑仕墓にあぶれた壁勧善らに れ︑三週間のけがをした．

として︑府に九万円︵持家額は七 登春蚕﹂の他の多バーらとと
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謹啓︑西成歯糞署長様︒
あいりん地区授大のエベントと
いわれる謹ケ崎夏祭りも十五日に

無菌終わり︑秋の訪れが近付いて

います︒あいりん地区は︑わが国

最大の労働着の街︒そのほほ中心

さいめように見えます︒二十年前

勤務している西成薯は︑まるで安

の第一次あいりん轟動薗後に﹁地

区対策の切り札﹂として登場した

という′西成署防犯コーナー〟も

あり︑警部の室長以下十五人のス

タッフが︑目沓労働者の相談や地

二人の若い謹告が両説をそれぞれ

い労働者に腹をすえかねたのか︑

によくやっています︒自腹をきっ

一万七千人の日短い労働巷を相手

ナーのメンバーは︑少ない人数で

暴動が︑交適事故で死んだ労働着

いでしょうか︒二十年前の第一次

くくっている部分があるのではな

いると﹁なかなか薗きようとしな 命が痛みます︒確かは︑．防犯種目 労働智は何もできない﹂とタカを

持ってひきずろうとし始めまし

トーストを残しておいてやった

モーニングサービスに付いてきた き金はなっ馨しとを︑よもや署長
はお忘れではないでしょう︒

た︒二人から﹁どうしましょう て金を貸してやったり︑喫茶店の の扱いをめぐる書家の不手際が引
が﹂．と聞かれた先腹らしい整合が

﹁どっかに捨ててこいや﹂ここ

をくたいています︒なのに︑一部∴署員は︑私が尉集作りを通じて労

警部補︑松原忍さん青色の﹁西成

防犯コーナー発足に参加した元

りん対飯はできないと思います︒

なるぐらいでなければ︑輿のあい

コーナー自体の葎在が必要でなく

働薯と対語し︑顔見知りになり︑

菩長以下全員がコーナー員にな
ったつもりで一人でも多くの労

の役にもたちません︒

動員して抑えつけようとしても何

人たちの心を開くには︑核動隊を

ともなげに言い放つと二人は労働 り︑もらった映画の入揚券を配っ
あいりんの労働着はふるさとや
たりと︑いつも労働者のために心 家族と蹴れ︑その寂しさをまきら
ずためによy酒を飲みます︒この
善をひきずりポイと蓄横のみぞに

降ろしました︒体が滞れたため労

働者はびっくりして飛び起き︑素

一二人をにらみつけたとこう︑警官

前︑けがしたらどうするんや﹂と

いけや﹂と言い残して署内に消え

たちは﹁おう︑どこにでもゆうで

たのです︒
これだけではありません︒﹁電

母貨と食苗代を貸して﹂﹁今嘆言
寝るところがない﹂とせっばつま
って瞬える労働者を﹁もうコーナ
ーは終わったから明日出瞳せ﹂と

います︒

︵社会部・畑山博史︶

言葉をもうー廣かみしめたいと思

をしてやることにつきる﹂という

切なことは労働著は人間的な扱い

んつきあう気持ちが必要︒一番大

務時間を気にせず労働者ととこと

署員の突き放すような振る舞い︑勘考との交流を図ったように︑動

い
ろ

区内の情報収集をしております

労働者はみなさびしいのです

深

しの っ と 割

が︑私は寵近︑防犯コーナー以外

さ雰菖亨孫i そ

う がす し り
・せ当でか／も

になりたしました︒ひと口でいっ

応対を

を

て 大て で は

の署員の労働者に対する反応が気

防犯コーナーまかせ﹂という姿勢 から一巻外へ出た私はある光景に労働者をゆり起こしているので としで︑労働者に広く知られてお

の腕をねじ上げて︑むりやり保渡

追い出し︑酒を飲んで話にきた雪

て﹁労働巷は頭痛のタ永︒対策は
出くわしました︒名著常駐の機動す︒ご存じのように西成著の玄関り︑酔った労働書の姿はごく当た

少し話は苗くなりますが︑七月 隊というべき蘭轄暫ら隊員三人は︑地区内で〝シノギ〟と呼ばれり前になっているだけに︑意外な

が一部で目立つのです︒

私はこういう光景を見るたびに

室に押し込んだりもします︒

心のこもった

懸醸

あいりん夏祭りで楽しそうに盆輔o
に興じる労働者たち

二十一日の午後一時すぎ︑西成馨 が︑署の玄関先で酔って接でいた∴る路上強盗に壊われない安全理詰感じがしたのです︒しばらく見て

ー
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五十二竺月の起訴以来︑村中

間のけがをさせたIIとされてい

をなぐったり︑はったりして五日

カーに移したことに腹を立て︑顔

った越冬用の毀擾米を近くのリヤ
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筆ヶ崎越冬闘争中のク傷害々

稲垣被告に無罪
起訴状によると︑同役告は暴力

大阪市西成区のあいりん地区 慾役六月︶の判決を言い渡した．

ず︑行方不明のまま︒稲垣馨口は

さんは公判に証人として出廷せ

︵釜ケ崎一帯︶で︑越冬闘争中︑仲

書罪に問われた同市西域医槌見穣 議が憩離した第七回釜ケ隔越冬圃

で︑同異闘会議のメンバーの村中

は十二日午後﹁綬蕾を受けたとい 合労働福祉センター近くの路上

対し︑大阪地裁の大西−実裁判長 成区萩之茶室丁目︑あいりん碇

性をぬぐい切れない﹂との判断を

内容に虚偽︑語毅︑わい曲の可能

ら反感を抱いており︑供述調合の

﹁村中さんは稲題稜告に日ごろか

この日の判決で︑大西裁判長は

起訴事実を全面蕃繋していた︒

間の労働着に乱暴をしたとして傷 手配題敬をめざす釜ケ幡共闘会

一丁目︑釜ケ晦日厩労働者組合套 雲呑蓉墨の代表者︒五十一年

間の供述は信用できず︑有罪

最長︵当時︶︑稲垣落盤口︵三〇は 十一亘一十八百年雪一時ごろ︑西

抱もない﹂として無罪︵求刑 秀雄さん︵岩︶が︑謡塩殺笛の指泰
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箇総菜界の話では︑監視用テレ

内の省力極器として利用されるケ

ら客の行き薬するフロア︑現金自るモ責−テレビに映し出され・

り︑随犯の目的で殴睡するなど剰

て西成騒動の〝拠点〝となった通

集めることも轟だ︒

むけで︑業界の詣では︑毒一

結露線

に国内だけで約一万四千台の一

ピカメラのセットが出荷され︑

こうして︑一般の市民に向けら

ぢ約四千二百台が防犯用という

i」

れることもあるぎ想像する深けで

ゾLツさする㌦冨

曇る蕊営者︑と聾那見て

ー勧賞芸は﹁あいのんの連中は何

草る証班合と︑監視カメラへの

つれ︑防犯上の効果と︑それが慈 平康弘・東大

意聾もその

酪始めている︒実

れるテレビカメラの目が増えるに 必要を説く声

′用された場合の危険という相反す 二人︒﹁ビデオがいつ︑だれのた

る作用を社会全体としてどう考え 鷲利用され書かが︑誓れる

まず︑テレビカメラの聾者

露灘灘整驚

︑街頭軽視用のカメラが︑かつ

地区では︑すでに十筏も的か されてきた︒

たとえは︑大股・西成のあいり るかがあらためてクローズアップ

用範囲が広がった︒

銀行は抜辞の効果力説
録画もされている︒宅デオー†プ
の再生も珂関で︑一丁プは一カ月
同銀行で先月︑この防犯カメラ

はと保存される︒

．ヾヾヾ−︑−︑ヾ︑︑主︑ヾヾ﹂︑＼＼ ︑︑さべヽ実売︑ヾささへ

授初の犯行の際のビデオテープの 聖叢りつけることもできるのライバシーを僅璧冨ようなこと
録画をみた接辞者の証書などか で︑路上での恐かっや瑳場の騒ぎは絶対ありません﹂三和襲Cと

たところを逮捕されだが︑これは カ所のうち数カ所には︑ビデオ避ますが︑みだりに外部へ出してプ

鷺箋店に盗んだ通蝮を持って来 レヒに映し出される仕組み享四などあり登ん︒ヒ素は取ぞ ．る側に文句がい

たり︑義でき

同銀行阪急梅田北支店で︑盗難に 彗裔公園︵萩之茶屋南公園︶前
﹁惰舗化社会の中で︑
あった通帳から七五円が引き出さ など十四カ所に設置されている︒
ない守りは︑凄憲窯緑をこうしたシステ の利用はさらに
れた︒犯人は︑一週間後︑同銀行 映像は西成野内にあるモニターテl与えますからテレビ麓視への文句
喧まると考えら るので︑洩られ

が威力を発揮した︒同月十五日︑
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盗と判断し罵叢初A苧群邁

警察は︑言霊︶犯人を逮捕し

堅へ行けといい︑口論していま 通りがかりの棺に助けてくれ 省はしているが︑すべて河港の ればいいではないか︒いったん

葦す﹂と藷︑毘言も﹁A

そ穴怒ったら奇蘇心

−Aさんは︑い遠ではショック

い﹂と淡々としている︒

ねのだとめあってくれればい

糞誌するなど︑酔っているう−逆にとり逃がしたときは﹁小さ さんが酔って糠理替さを宮っ

のは当然︒しかし落ち着いてが

告

︵蔓︶

其ていかなければなら拡いと忠

なの畑を︑私たちば冷静な目で

何であるにしろ︑事実はどう

危険性を敵えてくれた︒罪名は

の宮う事件容疑竃する

に初動捜査の混乱の甲で警察

スは︑べタ畠審とはいえ︑払た

趣話手と乗客のトラブルから
〝強盗事件〟が生じたこのケー

え供述もあやふやで︑鏡摘する

遊軍﹈強盗〟が続発したことが

の犯意ははいし身完もしっかり ある︒犯人は殴って金を奪って

ー岬の調べで∴曾冨反省︑出詮

凄 し 竃

いカッとなり∵はずみで粗金を が︑B高に茅の危険．脅威

いたら︑言わなかったので︑つ あ働く黒星堅露きらなかった

ゃ藩ら〟と量や曇ら車 私わん︑といってしまった︒ゐ 慶一をなしとは確がー曾茸で︑
重中共から磯田台まで雷まし とで家まで料金を取り馨しいと こん雷撃﹂は酒飲みの

れ誤審葦望蜜くどいっ

ず︑名節遺言を料金は払わんと けてしまいました︒パトカーが もして反省の意を愛しではしい
いうんです一料金を払ってくれ 来てウム曹言わさず吹田署に連 ものだ︒だが︑私が疑問に思う
れていかれ︑牛越二時ごろまで のは︑むしみ警察のやり方で︑

し︑実に養うつな気撃にさせ た︒お客さんはなかなか承知せ か宮っているうち︑つい手薫 風上にも鷹崇い︒当分禁酒で

鰐澄んで薯もなんだ
にだって？よくあることで︑売 られているといきまだった︒

これはひとつ︑この間の経過
いになる現今もないとはいえな を追跡取材してみなくては︒当

この事件のように︑例えば究 り言葉に買い言葉︑つかみ合

るという内容だった︒

件に切り替え︑近く菌類送検す た︒酒を飲んでの口論はだれ

料金のトラブルと判断︑暴行事 は他人ごとではないそ︑と思っ

合は事情を説明して患っても
珍しいことではない︒
だが︑−たどの事件で︑これ らえるものの︑治まっている大

だっ窪もう一つな︑その三日 過漣で状況が変わを︶とはそら 事件凌知っ一たずねてくれる揚

しており︑本人のためも考えて いるのに︑警察は海幕﹁強
タクシーの乗客祉さんが遼握手
暴行に切り替えな︒タクシー
盗﹂事件とはせず︑﹁窓かつ﹂
Bまんと料金のー善脊口論︑え
と﹁傷害﹂と﹁甥盗﹂に分ける
そ壷に消えるものではな いってから寝込んでしまいまし た︒友人とミナミのスナックな 没が続発しているおり︑A
り宮をつがんだので︑Bさんは ベストセラー小説﹁事件﹂も︑
ど姿一面ほど回って帰る途中
の
行
為
は
酒
の
上
と
は
い
え
撃
と
い
う
芸
の
細
か
い
と
こ
ろを見せ
車外に飛び出して通行中の増に 法廷で明恵にされる謹拠か い︒書誌捻率だったのではな ︑馬上つい桃山台を過ぎてしま
い︑目をさましたお客さんが でそれほど酔ってもいなかっ るものではない凝寛大漆処旺
さる十一
助けを求め︑二〇番でかけつ ︐宗淀が変わっていく過程を描 いか﹂という璽競かかった︒
︑
ば
︐ピーi遼っー暮んや〟というの た︒横山台を通り過ぎて運話手
療井寺で起きた事件は暴力
けた吹田署員がAさんを強盗の いている︒この小説のまう蒔 Åさんは手広く商売菅している
どうやら︑Aさんには︑強婆
で︑メータ工は三千六百九十 はあやまっていたが︑名前を闘
団
員風の男がタクシー運飯事に
現行犯で逮捕した︑というもの ラマチックでないはしろ︑捜査 が得意先に対する偏柄は暢つき
ピストルようのものを突きつけ

円になぞ薄けれど富
まや良三重富誇っき

人権軽視の勇み足捜査

からもがなりー葦直っをようで
﹁凶悪犯﹂にしておいで︑あと
の瞥み誓篤一罫﹂
崎べタ︑つまり一段見出しの 高富致死事件﹂や﹁遣英数死
案の定︑▲貸︺んの担当弁接士 し尭安土が鷺お客さん 二〇詩と叫んだんです﹂
から実はそうでななかったとい ﹁バカ密﹂と空しだと患い︑相
Aさん﹁強盗なんてとんでも ．吹田器の鼠鍔はーき駕﹁タ
書き寮なの清葱︒最近︑
事件﹂とされるケースはよくあ という人から﹁暴行に〝落と のためと思い︑玉造で−人下る
っても︑当人は社会的にまっ殺 手の遠軽手育んほもおわびし
私はある裏鉄の取樹に渉かめ る−さである︒テレビ・映画化 し〟だといっても︑いったんは してから藷堂に乗ったんで ない︒︑金も五万円ほど持ってい クシーが防犯灯をつ浪速庵手
某誌や子供にもすまないこと
り︑竃ては一碁のべタに で題霞んでいる大的寛平の られた〝凶悪犯〟のレッテルは す︒お客さんは︑桃山台までと たし︑揚げるつもりもなかっ が助けを求めた状況などから強 されることにもなりかねない︒

握手のネクタイをつかん苦しと たときは事件を﹁大きくLL︑

身柄を拘束し︑じっくり調べた と︑困惑事件の絶筆輝を高めよ
る︒べ久記事だったから聾落 です︒二人ともわな蓮酔っ を︵ふみ首をしめたんです︒ひ さ架が︑おん凄さいな︶ま
うえで﹁強盗﹂の犯意があるこ うと悪戯的にやっているのでは
とした親善もおられたかもしれ ていて一人は千里経由で玉造 ょっとしたら殺されるかもと思 で私が強盗犯にされる牢Nて
漆いかと勘ぐめたくもなる︒
新聞配車には日登く妻 伴﹂と判断したものが︑その ないが︑当事者にとっー凍見す へ︑もう一人は蓋過密国っで手 い︑必死で皐をとめて飛び出し 自分のしおきについて十分反 とがわかれば︑それに切れ番え

互

