


　新潟の阿賀野川流域は淳風美俗の土地柄です。そこで水俣病が発生し、今から44年前に公

害裁判が争われました。四大公害裁判の始まりです。

　「公害」と同じ言葉で表したとしても、大気汚染のぜん息と水俣病は、被害も加害者の性

質も地域性も違います。大気汚染は都市型の反対運動で、水俣病は漁村・農村型です。公害

健康被害補償法（補償法）への対応も違います。大気汚染の公害患者は補償法があるから、全

員が公害認定されて補償を得ることができる。補償法は命綱であり、守るべきものです。し

かし水俣病の患者にしてみれば、補償法の認定基準が厳しすぎて公害認定されず、補償法に

苦しめられています。同じ「公害」の被害であっても、置かれている状況が全く違うのです。

　水俣病は熊本の不知火湾の水俣病と、新潟の阿賀野川流域の水俣病の２地域ですが、地域

の特性に違いがあります。まず、自然環境が違います。熊本は「海」ですが、新潟は「川」

の印象です。美しい川と共に暮らす人たちが、日々の食糧を得るために川魚を獲り、その川

魚によって被害が起こってしまいました。そして、自然の豊かさが人柄に表れているように

思います。

　運動は、新潟は熊本よりも裁判に早く取りかかり、誇りを持って進めています。何といっ

ても、支援団体が幅広く、良く組織されており、現在も運動を継続していることは称賛に値

します。四大公害裁判の一番手として運動を進めてきた新潟水俣病は、公害を学ぶ上ではず

すことができません。

　私は「公害反対運動は、人間の尊厳を守る運動である」と言い続けてきました。人間の尊

厳を知るためには、現場と被害を知ることが重要です。現場と被害を知ることで、課題点が

見えてきます。そして社会がわかってきます。このスタディツアーは現場で様々な公害の状

況を知ることとなるでしょう。地域の問題が見えてくるでしょう。その中からどの地域にも

共通する「公害を学ぶ意義」を見つけ出してくれると信じています。

　公害の経験を伝えたいという公害患者の願いがこもったバトンを、次の世代に手渡すため

に、このスタディツアーが必要です。この取り組みをたくさんの人に支えられて実践できた

ことに感謝しています。そして、この取り組みが大きく羽ばたくことを期待しています。
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１．スタディツアーの背景
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１．スタディツアーの企画意図

スタディツアー 2010 を開催するにあたって

　2009年夏、第一回目のスタディツアーとして、富山イタイイタイ病の地を訪れ、秋から報告書

やウェブサイトの作成をスタートさせました。富山で得た出会いや知見は、想像以上のもので、

この経験を何とか多くの方々に知っていただきたいと作業を進めました。全国から参加いただい

た方は、若者から、おっちゃん・おばちゃんまで様々でしたが、事後レポートには、各自が受け

止めたものとこれからの決意が綿々と書き綴られていました。私個人は、この時点でようやく、

スタディツアーというものの最初の「形」が見えてきました。

　さて、次年度はどうするか？は、企画委員会でも悩みました。まず浮かんだのは五十嵐実さん

の顔です。2009年のスタディツアーに参加いただき、新潟での取り組みや悩みを語っていただい

ていました。水俣病のことは、関西訴訟（2004年）の最高裁判決が出た後、様々な動きがあること

がマスコミを通じて報道され、知っている気分になっていました。でも、新潟水俣病と言われて

も、どんな場所で？何が原因で？どんな被害が？、そして今どうなっているのか？など、基本的

なこともちゃんと分っていませんでした。でも、そんなこんなで話をするうちに「新潟に行って

みたい」という気持ちになっていくのだから不思議なものです。

　また、訴訟が複数に分かれて行なわれていることも知っていましたので、正直な話「ややこし

そうやな…」とも思っていました。外部の人間を受け入れてもらえるのか、不安の方が先に立ち

ました。まずは、五十嵐実さん、塚田眞弘さん（新潟県立環境と人間のふれあい館～新潟水俣病資料館〜）

に相談し、開催に向けて協力いただけるとの返事をいただきました。

　さらに、まずは現地に行ってみようということで、2010年1月30日の「新潟水俣病共闘会議40

周年記念事業」に参加しました。当日は300名近くの方々が参加されており、その熱気に圧倒さ

れました。こんなに多くの方々が結束して活動されてきた、そして今もそのつながりが続いてい

る、という事実に触れることができました。雪降る中、鹿瀬工場や阿賀野川沿いを車で走りまし

た。「え、こんなに新潟市に近いの？今まで何回も来てるのに知らんかった」「こんなキレイな

川で起こったの？」…と、いろんな気づきがありました。おそらく、私の中での新潟水俣病は遠

い世界の出来事で、実感としては何も知らなかったんだと思います。

　あおぞら財団がある西淀川地域でも同様です。私は大阪出身ですが、西淀川大気汚染公害のこ

とは、財団に就職するまで、よく知りませんでした。また、月日を重ねるにつれ、被害者をはじ

めとして住民も年齢を重ね、公害を知らない世代が多くを占めています。どこの公害地域でも、

次世代に伝えていくことを真剣に考えなければいけない時期に来ていると思います。

　本スタディツアーの目的は、①公害地域の今を知る、②参加者自身が体験を通じて今後どうし

ていくかを考える、③学んだことを発信していく、です。

　今回、新潟水俣病の地を訪ねる中で、日本の環境問題の原点である「公害」を見つめなおし、

これから何ができるのかを考える場になれば、と思います。

（藤江  徹）
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２．新潟水俣病の概要

西暦 和暦 日付 事項

1929 昭和4 　
昭和肥料鹿瀬工場、
鹿瀬発電所から電力の供給を受けカーバイト、石炭窒素等の生産を開始

1936 昭和11 3月
昭和合成化学工業鹿瀬工場、 
水銀等を触媒にしてアセトアルデヒドの生産を開始

1939 昭和14 6月 昭和肥料と日本電気工業が合併して昭和電工を設立

1956 昭和31 5月1日
新日本窒素肥料附属病院長細川一ら、脳症状を呈する患者の発生を
水俣保健所に報告－水俣病公式発見－

1957 昭和32 5月
昭和電工、昭和合成化学工業を吸収合併し
鹿瀬工場のアセトアルデヒド生産設備を増強

1959 昭和34

1月2日
昭和電工鹿瀬工場裏手のカーバイト残滓捨場が崩壊、
阿賀野川へ流出し河口まで多量の魚が死滅

7月22日

熊大研究班、「水俣病は現地の魚介類を摂取することによって引き起こされる　
神経系疾患であり、魚介類を汚染している毒物としては、水銀が極めて注目さ　
れるに至った」と公式発表

1964 昭和39 11月12日
新潟市の住民、原因不明の神経疾患で新潟大学（以下「新大」という）附属病院　　
脳神経科に入院

1965 昭和40

1月1日 新日本窒素肥料、チッソと社名変更

1月10日
昭和電工鹿瀬工場、アセトアルデヒドの生産を停止
＊アセトアルデヒド製造工程図を焼却し、製造プラントを撤去

1月18日
東京大学椿助教授（後に新大教授）、
新潟市の入院患者を診察し有機水銀中毒症と疑う

5月31日
新大の椿・植木両教授、新潟県衛生部に対し「原因不明の水銀中毒患者が阿賀野
川下流沿岸部落に散発」と報告－新潟水俣病発生の公式確認－

6月16日
新大の椿・植木両教授と新潟県の北野衛生部長、

「原因は阿賀野川の魚と推定される」と記者会見

6月28日
新潟県の水銀中毒対策本部、阿賀野川下流の魚介類採捕規制について行政指導の
実施を決定（7/1～8/31横雲橋下流）　＊9/1 食用規制に切り替わる

7月12日
新潟県衛生部、食品衛生法違反の恐れにより阿賀野川産川魚の販売禁止の行政
指導を実施　＊7/13 新潟県が関係漁協に見舞金総額50万円を支給

7月26日 新潟県水銀中毒研究本部、受胎調節等の訪問指導及び健康管理の実施を決定

8月25日 新潟県民主団体水俣病対策会議の結成（1970/1/26新潟水俣病共闘会議へ継承）

12月8日
新潟県、新潟県有機水銀中毒症患者診査会の設置を決定
＊12/23 第１回開催、患者26人（死者5人）、水銀保有者９人確認

12月23日 阿賀野川有機水銀中毒被災者の会※１の正式結成（後の新潟水俣病被災者の会）

12月25日 昭和電工、鹿瀬工場を分離し鹿瀬電工を設立

1966 昭和41

3月24日
厚生省の特別研究班・関係各省庁合同会議、

「工場排水が原因と断定するには不十分」と結論を保留

5月17日
新大の滝澤助教授、新潟県の水銀中毒対策本部に

「鹿瀬工場の排水口の水苔からメチル水銀を検出した」と報告

新潟水俣病の歴史
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西暦 和暦 日付 事項

1966 昭和41

6月
昭和電工、工場排水説に反論し

「阿賀野川下流流域中毒事件に対する見解（農薬説）」を発表

10月
横浜国立大北川教授、「阿賀野川沿岸水銀中毒事故の原因に関する意見

（新潟地震により流出した農薬が逆流して下流域を汚染したという塩水楔説）」を発表

1967 昭和42

6月12日
新潟水俣病患者３世帯13人、昭和電工を相手取り4,450万円の慰謝料を請求し　
新潟地裁に提訴 －新潟水俣病第1次訴訟－

7月21日 「公害対策基本法」成立（8/3公布施行）

1968 昭和43

1月24日 新潟水俣病被災者の会代表ら、水俣を訪問し患者互助会などと交流

9月26日 政府、水俣病についての統一見解を発表

1969 昭和44

6月14日
熊本水俣病患者家庭互助会訴訟派28世帯112人、チッソを相手取り、総額６億  
4,000万円余の慰謝料を請求し熊本地裁に提訴 －熊本水俣病第1次訴訟－

12/15
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法（旧法）公布
＊12/20 阿賀野川下流域一帯が水俣病の公害地域に指定

1970 昭和45 1月26日 新潟県民主団体水俣病対策会議を発展解消し、新潟水俣病共闘会議を結成

1971 昭和46

7月1日 環境庁発足

9月29日 新潟水俣病第1次訴訟判決（原告勝訴、確定）

1972 昭和47 1月8日 阿賀野川の中・上流域から初めての認定患者

1973 昭和48

1月20日
熊本水俣病患者家族141人、チッソを相手取り、総額16億8,000万円余の慰謝料を
請求し熊本地裁に提訴 －熊本水俣病第2次訴訟－　

3月20日 熊本水俣病第1次訴訟判決（原告勝訴、確定）

6月21日
新潟水俣病被災者の会と共闘会議、昭和電工との間に

「新潟水俣病問題に関する協定書」調印

7月5日 新潟沼垂診療所斉藤所長ら、関川流域住民７人を検診し２人を水俣病と疑う

7月9日
熊本水俣病患者５派（２次訴訟派を除く）、チッソと補償協定に調印
＊12/25 ２次訴訟派、補償協定に調印

10月5日 「公害健康被害補償法（新法）」公布（1974/9/1施行）

1978 昭和53 3月24日 阿賀野川水銀汚染等調査専門家会議、阿賀野川の水銀汚染の安全宣言

1980 昭和55 5月21日
熊本水俣病認定申請者ら85人、国、熊本県、チッソを相手取って
水俣病国家賠償等請求訴訟を熊本地裁に提訴 －熊本水俣病第３次訴訟－

1982 昭和57

5月26日 新潟水俣病被害者の会結成

6月21日
新潟水俣病未認定患者94人（第８陣まで234人）、国と昭和電工を相手取って
慰謝料51億4,800万円を請求し新潟地裁に提訴 －新潟水俣病第２次訴訟－

10月28日 熊本水俣病認定申請者（大阪在住）ら40人、関西訴訟を提訴

1990 平成2 10月29日
政府、相次ぐ裁判所の和解勧告に

「現時点で和解勧告に応じることは困難」と見解発表
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西暦 和暦 日付 事項

1992 平成4

3月31日 新潟水俣病第２次訴訟第１陣判決（提訴後認定された３人を除く91人中88人について水俣病
罹患を認めたが、国の責任は否定。昭和電工、原告全員控訴）

5月1日 環境庁、「水俣病総合対策」の実施要領を発表
（6/29新潟県、水俣病総合対策実施要綱を発表）

1995 平成7

9月28日 連立与党、熊本水俣病について水俣病未認定患者救済の最終解決案を正式決定　
（被害者団体が受入れ）

12月11日 新潟水俣病被害者の会・共闘会議と昭和電工、解決協定を締結

12月15日 政府、「水俣病対策について」を閣議決定

1996 平成8

1月5日 大島環境庁長官、総合対策医療事業の申請受付再開を発表

1月22日 新潟県、水俣病総合対策医療事業の申請受付を再開（7/1まで）

2月23日 新潟水俣病第2次訴訟第1陣、東京高裁で和解成立

2月27日 新潟水俣病第2次訴訟第2陣～第8陣、新潟地裁で和解成立

5月22日
熊本水俣病第3次訴訟第1陣及び福岡、熊本、東京、京都で係争していた訴訟、
チッソと和解成立し国、熊本県に対する訴えを取下げ

6月2日 熊本水俣病関西訴訟原告団、水俣病の行政責任を問うため訴訟継続を確認

2000 平成12 4月 「新潟県立環境と人間のふれあい館」建築工事着工
（2001/1建築工事完了、2001/3展示工事完了）

2001 平成13

4月27日 熊本水俣病関西訴訟控訴審判決
（51人に損害賠償、国・県の責任を認定、患者認定基準に新たな判断が示され国・県が上告）

8月1日 「新潟県立環境と人間のふれあい館」開館

2003 平成15 4月1日
環境と人間のふれあい館のサブネームとして、

「新潟水俣病資料館」という名称を使用することが決定

2004 平成16 10月15日
最高裁にて水俣病関西訴訟判決
平成13年の大阪高裁判決を踏襲する内容となり、原告勝訴が確定

2005 平成17

4月7日
環境省は、関西訴訟最高裁判決を受けて、
新たな「今後の水俣病対策について」を発表

6月6日
泉田新潟県知事は、新潟水俣病公式発表から40年を契機として、

「ふるさとの環境づくり宣言」を発表

2007 平成19 4月27日 未認定患者12人が国と県、昭電を提訴-新潟水俣病３次訴訟-

2009 平成21

4月1日 新潟水俣病地域福祉推進条例施行

6月12日
阿賀野患者会の27人が国と昭電を提訴（のちに174人）

　-ノーモア・ミナマタ新潟全被害者救済訴訟（新潟水俣病４次訴訟）-

7月15日
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(水俣病被害者救済特

別措置法)成立

2011 平成23 3月3日
ノーモア・ミナマタ新潟全被害者救済訴訟（新潟水俣病４次訴訟）患者側と国、昭電
との間で和解成立

※１ 坂東克彦『新潟水俣病の三十年 ある弁護士の回想』（NHK出版,2000年）によれば、10月７日に新潟水俣病被災者の会は結成している。

※２ 本年表は、新潟県立環境と人間のふれあい館〜新潟水俣病資料館〜のＷｅｂサイトを元に作成しました。
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１）川の暮らし と 新潟水俣病

　明治の時代、阿賀野川を津川から新潟へと下ったイザベラ・バードは『日本奥地紀行』の中で、

阿賀野川を「廃墟のないライン川」と呼びました。野菜や小麦、学校帰りの子どもたちが行き来

する「河上の生活」、舟の上からも感じられる住民の暮らしの気配、馬を洗う大人や泥んこにな

って遊ぶ子どもたち、イザベラ・バードが褒め称えたのは、阿賀野川に暮らす人びとの営み、生

活や文化そのものでありました。

　川の暮らしは上流・中流・下流でそれぞれ異なりますが、かつて流域の人びとの暮らしは、川

とともにありました。阿賀野川は、上流と下流、右岸と左岸とを結ぶ交通の要で、船頭や渡船夫、

筏師が、川を稼ぎの場としていました。治水工事に出る「川仕事」「土方仕事」と呼ばれる仕事

があり、玉石や砂利を採取して稼ぐ仕事もありました。鮭 ･ 鱒漁がさかんに行われ、季節ごとに

さまざまな川魚をとる暮らしがありました。「川から戻るときは手ぶらで帰ってくるな」と言わ

れていた頃、川での漁はごく日常的な風景でした。阿賀野川の水で入れたお茶は最高に美味であ

ったといい、また「山に芝刈り」ではなく、「川に流木（薪）拾い」に出る生活がありました。

　まだ流域の人びとの暮らしが阿賀野川とともにあった 1965 年、新潟水俣病の発生が公式発表

されました。当初は下流のみで被害患者が発生したことから、下流の問題であると考えられてい

ました。しかし、四大公害裁判の先陣を切って提訴された新潟水俣病第１次訴訟の勝訴判決の確

定後に、中・上流からも新たに水俣病に認定される患者が出てきました。被害が全流域に及んで

いたことが明らかになったのです。

２）新潟水俣病の被害像

　新潟水俣病は、阿賀野川上流の昭和電工鹿瀬工場（当時）からの排水でメチル水銀に汚染され

た川魚の多食によって発生したのですから、下流にみられた川魚をとる自給自足的生活が、中・

上流になかったと考えるのは不自然です。人々の日常の暮らしから新潟水俣病を捉えると、当然

ながら、「流域まるごとの被害」が浮かび上がってきます。

　にもかかわらず、認定患者や未認定の水俣病患者の出方には、右岸と左岸、ある集落と別の集

落とで差異がみられました。それは、川魚をたくさん食べたか否かではなく、集落で運動が組織

されたか否か、水俣病だといえる雰囲気があったかどうかの差異によるものと考えられます。水

俣病の被害はあるが、水俣病の運動がなかったため、あるいは差別や偏見が幅をきかせ水俣病だ

と言える雰囲気がなかったために、流域全体の被害がみえなかっただけなのです。

　このように、被害の全体像は、阿賀野川流域の地域性、急激な社会や生活の変化を酌んだ時間

軸を導入し、流域の暮らしという点から新潟水俣病を考えて、はじめて浮かび上がってきます。

新潟水俣病の被害者数は、認定患者数や認定申請者数などの数値で捉えきれず、その裾野に隠れ

た被害者が多数、存在しています。「政治解決」を受けて新潟水俣病第２次訴訟が和解した後も、

第３次訴訟、第４次訴訟と次々に提訴されたのは、その証左といえます。

新潟水俣病とは
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３）被害をふまえ、未来へ

　阿賀野川はいまも美しく、阿賀野川の語源のひとつ（ワッカ）が示すように清らかな川です。自

然とのかかわりを取り戻し、自然と共生する地域社会を創造しようと試みる社会の風潮のなかで、

新潟水俣病はいかなる意味を持ちうるのでしょうか。あるいは、私たちは新潟水俣病にいかなる

意味を付与しうるのでしょうか。

　過去がいかに苦難に満ちたものであっても、ただそれを時代の１ページに記したまましまいこ

み、時の流れるままに忘却してしまうなら、それは愚かなままに愚かさを忘れることです。新潟

水俣病を記憶し、辛く苦しい経験を正面から見据えること、それは未来に資する知として新潟水

俣病を考えるということなのです。

　近年、新潟県と流域市町は、新潟水俣病の経験を羅針盤として、地方自治の新たなあり方を模

索しています。2005 年、泉田裕彦新潟県知事は「ふるさとの環境づくり宣言―新潟水俣病 40 年

にあたって―」のなかで、新潟水俣病被害者の苦しみが解決されず、その苦しみが教訓化される

ことなく忘却の彼方に置き去りにされることを懸念していると述べました。

 2008 年には、新潟水俣病地域福祉推進条例が制定され、翌年に施行されました。新潟水俣病患

者の苦しみに寄り添い、支え、誰もが安心できる地域社会をつくっていこうという趣旨が込めら

れています。

　国や企業とは異なる立場から、新潟水俣病問題に取り組むための、画期的な条例の理念・理想

を実現していくための新潟県と流域市町の行動は、住民（市民）の手に馴染んでこそ、大きな力

を発揮します。新潟水俣病地域福祉推進条例は、地方自治と住民自治にとっても、ひとつの試金

石であるといえるでしょう。
（関 礼子）
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新潟水俣病に関する用語解説

＊新潟水俣病被災者の会

阿賀野川下流域の有機水銀中毒患者とその家族

を中心に1965年に結成。１次訴訟の原告。訴訟

終了後は原告でなかった人も含め、水俣病認定

患者の大部分が会員になっている。

＊新潟水俣病被害者の会

1970年代後半から阿賀野川流域各地でできた、

認定申請を棄却された被害者が集まった組織。

２次訴訟の原告。新潟水俣病共闘会議に加盟す

る中心的団体。現在は、新潟水俣病資料館での

語り部や新潟水俣環境賞に取り組んでいる。

＊新潟水俣病阿賀野患者会

2004年に水俣病関西訴訟の最高裁判で水俣病が

認められたことを受けて、2007年に未認定患者

が中心となって結成。患者の掘り起こし活動を

行っている。４次訴訟の原告。

＊新潟水俣病共闘会議

被害者団体、弁護団、新潟県評、地区労、社会

党、共産党など15団体で結成される。後に17団

体となる。裁判闘争を主軸に据えた広範な運動

を展開。

＊新潟水俣病１次訴訟

1967年に提訴。原告は新潟水俣病被災者の会。

被告は昭和電工。日本初の本格的な公害裁判。

判決では昭和電工の責任が認められた。

＊新潟水俣病２次訴訟

1967年に提訴。原告は未認定患者の新潟水俣病

被害者の会。被告は国と昭和電工。工場排水規

制等を行わなかった国の責任と水俣病の病像が

争われた。企業責任は認められたが、国の責任

は認められなかった。

＊新潟水俣病３次訴訟

2007年に提訴。原告は未認定患者。被告は国と

新潟県と昭和電工。国と県は規制を怠った点に

ついて争い、昭和電工には患者に年金などを支

払うことを求めている。現在係争中。

＊ノーモア・ミナマタ新潟全被害者救済訴訟

　（４次訴訟）

ノーモア・ミナマタ訴訟は、2004年に水俣病関

西訴訟の最高裁判で水俣病が認められたこと

を受けて、2005年10月に熊本の未認定患者が国

とチッソを訴えた訴訟。熊本の動きと連動して

阿賀野患者会が2009年に国と昭和電工に対して

裁判を起こした。2010年に成立した被害者救済

法をもとに、和解に向けて協議を続けている。

（2011年３月３日和解成立）

＊公害健康被害補償法

正式名「公害健康被害の補償等に関する法律」。

公害患者と認定されると患者へ医療費、補償費

が給付される。

＊水俣病総合対策

1995年の政治決着を受け入れた未認定患者を対

象に、療養手当や治療・介護費、針きゅう施術

費などを支給している医療事業。症状により、

一時金が支給される「医療手帳」の対象者と、

一時金と療養手当は支給されない「保健手帳」

の対象者に分かれている。公害健康被害補償法

による水俣病の認定とは異なる。なお、2005年

には「保健手帳」の申請受付が再開され、2010

年には「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の

解決に関する特別措置法」に基づく「給付の申

請」の受付が開始された。「給付の申請」によ

り対象となった水俣病被害者には「水俣病被害

者手帳」が交付され、同医療事業の適用を受け

る他、症状により原因企業から一時金が支給さ

れる。

患者会

運動団体

裁 判

制 度
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＊新潟水俣病地域福祉推進条例

2009年４月に施行された新潟県の条例。新潟水

俣病の被害者を社会全体で支え、安心して暮ら

せる地域社会の実現のため、新潟水俣病患者の

社会的認知とその福祉の増進を図る。

＊アセトアルデヒド

酢酸や酢酸ビニルなどの中間製品として製造。

酢酸は繊維、香料、医薬品などに、酢酸エチル

は粘着材料、塗料などの溶剤にと生活の中に幅

広く利用されている。製造過程でメチル水銀が

副生される。

＊水銀

原子番号80の元素。元素記号はＨｇ。金属元素

である。常温、常圧で液体である唯一の金属元

素で、銀のような白い光沢を放つ。

＊有機水銀

水銀原子に炭素が結合した化合物の総称。無機

水銀に比べて毒性が強く、世界中で有機水銀

（特にメチル水銀）による中毒症の事例がある。

＊メチル水銀

水銀がメチル化された有機水銀化合物であり、

ジメチル水銀とモノメチル水銀が知られてお

り、いずれも毒性が強い。

＊水俣病

メチル水銀による中毒症。工場排水に含まれた

メチル水銀が川魚に蓄積され、その川魚を食べ

たことで体内にメチル水銀が中枢神経に蓄積さ

れ発病する。手足の先端に行くほど強くしびれ

たり、痛覚などの感覚がなくなったり、秩序だ

った手足の運動ができない、言葉がうまく話せ

ない、視野が狭まる、聴力障害、平衡障害、振

えなどがある。

＊新潟県立環境と人間のふれあい館

1995年12月の新潟水俣病被害者の会・共闘会議

と昭和電工との解決協定締結を契機に建設。

＊阿賀野川流域地域フィールドミュージアム事業　

　　　　　　　　　　　　　　　（略称ＦＭ事業）

別名「阿賀野川え～とこだプロジェクト」。

新潟水俣病と向き合い、乗り越えるため流域の

住民・行政・民間団体が新しい地域づくりを目

指す。新潟水俣病地域福祉推進条例の一環。

＊阿賀野川

福島県、新潟県を流れる一級河川。全長210km

は日本第10位、流域面積7,710km2は日本第８

位。下流部の流量は日本最大級。

＊もやい直し

「もやう」とは船と船をつなぎ合わせること。

「ばらばらになってしまった心のきずなをもう

一度つなぎあわせる」という意味の造語。

＊昭和電工株式会社

日本の化学工業会社の一つ。1939年６月に設

立。昭和電工鹿瀬工場は阿賀町にある。アセト

アルデヒドの製造を行い、排水処理を十分にせ

ずにメチル水銀を排出した。 

病 気

地域再生事業

汚染物質

原因企業
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３．スタディツアー 2010 の特徴

　この公害地域の今を訪ねるツアーの原点は、２年前の 2008 年８月、イタイイタイ病の加害企

業である神岡鉱業の現地立ち入り調査に始まりました。それは原告、弁護団のみなさんから私た

ち環境教育研究者／実践者への期待のお言葉をいただいたからです。昨年第１回の富山の皆さん

は 30 余年のたたかいの成果としてここまで地域を再生し、加害企業もふくめた関係を再構築し

て来たのだが、この事実を後世に伝えることまでは力が及ばなかったと語られます。

　私たちは、重大な宿題を受け取りました。どのようにすれば公害地域の今を次世代に伝えるこ

とが可能なのか。

　ツアーでは「どう伝えるのか」という言葉を手がかりに①話を聞く。②現場を歩く。③考えを

整理する。④自分達の言葉で提言する。という４つの場面で学びのプロセスを構成しています。

　被害者の皆さん、そして運動をこれまで支えて来られた弁護士、医師、労働団体、マスコミ、

行政の方々、研究者、加害企業に働く人々からそれぞれの立場の話をお聞きし、語られた事の行

間にある「場の空気」を現地を歩くことを通して肌で感じること。そしてそれを受け止めた自分

たちの言葉で提言を構築すること。そしてこのプロセスによって私たち自身が語る事の重さを見

知ることでもあります。

　このフィールドワークを始めて以来、幾度となく私の頭を過るのは、私が高校生のときに読ん

だ石川啄木の詩集の冒頭に載せられていた「はてしなき議論の後」という詩の一節です。「されど、

誰一人握りしめたる拳に卓をたたきて’ V NAROD!’と叫び出づるものなし。」若者達は熱い議論

をするが、誰も「人民の中へ」入り込んで行動する者がいないという意味です。

　若者達は今年も聴き取り後の興奮さめやらぬ想いで、夜を徹して提言のための議論をしました。

私たちは環境教育としてのフィールドワークの目標を「行動する市民を育成すること」に置いて

います。つまり彼らが今後どのような動きを始めるのかが教育の成果として問われます。

　昨年の学生たちはツアーの後、自分たちのネットワークを作りました。四日市の学生たちは自

らのフィールドで小さなツアーを開催しました。中学校の教育実習で研究授業に取りあげた学生

も居ます。彼はどうしても伝えたいという衝動を抑えきれなかったそうです。私たちが知ってい

るところ、また見えない場面で参加者は「伝える仕事」を忠実に形にしようと試みているようです。

　今年のツアーから既に４ヶ月が立ちます。今年参加した若者達は何を始めたのでしょうか…。

気になるところですが、目の前の事実を集めてツアーの成果としてもあまり意味があるとは思わ

れません。教育改革に揺れる学校で問われている“性急な目に見える成果”を期待すべきではあ

りません。今は種を蒔いているわけであって、この経験がそれぞれの若者の心の中に沈殿し、も

っと深いところから時間をかけて発芽していくものでなければならないと思っております。

　事前学習ではこれまでの半生をかけて地域に入り、人々と向き合って来られた関礼子先生にご

指導いただく時間を持ちました。

　先生は「この負の記憶を遺産にしうるか。」を問います。それは「痛みを構成する、心と文化

が果たしている重要な意義を回復する」プロセスであるとも言われます。30 余年の地域再生の

苦しみ、分断された地域の痛み。それを乗り越えようとする人々の営み／うねりが今ここの阿賀

野川流域にはありました。

　関先生の出された問いである「痛みが教えてくれるものを私たちが学び取る。」ことが本当に

出来たのか。われわれは痛みから何を学んだのか。この第２回の報告書に書き留められた参加者、

スタッフの言葉からもう一度検証してみなければなりません。

スタディツアーの特徴　ー公害教育の観点からー

（ 高田  研 ）
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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
　2010年度のスタディツアーの開催地について、2009年の秋ごろから議論しました。2009年度は土

壌汚染のイタイイタイ病の富山県で実施をしたこともあり、水質汚染（水俣病）か大気汚染（ぜん息）

のどちらかに訪問したいという話になりました。2009年の時点で水俣病はいまだ係争中であり、全

面解決について動き出している中だからこそ、テーマを水俣病にすべきではないか、新潟の水俣病

は一般的に知られていないことから新潟でスタディツアーをするべきではないかという結論に至り

ました。また、昨年の反省からフィールド見学が組み込めるよう、３泊４日にしました。

　まず、１月30日に開催された「新潟水俣病共闘会議40周年記念事業」に参加し、現地の人々との

交流する中で、新潟水俣病では訴訟ごとに組織が分かれていること、県が再生事業を行っているこ

となどを知りました。また、2009年の富山のスタディツアー参加者である五十嵐実さんが県の再生

事業に携わっていることもあり五十嵐さんと相談したところ、スタディツアーのカウンターパート

（受け入れ担当機関）として、新潟県立環境と人間のふれあい館～新潟水俣病資料館～（以下、新潟水俣病

資料館）に依頼することとなりました。訴訟が４種類あり、訴訟を起こした時期や要求が違うことか

ら、今回のスタディツアーでは“できるだけ立場の違う人たちに話を聞く”という方向性を決めま

した。

現地打ち合わせとプログラム作成
　４月23、24日と４名の委員と記録係、事務局の６名が新潟を訪問し、現地打ち合わせを行いまし

た。３次訴訟は匿名訴訟であり、原告にお会いすることができませんでしたが、１次・２次・４次

の関係者と県の再生事業「阿賀野川流域地域フィールドミュージアム事業」（略称ＦＭ事業）の関係

者、１月にお会いできなかった、１次訴訟と２次訴訟の中心であった坂東克彦弁護士のお話を伺い

ました。新潟水俣病資料館の館長である塚田眞弘さんが各患者会との連絡役として調整してくれま

した。中でも１次の原告である水俣病被災者の会とは、塚田さんがこれまで築いてきた信頼関係を

軸に交渉の門戸を開いてもらうことになり、スタディツアーのヒアリングを承諾してもらいまし

た。現地打ち合わせで対応していただいた五十嵐松男さんのお話は、当時の痛みを伝える貴重なも

のでした。

　その後、学校教育関係者やマスコミ関係者、県担当者などに交渉をし、多くの人には快くヒアリ

ングを引き受けてもらいましたが、とあるマスコミ関係者から「公害とは縁を切りたい」という言

葉をかけられ、公害が持つ難しい一面に直面したこともありました。

　内容としては大きく分けて、Ａ班が１次訴訟関係者、Ｂ班が２次訴訟関係者、Ｃ班が４次訴訟関

係者、Ｄ班がＦＭ事業関係と盛りだくさんのプログラムとなりました。
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募集・応募状況
募集開始　 2010年5月21日〜

募集定員 　25名（申込者数35名。うち28名を参加者として受入れ、15名のスタッフと合計43名でツアー実施）

●属性別内訳

学生 23名※

教員 10名
社会人 10名

計 43名

●所属別内訳

新潟 1名
埼玉 1名
東京 2名
神奈川 1名
山梨 17名
長野 1名
愛知 1名
京都 9名
大阪 7名
奈良 1名
兵庫 1名
岡山 1名

計 43名

●居住地別内訳

＊昨年に引き続き参加した７名や、昨年の様子を知って参加して
　くださった方など、12都道府県から集まりました。

参加者 28名
スタッフ 7名
委員 4名
事務局 4名

計 43名

※うち、留学生2名

募 集   事 前   
勉 強 会

  事 前 
レポート ツアー 　事 後 

レポート参考資料提示

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 ）飯島伸子・舩橋晴俊 編　『新潟水俣病問題―加害と被害の社会学』、東信堂
（中央）関礼子　『新潟水俣病をめぐる制度・表象・地域』、東信堂
（ 右 ）堀田恭子　『新潟水俣病の受容と克服』、東信堂
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　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」

「関先生の講義を聴いての感想」を記入したレポートを提出してもらいました。参加者の書い

た質問事項は、あらかじめヒアリング先の方々に渡し、参加者の問題意識や関心が伝わるよう

にしました。

４日間のスケジュール

1日目　
8／5（木）

2日目　
8／6（金）

3日目　
8／7（土）

4日目　
8／8（日）

午
前

集合・バスで移動
班ごとのヒアリング*

ヒアリング先は15ページ参照

＋
フィールド見学

早朝探鳥会

発表・交流会
ヒアリング＋

フィールド見学

午
後

・新潟水俣病資料館 見学
　（新潟県立環境と人間のふれあい館）

・塚田眞弘館長のお話

ふりかえり
（バスで移動）まとめ作業＋

内部発表会

夜 班分け／班ごとの準備
FM事業 紙芝居

関川智子医師のお話
発表準備 解散

事前勉強会・事前レポート

　新潟水俣病の研究者である関礼子先生（立教大学教授）を迎え、関東（都留文科大学）と、関西（あおぞ

ら財団）の２ヶ所で事前勉強会を行いました。年表に沿って、新潟水俣病問題の経過、新潟の人達の

暮らしと阿賀野川の関係をスライドで説明してもらいました。参加者からは、「どうしても熊本の

水俣病が頭にあるため比較して見てしまうところがあるが、新潟は新潟の歴史があり、闘ってこら

れた患者さんがいる、ということが改めて認識できた。」「新潟水俣病の経緯と、その背景にある

生活文化、自然環境の存在について分かった。実際に現地に行って色々な方のお話を聞いて、自分

の目でその実像を確かめたいと思った。」という感想があがりました。

開催地 日時 講師 会場 参加人数

関東（山梨）
2010年7月11日
13:00〜15:30

 関　  礼子さん（立教大学 教授）

 高田  研 さん（都留文科大学 教授）
都留文科大学 20名

関西（大阪）
2010年7月18日
13:00〜15:30

 関　  礼子 さん（立教大学 教授）

 西村　仁志さん（同志社大学 准教授）
あおぞら財団 26名
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班ごとのヒアリング先

班 A班 Ｂ班 Ｃ班 Ｄ班

高田 研 委員 井上 有一 委員 西村 仁志 委員 板倉 豊 委員

2日目

福島 市男 さん
（元 新潟日報）

高野 秀男 さん
（新潟水俣病共闘会議

事務局長）

山田 サチ子 さん
（阿賀野患者会）

近 四喜男 さん
（新潟水俣病被害者の会）

地元マスコミの

報道

共闘会議の

成り立ちや活動

生い立ちや

被害・裁判

生い立ちや

被害・語り部活動

小武 節子 さん
（２次原告）

酢山 省三 さん
（阿賀野患者会事務局長） 阿賀野川流域地域

フィールドミュージアム
事業の方々生い立ちや被害・裁判

４次（ノーモア・ミナマタ訴訟）の

裁判について

坂東 克彦 さん
（弁護士） 阿賀野患者会の方々

FM事業の地域づくり

裁判の経過 生い立ちや被害について

中村 周而 さん
（弁護士）

鹿瀬・草倉銅山見学
裁判にかかわる思い

3日目

橋本 広一 さん

斉藤 忠平 さん
（新潟水俣病被災者の会）

安田患者会の方々
小山   護  さん

小池 美夏 さん
（新潟県 福祉保健部）

波多野 孝 さん
（新潟水俣病教師用資料

作成委員会）

被害や生活 被害者の生活 県の取り組み 教育現場での水俣病

津島屋・松浜見学

安田見学

旗野 秀人 さん
（冥土のみやげ企画）

被害者の生活

担当
委員

1日目　
8／5（木）

2日目　
8／6（金）

3日目　
8／7（土）

4日目　
8／8（日）

午
前

集合・バスで移動
班ごとのヒアリング*

ヒアリング先は15ページ参照

＋
フィールド見学

早朝探鳥会

発表・交流会

ヒアリング＋
フィールド見学

午
後

・新潟水俣病資料館 見学

　（新潟県立環境と人間のふれあい館）

・塚田眞弘館長のお話

ふりかえり
（バスで移動）まとめ作業＋

内部発表会

夜 班分け／班ごとの準備
FM事業 紙芝居

関川智子医師のお話
発表準備 解散
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フィールド位置関係

日本海

信濃川

新潟市

新 潟 県
福 島 県

阿賀野市

旧 昭和電工鹿瀬工場

新潟
空港

環境と人間の
ふれあい館

●

●

阿
賀
野
川

患者発生地域

●新潟県立 環境と人間のふれあい館　〜新潟水俣病資料館〜　（新潟市北区前新田字新々囲乙364－7）

●宿泊：蔵の宿・菱風荘　（新潟市北区前新田乙364-1）

16



1日目 大阪を7:00、山梨を9:00に出発したバスは16:00にようやく新潟に到着。

まずは塚田眞弘館長にご案内いただき、新潟県立環境と人間のふれあい

館を見学しました。塚田館長は、１階正面の床下ジオラマを用いて、現

在地と阿賀野川の位置関係、また阿賀野川流域の人々の暮らしについて

丁寧に話してくださった後、水槽を泳ぐウグイやニゴイを指しながら、

どのように漁をし、どのように食べていたのか説明されました。２階へ

移動し、川船や櫓、人々の暮らしと水の関わりに関する展示を見た後、

新潟水俣病資料館の年表を前に、時系列に沿ってお話くださいました。

その後研修室に場所を移し、新潟県作成の『新潟水俣病のあらまし』を

もとに、新潟水俣病をとりまく現状や資料館設立経緯をお話しください

ました。質疑応答の中では「新潟水俣病被災者の会（１次訴訟:認定患者）

と被害者の会（２次訴訟:未認定）では、資料館設立に対する思いやスタン

スが違ったとあるが、どのような違いか」「被災者の会と被害者の会で

は、“新潟水俣病を伝えていく”ことに明確な心情の違いが起こる理由

は何か」等、複雑にからまる事実や関係性を紐解く手がかりを探る声が

重なりました。しかし高田委員は、「この場で学ぶことの意味はそうい

うことです。明日お会いする方々の表情や、話し手の行間を読んで、考

えること」と、学生達が向き合う視点を示唆しました。

夕食後は、菱風荘・体験蔵にて３泊４日間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。長距離移動での疲れもあり、早めの就寝で翌日に

備えました。

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。１日中資料館及び菱風

荘周辺で過ごすグループもあれば、阿賀野川中流域の安田地域、上流域

の鹿瀬・草倉銅山へと足を伸ばすグループもありました。また、朝食前

には塚田館長にお借りした『記者達の水俣病』のＤＶＤを上映会（希望者

のみ）、夕食時にはフィールドミュージアム事業メンバーによる紙芝居上

映とオプションも充実。夕食後には関川智子医師に、医学の立場から新

潟水俣病の症状や被害者数・住民検診の結果等についてお話を伺う機会

も持ちました。

3日目
6:00〜の探鳥会には20人以上が参加。野鳥に詳しい板倉委員、井上委員

と一緒に福島潟の豊かな自然を堪能する時間となりました。すがすがし

い顔で朝食に向かう“探鳥会参加メンバー”の一方、同室の参加者と夜

遅くまで話し込んだメンバーも。好天の中スタートした３日目も、２日

目同様班ごとのヒアリング＋フィールドワーク。夕方からは、班ごとの

まとめ作業を持ち、全体で各班がどのような１日半を過ごしてきたかを

聞きあう中間発表会をもちました。夜は、翌日の発表交流会に向けた準

備と練り直し作業。同じ話を聞いたメンバーであっても受け止め方は千

差万別。一人ひとりの思いを丁寧に聞き、事実確認を細部まで行い、伝

えたいことを絞り込み、あぶり出す作業は思いの他時間を要し、あちこ

ちの班で日付が変わっても作業を続ける姿が見られました。
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4日目
明け方まで作業をしていたメンバー、早朝からリハーサルをする班、そ

して朝食を早く済ませ原稿の読み合わせをする班など、ピンと張りつめ

た空気感の中で４日目が始まりました。

9:30〜の“発表交流会”には、塚田館長を始め、２日目・３日目にお世

話になった方々がお越しくださいました。お話されたご本人を前に発表

する緊張感の中、「８月８日（本日）を“私たちの新潟水俣病の日”と

して、来年以降この日は新潟水俣病を覚え・語り・伝える日にする」と

発表した班や、新潟水俣病をとりまく“光と影”として、その両面性を

発表した後、各自が自分の言葉で「新潟水俣病の今を伝えるために私は

○○します」と宣言とした班がありました。

昼食後は、４日間のふりかえりとして全員が一言ずつ発しました。「患

者さんを原告として捉えてこの場に参加したが、非日常的な裁判に関わ

っている患者さんでなく、スイカを作ったり漬け物を漬けたり…と、日

常の患者さんに出会ったことに感謝」「初めて参加。“公害”の２文字

に収まりきらない事実や感情を目の当たりにした４日間だった」「この

場への参加を通じて、自分自身も“今を伝える”に加われることを嬉し

く思った」などの言葉を共有した後、帰路へとつきました。

5日目
８月９日には参加者・スタッフ計10名で昭和電工を訪問し、企業としての

考え方を伺いました。ツアー翌日ということもあり、ツアー参加を通じ感

じたことや生まれた疑問も伝え、職員の方々に答えていただきました。
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　白髪に黒いまゆげ、笑うと眉尻が下がり、目がなくなってしまう福島市男さんは映画好きで、

話の中にもドキュメンタリーの「ダーウィンの悪夢」、「夜と霧」をはじめ様々な映画の話が登場。

それらの世界と関連付けながら、語ってくださいました。

　継続的に新潟水俣病に取り組んでいたわけではないとおっしゃっていましたが、2006 年に亡

くなった宇井純さんの追悼文を新聞投稿したことをきっかけに、旗野秀人さんと「新潟水俣病を

語り継ぐつどい」を行うなど、改めて新潟水俣病に向かい合うことに。

　「29 歳の頃、新潟日報東京支社記者として東京に転勤したころに

新潟水俣病が発生しました。新潟の水俣病に関わったのは、その３

年ほどでした。その時に、東京大学の助手で熊本水俣病に手弁当で

関わっていた宇井純さんと出会いました。その当時、信頼できるの

は宇井さんだけなので、しょっちゅう、電話をかけたり、話を聞い

たりしていました。ところが、新潟日報っていうのは地方紙なもん

で、２～３年で担当をかわるんです。それで、新潟水俣病からは離

れていてその後は、新聞を読むぐらいで、普通の人よりは関心が高

いぐらいでした。」

　ある時、「工場廃液が原因だとわかり始めた時に、私が『患者の人たちはかわいそうです…』

と言ったことに対して、宇井さんは『私は同情ではなく、自分が患者のつもりで動いています。』

と言ったんです。それを聞いて、ぐさっときました。マスコミというのは、一見客観的で冷静な

立場で見ている。それは格好良くもあるのだけれども、極論すれば傷つかない安全地帯からの傍

観者的な発言なんです。宇井さんの言葉から私は強い衝撃を受けました。」

…水俣病に関わって今までどうでしたか。これから水俣病にどう関わっていきたいですか。

　「直接関わったわけではないんですが、色々な方と関わることで（宇井純さん、近喜代一さん、旗野秀

人さんなどの話が出る。）教えられて学ばせていただいているなと思っています。中心的に取り組ん

できた者ではないですが、お声がかかれば、体が動く限り、対応したいと思います。お話する

ことで、私も元気をもらっています。必ずしも一方的ではないんです。」

…「新潟水俣病」というネーミングにしたのは報道関係者なのですか。

　「当時は新聞によって違いますけど、「阿賀野川の有機水銀中毒事件」といった表記が中心でし

た。しかし長ったらしかったので、「新潟水俣病」と、当時大学担当だった先輩の新潟日報の

記者（小川日出吉さん）がつけて、他社も使うようになりました。しかし、その記者は失敗したと

言っていました。新潟水俣病とネーミングした場合、工場廃液が原因だということを暗に伝え

ることになる。熊本の場合は、チッソとほぼ決まってましたけど、ここはまだ決まってないわ

福島市男さん （元 新潟日報記者 76 歳）の話

３．２〜３日目の様子

A 班

　質疑応答（抜粋）
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けですよ。昭和電工は反論するわ、通産省も企業側に立ち

発言するわでした。結局、新潟水俣病とネーミングしたのは、

先走った、軽率だったとその記者は言うんですが、結果と

して私は勇気ある決断だったと思っています。」

…公害問題に対してマスコミが果たした役割、果たせる役割

とは何でしょうか。

　「報道していくことしかないですね」

坂東克彦さん （弁護士 77 歳）の話
　「いろんな方が会館を訪ねてこられるのですが、皆さんには来る前から手ごたえがあるんです

よ。こっちもいい加減な話ができないなー」と、非常にくだけた口調でおっしゃった坂東弁護士

から『新潟水俣病現地見学会資料（2005.11.4）』が配られ、その資料の解説から始まりました。

　1968 年に熊本を訪れた話、水銀汚染の実態、「昭和電工がどんどん証拠を隠滅していく。しか

し裁判で闘おうという患者が現れない。原告が集まらない。焦る

気持ちを抑えながら、耐えに耐えて闘っていったわけですよ。」と

いう第１次裁判の話と続く中で、参加者は、資料に熱心に書き込

みをしながらも、坂東さん自身の熱を帯びた口調にひきこまれて

いきます。

　第２次訴訟の弁護団長降板の経緯については、たいへん悔しそ

うにお話になりました。

　「一番私にとってはつらいものでありました。平成７年に入って、全国の水俣病被害者弁護団

の連合会、全国連（水俣病被害者・弁護団全国連絡会議）が方針を転換して、水俣病決着という方向に、

向かっていくわけです。生きているうちに救済。ただいま飛行機は上空を旋回中なり、着陸時期

を待っているんだというわけです。そうじゃないんだ。新潟の被害は一体なんだ。熊本の被害が

あって、新潟では防げたにもかかわらず、それを再び引き起こしたのは国の責任だ。そのための

第２次訴訟だったのに…。私は最後まで抵抗した。自由と正義のバッジをつけた弁護士が大勢い

たはずだ。みんな意気に燃えて公害事件に燃えていた。なのに、いつの間にかみんな一斉に旗を

降ろしちゃった。みんな私を非難する。私はそこで力尽き、弁護団から降りる決断をしました。

訴訟から手を引きました。悔しかったな、本当に。弁護団長を降りたら、すたすたーと、解決協

定、終わりました。」

　しかし、関西訴訟の最高裁判決と同時期に泉田新潟県知事が当選したことで大きく情勢がかわ

ってきます。新潟県が新潟水俣病に関わる懇談会を設置、その委員に坂東弁護士が就任。県とし

てできる方策を決めて欲しいということで、患者認定と生活資金援助などの提言づくり、それが

県条例の制定へとつながっていきます。

　「条例を答申して、どうなるのかと思っていたら、新潟県すべての党派で全会一致で可決。う

れしかったね。自分の息子を送り出すような気持ちで、県議会の審議会をみてたんです。」

　２次訴訟　〜弁護団長を降りた時〜
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　質疑応答（抜粋）

…足尾銅山から四大公害へと、社会的弱者である被害者が裁判で立証しなくてはならないという

のはおかしいと言われていますが、それについてどう思われますか。

　「その通りです。新潟の場合昭和 46 年 9 月に一審の判決がありましたが、その新潟地裁の判決

で、公害被害者が本当は立証責任を負うんだけど、それは不公平だと。だから、そうでないと

いう反証を企業が行わない限り、責任を負うべきだ。立証責任の転換をしました。これは新潟

地裁判決の大きな意味だと思います。そのことを訴えたのは宇井純さんです。補佐人として最

終弁論も宇井さんが担当してくれたんです。宇井さんが盛んにそのことを言われていて、宇井

さんは、自分が言ったことを裁判所が受け入れてくれたと喜んでいました。」

…第４次訴訟は和解にむけて動いていますが、どうお考えですか。

　「全く関与せず。相談も受けず。無関係です。患者自身が決めることだと割り切っています。

私は与えられた仕事を一生懸命やるだけで、他人のやってる訴訟まで口を出す筋はない。無論、

第３次については何も知らないです。」

…なぜ坂東さんが水俣病に関わり、弁護なさったのですか。

　「26 歳で弁護士になりました。三池炭鉱の闘いのど真ん中で、弁護士２年目で、機動隊に囲ま

れたり、おっかない思いを何回もして、三池の敗北の場を見てきました。新潟でも若い弁護士

が欲しいと言われて、昭和 38 年に新潟に帰ってきました。昭和 40 年の秋、患者の集まりがあ

るということで訪ねていった。刈り取った稲のはざの

においとか、あったかい感じ。左岸の江口というとこ

ろでした。ここで初めて水俣病患者と出会いました。

それまで水俣病が前にあったことも知らなかったし、

水俣病という言葉も知らなかった。調べていたら、昭

和 31 年に熊本で起こっていたことを知り、熊本の水

俣の二の舞になってはいかん。決着をつけるには裁判

で争わざるを得ないと説得し、昭和 42 年新潟の第１

次訴訟を提起しました。」

…第２次訴訟は全面和解された。それについて他の弁護士の方はどう考えていたのでしょうか。

　「全く分かりません。私が団長を降りるとき、『坂東は田中正造のような実りなき闘いをやろう

というのか。坂東のような考えを持ってたら、50 年経っても 100 年経っても、水俣病は決着し

ない。解決を１日でも延ばすことは、犯罪である。』と。共闘会議の人たちから言われました。

被害者の会の会長の南さんにどうかね？と聞いたら、『皆さんがそれでいいというなら、従わ

ざるをえません』と。それを聞いて団長を降りる決意をしました。やがて第２次の訴訟は、政

治決着しました。患者を恨んじゃいませんよ。その後、和解を押し進めた弁護士とは一言もし

ゃべっていません。許せないんです。」

…１次から４次の裁判は、有機的なつながりがあると思ってたのですけど、そうじゃないので驚

きました。どうしてつながらないのか、とても不思議なんですが。
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　「分かりません。グループが違うんですよ。関わってる人たちの。第４次訴訟は、第２次訴訟

の決着をつけたグループがやっているわけなんですけど。ところが第３次はちょっと特殊なん

ですね。今まで水俣病に関わったことのない弁護士が、やっているのです。相互の連絡は全く

ないです。全くつながってないです。」

新潟水俣病被災者の会 （橋本広一さん・斉藤忠平さん）の話
　周囲を住宅に囲まれ、道路から少し奥にその会館は建っていました。新潟水俣会館という表示

が、かなり古い様子で表にかかっています。会館内の８畳ほどの部屋に参加者とスタッフ、新潟

水俣病被災者の会関係者の計 15 名ほどが円になり、ぎゅっと集まりながら話を聞きました。

　「新潟水俣病被災者」は１次原告からなる会で、この日は２代目会長の息子さんの橋本広一さん、

現在会計である斉藤忠平さんのお話を伺いました。今回初めて一般の人に話をする二人の間に坂

東弁護士が入り、話を補足したり、引き出したりとコーディネートしてくださいました。

　お二人は、阿賀野川周辺での暮らしの様子、魚を採ったこと、家族の水俣病の発症、自分の水

俣病の具合などを語り、参加者からの質問に答えてくださいました。

…原因が川魚だったりして阿賀野川から離れたいと思ったことは一度もないですか。

　「ここから離れるとか離れたくないとかないですね。やっぱりこの土地に生まれて育って。住

めないような用件があれば別なんだけど…。」（斉藤）

…田んぼや畑は持っていたんですか。田んぼ作ってた？（坂東）

　「その後は作ってないですね。子どもの時は結構作ってましたけど」（橋本）

　「明らかに、新潟と水俣（熊本）と違うんですよ。水俣（熊本）は完全に漁村で、あとはチッソに

依存する生活なんです。新潟は、だいたい二分の一が田んぼを持っていた。半農半魚というけ

れど、魚を商売にするというより、魚は食べ物の蛋白の供給源というく

らいで。だから、水俣は魚場が上がったら娘を売らなきゃならん…とい

うような本当に、水俣の場合の被害は直接家計を直撃するというすさま

じいものだった。新潟は田畑をある程度持ってる人が多いから、耐える

ことができた。持続する戦いをね。板こ一枚、下は地獄。」（坂東）

…今、体調はいかがですか。

　「つらいのは耳鳴り。あんたたちがしゃべってる内容が、理解できない状況が出てきたんですよ。

分からないんですよ。それが辛い。夜中に目が覚めると眠れないんですよ。そういう症状があ

ります。」（斉藤）

…今どんな薬を飲んでいるか、話してあげて。（坂東）

　「わたくしは約８種類。毎日飲んでいます。しびれ、心臓の薬も、特に頭、

めまいがあるし、名前は分からないけど。痛みがある時は、１日として

楽な日はないです。みなさんみて、平常に見えるかもしれないけど…。」

（斉藤）

　質疑応答（抜粋）

23



　「薬は４種類と、湿布。冬場になると、手足が冷える時と、ほてる時があります。布団から出

しておかないと。つっぱるような感じになると、痙攣がだんだん強くなってきている。」（橋本）

…マスコミの対応をどう思いますか。

　「被災者の会では名前をだしたくない。こっそりとしたいというのが大半です。３次、４次訴

訟もやってますけど、被災者の会としては『できるだけ静かに』…。症状はあるんですけど、

高齢化していて、あまり大きく取り上げられたくないと…残念ですけど。後世にも伝えたいと

思っているんですけど。おおっぴらにしたくないというのが正直なところです。」（橋本）

　「私らの会もこれから協議するんです。水俣を風化させないためにも。」（斉藤）

…最終日に昭和電工に行きますが、ききたいことがありましたら教えてください。

　懇談会でも昭和電工に、県と一緒になって、将来のためになにができるか考えてほしい。以前

にも要請を出したんですけど、それっきりなんだよ…。（坂東）

最後に、坂東弁護士から、参加者へのメッセージとして以下の言葉が贈られました。

「現場こそ最良の教師なり。世に出て宝物を探せ。宝物は見つかるかもしれないし、見つから

ないかもしれない。みつからなくてもいいじゃないか。諸君は宝物以上のものをうるであろう。

現場にいて感性を磨け、そしてポリシーを構築せよ。その道のプロになれ、グッドラック！」

フィールド見学「津島屋・松浜」 （案内：坂東克彦弁護士）

　見学のバスが出発するころ、雲行きが怪しくなり、ポツポツと雨が降り始めました。さあ、い

ざ阿賀野川河口部の松浜を見学しようとバスを止めた時には、その日一番激しい雨が降っていま

した。しかし、全く躊躇せず「じゃあ降ります！」と傘もささずにバスを降りて外へと出ていく

坂東弁護士を追いかけ、参加者も雨の中、阿賀野川堤防へと向かっていきました。

　右手は港、左手は阿賀野川という少し高い堤防で、川を眺めながら坂東さんが語り出します。

阿賀野川について説明し、第２次訴訟でのやりとりを参加者に話しだしました。

　「松浜ってところは、裁判への参加を呼び掛けた

けど、第１次の訴訟には一人も入っていません。

被告側証人に新潟大学の助教授をしていた滝沢行雄

というのがいました。法廷に出てきて『松浜の住民

の中には、水俣病の患者は一人もいないと、よそか

ら移転してきたり、結婚して松浜にきた』とか、ば

かみたいな証言をしました。その滝沢に対して南さ

んに『どうだね、反対尋問しないか』と言いました。

反対尋問のトップに。筋書きは私が描くからと…。」

　「『一体松浜の人たちはどこで魚を食べていると認識しているのか？』と訊ねると『海です』と

答えた。…怒るよね。阿賀野川協同組合にも加盟して、松浜の人たちは阿賀野川の魚も食べてい

るのに、現場を知らない滝沢は分からないままの証言をした。裁判長にも滝沢が出した数字は一

桁違うんじゃないですか？とたしなめられるような状況でした。」
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　「第２次訴訟になって初めて裁判に参加したところですから。色んな事情があったわけです。

漁協からのしめつけが強かったし、水俣隠しが組織的に行われたのはここだけです。」

　松浜ツアーを終え、帰りのバスを待つ間、参加者の一人が、「なぜ、坂東先生はこんなにずっ

とこの水俣病に関わっておられるのか。その原動力は何なのか。」と訊ねると、次のように答え

てくださいました。

　「あえて言えば 1968 年の１月、初めて私が水俣を訪ね、胎児性の子ども達が収容されている市

立のリハビリセンター病院に行った時、一部屋に何人もの胎児性の子どもたちが、立つことも、

動くことも、しゃべることも、歌うことも、本を読むこともできずに、ヨダレをたらして、ねそ

べったまま、あるいはあぐらをかいて、ただ、おうおうと叫ぶだけの光景を見て、私は怒りにふ

るえました。その中の一人が、立ちあがって松葉づえをついて立ちあがった姿をみて私は怒りに

震えると同時に、人間の生命力の強さに感動いたしました。その時の思いが今日まで弱ることな

く持続しております。私が怒るときはその子どもたちが常に私のバックにいるということが分か

っています。二人の私がいます。一人は敵の前で闘う坂東、もう一人の坂東は冷静に闘っている

私をながめて、私を激励する。もうひとりの坂東がいるし、いたんです。他の人たちが水俣から

離れていても、そしてまだ問題が終わらないんですから。偶然の機会から関わることになったん

ですが、水俣との偶然の出会いが私の今日までの姿を形作ってきました。」

　外から見たら何のつながりもないような一人の弁護士が、情熱

と生涯のほとんどの時間を傾け、熊本・新潟で水俣病患者のため

に奔走した、ということ。なぜ、何のためにそんなにも闘えるのか、

熱くなれたのか。その答えは午前に坂東さんが語った、「現場こそ

最良の教師なり。世に出て宝物を探せ…。」という言葉にすべて表

れていました。現場での出会いがあり、そこで感性を磨き、その

道のプロになったことをまさに体言されていました。

グループワーク：発表準備
　どんな言葉が心に残ったかを出し合い、その中で、自分の感じたこと、考えたことを交流する

ことからはじまりました。高田委員からの「中にいたのでは分からない構造を、外から見てもう

一度再構成して、“私たちにはこう見えました”というのを伝えたらいいのではないか。」との提

案をうけ、模造紙の上に関係性を示す試みがなされました。しかし、紙の上に表すと、そう新し

い見方が出てこず、とても薄っぺらいものになってしまいました。

　中間発表を経て、この地でのフィールドワークをもとに、何を核にして提言をまとめるかとい

うことがとても難しく、方向性がなかなか決まらない状態が続いていました。意見はで出るもの

の議論をひっぱっていく参加者はおらず、議論が停滞していました。

　突然、一人の学生が「私はいがみ合いがなくなるといいと思うんですよ。解消していくことが

必要だと思う。みんな考えてることは同じなのに。」と率直に話し始めました。それをきっかけ

に、「初めて会った私たちに話をしてくださったことが、すごい。私たちに話してくれたという

ことは私たちを信頼してくれたということだ。あの場には信頼・希望があった。記者ではなく当
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　「痛みを構成する、心と文化が果たしている重要な意義を回復する」とは事前研修会での新潟水俣病

問題の研究者関礼子さんの言葉です。

　Ａ班の聴き取りは元新聞記者福島市男さんの「回顧」に始まりました。そして坂東弁護士による事

件の発端から裁判勝訴の歴史、そして２次訴訟団からの解雇までの「ドラマ」。そして次に立場がかわ

り、小武節子さんは、一人の主婦から２次訴訟の原告として立ち上がり、病気、差別、偏見の中を闘

った長い裁判闘争を経て、和解に踏み切ったその「苦悩」を語ります。

　翌日坂東弁護士は滔々と流れる広い阿賀野川河口に立ち、雨が断続する堤防に立ち被害の発端、そ

して第１次訴訟の舞台となった松浜の集落を見下ろしながら学生たちにつぶやきます。

　「和解金という毒まんじゅうを食べたらだめなんだ…。」

　それぞれの人生を掛けた闘い。お互いに「想い合う」気持ちを内に秘めながらの決別のドラマがそ

こにありました。

　聴き取りを通して、学生達はそれぞれの正しさの間に身を置いていることに気づいていきます。

　ご高齢と病をおして、集まっていただいた１次訴訟、被災者の会のみなさんからは、今それぞれの

家庭の内側を複雑に切り裂いている裁判の話をお聞きしました。

　教科書では 40 年前に終わったはずの「新潟水俣病」という公害問題。まだ終わっているわけではな

い地域史の中に身を置いているというという貴重な瞬間。その経験でした。

　坂東弁護士は最終日の全体会に遅れて入室し、後方の末席にそっと座られました。会場には緊張が

走ります。坂東さんのおもいを察して涙する若者がいました。関先生からいただいたお言葉「痛みが

教えてくれるものを私たちが学び取る。」ことが少しは出来たような気がいたします。

　最後に、新潟でのイベントと重なり、お話いただくことが叶わなかったのですが、学生をシジミ漁

に連れて行きたいとご提案をいただきました漁業組合長の五十嵐松男さんに深く感謝いたします。

私の
一言

 痛みが教えてくれるもの

高田　研 Ａ班担当 企画委員

事者が語ることが風化させないためにも必要。話を聞くことでパワーをもらった。そのことへの

感謝の気持ちを伝えたい。」と途中声をつまらせながら話しました。そこから場の雰囲気が一転し、

それらの気持ちに共鳴するように、グループの話し合いの流れが大きく変わっていきました。

　結果、「伝えることの大切さを再発見した。」「伝

えることの勇気。」「もやい直しを進めていくことが

必要。」「私たちも行動していこう！」「どういう形

で？」「そうだ、福島さんのように投書するのはど

うだろう！」と、参加者の顔が生き生きとし、言葉

に力が入り、発表へつながっていきました。
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　「共闘会議は被害者を中心に弁護団、医療関係、労働団体、政党等を中心にやっている組織です。

今年でちょうど 40 年。新潟水俣病第２次訴訟（原告は未認定患者、被告は国と昭和電工）では、水俣病

を再び起こした責任を求めて、1982 年 6 月に損害賠償訴訟を起こしました。私は、その翌年か

ら新潟共闘会議の専従事務局をしています。」と、共闘会議の概要とご自身の自己紹介からはじ

まりました。

　参加者は、手元にある『新潟水俣病のあらまし』と『新潟水俣病現地ガイド』に載っている年

表を確認し、メモを走らせながら、高野さんのお話を聞いています。

　「共闘会議のスローガンは“水俣病全被害者の救済”“公害の根絶”、

この二つに基づいて、現状を確認しながら運動の方針を決めて具体

的行動を行っています。被害の全容は明らかになっていない。住民

健康調査の実施が十分ではない。健康調査の実施を国、県、自治体

に働きかけています。新潟の問題は、もやい直しが進んでいないこと。

阿賀野川フィールドミュージアム事業はそれを打開する事業。患者

さんたちの偏見差別の解消に取り組んでいます。」

　「２次訴訟の人たちが言っていたのが、①水俣病でなければ何の病気だ、②なぜ一方的に被害

を受けた被害者が肩身の狭い思いをしなければならないのか、ということ。この二つは私が水俣

病に関わったときに言われた課題で、いまだに解決していないのです。」

　①水俣病でなければ何の病気か

　　・ここには認定基準の問題があると思います。５月から前倒しで始まった水俣病特措法では

　　　被害者ということになっているが、被害者ならばきちんとした補償があるべき。

　②なぜ一方的に被害を受けた被害者が肩身の狭い思いをしなければならないのか

　　 ・もやい直しがなかなか進んでいないということがある。水俣（熊本）は、吉井さん（元水俣市長）

 　  が慰霊式（1992 年）の時に謝罪して、それ以後、患者さん同士、患者さんと市民の間の対

　　　立がかなり解消されてきているわけです。

　　・新潟では、2005 年に泉田知事がふるさとの環境づくり宣言を発した。新潟水俣病地域福

　　　祉条例に基づいてもやい直しを行っているが、熊本より 17 年おくれていると私は言って

　　　います。

２〜３日目
Ｂ班

高野秀男さん（新潟水俣病共闘会議事務局長）の話

　共闘会議の活動について

　いまだに解決しない課題
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　高野さんは、もやい直しが進んでいない理由を、「水俣病患者さんへの理解がなされていない

ということがあります。水俣病への知識が足りない。差別を受けて、地域の恥だとみられるんで

す。また、水俣病と認められないことによる差別もある。水俣病だと思ってお医者さんから診断

されたのに、認定申請をすると、棄却されてしまう。水俣病は認定されないと補償されないから、

行政から棄却されるとニセ患者だと言われる。金ほしさに水俣病患者に名乗り出たのではないか

と。患者さんへの差別・偏見を取り除いていく必要があると思います。」と話されました。

　続けて、「今、新潟では 170 人の人が手を上げ、“ノーモア・ミナマタ訴訟”を行っている。マ

スコミは４次訴訟と言っているが、私たちはこの訴訟で何とか争いを終わらせようと思ってい

る。」と“４次訴訟”との通称への違和感を表明されました。

　「患者さんの平均年齢が 70 歳。早期解決していくことも至上命題です。患者さんが一定の補償

救済を受けることと、根本解決していくこと…ここをどう両立していくか。悩みであり今後の

課題です。公害の根絶とは、人にやさしい国、経済、政治になることではないかと私は理解し

ています。水俣病運動を通じてそうした社会に向けて一歩でも近づくことが共闘会議の使命です。」

　公害の根絶に向けて

小武節子さん（２次原告、新潟県立環境と人間のふれあい館 語り部）の話

「この館ができると同時に語り部をはじめ、もう10年近くになり

ます。お話しすることは慣れなくて大変。期待に添えるかわから

ないが一生懸命お話ししたいと思います。」という小武さんの言

葉から始まったヒアリング。午前中に高野さんから聞いていた患

者への差別／偏見が実際はどのようなものであるか、水俣病の被

害の悲惨さを、患者である小武さんから直接にお話を伺ったこと

で、想像しながら実感する時間となりました。

「1965年、阿賀野川流域で水銀中毒患者が発生。津島屋でも何人

も患者さんが出て第１次訴訟をおこしました。認定されれば昭和電工から補償金をうけられる。

認定になれば莫大なお金がもらえます。すると、ねたみが起きるんです。家を立てれば『水俣御

殿が立つ』とか、『子どもが結婚できない』とか、『病気は祟りだ、うつる』…と、あの頃は人

が三人いれば水俣病の話でした。認定申請をするように再三すすめられましたが、子どものこと

が心配でした。水俣病の子どもは結婚できない、水俣病の家から嫁はもらえない、奇病、祟り、

うつる、という噂も流れており、主人からの反対もありました。1968年に検診したら水俣病だと

いわれ、認定申請しましたが、勇気のいることでした。」
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　「隠れて行った大学病院での検診も冷たいものでした。今日は内科、耳鼻科とたらい回しにさ

れ、『これが見えないのか』『これが本当に聞こえないのか』と言われ、『そんなに水俣病に

なって金がほしいのか』と言われ、医者とケンカをしてきたという人もいました。」

　「そんな嫌な検診を受けて、届いたのは棄却の通知。私の主人の父兄、おじさん、義姉、従兄

弟夫婦、友人…と皆認定となっており、同じ阿賀野川の魚を食べて同じ症状が有りながら、片

方は認定、片方は棄却とは、どう考えても納得できませんでした。

…新潟県の懇談会で、阿賀野川の魚を食べて健康被害をうけた人を「被害者」と呼ぶことに決

め、認定・未認定と呼ばないことになりましたが。

「泉田知事が来られた時に、言ったんです。『知事さん、今まで私たちは未認定患者と言ってい

たが、私は未認定患者という言葉は大嫌いです。』『私は、県からも行政からもちゃんと水俣

病患者として認めてほしい』と…。そうしたら、知事さんが懇談会で“未認定患者”と呼ばな

いようにしてくださったんです。うれしかった。」

…ここまでお話をされるまでに、どのような過程があったのですか。

「私がここまで来たのも、共闘会議の人、弁護団、医師団、支援者、そういう人たちの熱意。何

の得にもならない手弁当の人たちが応援してくれた、そういう人がちゃんといるのにもかかわ

らず、私たち患者さんがひっこんでて声を出さない。私はその人たちに応えなければならない

し、誰か一人犠牲になってこの役をしないとだめだと思ったんで、私は開き直ってがんばろう

という気持ちになりました。」

　最後に、今回のツアーのテーマの「伝える」ことについて、小武さんからメッセージをいただ

きました。

「人間は声を出さないとダメだと思うんです。な

にかしら、どんな小さいことであっても、子ども

たちにも、どんなことでも、変わったことがあっ

たら声を出すことが一番大事なことだから、何か

あったら声を出してくださいと、私は言っていま

す。自分が生きてきた今までの苦労は力に、悩み

は知恵に、悲しみは優しさに、今まで苦しんだ人

がいちばん優しくなると思います。私が話した経

験を人に伝え、語り継がれる事が、公害のない平

和な世界につながると確信しています。」

　大学病院での差別、そして棄却

　質疑応答（抜粋）
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　阿賀野川中流域の安田町。その地区の患者さんたちが中心の安田患者会は、２次訴訟の原告を

組織した、いわゆる未認定の患者さんを中心とした患者会です。そしてその患者さんたちに寄り

添ってきた旗野秀人さんが、最初に７人の患者さん一人ひとりを紹介してくださいました。しか

し、旗野さんが紹介している時に、患者さんたちは後ろで楽しそうに世間話。それを見て旗野さ

んは、「これが好きなんですよ。こっちが話しているのに全然違う話をしている…。ここに来た

ら皆さん聖徳太子にならなきゃいけない」「話、ちゃんと追えないでしょう？ざまぁみろ（笑）」

と話します。参加者は笑い、その度に緊張がとけて場の空気がなごやかになっていきました。

　患者さんのお一人、権瓶さんが中国に行って水俣病のお話をされたというエピソードをきいた

後、耳がやや不自由な権瓶さんの隣に座っていた参加者がペンとメモで権瓶さんと筆談開始。全

体の流れとは別にやりとりが進んでいきます。「聞きたいことあったら各自聞きに行ってくださ

いね」という呼びかけもあって、旗野さんにお話を聞く人、患者さんに直接お話を聞きに行く

人、権瓶さんの周囲に集まる人…と、３つのゆるやかな流れができ、やり取りがそれぞれに進ん

でいきます。

…原告になったきっかけは？

「まあ、ねえ、なんて言えばいいやら、裁判なんかお

ら知らなかったもんね（笑）。『よんじ（用事）あっす

から（あるから）来なせい』って呼んばれて行って、そ

して今度は、『せばぁ（じゃあ）裁判する』って。お

ら、（裁判なんて）したぁなかったもん。」（新美）

「こまったなぁ。もうちょっと、メモしやすい答えっ

てありそうやけど（笑）。行政不服10年もやったけど勝ち目もないし（少し大袈裟に）ほんっとに

つらかったので、最後は裁判しかないなと思って、家族で相談して、唯一、おまえ、かあちゃ

んだけ原告になれよって言われて、泣く泣くやりました、とかさ（笑）。（参加者に向かって）そ

ういうふうに書いてよ。」（旗野）

「紙面にはそう書いてあるさけ、まあ、裁判しかねえってことなって。なんやったかいね、あ

れ、県の行政不服。それしてもダメ。それで裁判ね、すすんだわね。」（新美）

…本音のところは、最初の方が本音ですか。

「最初のほうは本音じゃねえだ（笑）（本当は本音）」

         （新美）

徐々に、「新潟水俣病の患者さんのお話を聞く」構え

から「安田のおじいちゃんおばあちゃんのお話を聞

く」雰囲気に変化していきます。

安田患者の会の方々＋旗野秀人さんの話　（於：千
せ ん と う じ

唐仁公民館）

　質疑応答（抜粋）
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…坂東弁護士とかが中心になって活動しているところに、流れに流れて…。

「そうなんです。団結がんばろーとか言って、生まれて初めて、団結とかやって。映画『阿賀に

生きる』で気づかれましたか？みんな団結がんばろーを生まれてはじめてやったわけでしょ、

誰だったかね、（グーじゃなくて）パー出している人がいる（笑）。新美さんの『わけわからない

うちに裁判やってた』ってのはそこなんです。要するに、団結がんばろーは強要されるんです

よ、こういうところは最後に団結がんばろーで締めると。ところがみんなはさ、どうやるんだっ

て。みんな、確認してないわけだから、パー出してるとこがうつってる（笑）。でもね、こうい

う矛盾っていうか、面白さに気づく人は誰もいない…（団結がんばろーの人は誰も気づかない）。やっ

ぱりね、正しいこと正しいことって上から目線でやっちゃうわけだから、この人たちの目線、こ

っからスタートしてないから、そうなるんです。そういうもんなんですよ裁判って」（旗野）

おじいちゃんおばあちゃんのお話を聞く中で、水俣病のお話を聞く、という感じ。真剣でありな

がらも、時に談笑しながら、ゆるやかにお話を聞いています。

…私は大阪で教員をしているので、戻ったら皆さんのお話を伝えていきたい。患者さん達が小学

生の子どもたちに伝えたいことは何ですか。 

「困ったね。」（患者）

「困ったねだって…。（笑）一番わかりやすいのはね、『（患者さん）生きてたわー』っていうこと（笑）

もう終わったと思ってたんだけど、まだ生きていたわーって感じね。ふれあい館で語り部やる

ような人じゃないから、『こういうことを二度と起こさないように』っていうような、先生が

求めているようなきれいな話にはならない。」（旗野）

最後に、歌が大好きで、米寿祝いにCDを出した参治さんが歌を

披露くださいました。ばくろの歌［博労唄］には手拍子。「ど

んぱん節」では、みんなで「どーんどーんぱーんぱーん」と大

合唱。場に一体感がうまれます。来た時は、「きちんとお話を

聞かなければ」という構えが感じられましたが、帰る時には皆

ニコニコ。全身から、緊張と構えが取れています。新潟水俣病

を“特別なこと”として受け取るのではなく、それぞれ等身大

の理解で受け取ることができたという様子でした。
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●阿賀のお地蔵さん

　水俣の石からつくられたお地蔵さん。水俣には阿賀野川の石を

運んでつくられた「不知火のお地蔵さん」もあります。故・川本

輝夫さんと旗野さんとのご縁によってつくられたお地蔵さん。阿

賀野お地蔵さんの脇には、地域に古くからまつられている虫地蔵

さんがいます。阿賀のお地蔵さんが見つめる先には、熊本県の水

俣があるのです。

●阿賀野川

　阿賀野川のゆったりとした流れを見ながら、旗野さんから「千

唐仁の集落と水俣病」そして「千唐仁の人と阿賀野川のかかわ

り」についてのお話を伺いました。阿賀のお地蔵さんのそばの堤

防から、バスにのって、かつて水運で栄えていたころの千唐仁の

船着き場に移動。かつてはずらりと船が並んで繋留されていたと

いうことですが、いまは木々が繁茂して緑に埋もれています。より近くで川の流れを感じます。

阿賀野川の流れは雄大でゆっくりしているように見えて、鋭く速い流れがあります。川幅は広

く、水量は豊富。さまざまな流れが寄り集まってひとつの大きな川をつくっています。

●旗野秀人さんのお話

　旗野住研事務所で、旗野さんを囲んで参加者が座ります。最初

は皆、顔を落として熱心にメモをとっていましたが、徐々に顔を

上げ、最後の方になると旗野さんの顔をじっと見て、考えながら

全身でお話を受け止めている様子。前日よりも、積極的に質問し

ており、事実関係を把握したい、というよりは、新潟水俣病のこ

とをもっと知りたい、という強い思いが参加者の中で育ってきて

いる印象をうけます。

　ここまで途切れ途切れの理解だった事実や、裁判のお話、１次

訴訟、２次訴訟、３次訴訟、４次訴訟の患者さんの立場の違い、

目的の違いが、徐々につながっていきます。旗野さんも、「ここだけの話」といって、知ってい

る事実や思っていることをたくさん教えてくださいます。

　旗野さんは、「ニセ患者」（元気な参治さんを指してつかう）や「アル中ハイマー」といった言葉を

つかいます。冗談のような言いまわしで、笑いながら言われていますが、言葉にかなりこだわっ

ています。「ニセ患者」という言葉には「（参治さんには）水俣病患者像があてはまらない。とて

も水俣病患者に見えない（けれども、それが水俣病患者の現状）」というような思いがこめられている

ように思えるのです。

　「水俣病を特別なものとして捉えると、それ以上のことが伝わらない。今日のあの雰囲気もそ

うですよ、みんなてんでばらばらで何言ってるかわからない。でもあの開放感があるからこそ、

本音がぽろっと出たりとかね。みなさんもそこで聞く耳を持つことで気づくというか、期待して

いること以外への気づきを持ってくれている気がするんですよね。」

フィールド見学：安田地区　（案内：旗野秀人さん）
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私の
一言

社会と向き合い、自分のあたまで考えることを学ぶ

井上　有一 Ｂ班担当 企画委員

　新潟のみなさんのご尽力で、充実度のきわめて高いツアーになりました。多くの方がたのご厚

意に支えられ、現地におじゃまして、直接的に見聞きする機会をいただくということの意味が理

想的なかたちで生きる訪問でした。それまでは文献を通じて繰り返し頭に描き出していた現地の

様子が、そのまま眼前に広がる。そのようななか、直接に新潟水俣病の被害と向き合ってこられ

た方々のお話を聴かせていただく。さらに、尋ねたいことを十分に理解ができるまで伺う機会を

得る。このように、これ以上はないといえる条件のもと、現地見学を許され直接にお話をしてい

ただくということの意味を、ツアー参加者が余すところなく生かし切ることを願いました。

　みずから水俣病の被害を受け、裁判などの取り組みをこれまでずっと続けてこられたみなさん

のお話、そして、被害を受けた方がたに寄り添い全身全霊を傾けてこれらの闘いを支えてこられ

たみなさんのお話。圧倒的な迫力と説得力をもって迫ってくるこれらのお話から私たちは何を学

ぶのか。社会と正面きって向き合うことを避けなんでも他人任せにしてしまう「ことなかれ」の

姿勢。それは、公害といった理不尽な問題の発生を許す社会の土壌を生んでしまう。Ｂ班で交わ

された熱い議論にみられた真摯な姿勢、社会の構造に目を向けみずから進んでとにかく自分のあ

たまで考えてみようというその姿勢、それは横でみていて、大変好ましいものに思えました。

グループワーク・発表準備

　予定外のヒアリングで、中間発表までに時間がなく、テーマを決めて話すよりも、お話を聞い

た人の感想を述べることにしました。その中で、新潟水俣病の認識がはっきりしてきただけでな

く、自分はどう思うのか、どう感じるのかをここで一旦言葉にできたように感じました。

　中間発表の後、提案することを前提にして、何を発表したいのか？を各自ポストイットに書き

出す作業から始めました。その中では、安田のおじいちゃんおばあちゃんのお話、「患者さんの

明るさ」が強く残っていることが共有されました。しかし、それをメインにすると患者さんの悲

惨さを伝えてくれた小武さんの話はどうなるのか。入らないのではないか？「差別されてきたな

かで声を上げるというのは、たいへんなこと。その勇気を、私は発表で伝えたい」という参加者

の意見。一方、「それはきれいすぎる、できすぎたお話になる。患者さんの現状を伝えることに

ならないのでは。」と反論。また、患者さんの支援も、お話を伺った方それぞれの立場で考えや

意見が異なるため、発表に向けてのすりあわせがうまくいかず、議論が行き詰まります。

　しかし、「お話を聞いた方はみんな患者さんのことを第一に考えている」ということと、「立

場の違いは患者さんをどう支援するかの違いであることではないか」という意見が出され、全員

が合意。発表のテーマは「患者さんの生きている姿（現状）を伝える」ことに決定。提案ではな

く、現状、つまり聞いたお話を整理したものを発表しようということになりました。
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２〜３日目
Ｃ班

山田サチ子さん　（阿賀野患者会 / 第４次原告）の話

「テレビを見てまして、関川先生がテレビで話をしてらしたんです。『水俣病でも気がつかな

い、いわば手を挙げていない患者さんがまだたくさんいるはずです』って。その時ですよね…

ハッて思ったのがね。一晩中考えたあげく沼垂診療所の電話番号を調べて電話したんです。」

　沼垂診療所の関川医師の診察の中で、山田さんのご両親のカルテが沼垂診療所にあること、ご

両親が水俣病の認定をうけていることなどを知ることになります。

　「うちの両親何も言わないんですよ。いつ認定されたのか後で想像してもしょうがないってい

うか。水俣病なんてみっともないという話で、きっと私たちにも話さなかったんですよね。」

　そして、関川医師をはじめとした人達がお世話をする阿賀野患者会にはいることに。

…新しく水俣病だと分かった人たちが阿賀野患者会をつくったのですか。

「そうです。私が患者会に入ったのは、患者会が発足して半年ぐらいたった時点でした。本当に

何もわからないで入りました。患者はいるんだけど、

水俣病を理解していないわけですよ。患者が何もわか

っていない。そんでまず、勉強からはじめましょうと

いうことで、勉強会をしたんです。」

　勉強会を通じて、いろいろ学んでいく中で、自分と同

じように水俣病だと気がついていない人も多くいるので

はないかと感じ始め、マスコミ等にも出るようになりま

した。

「なんで水俣病だと気付かなかったのか。気がついてい

らした方もいっぱいいらしたんですよ。だけど手を上げない。もし自分が水俣病だとわかると、

子どもの縁談なんかに差し障るんじゃないかって、とってもみっともない、そんなこと声高に言

えないとか、いろんな事情があるんですよね。」

　「発症したのは家族の中では私が一番最初なんです」

とおっしゃる山田サチ子さん。水俣病の症状で足がしび

れるため、座布団を３枚重ねて足を伸ばして座り、明る

い声でハキハキとした口調で話し始めました。

　山田さんは、阿賀野川中流域の安田村（現阿賀野市）で生

まれ育ちましたが、当時は慢性関節リュウマチと診断さ

れ、結婚後安田村を離れたこともあり、2007年までご自

身が水俣病だとは考えたこともなかったそうです。

　質疑応答（抜粋）
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「ただ、ほんとに私はわかりませんでした。関川先生に『想像はしていたけど、山田さんみたい

なケースもあるんだね』と言われ、そこからですね…。もしかしたら、他にも全然わかっていな

い人がいるんじゃないのか。水俣病でも家族にも言わない人がいるんじゃないかってことを思

い、マスコミの方にも応援していただいて、そういうことがあるってことをわかっていただきた

いなと…。」

　阿賀野患者会が中心としておこなっている「ノーモア・ミナマタ訴訟（第4次訴訟）」について

も、「裁判の原告になりませんかという話があったんですけども、どういうことで原告なのかも

よくわかっていなかった。最初はね、少しでも、私みたいに何も知らない人の掘り起こしになれ

ばと思って…」とおっしゃられるように、患者掘り起こしへの思いが非常に感じられました。そ

れは和解や国の動向について触れた中で「私たちだけが救われればいいとは思っていないんです

よね。今後手をあげられるであろう人たちの救済の道は残して下さいっていうのが最低条件です

よね」とお話になった言葉にもあらわれていました。

「仲良しクラブでスタートしたんだよね。裁判するために集まったわけじゃないんだよね」とい

う阿賀野患者会事務局長の酢山省三さんの言葉。第４次訴訟原告の阿賀野患者会の５人の患者さ

んとともに、とうとうと水の流れる中流域の阿賀野川を眺めた後、場所を移してお話を伺うこと

に。みな、当たり前のように川と共に暮らし、魚を食べて生活してきた人々でした。

権瓶十蔵さん（74歳）

「まさか毒の魚を食べるなんて…。阿賀野川は我々を育ててくれる恵みの川だったんです。役

場に勤めたこともあり水俣かどうかということも言えなかった。風呂に入るのも温度を感じな

い。足のしびれ、口もこわばってくる。患者会に加わるきっかけは、坂井さんに手帳申請を勧

められて、それからです。」

坂井正男さん（80歳）

　「実は昭和42年にね、水俣病申請したんですよ私…。そしたら棄却されましてね。平成７年に

政治解決があって、症状はあるからもう１回申請してみようと。それで直接県の公害課の方へ

電話したんですよ。そしたらね、今水俣病申請してもなかなか認定されないと。それよりも、

保険手帳を発行するから、各市町村窓口に行ってそれに申請したらどうだと言われて…。で、

申請してね、その時偶然権瓶さんと一緒だったから手帳だけでも申請して。酢山さんのところ

に世話になってます。」

権瓶義男さん（73歳）

　「ちょっとくらいどこか痛くても誰にも訴えないで我慢します。で、我慢しきれなくなった

ら病院かかろうかなってというのは今でもそう…。15、6年前ぐらいから、耳が遠くなり、同

時に目がおかしい。視野が狭くなるんです。手がしびれたり、こむら返りもします。趣味で碁

をやるも、石を持って置こうとすると震えで盤面の石をばらばらにしてしまう。検診を受ける

と、『あなたは典型的な水俣病です』と言われる。昭和電工、国にすごい怒りを持っているん

です。彼らに頭下げさせるということは世界でも同じことをさせないというのにつながるんじ

ゃないかと。だから闘いって、ずっと闘いなんじゃないかって…。」

阿賀野患者会の方々　（事務局長　酢山省三さん）の話
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西潟忠太さん（77歳）

　「魚を35年間捕っていました。漁法は釣り、延縄漁、

投網があるが、事業で30人くらい使って投網をやって

いました。投網は夜中にやる。川に住んでいる魚は

何でも捕れた。漁で川に腰まで浸かっていたもんだか

ら、帰って寝ようと思ったら体がほてってね…。それ

が長く続くもんだから神経痛という風に先生に言われ

ていたもんですよね。」

白倉静枝さん（83歳）

　「民生委員をやっていましたが平成10年で退き、平成20年まで相談員をやってきました。人に

はそんなことはこんな人に相談した方がいいよって、権限は持たないがアドバイス的なことを

してきたわけです。しかし、さあ自分のこととなると、立場上、自分のことは口に出されなか

ったです。知り合いから坂井さんを紹介してもらって、阿賀野患者会に。とてもありがたく思

ってます。以前は何が原因かわからず、めまいと吐き気と耳鳴りに悩まされまして…。」

…患者会を作ろうとしたきっかけは、坂井さんのような人の思いからですか。

「事務局の方で環を広げようとしてくれたことが要因としてあります」（坂井）

「患者さんの掘り起こしのために。患者会自らの会が必要だから」（酢山）

…患者会の活動は、どのような内容ですか。

「患者さんの要求を実現するための会で、患者さんが要求しているのは大きく二つで、水俣病患

者として認め、加害者が被害者に謝罪し、補償をきちんと払うという“救済”をしっかりする

ことと、原告以外も含めた全被害者の救済による公害の全面解決です。」（酢山）

「我々のやっていることは、結果的に全世界の環境汚染の原因のカットにつながる。この会はす

ばらしいことをしていると思うんです、阿賀野患者会っていうのは。本当に自分の利害だけで

は動いてないんです。こんな組織あまりないですよ。」（権瓶義男）

…被害者の会として他に和解において加害者に要求したいものはありますか。

「原告の最高齢は92歳なので被害者の救済が先決です。３本柱

があって、水俣病の被害者の掘り起こしのための健康調査と、

水俣病以外の人も使える介護施設を作る、慰霊碑の建立と慰霊

祭の開催です。」（酢山）

　最後に権瓶義男さんが加害者への思いを語りました。

「考えてみると、彼らに我々の人生を支配された、とられたっ

て感じがする、それは10年、20年という人もいれば、1、2年と

いう人もいる。水俣病になって体の自由がなくなったってこと

は、彼らに人生奪われたってことなんだ。」ーそれは“怒り”を冷静に語るという言葉が当ては

まるようでした。

　質疑応答（抜粋）
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中村周而さん　（第４次訴訟 弁護団長）の話
　中村周而弁護士は両肘を机につき体を少し前に出して、落ち着いた淡々とした口調で、まるで

言葉を探すように、ゆっくりと自分の生い立ちから話し始めました。その口調が最初に変わった

のは、第２次訴訟で国の責任を認めさせることができず、国に対し敗訴した際の「残念ながら負

けは負け」という言葉でした。この言葉を声を強めて言い、そして当時を思い出し悔しそうな表

情を浮かべておられました。

　「1992年の判決で、国に対して負けました。証拠関係からみてもおかしいと批判していました

が残念ながら負けは負けですから。そういった意味では私たちは一生懸命やったんですが、急に

なんか、（この敗訴が）脳に刻みついた後遺症のような感じになったんですね。1995年の政治解決

で私たちの水俣は終わったんだと。これで水俣の被害者はいないんだろうと…。」

　2004年の国・熊本県の行政責任を認めた関西水俣病訴訟の最高

裁判決の話になると、「私たちが負けて悔しい思いをした…“国

に対する責任”それは、最高裁が認めてくれたっていうことで、

うれしくて、私たちの主張も認められたということで少しホッと

した気持ちになったんですね。ただ、その時に、木戸病院の斉藤

（恒）先生に、九州ではこの裁判を契機に未認定の被害者さんた

ちが行動を起こしていることを知ってますか？ということを言わ

れまして、私は知らなかったもんですから、ショックだったんで

すね。」これが中村弁護士が再度、新潟水俣病に関わるきっかけとなりました。ノーモア・ミナ

マタ新潟全被害者救済訴訟（第4次訴訟）の弁護団長として、患者さんと向き合い、裁判、和解に

臨むこととなったのです。この訴訟への思いを話す中村弁護士の口調は強いものであり、参加者

に訴えるものでありました。

「私たちは４次と言うよりも熊本のノーモア水俣訴訟と連携しながらやっていこうという意味

と、これで水俣の最後の訴訟にしようということで、やっぱり生きてるうちに救済をというこ

と。そういう意味でこの裁判を契機に全被害者救済を中心にやろうと。だからこの裁判は自分た

ちの救済だけでなく、裁判に出られない人のためにも頑張ろうということで、ノーモア・ミナマ

タ新潟全被害者救済訴訟ということで、そういう形でやっているんです。」

　終始落ち着いた口調で話していた中にも、水俣病の患者さんへの思いや、訴訟に対する思いに

ついて語る時には、どこか自然に声が強くなり、その強さを感じました。参加者は事実の説明よ

りもそうした思いをノートに記していました。
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小山護さん・小池美夏さん（新潟県 福祉保健部）の話
　福祉保健部生活衛生課営業・公害保健係の小山さん、小池さんからお話を伺いしました。これ

までは被害者側の方たちのお話を聞いてきましたが、今回はその人たちを取り巻く社会の仕組み

に関する内容でした。

　主に水俣病対策の条例のこと、また法律による認定申請およ

び特措法による申請の違いなど制度のことを中心に説明があ

り、いままでとは切り口の違う話を伺うことができました。

　新潟県の水俣対策の特徴は独自に条例を作って、対応に当た

っているということです。この条例は県議会で全会一致で可決

されたこともあり、県民の理解を得てできたものだという見方

ができます。具体的施策は、①保健福祉の施策 ②教育啓発の推

進 ③地域社会の再生融和の促進ーこれらを大きな柱として進め

ていこうとしています。

　患者への偏見と中傷については、以下のように話されました。

「発生当初は劇症型の患者の印象が強かったが、現在苦しんでいらっしゃる患者さんは、ぱっと

見た感じでは普通の方のようにみえると思います。しかし実際には様々な症状を抱えていらっし

ゃる。県民の皆さんにも、実際にはこうした症状があることを理解していただきたい。条例の趣

旨としても理解していただく必要があるかと思います。それから、患者さんの苦しみを理解して

いく上で、私たちには何ができるのか、どういった形で支えていったらいいのか、そういった問

題提起できる取り組みもできるかなと思っています。そういったこともふまえつつ、様々な取り

組みを進めています。」

グループワーク：発表準備
　まずは「“公害地域の今を伝える”中で私たちができることは何か？」をテーマに話し合うこ

とからスタートしました。それぞれの意見や、感じたことを出す中で「どうしたら水俣病を社会

に組み込めるか」というキーワードから、水俣病の認識を広げるための場作り、その方法が話し

合われていきました。

　しかしながら、西村委員から「“外の私達だから聞けた話”や、関係性をつなぐ、ほどくとい

ったことが、必ずしもいいとは限らない。内に向けた取り組みは難しい。考えられる程度ならと

っくに解決案が出ている。」「無知、無力だからこそ、得たものを外へ。は可能」という指摘を

うけ、参加者の思いは混沌としました。「少しでも話を伺った皆さんに、地域にプラスになるも

のを残したい。患者さんたちのことを忘れたくないという思いはまちがっていたのだろうか？」

との思いに対し、「今は思いが共有できる場にいるが、帰ったらそれが意識に昇ることは少なく

なるからこそ、発信者として語ることができるかが大事。自分が今の自分とは違う自分に変わり

続ける中で、いかに周りに伝え続けられるかということ…これは“語ることを刻む旅”みたいな

ものだ」と、再度西村委員からの投げかけを受け、参加者である自分たち自身にとって、ふさわ

しい役割について考えることになりました。

　こうして、思いを忘れないために“８月８日”を外へ向けて発信していく「私たちの新潟水俣

病の日」として発表することになりました。
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私の
一言

あの夜のこと

西村　仁志 Ｃ班担当 企画委員

３日目の夜、Ｃ班のメンバーたちは、話し合いに行き詰まり、かなり悶々としていました。ここ

まで患者さんをはじめ新潟水俣病をめぐる関係者の方々から一緒に同じ話を聞き、食事を共に

し、滔々と流れる阿賀野川を一緒にみつめたことは、それ自体が得難い、ほんとうにすばらしい

体験でした。ところがアウトプットをしようとすると、途端に行き詰まるのです。参加者たちは

「患者会の方たちに自分のような外部の人ができることは何なのか」（大澤・参加レポートより）

「阿賀野川の暮らしも病気の苦しみも偏見も知らない、それとは程遠い生活しか知らない自分

が、当事者の方々の背中をそっと押すようなことができるのか」（清水・参加レポートより）という

自らへの問い、そしてツアー終了後にはそれぞれ家路につき、それぞれが一人になっていくとい

う事実と向きあいながらも、時間は確実に過ぎていきます…。

　しかし、ここで唸っていたスタディツアーのメンバーたちは、新潟の関係者の方々と確実に

「人生が交差」しました。明日からは、またそれぞれ別の道を歩むのだけれども、交差した事実

は確実に心の中に刻まれています。そして最終的に彼らは「8月8日を私たちの新潟水俣病の日

にしよう」という提案を発表することになります。それぞれが暮らす、それぞれの地において毎

年、8月8日には新潟での出会いを思い出し、語り、伝えること。こんなことを考えて発表したの

です。

　帰って一人になっても、その一人の心の中に完結してしまわずに、『私自身が「今を伝える」

役割を果たす人間に』（白戸・参加レポートより）なる決意が、悶々としたあの夜から生まれたのです。
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２〜３日目
Ｄ班

大形村（新潟市東区一日市）生まれの80歳。「阿賀野川の河口から上

流約４kmの地点、左岸の土手沿いにべったり１kmにわたって広が

っている70軒の農村集落」に暮らし、川とは密着した生活を送っ

ていました。８人兄弟の６番目で、新潟水俣病第１次訴訟原告団

長、近喜代一さんは長兄にあたります。近さん自身は、原告には

なりませんでしたが、お兄さんとは行動を共にして運動には関わ

っていました。1974年、新潟水俣病の認定申請をするも、翌年に

棄却。近さん以外、兄弟は全員認定を受けているという状況（親

子兄弟含めて9人が認定患者）です。

　1998年から「新潟水俣病被害者の会」の幹事として活動、2002年より「新潟県立環境と人間ふ

れあい館」の語り部活動を開始。語り部活動を始めたきっかけは、２次訴訟の和解への悔しさ。

「13年間も法廷に縛りつけながら、和解に引きずり込んでしまった。それで、情けないけれど

も、私は訴えるのを諦めた。その代わり、地域の人々、後世の人々に、今後絶対に新潟水俣病は

あってはならないのだということを伝えようと決意をした」と話されました。

●阿賀野川の水は、神様がくださっているんだ

「『川魚を食べたことがない』なんて、水俣病の偏見と差別を恐れて申し出る人がいたけど、本

当はみんな食べているんですよね。どんな客が来ようとも、阿賀野川の魚があれば、礼を欠く

ことが無いと、大きな顔をしていたんですね。川魚がいっちゃんうめえ、川魚に勝るご馳走は

ねえんだ、と―これは、水俣病が公表されるまで頑張って生きてきた親父がそう言っていた。

それは、その通りだったんです。『阿賀は命の川』だと言っても不思議はない。命の尊さなん

て、みんな自然から覚えたと思う。厳しい自然、包容力のある自然、素晴らしかったなと思

う。この生活が、昭和40年、1965年の水俣病公表の年まで続くんです。」

●新潟水俣病が公表されて

　「何はなくとも平凡な生活をしているところに、1965年６月12日、突然の水俣病の公表があっ

て。村の人たちは、薄々は変な病気があると感じていたみたいなんですが、はっきりした情報

や知識があるわけない。村の人たちは大騒ぎですね、知識が無い、情報も無いから…。そうこ

うすると、やっぱり偏見と差別の問題がポツポツ出てきた。偏見と差別というのは、言われる

方はものすごくきついんですね。言う方は簡単に言うかもしれんけれども。直接言われたわけ

ではなくても、全部自分への差別・偏見として受け止めてしまう…。本当に、てんやわんやで

した。」

近 四喜男さん　（新潟県水俣病被害者の会 / 語り部　80 歳 ）の話
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●県や国の対応は、村の人たちの心配を解くことにはならなかった

　「新潟県の取り組みは非常に早かった。公表の４日後に、新潟県と新潟大学が調査団を編成

して、1万9,000人を対象に調査に乗り出しているんです。それはまっこと、早く取り組んで頂

いたことには感謝しているが、村の人たちの心配を解くことにはならないんです。村の人たち

は、どんな魚を、どれくらいの量食べたら水俣病になるのかという心配があったんですが、県

と大学の目的は、患者をどう調査していくか、ということになっているわけだから、全然目的

が違っていました。」

●水俣病の気はあるけれども、認定するには至りません

　「新潟水俣病が公表された1965年当時（当時35歳）は、裸足になると、足の親指がキーンキー

ンと響いていた。しかし、うちの親父の症状を

見て、（劇症型の）あれが水俣病だと思っているわ

けだから、とても自分が水俣病だとは思えなかっ

た。耳がちょっと遠くなり始めたなあと、心配は

していたけれど。あぐらもかけなかったんです。

（中略）兄貴が死んで情報が無くなってきたし、

水俣病には劇症型と緩やかな型、さまざまあると

いうことを知って、1974年、認定申請をしたんで

す。それで、水俣病研究の第一人者の椿忠雄教授

に総合的な判断として、『水俣病の気はあるけれ

ども、認定するに至りません』と言われたんです。」

●なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうなあ

　「後頭部と前頭部が同時に痛くなる。耳は、常に耳鳴り―今もゴーゴーと鳴っている。それか

ら手と足の痺れ。左足のこむら返り―これはもう、強烈ですねえ。なんと言っても一番困るの

は、痺れや痛みで夜中に叩き起こされること。決まって夜中の３時ごろ、しかもほとんど、寒

い時に症状が出て、起こされてしまう。てんかん薬も試してみたが、副作用がひどくてやめま

した。もう一つ困るのは、耳のせいで家族と団らんできないこと。医者に聴力を測ってもらっ

たら『あんた随分酷い。水俣病特有の、音は聞こえるが、言葉の判読が出来ていない』と。だ

から、昔の友達とか、喋りそうな人たちを避けてしまう―本当は喋りたいんだけれども…。な

んでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうなあと、本当に残念でしょうがない。」

…今の生活で、阿賀野川の恵みとの関わりはありますか。

　「このヒアリングのために故郷の村で話を聞いてきたんだが、当時と今を比較すると、川の価

値なんてねえなったがね（無くなった）と。全く川には縁が無くなった。もちろん水道水は上流

から引いているわけですが。当時の阿賀野川の生き方と今の生き方っていうのは、まるっきり

関係なくなったわね。だいたい、阿賀野川の淵に下りていくところがねえんだ…。草がボウボ

ウ、木も生えて。しかも水を制するコンクリートの杭が５、６列打ち込まれているわけだから

水辺まで下りていかれねえ、触れない。川魚を獲っている者もいねえって言ってました。」

　質疑応答（抜粋）
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…水俣病が発表されたときに、村の人々は、どのようなことを心配されていましたか。

「立場によって違うんですけれども、お母ちゃんであれば、『うちの長が、もしそういう病気に

なったら、怠け病みたいに言われるけれども、どうやって生活していけばいいのか』と心配し

たりする。差別と偏見というのもあって、隣近所もなかなかうまく話が通じない、そういう空

気があるわけです。心配が心配を生む、非常に悪循環があったんじゃないかと思う。絆が壊れ

ないように『うちは魚を一切食べたことないし、訴訟を起こすこともないし、お金の心配もな

いから、今まで通り付き合ってくれ』と言う。やっぱり、お金の問題が敏感に反映されるんで

すね。お金のことになると、いくらか目の色が違ってくる。」

…ご自分の兄弟が認定されたのに、自分が認定されなかったことについてはどう思われますか。

「兄弟と毎年、この２～３年、旅行しているんですけれども、やっぱり会ってもね、水俣病の話

はしない。それぞれが、痛みと悩みを持っているけれども、聞かれなければ、自分から言うこ

とは無い。聞けば、兄弟だから細かく言うけれども、聞いて楽しいもんじゃないから、面白く

ないよねえ。酒の肴にして聞けるくらいだったら良いんだけれどもねえ。」

…近さんご自身の友人関係に、何か変化はありましたか。

「こうやって語っている人間には、なかなか偏見や差別というのは来ないんですよ。うちの家族

は、人から『どうしてわざわざ表へ出て語り部になるの、しかも認定もされていないのに―認

定されている人が伝えていくのが本来なのに―』と言われたことがありますし、（近さんの奥さ

んは）『差別と偏見はまだ残っている、私は、わざわざ出る必要は無いと思う。語り部をやめ

てほしい』と言ってるんですね。私の上の兄は今年認定されたんですが、『お前のところは、

水俣御殿』と孫づてに言われて。もうそれで、『俺は水俣病のミの字も言わない』と決めちゃ

った時点があったんですよ。」

…新潟で、水俣病に対する認識はどのくらい進んでいると感じておられますか。

「私の村の人たちを見ていて、関心はぐっと薄れましたねえ。無関心というのと、差別と偏見が

なくなったというのは、違うと思いますが。」

フィールド見学　（FM 事業を通して）

　新潟県は、2005年6月、新潟水俣病40年を契機に「ふるさとの環境づくり宣言」を発表

し、2007年に、県・流域市町やＮＰＯ法人、地元の方々からなる検討会を結成して「フィールド

ミュージアム事業（ＦＭ事業）」が、スタートしました。

　ＦＭ事業では、流域行政・民間・流域住民が一体となって新潟水俣病と向き合いながら阿賀野

川流域地域の地域づくりに取り組んでおり、その実践として、「ロバダン」（地域の人たちとの炉端

談義）、イベント（地域再発見講座、パネル展）、情報発信（紙芝居、ニュースレター、ブログ）、環境学習

（プログラムづくり）に取り組んでおり、それらの事業について、15名ものスタッフがフィールドを

体験しながら紹介をしてくださいました。
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　紙芝居『草倉銅山物語』の観賞や、銅山跡地の見学で

は、「鹿瀬では明治期に草倉銅山という銅山が栄えてい

た」という史実を楽しみながら知ることができたものの、

移動中のバス車内では、「なぜ私たちが草倉銅山を見学す

るのか…」という疑問の声や、「草倉銅山は、新潟水俣病

といったいどんな関係があるのか」と、困惑した様子の参

加者もありました。昼食時や移動中にＦＭ事業の説明を受

けたものの、自分たちの目的である「新潟水俣病を学ぶ」

ことと、どう関連づけて理解すればいいのか、とても戸惑っているようでした。しかし、旧昭和

電工鹿瀬工場の外観や排水口など、「新潟水俣病」と直結しているスポットでは、説明を聞きな

がらメモを取ったり、地図で場所を確認したりしながら見学するなど、積極的な様子でした。午

前中の近さんのお話と重ね合わせながら、より「新潟水俣病」を実感しているように見受けられ

ました。

　行程の最後に、昭和電工鹿瀬工場の社宅が明

るくにぎわっていた頃のデジタル写真集（「昭和

電工㈱鹿瀬工場社宅　ハーモニカ長屋から眺めた風景　写真

で綴る鹿瀬・昭和電工・阿賀野川」）を観賞し、ＦＭ事

業が、阿賀野川流域の「光」（草倉銅山の繁栄、昭和

電工による鹿瀬町の発展）にも「影」（新潟水俣病）に

も向き合い、地域づくりをしようとしていること

が、徐々に実感でき始めました。

　またＤ班の対象が、他の班に比べ“地域再生”

の扱いが大きいため、高野秀男さん（新潟水俣病共

闘会議）から、「地域再生と被害者救済はワンセットでなくてはならない。ＦＭ事業でも、この

２つのバランスを取るべき」という発言もありました。
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波多野 孝さん（小学校教員／新潟水俣病教師用資料作成委員会）の話

【感想発表】

　阿賀町役場鹿瀬支所から宿舎に戻るバス車内で、一人ずつ感想を述べました。「新潟水俣病を

昭和電工の側から見るという新しい視点が得られた」「公害という問題に対して、自分がいかに

関心が無かったかを思い知らされた」「鹿瀬の町の人々の想いも聞いてみたい」などの声が上が

っていました。

　また、参加者からの「ＦＭ事業を通して、新潟水俣病に対する差別・偏見は少なくなったか」

という質問に対しては、「ＦＭ事業によって劇的に変化があったということは、ひいき目に見て

もまだ無い。しかし、『差別・偏見』の一方で、実際に地元に入って、ロバダンなどを通して色

んな人と話し合うなかで、『差別・偏見』とはまた違う、色んな感情、さまざまな感じ方がある

ということが、少しずつ分かってきた」と、同行された新潟県職員がお答えくださいました。

　さらに、「写真集のなかに、『新潟水俣病』という言葉が（※新潟水俣病公表の新聞記事が映される以

外は）出て来なかったが、それはどのような意図か」という質問がありました。同じく職員の方

からは、「今年３月に地域再発見講座でこの写真集を初めて上映する際、その講座のチラシに、

『新潟水俣病』という言葉を使うのは、鹿瀬の町の人々にとっては、ちょっとまだ早いんじゃな

いか、という声があった。そういう経緯も関係している」との説明がありました。その上で、「

ＦＭ事業は、鹿瀬の町の人々とキャッチボールし合って、近づいている雰囲気がある。キャッチ

ボールしている距離がどんどん縮まっている。多分、縮まれば縮まるほど、『新潟水俣病』の様

々な面を伝えやすくなるのではないか」との展望を話されました。

　波多野さんのお話は、まだ水俣病教育が特別視されていた時期

から熱心に手探り・手作りで授業を実践されてきたこと、ここ５

年で水俣病教育を取り巻く環境が変化してきたこと（知事の「ふるさ

との環境づくり宣言」以降、水俣病教育がしやすくなった）、教員みんなが

新潟水俣病を指導できるような指導案づくりに取り組み、それら

が全県の小中学校に配られるようになったことなど、波多野さん

の「子どもたちに新潟水俣病を伝えたい」という想いが、ひしひ

しと伝わってくる内容でした。

　また、波多野さんが「新潟県に生まれた以上は、新潟水俣病を

知らないといけない。それは義務だと思うんです。新潟県での水俣病教育は、本当にこれからな

んです。」と力強く繰り返しおっしゃった言葉が、メンバーの心に強く残ったようでした。

　さらに、メンバーの問題意識を大きく前へ進めたのは、波多野さんが、子どもたちに一方的な

見方（企業が悪い、鹿瀬が悪い）だけを指導してはならない、と言われたことでした。「地球規模で

考え、足元から行動せよ」というスタンスで子どもたちに指導しているというお話を聞き、「新

潟水俣病を伝えるために、自分たちが出来ること―抽象的なことではなく、具体的な、本当に自

分が出来ることを考えよう。」という意識が芽生えていきました。

…新潟水俣病には光と影があるとのことですが、企業を責めるのは簡単で、みんなもある意味加

害者だというお話について詳しく教えてください。

　質疑応答（抜粋）
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「石油からプラスチックを作る前の時代、その時は、石灰岩があって、電力も保証されていて、

人件費も安い鹿瀬で、それを作っていたんですよね。ちょうど高度成長期、そういう生活が良

くなる物を、私たちが求めていた時代―その時にチッソがあって、昭和電工があったんです。

そして我々は、それによって暮らしが良くなってきた。そういう意味では、『需要と供給』と

いうことですよね。実は私たちも、チッソや昭和電工が製造したものを使っていたんです。そ

れで便利になった。それなのに、そういうものを作って公害を起こした企業だけを責める、そ

れでいいのかな、と思う。私たちも恩恵にあずかってきた、生活が便利になった―そんな想い

を持っておかないと。恩恵を受けていた私たちだって、下手すると加害者の一人になる。加害

の一端をどこかで担っていたのかなと思う。企業を責めるのは簡単―実際に悪いことはしてい

るんだけれども。でもそれは誰かが求めたから―それは我々人間なんだよ、という側面も忘れ

てはならない。この指導案にも、その視点は外せなかったんですよ。」

　「私たちがいま生きているのは、被害を受けた人たちの犠牲の上で生きているんだということ

を、押さえなくてはならない。批判だけからでは何も生まれない、先を見ていかないといけな

い。そのためには、子どもの時から、色んな見方をさせていかないといけない。一方的な見方

を指導者がすると、子どももそうなってしまう。子どもたちが『あの時は、水俣病が起こって

もしょうがなかったんだ』と思うのが一番怖い。下手な授業すると『しょうがない、でも今は

そんな公害が、病気が無くて良かったな、私たちは関係ない』と思われる。水俣病は、差別す

る側とされる側があって、される側のなかでも、また差別がある。例えば認定患者と未認定患

者。もう一つは、裁判で原告になっている人となっていない人。そこでもまた差別がある。そ

ういう複雑な構図があるわけです。その辺も、新潟県特有の人権問題です。色んなところに行

っても、『新潟水俣病』を言いやすい環境になってきた。さっき言ったように、本当に『これ

から』なんですよね。新潟県の教員が、私を利用してくれればいいと思う。私は、新潟水俣病

の授業をする『特別な』先生だなんて言われるんですけれども、でも、新潟水俣病の授業をや

っていることが『特別』なのがおかしい、『普通』にならないとおかしい。」

…新潟県の教員の、新潟水俣病への関心はどのくらいありますか。

「中学校の社会科の教員は、わりとあると思います。教育系大学出

身の小学校教員は、こういう公害とか環境問題を、大学で深くや

らないでしょ。知っていても、興味関心というところまでいかな

い。いかんせん小学校の教員は忙しいから、５年生の社会科の単

元で公害が出た時に、四大公害のなかで特に新潟水俣病に力を入

れて教える時間的な余裕も無い。『教科書を』『書いてあること

だけを』教える先生がほとんどじゃないですか。それで精一杯。

でも結構、小学校の教員も研修でふれあい館に来ているんです

よ。でも来て終わりだと思う。ビデオを見て語り部さんのお話を聞いて、それで終わり。授業

に活かそうというのは難しい。私の周りで新潟水俣病の授業をやっている教員はほとんどいな

い。地球温暖化とか砂漠化とか、そういうのは教科書に丁寧に書いてあるんだけれども、新潟

水俣病のことも熊本水俣病のことも、ほとんど書いていない。それを『教材』にまで持って行

くのは、ほとんど不可能だろう。だから、指導案を作る運動をやった。だから、これからなん

ですよ。新潟県は、これから始まるんです。この指導案が全県に配られて、義務教育課の後押

しがあって、本当に指導案を実践してくれて、やっとこれから始まる。」
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…実際、阿賀野川流域の子どもたちは、おじいちゃんおばあちゃん、親の世代から話を聞いて、

偏見や差別を持っていたりするのですか。

「今はそんなことはないと信じているんですけれどもね。阿賀野川は長いから、市町村で温度

差があるんです。それが阿賀野川の、新潟水俣病の難しさなんですよ。熊本の水俣は、湾じゃ

ないですか。水俣市全体が侵されたので、水俣市全体で再生しようという気運がある。新潟は

それが無い。患者さんが多かった河口では、そういう運動が盛んだけれども、上流へ行くと原

因企業があるところではなかなか出来ないという温度差がある。鹿瀬に勤めていた教員の話を

聞くと、水俣病のミの字も出せなかったよ、と。でも今回、この指導案がきっかけになると思

う。県が、これをやりなさい、やらなきゃだめだよ、って言っているんだから、鹿瀬もやらな

きゃいけないんです。今までは、そんなことをやったら特別な目で見られた。でも、『県がや

りなさいと言ったからやる』というのは、一つのきっかけになりますよね。だから本当にこれ

からなんですよね。この指導案のベースには、『新潟水俣病は大きな財産なんだよ、知らない

では済まされない』というのがあるんです。最初は、誰でも出来るかな、くらいの、不完全な

もので指導案を提示している。だから、先生もこれを見たら、やれると思います。手近なもの

で出来るようになっていますから。マニュアルです。県外から新潟県の教員になった人でも出

来る、というのがコンセプトになっています。」

…水俣病の授業に対する保護者の反応はありますか。

「授業に対する保護者の反応は特にありません。ですが、今尋ねられて、5年前から県が主催し

ている、水俣市との交流事業での保護者の反応を思い出しました。私は、最初の年に交流事業

の引率をしたのですが、参加する子どもを選ぶにあたって、親の了解を取らないといけない。

親と面談をすると、最初は『え、水俣？熊本？』という雰囲気だったんです。でも帰って来て

から変わるんです。まず子どもが変わりますよね。現地行ってこんなの見た、こんなの聞いた

と、それが親に伝わるんですよね。すると家の中で、水俣病や公害に関しての会話が出来るよ

うになる。それで、今まで気にとめなかった、水俣病を取り上げた新聞記事だとかテレビだと

かを親も見るようになる。親はなかなか変わらないけれども、子どもたちが授業を通して『水

俣病を知る』というだけでもいいかなと思う。将来ある子どもたちのために頑張っています。」
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私の
一言

マイナスをプラスに、エコツーリズムを目指して！

板倉 豊

　Ｄ班は１日目に大形村生まれの近四喜男さんのお話を伺いました。近さんは８兄弟の６番目で長兄は新

潟水俣病第１次訴訟原告団長の近喜代一さんです。近さん以外は兄弟親ともども９人が認定患者であるの

に近さんだけが未認定患者さんです。けれどめげずに「新潟水俣病被害者の会」の幹事として語り部とし

て活躍されています。「阿賀野川の水は、神様がくだされているんだ！」という川漁師魂を発揮し、豪放

磊落な語り口は聞く人を勇気づけ、人なつっこい人柄は聞く人を魅了します。

　その後、フィールドミュージアム事業（以後FM事業という）の主催する「阿賀野川え〜とこだ！環境学習」

プログラムのお試し版を体験しました。まずは元川船宿の「塩屋橘」で川船の底がテーブルというしかけ

で、とても美味なる掻き揚げそばをいただきながら紙芝居「草倉銅山物語」を拝見しました。地元の美味

なる物を賞味するというのも大事なエコツーリズム体験の一つであると思います。

　続いて、旧昭和電工鹿瀬工場の何かルーツ的なものを予感する草倉銅山跡地に向かいました。いにしえ

にはかなりの人々が住んで生活した後に夏草が覆い茂り、まさに「つわものどもがゆめの跡」。足下には

銅製錬時のスラグや瀬戸物の破片が落ちていました。高台から旧昭和電工鹿瀬工場を俯瞰し、高野さんの

説明を伺います。熊本水俣病のチッソ工場と違って主力がほとんど撤退し、今は少数の従業員がひっそり

と働いているらしく当時の面影が想像できない景色が広がっていました。

　最後は、地元の教員の波多野孝さんから教員として新潟水俣病を教材にして児童や他の教員達に伝えて

行くかの苦労話を伺いました。

Ｄ班担当 企画委員

グループワーク：発表準備
　ヒアリングとフィールド見学を終えて、印象的だった言葉を全員で出し合い、「なぜこれが印

象的だったか」について話し合う過程で、参加者それぞれが、「私は新潟県出身で…」「私は小

学校教員で…」「僕は教員を目指していて…」と、自分のバックボーンを明らかにするようにな

りました。お互いの問題意識や関心を確かめ合うことが出来、より活発に意見が交わされるよう

になりました。

　中間発表を終えたのち、新潟水俣病を伝えるために、自分に何が出来るのか？何が提案でき

るか？という疑問から話し合いがつづけられました。そして参加者の中から、「新潟水俣病を

伝える」ための鍵となるのは、「新潟水俣病の『光』と『影』」ではないか？新潟水俣病の、

何が「光」で、何が「影」なのかを考えることで、新潟水俣病を伝えるために必要なことが、見

えてくるのではないか？という投げかけがありました。また、「新潟水俣病を伝えるために、自

分たちが出来ること―抽象的なことではなく、具体的な、本当に自分が出来ることを考えよう」

という意識が芽生えました。それが、発表交流会での「宣言」に繋がっていきました。
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A 班

9:30ー会場（環境と人間のふれあい館）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、引き締まった面持ちの参加者・関係者、そしてマスコミの方等。開会の挨拶に続き、

Ａ班から順に３日間を通じて得た体験や実感を発する「発表交流会」が始まりました。

＜ご来場くださった方々＞

福島市男さん（元・新潟日報記者）、坂東克彦弁護士（２次弁護団長）、高野秀男さん（新潟水俣病

共闘会議）、旗野秀人さん（冥土のみやげ企画）、酢山省三さん（阿賀野患者会事務局長）、近四喜

男さん（新潟水俣病被害者の会）、波多野孝さん（小学校教員）、阿賀野川流域地域フィールドミ

ュージアム事業事務局の皆さん、塚田眞弘さん（新潟県立環境と人のふれあい館館長）

　２日目、３日目にお話を伺った方々を写真と地図で紹介した後、ヒアリングを通じ感じたこと

として伝えることが人を変える原動力になる」「話し手が語り伝えるその姿から力をもらった」

「お話をしてもらいながら、私たちのことを信頼してくれたから語ってくれた。そういう関係を

感じた」…と語り、「その信頼を受けた私たちだからこそ、動き出したい」と続けました。

　また、「坂東弁護士は“公害裁判発祥の地”としての記念碑や有害水銀による汚染発生地に碑

を…と語られたのに対し「ノーモア・ミナマタ訴訟被害者の会の方もまた、“慰霊碑の設置”

や”慰霊祭の開催”を願っていた」との話を挙げながら「異なる立場の方々も、進みたいベクト

ルや望んでいる方向性が共通していると気づいた」と話しました。

　最後に、「“もやい直し”との言葉の持つ意味について皆で考えた」「このスタディツアーも

また、もやい直しの一部ではないかと感じた」と話し、「風化させないために私たちにできるこ

とは、“伝える”こと。」「“伝える”ことには力があると感じたので、まずはこのスタディツ

アーで感じ、考えたことを新聞に投書します」と提案。「言葉にすることを通じて発信していき

たい」「発信することで患者さんにも“伝えることは意味がある”と背中を押せたらとの思いも

ある」と力づよく発表しました。

　来場者からは「発表の中に“水俣病をタブー視しな

い社会にするには、語り部が語ることが大切”とあ

ったが、なぜ被害を受けた方々は語らないのか…とい

う背景について、皆さんはどのような議論をしました

か？」との質問や「“信頼してくれたから話してくれ

た”とあったが、どのように信頼を今後この地域で生

みだしていくかが重要だ」との感想や「新聞を使って

投書するという発想はユニークで驚いた」とのコメン

トがありました。

　また発表交流会後、メンバーは坂東弁護士のもとに集まり、発表に使ったパワーポイントを見

せながらもう一度ミニ発表を行いました。中には坂東さんを前に涙を流している人もいました。

その涙の裏側にある気持ちは、メンバーだけでなく坂東さんも感じていらっしゃるようでした。

４．4 日目　発表・交流会
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Ｂ班
　「安田のおじいちゃん・おばあちゃん」とのテロップと共に始まったスライドには、３日目の

フィールドワーク先、千唐仁集会所でのお昼を囲む風景が映し出されました。元気な姿や、美味

しい手づくり漬物の差し入れ、丹精込めて育てられたスイカを堪能…と様子を紹介しながら「元

気いっぱいで、笑顔が絶えず、美味しいものに囲まれた時間でした」「まるで田舎、ふるさとに

帰ったような懐かしさがありました」…と楽しさのわき上がる報告が続きました。しかし「一見

元気に見える方々の背景に何があったのか」とつなぎ、２日間で出会った方々の顔ぶれと、そこ

で感じたことを紹介しながら、その背景の複雑さに触れました。

　坂東弁護士の「地域には地域の常識がある。地域に入り込まないとわからない」との話や旗野

秀人さんの人柄に触れ「旗野さんは、人が人として仲よくなるために活動をされています」と紹

介。高野秀男さんの「公害の根絶を目指して闘う姿に身のつまされる思いだった」と語る声が震

える参加者の様子に、会場も胸の高ぶりを感じながら発表を聞きました。最後は、「立場の異な

る人たちが色々な形で患者さんへの支援を行っていることに触れ、今後、患者さんが生きやすい

システムをどうやって作っていくかが課題だ」と話し、渡辺参治さんが千唐仁集会所で披露して

くださった“ドンパン節”を再生、その伸びやかな歌声の先に“生きやすい社会”のイメージを

少し掴んだ発表者の顔つきが印象的でした。

　来場者からは、「いつも、新潟水俣病は熊本と比

較されるが、今の発表は“比較”ではなかったこ

と、新潟で見聞きして感じたことを発表していたこ

とに感謝します」との感想、「小武さんを紹介され

る際に“未認定”と表現されたが、これに変わる言

葉はないのだろうか。これはメディアの言葉。メデ

ィアの言葉に囚われずに、発信してほしい」との意

見をいただきました。

Ｃ班

「新潟水俣病のいま」とのタイトルをつけた発表は「まさか、自分が水俣病だったとは思わ

なかった」と語られた山田サチ子さん（４次訴訟原告）の言葉とその経緯、また、時折使われた

「（水俣病であることは）みっともない」との表現の紹介から始まりました。また、阿賀野患者会の

皆さんの話からは「自分の人生を狂わされた」と語られた言葉を紹介しつつ、「昭和電工への怒

りや今後への不安を今なお持っておられることに衝撃を受けた」と語りました。その他、中村周

而弁護士（２次訴訟弁護団・４次訴訟弁護団長）の「これを最後の訴訟にしたい」との思いや、新潟県

保健福祉部生活衛生課の方々の「熊本、鹿児島との違いは条例を作っていることです」との話を

紹介した上で、班としてどのような話し合いのプロセス踏んだのか、「私たちの提案は、今この

地にふさわしくないのではないか」と渾沌となった様子を話しました。

　そして、様々な立場の人がつながる「場所づくり」が必要だとの視点から、“昭和電工と患者

さん”“患者さん同士”“地域の人と患者さん”がつながる重要性や、『阿賀に生きる』にヒン

トを得た“それぞれの新潟水俣病フィルム”との提案がなされました。
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Ｄ班

　しかし、「私たちは色々な方の話を伺ってこれらの思いに至ったが、これは“私たちの思い”

ではない」とし、「今日、８月８日を私たちの新潟水俣病の日にします」と宣言。慰霊碑や慰霊

祭は、少し遠い存在だが、自分にとっての“新潟水俣病の日”を持つことで、意識を向けられる

のではないかと語る姿に、会場中の背筋が伸びた瞬間がありました。「0:00〜始まった今日、８

月８日…来年私自身はどう過ごしたいか」と語るメンバーの眼差しの強さを感じた発表でした。

「光と影と共に〜私たちが見た新潟水俣病〜」と題し、立場によって、光が影になり、影が光

になることから、自分たちの見た『光』と『影』を取り上げたＤ班。近四喜男さんの話から

は、“阿賀野川＝私・皆の命の川／県の対応／新たな絆”を光とし、“病気による身体的影響／

人間関係（家族・友人・地域）のひずみ／阿賀野川の恵みと無縁な現代の生活”を影として紹介し

ました。　また、阿賀野川流域フィールドミュージアム事業（FM事業）を通じては、“県が率先

して、新しい切口としての鹿瀬地区に踏み出す勇気／水俣病を学びたい人が鹿瀬地区等に足を

運べるようになったこと／阿賀野川流域地域で忘れられつつある歴史の掘り起こし”を光とし

て、“ツアーの内容において、新潟水俣病の患者さんの現状を知ることができない／広大な阿

賀野川、様々な価値観、その中で事業を行う難しさ／昭和電工は車窓からしか見ることができな

い／（今後）続けられるか？根づかせられるか”を影として伝えました。

　その上で、これらの光と影を見た自分たちが、伝

えていくために「僕たちにできること」を一人ひと

りが自分の言葉で宣言しました。

「大学でこのスタディツアーのことを紹介する集ま

りを企画します」「旅行会社に勤める友人に会いに

行き、スタディツアーを商品化するようにプレゼン

をします」「学校現場に戻って、子どもたちにわか

る言葉で自分の体験を語ります」など、一人ひとり

が考え抜いた「宣言」が続きました。

４日目
ふりかえり

昼食後、今回のスタディツアーに関わった参加者・スタッフが一
言ずつ感想を述べました。限られた時間とはいえ、それは、語ら
れる言葉の重みを全体で噛みしめたひとときとなりました。
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　過ぎてみれば、あっという間の４日間でした。とても充実し、多くの出会いと、共感、学びがありました。

　新潟水俣病は、現地にいる私でも子供のころはそれほど身近な問題として感じてはいませんでした。それ

は、新潟は水系が阿賀野川と、信濃川に分かれていることにも起因していると思います。川の水の汚染では

切実な問題として飲料水の取水が最初に意識されます。しかも、川魚を多く食べた人が発症するということ

で、新潟市でも場所により関心には濃淡がありました。また、正式な授業として学校で取り上げられた記憶

がありません。私も友人や知り合いに患者の方がほとんどいないこともあり、学生の頃は身近な問題として

捉えられずにいました。大人になってからも、阿賀野川ではカヌーや、自然環境保護の活動、本校の実習場

が中流域にあることなど、フィールドとして利用していました。かかわっていたＮＰＯの関係で新潟水俣病

にふれることはありましたが、どちらかといえば積極的ではなかったと思います。

　その私がかかわりを深めたのは、阿賀野川フィールドミュージアム事業（以下ＦＭ事業）に参加したこと

からです。この事業は、新潟水俣病に向き合い、学ぶことで地域のきずなや自然の共生を紡ぎ直し、よりよ

い未来を住民とともに作っていこうとする取り組みです。私が主に取り組んでいる自然保護や生物多様性の

保全もその基礎は人間社会にあります。その意味で公害教育もまた、同様に社会全体として意識し行動する

ことにより解決していくしかないと感じます。そのためには、公害の発生した歴史をたどり、その構造を理

解し教訓をくみ取り、新たな環境の危機に対峙する必要があると思います。何よりスタディツアーは公害の

現場に行き、関係者の生の声を聞き、様々な事実を学び、受け止めることが大きな魅力です。多様性のある

アプローチといえると思います。

　このスタディツアーは環境教育として一般市民、教師、そして何より企業の社員教育に使えると思いま

す。今回のツアーはその意味で多くの方が体験できるモデルケースになるのではないでしょうか。患者さん

の生の声、その思い、弁護士の方の戦い、報道の在り方、そして地域で患者さんを支えてくれた方、これか

らの阿賀野川流域のもやい直し。その一つ一つが公害、環境、自然にこれから私たちがどう向き合っていく

かの大きな指針になるのではないかと思います。

　私自身も、現在、ＦＭ事業に携わっていますが、これから患者さんと地域、企業、そしてより広い人々と

のかかわりを深めることのできるような事業にしていきたいと思います。そして、私自身もこの事業に今後

も関わりを続けていく決意を深めたこのスタディツアーとなりました。

　ＦＭ事業の担当者からもこのツアーのおかげで、「ずいぶん事業のソフト面が進み一つの形が出来上がっ

た。」との感想ももらいました。事業の内容が固まり、飛躍的に進んだとのお礼もいただいています。紙芝

居や映像、草倉銅山や昭和電工の工場跡地の見学など体験していただいて率直な意見も参考にしていけると

思います。また、原因企業の昭和電工との会談もこれからの希望をもてるきっかけにもなると思います。

　最後に最終日の発表交流会の感想を述べたいと思います。いわばこのツアーのハイライトといえるこの発表

ですが、皆様の真摯な学ぶ姿勢と感想は、また新しい交流のきっかけを新潟の皆さんに与えたと思います。第

三者としての客観的な意見や感想はとても良い刺激を新潟にも残しました。これもまたスタディツアーのすば

らしいところです。「学びあい」の重要なことがとても強く印象に残りました。新しい出会いや繋がりが出

来、様々な形でこれから発展していくことを心より期待しています。皆さんと、あおぞら財団に心より感謝

いたします。本当にありがとうございました。　　

　

　 　 　 　 　                                          （日本自然環境専門学校

                                      　　　　 五十嵐　実／現地スタッフ）

現地スタッフからの便り
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スタディツアーを終えた翌８月９日、
参加者・スタッフの計10名で新潟水俣病の原因企業である
昭和電工へのヒアリングを行いました。（於：昭和電工（本社／東京）

　対応してくださったのは、昭和電工ＩＲ・広報室に所属する職員

３名。昨年行われた富山でのスタディツアーの様子とイタイイタイ

病の原因企業である神岡鉱業の対応、新潟でのスタディツアーの様

子を説明した後、昭和電工からの説明と、参加者からの質疑応答が

ありました。

●新潟水俣病への責任と環境への取組説明

　まず、最新版（2010年度）のＣＳＲレポートを配付いただき、冊子はダイジェストの位置づけで

あることや、詳細についてはｗｅｂサイトで紹介されていることなど、企業としての環境に対す

る取り組み状況について説明されました。

　続いて、新潟県の鹿瀬にある関係会社“新潟昭和”の会社案内を配布いただき、鹿瀬地区にお

ける取り組みや、新潟水俣病にどのような事業の取り組みを行ってきたかというのを変化に関す

る紹介をされている旨、説明を受けました

　なお、新潟水俣病について昭和電工が果たした責任を「患者の人たちの被った経済的な損失、

肉体的・精神的苦痛を和らげるために、原因企業としてできる限りのところで真摯な態度でいろ

んな取り組みをしてきたのではないか」と話され、裁判でのことを具体的に挙げられました。

「第１次の新潟水俣病の訴訟の時は、一審の判決で不利な結果がでたとしても“控訴しない潔

さ”という形で責任を果たすのが、ベストではないかと決断をしたこと」「第二に、判決が出て

約２年弱の期間を経た時点において、被害者と昭和電工の双方が納得できるようなことを出せた

こと」として、社会的な責任を果たした取り組みとしてあげられました。

　また第２次訴訟については、「地域の再生・振興、その参加協力する趣旨に賛同するという形

で新潟県に対して総額で約３億円近くの寄付を行ったこと」を挙げ、その寄付金の一部が“環境

と人間のふれあい館”建設資金や、新潟水俣病の書籍出版の資金に充てられたことに触れなが

ら、「間接的とはいえ、県の行う啓蒙活動の事業に責任を果たした」と話されました。

　あらかじめ、ヒアリング項目として依頼していた“地域貢献”とのキーワードに対しては以下

のように話されました。

「地域貢献については地域の雇用というところに尽きると思う。鹿瀬地区における新事業をこの

地に持ってきて地域の方を雇用することをしてきた。しかし経済構造が大きく変化した。地方で

生産拠点を構えるより海外で生産活動を行った方が経済合理性としてはかなう…。鹿瀬地区の雇

用はかつての何千人と雇用していた時代と比べるとかなり小さなものになったが、従業員や協力

企業の雇用は100人〜200人レベルで維持している点では、少しは地域貢献している。」

５．昭和電工株式会社 ヒアリング
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　最後に、環境に対する取り組みとして“レスポンシブル・ケアマネジメント※”のご説明があ

りました。1995年３月に「環境・安全・健康」に関する経営方針であるレスポンシブル・ケアに

関する行動方針を策定し、社内にレスポンシブル・ケア委員会というものを設置したこと、省エ

ネルギーの推進、温室効果ガスの削減、化学物質排出の削減、大気汚染物質の削減、リサイクル

の推進などに取り組んでいること等に触れられなが

ら、「1995年3月に策定したレスポンシブル・ケア

に関する行動指針を社内の行動指針を反映させ、全

社員に環境の大切さを教育という形で徹底すること

を続けている。」と続けられました。企業部門、研

究部門でも、事業部門（工場等）に専任の担当者をお

き、日頃から排出物に関して注意をはらうように努

力されていることや、行動指針に基づいて毎年必ず

ＰＤＣＡ（plan,do,check,action）サイクルを検討

されていることも紹介されました。

※化学物質を扱う事業者が、化学物質の開発から製造・物流・使用・最終消費を経て廃棄に至る全ライフサイクルに
  わたって「環境・安全・健康」を確保し、その改善を図っていく自主管理活動

●質疑応答（抜粋）

…レスポンシブル・ケアマネジメントの中に水俣病は入っていますか。

　現在の水俣病の歴史や内容的なものについて、具体的な教育というものは行っておりません。

ＣＳＲレポートは全社の計画で、全工場それから製造管理あるいは安全管理という意味では重

要な意味をもっています。計画をつくる中で、環境・安全・健康は当然当社グループの範囲だ

けでなく、地域含めて計画をつくり実施しています。水俣病の歴史というのは当社にとって重

いですが、そこを理解するということ以上に、何のためにこういった活動をするのかというこ

とを全員が理解した上で進めております。

…原因企業として日本や世界に先進的な取り組みをしていく必要があると思いますが、

　それについては、どのように考えていらっしゃいますか。

　1995年からレスポンシブル・ケアに関する行動指針を策定して取り組んでいます。これは世界

的な活動です。2005年には、世界的な活動の指針であるレスポンシブル・ケア世界憲章に署名

し、世界的なシェア・観点に立ってこの取り組みは進めています。昭和電工グループ（グループ

会社及び、世界中にある30〜40の海外拠点を含む）としては、グループ会社すべてがレスポンシブル・

ケアあるいは環境安全の取り組みをしている点では、他社よりも早く取り組んできています。

…早くから取りくまれているのは、新潟の経験が一つのきっかけになっているのですか。

　明らかにそうです。原因企業として残念で不幸な歴史ではありますが、積極的な取り組みで動

機づけに変えていこうと、我々は早くから取り組んできております。
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…入社の際、新潟水俣病に対する認識は持っていらっしゃいましたか。

　また、もし認識されていたのであれば、どのような気持ちで入社されたのですか。

ａさん）

　入社したのは1980年。新潟水俣病というのは知っていました。また、昭和電工が新潟水俣病の

原因企業であることも知っていました。ただ、どの程度の被害で、何人ぐらいの人がどんな状

況で…というのは知りませんでした。

ｂさん）

　1988年に入社。教科書で新潟水俣病は知っており、当然昭和電工が原因企業であることも知っ

ていましたが、新潟水俣病は過去のことと思って入社しました。本当に勉強不足です。実際そ

の時は２次訴訟が始まっていました。入社してから、実際に動きがある問題だと初めて知りま

した。会社として長い間非常につらい、もちろん患者の方々もつらい…とのことは入社してか

ら知りました。

ｃさん）

　入社は1988年です。事実として四大公害病について引き起こした一つの会社という認識はあり

ましたが、第２次訴訟のことについては勉強不足ということもあって知りませんでした。60年

代・70年代は、科学系の学生は公害問題がさかんになっている化学会社にいくのを嫌がってい

たという話を聞いていました。同時にその時、若い人がむしろそういった会社に行くというの

が一つの進路ではないか…という話も聞いたことがあり、公害企業だから就職活動の制約条件

にはなりませんでした。

…第１次訴訟当時会社にいた方で、現在役員をしている方は何名ぐらいいらっしゃるのですか。

　リアルタイムで新潟水俣病に関わったというのはおります。しかし、中身については承知して

いない人間も多いです。今の社長も専務も、新人社員の頃に在籍はしていますが、入社して３

年でこういう大きな問題に対応するというのはあまりありません。内部的には世代交代しても

引き継げるように記録が残っております。

…鹿瀬に住む人々にとって、工場がなくなるのではという心配をされていると伺いましたが…。

　基本的に新潟での拠点がなくなるということは、私はないと思っております。規模はどうして

も小さくなり、数十名〜百の規模ではありますが、それでもやはり雇用をきちっと守っていく

というのは我々の社会的責務だと考えています。拠点がなくなるというのは、我々が社会的責

任を十分に果たせるのかということにつながっていくと思っています。

 

…解決に近づけるにはどうすればいいか、ご意見や考えがあれば伺いたいです。

　昭和電工は原因企業でもありますが、水俣病は国あるいは自治体を含めて責務があります。そ

のために特別措置法が一昨年できて今年の５月から施行されます。我々はこの特別措置法に則

って対応していくことにより、水俣病の問題が解決へと向かうと考えています。全面的解決は

当面難しいと思います。国、自治体と情報公開しながら、どういう形の対応ができるかという

ことを考えながら実行していくことになると思っています。

…長時間にわたり、ありがとうございました。
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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

　私から見ると、「水俣病」はまだ終わってない。もう工場からは水俣病の原因で

あるメチル水銀は使っていないのに、新たな患者が出ているこの不思議な現状の理

由とは何だろうか。この終わらない被害者と加害者の戦いの中で、果たして加害者

とは誰なのか。彼らを社会の外に追い出したのは企業や政府だけなのか。加害者の

責任はこの企業を、この政府を、そしてそれらを生み出した社会にもあるのだ。社

会を構成しているすべての人々に責任があるということだ。当時の政府や企業の横

暴を黙っていた社会も、今になっても終わらないこの戦いを暗黙で観戦するだけの

現在の社会にもある。今の彼らが戦っているのは、この社会全般である。（中略）

言い過ぎると、このような黙っている社会が存在する結果を生み出した今の「水俣病」の患者にも責任が

ある。社会から追い出されたとしても彼らは自分らの苦しさをもっと激しく知らせる必要があったのだ。

そういうことがあるのなら、今の「水俣病」の歴史は変わったかもしれない。今のような「水俣病」を巡

る熱い動きが、なぜ当時には出来なかったのだろうか。社会に追い出され、認めてくれない差別や偏見の

せいで外には出れなかったということなら、今のこの現状はどのように説明できるのか。その始まりは社

会に対して誰かが社会の壁を乗り越えて訴えたので今がいる。「今を健康な環境の中で健康な体で生き

る、そして次の世代に譲る」という人間の基本的な権利を求めるためには、それを侵害したものに対して

責任を追求する責任があるのだ。

　私はＢ班として第２次訴訟関係者の方々にお話を伺った。第２次訴訟という一つ

つの事象を平たく見ることで、裁判という方法も、被害者の方々の実際生活に寄り

添った支援も、とどのつまり、人と人とのつながりの修復を目指しているのだとい

うことを知った。それぞれが被害者の方のことを第一に考え、様々な立場から支援

を行っていたのである。それが、国家的なシステムの再構築によって人々の生活を

守ろうとするものか、即効的な援助か、という二つの点に目をつける方向が分かれ

ているだけであり、どちらも必要なことであるのは当たり前のことかもしれない。

しかしこれは私には無かった見解である。だから、これを学べたことは私にとって

非常に大きいことであった。また、加害企業としての責任のあり方、被害地域との関わり方など、考えさ

せられる部分が大きい課題だと感じた。

　患者さんが、水俣病について語るきっかけをたくさん作っていくことが必要だ。

それは「語り部」としての公の形ではなくても、孫からたずねられて話すことでも

いい。子どもたちがおじいちゃん、おばあちゃんに「水俣病ってどんなこと？」と

尋ねる仕掛けを、これからたくさん準備していくことが大切なように感じられた。

（中略）新潟県や新潟市のホームページを見ても、水俣病については「医療」の項

目からしかたどりつけない。キッズサイトから水俣病の項目へのリンクもされてい

ない。患者さんたちへの対応からは、医療面からの情報発信が欠かせないが、この

経験を伝えていくという視点からは、「川・水」「環境」「環境教育」というキー

ワードから水俣病にふれる生の体験や情報へのアクセスルートを増やす必要も感じた。公害問題とされて

きたことのなかに、環境教育、地域づくり、ＣＳＲなどの課題がすべて含まれていることに新たに気づく

ことができたツアーだった。

　今回のスタディツアーにおいて、私は「なぜ、新潟水俣病の支援者、関係者は新

潟水俣病への取り組みという目的を一つにしながら一丸となって問題に取り組めな

いのだろうか」という疑問に焦点を当てて研究を進めてきたが、このようにそれぞ

れ全く異なった立場と活動を展開されてきた関係者の話をそれぞれ聞けたことは本

当に意義深く、多角的に話を伺えた事で見えてきたものもあった。（中略）私に出

来る事。この事件を忘れない事。このスタディツアーでの体験を忘れない事…。
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そして自分の言葉でこの事を多くの人に伝える事。そして旗野さんのように相手の善も悪も相違も個性も

認めて許せる人間に、根気よく他者と話し合って違いや分裂を乗り越えられる人間になろうと思う。

　スタディツアーのノートを読み返すと被害者の方の生の声や支援者の方の思い

が書かれている。私たちスタディツアーに参加した人みんなの気持ちが蘇ってく

る。患者会と同じように私たち外部の人間も一人ではできないことが、みんなで

集まれば何かできるのだ。みんなで水俣病のことを考えたあの経験が今の自分の

気持ちを蘇らせてくれる。水俣病を知ったことをなかったこと、忘れたことにし

ないで、これからも考えてゆける元気が出る。被害者の方や現地の関係者の方、

私との未来をつくること、そのために水俣病に無関心にならず意識を持ち続けら

れるかどうかだと思う。今回の経験は無駄にしたくない。出会った人にとって今

回のことが無駄なものとして終わらせたくない。だから、８月８日を新潟水俣病の日にしたいと思う。私

にとってこの日は新潟水俣病の未来と今をつなげるためのものだ。未来を作るためのことはまだまだ分か

らないが、未来を消さないために自分にできることはあると思う。

　滞在中にお聞きした話は、言うまでもなく、非常に貴重なものだった。その時代

を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った。私は、語ってく

ださる方の、私たちにむけられた「信頼」の気持ちを感じ、その気持ちにこたえた

いと思った。今回、話をしてくださった方の多くは高齢だ。この先、誰が語ってい

くのか、ということを考えざるを得ない現実が、そこまで近づいている。新潟から

戻ったのが８月８日。日に日に新聞は、広島や長崎への原爆投下、戦争体験の記事

でいっぱいになっていった。ある記事では、戦争を経験した80代の女性が、若い人

に向けて「もう私たちは先は長くないから、あなたたちが語り継いでくださいね」

と言っていた。このコメントを読み、新潟でお会いした方々の顔が思い浮かんだ。私たちは、「語り継い

でいく」というバトンを受け取ったのだと思った。

　８月９日(月)、昭和電工本社でのヒアリングに参加した。昭和電工が真摯な態

度で新潟水俣病を捉え、反省していることが伝わってきたヒアリングであった。

ＣＳＲレポートやレスポンシブル・ケアマネジメントは新潟水俣病という悲惨な

出来事を背景にしてつくられ、考えられたものであることもわかった。しかし、

口からは「新潟水俣病」という言葉が出てくるにも関わらず、ＣＳＲレポートや

ホームページに「新潟水俣病」の文字は出てこない。社内教育でも出てこない。

今の昭和電工の社会との関わりや環境・安全の取り組みの背景には「新潟水俣

病」があるとＩＲ広報室の方々自身が言っていた。良いことも悪いことも出し評

価してもらうべきだと言っていた。それならば、「新潟水俣病」という言葉を避けずに逆に出していくべ

きではないだろうかと思う。公害「新潟水俣病」は負の遺産である。人間が人間を苦しめた過去の過ちで

ある。その歴史の上に昭和電工は立っている。それは自他共に認めざるをえない事実である。歴史を伝え

る責任が昭和電工にはあると考える。歴史から学び、今を、未来をどう創っていくのか。それを果たす責

任が昭和電工にはあると考える。公害を起こしてしまった企業だからこそできる役割があると思う。企業

側の立場から公害は二度と起こしてはいけないと言えるのが昭和電工である。公害の加害企業である事実

をもう少し前向きに認め、行政の手伝いとかお金を出すなどの間接的なことだけにとどまらず、国や自治

体とよく話し合い、連携し、阿賀野川流域の発展・振興に力を注いでもよいのではないだろうか。そうす

ることにより、新たな未来が切り開かれると思うし、企業のイメージアップにもつながると考える。被害

者と加害者が手を取り合うことで、新たな未来を創造できるのではないだろうか。社内・社外に「新潟水

俣病」ということを広め、「今」の阿賀野川流域に直接的な関わりを持ってほしいと考える。
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　私がこのスタディツアーに参加した第一の理由は、新潟水俣病のことを何も知ら

なかったということである。新潟水俣病は昔のことで、もう終わったことだと勝手

に思い込んでいた。しかし今でも裁判が続いていることや『もやい直し』というも

のが行われていることを知り、新潟水俣病は終わっていないということを知った。

新潟水俣病を伝えていくために何が行われているのか知りたかったため、私はＤ班

を選択した。（中略）ツアーに参加して、新潟に住んでいたにもかかわらず水俣病

について初めて知ったことや理解したこと、新たに見えてきたことなど様々なこと

を学ぶことができた。自分が地元のことをあらためて学べたように、友人などまわ

りの人たちに地元について見つめなおすことの大切さを伝えていこうと思う。小さなことだが、足元から

行動する大切さをスタディツアーで学んだので、一生懸命取り組んでいきたい。

　熊本では、水俣病で地域のコミュニティが破壊されてしまったが、それを修正す

るのに地域の言葉「もやい（船と船を結び付ける）」を使って、「もやいなおし」を

行なっている。新潟でも「もやいなおし」を進めることが大事であるといわれてい

るが、もうすでに様々な形で行なわれていることが分かった。人を大切にして、人

の話を聞いて、行動すれば、いつでも「もやいなおし」をしていることになるので

あると思った。地域においても、地方行政でも、中央行政でも、大切なのは、人間

である。憲法や国連がいっているとおり、人としての人権を、そして、その人の地

域と文化を尊重することが大事であると思った。

　私が、安田患者会の皆さんの話の中で印象的だったエピソードは、もともと安田

患者会のメンバーであった患者さんが第２次訴訟の原告になり、勝訴し、国から賠

償金をもらった為に、安田患者会から遠ざかっていましたが、「また安田患者会に

戻りたい」と申し出た時、安田患者会の皆さんは、快くとはいきませんでしたが、

集まりを重ね、今の様に打ち解けた、ということでした。（中略）また中には90代

のおじいさん・おばあさんもいて、元気な歌声を聴かせてくれた方もいました。何

気ない日常の中で“水俣病”という病気になってしまい、生活は変わり、多くの苦

労があったと思います。また、私は新潟の皆さんの行動力にも驚きました。裁判を

起こし、東京まで出向いたり、熊本の水俣病患者の皆さんに裁判をすすめたりと、とてもすごい行動力を

持っているな、と感じました。

　人に話すということは、いつも片隅でスタディツアーでの経験を反すうしていな

くては、自分の得たものを伝えることはできないと思う。何よりも強く思うのは私

にとっては何の気なしに過ぎる日常であっても、あの阿賀野川のそばでは新潟水俣

病患者のひとびとが痛みと闘いながら生活している、そのことを忘れたくない。ま

た、私は一消費者として昭和電工に、新潟水俣病に関する意見を定期的に送りたい

と思う。昭和電工は現在、化学・環境教育への取り組みに力を入れており、日本国

内だけでなく海外での活動もさかんに行っている。しかし、企業ホームページには

｢新潟水俣病｣に関する記述はなく、一連の活動でも｢新潟水俣病｣を取り上げている

様子はない。本当に化学・環境教育に取り組むのであれば、自分たちの会社が引き起こした公害以上のテ

ーマはないと思うのだ。

58



　一番和やかな時間は、水俣会館でお話を伺っているときであった。迎えてくださ

ったという雰囲気だった。橋本広一さんと斉藤忠平さんがお話をしてくださってい

るときの表情は、今でも忘れられない。お話をされている時も体のご様子は、手が

震えていたり呼吸が大変そうであった。であるのに、何も不調を感じさせないよう

な素振でお話してくださるのである。怒りや苦しみとはまた違う次元で、淡々と、

一生懸命に、ご自身の生活をお話されたのだ。体の不調による苦痛も一度飲み込ま

れているように見えた。そのお二人の話を聞きながら、側に座っている坂東さんの

表情もまた、覚えている。ご自身が話をするときとは違っていて、聞く顔だった。

　昨年の富山・イタイイタイ病の地を訪ねたスタディツアーは、公害地域再生と

は何か、自分なりの答えを出そうとした旅でした。自分が立てた問いに対して、

ヒントを与えてくれそうな言葉を、公害を乗り越えようと苦労を重ねて来られた

人々の言葉の中から見つけ出そうとしていました。今年の新潟への旅は「学ぶ」

ことの意味を考えさせられた旅でした。１日目に環境の人間のふれあい館（新潟水

俣病資料館）の塚田館長から展示の解説と資料館建設の経緯を伺った時、固有名詞

が複雑に絡み合うすき間に、よそ者には見えない感情が渦巻いているような印象

を持ちました。お話を聞いていても、腑に落ちないことがいくつかありました。

資料館建設をめぐって、なぜそこまで厳しく意見が対立したのか。２次訴訟が和解したときに、なぜ坂東

弁護士は解任となったのか。同じ家に住む家族でも１次原告、２次原告、３次原告と別れてお互いにそ

のことに触れないというのはどういうことか。説明を聞いても、この地域にとって水俣病とはそういうも

のだったと言われても、そうさせる人間の感情がどんなものなのか、想像を超えているような気がしまし

た。（中略）宇井純さんの「自分は、当事者のつもりでやっている」という言葉が心に残っています。時間

も空間も隔てた当事者の心を、自分の心として表現することで、自分を動かし、他人を動かす。それが今

回気づかされた「学ぶ」ことの意味だったと思います。

　被害にあわれた方には新潟水俣病とのそれぞれの「距離」がありました。被害

者の方全員が同じ答えを求めているわけではありませんでした。関川医師のお話

から、医師の間にもそれぞれの新潟水俣病との「距離」があることがわかりまし

た。行政と新潟水俣病の新しい「距離」も感じました。昭和電工と新潟水俣病との

「距離」も感じました。そして今回のツアーで私たちのように外側から入る人間と

新潟水俣病との「距離」、そして自分自身と新潟水俣病の「距離」を初めて感じる

ことができました。今まではやはり、過去のことという認識しか持てていませんで

した。参加したことで「距離」はあるけれども、新潟水俣病との関わりが生まれま

した。（中略）今回を私が得た「距離」の感覚は、新潟水俣病を伝えていくのに不可欠な要素だと感じまし

た。一般的には「距離」がなくなることや縮まることに価値を置かれることが多いです。しかし「距離」

を埋めることだけが外側から勝手に求められても本当の意味での公害の終わりが迎えられないと感じまし

た。「距離」を無視せず新潟水俣病について、関わることがこれから公害について考える際に求められて

いることではないでしょうか。教科書ではやはり「過去」のものとして捉えられて終わってしまい、「距

離」を実感しないまま大人になる人を大量に増やしてしまいます。そうではなく、この世の中に一人でも

新潟水俣病や公害について「距離」を実感できる人間が増えることが必要であると感じました。

　新潟水俣病は1965年の公式発見から45年たった今でも、現実にその症状に苦しん

でいる患者の方が存在し、裁判も続いている現在進行形の問題である。私はこの世

に生を受けて20年ほどしか経っていないが、それを遥かに上回る長い年月を新潟水

俣病とともに過ごし、関わってきたのだと思うと胸が詰る思いであった。その方た

ちから実際に語られる言葉は、これまで過ごし背負ってきたその人自身の人生であ

り、時折お話を聞きながら涙を堪えることが出来なかった。どうして公害が起こっ
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てしまったのか、という思いから始まり、実際に阿賀野川との密接した生活の様子を伺い、川の周辺地域

を見学した際には阿賀野川という場所が特別なのではなくどこででも、もしかしたら私の住んでいる場所

で起こっていた問題であったかもしれないということを考えた。それだけ公害とは人的要因によって引き

起こされその被害は唐突なものであると感じた。

　本当に、このスタディツアーの３泊４日は、内容の濃すぎるような日々でした。

頭をフル回転させ、自分の許容範囲を多く超えるようなことが、多々ありました。

しかし、それらを、他の参加者の方たちと意見を交換することにより、徐々に答え

が見えてき、本質がでてきたときは感動まで体験させていただきました。そして、

全く自分とは関係のなかった、新潟水俣病の今回この取り組みに参加したことによ

り、自分に関係性が生まれ、全く関係のない問題ではなくなりました。そして自分

がこの問題に対し、できることもわかり、発表で述べたことを今後も継続して、伝

えていければ良いと思います。

　現地に入る前にもっと水俣病について勉強する必要があったと、現地には入って

から気づいた。しかし現地に訪れて思ったことは、本や資料でみる水俣病の実態と

実際に被害に遭った人からの水俣病の様子は違った。とても辛かったという感情が

すごく伝わってくるのである。実際に被害にあっている人の話というのは実際に自

分自身で痛感しているからそれが表情に表れてくる。私はその表情を見て、本当に

苦しく大変だったんだと感じた。（中略）今回のツアーで様々な人たちと触れ合う

ことで他の人たちの考えも聞けて自分にはない考えを聞けたので貴重な参考になっ

た。今回の参加により自分自身が成長できたと感じる。今までこのようなことに参

加したことがなかったので今回はただ参加しているという感じになってしまったが、今回自分で感じるこ

とができ学ぶ楽しさを知れたので、このようなツアーにこれから積極的に参加していきたいと思った。　

　　　　　　　　

　新潟水俣病の原因が鹿瀬工場から排出された水銀が原因であることがわかって

から、鹿瀬の人々は、他の地域から責められたり、非難され、次第に他の地域と

はかかわらず、現在そこにすむ人々は、深い傷を抱えている。実際に鹿瀬の人々

にお話を聞くことはなかったが、ＦＭ事業の方々を通して、まだ深い溝があり、

デリケートな部分で様々な問題があることがわかった。これらのＦＭ事業の方と

のツアーの中で、感じたことは、新潟水俣病公害問題という中には、様々な人が

関わっていて、特に、被害を受けた人々の思いや、鹿瀬のように責められ非難さ

れ心と人間関係を閉ざしてしまった人々、また、共闘会議や事業のように積極的

に問題にか関わろうとしている方々、いろんな思いが交錯しているのだなとわかりました。知るというこ

とは、その方々の痛みや苦しみを聞き共感することなのかなと感じた。

　新潟水俣病スタディツアーに参加して、他の人にも知ってもらいたいと思うよう

になった。家族や友達、また、将来の夢である教師になったときに、生徒に伝えら

れるようにさらに、認識を深めていけたらと思う。また、私からの提案として、こ

ういったツアーをもっと呼びかけ、新潟水俣病への関心をもってもらいたい。とい

うのも、実際にフィールドに入り、話しを聞くことを通して、肌で感じることで学

ぶことができると考えるからである。また、新潟水俣病を次世代へと伝えていける

人の育成という点にも力を注いで欲しい。そのことは地域への関心を高めることが

でき、また若い人にも新潟水俣病について考えてほしいと考えるからである。
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　私が今回のスタディツアーで一番感じたことは、阿賀野患者会の皆さんは阿賀

野川が大好きであるにもかかわらず（昔、魚とりをした話や川で遊んだ話をいきいきと語

ってくださった）、現在においては川とのつながりはほとんどないということであっ

た（現在の漁獲量やダムの詳しいことをご存じなかった）。しかし、新潟水俣病発生地域の

これからを考える場合、「川とのつながりの再生」はどうしても必要なことだと

思う。（中略）新潟水俣病の直接の原因は、昭和電工が排出した有機水銀だったわ

けであるが、地域住民と川という観点から考えた場合、ダムが建設されたという

ことが大きな意味をもっていた。鹿瀬ダムは水力発電を目的として造られ、その

電力を昭和電工が利用した。すなわち、鹿瀬ダムは、人々を「豊か」にするために製造されたアセトアル

デヒドと同様、近代化を実現していくために造られたのである。この点で、鹿瀬ダムは（阿賀野川にあるその

ほかのダムも）新潟水俣病の直接の原因ではないが、日本の近代化の意味を問い、阿賀野川の再生を考える

上でとても重要な要素だと考える。

　新潟の小学校の教頭先生をされている波多野孝先生にお話を伺い、そこでも今、

「伝える」ということが必要だと感じた。水俣病の発生した新潟県の教員ですら新

潟で起きたことを知らない現状がある。特に、教育の現場で水俣病を教えられる人

がいないということは、将来を担う子どもたちが知る機会を逃しているということ

だ。（中略）水俣病を知らないことには、伝わらないし、伝わらず、忘れ去られて

いく。それでは新潟水俣病は新潟で起きた「負の遺産」としてしか残らない。私は

この「負の遺産」を「負の遺産」ではなく、これからの社会のためのものに変えて

いく方法が「伝える」という行為なのではという考えに至った。（中略）伝えると

いうのは、その発信者の立場によって伝え方は代わってくると思う。しかし、新潟水俣病を忘れてはいけ

ない、これからの社会のためのものするために伝えていくというのは共通していくと思う。だからこそ、

今回の参加者は自分が得たことを家であったり、公共の場であったり、どんな場でも良いので伝えていく

べきだと思う。これは、新潟の人だけでなくこれからを生きていく私たち自身のことでもあるからだ。こ

ういった考えをもって生活していくことを、現地の方やツアー参加者と共有していけたらと考えている。

　四日間で何を学んだかは、まだ混沌としている。帰阪後、課題図書２冊をもう

一度読み直した。書物ではわからない実際の姿を通し、まだ長い道のりではあろ

うが、行政施策の前進、地域の変化、昭和電工も変わりつつあることを知った。

子どもたちに、過去あったこと、現在変化してきていることを正しく伝えること

が、私たち教員の責務であるが、まずは知ることから始まる。私は、周りの教員

に早速、新潟県で作られている小学生向け副読本を送付した。それを読んでもら

い、ふれあい館で作られている大人向けも読んで考えてもらいたいと考えてい

る。私個人の学びだけではなく、一緒に考える中で、いろいろ話をしていただい

た方々の思いや願いを伝えていきたいと思う。

　忘れてしまいたい、無かったことにしてしまいたいくらいの記憶を、私たちに伝

えてくれた。私たちには何が出来るのだろう。どうしたら、語り部の方々やお話

をしてくださった方々の気持ちに応えることが出来るのだろう。そう考えた時、マ

スメディアの視点から水俣病について語ってくださった福島さんの言葉を思い出し

た。福島さんの話の終わりに私は「マスメディアでもなく、当事者でもない。そん

な自分たちに出来ることは何かないだろうか」と質問した。すると福島さんは「想

像すること」と答えてくれた。新潟水俣病の患者の方々の立場に立ち、考えること

で、何が出来るのかではなく、何をするべきかが見えてくるのだという。今回のツ

アーに参加した人々は、現地で様々な事実を見つめ、触れ、そして考えてきた。想像するための材料は、

私たちの記憶にも心にも沢山残っている。
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　時間にすればたった４日と短いものでしたが、その中で得たものはここには書き

きれないくらいたくさんありました。その一つ一つをこれからの生活に生かしてい

きたいと思います。しかし、私の中だけで教えていただいたことを留めておくこと

は勿体ないし、新潟水俣病について辛い経験をしたにもかかわらずお話をしてくだ

さった方に申し訳ないです。では、私は何をすべきなのか。正直に言って現地で暮

らし、水俣病についてもっとよく学び、被害者の方々と深い親交を築いていくとい

うような事はできないし、このように現地の人々に話を聞く機会をつくるようなツ

アーを企画することはできないでしょう。私にもできる事。それは今回聞いた事、

そして新潟水俣病がまだ終わっていない。終わらしてはならない問題であることを周りに伝えていくこと

だと思います。

　私が今回のスタディツアーで強く印象に残ったのは、旗野秀人さんとの出会いで

ある。（中略）安田地区の公民館に、旗野さんの呼びかけに集まった新潟水俣病の

被害者の方々はご高齢であったが、みなさん本当にお元気で、楽しそうに話をされ

ているのが印象的であった。患者さんの中には、認定患者の方と未認定患者さんが

いたのだが、その場所では、そのようなことは関係なく、楽しそうに語らいでいた

のが印象的であった。未認定患者さんの認定を求める裁判が早く解決することも、

もちろん重要であるのだが、金銭的な補償だけでなく、認定・未認定、お金のため

の裁判という中傷、患者隠しなどで、壊されてしまった人と人とのつながりを回復

することが、何より大切なことなのではないかと思った。それと同時に、そのようなつながりが回復でき

るような、交流の場所を提案し続けている、旗野さんの活動に感銘を受けた。

　私はスタディツアーに参加していろいろな方のお話を伺うまで、新潟水俣病に関

する訴訟ではすべての患者が一丸となって国や企業と戦っているのかと思ってい

た。だが実際は１次と２次では訴訟の時期からその結果まで大きく異なっており、

その後の水俣病に関するかかわり方も異なっている。１次訴訟で原告として戦い、

「被災者の会」を作った人たちは水俣病について語ることに消極的である一方、２

次原告で「被害者の会」の会員の人たちは語り部として社会に働きかけていこうと

いう動きが大きい。ほかの班の発表を聞いたところ、１次と２次だけでなく、３

次、４次にもこのような違いがあるようであった。これは単なる意見の食い違いで

はなく、訴訟の時期や裁判後の国・企業による患者への対応の違い、それに伴う激しい風評被害によるも

のであると感じた。

　私たちは千唐仁多目的集会所を訪ねた。集会所に入ると、おばあさん７人とおじ

いさん２人と安田患者の会事務局長の旗野さんが楽しく話しながら西瓜を食べて

いて、私たちにも西瓜を出していただいた。「これはおばあちゃんたちが自分で作

った西瓜だよ、全部食べてしまおう」と旗野さんが爽やかに言った。約２時間の会

合だったが、終始賑やかな雰囲気だった。時々おばあさんたちの冗談まじりの言葉

が飛びかって、笑いを隠せない、今回何をしに来たのが忘れてしまうほど楽しかっ

た。（中略）私は特に美味しく西瓜と漬物をたくさん食べていた。そうしないとお

ばあさんたちの気持ちに応えられない気がするためだ。時には、おじいさんとおば

あさんたちの笑顔を見て、私は笑いたいのになぜか泣きたい気持ちが湧いてきた。昭和電工一会社の廃液

は無責任に阿賀野川に放出し、大勢の人々の生活を無残に変えてしまった。目の前のおばあさんとおじい

さんたちは、贅沢な生活を求めているのではなく、ごく「普通」の暮らしを過ごしたいと訴えているだけ

である。数十年前から、家族が食卓を囲んで、自ら採った魚を料理して食べる「普通」の暮らしは、被害

者たちにとってほど遠い「贅沢」な夢である。
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２．受入側の感想

　このツアーの企画を持ち込まれたのは、今年の春だったでしょうか。ほんとに軽い気持ち

で、「新潟の水俣病」はどうしても本家？、「熊本水俣病」に食われてしまっている状態で

すので、新潟水俣病を表舞台に出すいい機会だからということでお引き受けすることにしま

した。話を聞けば、昨年（2009）は「富山イタイイタイ病」というじゃありませんか。熊本の

後塵ではないということが一番気に入った次第です。別に、熊本に対して敵愾心を持ってい

るわけでないことはいうまでもないことです。（念のために）

　肝心なことは、何故、世界にたった二つしかない食物連鎖による有機水銀中毒が、熊本に

次いで新潟で起こったかということだろうと思うわけです。ここを解明しなければ第三、第

四の水俣病が起きないとも限らないと。

  まあ、こんなことで受け入れを行いました。ハッキリ言って、大都市に暮らすツアー参加

者は果たしてどんな方々であろうか。私自身この館で９年目を迎え、何十ヶ校の大学生を迎

えた経験はありました。その方々と比べて、果たしてどうなのか…なんてこと、ハッキリい

って思いました。                                    

  答えは、素晴らしいの一言でした。何が一番違うかというと目の輝きにあると思いました

（私の目はとくべつ細いから、感じたのかも知れませんが）。それと、質問です。質問というのは、も

のを理解して初めて質問という過程に入って行くわけでして、薄っぺらな状態では質問は生

じないと思うからです。

  今回の依頼（感想文）があったときに、林女史（あおぞら財団）と一寸話したんですが、今回

のツアーの方々は、我々が知る限りにおいて、新潟水俣病に関して最も重要な方々、それも

第１次から第４次に関係した方々にお会いされたんじゃないでしょうか。また、彼らを支援

した方々にもお会いされた、最も贅沢（？）なツアーだったのではないでしょうか。（お金では

換算できないくらいの内容だったでしょう）

  ただ、一つ残念なことはツアーの皆さん方は、ツアーのまとめに忙殺されて？、我々関係

者と一献を交え、裏話を話す機会がなかったことでしょうか。（まじめなツアーなんだから、余計

なことをとしかられるかも知れませんが）

　私は、相変わらず、裁判関係（証人調書）を調べております。何かありましたら、是非ご一

報下さい。お役に立てるかも知れません。

　　　　　　　　　　　　　　　　（新潟県立環境と人間のふれあい館／館長　塚田眞弘）
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３．企画者の評価
昨年度の「イタイイタイ病の地」富山でのスタディツアーに新潟から五十嵐実さん（日本自然環境

専門学校）が参加されました。五十嵐さんからは訴訟のこと、新潟県の「ふるさとの環境づくり宣

言」と関連の取り組みや、フィールドミュージアム事業の活動展開など、新潟水俣病のいまをめ

ぐる現状を伺いました。そして五十嵐さんからの「協力するので、ぜひ新潟でのツアー開催を」

という熱いラブコールをうけ、２年目のスタディツアーの行き先を新潟・阿賀野川流域と定め、

準備にかかりました。

　富山ではイタイイタイ病対策協議会会長の髙木勲寛さんが、われわれ主催側と富山の関係者の

方々との間をつなぎ、またさまざまな調整をしていただく「ゲートキーパー」役としてご尽力く

ださったわけですが、今回新潟では「新潟県立環境と人間のふれあい館」館長の塚田眞弘さんが

その役割をとってくださいました。新潟水俣病をめぐる関係者は地理的にも阿賀野川の上流から

下流、そして新潟市内などの広範囲にわたり、また第１次〜４次のそれぞれの訴訟にご関係され

た方々があるなど、ほんとうにたくさんの連絡や調整をお願いすることになりました。これは塚

田館長ご自身が「今回のツアーの方々は、我々が知る限りにおいて、新潟水俣病に関して最も重

要な方々、それも第１次から第４次に関係した方々にお会いされたんじゃないでしょうか。ま

た、彼らを支援した方々にもお会いされた、最も贅沢（？）なツアーだったのではないでしょう

か。」と記されておられる通りです。本当に感謝しております。

　昨年度は２泊３日でしたが、今年度は大阪、山梨からの移動距離も長く、また昨年度の時間不

足気味だったことから１泊増やし、３泊４日という日程で企画しました。参加者募集は昨年度の

実施実績もあり順調で、そして昨年度の評判を聞きつけて申し込んでいただいた方も多く、また

リピーターも７名あり、12都道府県から定員を上回る申込みをいただきました。そして今回も学

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となりました。

　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、社会学の立場から新潟

水俣病の問題を研究してこられた立教大学の関礼子先生にご講義をいただきました。関先生の話

からは阿賀野川と流域の人々の暮らしとのつながりが生き生きと描き出され、また先生ご自身も

ヒアリング先の患者さんたちとは親戚のようなつきあいになっておられるという話を伺い、参加

者のツアーへの期待が高まるとともに、参加への覚悟も決めることができたように思います。

　さて本番のツアーでは、「環境と人間のふれあい館」ならびに隣接した宿舎の「蔵の宿・菱風

荘」を拠点に、２台のバスを利用して、阿賀野川の上流から河口まで四つの班にわかれて現地見

学と関係者ヒアリングを行いました。そして流域の集落では各グループそれぞれ住民のみなさん

とひざをつきあわせての交流の場を持たせていただいたことは、ほんとうに得難い体験になった

と思います。Ａ班では坂東弁護士がご自身へのヒアリングだけにとどまらず、患者会の方々への

ヒアリングとフィールド見学まで同行してくださり、たくさんの話を伺うことができました。Ｂ

班では唄も飛び出す予想外の楽しい展開と予定時間を大幅に超えてのヒアリングとなり、またＤ

班に同行していただいたフィールドミュージアム事業の関係の方々はその後われわれの宿舎にも

出張してくださり、自分たちでつくられた紙芝居の上演もしていただきました。このスタディツ

アーの受け入れを通じて新しいチャレンジをしていただき、フィールドミュージアム事業の活動

実績にもしていただけたのではと思います。
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　参加者からの発表は「公害地域の今を伝えるスタディツアー2010発表・交流会」として公開で

行われ、ヒアリングや訪問調査にご協力をいただいた各方面の地元関係者が多数来てくださいま

した。またこの会場で、各グループからの発表に対するコメントもたくさん頂戴することができ

ました。なかでも患者会の方から「今回の経験を通して、これからもっと『伝える』ということ

をやっていきたいと思った。」とおっしゃっていただいたことは、ほんとうに嬉しいことでし

た。これはこのスタディツアーと発表・交流会の場が私たち訪問者側だけにとどまらず、地元新

潟のみなさんにとっても有意義な交流や学びの場となり得たのではと思います。

　このように２年目の「公害地域の今を伝える」スタディツアーは、昨年度と同様に全国から若

い世代を含めて多くの関心を集め、公害被害地の現地関係者と直接のふれあいを行うことがで

き、参加者の大きな学びにつなぐことが出来たことはもちろん、ご関係のみなさんにもさまざま

なインパクトをもたらすことができたと評価できると思います。

　一方、私ども主催者がかねてより希望しながらも今回のスタディツアーのプログラムの中に組

み込むことの出来なかった内容が、原因企業である昭和電工（株）へのヒアリングでした。番外

編にはなりますが、スタディツアー終了の翌日、東京都港区芝にある昭和電工（株）の本社にて

６名のスタディツアー参加者とともにIR・広報室へのヒアリングを行うことができました。夏の

青い空の広がる新潟平野、阿賀野川の流れ、患者さんたちの笑顔、ときにきびしく感情を露わに

されたことなども脳裏に鮮やかに思い浮かべつつ、オフィスビルの空調の効いた会議室にて担当

者からの淡々とした説明を聞くなかで、これらの二つの世界の「距離」を痛切に感じることとな

りました。またこの隔たりをどのようにして埋めていくのかということにも、今後きちんと取り

組んでいく必要があると感じています。

　さて、来年度はいよいよホームグラウンドの大阪・西淀川でのスタディツアーです。２度の

「アウェイ」の経験を生かし、また３年の集大成ともなるようなツアーにしようと、主催関係者

一同、決意をしているところです。そして地元の教育関係者や企業の関係者などにも関心を持っ

てもらえるような展開にしていきたいと考えております。またこれまでのツアー参加者、そして

富山・新潟の関係者の方々にはぜひ大阪へのツアーに参加をいただいて、有意義な体験と出会

い、交流のある学びを創り出したいと考えております。

　最後に今回のツアー開催に際し、新潟県立環境と人間のふれあい館館長の塚田眞弘さんには企

画段階から運営に至るまでたいへんお世話になりました。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。また併せて、ヒアリングや

見学等にご協力いただいた皆様にもこの場を借りましてあらためて感謝を申し上げたいと思いま

す。そして昭和電工（株）へのヒアリングにあたっては環境省のお力添えがあって実現すること

ができました。ご関係の方々に御礼申し上げます。ありがとうございました。

（西村 仁志）　
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４．マスコミ掲載記事

2010年8月10日　朝日新聞（新潟版）朝刊

2010年8月7日　新潟日報　朝刊
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む す び に か え て

　本スタディツアーの実施にあたっては、多くの方々に協力いただきました。

　事前勉強会では、関礼子先生（立教大学教授）のお話を聞くことができ、頭と心の準備を

整えることができました。

　現地でのヒアリングに応じていただいた被害者・支援者の皆さん、行政や教育やマスコ

ミや弁護士などそれぞれの分野で昔も今も新潟水俣病と向き合っておられる皆さん、阿賀

野川流域地域フィールドミュージアム事業の皆さん、本当に、ありがとうございました。

皆さんからいただいた言葉と思いを、次に、つないでいきたいと思います。

　ツアー実施にあたり迷いが生じた時にはいつも塚田眞弘館長に相談に乗っていただきま

した。感謝の念は、言葉では言い尽くせません。

　参加者の皆さま、３泊４日（昭和電工ヒアリングに行った方は４泊５日）の長丁場のツアー、お

つかれさまでした。私は、最終日、参加者全員（ゲストも含めて）で共有したことが、とても

大切なことのような気がしています。

　企画委員会、及び、スタッフの皆さん、昨年に引き続き、ご協力いただいたお陰で、無

事にツアーを終えることができました。

　参加者の皆さま・お世話になった皆さまには、今回に懲りずに、今後も末永くお付き合

いいただければと考えております。引き続き、どうぞよろしくお願いします。

　本報告書を手にとられた皆さま、第一回「富山イタイイタイ病の今」に引き続き、今回

実施した「新潟水俣病の今」の取り組みを多くの方々にお伝えしたいと考えておりますの

で、取り組みへの理解・協力、ご意見などをいただければと考えております。

　来年は、大阪・西淀川での開催を目論んでいますので、是非、ご参加ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤江 徹）
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李　　美珍　 都留文科大学　文学部　社会学科

岩下　瑞枝 都留文科大学　文学部　社会学科

内田　香奈 ＮＰＯ法人　環境市民

江見　可菜恵 同志社大学　大学院　総合政策科学研究科

大澤　龍 埼玉大学　教育学部　コラボレーション教育専修

奥田　みのり フリーランス

奥村　太威　　 都留文科大学　文学部　社会学科

小黒　明奈 都留文科大学　文学部　社会学科

川上　誠 公文国際学園　高等部　英語科教諭

川畑　日史 都留文科大学　文学部　社会学科

工藤　明日香 都留文科大学　文学部　社会学科

久保田 美緒　 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　環境ツーリズム学部　研究員

白戸　渓子　　 都留文科大学　大学院　 社会学地域学研究専攻　修士課程

手戸根　佑子 都留文科大学　文学部　社会学科

徳永　悠樹 都留文科大学　文学部　社会学科

内藤　陽介 都留文科大学　文学部　社会学科

中林　真理子 大阪市立酉島小学校　教諭

西村　聡 関西大学　法科大学院

畑中　健志 都留文科大学　文学部　社会学科

林　  公則 日本学術振興会　特別研究員ＰＤ

日高　望那 都留文科大学　文学部　社会学科

平尾　眞理子　 大阪市立川北小学校　教諭

平野　真世 都留文科大学　文学部　社会学科

松田　基美 都留文科大学　文学部　社会学科

南　　佳孝　　　 京都精華大学　人文学部  環境社会学科

持田　睦乃 都留文科大学　文学部　社会学科

陸　　敬東 立命館大学　社会学研究科　後期課程

参加者一覧
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関係者一覧　

【実施協力者】
阿賀野川流域地域フィールドミュージアム事業の皆さん（Ｄ班ヒアリング）

草彅　美行 昭和電工株式会社　ＩＲ・広報室チーフマネージャー

小武　節子 新潟水俣病被害者の会　会長（Ａ・Ｂ班ヒアリング）

小池　美夏 新潟県福祉保健部 生活衛生課 営業・公害保健係（Ｃ班ヒアリング）

小山　護 新潟県福祉保健部 生活衛生課 営業・公害保健係（Ｃ班ヒアリング）

斉藤　忠平 新潟水俣病被災者の会（Ａ班ヒアリング）

酢山　省三 新潟水俣病阿賀野患者会　事務局長（Ｃ班ヒアリング）

関川　智子 沼垂診療所　医師

高野　秀男 新潟水俣病共闘会議　事務局長（Ｂ・Ｄ班ヒアリング）

田垣　潤一 昭和電工株式会社　ＩＲ・広報室マネージャー

近　四喜男 新潟水俣病被害者の会（Ｄ班ヒアリング）

中村　周而 新潟合同法律事務所　弁護士（Ｃ班ヒアリング）

新潟水俣病阿賀野患者会の皆さん（Ｃ班ヒアリング）

波多野　孝 胎内市立きのと小学校　教頭（Ｄ班ヒアリング）

坂東　克彦　 坂東克彦法律事務所　弁護士（Ａ・Ｂ班ヒアリング）

橋本　広一 新潟水俣病被災者の会（Ａ班ヒアリング）

旗野　秀人 冥土のみやげ企画（Ｂ班ヒアリング）

福島　市男 元新潟日報記者（Ａ班ヒアリング）

皆川　修 昭和電工株式会社　ＩＲ・広報室長

安田患者の会の皆さん（Ｂ班ヒアリング）

山田　サチ子 新潟水俣病阿賀野患者会　副会長（Ｃ班ヒアリング）

敬称略／五十音順

塚田　眞弘 新潟県立環境と人間のふれあい館　館長

【スタディツアー2010 受入コーディネート】

【事前学習 講師】
関　　礼子 立教大学　教授
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【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

五十嵐　実 日本自然環境専門学校

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】

【編集コーディネート】

【記録スタッフ】

【現地スタッフ】

相沢　 翔平 都留文科大学 大学院　社会学地域学研究専攻　修士課程

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

森本　 米紀 エコミューズ資料整理スタッフ

 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

眞鍋　麻衣子 あおぞら財団　研究員

鎗山　善理子 あおぞら財団　研究員
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