水俣病関係年表

※より詳細な年表を、水俣市立
水俣病資料館ホームページに
掲載しています。

水俣病関係年表
明

治

1889年（明治22年）４月

水俣村制施行（人口12, 040人）

1908年（明治41年）８月20日 曽木電気、日本カーバイト商会と合併し日本窒素肥料株式会社（以下
「日窒」という。
）発足。資本金100万円

大

正

1912年（大正１年）12月１日 水俣町制施行

昭

和

1932年（昭和７年）５月７日 日窒水俣工場に第一期アセトアルデヒド・合成酢酸設備稼働開始
1949年（昭和24年）４月１日 水俣市制施行（人口42, 270人）
1956年（昭和31年）４月21日 水俣市月浦の５歳の女児、脳症状を訴えて、新日窒水俣工場付属病院で
受診
５月１日 細川一新日窒付属病院長、脳症状を呈する患者の発生を水俣保健所に報
告 ─水俣病の公式確認─
５月28日 水俣市奇病対策委員会（保健所、水俣市、市医師会、市立病院、新日窒
附属病院で構成、のち水俣市奇病研究委員会に改組）を設置し、患者の
措置、原因究明にあたる
７月27日 新日窒附属病院に入院中の患者８人を「日本脳炎疑」として、水俣市隔
離病舎に収容
８月13日 熊大勝木司馬之助教授、徳臣晴比古助教授、水俣現地で初めて患者診察、
調査後、市奇病対策委員会と懇談、疫学調査の必要を確認
８月14日 水俣市奇病対策委員会、熊大に原因究明を依頼
８月24日 熊大医学部、
「水俣病医学研究班」
（以下「熊大研究班」という。
）を組
織（班長医学部長尾崎正道教授）
８月30日 水俣市隔離病舎に収容中の患者４人と月浦地区の患者１人、医療費負担
のない「学用患者」として熊大医学部付属病院藤崎台分院に入院
９月１日 水俣市と葦北郡久木野村が合併（人口50,461人）
11月３日 熊大研究班、中間報告会で、
「本疾病は伝染病患者ではなく、一種の中毒
症であり、その原因は水俣湾産魚介類の摂取によるものである」と報告
1957年（昭和32年）７月24日 熊本県（水俣奇病対策連絡会）
、食品衛生法第４条に基づき水俣湾産魚
介類の販売目的での採捕禁止を告示する方針を決定
８月１日 水俣奇病罹災者互助会結成（会長＝渡辺栄蔵、33・８・１水俣病患者家
庭互助会に改称）
８月16日 熊本県、厚生省に対し「水俣湾内産の魚介類に食品衛生法４条２号を適
用すること」の可否について照会
８月

水俣市漁協、地先漁業の自粛を組合員に通告

９月11日 厚生省、熊本県の照会に対し「水俣湾内特定地域の魚介類のすべてが有
毒化しているという明らかな根拠が認められないので、水俣湾内特定地
域において捕獲された魚介類のすべてに対し、食品衛生法４条２号を適
用することはできないものと考える。
」旨回答
1958年（昭和33年）３月
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国・熊本県、浅海増殖事業の実施

1958年（昭和33年）12月２日 水俣市立病院に水俣病専用仮病棟完成、患者11人収容
1959年（昭和34年）７月14日 水俣市立病院に水俣病専用病棟落成 ─患者29人が公費入院
７月22日 熊大研究班、武内教授、徳臣教授らの研究を基礎として「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
７月31日 水俣市鮮魚小売商組合、市漁協の漁獲した魚介類を一切取り扱わないと
不買決議
８月５日 新日窒水俣工場、熊本県議会水俣病特別委員会で、いわゆる有機水銀説
に対する工場の見解として、有機水銀説は、実証性のない推論と反論し、
35年３月まで浄化装置を完備すると約束
８月６日 水俣市漁協・鮮魚小売商組合とともに新日窒水俣工場にデモ。新日窒水
俣工場と第１回漁業補償交渉①漁業補償１億円②ヘドロの完全除去③浄
化装置設置を要求（第１次漁民紛争はじまる）
８月17日 水俣市漁協と新日窒の交渉が難航し、怒った漁民らは交渉会場に乱入。
翌日警官隊実力行使、漁民・工場側・警官に負傷者多数出る。
８月29日 水俣市漁協・新日窒、水俣市長らの漁業補償あっせん案を受諾調印
９月28日 日本化学工業協会大島竹治理事、有機水銀説を否定し「爆薬説」を発表
10月６日 新日窒附属病院のネコ実験で「ネコ400号」が発症
10月17日 熊本県漁連、熊本県漁民総決起大会で①浄化装置完成まで操業停止②漁
業補償要求などを決議、新日窒に交渉を申し入れたが、拒否され、工場
に投石騒動、警官が出動（第２次漁民紛争はじまる）
11月２日 不知火海沿岸漁民総決起大会（2, 000人余参加）
、漁民、操業中止を求め
て工場内に乱入 ─100人余の負傷者が出る
11月12日 厚生省食品衛生調査会水俣食中毒特別部会、
「水俣病は水俣湾及びその
周辺に棲息する魚介類を多量に摂取することによっておこる、主として
中枢神経系統の障害される中毒性疾患であり、その主因をなすものはあ
る種の有機水銀化合物である」と厚生大臣に答申、翌日同部会解散
11月24日 熊本県漁連、新日窒双方の依頼で、不知火海漁業紛争調停委員会発足
11月25日 水俣病患者家庭互助会、新日窒に対し、一律300万円（総額２億2, 400
万）患者補償を要求
12月１日 水俣病患者家庭互助会、県知事に対し、
「不知火海漁業紛争調停」に患
者補償を加えるよう陳情（翌２日、知事回答を求めて県庁に座り込み）
12月12日 県知事、
「漁業紛争調停に患者補償を加える」と発表
12月17日 熊本県漁連と新日窒、不知火海漁業紛争調停委員会の調停案を受諾調印
12月25日 厚生省、水俣病患者診査協議会設置（臨時）
12月30日 患者家庭互助会と新日窒、調停案を受諾 ─「見舞金契約」調印
1960年（昭和35年）４月12日 東工大清浦雷作教授、
「アミン中毒説」を発表
７月

水俣市漁協、水俣地先1, 000メートル以内の漁獲禁止区域を設定し漁獲
を自主規制

８月

新日窒水俣工場アセトアルデヒド精ドレン循環方式完成

９月29日 熊大内田槙男教授「水俣湾産の貝から、有機水銀化合物の結晶体を抽出
した」と水俣病総合調査研究連絡協議会で発表
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1961年（昭和36年）９月14日 厚生省、水俣病患者診査協議会を改組「水俣病患者診査会」発足（主管＝
熊本県衛生部）
1962年（昭和37年）４月
８月

水俣市漁協、水俣湾内を除き漁獲自主規制を解除
熊大入鹿山且朗教授ら、
（アセトアルデヒド）酢酸工場の水銀滓と水俣湾
のアサリから塩化メチル水銀を抽出したと論文で発表

11月29日 16人がはじめて胎児性水俣病または先天性水俣病と診定（胎児性水俣病の
公式確認）
1963年（昭和38年）２月16日 熊大入鹿山且朗教授、熊大研究班の報告会で「新日窒水俣工場アセトアル
デヒド酢酸設備内の水銀スラッジから有機水銀塩を検出した」と発表
２月20日 熊大研究班、水俣病原因で「水俣病を起こした毒物はメチル水銀化合物であ
るが、それは、水俣湾内の貝及び新日窒水俣工場のスラッジから抽出された。
しかし、現段階では両抽出物の構造はわずかに違っている」と正式発表
1964年（昭和39年）３月31日 「熊本県水俣病患者審査会設置条例」公布（水俣病患者診査会を改組）
５月

水俣市漁協、水俣湾内漁獲自主規制を全面解除

1965年（昭和40年）３月７日 水俣市立病院付属湯之児病院（リハビリテーションセンター）開院
５月31日 新潟大椿忠夫・植木幸明教授、新潟県衛生部に「原因不明の水銀中毒患者
が阿賀野川下流海岸地区に散発」と警告 ─新潟水俣病の発生の公式確認
1966年（昭和41年）６月

チッソ水俣工場、アセトアルデヒド設備排水を完全循環方式に改良

1967年（昭和42年）６月12日 新潟水俣病患者３世帯13人、昭和電工を相手どり、4,450万円の慰謝料請求
を、新潟地裁に提訴 ─わが国初の公害裁判
1968年（昭和43年）５月18日 チッソ水俣工場、アセチレン法アセトアルデヒド製造を中止
９月26日 政府、水俣病について公式見解を発表「熊本水俣病は新日窒水俣工場アセ
トアルデヒド酢酸設備内で生成されたメチル水銀化合物が原因」と断定
─公害病と認定
1969年（昭和44年）２月

経済企画庁、水俣海域を（旧）水質保全法による指定水域に指定、
（旧）
工場排水規制法によるメチル水銀化合物の水銀規制始まる。

４月５日 患者家庭互助会、
「一任派」と「訴訟派」に分裂
４月15日 水俣市立病院附属湯之児病院に胎児性患者のための教育機関として、水俣
第一小学校湯之児分校を開設。
４月25日 厚生省、水俣病補償処理委員会を設置
６月14日 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
円余の慰謝料請求の民事訴訟を熊本地裁に提訴（第１次訴訟）
12月15日 「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」
（いわゆる旧法）公布
12月17日 公害の影響による疾病の指定に関する検討委員会全体会議（厚生省）で特
異な発生経過、国内外で通用していることから病名を「水俣病」と指定
12月20日 厚生省、
「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」に基づき熊本
県水俣市及び芦北郡田浦町、芦北町、津奈木町、並びに鹿児島県出水市を
「公害地域」に指定
12月27日 熊本県公害被害者認定審査会設置（県条例に基づく熊本県水俣病患者審査
会は解散）
1970年（昭和45年）３月

公害の影響による疾病の指定に関する検討委員会、
「公害の影響による疾
病の範囲等に関する研究」にて、
「政令ににおり込む病名として「水俣
病」を採用するのが適当」との報告を行う
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1970年（昭和45年）５月27日 患者家庭互助会一任派とチッソ、水俣病補償処理委員会のあっせん案を受
諾「和解契約」を結ぶ
８月18日 棄却者９人、厚生大臣に行政不服審査請求
12月25日 水質汚濁防止法が制定・公布
1971年（昭和46年）６月24日 水質汚濁防止法の施行に伴い、水質保全法・工場排水規制法が廃止
７月１日 環境庁発足
８月７日 環境庁、
「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の認定について」
を通知（旧環境事務次官通知）
〃
10月５日

環境庁長官、棄却者９人の処分取消す（熊本10月６日、鹿児島10月８日認定）
熊本県、水俣湾周辺住民検診アンケート調査（対象者55, 776人、漁業世帯

〜11月１日 は面接調査）
10月11日 患者ら（のち自主交渉派）とチッソとの第１回補償交渉 ─自主交渉のは
じまり
11月14日 「みなまたを明るくする市民連絡協議会」が誕生①水俣病補償問題の早期
解決②公害被害者救済制度の拡充③水銀ヘドロの埋立処理④水俣病の病
名変更⑤市の経済基盤の確立⑥新規企業の誘致を関係方面に協力依頼す
ることを決議
12月28日 中央公害審査委員会、水俣病補償調停委員会を設置 ─調停を希望する調
停派から補償調停申請を受理、調停作業をはじめる
1972年（昭和47年）２月７日

熊本県、水俣湾沿岸住民健康調査第２次検診実施（対象者11,784人）

〜３月15日
２月23日 自主交渉派、大石環境庁長官、沢田熊本県知事ら立会いでチッソと初の自
主交渉を環境庁で開く
７月１日 公害等調整委員会発足（中央公害審査委員会を改組）
12月15日 重度心身障害児（者）福祉施設「市立明水園」開園、胎児性水俣病患者ら
13人が入園
1973年（昭和48年）１月20日 患者家族141人、チッソを相手取り、総額16億8, 000万円余の慰謝料請求を
熊本地裁に提訴（第２次訴訟）
３月20日 熊本水俣病裁判（第１次訴訟）判決（原告勝訴、確定）
４月27日 第１次調停申請者（30人）
、チッソと調停成立
５月22日 熊大第２次水俣病研究班、
「水俣湾とその周辺の魚介類は未だ危険、多量
に摂取すると発病のおそれ」と研究結果報告
５月27日 水俣市漁協、水俣湾の漁獲自主規制を実施（〜50年３月31日まで）
７月９日 患者５派（２次訴訟派を除く）
、チッソと補償協定に調印
７月23日 厚生省、
「魚介類の水銀の暫定的規制値」制定
９月28日 水俣市、
「水俣病」の病名変更に関する署名をまとめる ─署名者数は有
権者の72％を占める
10月１日 水俣市長ら、環境庁長官、日本神経医学会総会など関係機関に「水俣病」
の病名変更を陳情
11月20日 不知火海沿岸30漁協、チッソと漁業補償妥結、
（補償総額22億8, 000万円）
12月６日 鹿児島県出水市・東町・長島町の３漁協、チッソと漁業補償妥結（補償総
額７億2, 960万円）
1974年（昭和49年）１月

熊本県、汚染魚封じ込めのための仕切網を水俣湾口に設置
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1974年（昭和49年）８月29日 昭和49年度水俣病要観察者治療研究事業要項施行（のちに水俣病認定申請
者治療研究事業と改称、単年度事業として継続実施）
９月１日 公害健康被害補償法（いわゆる新法）施行。熊本県公害健康被害認定審査
会設置
12月13日 認定申請者406人、熊本地裁に水俣病認定不作為の違法確認請求訴訟を提起
1975年（昭和50年）４月１日 水俣市立病院附属湯之児病院に胎児性患者のための教育機関として水俣第
一中学校湯之児分校を開設
〃

水俣市漁協、水俣湾内の操業禁止（公害防止事業期間中（1990年３月31日
まで、熊本県漁業補償33億1, 500万円）
）

５月12日 水俣市、住民健康調査を開始（50〜56年度）
９月６日 熊本県・水俣市・水俣市漁協、水俣湾内漁獲自粛告知板設置
1976年（昭和51年）12月15日 水俣病認定不作為の違法確認請求訴訟判決（原告勝訴、確定）─認定業務
の遅れは違法
1977年（昭和52年）３月28日 水俣病対策関係閣僚会議（官房長官・環境・大蔵・自治・厚生・通産・文
部の各大臣、その後国土参加）開催
７月１日 環境庁「水俣病対策の推進について」を発表 ─①後天性水俣病の判断
条件、②認定業務は県が行う、などを内容とする
10月１日 水俣湾公害防止事業始まる ─封じ込めの仕切り網設置（拡大）
11月

水俣市、胎児の水銀汚染に関する調査を開始（昭和62年度まで）

12月16日 市議会各派代表・経済３団体・水俣病患者・労働団体・政党など27団体が
参加し、
「水俣病対策、水俣・芦北地域振興並びにチッソ水俣工場存続強
化についての市民運動の会＝略称・水俣市民運動の会」結成
12月25日 水俣市民運動の会総決起化大会開催（1, 200人余参加）
12月26日 一部住民ら水俣湾等ヘドロ浚渫工事差止仮処分申請書を熊本地裁に提出
1978年（昭和53年）４月12日〜13日 水俣市長、市民運動の会会長ほか会員ら、水俣病対策推進、チッソ存続強
化指導要望の署名（27, 000人余）を持って、熊本県・国に対し、①水俣病
患者の完全救済②環境復元③水俣・芦北地域の振興④チッソの存続強化
について特別立法など具体的措置を陳情
６月

水俣市、陸上で磯釣りや貝取りなどをする人たちに対し専任指導員による
巡回指導（自粛の呼びかけ）を実施

６月20日 国、水俣病対策について閣議了解 ─熊本県に対してチッソ県債の発行を
要請（56年度分まで）
７月３日 環境庁「水俣病の認定に係る業務の促進について」を通知（新環境事務
次官通知）─水俣病の認定要件を蓋然性が高い場合とする
10月１日 国立水俣病研究センター設立
12月19日 熊本県議会、決議を付してチッソ県債発行を了承
12月27日 第１回チッソ県債発行 ─発行額33億5, 000万円
1979年（昭和54年）２月14日 「水俣病認定業務の促進に関する臨時措置法」施行 ─いわゆる「国の審
査」実施
３月28日 水俣病裁判（第２次訴訟）判決（原告勝訴）
、双方控訴
1980年（昭和55年）４月16日 水俣湾ヘドロ浚渫工事差止仮処分事件判決（申請却下）
５月21日 水俣病認定申請者ら85人、国、熊本県、チッソを相手どって「水俣病国家
賠償等請求訴訟」
（第３次訴訟）を熊本地裁に提訴
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1980年（昭和55年）６月６日 水俣湾公害防止事業再開（仮締切提着工）
９月18日 検診拒否はじまる
1981年（昭和56年）10月

水俣市、水俣湾内の釣り人に対して、漁船による海上パトロール（自粛の
呼びかけ）を実施

1982年（昭和57年）10月28日 関西訴訟提訴（原告大阪在住申請者ら40人）
1985年（昭和60年）８月16日 水俣病第２次訴訟控訴審判決（原告４人勝訴、一人棄却、
（８月30日確定）
1986年（昭和61年）９月24日 国立水俣病研究センター、有機水銀の健康影響に関する WHO 研究協力セ
ンターに指定される
８月１日 熊本県の認定審査「月間250人検診、200人審査体制」発足
10月６日 丸島・百間水路公害防止事業着工
1987年（昭和62年）３月30日 水俣病第３次第１陣訴訟判決（
（行政による認定者を除く）原告勝訴）
、─
はじめて行政の責任を認める ─被告・原告双方が控訴
７月20日 丸島漁港公害防止事業着工
1988年（昭和63年）３月１日 「公害健康被害補償法」が一部改正、
「公害健康被害の補償等に関する法
律」と題名変更される
３月

丸島漁港公害防止事業終了

３月

丸島・百間水路公害防止事業終了

７月27日 水俣病チッソ交渉団、昭和48年の「水俣病にかかわるすべての償いを誠意
をもって実行する」旨の誓約書に基づき、改めて念書の形で再確認を求め
る交渉を行う
９月４日 水俣病チッソ交渉団、チッソとの直接交渉を求めてチッソ水俣工場正門前
に座り込みを開始

平

成

1989年（平成１年）１月25日 第１回熊本県水俣湾魚介類対策委員会開催
３月25日 水俣病チッソ交渉団とチッソ、細川熊本県知事・岡田水俣市長立会いのも
とに救済覚書に調印 ─座り込み解除（３月26日）
1990年（平成２年）３月31日 熊本県の水俣湾等公害防止事業完了 ─総事業費485億円を投入
５月23日 水俣市、
「胎児の臍帯、乳幼児の毛髪水銀に関する10年間調査報告」を発
表。 ─「先天、小児性水俣病の発生の危険性はない。継続調査や健康調
査などの緊急の対応策は必要ない」と結論
９月28日 東京地裁、水俣病訴訟で初の和解勧告 ─「早期解決のためには訴訟関係
者がある時点で何らかの決断をするほかはない」と勧告
1992年（平成４年）５月１日 水俣病犠牲者慰霊式（水俣市主催）を24年ぶりに水俣湾埋立地で開催 ─
遺族や患者、市民など約1, 000人が出席し、水俣病の犠牲となった生命の
冥福を祈念
６月25日 水俣市議会、
「環境・健康・福祉を大切にするまちづくり宣言」を決議
６月26日 熊本県、水俣病総合対策事業施行（鹿児島県は６月29日施行）
６月29日 水俣市、
「環境水俣賞」を創設
11月14日 水俣市、
「環境モデル都市づくり」を宣言
1993年（平成５年）１月４日 水俣市立水俣病資料館開館 ─水俣病の教訓を後世に伝えることなどを目
的として建設、水俣病の歴史と現状をパネル展示や映像などで紹介
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1993年（平成５年）２月６日 「水俣病問題の早期・全面解決と地域の再生・振興を推進する市民の会」
（略称 市民の会、会長は水俣市長）設立総会、水俣市公民館で開催 ─
194団体・個人が参加
３月４日 熊本県水俣湾魚介類対策委員会、水俣湾内の仕切網を段階的に撤去する方
向で検討を行うことを提言、湾内の指定魚を16種から10種へ減少
３月６日 「市民の会」
、設立後初の市民大会を市文化会館で開催 ─約1, 000人が参
加、
「水俣病の早期解決への積極的関与、チッソへの特別の支援措置」を
国に求めることなどを決議
３月22日 「市民の会」
（水俣市長ら代表約20人）
、環境庁ほか関係各省庁、熊本県選
出国会議院、各政党に陳情書とともに約２万5, 000人分の署名提出
３月25日 水俣病第３次訴訟第２陣（原告238人）判決で熊本地裁、
「国、熊本県は発
生拡大を防ぐ義務を怠った」と行政責任（食品衛生法・水質２法につい
ての責任）を全面的に認める ─被告、原告控訴
８月20日 熊本県環境センター開館
８月

水俣市、ごみの分別収集を開始

10月

熊本県、水俣湾と七ツ瀬海域を区分する内仕切網を設置

1995年（平成７年）２月８日 熊本県水俣湾魚介類対策委員会、指定魚をなくし七ツ瀬海域の仕切り網撤
去を提言
３月31日 水俣病総合対策医療事業申請受付終了
４月20日 熊本県、水俣湾七ツ瀬海域の仕切り網撤去作業開始
６月

熊本県、水俣七ツ瀬海域の仕切網撤去作業終了

９月28日 一時金一律260万円に団体加算金を上乗せした水俣病未認定患者救済の政
府・与党の最終解決案が正式に決定
12月15日 水俣病関係閣僚会議及び閣議で、未認定患者を救済する政府最終解決策を
決定
1996年（平成８年）１月22日 熊本・鹿児島・新潟の３県、総合対策医療事業の申請受付再開
１月

水俣市、
「環境・健康・福祉を大切にする産業文化都市」を将来の都市像
とする第３次水俣市総合計画を策定

２月21日 水俣病患者平和会、水俣病未認定患者を救済する政府解決策に基づき、
チッソと一時金支払と紛争終結のための協定を締結
２月23日 水俣漁民未認定患者の会と茂道水俣病同志会、チッソと一時金支払・紛争
終結のための協定書を締結
３月

水俣市、環境基本計画を策定

４月30日 水俣病患者連合、未認定被害者の救済問題で原因企業チッソと紛争終結・
一時金支払いの協定を締結
５月19日 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議が、チッソと未認定被害者救済の政
府・与党解決策に基づき、紛争終結・一時金支払いのための協定に調印
─同解決策で団体加算金支払い対象になった患者５団体がすべて協定を
締結
５月22日 水俣病第３次訴訟第１陣など福岡、熊本、大阪、京都で係争していた訴訟
の原告団、チッソと和解成立、国と熊本県に対する訴えを取下げ
７月１日 水俣病未認定患者救済のための政府解決策に基づき、熊本、鹿児島両県で
再開された「水俣病総合対策医療事業」の申請受け付け締切り
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1996年（平成８年）７月１日 国立水俣病研究センター、
「国立水俣病総合研究センター」と改称し、国
際・総合研究部を新設
10月27日 水俣病犠牲者を慰霊鎮魂し、水俣病の教訓を後世に伝えるなどを目的とし
て完成した「水俣メモリアル」の完成を祝い地域再生を願う「出発（た
びだち）式」を開催
1997年（平成９年）２月25日 熊本県水俣湾魚介類対策委員会、熊本県が実施する水俣湾の魚介類の水銀
濃度の調査結果が平成９年度の前期調査でも国の暫定的規制値を下回る
ことを条件に、湾内の仕切網を全面撤去する基本方針を全会一致で承認
─同委員会は同日解散
６月19日 水俣病の政府解決策に基づいた、
「水俣市南部もやい直しセンター（愛称：
おれんじ館）
」が落成
７月29日 福島熊本県知事、
「昭和49年１月に設置した仕切網については、水俣湾の
魚介類が安全であり、今後とも魚介類の安全性が損なわれる可能性はな
く、さらにそのことについては、大方の県民の理解も得られているものと
判断し、撤去することとした」と安全宣言。８月から仕切網撤去工事に着
手する方針を発表
８月21日 熊本県、仕切網の撤去工事着工
10月14日 仕切網海上部分の撤去工事終了
10月15日 水俣市漁協、24年ぶりに市場出荷のための水俣湾での操業再開（水俣湾が
一般海域として漁場開放される）─チッソによる湾内魚介類の買い上げ事
業終了
10月16日 水俣市漁協、チッソと仕切網撤去工事の完工確認書調印（14日付け）
1998年（平成10年）２月13日 政府の水俣病問題解決策に基づき建設が進められていた「水俣市総合もや
い直しセンター（愛称：もやい館）が落成 ─解決策で計画された３施設
が完成
1999年（平成11年）２月23日 水俣市、ISO14001認証取得
３月26日 水俣市湯の児病院内に設置され胎児性水俣病患者らの学び舎だった、水俣
市立第一小学校、水俣市立第一中学校の湯の児分校閉校式
６月９日 政府、①県債の発行を2000年６月で打ち切る、②公的債務のうち、返済しき
れない分を毎年一般会計と地方財政措置で肩代わりする、③政治決着によっ
て国が助成した270億円の返済を免除する、④チッソは自助努力のうえ株主
責任を明確化し、関係金融機関も支援する等を内容とする平成12年度以降に
おけるチッソに対する金融支援の政府案を決定（関係閣僚会議申合せ）
2000年（平成12年）２月８日 政府、平成12年度以降におけるチッソに対する国の支援策を正式に決定
（閣議了解）
５月24日 第８回 環境自治体会議が水俣市で開催（〜 5/26まで）
2001年（平成13年）６月９日 国立水俣病総合研究センターの付属施設として水俣病情報センター（明神
町）が開館
10月15日 第６回地球環境汚染物質としての水銀に関する国際会議を開催（39カ国：
412人）
2002年（平成14年）４月25日 熊本県教育委員会は、新規事業である県内の小学５年生を対象にした「こ
どもエコセミナー」を初年度165校程度で実施することを決定
2003年（平成15年）９月

水俣市、ISO14001自己適合宣言
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2004年（平成16年）10月15日 関西訴訟最高裁判決で国と熊本県の行政責任を認める
2005年（平成17年）３月24日 水俣市立湯之児病院（旧水俣市立病院附属湯之児病院）
、水俣市立総合医
療センターとの統合により閉院
10月13日 新保健手帳の申請受付開始（熊本県・鹿児島県・新潟県）
2006年（平成18年）５月１日 平成18年度水俣病犠牲者慰霊式を水俣病慰霊の碑前で開催。15回目。参列
者約1, 300人
2007年（平成19年）２月10日 第14回世界地方都市十字路会議が水俣市で開催（〜 2/11まで）
2008年（平成20年）７月19日 水俣病発生地域間交流事業で新潟県内の小学５年生12人が水俣に訪れ交流
（〜７/21まで）
８月28日 水俣病発生地域間交流事業で水俣市内の小学生12人が新潟を訪れ交流（〜
８/30まで）
2009年（平成21年）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（本項以
下「特措法」という。
）
」が公布、施行
2010年（平成22年）３月15日 水俣病不知火患者会の集団訴訟に関し、熊本地裁が一時金210万円など和
解案の大枠を示す所見提示
３月18日 鳩山首相、水俣病訴訟で熊本地裁が示した和解所見の受け入れを表明
３月22日 水俣病被害者芦北の会、水俣病被害者獅子島の会、特措法の救済措置とし
て国が提示した一時金と療養手当額の受け入れを決定
３月24日 熊本県議会、国、県に対し、熊本地裁の和解所見に沿った解決の努力を求
める決議を全会一致で可決。
〃

熊本県知事、水俣病訴訟で熊本地裁が示した和解所見の受け入れを表明

３月25日 水俣病被害者芦北の会、環境省が示す一時金と療養手当の額を承諾する旨
を環境大臣あて伝える
３月26日 チッソ、熊本地裁の和解所見の受け入れを決定
〃

水俣病被害者獅子島の会、救済一時金と療養手当の金額を了承

３月28日 水俣病訴訟原告水俣病不知火患者会、水俣市で原告団総会を開き、熊本地
裁の和解所見の受け入れを決定
３月29日 水俣病不知火患者会が国、熊本県、チッソに損害賠償を求めた集団訴訟の
第５回和解協議が熊本地裁で開かれ、原告・被告双方が熊本地裁の和解所
見を受諾、和解に向けた基本合意が成立
４月１日 水俣病出水の会、水俣病被害者救済法に基づく救済策として国が提示した
一時金と療養手当の額の受け入れを決定
４月16日 政府、
「水俣病被害者の救済と水俣病問題の解決に関する特別措置法の救
済措置の方針」を閣議決定
５月１日 平成22年度水俣病犠牲者慰霊式を開催。水俣病患者・遺族、鳩山由紀夫
首相、蒲島熊本県知事、後藤チッソ会長など関係者約1,100人が参列。鳩
山首相は歴代首相として初参列。謝罪を述べるとともに、国連環境計画
（UNEP）の議論されている水銀規制条約の最終会議の日本招致と条約名
を「水俣条約」する方針を表明
〃

特措法に基づく水俣病被害者救済申請の受付が始まる

７月６日 環境大臣、チッソ株式会社を特措法に基づく特定事業者に指定
12月15日 環境大臣、特措法に基づき、チッソの事業再編（分社化）計画を認可
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2011年（平成23年）３月21日 水俣病不知火患者会、芦北町で原告団総会を開き、国、熊本県、チッソに
損害賠償を求めた集団訴訟での和解受け入れを正式に決定
３月23日 チッソと３団体（水俣病出水の会、水俣病被害者芦北の会、水俣病被害者
獅子島の会）は、紛争終結を確約する協定書に調印
３月24日 水俣病不知火患者会を組織する未認定患者で11都府県に転居した195人が、
国、熊本県、チッソに損害賠償を求めた訴訟は、東京地裁で和解が成立
３月25日 水俣病不知火患者会の2,429人が、国、熊本県、チッソに損害賠償を求め
た訴訟は、熊本地裁で和解が成立
３月28日 水俣病不知火患者会近畿支部会員306人が国、熊本県、チッソに損害賠償
を求めた訴訟は , 大阪地裁で和解成立
４月１日 ＪＮＣ株式会社が事業活動開始
４月６日 水俣病出水の会、水俣病被害者芦北の会、水俣病被害者獅子島の会、特措
法に基づくチッソとの和解協定締結を蒲島熊本県知事に報告
2012年（平成24年）７月31日 特措法に基づく水俣病被害者救済申請の受付が終了
2013年（平成25年）10月７日 「水銀に関する水俣条約外交会議」が熊本県（熊本市・水俣市）で開催
（〜 10/11まで）
〃

国連環境計画（UNEP）が「水銀に関する水俣条約外交会議」の関連イベ
ントを開催（〜 10/11まで）

10月８日 政府、
「水銀に関する水俣条約」への署名を閣議決定
10月９日 「水銀に関する水俣条約外交会議」において各国政府関係者ら約550人が
水俣湾埋立地での追悼式に参列、その後水俣市文化会館で開会記念式典を
開催
〃

「水銀に関する水俣条約外交会議」開会記念式典で、石原環境大臣、条約
早期発効に向けた途上国支援と、水銀対策技術や環境再生の取組に関する
水俣から世界への情報発信等を柱とする「MOYAI イニシアティブ」表明

〃

「水銀に関する水俣条約外交会議」開会記念式典で、蒲島熊本県知事、
「水
銀フリー熊本宣言」を行う

10月10日 「水銀に関する水俣条約外交会議」において、
「水銀に関する水俣条約」
と関連決議を含む最終議定書が全会一致で採択される
10月11日 「水銀に関する水俣条約外交会議」閉幕、91カ国と欧州連合が署名、参加
各国と国際機関代表が早期批准・発効への期待と財政支援求める声明発
表
10月26日 「第33回全国豊かな海づくり大会」が熊本県で開催される（〜10/27まで）
10月27日 天皇、皇后両陛下、
「第33回全国豊かな海づくり大会」に臨席するため水
俣市を初訪問。水俣病慰霊の碑に献花され、市立水俣病資料館を見学、語
り部の会会長の講話を聞き、懇談される。
2014年（平成26年）８月29日 環境省、特措法に基づく水俣病被害者救済申請の審査結果を公表。熊本・
鹿児島両県で45,933人が申請し、36,361人が救済対象となる
2015年（平成27年）２月５日 水俣市立水俣病資料館の来館者が90万人を超える
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水俣病の発生とその原因
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２ 水俣病の原因究明
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第３章

環境汚染対策

１ 工場排水の規制
２ 魚介類対策
漁獲・食用自粛指導と漁獲自主規制
国による
「魚介類の水銀の暫定的規制値」の制定
熊本県による仕切網の設置
公害防止事業実施期間中の操業の禁止
一般遊魚者への魚釣り自粛呼び掛け
仕切網設置期間中の魚介類の買上げ
七ツ瀬海域の仕切網の撤去
「水俣湾の安全宣言」
と水俣湾海域の仕切網の撤去
チッソによる漁業補償
行政による漁業補助等
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３ 環境復元事業
水俣湾公害防止事業
丸島漁港公害防止事業
丸島・百間水路公害防止事業
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４ 汚染状況の推移
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