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本 日 4月 16日 、水俣病溝 口訴訟上告審 において、最高裁判所第 3小 法廷は、
熊本県 の上告を棄却す る判決を下 しま した。
この最高裁判決 によ り、2012年 2月 27日 付 の福岡高等裁判所 の判決 が確定
します。 つ ま り、熊本県知事 が溝 ロチエ に対 して行 った水俣病認定 申請棄却処
分 を取 り消す とともに、熊本県に対 してチエ を水俣病 と認定す るよ う義務付け
る福岡高裁 の判決 が確定す るのです。
チエ の認定 申請 か ら 39年 、チエ が亡 くなってか ら 36年 。 よ うや く司法によ
る決着がつい た とはいえ、行政はあま りにも長 い年月、チエ の水俣病認定を違
法に拒否 し続 けてきま した。
その責任 は、ひ とえに環境省 な らびに熊本県にあ ります。
すなわち、熊本県はチエ の認定申請後、処分を出すまで 21年 間も放置 し、 し
か も棄却処分 にす るとい う認定判断を誤 りま した。そ の後も、行政不服審査請
求、本訴訟で、チエ は水俣病ではない と、根拠 もなく主張 し続 けま した。
さらに、熊本県は福岡高裁 の精緻な判決で敗訴 しなが ら、「上告するな」 とい
う私 どもをは じめ、多 くの水俣病患者家族、市民の声を踏みに じり上告す る暴
挙 に出ま した。 しか も環境省 は、熊本県 に上告するよ う圧力をかけた のです。
本 日の最高裁判決 によ り、 こ うした環境省お よび熊本県 の対応 の誤 りが明白
なもの とな りま した。私 どもは、環境省お よび熊本県 の患者救済義務 を放棄 し
た姿勢 に断 固抗議 します。
もはや 一刻 の猶予 も許 されません。環境大臣および熊本県知事は、私 ども患

者家族に謝罪す るとともに、ただちにチエ を水俣病 と認定すべ きです。
そ して、環境省 は、本判決を真剣 に受け止め、これまで 52年 判断条件 に基づ
き、四肢末端優位 の感覚障害 のみでは水俣病 と認 めない としてきた公健法 の運
用 が誤 つてい ることを率直に認めるべ きです。そ の上 で、52年 判断条件 を無効
とし、52年 判断条件 によ り棄却処分 とした全て の患者 の見直 しを行 うべ きです。
チエ をは じめ、認定 をめぐる争 いが今なお続 く原因の源 には、環境省お よび
熊本県 が不知火海沿岸住民 の健康被害に係 る悉 皆調査 を実施 しないこと、環境
省 が救済法および公健法上 の認定基準 である 52年 判断条件を無効 としない こと
にあ ります。

52年 判断条件 については、既 に患者団体はもとより、裁判所、医学界 か らも、
その医学的誤 りお よび法適合性 の欠如が何度 も指摘 され、批判 されてきま した。
行政 が悉 皆調査による被害実態 の解 明を行 つていれば、52年 判断条件 が現実 の
水俣病 の病像 に合致せず、圧倒的多数 の被害者 を切 り捨 てる基準であることは、
より明確 に科学的に証明 されたのです。それ にもかかわ らず、環境省 は、何 の
根拠 も示 さずに 52年 判断条件 は妥当だと言 い募 るばか りで、見直 しを しません
で した。
そ して、被害調査 を踏 まえない施策 が水俣病問題 の根本的解決に結びつ かな
いこ とは、水俣病 の公 式確認か ら 56年 以上経過 した今 日において、水俣病救済
特措法 による申請者 が、環境省 の予想 をはるかに上回る 6万 5千 人に上った事
実、 さらに、非該 当 とされた申請者が行政訴訟や損 害賠償請求訴訟を提起せ ざ
るを得ない事実に端的に示 されてい ます。
環境省お よび熊本県 は、ただちに不知火海沿岸 住民 の健康被害に係 る悉 皆調
査を実施 し、52年 判断条件 を無効 として、適正な認定基準を策定すべ きです。
よつて、以下 の点につ き、申 し入れます。

1

熊本県 は、チエ の処分 を認定申請後 21年 間も放置 し棄却処分 とした上に、
チエ は水俣病 とは認 め られない と否定 し続 け、今 日までチエ の水俣病認定を
遅 らせて きた責任 を認 め、私 ども患者家族 に謝罪す ること
2 熊本県知事 は、ただちにチエ を水俣病 と認定すること

3

環境省 お よび熊本県 は、不知火海沿岸 な ど汚染魚介類摂食住民 の健康被害
に係 る悉 皆調査 を実施す ること
4 環境省 は、52年 判断条件 を無効 とし、悉皆調査 のデー タに基づ く適正 な認
定基準を策定す ること
5 環境省お よび熊本県 は、 これまでの認定申請棄却処分 としたすべ ての患者
に対 し、新 たな基準による審査を行 うこと
‐

以上

