特

集

新しい水 俣をつくる
水俣は日本の縮図である。古くから水が豊かで
山の幸、
海の幸に恵まれた水俣には旧石器時代から人々が暮らしていた。
明治に入ると、
日本の近代化と足並みをそろえ
化学工業のチッソを中心とした工業都市として栄えた。
しかし、
そのチッソの排水が産業公害病を引き起こし
水俣の人々は分断され、
苦しむことになる。
苦難のなかから水俣は全国初の「日本の環境首都」
として、
新たなまちづくりを進めている。
水俣の豊かな風土と精神世界と患者さんたちの苦悩とが
一体となった文学世界を表現してきた石牟礼道子さんは、
今年２月に逝去されたが
その石牟礼さんも望んだ新しい水俣づくりに取り組む人々の姿と
豊かな風土から学ぶことは多い。
文・撮影●森枝卓士

私
たちが水俣に住んでま

もないころ、ジャーナ

リスト志望の高校生と

知りあいになった。仕事の手伝い

をしていたが、家には内緒で……。

Ｗ・ユージン・スミスとアイリ

ーン・Ｍ・スミスの本、
『 水俣

ＭＩＮＡＭＡＴＡ』
（１９８０年、

三一書房）に、そんな記述がある。

その高校生が四十数年前の私、森

枝である。

親が水俣病を引き起こしたチッ

ソに勤めていた。チッソの城下町

で「会社行き」の息子として育っ

た。しかし、写真好きが高じて、

名高い写真家のユージン・スミス

に会いに行くまで、あまり水俣病

を意識することはなかった。

その後は、様々な形で故郷を、

水俣を考えてきた。

いっぽう、本誌・渡邊直樹編集

長は水俣に関心を抱きつつも、こ

れまで訪ねたことがなかった。

折も折、石牟礼道子さんという、

水俣を語る際に象徴的な人物が亡

くなった。単に水俣病だけでなく、

水俣という地方都市の近現代を見

続け、語ってきた人物だが、晩年、

「水俣病以外の水俣を……」もっ

と伝える必要もと語っていたのだ

とか。

そんなわけで、故郷という視点

と、初めての地という視点から、

水俣をいま、見る旅に出た。それ

13

はまた、福島など今の問題を考え

中尾山の中腹より水俣市街を望む。八代海の先には天草の島々が。

（森枝卓士）

大正大学表現学部客員教授。
写真家。文筆家。
1955年熊本県水俣の自宅で生まれる。
水俣第二小学校、
水俣第三中学校、
鹿児島県立出水高等学校を経て、
国際基督教大学
（ICU）
卒業。
アジアを中心に世界各地を、
特に食文化の視点から取材。
『食べもの記』、
『カレーライスと日本人』
など
著書多数。

るヒントでもあるはずだから。

Takashi Morieda
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自動車で

博多駅

大宰府
IC

約1時間10分

熊本駅

約25分

熊本IC

八代

M

A

P

九州自動車道
約100分

国道3号

津奈木
IC

九州自動車道
約50分

鹿児島北 九州自動車道
IC
約40分

約30分

市

栗野IC

約20分

九州

水俣駅

線
新幹
九州

国道268号
国道3号
約60分

熊本県

鹿児島
中央駅

新水俣駅

俣

至

博
多

JR九州新幹線で

至

水

アクセス

肥薩おれんじ鉄道で
八代駅

約1時間10分

道
じ鉄
れん
お
肥薩

湯の児海と夕焼け
湯の児温泉

川内駅

約1時間30分

出水駅

湯の児チェリーライン

水俣駅

水俣川

約20分

新水俣駅

鹿児島
空港

水俣直通連絡バス

約45分

約1時間30分

水俣市立図書館

（不知火海）

飛行機で
空港シャトルバス

もやい館

八代海

約5分

阿蘇
くまもと空港

つ

熊本駅

水俣病資料館
親水護岸 竹林園

新水俣駅

エコパーク水俣

D A T A

な

ぎ

まち

津奈木町

水俣市役所
水俣市立蘇峰記念館

モンブランフジヤ
蜂楽饅頭
もじょか堂
みなまるキッチン

実生の森

駅
俣
水
新

駅
水俣

あし きた まち

バラ園

みな また

水俣市

中尾山

恋路島
水俣エコハウス
水俣浮浪雲工房

芦北町

く

ま

む ら

球磨村

川
出
湯

水俣市は西に八代海（不知火海）
、
東と北と
南の三方を山に囲まれる、熊本県の南端の町。
リアス式海岸の美しい自然景観は「日本の地
中海」といわれる。中心を水俣川が貫き、
「日
本の棚田百選」に選ばれた久木野寒川地区や
滝が点在する湯出川流域などの里山・山間部
も、市内中心部から車で 20 分ほどの距離に
ある。海に「湯の児温泉」
、山に「湯の鶴温
泉」と２つの温泉郷を抱える。
明治末より「工業都市」として栄え、ほぼ
同時に始まった産業公害の経験から、環境に
配慮したまちづくりに取り組み、国から「環
境モデル都市」の認定を受けたほか、ＮＧＯ
主催の「日本環境首都コンテスト」では、全
国初の「日本の環境首都」の称号を受ける。

水俣市

水俣川水系

久木野地区
水
俣
川

愛林館

住吉神社

寒川水源

青竹細工

久木野川

桜野園

総土地面積：16,329 ha
総人口：24,859人（2018年5月末現在）

水俣エコ牛乳

主な所在地：
水俣市役所
水俣市陣内1-1-1 TEL 0966-63-1111

湯の鶴温泉
鶴の屋

湯出七滝

水俣市立 水俣病資料館
水俣市明神町53 TEL 0966-62-2621
熊本県立 環境センター
水俣市明神町55-1 TEL 0966-62-2000

天の製茶園

水俣病情報センター
水俣市明神町55-10 TEL 0966-69-2400

き れい

亀嶺峠

鹿児島県
伊佐市

エコパーク水俣管理事務所
水俣市汐見町1- 231-12
TEL 0966-62-7501

い

水俣市立図書館
水俣市浜町2-10-26 TEL 0966-63-8401

頭石地区

水俣市総合もやい直しセンター もやい館
水俣市牧ノ内3-1 TEL 0966-62-3120

15

至

内
川

至鹿
児島中
央

地図イラスト●花モト・
トモコ

鹿児島県
出水市

さ

曾木発電所遺構

い ず み
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吉井正澄元水俣市長の
もやい直し
水俣市長として水俣病犠牲者慰霊式ではじめて謝罪したのは１９９４年５月１日。
分断された地域社会を修復することに尽力した吉井さんの今の思いは？

ッソの側の人だった。
ところが、吉井正澄さんが市長にな
って、明らかに水俣は変わった。吉井
さんも自民党の市会議員だったはずな
のに。

患者の側について
まちを潰す気か

まに帰るくらいなので、伝え聞くくら
があった。
「チッソ」の城下町の直参

扱いを受ける。しかし、市内では分断

りしました」

り、自民党から追い出すぞと脅された

を言うと、抗議の電話がかかってきた

「水俣病患者の側に立ったようなもの

いのことではあったが、それ以前と明
や関係者の一群と、それ以外。特に患

俣が変わる」

らかに違った。対立をなくそうという

れ

講演の依頼があったという。
いし む

石牟礼道子さんが亡くなる前、共通
の友人を通じて、吉井さんはメッセー
ジを受けとった。

わっている。

か くしゃく

その思いは水俣の次世代に確実に伝

新しい水俣をつくらないと……」

「水俣病の水俣を抜け出さんといけん。

感じ入るところがあり、その夫妻の生

じていた。その悲劇の中での誠実さに

込まないようにというような配慮を感

ない。逆に関係のない吉井さんを巻き

特に水俣病の話をしていたわけでは

人的な付き合いもしていた。

あって、その夫妻とは仕事を超えた個

もある。なかには水俣病患者の一家も

売ったり。舟を造るための材木の注文

家屋敷を建てるための材木をまとめて

販売までを一貫して行う、自伐型林業。

じ ば つが た

家業の林業は植林、育林から伐採、

潰す気なのかと言われたものだという。

チッソのおかげで成り立っている町を、

ていた。記憶も鮮明。そして柔和な目。

じきに 歳だが、昔のように矍 鑠とし
87

吉井正澄市長の市政につい

て、聞こえてくる話から、そう思った。
者や漁師のような人々。対立の構図の

るとか、様々な試みがなされたが、吉

1931年熊本県水俣市生まれ。
75年4月水俣市議会議員に当選、
以後連続5期当選。
94年第13代水俣市長に就任。
水俣病患者と患者団体に、
市、
県、
国の水俣病対策は間違っていたと謝罪し、
40年ぶりに政治解決を果たした。2002年2期で市長を退任。
03年より胎児性患者の施設「ほっとはうす」の理事に就任する。
99年、
毎日・地方自治大賞特別賞受賞。
00年、
地球温暖化防止活動環境大臣表彰。
02年、
環境保全功労者表彰。旭日小綬章受賞。

久しぶりにお目にかかった元市長は、

意志を感じたのだ。

なるほど、と思う。差別的な言辞を
井さんから伺って、一番印象に残って

中でも、これまでの市長はほぼ常にチ

水俣に生まれ育ったとはいえ、東京暮
水俣の外では、同じように差別的な

値観の市民をつなげる。壊れてしまっ

らし。年老いた両親の様子を見に、た

前、何もできなかったという想いが、
た社会を修復する。
具体的には、実生の森づくりである

み しょう

水俣病問題への行動へと駆り立てられ
たのだろうと、穏やかに、しかし毅然

弄する輩は、具体的な相手を知らない
いるのが、ごみの集積の場に集まって

とか、もやい直しセンターの建設であ

ことが多い。イメージの中の敵なのだ。
もらうこと（後述するようにこれまた

と言う。

水俣のような小さな市でも、町中に住
環境問題としての試みがある）
。イヤ

もとより、すべてがうまくいったと

ろう

んでいたら、漁村に多かった、それと
でも会話をせねばならず……。

など、ない。保証金で儲かったニセ患
いうわけは、もちろんない。それほど

なか

すぐに分かるような患者との付き合い

者云々というようなイメージだけ……。
簡単ではない。しかし、保守、体制の

であることを、試行錯誤の末に見出し

もや

てみせたのだと思う。はじめの一歩。

側の寛容が問題をひもとく一番の方法

吉井さんがしてきたことは、その逆

今、改めて吉井さんに「これからの

舫う、
ことからはじめる
そして福祉のまちへ

なのだ。真っ当な付き合いの中で実感

町だが、その分、ひとりあたりの病院、

水俣」を問うと、
「福祉のまちづくり」

水俣病犠牲者慰霊の会で、市長とし

医者、福祉施設の数も多いんです。そ

として、その人たちの痛みを理解して、

てはじめて謝罪をした。訴訟の和解に

れを活かしたまちづくりをすべきでは

という。

応じない国に対して、和解を進めたり、

ないか」と。確かに高齢化社会の問題

何かをしようという、ある意味当たり

対立している患者団体間の協調を図っ

を解決する先駆けともなり得るまちな

「老人や介護を必要とする弱者が多い

たりもした。そして、何より、
「 もや

のだ。その吉井さんのもとを、子ども

前の行動。

い直し」
。

が急増し「日本一若いまち」として知
て

「舫う」とは舟と舟をつなぎとめると

られる愛知県長久手市の市長も、将来

なが く

いう意味に発し、つながり合うことで

の参考にと視察に訪れ、話を聞いた後、

1

ある。分断されていた様々な立場、価

1 水俣病資料館に隣接する「水俣メ
モリアル」。不知火海に突き出た明
神崎に108個のステンレスのボール
が点在している。イタリアの建築家、
ジョゼッペ・バローネ氏のデザインで
1996年に完成。漁火と鎮魂の象徴
がモチーフとなる。2 エコパーク水俣
にある「実生の森」づくりでは、
水俣
病患者、
チッソで働く人、
一般市民が
苗木を持ち寄って植林に参加した。
その苗木が大きく育ちつつある。

Masazumi Yoshii
2

16
17

元市長を訪ねて

水

うしても、海の町というイメ

ントなどしていた沢畑亨さん。

設。その館長が環境問題のコンサルタ

地を利用して造られた、地域振興の施

「日本の棚田百選」にも選ばれている

そう呼ぶだけで実際は７００枚とか。

前）から造られた千枚田がある。まあ、

おそらくは江戸時代（あるいはそれ以

ていく。そのように、

水源の水は棚田に流れ

そして、棚田。山や

が延々と続いている。

ような気持ちの良い森

念仏があったり……の土地でもある。

きていた信徒がいたり、山の中に隠れ

とされていたため、水俣の寺に隠れて

の薩摩藩や人吉藩では浄土真宗が禁教

も広がっていたのだ。特に、明治以前

実は近代以前は山越えのネットワーク

えば、僻地というイメージしかないが、

と抜けていた山の道がある。山奥とい

上があり、
かつては薩摩へ、
人吉方面へ

もっとも、この上流階級にはさらに

の近くの下流の出身でしょうと。

ージが強いから、山の豊かさ

古い付き合いで、帰郷の際には度々

景観である。一枚一枚は本当に狭く、

石牟礼道子さんは西南戦争について

だけでリセットされる

っているうちに、渡邊編集長が呟いた。
杯など交わす仲であり、また、水俣の

見て回ると石をていねいに積んで、し

も書いているが、様々な意味合いで歴

豊かな水と川

なるほど。私には山道を遥かに下っ
山について教えてくれる師匠でもある。

っかりと造られているのが分かる。狭

に驚いた」
。あちらこちらを走りまわ

さ むか わ

山深い集落に広がる棚田、
芦北町と水俣市の境の
大関山からの湧水量は大雨でも変わらない。
海辺の町のイメージを覆す水俣の姿がここにある。

て登校していた同級生がいっぱいいた
例えば、寒川水源地。愛林館から棚

ところで、愛林館では棚田のライト

ので、「山の水俣」は当たり前だったが、

歩か。夏場は流し素麵と、その場で養

やがて、大きな流れとなっていく。

たら、沢畑さんの案内で山の水俣に触

なイベントを行っている。水俣を訪れ

アップや補修のボランティアなど様々

「というわけで、我々は上流階級」と

れていただきたい。

水は山と森の恵みであることを実感

沢畑館長は笑う。森枝さんなんか、海

この棚田を抜けて水は川に流れ込み、

きた、先人の思いが伝わるような場。

史の舞台であったところでもあるのだ。

沢畑亨 さん

い土地を知恵と労働力を使って耕して

愛林館の館長。
東京大学大学院林学専攻の
修士という森のプロだ。

田を横に登っていくと、 分ほどの散

実際には、鶴が飛来する広大な田園

殖しているヤマメやニジマスを焼いて

外の目では海辺の町でしかないか。

地帯でも知られる隣町の鹿児島県出水

食べさせてくれたりする店がある。地

い ずみ

市とは異なり、平地は限られている。

域の住民でやっている。
そのあたりを散策すると、水は山の、

後述するように、その狭い平地の中心
部は、近代的な工業を誘致するという

森の恵みであることを実感する。山の

る様が見て取れる。大関山の地下水が

ことで、チッソ工場が占めている（出

そして、内陸部に向かって走るとす

湧水となって湧き出すのだが、それが

土の間から清らかな水がしみ出してく

ぐに分かるように、川の間の狭い谷間

さらに清流となっていく様子は見てい

水との競争で勝利したのだが）
。

に集落が集まっているような山深い町
あ いり ん

るだけで清々しい。避暑地の趣。
の

なのである。
ぎ

近くには森が。杉林のようなところ

く

その山の上の方、久木野地区に愛林
お おく ち

もあれば、雑木林も。入っていけると

かん

館がある。かつて大口など鹿児島県北

ころも、私有地で入れぬところもある

やま の

部の内陸部に繫がっていたＪ Ｒ山野線

が、可能なところを歩き回ると、それ

2

30

18
19

山の暮らしと
恵み

の廃線に伴い、その久木野駅の駅舎跡

1

TEL 0966-69-0485
久木野ふるさとセンター愛林館 水俣市久木野1071
1 寒川水源。2 竹細工も川とつながり
が深い。流れに竹をつけて、割くとこ
ろから始まるから。神奈川県の生まれ
で、いまや水俣唯一の竹細工職人の
井上克彦さん。

1
T

R

A

P

久木野地区。
「日本の棚田百選」の
景観。この坂を上った先に寒川水源
がある。

ど

原点から再生まで ―

や

つ

し

ろ

し

ら

ぬ

い

八代海 （不知火海の
） 海の幸
いお わ

ソウルフードだった
チャンポン伝来の謎

八代海のなかでも水俣湾は「魚湧く海」といわれるほど、
水産資源に恵まれた海だった。その海に異変が起きた。

みたいですね。静かな海だ」
この旅の最中、水俣の海を
子どもの頃、二番目の楽しみは水俣

こういうところ。指摘されないとそん

いや、生まれ育った身には、海とは

ームとチャンポンを食べること。それ

大きな店）
。そこの食堂でソフトクリ

ソ社員の生協に発した、市内で一番の

市内の水光社（デパートのようなチッ

なことは考えもしない。しかし、改め
が週末の贅沢だった。おそらく、水俣

走る鹿児島本線（今は八代から南は肥

た。年に一度か二度の楽しみ。海辺を

に遊びに連れて行ってもらうことだっ

骨ラーメンなどより、よっぽど普通に

も普通に、そう、熊本の名物という豚

など、知っていたかどうか。あまりに

チャンポンが長崎の名物であること

の多くの子どもたちにとって。

薩おれんじ鉄道という第三セクターに
愛されていたソウルフードだったから。

やお城、デパートの食堂を楽しみ、ま

水俣のような小さい町にはない動物園

やっと謎がとけた。天草を経由した海

３代目主人、三牧賢治さんと話して、

楽食堂」でチャンポンを食べながら、

ひ

なってしまった……）に揺られて、明
数年前、里帰りした折、地元の「喜

た鹿児島本線のＳＬに揺られる。夕暮
のネットワークだったのだ。

夕日に赤く染まっている。たまに、打

さんが１９５０年（昭和 ）に開業し

喜楽食堂の初代である祖母、美恵子

そんな海。

あり、美しさに見入ったものだった。

せ ぶね

瀬舟と呼ばれる帆掛け船の漁船の姿が

うた

れの海はいつものように凪いでいて、

さつ

るい不知火海を眺めながら出かける。

子どもの頃、一番の楽しみは熊本市

て考えると……。

いた。

見ながら、渡邊編集長は何度となく呟

湖

た頃、天草からの客に「こんな料理が
ある」と教えられ、作ってみたのだと

話で思い出した。水俣と八代の間には

そうそう。鹿児島本線や不知火海の

海に広がっていたということなのだ。

不知火海、八代湾、そして島原湾と内

のような船の行き来、交易のルートが

チャンポンがあったということだ。そ

海伝いに長崎から入り、定着した天草

内に広まった。それ以前に、天草にも

ル水銀に汚染された魚介の水銀が胎盤

るいは胎児のときに母親の食べたメチ

人々がメチル水銀中毒症となった。あ

食 物 連 鎖 で 濃 縮 さ れ、そ れ を 食 べ た

たことに発する。その水銀が魚介類の

大量のメチル水銀が、水俣湾に流され

ヒドを製造する過程でできてしまった

うと、チッソの工場からアセトアルデ

水俣病はごくごく簡単にいってしま

があったのだろうなあと思った。

三太郎峠と呼ばれる峠があった。赤松

を通り、胎児性水俣病となった。

ぎ

歴史の「もしも」など意味がないこ

な

現在の国道３号線が肥後から薩摩へ続

とかもしれない。が、もしも不知火海

つ

く薩摩街道と呼ばれた時代、難所とし

患者のような極端な悲劇は……。いや、

が湖のような海でなかったら、拡散は

その故もあって、前述したような山

詮無いことか。かえって認識されるこ

て知られていた（後にトンネルが通り、

を抜ける道もあったし、海上交通網も

とが遅くなり、広がってしまったかも

してしまったかもしれないが、胎児性

発達していたということである。だか

しれない。

いのチャンポンが定着したという物語

ドと化したのに対して、水俣では海伝

ンの親戚ながら春雨料理がソウルフー

水俣へやって来た人々がいた。そこに

かった天草から、工場での職を求めて、

き来故、あとで述べるが、天領で貧し

そうそう。湖のような海の盛んな行

我が家や石牟礼道子さんの物語がある。
ともあれ。今、水俣の海はやっとと
言うべきだろうが、豊かな海へと回復

われながら、一緒に眺めていて改めて、

「豊饒の海」の転生の物語？

物語が紡がれるだろうか。

しつつある。これから先、どのような

静かな海だからこその悲劇というもの

渡邊編集長に「湖のような海」と言

まるで湖ような
静かな海

でもある。

タ イピ ーエ ン

ら、熊本市では太平燕というチャンポ

難所ということはなくなったが）
。

さ しき

太郎峠、佐敷太郎峠、津奈木太郎峠。

か。そんな感じで、あっという間に市

25
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1 水俣の豊かな魚を人吉まで売りに
行くという移動販売車。種類も豊富。
2 水俣市の南端、鹿児島県との境に
ある茂道漁港。

R

A

P
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海の暮らし

T

2
1
2

旧暦8月1日頃にこの海に現れる蜃気楼の一種を「不知火」ということから、不知火海ともいわれる八代海。向かいは天草の島々。

俣は環境首都である。
勝手にそう自称しているの

ではない。環境首都コンテスト全国ネ

）から 年間、続けてきたコ

ットワークというＮＧＯが２００１年
（平成
ンテストで、多くの自治体の応募の中
から、唯一、水俣市だけが選ばれたの
だ。９回目までは「条件を満たす自治
体はなし」という厳しい検証の制度で、
最後の最後に条件をクリアした唯一の
自治体となったのだ。
環境学習、自然環境の保全と回復、
健全な水循環、風土を活かした風景づ

3
T

R

いっぱい細かい項目が並んでいるのだ

産業の推進等々、いや、本当はもっと
（その他の色）
、アルミ缶、スチール缶、

びん（透明）
、雑びん（茶色）
、雑びん
たとえばびんの再生、再利用で中心に

利用を前提としたものだということだ。

油、新聞・チラシ、雑誌・その他紙類、

ド類、小型家電、ペットボトル、食用

ウロコばかり。かつての江戸がリサイ

田中利和専務を訪ねて聞くと、目から

一の、ということなのだ。自治体も市
民も一緒になって。
ダンボール、布類、容器包装プラスチ

たりでも分別されているものだろうが、

3 4 枚の建具を組み合わせて冬暖か
く夏を涼しく。4 水俣市は木造２階建
ての環境共生型モデル住宅「水俣エ
コハウス」を建設、公開している。

環境省が公募したものに、水俣のグル

一つ、興味深かったのが、エコハウス。

環境を考えさせるものとして、もう

書かれた市、図書館側の文章が素敵だ。

いう作品集も出版されている。それに

その成果の一つ『たねをまいて』と

像することからはじまり……（中略）

「環境問題に向き合うということは、

水俣の気候で、エアコンも不要の風

２００９年（平成 ）から取り組んで

ープが企画を出して当選。建てられた

の通りなど工夫した建物。なるほどと

自分とは異なることやものの存在を想

ているそうで、その一環でもあるとか。

3

ものだ。普通に見学できる。

スで、その焼酎を飲む。楽しいなあ。

も面白い。焼酎のびんから作ったグラ

だの風鈴だの作ってしまえという発想

リサイクルできないものは、グラス

で回すべきとか。

九州圏くらいで業界が統一して、それ

時代は再利用のびんではないかと思う。

クルの町であったことなどを思い返し、

「環境問題の原点というべき土地だか
ック、粗大ごみ・破砕・埋め立て、生
ごみ以外の燃やすもの。

環境問題といって、最初に思い出す
ここまでの徹底なのだ。それを町のあ

いかがだろう。半分くらいは東京あ

のが、ごみの分別である。たまの帰省
ちこちにある回収場所に時間指定で持
ち込む。分別がわからなければ、当番

町をぶらついている時に、この収集

のボランティアが教えてくれる。

化を前提としているので、余計なもの

そして、これのポイントは再生、再

もう根付いているという感じだった。

に出くわして写真を撮ったのだけど、

生きびん（リターナブルびん）
、雑

環境問題の原点だから、
環境首都を目指した

1 焼酎のびんから作ったグラスのセン
スもなかなか。2 分別は徹底している
が、
わからないことは当番ボランティア
が教えてくれる。

な具合だ。

は入れない。そして、それ以外はこん

生ごみは普通に収集されるが、堆肥

心した。なるほど、と。

で、それを知って呆れた。そして、感

だ。そして、なったのだ。

ら……」本物の環境首都を目指したの

なっているのが「株式会社田中商店」
。

蛍光管・電球類、乾電池類、電気コー

「みなまた環境絵本大賞」は水俣市の市制60周年・水俣市立図書館80周年を記念して創設された。絵本と仕掛人の一人、市役所の冨吉正一郎さん。

けれど、それをクリアしての 年で唯

くり、ごみの減量化、環境に配慮した

新しいまちをつくる
2

4

水俣は公害の原点である。
それは否定のしようがない。
しかし、
だからこその環境首都なのである。
10

1

思う。これも未来だ。見ていると、ち

んありました。水俣という土地の持つ

きたことで、見えてきたものがたくさ

風土や生活文化の多様さ、水俣に暮ら

ょっと建てたくなる。
環境首都となって、役所の一部が取

す子どもたちの感性の豊かさや新しい

水俣は公害の原点である。それは否

り組んだのが、
「みなまた環境絵本大

話を募集し、大賞は絵本として出版す

定のしようがない。しかし、だからこ

ものを創り出す力のすごさ……」

る。それが、これだけできた。
「日本一

その環境首都なのである。

賞」
。全国から「環境」をテーマにした

の読書の町づくり」にもチャレンジし

36
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環境首都・水俣
水
13

水俣エコハウス
水俣市月浦250-16
TEL 0966-84-9006

