
第3回環境被害に関する国際フォーラム―水俣病・失敗の教訓を将来に活かす―プログラム
1日目：2月22日（金）熊本学園大学　高橋守雄記念ホール

全体進行：中地 重晴

開始 終了 行事名 報告者 所属 報告タイトル 【同時】：同時通訳【逐次】：逐次通訳

9:30 9:40 主催者挨拶 花田 昌宣 熊本学園大学水俣学研究センター長 【同時】

9:40 9:50 理事長挨拶 目黒 純一 熊本学園理事長 【同時】

9:50 10:40 記念講演 宮本 憲一
大阪市立大学名誉教授・日本環境会議名誉
理事長

公害被害の救済と地域再生の歴史的課題　ー水俣病を中心にー 【同時】

10:40 11:10 基調講演 花田 昌宣 熊本学園大学水俣学研究センター長 第3回国際フォーラムの課題：失敗の教訓を将来に活かす【同時】

11:10 11:20 休憩

11:20 11:30 座長 中地 重晴 熊本学園大学水俣学センター事務局長 趣旨説明　【同時】

11:30 12:10 カナダ マーヴィン リー マクドナルド ヴァバシムーン 代表 ヴァバシーンムーン 当時と今 【逐次】

12:10 12:55 昼食休憩

韓国 チョ スンミ 加湿器殺菌剤 被害者 加湿器殺菌剤生存者の証言 【逐次】

韓国 キム ドクジョン 加湿器殺菌剤 被害者家族 加湿器殺菌被害者たちの活動 【逐次】

13:35 14:15 中国 フォ ダイシャン 淮河水系生態環境科学研究センター 淮河水汚染対策と癌の村の変遷 逐次通訳 【逐次】

14:15 14:35 新潟 萩野 直路 新潟水俣病第3次訴訟を支える会事務局 日本政府は水俣病をメチル水銀中毒として扱っていない 【同時】

14:35 14:55 水俣 佐藤 英樹 第2世代訴訟団長、水俣病被害者互助会 裁判や運動の原動力 【同時】

14:55 15:15  討論・質疑応答 【逐次】

15:15 15:25 休憩

問題解決に向けて

15:25 15:35 座長 花田 昌宣 熊本学園大学水俣学研究センター長 趣旨説明 【同時】

15:35 15:55 中国 チョウ ギョクリン 南京大学教授 中国の環境被害と環境政策 【同時】

15:55 16:35 韓国 チョウ イェヨン
大韓民国政府機関社会的惨事特別調査委員
会副委員長

生活化学物質の居間襲撃-韓国加湿器殺菌剤惨事 【逐次】

16:35 17:15 カナダ ジュディ ダ シルバ グラッシーナロウズ グラッシーナローズ水銀汚染の状況　2018年12月【逐次】

17:15 17:35 水俣 田㞍 雅美・井上 ゆかり 熊本学園大学水俣学研究センター研究員 「紛争」解決としての水俣病施策-終わることのできない水俣の今【同時】

17:35 17:55 新潟 斎藤　恒 新潟医療生活協同組合木戸病院名誉院長 阿賀野川流域のメチル水銀中毒調査 【同時】

17:55 18:20  総括討論

18:20 18:30 総括 花田 昌宣 熊本学園大学水俣学研究センター長 【同時】

 被害の現状報告とアピール

セッション２　

 問題解決に向けて

12:55

 被害の現状報告とアピール

13:35

セッション１　被害の現状報告とアピール



第3回環境被害に関する国際フォーラム―水俣病・失敗の教訓を将来に活かす―プログラム
2日目：2月24日（日）水俣市公民館ホール

全体進行：中地 重晴

開始 終了 行事名 報告者 所属 報告タイトル

9:30 9:40 主催者挨拶 宮北　隆志 熊本学園大学水俣学現地研究センター長 【同時】

9:40 9:50 来賓挨拶 髙岡　利治 水俣市長 【同時】

9:50 10:20 座長 中地　重晴 熊本学園大学水俣学センター事務局長 水俣とカナダの汚染サイトの修復について 【同時】

チョ スンミ 加湿器殺菌剤被害者 加湿器殺菌剤生存者の証言 【逐次】

キム ドクジョン 加湿器殺菌剤 被害者家族 加湿器殺菌剤の子どもを亡くした遺族の証言 【逐次】

11:00 11:40 中国 フォ ダイシャン 淮河水系生態環境科学研究センター 淮河水汚染対策と癌の村の変遷 【逐次】

11:40 11:55 カナダ イルワ ダ シルバ グラッシーナロウズ 水銀中毒を生き延びて逐次通訳 【逐次】

11:55 12:40 昼食

12:40 13:20 カナダ ルディ タートル グラッシーナロウズ酋長 土地と水とのかかわりそして水銀中毒 【逐次】

13:20 13:40 新潟 水澤　洋 新潟水俣病患者 長い道のりだった 【同時】

13:40 14:00 水俣 佐藤 英樹
第2世代訴訟原告団長、水俣病被害者互助
会

裁判や運動の原動力 【同時】

14:00 14:15  質疑･意見交換

14:15 14:30 休憩

座長 花田　昌宣 熊本学園大学水俣学研究センター長 【同時】

15:30 15:40 休憩

16:40 16:50 総括討論

16:50 17:00 閉会挨拶 花田　昌宣 熊本学園大学水俣学研究センター長 【同時】

15:30
【逐次】

健康被害と地域再生の取り組み―多様な道筋―

 健康被害と地域再生の取り組
み―多様な道筋―

セッション４

各国代表

韓国

14:30

16:40

セッション３

11:0010:20

パネルディスカッション　　将来の課題と国際連携

 パネルディスカッション
将来の課題と国際連携

【逐次】

 健康被害と地域再生の取り組
み―多様な道筋―

各国代表
パネルディスカッション
将来の課題と国際連携

15:40


