「フ ッ素 」 との 出会 い
F原 告 の請求をすべ て棄却す る。訴訟費用は原告の負担 とする。
J

この言葉 を 1年 8ヶ 月間 闘 つて私は手に入れま した。5分 間の短い時 FHlの 中で判決は言い
渡 され、つ らく苦 しかつた裁判がおわ りま した。2012年 10月 2日

秋晴れ の空が澄み渡

つた 日で した。
私は大学時代 の学生運動を含 めると 45年 間ちか く、平和、人権、子 ども・ 女性問題に取 り
組み、市民運動を続 けてきま した。そ のなかでも教員 の組織 との運動は

30年 以上も続 き、

さまざまな問題 意識 を形成 した時期 と言 えます。多 くのF.7題 意識 の 中にフ ッ素洗 口問題 が
加わることになつたのは小 さなきつか けで した。2005年 ごろ、北教組養護教論部主催 のフ
ッ素問題学習会に参加 して 、 フ ッ素 とは何か ?フ ッ素が体に良くない事、 フ ッ素洗 日の リ
ス クが大きい事を知 りま した。 まだ、そ の ときは私 自身がこのF.1題 に大きく関わ り、ま し
て裁判にまで発展す るとは想像 もしていませんで した。

2008年 旭り:市議会議員にな り、私は多 くの課題 の中から特 に子 どもや しょうがいを持つ市
民 の権利侵害 について議会 で質問 し、質問作成 の調査をす るために全国の 自治体 への視察
を増や していきました。
そ して関わ つて きた教員 のみなさんか ら学校で集団 フ ッ素洗 口が実施 されそ うだ とい う情
報 を得 てか ら、 フ ッ素洗 日が子 どもたちの健 康 に直接

リス クがある事を知 り、フッ素洗

口に反対 している歯科医師を探 して、話 を聞き、市民向けの学習会を開催 した り、市内で
集団 フ ッ素洗 口を実施 している幼稚 園・ 保育所 を調査 した り、保護者 も含めての意識調査
を続 けま した。その運動を続 けてい る時、元

学校事務職員 の A氏 と知 り合 い 、 ともにフ

ッ素洗 日反対 の意思表示を しなが ら、学習会開催や調査を続けてい ま した。 もちろん 議
会でもフ ッ茉洗 日の危険性、効果のない 事、子 どもの健康に危 うい ことを質問 しなが ら、
行政

議会に発信 していま した。

危険性が高 く、効果性 のない とい う調査内容を議会で質問 して も集団 フ ッ素洗 日に反対す
る議員 は私一人 で推進派のハ ー ドルは高 く、子 どもたちの健康を守 るためには どうしたら
いいか分 か りませんで した。視点を変 えて質 FHRを 作成 しよ うと考 えていた時に、ふ と思つ
たのです。「推進する歯科医師 たちは自分 も家族 もフ ッ素洗 口を してい るのだろうか ?効 果
があると言 つてい る以上、その効果を実証出来てい るはず。歯科医師たちに会つてそのこ
とを聞いて、質問を作ろ う」
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2008年 6月 頃からだ つた とお もいますが、幼稚園・ 保育所を訪問 し、 フ ッ素洗 日の現状を
調査 し始 めま した。調査 で驚 い た事は幼稚園・ 保育所 の職員 たちはフ ッ素洗 日の リス クは
知 らされ ず、 フ ッ素洗 日推進 のパ ンフを配 られただけ した。調査 をしてい くなかで、ある
保育所では洗 口をしていない幼児 がい じめに遭い、保護者 が保育所 に書情を言 つた ところ、
洗 口を したらい じめはなくな ります よと職員に説得 され、 しぶ しぶ洗 日を実施 した ところ、
い じめがな くな つた とい う話を保育所長 が笑みを浮 かべ て私に話 しま した。 また、ある幼
稚園では幼稚園教諭が洗 口をしていない幼児に絵本を読んであげず 、部屋 の隅でひ とりぽ
つん としていたとい う話を職員か ら聞きま した。 この話を聞 いた私は何 とも言 えない胸の
苦 しさをど うしていいか、分 か りませんで した。 このよ うに幼稚園・保育所 の調査をしな
が ら、途中で見かけた歯科医院に飛び込んだ り、電話をかけた りして 50数 件

調査 しま し

た。 あとでわかったことですが、 その中には推進派の歯科医もいて、あいまい な答 えだっ
た り、も しくは答 えて くれませんで した。 しか し、ほ とん どの歯科医師は フ ッ素を知 らな
かつた り、知つていても自分も家族 もフ ッ素洗 日は していない とい う結果を得 る事が出来
ま した。
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「 匿 名 Jの 協 力者
何 よ りも驚 いた事は フ ッ素洗 日の実施の有無 を開いたほとん どの歯 科医師は匿名な ら答え
i歯 科医師会に所属 し
る事が出来ると言い、名前 を伏せて の調査で した。目名 の理由は旭り
ている以 上 、会に とつてマイナス になる回答 は施設担 当をはず され るなど死活問題になる
か らで した。私 は歯科医師の名前よりもフッ素洗 口を実施 してい る数 を知 りたかったので、
匿名 と言われても気に しませんで した。そ のなかでただ一人名兼1交 換 を した歯科医師がい
ます。 12月 に訪問 した I歯 科医師は診療室で私にフ ッ素洗 口液が入 つたプラステ ィック
の半透明 の瓶を持 つてきて見せて くれま した。彼 がそ の瓶を持 つてきた とき、私は 「先生
もご家族 もフ ッ素洗 日を しているのですか ?Jと 聞きま した。彼は ビクッとして立ち止ま
り、 どもりながら 「いいや、 うん、

しているとも言 えるし、 していないとも言える」 と

言 いま した。その態度に本 当は していないのではないか と感 じ(フ ッ素洗 口について何点
か質問 しま した。 30分 ほ ど話 して、猛吹雪の 中、帰 つて きま した。玄関先や電話でけん
もはろろに断る歯科医師 もい たのに、I歯 科 E‐l師 はきちん と向き合 って くれた一人で した。
議会で質問をする以上、きちんとした資料は必要なので、調査 した幼稚爾・ 保育所分 も含
めて一覧表に し、歯科医師名はアルファベ ッ トで表わす事にしました。
フ ッ素洗 を実施 していない歯科 医師 の数は私 が予期 していた数 よりも多 く、 この調査で
「
集国 フ ッ素洗 口を中止に出来るのではないかと期待を持 つたのです。

2009年

3月 10日

第 1回 定例会で私は調査に基 づ く質問を し、集団 フ ッ素洗 口を中止

させたい気持ちを強 く出 しました。 この時、議場に推進派 の Z歯 科医師 が傍聴に来ていた
事は気付 いていました。
おな じく2009年 6月

反 フ ッ素 レターの事務局か ら私 の調査内容を掲載 しては しいと依頼

され、私は承諾 し、調査内容 が載 りま した。
あとか らわかった ことです が、 この反フ ッ素 レターの HPを 全国の推進派歯科医師 が 目に
して、旭り1の 推進派へ電話 したとい うことで した。 それまでも推進派か ら私個人宛にいろ
い ろな脅迫電話や嫌 が らせがあ りま したが、究極 の ところ、裁判 とい う手段にでたのでは
ないか とお もいます。私は これ らの嫌 が らせにも屈 しませんで した。なぜか とい うと闘 つ
ているのは私一人ではなく、多 くの子 どもたちが うしろに付 いて くれてい ると思っていま
したか ら.
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予期 せ ぬ 「裏 切 り」
このころか らA氏 より裁判に対 して悲観的な見解をメール で毎 日の ように届き、私は不安
を隠せな くな りま した。 しか し、支える会のみなさんは気 もちを大きく持 つ よ う、私を励
ま して くれ、私はその■l決 次第では、集回 フ ッ素洗 日は中止 になるかもしれな い。私 の心
には期待 だけが大きくな り、裁判特に民事裁判を甘 く見ていたふ しがあ りま した。
支える会の皆 さんは組織や組合に所属せず、一市民 として私 を支え、裁判 を見守つてくれ
ま した。保育所 の指定管理移行をともに反対 したMさ んご夫婦、看護師 とい う職をもち、
フ ッ素洗 口に異議を唱えて くれた Eさ ん、子 どもを通 して市民運動を続 けてきた Kさ ん、
私を市議に と強 く推 してくれたHさ ん ・・・ 支える会 の仲間は私 の調査 を信 じ、子 ども
の未来を守 りた いとい う熱 い思 いで、裁判を見守 って くれま した。そ して私は支える会を
心のよりどころとして裁判 を闘 う事 を改めて決意 しま した。皆 さんが私を信 じて くれ るよ
うに、私 も支える会 を信 じていま した。強 い信頼関係 の 中で、私たちは聞 う相手

旭り1歯

科医師会 との公判を待 つていま した。
第 1回 目の公判がまだ決まらないときに、あれほど信 じていた支える会 の 2人 の仲間の大
きな裏切 りを知 り、私の精神的落ち込みは想像がつか な￨ヽ まどであ り、鬱の発症 となつて
い きま した。初 めて経験す る鬱は言葉では言い表せな い くらい、私を苦 しめ、たた きのめ
しました。 左耳の突発性難聴を引き起 こした

2人 の裏切 りは裁判 が終わるまで、ス トレス

とな り、私 を苦 しめま した。 これか ら公判が始まろ うと しているときに鬱 の発症は他 の仲
間たちにも申 し訳ない気持ちでいっぱいにな り、 自信喪失につ ながっていきま した。
支える会では

2人 の裏切 りの原因を話 し合 いま したが、なかな力掴 む事が出来ませんで し

た。会か ら抜けてもらう事で決着をつ けた矢先、弁護 士か ら衝撃的な報告があ りま した。
裏切 つた仲間の 1人 は身内に旭川歯科医師会に勤める職員が いて、私へ の発言 も推進派 と
同 じ見解 だつたのではないか とい うことで した。弁護 士は以前から 2人 の発言が勝訴を願
って闘 らて ぃ る 「支える会 Jの 認識 と真逆にな つてい ることを不審が ってい ま したので、
弁護 士の報告で、そ の理由が理解 できま した。そ して、教員 の組織が裁判を支援できない
とい う電話は彼 の言葉 を信 じた結果 で した。 この電話 も私をさらに追い詰め、死 ぬこ とだ
けを考え始めた理由で した。
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初 公 判 へ の重 い足 ど り
鬱にな つた私におかまいな く公判 の 日程 は知 らされま した。私は鬱になった不安 と裁■llの
不安 と二重の不安 を抱えて当日を迎えま した。

2011年

5月

17日

(火 )午 後 1時 半か ら第 1回 の裁判が始ま りま した。控訴 された時、

私が市議会議員であつたため、法廷は 1番 広い部屋だ と問いていま した。傍聴席 も 45人 く
らい は入れるらしく、この 日はほぼ満席で した。顔を知 つてい る推進派の歯科医師も

5人

来てい ま した。私 は両菅沼弁護 士の隣にすわ り、正面は相手ltlの T弁 護 士がすわ っていま
した。 T弁 護 士はこちらを見ようともせず、書類に日を通 しているのか、落ち着かない雰
囲気で した。
その様子 を見ていて 、彼 のII● に弁護 士バ ッジがついていないこ とに気付き、雄 ―郎弁護 士
にそ つ と伝 えました。

3人 の女性裁判官 が入廷 してきました。私は女性なら子 どもの健康や命に関心を持ってくれ
るかもしれない と思 い、なぜかホ ッと しま した。
公 判は簡単すぎるくらい簡単 で した。原告、被告 の代理人がそれ ぞれ言 い分を文章に した
準備書面 とい うもの を交わ して終わ りです。5分 もかかつたでしょうか ,次 回 の公判 日を決
めて終 わ りま した。
終わった後、弁護 士控 え室で法廷でのや りとりを弁護士から説明を受け、民事裁判は準備
書面のや り取 りが主だと知 りま した。
その後、1か 月から2カ 月に 1回 の割合 で裁判は開かれ、
そ の期間が長 い事に私はい ら立ち、
自分を追 い詰めて行きま した。鬱 のせいで しょうか、そ のころに なると、雨がふつては泣
き、花が咲 いたと言 つては泣き、泣 かない 日はなく、次第に夜 も眠れず、メ ンタル ク リニ
ックか ら睡眠剤を処方 してもらうよ うにな りま した。外 へ 出るの を極端に嫌が り、バ ッグ
の なかにはカ ミソリをいつ も入れてあ り、死を当た り前に考える日々で した。そんなある
日、イ オン旭り でまった く面識 のない女性に 「裁判をや つてい る人です よね ?頑 張 つて
'店
くだ さい」 と声をかけられ、外出する事が、人に会 う事 が怖 くな りま した。
私はなぜ議員にな つたのだろ う?な ぜ フ ッ素に関心を持 つたのだろ う?
私が したことは本当に子 どもたちのために良い事だつたのだろ うか ?な ぜ調査 をしようと
思 ったのだろ う?な ぜ反フッ素 レター に投橋 したのだろ う?自 分 の行動すべ てが裁判につ
ながるよ うで自分を責める ことしかできませんで した。
そ して頭に浮かぶ のは裁判に勝つこ とだけ。
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