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吉川市の水道水フロリデーション推進中止を求めて
～ 4年半の活動の中で～

埼玉県吉川市・子どもの歯と健康を考える会代表  酒 向 智 美

行動を起こさなければと…

吉川市の全戸に撤かれた “水道水フロリデーション推進派"のチラシを見てから4年半がたちま

した。

平成 22年 11月 、効果的な虫歯予防ができる水道水フロリデーションを吉川市で実施 しようと

している団体・吉り|1市のチラシを見た私は、全身に鳥肌が立ちました。チラシには、安全で簡単で

経済的と良いことばかりが書いてあり、私にはとても危険に感 じました。私はそれまで、フロリデ
ーションという言葉さえ知 りませんでした。インターネットで、フッ素が危険である論文や記事を

読みました。フロリデーションを吉川でやらせるわけにはいかない。食事を作つたり、お風呂に入
つたりする生活に欠かせない大切な水を守らなければいけない。何か行動を起こさなければと強く

思いました。

市民活動の経験のない私でしたが、同じ意見を持つ仲間と話合い、『 子どもの歯と健康を考える

会』を立ち上げました。

危険性について学ぶことから

そこからは手探 りでした。まずは、私たちがもつとフッ素について学ぶこと。そして吉り|1市民に

“フロリデーションの危険性"を知つてもらうことが必要です。それからすぐに、フッ素研究会の

全国集会に参加させていただき、秋庭先生のお話を聞きました。フッ素の危険性を更に知ることが

でき、フッ素の危険性を訴える活動をしている方が沢山いることに勇気を頂きました。
フッ素研究会でいただいた資料を参考に、配布するチラシや資料を作成 しました。沢山の吉り|1市

民に、いま吉り||で行われようとしているフロリデーションを知ってもらいたい。思いをメンバーで

一つにして、市民祭 りや市のイベント会場、小中学校の行事に合わせたチラシ配布、スーパーマー

ケットや駅頭、個人宅も声をかけながらチラシを配布 しました。メンバーは少人数でしたが、分担

しながらチラシ配布を継続 しました。

多くの方々からの協力

メンバーは、始めは 3人でしたが少しずつ増え、 12人が主に動けるメンバーになりました。他

の団体からもお手伝いに来てくださり、市民祭 りなど、大きなイベン ト時は大変助かりました。

吉り|1市の市議委員の方々や歯科医師の方には、大変ご協力いただきました。チラシ配布や署名集

め、そして私たちの会議に参加 してくださり助言を頂きました。大変心強く、ありがたく思いまし
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た。

また市議委員の方々は、議会で何度もフロリデーションの問題を取り上げて、市長に訴えて下さ

いました。傍聴席はいつもいつぱいでした。市民が大変興味を持つている表れだつたと思います。

チラシ配布から始まった私たちの活動は、学習会を行 うようになりました。初めはメンバーを集

める目的で、参加者で資料を見て学習する会でしたが、秋庭先生、加藤先生、寛先生をお呼びして

フッ素が体に及ぼす害について学習会を行いました。沢山の参加者があり質問も多く出て、参加者

のフッ素を知ろうとする真剣さが伝わつてきました。学習会では、市議委員の方々や県会議員 (現

吉川市長)が来てくださりました。

フッ素研究会の共催が力に

日本フッ素研究会に共催させていただき開催 した、ポール・ コネット先生の講演会は大変大きな

ものになりました。 日本全国から吉川に来てくださり、 “他人事ではない"と いう皆さんの熱い思

いを感 じました。 “どこか一か所でもフロリデーションが始まれば、全国に広がる可能性がある"

一私たちも、参加者の皆さんも、同じ危機感を抱いていると思いました。皆さんからの温かい応援

を沢山いただいた会になりました。もつともつと頑張ろうと自分を奮い立たせる思いがしました。

頑張りぬいた署名活動、そして提出ヘ

署名活動は、みんなで必死に頑張 りました。チラシ配布と一緒にフロリデーションの危険性を説

明し、署名を頂きました。話を開いて、自分も嫌なので署名を集ますと、署名用紙を持ち帰る方も

いました。同じ思いで、ご自分のお店に置いて下さる方もいました。知らない方も多い、水道水フ

ロリデーションの署名は説明なしで署名 してはいただけません。メンバーは本当に頑張りました。

ご協力いただいた方々には大変感謝 しております。

署名は郵送でも受け付けました。ご自分の思いを手紙に書いて下さつた方や、応援のメッセージ

を書いて下さつた方々にとても勇気づけられました。

多くの努力で集まつた署名は 7557筆 でした。そして、2013年 8月 22日 、何社もの新聞

社と、NHKの カメラが入 り、 7557名 の署名を吉り|1市長に直接手渡しすることができました。

7557名 の署名はとてもずつしりしていたのを今でも憶えています。 “吉り|1市民の声を、私たち

の声を聴いて下さい"そこで初めて市長に直接会つて話すことができました。

しかし市当局の姿勢は変わらず

戸張市長は、私たちが懇談の依頼をした 6回の中で、一度も会つてはくれませんでした。 「窓日

は健康増進課なのでこちらで対応 します。」と健康増進課からいつも同じ回答を頂きました。健康

増進課とは何度も懇談はしましたが、何も変わらず、「WHOが 推奨しているから、フロリデーシ

ョンは安全で効果がある。推進はやめない。」と言い続けていました。

私たちはこの署名提出に大きな期待をもつていました。マスコミに取 り上げられ、より多くの人

にフロリデーションのことを、吉り|1市が何をしようとしているのかを知らせることができました。

しかし、署名提出後も吉川市の姿勢は変わりませんでした。懇談にも応 じず、そのまま推進活動

を続けていました。私たちは署名活動を継続 し、さらに市長に訴えるため、活動をつづけました。

新聞やニュースを見て署名 したいと声をかけて下さる方もいました。全国ネットのテレビ放送や新

聞など、報道の力はすごいと改めて思いました。

フロリデーション推進中止を訴えるために、私たちのキャラクターを作り、ステッカーを作成し

ました。市民の方に配布 し、自転車やポス トに貼つてもらいました。

市長選の勝利で大きな喜び

2015年 2月 、チャンスがやってきました。吉川市の市長選挙がありました。市長が変われば

吉川は変わります。立候補 したのは、前市長の戸張さんと、前県議の中原さんでした。中原さんは

初めからフロリデーションには反対でした。

市長選の争点の一つに “水道水フロリデーション"がありました。私たちは公開質問状を候補者
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2人に提出しました。フロリデーションについて、公開討論会でも取り上げられました。選挙は、
フロリデーション推進派の戸張さんと、反対派の中原さんの一騎打ちになりました。戸張さんには

自民党と公明党が付いていましたが、中原さんは3000票の差をつけて市長に当選しました。今
までの選挙の中で、これほど喜んだことはありません。
活動はこれからも

中原市長になり、すぐに保健センターにあったフッ化物入 りの給水器とフロリデーションのポス

ターは撤去され、私たちは市長と懇談することができました。その時の話にもありましたが、「吉
川市はフロリデーションから一切手を引くが、フロリデーション推進協議会は個人団体だからやめ

させることはできない。」これは私たちも覚悟 していたことです。

私たちの活動はまだまだ長くなりそうです。推進派の団体がなくなつたときが、私たちがホッと

息をつける時だと思います。現市長の任期中は、私たちも少 し肩の力を抜くことができそ うです。

継続 して集めた署名を中原市長に提出しました。 1675筆 ありました。前市長に提出した署名
と合わせると、 9232筆 となります。
フッ素研究会の皆様には大変なお力添えをいただきました。遠方より吉りIIに来てくださり、私た

ち吉川市民のためにご尽力いただいたことは、一生忘れません。知識を頂き、助言を下さり、勇気
を頂き、支えて下さいました。大変感謝 してお ります。署名 してくださった皆様、募金を下さつた

皆様、本当にありがとうございました。この場をお借 りして、お礼を申し上げます。
まだ吉川市は不安定な場所です。今後とも、ご指導お力添えを頂きたく、お願い申し上げます。

(注 :小見出しは本誌編集担当でつけました)
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フロリデーシ ョン実現 と一地方の市長選挙結果

2012～ 2013年の本会誌には, フロリデーション (以

後 WFと 略紀)実現に関する論説が 4欄掲載されてい

ました。このことは本会の政策声り:「 う餞のない社会ヘ

の実現に向けて」(2013)の 中で。WFを フッ化物利用

の重要な選択肢として位置づけているからです。これま

で多くの市町村で WF実現に向けて施策力̀
試

みられて

きました。そのうちの一つに埼玉県吉川市がありまし

た。この2月 .こ の市でWFの是非をFllう 市長選挙が

行われました。その結果,現職が進めてきた WF推進

の中止を訴えた新入力̀
当
選しました。

これまでの経過を述べると.平成 1311,WF検討委

員会の設置`平成 18年.吉‖:曲科医師会は日曲の見解

を基に,専門団体としてあらゆるフッ化物応用の支援を

表Ill`平 成 25年。第 5次吉川市織合振興計画でむじ曲

予防に有効なフッ化物利「Eの推進を位置づけた,WF推
進脇餞会には曲科関係議団体.NPO法人日本むし曲予

防フッ素推進会議,2～ 3の 大学↓:腑賄生学構寝が強力
に支援していました。

以上の推進に対して。市内の保護者による「子どもの

歯と健康を考える会」の設立。平成 25年には安全性に

疑間があるとして,市長宛に「WF推進中止を求める要

望書」を約 8千人の署名とともに提出しました。このよ

うな活動の中で。選挙公約 として WFの中止を求め新

入候補を推属し今回の締果となりました。

推進中止を求める論旨は,C)選択の自由のないこと.

②藤駄である。C唆全性に疑問.C必要性が低い。⑤環

境汚染。⑤事故が心配,そ して赤ちゃんや子どもは大文

夫, といった健康への不安により.技害を未然に予防

する措置 。予防原則の考え方を前提としました。以上の

論旨 (情報)を設れるものとして,正しい理解を求める

見解をWF推進出議会は発表したのですが,多 くの支

援は得られませんでした。

2002年,WFを争点として行われた沖縄県久米島町

長選挙でも,健康面などで不安を抱いている住民がい

るので。フッ素事業は行わないことになりました.した

がって,三度の首長選挙でWFについて住民の支持は

得られませんでした。このような実情から,本誌最近摯

(饉 1.2015)の 巻頭書「フッ化物利用の持つ強み」に

「なぜ日本ではWF力
`塁

れたのか」の質lillに 対して「日

腔衛生学会のせいであるJと 述べられています。しか

し,こ れは執筆
‐
I・の考えでしょうが。一概にこのような

ことは言えないとするのが願当ではないでしょうか。

近藤 武


