
令和４年度第１回歯及び口腔の健康づくり推進協議会 議事録 

 

開催日時 令和４年６月９日（木）14時 00分～15時 15分 

開催形式 Web会議システム（ZOOM）              

 

１ 開会 

  髙山保健医療部長より挨拶 

 本日は、お忙しいところ、お集りいただきまして、ありがとうございます。 

 また、日頃から、本県の歯科保健行政の推進につきまして、ご理解、ご協力をいただ

きまして、厚くお礼申しあげます。 

 前回の協議会では、「歯及び口腔の健康づくり推進条例」の見直し検討について、御議

論いただき、皆さまから率直な御意見をいただきました。事務局では、前回協議会での

御意見をふまえて、再度整理の上、検討いたしました。 

 本日は、再検討した結果について、事務局よりご説明しますので、有意義な御意見を

いただければと思います。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 議題 

（１）神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例の見直しに係る対応方針について 

＜事務局より資料について説明＞ 

 

（石井会長） 

事務局から、前回協議会の結果を受けて再検討した項目の検討案と条例見直しに関す

る今後のスケジュールについての説明でした。 

新たに示された対応案について、御意見御質問について委員の皆様から伺います。 

（加藤委員） 

 フッ化物洗口の資料スライド８で、新たなる取組の検討について、現行の条例で十

分対応できるのではないか、ということで事務局が対応案を示されました。 

 前回の協議会と同じこととなり恐縮ですが、情報提供等を行うというだけでは、市

町村や地域歯科医師会で実際にフッ化物洗口を実施していく際に、伝わりづらいで

す。 

また、県民が条文を読んだ際に、単純に情報提供に特化しているように思われま

す。神奈川県歯科医師会の意見としては、「フッ化物洗口等の、その他むし歯を予防の

対策を実施する市町村その他の関係機関に対して取組を行うことする。」という様な積

極的な文言に変えていただきたいです。 

（石井会長） 

 現在の条項でもそうですが、対策を実施するのは、市町村、その他の関係機関が実

施するとなっています。そこへの情報提供を行うというのが、県の条例です。実施主



体は、市町村、その他の関係機関でありますが、その他の関係機関は、フッ化物とい

う医薬品を県民に対して提供するので、歯科医療行為となるので、医療機関となりま

す。 

 行政の委員からは御意見はありますか。 

（熊谷委員） 

 フッ化物洗口については、う蝕の予防に重要であり、予防効果が高いということが

明らかであることを理解しています。 

その実施主体は市町村となり、それぞれの市町村で進め方やペースなどがあるの

で、県の条例でフッ化物洗口についてうたっても、市町村として動きが取りづらい場

合もあると思います。また、それぞれの市町村の特性があると思いますので、現行の

条文のままで良いと思います。 

藤沢市では、家庭内フッ化物洗口の普及啓発や健診の場などでのフッ化物洗口の体

験を実施しています。先日、市内の施設から集団でのフッ化物洗口について、はじめ

て相談を受け県内の他地域で、どの様に実施しているかなど、県に問合せをしようと

思っていました。その様な場合に、県で把握している情報についてまとめて、情報提

供をいただけると、ありがたいです。事務局の説明で、県民の方への普及啓発につい

ても検討するとありましたが、県の方でも普及啓発を行っていただくと、市町村で取

組を行う上での後押しとなると思います。 

（吉原委員） 

茅ヶ崎市でも、歯科の条例と計画があります。条例と計画の性質でいうと、条例は

大きく概念をうたい、細かなところは計画で落とし込むようになっています。地域に

より動きも様々であるので、現行の条文のままで良いと思います。 

個人的には、フッ化物洗口だけの普及啓発というよりは、歯磨剤が 1500ppm の高濃

度となり、まだ情報を知らない方も多くいると思われるので、比較的安価で県民の方

が入手しやすい具体的な方法としての普及啓発も必要ではないかと思われます。その

様なことを含めて考えると、フッ化物洗口について特化するよりも広く様々な情報提

供をする現行のままで良いと思います。 

（安永委員） 

横浜市としては、正しい知識の普及啓発や情報提供を行っています。 

（石井会長） 

行政の委員から意見がありましたが、学術的なところからも意見を伺います。 

（山本（龍）副会長） 

条例第 10条は、県が実施することです。石井会長もおっしゃられた様に、県の役割

としては、市町村に対して様々な情報提供をしたりするのがメインとなると思いま

す。直接フッ化物洗口を実施することはないと思います。 

また、受け手側の市町村の立場の話を聞くと、やはり現状のままで良いかと思いま

す。 

歯科医師会の意見のように変えると県の実施はどうなるのかは伺いたいです。 



（石井会長） 

山本（龍）副会長から、県への質問となりますが、その点はいかがかですか。 

（事務局） 

 回答としては、繰り返しとなりますが、フッ化物洗口について様々なご意見があり

ますが、できることについて、取り組んでいき、市町村とも連携しながら、情報提供

や取組を進めていきたいと考えています。 

現時点で、県として、今すぐ新たな事業を実施すると言える状況ではなく、今の条

例でも新しいこともできるので、新たな取組について、今後、検討していきたいと思

います。具体的に新たに実施することについて言えない状況で、条例改正をしても何

をするのか、となってしまいます。 

今後、歯科医師会の先生方とも相談して検討し、次の条例見直しの際に、これだけ

積極的に取り組んでいるので、条例の改正を検討していく、としたいと考えていま

す。今回は、今の条文のままとして、計画などで、今後の新しい取組を検討していき

たいと思います。 

（山本（龍）副会長） 

 私の理解では、神奈川県歯科医師会の提示された意見を書く事は可能であるが、時

期として、まだその時期になっていないという理解でよいですか。今この時期に書く

ことが、混乱を招くということとも受け取れるので、いずれ書ける方向で色々と準備

をしていきたいという理解でよいかと思いました。 

（山本（健）委員） 

今までの意見を伺っていて、歯科医師会の方としては、一歩踏み込んだ記載をして

欲しいということかと思います。 

事務局の対応案にもあったように、現状としては、感染症の影響があったり、具体

案を考えたり、取り組みにくいという時期かとも思うので、実施する側も、やや強制

力がでてしまうのは困るのかと解釈をしています。現状としては、事務局対応案で良

いかと思います。 

（石井会長） 

 フッ化物という医薬品の応用について、専門的な歯科行為に関することについてで

すので、取り扱う行政や大学の委員以外は、発言も難しいと思うがいかがですか。 

（加藤委員） 

他県の条例をみて、フッ化物洗口という文言を歯科保健条例に入れている北海道で

も、入れたからと言って、北海道全域でやっているわけではなく、北海道の市町村の

状況に応じて実施しています。 

それ以外の都市でも、条例にフッ化物洗口やフッ化物応用について、「取り組む」や

「施策を講じる」というという表現で、沢山の都道府県で書いてあります。書いたか

らと言って必ずしも県内で全部やらなくてはいけないのか、ということではなく、市

町村の様々な意見をいただいたように、その事情やペースに併せて実施していけば良

いということになります。その旗振りが神奈川県ということになります。神奈川県



は、残念ながら平成 23年に条例ができてから、神奈川県の小中学校では、フッ化物洗

口が一校も実施されていません。平成 23年の条例が情報提供ということだけになって

います。なので、他県の歯科保健条例をみて、神奈川県の実態を見ると、小中学校で

は、この様な状況でも一校も実施されていないです。結果が出ていないということに

なります。コロナ禍でもフッ化物洗口を実施している学校は日本全国どこにでもある

ので、感染予防を取っていれば特に怖いものでもないです。最近では厚労省の報告書

で、新潟県の弥彦村の小中学校で 1970年からフッ化物洗口の取組を実施しており、9

～10年実施した結果が、大人になっても、その効果が続いていると、日本口腔衛生学

会がまとめ厚労省が、報告書として出しています。このようなことから、小中学校の

フッ化物洗口が、いかに大事であって、子ども達のむし歯予防だけでなく、将来成人

にまでつながるむし歯予防であり、人生 100年時代における歯数を保つためにもフッ

化物洗口が非常に重要であり、むし歯予防の公衆衛生的対策と言えば、フッ化物洗口

なので、基本となっています。日本では水道水へのフッ化物添加は実施していないの

で、公衆衛生的対策は何かと言ったら、歯科の専門家であれば、むし歯予防と言えば

フッ化物洗口となり、どこの地域でも実施しているし、科学的エビデンスもあり、コ

ロナ禍でも感染予防を行っていれば実施することもできるので、県が旗を振って神奈

川県の市町村がやりやすいような環境を整えてあげるということが重要であり、その

様に神奈川県歯科医師会では考えています。 

（石井会長） 

 現在の条例でも、「フッ化物応用その他の虫歯を予防する対策を実施する市町村その

他の関係機関に対し情報の提供等を行うこと」と明記されています。加藤委員が言わ

れたように、文言では「市町村が実施する」と書かれているので、フッ化物洗口を実

施する市町村がないということは、一つのことかもしれません。 

その他の関係機関とは、歯科医療機関も含まれるが、フッ化物応用は実施されてい

るのですか。 

（加藤委員） 

 発言は、神奈川県の小中学校で集団でのフッ化物洗口が１校も実施されていないと

いうことです。日本で 1970年のフッ化物洗口が実施されて以来、神奈川県では１校も

フッ化物洗口が実施されていないという現実があるということを言いたいのです。 

（石井会長） 

 神奈川県で実施されていなかったのは驚きでした。一方で、県民へのフッ化物応用

は、歯科医療機関からも出来るように法制度としてなっているが、歯科医療機関での

県民へのフッ化物応用についてはいかがでしょうか。 

（加藤委員） 

開業医なので、フッ化物洗口を勧めることはあります。成人まで効果を発揮させる

には、保育園や幼稚園、小中学校での長期にわたる実施が必要となってきます。歯科

医療機関で、患者さん一人一人に実施となると、家庭ではできて一か月程度です。学

校でやるメリットとしては、保護者の同意も必要となるが、学校に行けばフッ化物洗



口ができるというインフラが凄く重要です。そうすれば長期に出来ます。フッ化物洗

口に併せて、フッ化物がむし歯予防に効果的であるということや、自らの健康感や、

フッ化物洗口を通じた自分の健康は自分で守るという健康教育を育むということも、

フッ化物洗口の一つの特徴となっています。 

なので、医療機関でやってないということはないが、12年間実施して下さいで、完

全にできる人は中々いないのが現状です。 

（石井会長） 

 フッ化物についての基本的な考え方は、その通りであると思います。一方で、フッ

化物応用が必要な人やお子さんがいます。全員必ずというよりは、まず、ここはやら

なくてはいけないところがあります。そこには必然性があります。 

診療報酬上で、フッ化物が入れられたのは、う蝕に罹りやすい人、う蝕活動性が高

い人には、従来予防で扱っていたフッ化物について、ハイリスク者には、診療報酬上

で歯科医療機関にて行うことが、必要であると中医協でも認められました。予防とし

ていた薬剤が、医療機関でも実施するということになり、再発予防として必然性があ

るということで、実際に制度化され行われています。 

う蝕になった人については、ホームケアではなくて、歯科医療機関でのプロフェッ

ショナルケアとして実施していただくことが施策としてあります。 

市町村の場合でも、やるべき必要のある地区には、やるべきということで必然性が

出てくると思います。神奈川県下で、ここはやるべきだというところから、本当にや

っていくということで、効果が示せるのかと思います。事務局からの話で、県下で実

施して、学校の対応や準備を整えて、ご父兄の同意も得るなど、手順を踏んだ上で、

ここならできるというところで、県として掌握できている又は、やった市町村がある

ということができ、県としてワンステップ先にすすめれば、山本（龍）副会長も仰っ

たが、この様に神奈川県でもワンステップ上がれば、書きなおすということもできる

のではないかと思います。今までの議論を聞いているとその様に解釈をしました。 

これまで、長いこと神奈川県下でフッ化物洗口が出来なかったということは、中々

大変なことであると逆に思います。千葉県でも驚いたことに、全くできていない状況

で、千葉県でも同じ様な会議に出席していたことがあるが、実際に市町村の現場に行

って、そこで対応できるかも見てみた上で、難しいと感じたことを経験しています。 

県の意見でもあるが、具体的な取組を実施していただくことが、重要だと思いま

す。その上で、全県下へ強くフッ化物洗口を推進するということかと思います。千葉

県の場合もそうだったが、やるべきであるという地区について掌握して、なんとか実

施していく、公衆衛生としてはそれが重要です。必然性が明確になっていることが必

要です。神奈川県全体として足元を固めていただきたいです。 

フッ素の効果とかは世界的に十分分かっているので、どの様に実施するのかという

のは、公衆衛生で実施するに際しては、また別の話です。今日の議論を聞いて、各県

色々な方法で実施しているので、違う方法でやる必要があると思います。 

事務局の対応案でよろしいでしょうか。事務局が、ひとまず別に取組をやろうと言



っています。是非やっていただきたいです。県がやろうとしていることに対しては、

協力してくれる市町村や地域歯科医師会の協力がなくてはできません。その様な地域

ができて、神奈川県のモデルとなるようなところができれば、そこを梃子に進められ

るので、まずコアを作るということが非常に大事です。 

（加藤委員） 

 条例は県民の目に触れるというところで、私が県民目線で条例を読んだ時に、これ

で学校とかでフッ化物洗口とかをやるのかなと、想像がつく県民の方は、どれくらい

いるのだろうかと思います。条例で具体性を示して下さいという訳ではないが、明ら

かに県民が条例を読んで、想像がつくものであって欲しいです。 

むし歯予防の公衆衛生の王道はフッ化物洗口で、エビデンスもあり、エビデンスは

蓄積されているという状況なので、この恩恵を受けることができない神奈川県の子ど

も達が本当にかわいそうと思います。 

（石井会長） 

    今の発言は、個人的な感想として受け止めます。その他ありますか。 

（小笠原委員） 

 今回までに、事務局にて改正に向けて検討していただき、ありがとうございまし

た。フッ素に関しては、これまでの協議検討の中で、具体的な施策がないと条例には

記載ができないと、これまで説明をいただいていますが、条例があっての施策ではな

のかと、我々は思うところもあります。今後に向けて、ここの考え方は、どのように

考えたら良いのか迷っているところであります。条例があるので、条例にまず記載す

る項目を作って、県民への施策を作っていくのが筋なのかと思ってきましたが、現場

が逆なのか迷っているので、フッ素のことだけでなく、今後の歯科保健行政、歯科保

健施策において、どの様な心積もりで進めていけばよいのか教えていただければと思

います。 

（石井会長） 

 県条例そのものの執行力とは、ということなのでしょうか。 

（事務局） 

繰り返しとなるが、フッ化物についての取組は、一歩進めていきたいと思っていま

す。 

神奈川県内の小中学校で１校も実施していないというお話もありました。他県の条

例で、具体の踏み込んだ記載のあるところは、元々フッ化物に関する取組が、それな

りに進んでいて、それを条例に位置付けています。神奈川の場合は今現在やっていな

いという中で、どの様に進めて普及させていくのか、神奈川のやり方を考えていかな

くてはならないと思います。そこは是非、先生方にも色々お知恵をいただきながら、

今後検討したいと思っています。今後計画を策定していく中でも、お知恵をいただき

たいと思います。 

小笠原委員より条例と計画について話があり、前回は山本（龍）委員からも条例と

計画の関係性というのは、示した方が良いのでは、という話もあったので、条例と計



画等について説明します。条例については、神奈川の場合は「神奈川県歯及び口腔の

健康づくり推進条例」があり、議会の議決により制定する法規です。本県の歯及び口

腔の健康づくり推進条例では、「歯及び口腔の健康づくり」の基本理念や基本的施策を

定めており、大枠を条例で定めている認識です。 

「神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画」は、本県の歯及び口腔の健康づくり

を総合的、計画的に推進するための基盤として位置付けています。本県の場合は 10年

間の計画となりますが、中長期的な展望に立ち、具体的な目指すべき目標や施策の方

向を定めているものとなります。 

本県では、条例は基本的なことを規定し、具体的な目標や具体的な施策の方向性な

どの詳細については計画で細かく定めていくというふうに考えています。県では様々

な事業を実施していますが、県の計画では各ライフステージに応じて現状、課題、目

標、施策の方向及び関係者の役割等について整理をさせていただいており、現実的に

は、この計画や、社会状況や必要性を踏まえながら、事業を実施しています。 

計画の方は令和５年度に改定作業を迎え、中長期的な展望にたって、具体的な目

標、施策の方向などを定めていくこととなるので、この中で具体的なことを位置づ

け、取組の方向性を整理していきたいと思っています。 

（小笠原委員） 

 基本的な考え方のところで、相談しながら進めていきたいと思います。 

（高澤委員） 

 歯科医師会の加藤委員の話を聞いて、小中学校でフッ化物洗口が実施されていない

ということでジレンマを感じているのだと思いました。皆さんのお話を伺っていた際

に、孫との昨日のやり取りを思い出しました。近々学校で歯科健診があるので、怖く

て行きたくないということを孫が言い出しました。学校に来る先生は機械を持ってい

ないし歯を抜かないから大丈夫と話をしたところ、安心をしていました。県民が、イ

メージしやすく、こういう風にすると良いという風なやり方を、市町村や県の方に情

報があると良いのかと思います。そうするとワンステップ上がって次のところに行け

るのかなという感じを受けました。 

（石井会長） 

貴重な意見をありがとうございました。 

フッ素の事以外で、座長からで恐縮だが、歯科医科連携のところで、この調整中の

追加条文は、今現在の条文の主語の位置を変えたようになっていて、「歯及び口腔の健

康づくりは、全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすものとして、歯科と医科と

の連携を推進・・・」という文脈になっているが、「歯及び口腔の健康づくりは」の

「歯及び口腔の健康づくり」は、条例そもそもの名称で第２条に定義がある中で、「歯

及び口腔の健康づくりは、全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすものとし

て、・・・」ともう一度定義づけしていることにひっかかります。 

例えば、「歯及び口腔の健康づくりは、全身の健康の保持増進に“も”重要な役割を

果たすものとして、・・・」という感じで、歯及び口腔の健康づくりは全身の健康保持



増進だけではないので、“も”を足すなど、全身の保持増進の為の歯及び口腔の健康づ

くりがあると誤解をされないように検討していただければと思います。 

（事務局） 

おっしゃるとおり同じことを強調し繰り返しています。 

これから政策法務部門と調整をするところでもあり、現在は大まかなイメージとし

て示しているので、いただいた御意見を参考に具体的な文案は検討していきます。若

干修正となる可能があるが、固まったタイミングで報告をしたいと思います。 

（石井会長） 

事務局の再検討案を原則的に認めるということで、実際の条文は、事務局の説明もあ

ったように、チェックも入るので文面は変わると思います。 

再検討案について、本協議会での了承を得たいと思いますので、賛成の委員の方は画

面上で分かるように、挙手をお願いします。 

 

【採決】 

採決時出席者 15名中 賛成 12名 

 

（石井会長） 

   ほぼ多数ですので、本協議会で了承されたといたします。 

では事務局は、その方向で進めてください。 

それでは次に移ります。 

 

３ 報告 

（１）歯及び口腔の健康づくり推進協議会計画評価・策定部会について 

＜事務局から資料について報告＞ 

質問及び意見等なし。 

 

（石井会長） 

本日の予定されていた議事はすべて終了いたしました。 

本日の結果を踏まえまして、条文の一部改正を進めていただきたいと思います。 

なお、条例の具体的な改正文案については、事務局に一任し、県で調整を進めていた

だきます。内容が固まりましたら、また協議会でご報告いただければと思います。 

全体を通じて何かありますか。 

（山本（龍）副会長） 

フッ化物洗口を進めることについては賛成です。この次の改正の時には、条文にい

れられるように、神奈川県としても頑張っていただき、神奈川県内のう蝕の有病率を

見ても地域差があるので、有病率が高い市町村を支援し、フッ化物洗口などを踏まえ

て成果を出していただいて、次のステップに進めるように、頑張っていただきたいで

す。 



（石井会長） 

山本（龍）委員、いいご意見をありがとうございます。 

本日の予定されていた協議はすべて終了いたしました。事務局へお返ししますので、

お願いします。 

（事務局） 

石井会長、ありがとうございました。また、委員の皆さまも、本日は多くのご意見

をいただき、ありがとうございました。条例の見直しについては庁内で手続きを進め

させていただくとともに、改正の案文については固まりましたら、協議会で報告をさ

せていただきたいと思います。また、今後、計画の改定が来年度に控えているので、

その際にも御意見をいただきたいのと、今回いただいた御意見の中で反映させられる

ものは反映させていければと思っているので宜しくお願いします。 

次回の協議会は 12月頃を予定していますが、また日程が決まりましたら連絡をさせ

ていただきます。これをもちまして、本日の協議会を終了いたします。どうも、あり

がとうございました。 

 

 

以上 


