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ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 御中
東京 ・生活者 ネ ッ トワー ク

先 日いただきました東京多摩地区の有機 フッ素化合物汚染についてのアンケ
ー トヘの回答をお送 りします。
1.

Dい て
提言 1に √
化 学物質 の人体 へ の影響を調べ ることは重要 であ り、バ イオモニ タ リン グの
制度化 が必要 だ と思 います。血液検 査・健康調査は非常 にセンシテ ィプ な問題 も

あるため、実際には当事者 ―のフ ォ ロー も含 めて慎重な対応 が求め られ ます。
PFAS汚 染 は全 国の各所で起 こってお り、国に対 してバ イ オモ ニ タ リングを求 め
てい く必要があ ります。東京都 は、過 去 にはホル ムアル デ ヒ ドや環境 ホルモ ンな
インを策定
どについて独 自の調査・研究 を行 った り、化 学物質 の子 どもガイ ドラ‐
す るな ど化学物 質対策 を実施 してきた経緯 が あ ります .都 として も積 極的 に
PFAS汚 染問題 に取 り組んでい くよ う求 めてい ます。
提言 2に ついて
水道水源 井 戸は水道局が測定・管理 し.て い ます が、水道 以外 も含 めて汚染井戸
の飲用 中止 を徹底す るためには、測定す ることが重要です。多摩地域 の飲用井戸
につ いて都 の福祉保健局は、すべ て の飲 用井 戸設置者 に対 して注意喚起 を して
います が、水質検査は 1年 間に約 80検 体 に とどまっています。
また、多摩地域 には多 くの湧水があ り、市民が飲用 に汲 んでい る ところも散見
されています。 ところが、湧水 の測定は 10年 前に都内 43か 所 実施 されただけ
で、公共用水域 にも地下水にも該 当 しない と して 、浪I定 対象 か ら除外 されていま
す。自治体では湧 水を飲 まない よ う注意喚起 しています が 、情報 が どこまで届 い
てい るか はわか りません。
もっ と多 くの井 戸や湧 71く の測定を実施 し、PFAS汚 染 の 問題 を知 らせ るこ とが
必要 だ と思い ます.
提言 3に つ いて
汚染原因 の調 査 と汚染 の浄化 は重要 です.地 下水脈 はまだわかっていない こ
とが多 く、井 戸の場所 と渫 き、汚染濃度 のデー タを集め分析する ことで 、汚染源
の地域 を絞 り込みます。さらに、汚染源 を特定 し、排出者責任 を求め、浄化 を図
るべ きです。PFOS,PFOAだ けでな くさま ざまな PFASの 除去方法 を確立す る
こ とも重要です。そ して、汚染 の拡大を防 ぐた めに汚染井戸 の揚水 を続 け、浄化
して活用す る よ う求 めています.
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ヽ
多摩地域は地下水 が豊かで、水道水源 だけで な く 日本酒や ビ―ル づ く りに使
われるな ど、活用 されています。本来地下水 は 、降 った雨 が 土壌 の浄化作用 によ
って きれ い にな り年 間 を通 して一 定 の温度で飲用 に適 して お り、多 くの人 がお
い しい飲 み水 として使 い続 けてい きたい と思 っています。府 中市 では、トリク ロ
」て除去 し
ロエ チ レンによる水道水源井戸汚染 が発覚 しま したが 、 ば っ気 によ ′
使 い続けています。しか し、汚染物質に ょっては除去 しにくい場合 もあ ります。
立川 市の 1,4‐ ジオキサ ン汚染 では水源井戸の楊水 を停 止 しま した。そ して、今回
の PFAS汚 染 です。
汚染 された水 を飲 まないのは言 うまで もあ りませんが、地下水 の切 り捨 てが
進 んでい く事態 をたいへ ん憂慮 しています..逆 説 的な言 い方 です が、飲み続 ける
ために汚染を防 ぐことが切実 に必要 と考 えるか らです。現在 の東京都 は、国の動
ばか りですが 、PFOS,PFOA以 外 の PFASに ついての測定 も求 めてい
きを待 ′′
ます。
有害化学物質 に対す る国 の対策 は、事業者や経済 を優 先 させ ていつ も後手に
′
回 ってお り、規制 を始める頃にはす でに汚染 が広が )て い ます.PFASは 、泡消
火剤 だけでな くわた した ちが使 ってい る多 くの生活用 品 に使用 され ています。
コー ロ ッパではすべ ての PFASの 廃絶 とい う動 きもある と問いています。 日本
で も使用禁止 を検討すべ きです。
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