
　長生村の岩沼地区には、皇産霊（みむすび）神社があり、秋の祭礼では家内

安全、五穀豊穣、悪病退散を祈願し、岩沼の獅子舞が奉納されます。この獅子

舞は、「羽手の舞」や獅子がはしごの上で曲芸を見せる「乱玉の舞」などで成

り立ち、８月になると子供達のお囃子練習が始まり、地元の獅子舞保存会の指

導により受け継がれ、毎年１０月の中旬に祭礼はとり行われます。 

　この獅子舞は全国的に珍しいもので、千葉県無形民俗文化財として指定さ

れており、村の人々が誇りをもって受け継いできた由緒ある伝統芸能です。地

元の人々によって演じられるその舞は素晴らしいものです。 

今号の表紙（長生村） 
 

◆「岩沼の獅子舞」◆ 
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　“新型”インフルエンザについて、「発症してみなければわからない」ことが、なんと
多いことか。 
　市の広報誌には「発熱しても１日位は自宅で様子を見て」、なんてくだりもあるよう
に、医学万能ながら人間の自然治癒力も、もっと信じていいのかもしれません。 
　これからの季節は、さらに“新型インフルエンザ”が流行することでしょう。風評に
惑わされず、「理屈で考え」ながら、患部に手を当てる“手当て”で乗り越えられたら
いいのですが… 
　特集における西村先生のメッセージやお忙しい中ご執筆いただいた仙台市・神戸市
さんの実践・ご経験を、第二波の対策にぜひお役立てください。 
 
 

自治研修センターでは、職場での研修用に視聴覚教材等の貸し出しを行っています。 
短時間のものが多く、課内会議等にあわせてご覧いただくこともできます。 
ぜひ、ご活用ください。 

管理・監督者 
・管理者ベーシックシリーズ 
目標の達成・部下育成のマネジメント、 
管理者のリーダーシップ 
・リーダーのためのパワーアップ講座 
民間経営者の体験談　5本 

・部下を持つ人の職場の法律　　　　　　等 

接遇 
・さわやかな公務員の接遇 
・カウンター接客の基本 
・親しまれる公務員の接遇（面接・電話） 
・チームワークと人間関係 
・クレーム対応（事例研究） 
・窓口対応（事例研究）　　　　　　　    等 

メンタルヘルス関連 
・管理・監督者のための 
　　　　　　　　　 ストレスマネジメント 
・職場におけるメンタルヘルス（新入社員） 
・出社拒否症候群・上昇停止症候群 
・働きやすい職場をめざして 

～こころの健康と人権～ 
・メンタル・ケアの「聞く」技術　　　　等 

その他 
・問題解決（基礎編・事例編） 
・仕事改善 
・アイデアを生むグループ発想の技術 
・インストラクション技術 
・プレゼンテーション 
・地域活性化・むらおこし　　　　　　　等 

公務員倫理 
・疑惑や不審を招かないために 
・倫理行動基準編 
　（私たちの使命と役割、汚職非行・不正の芽） 
・パワー・ハラスメント 
・公職現場におけるセクシュアル・ハラスメ
ントの予防と対策　　　　　　　　　　等 

OJT
・本当のOJTとは何か？ 
・日常業務を円滑に進める 
・部下にやる気を起こさせる 
・教える・部下を叱る・部下を同行する・ 
部下に仕事を任せる・職場を活性化する　 

等 



長生村は、房総半島九十九里浜の南に位置し

東京から約60キロメートル、面積は28.32平方キ

ロメートル、人口は約15,000人であります。村で

は、村政運営の指針となる第４次総合計画を骨

格に、計画的な村づくりを進め「人間性豊かな

健康で住みよい村：長生」の着実な実現に向け、

住民の皆様がより安心で快適な暮らしができる

よう、まい進しているところでございます。

第４次総合計画も終盤となり、23年度から始

まる第５次総合計画の策定に向け検討が始まり、

中学生の皆さんからも「長生村を日本一住みよ

い村にするためには」と、提言をいただきまし

た。また、住民の皆様には、1,500世帯を対象と

したアンケートで村づくりに向けたご意見やご

要望をお聞きし、住民懇談会も開催してまいり

ました。今後は、住民からの一般公募12名と各

種団体の代表を加えた策定住民会議をスタート

し協議を重ねてまいります。そして、日本一の

ながいき村を目指した「第５次総合計画」を定

めてまいります。

私が常日頃、大事にしていることは、村の主人

公は「村民」だということです。村民が平和で安

心して暮らせることが一番だと思っています。そ

して、村民の皆様は役場から見ると「お客様」だ

ということです。首長はもちろん職員も、村民と

の接し方に特段の配慮が求められます。おかげさ

まで、村長就任６年目となりましたが、接遇応対

推進委員会の努力もあって、村民からは「役場職

員の対応と姿勢が良くなった」と聞かれるように

なりました。職員には今後とも、住民ニーズを的

確に把握し、「村民はお客様」という考え方で仕

事を進めていただきたいと思います。

また、それぞれの自治体職員にありましては、

国の三位一体改革と世界的経済不況をまともに

受け、厳しい財政状況だと思いますが「協働の

街づくり」の先頭に立っていただきたいと思い

ます。新人の職員は新しい考え方で、長年勤務

されている職員は積み重ねた経験を活かして、

住民福祉の向上に努めていただきたいと思って

います。「職員が変われば住民が変わり街も変わ

る」ことを頭に入れ、まい進していただきたい

と思います。

始めましょう、「挨拶は自分から」。「お客様、

こちらへどうぞ」「いらっしゃいませ」「お待た

せしました」その一言が、住民一人ひとりとの

接点の始まりです。

羅　針　盤
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協働の力で日本一の
ながいき村を目指す



1955年山形県に生まれる。1984年山形大学医学部医学科卒業。医学博士。
山形大学医学部細菌学教室助手を経て1994年から米国疾病制御予防センターのインフル
エンザ部門に留学、その後同部門客員研究員。1996年12月に帰国後、国立感染症研究所
ウイルス部主任研究官を経て、2000年4月より現・独立行政法人国立病院機構仙台医療
センター　臨床研究部病因研究室長・ウイルスセンター長。専門は呼吸器系ウイルス感
染症、特にインフルエンザ。訳書に、クロスビー『史上最悪のインフルエンザ』（みすず
書房、2004）、ゲッツ『インフルエンザ感染爆発』（金の星社、2005）、コーワン『ヒッポ
先生シリーズ』（サイエンティスト社、2009）。
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特　集　「新型インフルエンザ　検証」特　集

　2009年６月12日（日本時間）WHOは、新型インフルエンザ（H１N１型）の警戒水
準は、最高のフェーズ６にあると宣言した。国内でも死者が出た新型インフルエンザ
の致死率は、季節性インフルエンザの0.1よりも高い0.5程度であると発表された。 
　市町村では、秋冬の第二波の大流行が予想されるなか、いずれ入ってくるであ
ろう鳥インフルエンザ（H５N１型）を含めた対策を医療機関はもとより地方自治
体全体を巻き込んだ総力戦で取り組まざるを得ない。 
　そこで今回は、地区別研修会で２度にわたり取り上げ、大変反響の大きかった
新型インフルエンザ対策について、専門家の見解と先進的取り組み事例を紹介し、
感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限に止めるためには、何をすべきか、
どう取り組むべきかを検証する。 

仙台医療センターウイルスセンター長 西　村　秀　一（ニシムラ　ヒデカズ）

PART 1 新型インフルエンザのこれから
－その評価と地域の戦略と戦術－

仙台市健康福祉局保健衛生部保健医療課

PART 2 仙台市における新型インフルエンザ対策の取り組み

PART 3 国内初の感染者が発生して
神戸市新型インフルエンザ対応検証ワーキンググループ
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新型インフルエンザのこれから　 PART 1

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター
臨床研究部　ウイルスセンター長

西村　秀一

新型インフルエンザのこれから
－その評価と地域の戦略と戦術－

平成21年度　香取・東総地区研修会より

仙台から来た西村です。昨日まで３日間連続、

東京で「インフルエンザ研究者交流の会」という

学会の会長をやっていたのですが、そこで少し新

しい情報を仕入れてきました。

これから１時間半から２時間ぐらいお話ししま

すが、一つは、正しい理屈に合った対策を立てま

しょうということです。もう一つは、やはり地域

に合った対策です。対策といってもいろいろな対

策があって、例えば仙台でやれることが、すべて

そのままここでやれるとはとても思えないし、そ

れぞれのところで、それぞれの資源で、それぞれ

のことをやらなくてはいけないということをお話

ししたいと思います。

１．今回の新型インフルエンザ

まず新型インフルエンザ、最初におさらいをし

て、現状をお話ししたいと思います。一部で楽勝

ムード、一部で怖がりすぎというのがあります。

だいたい楽勝ムードがほとんどなのです。季節

性の通常のインフルエンザと変わらないから大丈

夫だよと。怖がりすぎというのは、だいたい今ま

で脅されすぎていた部分があって、致死率50％だ

の60％という話がまだ頭の中に残っていて、これ

で怖がりすぎる。個人レベルではそう怖がること

はないということと、行政レベルではある程度怖

がらなければならないという事を、ごちゃ混ぜに

してはいけません。

怖がりすぎに対して言うのですが、とにかく新

型は新型ですが、いずれは季節性のインフルエン

ザに変わっていくのです。今は新型、来年ぐらい

まではまだ新型と言うけれども、２～３年たった

ら新型とは言わなくて、季節性のインフルエンザ

と呼ぶようになってくるのだと言うことを理解し

ていただきたいのです。

大阪で集団発生したときの症状ですが、中高生

105人の症状と、小学生の５人の例が出ていますが、

そこの例では、消化器症状だけ見ると下痢が20％

ぐらいで、アメリカ型に近いようです。小学生は

５人ですが、消化器症状は出ていません。これは

注目したいのですが、これからお子さんがどのよ

うになるかは、これからたくさん患者さんが出て

みないと分からないと思います。あともう一つは

非常にせきが多いということがあります。80％ぐ

らいの患者さんがせきをしています。

もう一つ注目するのは発熱ですが、90％が38度

以上の熱を出しています。インフルエンザ患者が

発熱するのは全然珍しくなくて、何のためにこれ

を言っているかというと、残りの10％は何かと逆

に問いたいわけです。そうすると、10人のうち１

人は38度の熱を出していないということです。だ

から熱を指標にしてしまうと、逆に見逃す可能性

があるということです。
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もう一つは何かというと、発熱が最初に出て

きて、そのあとの呼吸器症状やせきが出てくるの

は普通考えることなのですが、今回は発熱の前に

呼吸器症状や嘔吐などの症状が先行して、そのあ

とに発熱する例が結構見られたということです。

その辺りは注意しなくてはいけないでしょう。

熱が出ていなくてもせきをしているような人は、

今回に関しては、もしかしたらインフルエンザか

もしれない。そういうときは熱が出ていなくても、

せきが出ている段階でマスクをさせて、周りに広

げないようなことを考えないといけない。そこが

大事なことなのです。

中高生は普通、インフルエンザが潜伏感染状態

になって熱が出ていないというようなことはあま

りないのです。お年寄り、高齢者の方だと免疫が

だんだん落ちていますので、熱が出ないインフル

エンザは多いのですが、中高生の段階で熱があま

り出ないインフルエンザは、これまでの季節性で

も珍しいのです。そういう意味で、発熱だけに注

目するのは少々問題です。

いくら熱を出していても、せきなどによってウ

イルスを外に出さない限りその人が持っているだ

けで、理屈としては出ていかないわけです。やは

りせきやくしゃみなどがあって初めて周りに移す

能力がある。だから広げないということを考える

上では、せきが非常に大事なマーカーになります。

次に、薬は効くのかという話ですが、大多数は

完全にタミフル獏が効

きます。タミフル獏や

抗ウイルス剤リレン

ザ 獏の成績なのです

が、薬をあげなかっ

た人が6.3日の発熱

期間があったとき

に、薬を投与すると１日短くなる。タミフル獏とい

うのは、１日発熱期間が短くなるという薬なので

すが、そうした効きはあったということです。

薬は効くし、症状もそんなに重くない。現段階

では、日本の場合はまだ重症化した人は１人もい

ませんし、肺炎になった人も１人もいない。結局、

楽勝ムードが始まっているのですが、なめてはい

けないということを、ここで一言言わなければい

けない、油断するなという話をしたいと思います。

怖がるなというのもありますが、まずは油断禁

物という話をします。

日本はアメリカ型・メキシコ型、どちら型にな

るのか。関西で出た例を見るとアメリカ型になる

のかなといって、季節性で楽勝ムードが漂ってい

るわけです。ただ、このときにアメリカはどうだ

ったのかというと、死亡率0.2と言っている時点で、

すでに1000人以上が入院していて、100人以上が

ICUにいたという状況なのです。

それが１週間後のデータを見たら、患者が２万

人になっており、１週間たったら１万人増えてい

て、死亡数が87人になっていました。このときの

死亡率を計算すると0.4％。0.2から0.4に上がって

しまっています。カナダも6000人で死亡者が15人

出て、0.2％です。これでもまだ季節性よりちょっ

とひどいぐらいという感じですが、それにしても

メキシコの死亡率は依然として1.5％。この数をど

うとらえるかです。

じわじわ上がっているような感じがあって、さら

に１週間たったときに、アメリカの死亡率は0.45％
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に上がっていました。カナダも0.3％に上がってい

て、この辺りが非常に不気味なところで、社会全体

として見た時、どこまで楽勝なのか分からない。

インフルエンザでどれだけ子どもが亡くなるか

という統計をアメリカは取っています。毎年の流

行でこのぐらいの子どもたちが亡くなるというこ

とが出ていて、このレポートで注目しなくてはい

けないのは、今までの子どもの死亡は細菌性の肺

炎を併発したものがほとんどだったらしいのです

が、今回に関しては、半分ぐらいは細菌性ではな

くて、完全にウイルス性だということです。

ではお年寄りは安全なのか。その辺りは注意し

ておかなくてはいけない。アメリカでも日本でも

60歳以上は抗体を持っている人がいると言われて

いますが、割合としては20％か30％ぐらいだと思

うのです。抗体は持っているかもしれないけれど

も、そんな感染を防ぐほど高い抗体の値ではない

はずなのです。

これからの可能性ですが、今までのものを第一波

と言うかどうかです。日本の中で患者が出ているけ

れども、日本全体から見たらすごく微々たるもので

はないかといった考え方もあります。季節性のイン

フルエンザと比べれば、まだ非常に微々たる患者で

す。それをもって第一波と言う名付け方がいいのか

ということが問題になりました。（後日談：　その後

７月中旬から８月にかけて、流行がさらに大きく拡

大しており、これを第一波と呼ぼうという声が出て

います）

春の場合、まん延と言っていたけれども、どこが

まん延しているのか。ただ単に病院に入れられない、

病院のベッド数が少な過ぎてそれが「まん延」の正

体だったという感じがします。大阪で特別の入院措

置をする病院のベッド数が少なすぎて、それが満杯

になったからまん延と言っているだけで、社会で

まん延しているかというと、そんなまん延してい

ないだろうという話が議論としてありました。そう

いう意味で、本当に第一波と言っていいのか分から

ないけれども、秋、冬に来るものを第二波や第三波

という言い方をすれば、とにかく第二波のことを考

えてみましょうということです。

たとえば1957年のアジア・インフルエンザの例を

お話しますと、第一波のときは、各県それぞればら

ばらに患者が出ていて、統一して出てこない。夏の

間に全然出なくなった。全然出ないというのは患者

がいないわけではなくて、数が少なくなって目立た

なくなってきている。だけどこの時期に患者があち

こちに分散してしまっているのです。秋冬になって、

今度はたくさん広がるような状況が来たときに、あ

ちこちから燃え上がって、感染爆発になって、秋冬

のときには一気に各県差はないです。横並びで感

染が出てくる。もしかするとこの次もそういうパ

ターンになる可能性がある。そこは覚悟しなくて

はいけないということです。

成田空港のあるこの辺りは外国からインフルエン

ザがいつ入ってきてもおかしくありません。空港を

封鎖するわけにはいかないので、どんどん入ってく

るに決まっています。南半球だって燃え上がってい

る。東南アジアだって燃え上がっている。日本へは

いつ入ってきてもおかしくないということです。た

だ、夏の時点で冬ほどには燃え上がるようなことは

ないだろうということは予想されて、やはりこの秋

冬については本当にちゃんと考えなくてはいけない

だろうということなのです。

２．インフルエンザ基礎知識

これから少しインフルエンザの知識です。まず、

ニワトリと人を混同するなという話です。強毒・弱

毒とは、ウイルス学的にはニワトリの定義です。ニ

ワトリを殺すものを強毒と言っていて、ニワトリを

殺さないものを弱毒と言っていますが、人間に対す

る強毒・弱毒はそれとは全然別の範疇であって違う

のです。



6

特　集　「新型インフルエンザ　検証」

ニワトリに対する強毒が人間や馬などのほ乳類に

強毒かというと、必ずしもそうではなく、鳥に対し

て弱毒のものが人間に対しても弱毒かというとそう

ではなくて、ニワトリを殺さないようなものでも、

多くの死者が出るのが現実なのです。

極めて大勢の人たちが亡くなり、「史上最悪」と呼

ばれるスペイン風邪インフルエンザも２％という非

常に高い死亡率なのですが、あれも鶏での定義で言

えば立派な弱毒なのです。でも、人間にとって弱毒

だとは全然思えない。結局、根本的なことを言えば、

ウイルスは毒を持っていないのだから、強毒、弱毒

という言い方はやめて、高病原性や低病原性と言う

のがいいのかもしれません。それにしても、ヒト

に対する病原性のウイルス学的本質は、まだよく

わかっていないというのが本当のところなのです。

結局、この冬に想定されること、想定しなくては

いけないことは何でしょうか。例えば、季節性イン

フルエンザだと、罹患率が５％や15％で、致死率が

だいたい0.1％以下と言われているけれども、新型

だということで、これから我々が予想するものはど

のくらいか、専門家の間で手を挙げてアンケートを

採っています。

その結果、みながだいたいどのぐらいを想定して

いるのかというと、罹患率が25％から30％ぐらいで

した。新型だから、間違いなくこのぐらいは上がる

でしょう。致死率はどのぐらいになるかというと、

今のアメリカの死亡状況やメキシコを考えると、季

節性のインフルエンザで言われている0.1％以下とい

うことはないでしょうから、もう少し上がるでしょ

う。この辺りはよく分からないけれども、0.3や0.2な

ど、そのぐらいまでは上がる可能性は十分あります。

ただ、それこそ死亡率10％、20％という、そんなお

よそインフルエンザとかけはなれたようなものには

ならないと思います。通常（季節性）のインフルエ

ンザよりも、ちょっと危ないかなというぐらいのも

のを想定したらいいのではないかと、我々は言って

います。

そこで大事なことは何かというと、簡単な算数計

算なのです。総死亡者数というのは何で表されるか

というと、罹患率×罹患者当たりの死亡率なのです。

だからこの死亡率のほうが低くても罹患率が非常に

高ければ、絶対数としては上がってくるわけです。

そこがインフルエンザの怖さなのです。

罹患率が上がるということは、患者数が増えると

いうことなのです。死なないまでも重症者が増える

ということですし、医療に対する重みも負荷も相当

かかってくるということを考えなくてはいけません。

例えば死亡者が0.1％だと計算すると、1000人当た

りに１人亡くなっているのです。こういう流行なら

いいけれども、これがこの率で1000万人かかったら

どうなるかというと、１万人死ななくてはいけなく

なる。

日本の人口は１億人います。そのうちの30％がか

かったとすると、だいたい3000万人です。3000万人

の患者だと、この純計算でいくと３万人の死者が出

なくてはいけなくなってしまう。確かにそのぐらい

の数は出るのかもしれない。じつは通常の我々の季

節性インフルエンザは、毎シーズンこのぐらい亡く
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なっているでしょうという推定数なのです。 自分

の周りで亡くなる人はいないかもしれないけれども、

日本全体だとそのぐらいの数にはなっているのです。

この死亡率が何倍にもなるわけです。0.1％が0.4％

になったとき、死亡者の数はどのぐらい上がるかと

いうと、３万人×４で12万人になってしまいます。

それが10倍になったら、15倍になったらという、単

純計算です。その辺りがインフルエンザの怖さとい

うことなのです。

あともう一つは、これだけの患者が出るというこ

とは、これが全部医療機関に押し寄せたらどうなる

かということを考えたら、空恐ろしい話になってく

るわけです。救急車だって全然回りきれない。我々

にとってはそこが問題なのです。

実は、これは新型だけに限った話ではなく、季

節性のものに対して、これからずっと気を付けな

くてはいけないことでもあります。季節性のイン

フルエンザになっても数年間は注意しなくてはいけ

ません。新型としての流行がもう少し低い形で続い

ていくのだと思うのですが、インフルエンザの怖さ

をここで見ないといけない。患者を見たときに「怖

い、怖い」と逃げ回るような怖さではなくて、社会

全体の中の怖さというものを考えなくてはいけない

ということなのです。

一人ひとりの患者に対しては恐がりすぎてはだめ

なのです。ただ、全体として見たときに、これは絶

対に侮ってはいけない。怖がりすぎず、侮らず。そ

ういう態度が必要なのです。物事に対してリーズナ

ブル（納得のゆく・妥当）という言い方があります

けれども、理屈で考えて、とにかく適切な対応を取

ることです。

では、本当にリーズナブル（合理的）な対応とは

何なのかという話をしたいと思います。

たとえば、危ないから患者の洗濯物は家族と別々

に洗濯しろ。使った食器は消毒しなさいとか、液体

洗剤で手洗いして、固形石けんは使わない。固形石

けんの表面は危ない、そこにいるウイルスが移るか

もしれない。危ないから固形石けんを使うなとか、

自分の使っているマスクは手で触るなとか、環境を

ちゃんと拭きまくれとか、そういうことを、「専門家」

がまことしやかに話すのをテレビあたりで見たこと

があるかもしれませんが、本当にそこまで神経質に

なる必要があるかという話をしたいと思います。

インフルエンザウイルスの構造を見ると粒子構造

で、脂質二重層といって脂の層が粒子の基本的な構造

をつくっています。脂の層でできているもので、中に

遺伝子が入っていて、これでウイルスの形を成してい

ます。実はこの脂質二重層は何に弱いかというと、簡

単に言えば脂ですから、石けんやアルコールに非常に

弱い。石けんやアルコールでこんなものは完全に死ん

でしまうのです。そういう意味で、固形石けんの上に

載ったインフルエンザウイルスはいつまで生きていら

れるか。あっという間に死ぬに決まっているわけで、

そういうものは全然相手にしなくていい。

たとえば、これは私の実験なのですが、10万個の

ウイルスをガラスの上に塗って広げるわけです。そ
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れで何分間かたったら、そのあと洗い流してどれぐ

らい生きているかという実験をやると、温度、湿度

にもよるけれども、だいたい10分間で20分の１から

100分の１になってしまいます。

環境に落ちたウイルスは非常にひ弱い。だから

そんな神経質になる必要はないのです。物事は定

量的に考えるといい。

それに、手を介した感染では、そこに数十万個の

レベル、数万個のウイルスがあって、それを鼻の中

に入れないと発症しないのです。

手洗いをやっても悪くはないけれども、あまりに

も神経質にやる必要は何もない。けれども、手洗い

は非常に大事です。なぜかというと、手で移る病気

はたくさんあるからです。ただインフルエンザに関

してはそうではない。だからあまり神経質になる必

要はない。ただ、世の中でそのようにやってくれ

ることによって、例えば同じ時期にはやる胃腸炎

のような、ノロウイルスによる胃腸炎などがなく

なってくれるだけで、紛らわしいものがどんどん

少なくなってくれる。これは非常にいいことなので、

手を洗うなとは言わないだけです。食中毒も少なく

なるし、いろいろな感染症自体が少なくなる。アデ

ノウイルスの感染症もなくなるし、そういう意味で

手洗いは大事です。

けれども、あまりにそこだけで神経質になって、

それさえやっていればインフルエンザはいいのだ

と考えるのがいちばん怖い。手洗いさえやってい

ればインフルエンザは感染しないという言い方が

いちばん怖い。そこだけ注意してください。ウイ

ルス学者としてはそれだけ言いたい。

インフルエンザウイルスの広がり方は何かという

と、接触感染による広がり方というよりは、基本的

に人間の出すせきやくしゃみがうつすのです。１人

の人が何人にも感染させるというときには、せきや

くしゃみなどを出して、それが漂っているものを吸

うから、１人の人が１ヵ所で何人もの人を感染させ

ることができるのです。そこに我々は気を付けなく

てはいけない。

では、インフルエンザは本当に空気感染しないの

か。答えはYesでもありNoでもあります。従来言わ

れている空気感染は、結核など特殊なばい菌にはあ

り得るのです。なぜかというと、細菌は死なずに浮

いている。だけどインフルエンザウイルスの場合は

空気中を浮きながら、どんどん失活していくのです。

空気にいったんさらされてくると、ウイルスは時

間ごとに失活していって、その失活の時間は温度と

湿度に依存するのです。温度や湿度が高ければ高い

ほど、失活はしやすくなってくる。温度は高ければ

高いほどで、湿度は高すぎるとまた少し違ってくる

のですが、それはいいとして、湿度と温度が高いと

失活しやすいと考えて下さって結構です。

とにかく飛びながら失活する。冬の間も失活率は

下がるけれども、それだって飛びながら失活するの

です。そういう意味で、遠くに行ってしまうまでの

間に失活していることが考えられ、また、遠くに行

けば行くほど、あとは希釈されていますので、それ

を吸う確率も落ちてくるわけです。

それを直接的に確率で言うと、１ｍ先と２ｍ先に

同じ粒子が飛んだとき、吸う確率はどのぐらい違う

かというと、２倍違えば体積は２の３乗になるから

８倍になる。２倍距離があれば、確率が８分の１に

落ちる。10倍違えばどうなるか。１ｍの10倍だと、

確率的に10の３乗だから1000倍になる。そのように

遠ければ遠いほど、当然吸う確率が少なくなってく

るのです。

インフルエンザ以外にも呼吸器感染症も、確率的

にはそう頻繁に空気感染をなかなか起こすものでは

ありません。その上インフルエンザウイルスでは飛

びながら失活しているという事実がある。そういう

意味での長距離での空気感染はないです。だけどく

しゃみをしたり、せきをしたりして、隣の人や後ろ

にいる人や同じ部屋の中にいる人が吸って感染する
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空気感染の可能性はあります。そこはちゃんと区別

して考えなくてはいけません。

次に、患者さんにマスクをさせるのは非常に大事

だということをお話します。これは私の実験です。

自分がくしゃみをするときに、市販のマスクをした

とき、だいたい50分の１から100分の１ぐらいに自分

の出すしぶきの量が減ります。患者さんにマスクを

するということが、しぶきの中にウイルスがいると

すれば、患者さんの出すウイルスの確率を50分の１

から100分の１に下げることができるということなの

です。

それは非常にいいことであって、防御のために変

な使い方をして、何の役にも立たないような使い方

でマスクをしているよりは、患者さんが鼻にしなく

ても、口にやって、そこでブシュッとやってくれる

分には、周りに対しては非常にいいことです。そう

いう意味で、マスクは患者に優先して使うのがいい。

それで余ったら皆さんが防御に使う。そんな感じが

いいかなと思います。

ここで、地域の話をしなくてはいけません。アイ

ソレーターというものがあります。消防の人は欲し

がっているかもしれませんけれども、こんなものは

要らないです。アイソレーターは１台800万です。

フィルター交換で80万円です。インフルエンザを相

手にしてこんなものを買う必要があるかというと、

全然そんな必要はなくて、患者にマスクをさせれば

それで済む話です。

例えばゴーグルは必要なのかという話をすると、

たぶんインフルエンザでゴーグルは、よほど特殊な

ところでないと必要ないといえます。どういうとこ

ろにゴーグルが必要かというと、鶏小屋で鶏やその

糞の処理をする人たちは絶対に必要です。H7のイン

フルエンザやそういうものに関しては、鳥の糞の中

にはたくさんウイルスがいます。それこそ高病原性

の鳥のインフルエンザで死んだ鳥の糞の中には山ほ

どウイルスがいますので、その舞い上がったものが

飛んできて、それを吸うと危ないのは当たり前なの

です。それが目に入ったときには、目が感染します。

そういうところに突入する人は全身防備で、目ま

でゴークルをしなくてはいけないのは確かです。け

れども、我々が普通にインフルエンザと言うときに、

目から肺のような呼吸器の方にどれだけ感染するか

ということを考えたときに、感染なんかほとんどし

ないのです。目を気にする必要がどれだけあるかと

いうと、通常のインフルエンザでも、今回の新型で

もそんなにはないということです。

３．戦術も必要だが、戦略が必要

つまり、マスクをしろとか、手袋だのゴーグル

だのというのは一つひとつの戦術であって、そう

いう戦術は、それはそれでいいのですが、それで

戦術をいくら集めても、患者がいっぱい地域に出

たときとか、そういうものに対する対策にはなら

ないのです。

手洗いなど、一つひとつの戦術は、戦略があっ

て初めて生きるもので、全体の戦略が必要なので

す。押し寄せる患者をどうするか。その一点が本

当に必要な戦術であって、どのように地域で対応

していくのかということなのです。問題の本質は

患者のロード（量的負担）の増大です。この患者

ロードをどうするかを本気で考えないと、冬の対

策にはなりません。

さらに、死者だけではなく患者の数、重症化する
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人の数をどのように考えるか、病院の対策や地域の

対策に持っていかないとだめなのです。とりあえず、

この冬のことから考えて、もう一つ長期的な考え方

をしていきましょう。

今回、楽勝パターンで季節性並みに対応・対策の

緩和を厚生労働省は打ち出しました。ここの目的は

何かというと、急激な患者数の増大の抑制と、医療

機関の負担の軽減、重症者に対する医療体制の維持

です。すべての地域でそれをやる。すべての医療機

関で受けるという話です。とにかく地域で受けなさ

いと、なったわけです。

そのようなことになったときに、病院はいったい

何をするか。病院はいろいろなことを考えます。患

者を選別したり、救急をどうやって守るとか、外来

をどうやって守って維持していくか、一生懸命考え

ます。

それぞれの病院が考え、一つひとつの病院の計画

が全部集まれば、地域の計画になるか。そこが大間

違いなのです。

ある県ですが、病院に一つひとつお願いだけはす

るけれども、そこから先、その地域の病院をまと

める工夫を一つもしない。病院に任せればなんと

かなると思っていて、病院が一つひとつの対策を

取れば、地域にたくさんの患者が出ても全部受け

られると思っているところが大間違いです。いく

ら病院の小さな対策を集めても、全体を受け入れる

対策にはならないと思っています。

現実として、地域医療は非常に危機に瀕していて、

お医者さんもすごく足りなくなっています。そうい

う意味で戦略というか、地域の限られた資源でどの

ようにしていくかをちゃんと考えないと、増大する

数の患者は受け皿がないということになりかねない

のです。個々の病院のあり様は、とにかく地域の戦

略があって初めて生かされるのです。

病院には、それぞれの得意な分野があります。そ

れぞれの病院の役割分担を考えると、地域全体をう

まく使えるようになる。一つひとつの病院のプラン

は地域のシステムの中で生かされるものであって、

そこがないと一つひとつの病院の破綻は時間の問題

になります。

地域の医療システムとは何かというと、地域全体

のプランなのです。地域全体のプランの中に医療の

プランがある。そこは大きな意味で医療だけの問題

ではないということを考えなくてはいけない。結局

は、その地域の行政の考え方です。

地域の医療システムに話しを限ってみても、開業

のお医者さんや医師会のお医者さんをたくさん巻き

込むような形にしないと、たぶん医療資源としては

不足します。医療資源を全部動員しなくてはいけな

いのです。

地方に求められることを少し話します。市町村の

対策は人任せにしてはいけないということです。市

町村の対策はいったい誰が考えるのか。国が考える

べきなのか、県が考えるべきなのか、自分たちが考

えるべきなのか。自分たちの地域を考える上で、全

部を国に任せていいのか。国はそんなところまで考

えてくれません。県だってそうです。それだったら

自分たちではないか。

これまで、いろいろな指針だのガイドラインだの

マニュアルだの、たくさん出ていました。でも、そ

れらは、あまり役に立たなかったということが今回

学習したことだと思うのです。だからそんなマニュ

アルにこだわって、形だけ作ってもしようがない。
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やはり実効性のある現実的なものを作っていかなけ

ればいけない。

そうは言われても、市町村にしてみれば、何を

やったらいいか分からない。金ない、人ない、分か

らない状態。いちおう形だけ取り繕うのか。自分た

ちでなんとかやってみようとするのか。その辺りを

自分たちで自問自答する。地域にたくさん患者が出

るわけですから、それを考えれば現状はこれこれ行

き詰っているけど、この際全部目をつぶってこの辺

りをリセットしましょうという話です。

今はリセットのチャンスなのです。インフルエン

ザとはこういうものだということがだんだん分かり

かけてきていて、鳥のインフルエンザもいずれは

入ってくるに決まっている。これに対して我々は

いったいどうしようかと、もう１回考え直すいい

チャンスです。チャンス到来なのです。この時期に

やらないと、またやれなくなります。冷静に分析す

るチャンスなのです。

新型インフルエンザ対策は、地方自治全体を巻き

込んだ総力戦にならざるを得ません。医療だけの問

題ではないのです。基本は情報で、リスク・コミュ

ニケーションに尽きると思います。住民との情報の

やり取りが非常に大事になります。いろいろなこと

を考えて、例えば社会福祉や弱者への配慮、そこら

へんは以前のマニュアル、行動指針にも含まれてい

ますので、もう一度考えればいいだけです。まず、

いろいろアイデアを出してみましょう。自分たち

のアイデアを、自分たちの身の回りで、自分たち

の持っているものでです。その土地の医療風土など

いろいろな条件があります。国や県に考えさせるの

ではなくて、自分たちが考え、自分たちのものを作

っていくのです。

たとえば一つの考え方としては、在宅ナース、経

験者などをうまく活用する手もあります。昔、看護

師をやっていて、今は働いていない人をどれだけ地

域で活用するか。そういう資源の把握もあるでしょ

う。あとは、たとえばワクチン接種が現実になった

ときに、どのようにしたらいいか、というのもあ

るかもしれません。地区訪問の移動接種車のよう

なものがあって、それで接種して回っていく。患

者が来るのを待っているのではなくて、そういう

手立てだってあるだろうし、いろいろなことが今の

うちなら考えられるでしょう。

「あがき」と「開き直り」で、とにかく身の丈で

です。自分たちの持っている以外のものではやれな

いわけで、自分たちの持っているものをうまく有効
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活用して、なんとか持っていく工夫が必要なのです。

今、自分の町がどこまでのレベルにあるのかを考

えてみましょう。何もしてないのなら、まず人と組

織を作ることが大事であって、意識の高い人、担当

者を作って、その人を中心に指針づくりを始めたり、

責任部署を決めたり、そういう作業から始めていっ

て、まず勉強したらいかがでしょうか。とにかくそ

の地区で考えてくれるような人を大事にする。地

区の人的資源を活用することを考えなくてはいけ

ません。そのために何をしたらいいかというのは、

自分たちで考えるしかありません。

もう一つは、地域同士の情報交換をやってみたら

いいと思います。自治体同士の研究会など、そうい

う話し合いの場を設置してみたらいかがでしょうか。

自分たちのところだけで悩まないで、自治体同士の

知恵の出し合いが必要だと思うのです。一つのとこ

ろでやろうとするとなかなか難しいので、できれば

地域横断的に、お互いにチェックし合うことが大事

です。

とにかく、いろいろなことに対していずれはやら

なければいけない仕事だという理解で、防災や福祉

など、そういうものと一緒なのです。そういう仕事

だと思ってとらえる。仕事の位置づけが必要です。

パンデミックが来たときに、どこの地域がいちば

ん危ないのか、どこに独居老人がたくさんいるのか、

そういうことを防災と同じレベルで考えていく。た

とえ空振りであっても、何かの役に立つ。そのよう

な知的備蓄をやっていくことが非常に大事だという

ことです。これは長期的な話で、今度の冬にすぐに

役立つ話ではないですが。

また、医療崩壊が近いといわれる状況にあって、

そのまま見過ごして、町の虎の子の病院がつぶれる

のをそのまま見るのか。それは絶対に阻止しなくて

はいけません。他の医療が成り立たなくなって大事

な医療ができなくなってくるので、そこだけは絶対

に守るという意気込みで、平時における医療連携を

まず構築することが大事ですし、あとは医療を助け

る試みです。医療の外から医療を助けてあげるよう

な、医療を楽にしてあげるようなことを考えなくて

はいけない。余計な負担を掛けないような、例えば

救急の受診のあり方とか、やたら救急車を使わない

とか、そういうことは大事だと思うのです。

そういうものを普段のときから心掛ける、また、

そういうものをシステムとして作りあげることは非

常に大事だと思います。基本は情報リスクのコミュ

ニケーションであり、それによる市民の行動や身の

処し方が非常に大事になってきます。市民の正しい

理解と地域医療、それらを全体としてうまく考えて

あげる、行政としての導き方が非常に大事であると

思います。

事務局 

この原稿は、平成21年7月6日に開催しま

した香取・東総地区研修会での講演会をも

とに作成していただきました。 
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仙台市における新型インフルエンザ対策の取り組み　 PART 2

１．これまでの取り組み

メキシコ、米国等での豚由来インフルエンザの発生に伴い、仙台市は４月27日、各保健所に発熱相談の

窓口を設置し、その後、WHOが警戒水準をフェーズ5に引き上げたことに伴い、５月２日、宮城県の要請

を受け、仙台市立病院に発熱外来を設置し、疑似症患者(疑い)の検査・治療を開始した。更に５月16日、

国内初の感染者が確認されたことを受け、同日、県と共に、各保健所の発熱相談を24時間体制に切り替え

て対応するなど、国の行動計画、ガイドライン等に沿った対策に努めてきた。

同時に、市の新型インフルエンザ対策の医療体制について、「メディカルアクションプログラム」を別紙

のとおり５月11日付けで策定し、市内での急激な患者発生に備えた診療体制について、市医師会の協力の

下、対応を急いだ。

そして、今回の新型インフルエンザの症状等を踏まえて、国は６月19日、運用指針を見直すに至ったた

め、仙台市は市医師会と協議の上、医師会経由で市内の医療機関への周知を図り、７月１日より通常の診

療体制に切り替え、現在に至っている。

（１）発熱相談　～各保健所～

各保健所の発熱相談は、国内初の感染者が5月16日に確認された以降、１日200件程度の件数であったが、

その後は減少化傾向に転じ、１日50件前後まで落ち着いた。

６月10日、県内で感染者が確認されると、相談件数は一時的に増加したものの、７月１日より通常の診

療体制に戻ってからは、相談件数は激減し、１日５件程度（夜間はゼロ）となったため、７月10日より平

日の通常勤務時間のみの相談となっている。

仙台市健康福祉局保健衛生部保健医療課

仙台市における
新型インフルエンザ対策の取り組み
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（２）発熱外来　～仙台市立病院～

国内初の感染者が５月16日に確認された以降、医療機関が、38℃を超える発熱患者を発熱外来で遺伝子

検査を希望する傾向が強くなっていたが、７月１日より通常の診療体制に戻ることになったため、６月30

日をもって発熱外来は閉鎖した。

２．医療提供体制の確立に向けて

仙台市は、これまで市医師会と協議し、新型インフルエンザのパンデミック期において、「軽症患者は診

療所を受診して自宅療養、重症患者は病院で入院治療」という医療提供体制の確立を目指している。

（１）診療所の協力状況　　～パンデミック期における軽症患者の診療～

市内の329ヵ所の診療所が協力を申し出ており、この全診療所に対し、スタッフの感染予防用としてタミ

フルとN95 マスクを配付した。なお、協力診療所の内訳は、次のとおりである。

内科系 232ヵ所（母数284ヵ所の82％）

小児科系 43ヵ所（母数 50ヵ所の86％）

外科系 25ヵ所（母数 65ヵ所の39％）

耳鼻咽喉科 16ヵ所（母数 41ヵ所の39％）

その他 13ヵ所（母数253ヵ所の5％）

合　計 329ヵ所（母数693ヵ所の48％）

（２）県内病院の意向調査

宮城県は５月中旬、感染症指定医療機関を除く県内133ヵ所の病院に対し、意向調査を行ったところ、

108ヵ所の病院から回答があり、内容は次のとおりである。

調査項目 協力可能 協力不可能 無回答 

発熱外来の設置の協力 
重症患者入院対応の協力 

62（28） 
30（15） 

43（14） 
77（27） 

3（0） 
1（0） 

※（　）内の数値は内数で、仙台市内の病院の数である。 
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仙台市における新型インフルエンザ対策の取り組み

（３）病原性、患者数等に応じた対策の検討

今回の新型インフルエンザは、季節性インフルエンザと同程度の病原性とされ、国の運用指針の見直し

により、原則すべての医療機関で診療をするという通常の体制に戻った。

しかし、現在、南半球においては感染が拡大し、重症患者も増加しており、北半球の秋以降に、通常の

季節性インフルエンザの流行と同時に、再流行する可能性が極めて高いため、そうした事態を想定した本

格的な対策を早急に検討する必要がある。

漓第１段階・・・・・・患者の大半が軽症患者の場合

＜拡大期＞発熱外来（仙台市立病院１ヵ所）

重症患者が発生した場合は市立病院の感染症病床で対応する。

＜パンデミック期＞軽症患者は329ヵ所の診療所が対応する。

重症患者の増加に備え、入院対応病院に病床確保を要請する。

滷第２段階・・・・・・軽症患者が爆発的に増え、重症患者も多く発生する場合

＜拡大期＞発熱外来（市内に複数ヵ所）

重症患者の早期治療のため病院敷地内の設置が望ましい。

＜パンデミック期＞軽症患者は329ヵ所の診療所に加え、病院での対応も必要となる。

よって、軽症患者の診療にあたる病院と重症患者に対応する病院との役割分担が必

要となる。

澆第３段階・・・・・・重症化率が高くなり、死亡者が多数発生する場合

現在の医療体制での対応は困難と考えられ、対応を検討していく必要があると考えられるが、現時点

としては、検討の優先度は低いと考える。

３．今後の取り組み

南半球における感染拡大の状況を踏まえた場合、今秋以降に新型インフルエンザ（SwineH1N1）が再流

行する可能性は高いと想定され、しかも通常の季節性インフルエンザも同時に流行することから、インフ

ルエンザ様患者の数は爆発的に増えることとなり、それに対する円滑な医療提供体制の確立が急がれる。

また、高病原性鳥インフルエンザ（H5N1）が変異し新型インフルエンザの出現の可能性も危惧されてお

り、引き続き、国や県とも連携しながら現実的な医療提供体制について、地域の医療関係者と共に検討を

深める必要がある。

（１）夜間・休日診療所の機能確保

発熱や呼吸器症状などのインフルエンザ様症状の患者が増加することから、地域の夜間・休日診療所におい

ても、診療機能の確保が不可欠である。今回実施した24時間電話相談においても、相談件数の約４割が通常業

務の時間外（休日および平日の17:00から翌朝8:30）にかかってきており、流行期における夜間・休日診療の需要

は大きいと考えられる。これらの診療所は、いずれも開業や病院勤務の多くの医師、看護師等の協力によって

成り立っていることから、引き続き、協力が得られる体制の確保に向けて合意形成を図る必要がある。
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（２）病院の役割と対策　　～パンデミック期における重症患者の入院治療～

今秋以降の新型インフルエンザの再流行に備えて、呼吸器管理が必要な重症患者の入院治療の体制を確

保することが課題であり、県と連携して、市内の病院のネットワーク構築を目指すこととしている。

病院は、通常の入院治療という病院機能を維持することを前提に、パンデミック期においては、呼吸器

管理の必要な重症患者を受け入れて入院治療を行うことが不可欠であり、次のような具体的な対策が必要

と思われる。

漓院内感染対策　滷ハイリスク者への配慮　澆重症患者受け入れ態勢の確保　潺医療スタッフの確保

（３）行政の役割と対応

仙台市は、診療所と病院の連携の調整に必要な情報提供を担う役割を果たすと共に、特に、病院に対し

ては、通常の医療を提供しながら、新型インフルエンザ対策に取り組むため、先に掲げた院内感染等の各

種対策の徹底を呼びかけ、医療提供体制の確保に向けた支援を行う。

漓　仙台市役所内に「メディカル専用コールセンター」を設置し、最新の流行状況、重症患者の受け入れ可能な病

院情報など情報提供に加え、抗インフルエンザ薬の円滑な供給要請など、24時間体制で医療機関を支援する。

滷　医療提供体制の確保に必要な防護資材や医療機器等の購入に対する財政支援や、発熱外来・一般医療

機関に従事する医師、看護師等が感染した場合に医療機関が被る損失に対する補償制度の創出などにつ

いて、国に要望する。

仙台市の新型インフルエンザ対策（医療編）「メディカル・アクションプログラム」
～医療の確保・感染予防の啓発・感染拡大の抑制～ 平成21年５月11日

基本的な考え方

近年、高病原性鳥インフルエンザ・ウイルス（Ｈ５Ｎ１）の突然変異により、ヒトが免疫を持たない新型イン

フルエンザの出現が強く懸念されており、ひとたび出現した場合、短期間で世界中に感染が拡大し、人々の健康

や社会経済機能に甚大な影響を及ぼす大流行（パンデミック）に突入すると言われています。ところが今般、豚

インフルエンザ・ウイルス（Ｈ１Ｎ１）によるとされる新型インフルエンザの感染が世界各地で広がっています。

新型インフルエンザの流行がパンデミックに突入した場合、特定の感染症指定医療機関だけでは十分な対応が

出来ないことや、感染者の多くが「かかりつけ医」など最寄りの医療機関を受診することが想定されます。

このような想定の下で、仙台市は、市民の生命・健康・暮らしを守るため、「医療の確保」と「感染の予防・

感染拡大の抑制」に向け、最大限の努力を払います。

１．医療の確保

市内の医療関係者が結集して医療の提供を円滑に行うことができる体制を構築します。

地域の診療所が、通常の外来診療において軽症新型インフルエンザ診療機能を担い、抗インフルエン

ザ薬の処方による自宅療養を基本とすると共に、重症患者については、入院治療施設で治療を行う体制

を構築します。（参照）「新型インフルエンザ対策（医療の確保）」
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＜平常時からの取り組み＞　

プログラム 1 「メディカル・ネットワークの構築」

新型インフルエンザ発生時に円滑な医療の提供ができるよう、仙台市は、平常時から、学識経験者、仙

台市医師会、市内各医療機関、仙台市薬剤師会、宮城県看護協会等とメディカル・ネットワークを構築し、

随時または定期的に情報交換を行います。

プログラム 2 「軽症新型インフルエンザ診療機能を担う地域の診療所への支援」

市内の診療所が軽症患者に必要な医療を提供できる体制の確保に向け、仙台市は、軽症新型インフルエ

ンザ診療機能を担う診療所に対し医療スタッフ用の感染防護用品等を配付します。

プログラム 3 「重症者の入院治療施設の確保・要請」

重症患者の入院治療施設として、仙台市は、仙台市立病院に一定数の入院治療用ベッドを確保すると共

に、宮城県と連携して、市内の他の病院に対し入院治療用ベッドの確保を要請します。

＜発生時以降の取り組み＞

プログラム 4 「流行初期段階の感染疑い患者の対応」

仙台市は、各保健所の電話相談において感染が疑われる市民については、速やかに仙台市立病院に搬送

して診断・治療を行います。

プログラム５　「診療所・病院の連携による医療の提供」

パンデミック時に、地域の診療所が、通常の外来診療において軽症新型インフルエンザ診療機能を担い、

保険調剤薬局と連携し、抗インフルエンザ薬の処方による自宅療養を基本とします。重症患者については、

病院で入院治療を行います。（H21.6.25改正）

プログラム 6 「メディカル・コールセンターの設置」

パンデミック時に、仙台市は、医療機関専用の「メディカル・コールセンター」を設置し、最新の流行

状況や市内の治療用ベッドの空き状況等を把握して、診療所・病院からの問い合せに応じるなど、市内の

医療機関を24時間体制で支援します。

プログラム 7 「医療スタッフの確保・要請」

仙台市は、仙台市医師会、仙台市薬剤師会、宮城県看護協会等と連携し、医療スタッフの確保に努める

と共に、必要に応じて医学生、看護学生等のボランティアの応援を要請します。

２．感染予防の啓発・感染拡大の抑制

平常時からの感染予防の普及啓発と発生時における感染拡大の抑制の取り組みにより、市民が、正しい

情報に基づいて冷静に行動することが重要です。

正しい知識の普及啓発等により感染予防を促すと共に、発生時には学校休校、不要不急の外出の自粛

要請により、可能な限り感染拡大の抑制に努めます。



特　集　「新型インフルエンザ　検証」

18

＜平常時からの感染予防の啓発＞

プログラム ８　「正しい知識の普及啓発」

新型インフルエンザ・ウイルスは、通常のインフルエンザの粒子構造と同様とされ、また主な感染経路

も同様とされていることから、仙台市は、手洗い・うがい、マスクの着用、清潔保持、健康管理など、感

染予防の正しい知識の普及啓発に努めます。

プログラム 9 「予防接種の奨励」

新型インフルエンザ感染の適切な治療のためには、区別しにくい他の発熱性感染症の予防接種を受けて

おくことが望ましいことから、仙台市は、市民に対して、必要な予防接種を受けるよう奨励します。

プログラム 10 「最新情報の収集・提供およびサーベイランスの実施」

新型インフルエンザに関する最新情報を収集し、市ホームページにより情報を提供します。またサーベ

イランスの一つとして、毎年11月～３月期に市立小学校の欠席率調査を実施・公表し、インフルエンザの

流行状況と異変を早期に察知し、学校休校等の必要な措置に役立てます。

＜発生時以降の感染拡大の抑制＞

プログラム11 「学校休校・外出自粛の要請」

新型インフルエンザの流行初期段階より、学校等の休校措置、不要不急の外出や集会の自粛を要請し、

感染拡大の抑制と健康被害の最小化に努めます。

プログラム12 「報道機関と連携したリアルタイムな情報提供」

仙台市は、新型インフルエンザの流行状況（市内、国内、海外）等の最新情報を収集し、報道機関と連

携したリアルタイムな情報提供に努めます。

プログラム13 「健康相談コールセンターの設置」

パンデミック時に、仙台市は、「健康相談コールセンター」（24時間対応）を設置して、市民の発熱や健

康不安に対する電話相談に努めます。

新型インフルエンザ対策（医療の提供）
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神戸市新型インフルエンザ対応検証ワーキンググループ

国内初の感染者が発生して

はじめに

国内初の新型インフルエンザの患者発生を経験した神戸

で、市がとった対応状況について、新型インフルエンザ対策

本部の動きや発生前後の取り組みなどを含めてその概要を紹

介する。また、依然として患者発生が全国的に終息しないが、

秋以降予想される感染拡大に備えた取り組みについても紹介

する。

平成21年５月15日午後11時40分、危機管理室指令第3号

（危機管理室職員全員の参集）が発令された。「神戸市内にお

いて新型インフルエンザの感染が否定できない患者の発生」

である。

市民に落ちついて行動していただくため迅速な情報提供が必要と考え、５月16日午前１時と午前４

時に記者会見を行った。

これより前の５月９日、成田国際空港の検疫において、新型インフルエンザへの感染が確認された。

政府は、「国内で患者が発生した場合」には当たらないとの考え方を示したが、国内での患者の発生

は時間の問題であると考えていた。（後日、健康調査の結果、神戸では５月５日に発症した高校生が

いたことが分かった。）神戸市では、感染拡大防止と社会経済機能を維持するため、国内発生に備え

たシミュレーションを行っているところであった。

国の新型インフルエンザ対策行動計画は、鳥インフルエンザから発生した新型インフルエンザ（Ｈ5Ｎ

1）の強毒性のウイルスを想定した計画であった。今回の新型インフルエンザの対応にあたっては、ウイ

ルスの特徴や感染拡大の恐れに応じて、この行動計画を弾力的、機動的に運用することが政府の基本的

対処方針で示された。

しかし、国内初の発生となった神戸市では、具体的な政府の見解が示されない中で、すぐに決めなけ

ればならないことが目の前にあった。

午前７時に報道機関公開のもと、急きょ、第５回神戸市新型インフルエンザ対策本部員会議を開催し、

決定事項を議決するとともに、市長から市民に向けてメッセージを発信した。

１．対策本部が決定した事項

新型インフルエンザ対策本部員会議で学校園の休校、保育所や高齢者などの通所施設の扱い、その他

の市の施設の扱い、そして当日に迫った「神戸まつり」（各区のまつりとメインフェスティバルで毎年約

国内初の感染者が発生して　 PART 3
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100万人の観客動員）についての決定などであった。

いずれの対応も期間は当面７日間（16日（土）から22日（金）まで）とした。具体的には、

（１）第一学区（東灘区・灘区・中央区・芦屋市）の幼稚園・小学校・中学校・高校・特別支援学校は休

校とする。私立学校・大学には休校を要請する。県立学校については、その旨県に要請する。芦屋

市にもその旨要請する。

（２）第一学区の学校は、修学旅行を延期する。（私立学校にはその旨要請する）

（３）第一学区の保育所・デイサービス・デイケアなどの高齢者通所介護施設・障害者通所施設などは、

休所・すでに来所された方の迎えをお願いする。

（４）第一学区の神戸まつりについて、土曜日（16日）は中止する。日曜日（17日）も複数の感染が疑わ

れるため中止する。

（５）市関係の公共施設は、入り口で衛生管理の注意を呼びかけ開館する。（民間施設は、注意を呼びか

ける）

（６）市民への広報は、

漓不要不急の外出を自粛　

滷手洗い・マスクの着用

澆病院に行かずに、まず発熱相談センターに相談すること

（７）一般相談窓口の新設

（８）発熱相談センターの回線数を増やし、24時間対応する。

（９）市役所業務は継続する。といった内容であった。

２．新型インフルエンザに対する神戸市の取り組み

国外での豚インフルエンザ発生が伝えられて以降、神戸市では、新型インフルエンザが国内発生した

場合に備えて、対策本部の設置や情報収集などを行っていた。

（１） 国内発生前の対応状況は次のとおりである。

漓　WHOがメキシコ及びアメリカにおいて発生している豚由来のH１N１のＡ型インフルエンザが、

国際的に懸念される公衆保健上の緊急事態であるとの声明（4/25）。政府は当面の政府対処方針を発

信(4/27)。

・豚インフルエンザ電話相談窓口開設（4/27）

・保健所健康危機管理対策会議（4/27）

・豚インフルエンザ連絡調整会議（4/27）

滷 WHOがフェーズを３から４に引き上げ（4/28）。政府は基本的対処方針を発信（4/28）。

・保健福祉局健康危機管理対策本部設置（4/28）

・新型インフルエンザ対策本部設置（4/28)

・発熱相談センター及び発熱外来の開設（4/29）

澆　WHOがフェーズを４から５に引き上げ（4/30）。政府は基本的対処方針を発信（5/1）。

・第２回神戸市新型インフルエンザ対策本部員会議（4/30)
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（啓発チラシや地下鉄車内放送などあらゆる媒体を使った市民への情報提供、公的海外出張の原則

禁止などを決定）

・市長メッセージ「新型インフルエンザ対策について」（4/30）

・第３回神戸市新型インフルエンザ対策本部員会議（5/1）

（連休中のイベント・集客施設の開催・営業の確認、連休中の連絡体制の整備）

・第４回神戸市新型インフルエンザ対策本部員会議（5/7）

・市長メッセージ「成田国際空港の検疫で感染者の確認について」（5/9）

（２） 国内発生後の対応状況を時系列で表すと、次のとおりとなる。

漓　神戸市内患者発生直後。政府は確認事項を発信（5/16）

・第５回神戸市新型インフルエンザ対策本部員会議（5/16）

（学校園・保育所等の休校・休所、神戸まつりなどの市主催のイベントの中止延期、発熱相談セン

ターの24時間体制などの決定）

・市長メッセージ「神戸市内における新型インフルエンザ感染が否定できない患者の発生について」

（5/16)

・厚生労働政務官に対して「新型インフルエンザ対策に関する緊急要望」提出（5/17）

・神戸市医師会に対して「新型インフルエンザ患者発生に伴う診療の依頼」提出（5/19）

・厚生労働大臣に対して「学校等の休校措置の今後の対応についての依頼」提出（5/20）

・市長メッセージ「市民のみなさまへ」（5/20）

・総務省など国の各省庁に対して「新型インフルエンザ対策に関する緊急要望」「新型インフルエンザ

の市内発生に伴うマスク等の安定供給についての要望」提出（5/20）

滷　市内発生１週間後。国は基本的対処方針を発信（5/22）。厚生労働省は「医療の確保、検疫、学

校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」を策定（5/22）

・第６回神戸市新型インフルエンザ対策本部員会議（5/22）

（学校園・保育所等の全市一斉休校・休所の解除、イベントの再開等の決定）

・市長メッセージ「23日から全市域一斉休校措置を個別の臨時休業など」（5/22）

・関西４指定都市（京都、大阪、堺、神戸）による関係省庁に対して「新型インフルエンザ対策に

関する共同要望」提出（5/27)

・市長メッセージ「ひとまず安心宣言」（5/28）

・与党新型インフルエンザ対策プロジェクトチームに対して「新型インフルエンザ対策に関する要

望」提出（5/29)

澆　市内発生２週間以降。厚生労働省は基本的対処方針等における「患者や濃厚接触者が活動した地

域等」を指定（6/1）。兵庫県は「ひょうご安心宣言」（6/3）

・「第７回神戸市新型インフルエンザ対策本部員会議」（6/8）

（一般相談窓口の終了）
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３．市内に与えた影響等

国内初の患者発生が与えた影響について、医療関係、市民生活、経済活動の面から見ると次の通りで

ある。

（１）医療等について

・発熱相談センターへの相談件数は、5月16日の患者発生以降、件数が増大し当初10日間は1,000件／

日を超える相談があり、ピークは５月19日で約2,700件／日の相談があった。

・発熱外来の状況は、５月16日の患者発生以降増え続け、５月21日にピークを迎え約450人／日の患

者が訪れた。

・５月18日からは、重症者のみを感染症指定医療機関に入院させ、軽症者は厳重な外出自粛要請を行

い、自宅療養とした。

・発熱外来設置協力病院に加え、５月19日に神戸市医師会に対して医療体制について、「まん延期」に

準じた協力をお願いし、５月20日には兵庫県民間病院協会神戸支部、神戸市第二次救急病院協議会

にお願いし、発熱相談センターによる患者振り分けや事前連絡を前提に患者を受け入れることにな

った。

（２）市民生活・地域経済に対する影響

・保育所や高齢者等通所施設の休所により職場に出勤できなくなる市民が発生

・宿泊施設における宿泊・宴会客のキャンセルの増加

・観光施設への来場者の減少

・三宮・元町周辺の繁華街での売上の減少

・大手百貨店では、売上・入店客数の減少

以上は、神戸商工会議所の緊急調査からも明らかになった。神戸に行くことを控えるといった風評被

害に対しては、今回の新型インフルエンザウイルスの疫学的情報などの正確な情報を国民にしっかり伝

えること、観光関連産業や小売商業等への支援などについて国に要望を行った。

（３）マスク等について

・国内発生前から店頭でマスク等が品薄状態となっていたため、５月１日に日本チェーンドラッグス

トア協会に「マスク等の安定供給について」物価安定市民会議、神戸市消費者協会とともに要望を

行った。

・市内発生後、マスクの品薄がさらに顕著となり、5月19日に国(新型インフルエンザ対策本部)にマス

ク等の安定供給を関係団体に働きかけるよう要望を行った。

・マスクの着用は、咳エチケットとして、咳やくしゃみなど症状のある人が着用することにより、他

人にうつさない効果があるが、外出時にマスクを着用するよう当初情報発信したため、多くの市民

がマスクを求め、一時的に店頭からマスク等が消えるといった現象が発生した。
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４．今回の対応状況の検証

国内初の新型インフルエンザ患者が発生した神戸市の今回の対応状況を検証し、得られた教訓を今後

危惧（きぐ）される次の流行への「備え」とするとともに全国に発信していく。検証の内容は、

（１）今回の問題を都市の危機管理の事案のひとつとしてとらえ、健康危機への対応力の強化の視点から

検討する。また、実務面での改善策を提案する実効性のある検証を行う。

（２）具体的には、（財）神戸都市問題研究所、京都大学防災研究所が中心となって、実際に対応にあた

った市・国・県・医療機関等に対しヒアリングなどを実施、課題を抽出し、整理・検証を行う。

今秋をめどに「中間報告」をまとめ、次への対策に活用する。

５．神戸モデル（案）早期探知地域連携システムの整備

神戸市内の新型インフルエンザの発症日別推移を見ると、最初にＰＣＲ検査で陽性反応が確認された

５月16日がピークとなっており、集団感染を防ぐには、早期発見が重要であることを認識した。次に備

え、保健所・区役所と地域・学校・医療機関等との連携強化を図り、新型インフルエンザなどの感染症

発生のサインを的確に把握し、迅速に対応することにより、地域における感染症の集団発生を防止する

とともに、感染症の拡大防止を図るしくみとして、新型インフルエンザ対策神戸モデル(案)早期探知地

域連携システムを検討している。具体的な内容は次のとおりである。

（１）区役所、学校園、福祉施設、医療機関等で構成する「(仮称)感染症対策会議」を区ごとに設置し、

感染症の流行状況や拡大防止対策の情報交換・共有を図るとともに、日頃からそれぞれの集団で適切

な健康管理を行う。

（２）「感染症対策特別講座」を実施し、学校、施設等の職員が感染症に関する基礎知識を習得し、感染

症発生のサインをすばやく的確に把握できるようスキルアップを図る。

（３）「新型インフルエンザサーベイランスシステム」により、定点医療機関からの調査報告に加え、一

般診療所等からの検体検査も実施する体制を整える。

６．おわりに

WHOは６月12日(日本時間)に、世界的大流行とする「フェーズ６」を宣言した。国内では、全都道府

県で患者が発生し、１日に新たな患者が200人を超える日もある。国への届出方式が変更になり、患者発

生の件数の把握は難しくなっているが、季節性インフルエンザと類似したＡＨ１Ｎ１であり、数の把握

よりもハイリスク者の重症化の防止と集団発生について注意が必要である。患者発生数のピークを抑

制・緩和することにより、社会活動の停滞や医療供給への影響を低減することができる。

感染がこのまま拡大するのか、ウイルスの特性（感染力と病原性）が変異するのかは不明である。し

かし、秋以降、感染が拡大することはほぼ確実視されており、世界のインフルエンザの発生の状況やウ

イルスの特性を監視し、国の情報もいち早く収集するとともに、現在行っている対応状況の検証に基づ

く改善策の実行と新型インフルエンザ対策神戸モデル(案)により感染情報をいち早く把握し、市民生活

や地域経済への影響を最小限に抑えながら、感染拡大の抑制について対策を進めていく必要がある。



船橋市は、平成16年度から平成18年度の対前

年度徴収率の合計がプラス3.16ポイント、また

対前年度滞納額の縮減率合計がマイナス4.02ポ

イントといずれも政令市及び中核市の中で一番

良い数字でありました。

一方、市税を除く公債権は年々右肩上がりで

収入未済額が増加しており、なかでも強制徴収

公債権については、ほとんどが地方税に準じた

滞納処分を執行せずに消滅時効完成により不納

欠損となっておりました。

そのような中で、平成19年度関係各課の課長

による「公金徴収一元化検討委員会」を設置し

検討を重ねた結果、効率的・効果的な徴収を実

現するために一元的に公金を徴収することが望

ましいとの結論に至りました。

平成20年４月１日から納税課に「債権回収

対策班」を設置し、国民健康保険料・介護保

険料・保育料・下水道使用料・下水道受益者

負担金・母子生活支援施設入所費負担金滞納

者の一部移管を受け、その滞納者が市税も滞

納していれば併せて市税徴収も行う一元徴収

を実施しました。

このような、７つの公債権を一元的に徴収す

る自治体は全国的にも珍しく、昨年度だけでも

行政視察を含めた22団体75人の視察がありまし

た。視察に来た新潟県市町村課では、県内自治

体での導入を検討し始めるなど、本市を参考に

した動きも出てきております。

平成20年度のスタート時は市税の滞納整理シ

ステムと各公課所管課のシステムとの連携がで

きなかったため、660人、４億1000万円の移管

すべてが紙媒体で受けました。

システムの統合が出来ていないので、１件１

件各公課所管課と連絡を取り合いながら事務を

執行し、納付確認や未納明細・納付書の打出依

頼、差押調書の作成、時効の中断をその都度各

公課所管課に連絡するなど、システムが構築さ

れている市税に比べ、処分に時間を要すことが

多々ありました。

また、移管が初年度ということで、各公課

所管課では対応できない滞納者の中でも、特

に悪質と考えられる滞納者が多く含まれてい

ました。

このように完全な受入状況ではなかったもの

の、職員一丸となり滞納整理に取り組んだ結果、

完納152件、差押335件、分納設定334件、執行

停止65件の処理を行い、約１億2543万円を徴収

しました。（徴収率31.5％）

この結果が、財政当局にも認められ、平成21

年度にはシステム一元化の予算も確保できたこ

とから、更なる徴収率の向上を目指し「債権回

収対策班」を「債権回収対策室」に組織を強化

しました。

平成21年度末までには、平成20年度を大幅に

上回る延べ1500人約８億円の移管を受け入れる

予定で、徴収金額は２億5000万円を予定してお

ります。システムが稼動する平成22年度には

質・量ともに充実されることから、受け入れ移

管予定者は大幅に増え徴収金額は飛躍的な数字

になると考えております。

【 問い合わせ 】

債権回収対策室　蕁 047―436―2429
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船橋市

納税課　債権回収対策室

公金徴収一元化により

滞納金徴収率アップ
～平成20年度徴収金額は

１億2500万円～

県内情報



一宮町では、従来からの数字だけの予算書

ではなく「中学生にも理解できる」をコンセ

プトに、わかりやすい予算書「町では今年、

こんな事をします」を4,500部作成し、町内各

世帯に行政区長を経由して配布しました。

○ 作成にあたって

新町長就任以来推し進めてきた、新しいま

ちづくりプラン実現のためには、取りも直さ

ず町の現状を分かってもらうことが必要では

ないかと考えました。

「町民の皆様の貴重な税金がどんな事業に使わ

れているのか？」ということを、よく理解し

ていただけるよう心掛け作成いたしました。

町の財政状況については、予算の概要説

明・予算の執行状況報告・財政健全化比率及

び資金不足比率の公表・決算の報告など広報

誌に掲載し町内各世帯に配布してきましたが、

限られた紙面であること、また専門用語が多

く用いられていることなどにより、十分な情

報の発信とまでは至っていませんでした。

そこで、今年町が実施する約200事業につい

て、各担当職員が事業のねらいや概要、かか

る経費などを極力簡単な言葉で説明するよう

心掛け、さらにイラストや写真などを多用し

た本書の刊行に至りました。

○ 活用について

本書を基に「町長と語る会」を町内２カ所

で開催しました。

開かれた町政の第１歩との声が聞こえました。

住民が真に望んでいること、考えているこ

となど直接聴くことができました。

この他にも、10名以上の住民の要望により

開催する「町長懇談会」や毎月第２木曜日午

後に予約制で「町長室開放日」を設けるなど、

住民の要望や提案を町政に活かすよう取り組

んでいます。

何分にもはじめての取り組みでしたので、「第

６次一宮町実施計画」に添って編集しました。

今後は更に内容を精査し情報の発信に努めた

いと思っています。

町のホームページにも公表していますので、

どうぞご覧ください。

http://www.town.ichinomiya.chiba.jp/index.html

【 問い合わせ 】蕁 0475―42―2112
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一宮町

総務課

わかりやすい予算書
～「町では今年、
こんな事をします」を刊行～

地域情報



南房総市の自然豊かな環境を、次世代へ引き

継いでいくことは、私たちの責任です。

◆千葉県初「小規模でも地産地消型の取り組み」

南房総市では、平成20年11月から学校給食セン

ターから出る廃食用油（使用済み天ぷら油）を利

用したバイオディーゼル燃料の製造事業を行い、

ごみ収集車の軽油代替燃料として使用する取り組

みを今年４月から本格的に稼動しました。

この事業では、市職員により廃食用油の回収、

燃料の製造が行われ、この燃料を市の公用車に

利用しています。自治体独自でこのような取り

組みを行うのは、県内で初めてです。

◆なぜバイオディーゼル燃料を製造するのか

バイオディーゼル燃料とは、植物性油を原料

とした軽油代替燃料で、軽油は、いつかなくな

ると言われる化石燃料から作られています。市

内で廃棄される植物性の廃食用油をリサイクル

することで、限りある資源を大切にしたごみの

減量化・資源化になります。しかも、バイオデ

ィーゼル燃料は、カーボン・ニュートラルなた

め、この燃料を利用することで、CO2排出量の削

減が可能となります。また、バイオディーゼル

燃料は、軽油よりも製造コストが安く、公用車

の燃料費削減や学校給食センターの廃食用油の

委託処理費の削減になり、市の財政負担の軽減

にもつながります。他にも、市のごみ収集車に

代替燃料を使用し走行することで、地域市民等

に環境保全に対する普及啓発や意識高揚を図る

ことができます。

◆高品質なバイオディーゼル燃料

本市のバイオディーゼル燃料は、アルカリ触媒

を使い、水洗浄を行う湿式洗浄方式で製造していま

す。製造工程は、一般的に１日で処理できる工程を

３日間程度かけ、洗浄や静置、ろ過を繰り返し、不

純物を十分に取り除き、高品質なバイオディーゼル

燃料を製造しています。

この過程が不十分だと、燃料の品質が悪く、ごみ収

集車等に不具合が生じ、故障の原因となります。作業

職員は、製造において、安全かつ適正な業務を行い、

また、原料となる廃食用油やバイオディーゼル燃料、

薬剤等の保管・管理に十分注意をはらっています。

◆事業拡大に向けて

市では、バイオディーゼル燃料製造事業の拡大

に向け、将来的には、地域市民からの廃食用油の回

収を考えています。現在、市のごみ収集車２台と２

トンダンプ１台、フォークリフト等の車両の代替燃

料としてバイオディーゼル燃料を使用しています

が、今後は、使用台数を増やすと共に、農業機械等

への活用も検討していきたいと考えています。

【問い合わせ】蕁 0470―33―1042
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南房総市

環境都市づくり推進室

地球環境にやさしい
環境都市をめざして
～天ぷら油でごみ収集車が走る～

　市職員が学校給食センターなどから廃食用油を回収し、千
倉清掃センターに運搬します。油の不純物を取り除き、精製装
置で薬品などを加え、洗浄・ろ過を行い、3日間かけてバイオ
ディーゼル燃料を製造します。 
　製造は、1回に約100リットルの廃食用油を使い、約90リット
ルのバイオディーゼル燃料を精製します。月4回程度、年間約
4,000リットル以上の精製が見込まれます。 
　バイオディーゼル燃料は、混合せず100％（B100）でごみ
収集車2台、2トンダンプ1台、重機等に使用しています。製造
コストは、軽油に比べ安く、薬剤などを含めた算出方法では、 
※1リットル当たり約60円（平成20年度）となり、燃料費の削
減になります。燃費も軽油と変わりません。 
※製造コストは、社会経済情勢などの影響で変動します。 
　（薬剤の値上げなど） 

廃食用油からバイオディーゼル 
燃料を製造します。 

市内学校給食センターや保育所などから、現在、 
廃食用油を1か月約400リットル以上を回収しています。 

市　廃食用油の回収、バイオ燃料の製造、ごみ収集車への導入など 
 

学校給食センター 
廃食用油の提供 

循環の 
しくみ 

ごみ収集車



はじめに

豊明市（人口68,963人）では、平成17年度から日々

の改善を通じて組織を活性化する目的で業務改善運動

グッジョブショー（以下、ＧＪ）を実施しています。

1・経緯ボトムアップ

第４次総合計画（18年度～）策定に多様な職員を参画

させるため、公募型プロジェクトチームを15年度に結成。

その中で職員の意識改革を活動テーマとするチームが提

案したのがＧＪでした。経営戦略会議において実施が承

認され、16年度の制度設計を経て、スタートしました。

2・内容

漓特徴

改善実施を各職場の自主性に委ねている点。取り

組む職員の様子や結果を“見える化”している点が

特徴です。自主性を大切にするのは、各職場がトッ

プダウンで設定された目標を達成するために“やら

され感”を持ちながら改善を行うことではなく、

「改善しよう」と進んで言うという意識や行動の変

化こそが継続的な成果と組織活性化につながると考

えているからです。また、改善に取り組む職員、そ

の様子を目にして共感する職員が、相互に認め合い、

やる気に火をつけ合う職場を目指し、さまざまなタ

イミングで活動の見える化を試みています。

滷実施の流れ

まず、各部署は改善課題を検討します。この検討は全

所属にお願いしています。それは、課題について話し会

う機会と、意欲ある職員が「改善しよう！」と声を発す

る機会を創出するためです。課題が決まった後、さらに

実施について検討し、実施と決まった際はＧＪにエン

トリーします。ＧＪではエントリーするかを強制せず

各部署が自主的に決めています。昨年度は49部署の改善

課題のうち15課題がエントリーし、改善されました。

実施後、各部署は成果を報告書にまとめて年末に事

務局へ提出。成果発表会で発表する優秀チームを選抜

します。方法は、職員の投票と経営戦略会議（幹部）

による選考の２種類で計10チーム。この10チームが年

度末の成果発表会で、幹部・職員・他市町職員の前で

プレゼンテーションを行います。三役の審査による三

つの賞と他市町職員の投票による会場特別賞を設けて

います。

澆新たな特徴・組織活性化指標ＧＪスコア

新たな特徴は、改善を実施した部署の意識や行動の

変化という活性化度合いを見える化（指標化）する

ＧＪスコアという試みを始めたことです。

当初３年間、ＧＪに対し、時間や金額の効果という

結果のみに焦点を当てようとする傾向がありました。

ＧＪが狙うのは、結果につながる職員の意識や行動の

変化、プロセスの質の高まりを含んだものです。活性

化を目的としながら、見えにくかったこれらのものを

見える化するのが、ＧＪスコアです。

3・職員の変化と今後

「ＧＪの改善課題が課内で決まった後、実際に改善

するかを話し合ったら、実施しようと言ったのは、私

一人だけでした」という声が入庁２年目の若手職員か

ら事務局に寄せられました。私たちが大切にしたいと

思っているのは、こういった改革改善に向けて変化を

各職場で提案する職員の存在です。こういった職場で

前向きに行動していこうとする変革の芽を、この制度

を通じて増やし、後押ししていきたいと考えています。

【問い合わせ】蕁 0562―92―8318
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愛知県豊明市

企画政策課

業務改善運動
グッジョブショー
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昨年度の成果発表会後、発表チームと三役での記念写真
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○事案の概要

Ｙ町は、町民文化会館の設置及び管理に関する条例によって、文化会館の使用料等を定めており、

この条例中に「町長は，特別な事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することが

できる。」との規定があった。Ｙ町長は、一定の団体による町民文化会館の使用について使用料を免

除したが、これに対しＹ町住民が町を代位して町長に対し地方自治法242条の２第１項４号（平成14

年法律第４号による改正前のもの。）に基づく損害賠償請求の訴え等を提起した。

○判決の要旨

「この『特別な事由』の意義は，本件会館は行政財産であること、及び同会館の設置目的が、町

民の文化、教養の向上及び福祉の増進を図り、住み良い地域社会を形成することにある（本件条例

２条）ことを考慮すると、当該事業ないし催しに対するＹ町の関わりの程度、当該事業ないし催し

の目的・内容、当該事業ないし催しにつき主催者が使用料免除を受ける必要性の程度等の事情を総

合考慮し、公益性の観点から使用料を免除する必要性ないし相当性が特に高いと認められる場合を

意味すると解される。」とした上で、町等と共催の文化祭開催準備，町の事業の一環としての活動の

ための使用、あるいは町及び教育委員会等の後援を受けた体育祭開催のための使用等については、

使用料の免除について裁量権の濫用はないものとした。

しかしながら、各団体によるチャリティーショーの準備及び開催のために使用する際の使用料免

除については、事業の内容，町の共催，後援の有無、町からの一定の目的を有する助成金ないし補

助金の有無及び使用料を免除する必要性あるいは相当性の程度を検討した上で、いずれも裁量権を

逸脱し、違法と判断した。

ただし、損害賠償については、各使用団体からの寄附が損害をてん補したものと認定して、請求

を棄却した。

行政財産ないし公の施設の使用料免除規定の適用について

（Ａ子は市の公民館を管理する教育委員会の窓口担当者、Ｂ夫はＡ子の上司である市教育委員会の管理係長）

（A子）市の住民が作った団体が、地域住民が参加する体育祭の準備のために市が有している公民館の使用許

可申請をしてきているのですが、同時に公民館の使用料を免除してほしいといってきています。確かに

うちの市の公民館管理条例にも免除規定はあるのですが、今回の件で適用できるのでしょうか。

（B夫）どうだろうね。こうしたケースで参考となる判例があるので、まずそちらを見てみることにしようか。

伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

町民文化会館の使用料免除事件
（名古屋高裁平成17年４月13日判決・判例タイムズ1223号170頁）
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（A子）ところで、そもそも公民館やこの判例にある町民文化会館のような公

共用施設を使用する人たちから使用料を徴収する法律上の根拠はどこに

あるのですか。

（B夫）根本的には地方自治法225条になるね。さらに、使用料に関する事項は同

法228条１項で原則として条例で定めなければならないとされているんだ。

（A子）この判例は、施設の設置目的と、施設の行政財産としての性格に着目

して免除の基準を導いているように読めますが…。

（参考）行政財産：「普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、または供することと決定した財産」（地方自治法238

条４項）。このうち、「公用に」供する財産とは普通地方公共団体がその事務又は事業を執行するため直接使用すること

をその本来の目的とする公有財産のことで、庁舎、議事堂、試験場、実習船など。また、「公共用に」供する財産とは、

住民の一般的共同利用に供することをその本来の目的とする公有財産のことで、道路、病院、福祉施設、学校、公園等

の敷地や建物など。

（B夫）この判決の原判決（津地方裁判所平成16年８月12日）では、主に町民文化会館の設置目的を根拠と

して、会館使用にあたっての事業が設置目的に合致しているかどうか、その事業が特に公益性が高い

かどうかを判断基準としているようだね。

高裁判決で、文化会館が行政財産であることが考慮されている理由は、公共性の観点を導くための

要素ではないかと思うよ。地方公共団体が有する行政財産を、その公共団体が行政財産の設置目的に

したがって使用するために使用料を支払う必要はないと考えることができるから、施設を使用するに

あたって、その事業が地方公共団体において実施されるものといえるような公益性の高いものであれ

ば、あえて使用料を徴収する必要はないと考えているのではないだろうか。

類似の判例として、千葉地方裁判所昭和63年10月31日判決（行裁例集41巻９号1557頁）があるよ。こ

れは、町長等が構成員となった葬儀委員会が公民館で元町長の町民葬を執り行った際に使用料を免除し

た事例で、このケースは、町の条例に「特に町長が認めたときは、使用料を減免することができる」と

いう規定があったのだけれど、裁判所はこの条例あるいは免除基準に定められる具体的な例示の内容を

参考にして、使用料免除ができる場合には、「町や国その他の公共団体が自らその事務を執行するために

使用する場合に準ずるような公益性の高い場合を含むと解するのが相当」とし、「違法があったというこ

とはできない。」と判示している。

ただ、この千葉地裁の判例からは、どの範囲まで免除が認められるのか

を明確に読み取ることはできないから、その意味でも名古屋高裁の事例は

参考になるだろうね。

（A子）しかし、先ほどお話があったような要素を総合考慮するということにな

ると、免除の審査をする方としては、判断がなかなか難しいですね。

（B夫）そうだね。やはりそれぞれの自治体で使用料免除の基準のようなものを

作って明確にしておいたほうがいいだろうね。

その際には、先ほどの名古屋高裁の判決が示すとおり、施設を使用して開催されるイベント等への

自治体の共催・後援の有無や演目の内容、主催団体に対する自治体からの助成金の有無、使用料免除

を受ける必要のある具体的な事情などを考慮する必要があるのだろうね。
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１　直轄事業負担金の概要と問題点

直轄事業負担金とは、国の行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業の経費の一部を地方公共団体が負担

するものであり、地方財政法17条の２に定められているものです。どのような事業について、どのような割

合で地方公共団体が経費を負担するかについては、個別の法令により規定されており、例えば、国土交通大

臣が国道の新設・改築を行う場合には、その費用のうち３分の２を国、３分の１を都道府県の負担とするこ

とが、道路法50条１項に定められています。このような負担金制度は、事業によって利益を享受する地方公

共団体も相応の費用を負担すべきという応益負担の考えに基づくものです。

直轄事業負担金については、金額の詳細が明らかにされていなかったり、退職手当などの人件費も含まれ

ていることもあり、多くの問題点がありました。そのため、負担金を直接支出する都道府県や政令指定都市

は国に対して改善を求めてきましたが、都道府県の負担金の一部は、事業によって利益を受ける市町村の分

担金等により賄われていることから、これらは市町村においても重要な問題であると言えます。

地方公共団体からの批判を受けて、国は負担金の詳細を明らかにしたり、人件費の一部を負担金の対象か

ら除外するなどの改善策を講じています。しかしながら、負担金そのものの廃止を求める要望が全国知事会

から出されていることなどから、今後もより一層徹底した見直しが必要とされているところです。

２　市町村負担金の現状

都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担金についても、国の直轄事業負担金と同様の問題が生じて

いるとの指摘がなされています。地方財政法27条には、都道府県の行う土木・建設事業などについて、都道

府県は、その区域内の市町村に対し、建設事業による受益の限度において、経費の一部を負担させることが

できると定められています。この規定に基づき都道府県が市町村に求める負担金についても、都道府県は総

額を示すだけで、事務費の内訳を示していないなどの問題点が明らかになってきました。そのため、都道府

県についても、市町村に対して負担金の内訳を明示し、説明責任を果たすことや負担率を見直すことが求め

られています。

３　今後の課題

このような公共事業への支出の妥当性には住民も高い関心を寄せており、例えば、宮城県や仙台市が支払

った負担金の一部計約１億8300万円を国に返還請求するよう求めた住民訴訟が市民団体により提訴されてい

ます。国、地方公共団体のどちらが事業主体であっても、またどちらが費用を負担するとしても、財源は国

民・住民の税金であることに違いはないことから、公共事業に高い透明性や効率性が求められることは当然

のことであると言えるでしょう。

公共事業の負担金と地方公共団体

愛知大学法学部　助教　山本　未来
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■区役所も美術館も利用者の目線にたっての

対応が基本です

この４月から千葉市美術館の内側に入って仕事

をさせていただくことになった。直前の勤務が市

民と直接接する「区役所」であったこともあり、

皆さんがイメージする公務員生活とは異なる点も

多く最初は戸惑う部分もあったが、どのような職

場でも「公」という立場を常に忘れず、区役所で

あれば市民、美術館であれば鑑賞者や施設利用者

の皆さんの目線に立って心地よい場所であるため

にはどうしたらよいかということを基本のポリシ

ーとして日々仕事をすることの大切さを改めて心

に留めながら過ごすようにしている。

■美術館の「企画展」開催の裏側を少しだけ

お話しましょう

多くの皆さんが一度は美術館に足を運ばれたこ

とがあると思うが、実は綺麗に整然と飾られた展

示風景の裏で行われていることの一端を紹介させ

ていただくことで、美術館や展覧会をより身近に

感じていただくことが出来ればと思う。

一つの「企画展」を開催するためには、数年と

いう歳月を経て行われるのが通常であり、長い場

合には構想を描いてから10年単位の場合もある。

展覧会のコンセプトをより深く知っていただくた

めに、改めての調査研究、必要な作品の選定、所

在の確認、出品交渉などを次々とこなさなければ

ならない。他の美術館との共催の調整も大きな仕

事である。図録の制作も会期直前までかかる場合

が多く、時にはオープン前日完成ということもあ

る。本番の展示、撤収、お借りした大切な作品の

返却まで一人の担当学芸員によって進められる。

■緊張感の漂う一週間

美術館の裏側に入って改めて目の当たりに出来

たのは、撤収と展示作業の際の現場にあふれるす

さまじいエネルギーのぶつかり合う風景である。

千葉市美術館では日曜最終日、次週の土曜朝10時

オープンがサイクルになっている。開催の準備に

10年かかっても実質５日間の勝負である。週の前

半で直前まで開催していた展覧会の撤収作業、後

半３日間で飾りつけとなるから、オープンの日の

夜遅く(朝早く？)まで作業が続く。同時に三企画展

が開かれることもあり、片付けと飾りつけの関係

者が交差し合い混んだプラットホーム状態になる。

しかしどんな状況でも大切な「作品」の保護がメ

インであり現場には常に緊張感が漂うことになる。

■半年間のリニューアル工事に入ります

千葉市美術館では今年度に入って既に「大和し

美し　川端康成と安田靫彦」「パウル・クレー

東洋への夢」「タイの美しい布」とメインの企画

展を開催し、皆さんから好評をいただいた。これ

をお読みいただく頃は千葉市美術館が半年間のリ

ニューアル工事に入りお休みをいただいている時

期で、残念ながら企画展をご紹介できない状況に

当たってしまう。展覧会ごとに行っているアンケ

ート結果から千葉市美術館に対する評価と期待の

高さがうかがえる中で、職員一同の気持ちもリフ

レッシュさせ来年３月以降の新たなスタートが千

葉市美術館を愛し支援して下さる皆さんの期待に

背かないものにしたいと思っている。

千葉市美術館「企画展」開催の
裏側を少しだけお話しましょう

千葉市教育振興財団
常務理事
千葉市美術館副館長

木村　悦雄

「タイの美しい布展」会場にて
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題名は過激である。しかし、著者の行ってきた
改革は決して失敗はしていない。本書の著者は当
時県庁所在地で最年少の市長として当選し、自治
体の「経営者」として多くの障壁を乗り越え改革
を実現してきた。その６年半を振り返り、これか
らの人口減少高齢化社会における自治体のあり方
に警鐘を鳴らしている。
前半は市長として行ってきた様々な改革につい

て、実を結んだ改革の成果と成し遂げられなかっ
た改革について、その失敗の原因と難しさについ

て実体験そのままに書かれている。特に、市長就
任時の人事の悩みや議会運営の困難さについては、
具体的に書かれていて面白い。また、I Tを活用し
た改革についても、これから一層業務効率化を進
める自治体に大いに参考になるだろう。
後半は自らの経験に加え、夕張市の事例を取り

上げながら具体的な分析に基づき、人口減少高齢
化社会におけるこれから生じる自治体の課題につ
いて様々な視点から提言している。現在、財政事
情の豊かな自治体も、これから生じる高齢化社会
による財政負担の増大等がわかりやすく図示され
ており考えさせられる。そして今後、高齢化が進
み税収が伸び悩む多くの自治体は、経費を削減す
ることと並行して、経営体として地域資源を最大
限活かし収入を得ていくことの重要性を強調して
いる。そのために一番重要なことは、その地域に
おける人材の育成、登用であるという点はこれか
らの自治体改革にとって特筆すべき事柄である。
是非、一読をおすすめしたい。

『なぜ、改革は必ず
失敗するのか』

（自治体の「経営」を
診断する）

木下敏之
（ＷＡＶＥ出版）

意見の広場

テーマ： 職　場　旅　行

現課でもないですが、職場の旅行について、周りにい
る若い同僚に聞いてみると行ったことがないとのこと。
我々の若い頃（そんなに歳ではないと思うが…）は、
職場旅行は、どこの課でもあり、ある時はテニスをし
て温泉に入った後、宴会へ。Ｔシャツ・ジャージで宴
会に行くと課長から「雰囲気でないんだよなぁ。」と怒
られ、浴衣に着替えて再度宴会場に行く羽目に。
今では、そんなことが懐かしい感じもします。

【Ｋ.Ｋ】

昨今の職場旅行は、若年層の不参加が多いとよく耳
にしますが、私（自称：ギリギリ若年層）は、今年も
参加するつもりです。私は、『旅行の内容』『慰安・慰
労』よりも『親睦を図る』を目的に旅行に参加してい
ます。毎日顔を合わせている上司・同僚も職場を離れ
ることで普段見られない素顔の自分を見せ、親近感が
わいてきます。結果、職員の親睦を図ることができ、
自分にとってもプラスとなると思うからです。飲んで
食べて歌って騒いでの旅行、私は大歓迎です。【匿名】

普段は仕事や子育て、休日は自分の時間で忙しく、
また職場旅行は費用がかかってなかなか行けないかと
思いますが、職場旅行はとても良いですよ。同じ職場
で働く人達を知る絶好の機会になります。旅先での飲
み会では、上司・部下関係なく同じテーブルで飲みな
がら、普段では話せないちょっとした悩みや不安等い
ろいろと話せて、旅行前と旅行後では仕事環境がよく
なっていた、という話もありますので…。 【匿名】

今では懐かしく思い出される職場旅行。かつては、
そう、昭和の時代は各課競って計画したものだった。
職場のくくりも部単位から係単位、旅行先も関東近県
から北海道や九州と、一泊二日を最大限楽しもうとす
る企画は幹事の腕の見せ所といったところ。当時は、
参加するのが当たり前といった雰囲気もあったが、楽
しみだったのは間違いない。今思えば絶好のコミュニ
ケーションの場だった。平成の時代になり事務の電算
化と同時に職場旅行は減り、今では全く聞かない。時
代とともに価値観も変わり、コミュニケーションのと
り方も様々。欠かさず行った職場旅行、今となっては
貴重な体験といえるのかもしれない。 【A市　M.S】

お薦めの 1 冊

●推薦：木内　寛之（八千代市）
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郷土紀行 郷土紀行 
写真で見る 写真で見る 

柏市 
柏市 

　柏市は、県北西部に位置する賑わいと活気
にあふれるまち。サッカーJリーグ柏レイソルのホ
ームタウンです。平成20年4月に中核市へ移行
しました。 
　東京都心から約30kmに位置しながら手賀沼
などの自然環境にも恵まれた、都会と自然の調
和したまちで、市北部の柏の葉キャンパス地域
では新産業の創出をはじめ、東大・千葉大と連
携により先進的な学術のまちとしての一面もク
ローズアップされています。 

　毎年60万人以上の人出で賑わう柏まつりは、
千葉県内では最大級のイベントです。 
　華やかな柏おどり、そして勇壮な柏ねぶたや
みこしなどが盛大に行われます。 
　今年は「かがやく未来　まつりで不況を吹き
とばせ！」をテーマに、7月25日・26日に柏駅周辺
で行われました。 

柏の葉キャンパス周辺 ▲ 

柏まつり ▲ 

柏市　－KASHIWA CITY－ 

柏まつり 

こんぶくろ池の自然 

　こんぶくろ池公園は、地域の貴重な自然環境を保
全するとともに、市民の憩いや活動、環境学習の場の
創出などに大きく寄与しています。 
　柏市では、平成15年11月に、「こんぶくろ池公園環
境創造会議」を設置し、平成17年3月、市民と協働で
取り組むための保全計画、公園整備計画、管理のあ
り方などを基本計画としてまとめました。その後、柏市
の公園として順次整備を進めています。 

こんぶくろ池公園 
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みんなでつくる 
安心・希望・ 
支え合いのまち 柏 

　自然豊かな手賀沼周辺は、サイクリング
コースとしても親しまれています。 
　毎年夏には、ハスが見ごろを迎えます。 

手賀沼周辺 ▲ 

手賀沼周辺 

こども図書館の館内の様子 

▲ 

柏市郷土資料展示室 
▲ 

　平成20年8月、沼南庁舎がリニューアル
オープンしました。 
　オープンしたのは「こども図書館」「柏市
郷土資料展示室」「市民交流サロン」の3
施設。庁舎の有効活用を図るために沼南
庁舎を改修し、この3施設を設置しました 

こども図書館 
柏市郷土資料展示室 

　五穀豊じょうと家内安全を願って奉納さ
れる篠龍田の三匹獅子舞。元禄時代が
始まりと言われ、古くは「雨ごいの舞」も舞
ったと言われる伝統行事です。昭和50年
には千葉県の無形文化財にも指定されて
います。 
　毎年8月16日に、柏市篠龍田の西光院
境内で行われます。 

篠龍田の三匹獅子舞 ▲ 

篠龍田の三匹獅子舞 


