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　大学入学共通テストが実施され、新しい制度と

して大学入試が始まりました。先送りしていた内容

も方向性が出されました。本来の目的を達成した

変更なのでしょうか。

　今年の 8 月に大学入試の在り方を検討していた

文部科学省の有識者会議は 2025 年の大学入学

共通テストにおける英語民間試験の活用と、記述

式問題の導入について「実現は困難」と提言しま

した。

当事者は置き去り？

　今年から始まった大学共通テストは、当初英語

の民間試験、国語と数学の記述式が導入される

予定でした。たまたま子どもが受験の年であり「こ

れは大変だな」と家で話はしていましたが、具体

的な対応は学校任せで、どうなるか、まったく不

明な状況でした。塾などは「万全な体制で」みた

いな過激な言葉での勧誘が至るところであり、こ

れは塾に行く必要があるなと単純に思っただけで

した。ちなみに受験生本人は「なるようになるさ」

と言っていましたが、本当は気が気ではなかった

と思います。

受験生の声

　すごい受験生がいるものです。この大学入学共

通テストに対して中止を求める署名を文部科学省

に提出したそうです。これは、英語の民間試験が

見送りになり、その後に記述式問題について問題

があると主張していました。受験生、学校は 2 次

試験に向けて短期間で志望校を決める必要があ

り、記述式での自己採点は極めて困難であるとと

もに、50 万人分の記述を採点するなんて、どんな

企業ができるだろうと考えると思います。

方針転換

　英語の民間試験については、大臣の発言や試

験会場へのアクセス、受験料など課題も多くあり

ました。民間業者の撤退もあったと記憶していま

す。英語の民間試験についての先送りは記述問題

より先に決定し、その一か月後に記述問題の先送

りを決定しました。アルバイト採点や企業の情報

管理などが指摘をされていました。

なんのための混乱

　結局は、英語の問題配分の変更のみで実施さ

れた大学入学共通テストとなり、本当に混乱した

と思います。その前年の受験生は、新テストでの

対応が難しくなる可能性があるため、本来挑戦し

たい大学をあきらめ、ランクを落として受験したと

いった声を聴きました。これは何のための混乱だっ

たのでしょうか。

学力を上げるためのテスト

　当然入試ですので点数を取る必要があります。

大学入学共通テストについて

自治労岐阜県本部中央執行委員長 子 安 英 俊
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テストのために授業内容を変えて教育改革を進め

ることが本来の形なのでしょうか。中央教育審議

会の答申の中で英語の技能を図るために民間試

験の導入等を答申したと思いますが、本来の考え

方がおかしいのではないかと勘繰ってしまいそう

です。

コロナ禍でうやむやに

　この混乱を発生させた原因や責任は、コロナ禍

ではっきりしない状況になってしまったような気が

します。今後どのような形で国民全体の学力を計っ

ていくのか、入試が変わらないと高校教育が変わ

らないと決めつけていないか大変気になります。

大学での教育

　大学で今回話題となった総合的な英語力の向

上や、思考力の育成はできないものなのでしょう

か。また 2 次試験での記述問題を増やすなど対

応をとっているところが多くあると思います。その

他、大学院入試など、民間英語試験が取り入れ

られているところも多くあると聞いています。大学

での対応では遅すぎるのでしょうか。

　今回のような、大変大きな試験改革は現場の理

解と同意が必要だったのではないでしょうか。正

直私も英語は話すことができません。グローバル

な時代、英語コミュニケーション能力は必要であ

り、子どもにもしっかり身に付けてもらいたいとは

思います。しかしどうしてやればいいかは、一保

護者としてよくわかりません。義務教育、高校教育、

大学教育の中でうまく身に付けてくれればいいな

と思います。

　昨年の受験生はほんと災難だったなとつくづく

思います。しかし、今後も同じようなことがないと

も限りません。しっかり問題点を明らかにし当事

者が議論に参加できる環境を望みたいと思います。
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　ぎふ綜合健診センターの村上です。私は政治家

でも首相でもなく医学の専門家として専門家会議

で意見を述べています。対策をすべて取り仕切っ

ている、国や県の方針を述べるなど、そういった

権力はありませんので、御了解をいだきたい。

　最初に申し上げますが、悪いのはウイルスです。

コロナにかかった人でも政治家でも我々専門家で

もありません。というのはちょっと責任逃れに見え

ますが、悪いのはウイルスです。それを間違えると、

人や体制への批判になります。我々は人と人とが

結束してウイルスと闘わなければいけません。事

前にご質問をいくつかいただきましたが、その点を

ご了解いただきたい。今までに分かったことと今

後の課題について、みなさんはもう勉強されてい

ることかと思います。ハンドアウトも用意しました

のでそれを御自由に展開していただいても結構で

すし、皆さんで共有していただければと思います。

特に利益相反のある企業等はございません。

	■政策ではなく、一人一人の行動にかかっ
ている

【資料１】過去の第１波から第４波は、年度末か

らゴールデンウイークにかけ、夏休みの後、年末

年始の後、それからこの年度末からゴールデンウ

イークにかけた後と、人が大移動し、久しぶりに

会う人が食事を共にする機会が訪れた後に必ず

波が来ています。マスクをせずに会話をする、食

事をする、その結果として、波が来る。現状でワ

クチンの接種は相当加速度的に進んでいるもの

の、７割以上の国民が打たないと大きな波は防げ

ない。そう考えると、恐らく９月になるまでに十分

なワクチン接種を全国民にすることは、実際問題

として不可能であり、私の予想というか専門家の

間では、必ず第５波は来ると考えてもよいと話し

合っています。第５波

が訪れないようにするに

は、後で結論のところ

で申しますが、政策で

はなく、一人一人の行動

にかかっているというこ

とです。ワクチン接種

が開始され、職域接種

も一部始まり、より早く

接種が進んでいる病院

や高齢者の入所施設で

はほとんどクラスターが

起こっていないことから

新型コロナウイルス感染症　ＣＯＶＩＤ-19
──今までにわかったことと今後の課題
ぎふ綜合健診センター所長／岐阜大学名誉教授

　特集１・講演録　　

村 上 啓 雄

【資料 1】
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考えると、第３波、第４波より少し波の高さは低く

なってほしいと思っています。

【資料２】厚労省のデータです。注目していただき

たいのは赤色。これは症状のない人を示していま

す。目を細めて見ていただくと、大体１割〜１割５

分かと思いますが、実は、およそ半数ないしそれ

以上の方が全く無症状です。

【資料３】重症者の割合は、御承知のとおり年齢

が高くなればなるほど高くなっています。

【資料４】20 歳代の患者が最も多く、年齢ととも

に少なくなります。小児に少ない理由がいろいろ

推測されていますが、このウイルスは私たちの体

の中にあるＡＣＥ２という受容体にウイルスのスパ

イクたんぱくが鍵としてはまり込むことで感染が成

立します。ＡＣＥ２という受容体は、皆さんの鼻や

喉だけではなくて肺、それから神経にもあり、神

経の中に感染するので味覚・嗅覚障害が起きます。

あるいは血管の内皮に受容体があるので、そこに

感染して血栓症を来す。全身にＡＣＥ２を持ってい

るので、この病気は、例えば風邪、ただの風邪じゃ

ないかとおっしゃる方がいますが、実は最もそのＡ

ＣＥ２が多いのは肺なので、肺炎ウイルスと言って

も良いですが、全身至るところで炎症を起こすた

め、とても恐ろしいものなのです。インフルエンザ

と同じではないか、インフルエンザも何万人もが

死ぬではないかと言われる方がみえますが、それ

【資料２】

【資料３】
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は全くの誤解です。こんなに気持ち悪いウイルスを

見たことがありません。子どもはそのＡＣＥ２が未

発達です。大人になるとＡＣＥ２が十分にできて

きますので、年齢が低ければ低いほど軽症、ある

いはかからないということになり、無症状の子も

多い。特に就学前の幼児にとっては、季節性のコ

ロナウイルスとほぼ同じと考えても差し支えありま

せんが、それをお年寄りにうつすと、お年寄りに

は大変大きな負担をかけるウイルスの渡し方になっ

てしまいます。

　以前、肺炎球菌というワクチンが子どもたちにま

だ定期接種として使用していなかった 20 世紀末

の頃は、子どもからお年寄りに肺炎球菌をうつし、

お年寄りが肺炎で亡くなるということがかなりあり

ましたが、今世紀に入り、子どもに肺炎球菌のワ

クチンを打ち始めたところ、激減しています。お孫

さんとおじいちゃん・おばあちゃんのコミュニケー

ションの中で病原体を移し合っています。そのた

め、子どもにとってもかからないほうがいい。

　後でも言いますが、やはり小学生以下はワクチ

ンを打つべきかどうかというのはまだ今後の課題

だと思いますが、少なくとも中学生以上、12 歳以

上は打っていただきたい。

　死亡者は年齢が高くなればなるほど、基礎疾患

も多くなるということが背景にあります。年齢が高

くなるといろいろな臓器の機能が落ちると思って

いる方もいますが、本当はあまり落ちません。す

なわち高齢者が重症化しやすいのは年齢による臓

器機能低下が理由ではなく、主に合併する悪性

腫瘍、脳血管障害、心筋梗塞、糖尿病、腎臓病

といった基礎疾患を持つことが年齢とともに多く

なり、それらはウイルスと戦うには大きなハンディ

キャップとなるため、結果的にウイルスの勢いに勝

てなくなるのです。

	■岐阜県の動向は京阪神とほぼ同じ

【資料５】岐阜県の動向です。岐阜県は、第３波

【資料４】
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より第４波のほうの背が高かったことが特徴です。

これは京阪神とほぼ同じです。京阪神の大流行の

波が近鉄線沿いに三重まで来ましたが、そういう

直接の波とは少し異なりますが大体、動向は京阪

神と同じような状況です。東京は第３波のほうが

高いです。でも、岐阜県の第３波、第４波の感染

者総数を見ると、第３波も第４波も 4,000 人余り

でほぼ同じでした。どちらの波も集中的にかかっ

た。その理由は、恐らく変異株が関与していると

思います。第４波の初めの頃はこの黄色以下の若

年の方が多く、ピーク時頃から年齢の高い方が増

え、今では半数以上が 40 歳以上になっています。

	■「若者に言いたい。命を懸けてまで宴会
をしたいか」

【資料６】人口 10 万人当たりの感染者数は、よう

やくステージ２の下のほうの 5.74 人まで減ってきま

した。新規の数が減ってから２週間ぐらいしてか

ら病床使用率が下がるので、病床使用率の低下

は少し遅れています。一時は人工呼吸をつないで

いた重症者が 23 人程いましたが、今は 10 人前後

と少しは減って大分楽にはなっていますが、大学、

市民、県というような集中治療をしている病院は、

いまだに複数名の方を人工呼吸しているという現

状があります。

　感染者の行動歴は、時短要請の前後でまとめて

もらいましたが、３大、つまり、飲食、家族の中

での拡がり、それから職場。職場といってもオフィ

ス内での拡がりは、ほとんどありません。基本的

【資料５】

【資料６】
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には、会社で同じ寮に住んでいる、外国人の職員

の方々が集まって一緒にバスで通勤している、非

常に狭い部屋で同居している人といったことが背

景になっている伝播が中心です。時短要請後もほ

ぼ同じで、この３大の行動歴というのが「リスクが

ある、危ない」となります。

　もう少しいろいろ見ると、あくまでもざっくりとし

た分析になりますが、夜の街は時短要請を行って

大分減り、店舗飲食も同じく減りました。大人数

も減りましたが、少人数での家族内感染が比較的

増えている。４人以下での飲食、友人宅での飲食

は４人以下であれば安心だと思っている。大学病

院のある教授が「命を賭けてまで宴会をしたいか」

と若者に言いたいと言っていましたが、そういうこ

とだと思います。

　事前の質問にもありましたが、愛知県との関わ

りは、やはり岐阜県内の感染拡大の一つの要因

です。でも、愛知が汚いとか愛知がホットとかで

はなく、岐阜県人は愛知県と行き来する方が多い

ということだけです。愛知県で仕事をしている人、

愛知県に行った人が原因の中で 20％余りを占め

ています。その中で愛知県が 85％を占めています。

以前はもう少し愛知県由来のウイルスの割合が 30、

40％と多かったときもありましたが、愛知県に行く

と危ない、滋賀県は危なくないということではあり

ません。人と人の往来が多いということ。それな

りに飲食も伴うのだということを御理解ください。

	■SARS-CoV２変異株の種類とその特徴

【資料７】変異株は、今はこの国の名前を言って

はいけないことになっていますので、従来イギリス

と言っていた株をα（アルファ）、南アフリカがβ（ベー

タ）、ブラジルがγ（ガンマ）、インドがδ（デルタ）

と言っています。

　今、一番主体な、いわゆるアルファ株は、感染

力は高まるけれども、免疫的にはそういう作用は

ないと言われています。

　岐阜県においては、初めに南アフリカのベータ

株が出たため非常に緊張しましたが、12 人ほど

出て、以後は全部英国株でした。この２〜３週間

の間にガンマ株とデルタ株が１人ずつ出ています。

いずれも外国から帰国された人です。このデルタ

株は、最近のデータでは、やはり感染性も高いと

いうことが分かり、免疫逃避の作用があるのでは

ないかと言われています。

　感染力が増すというアルファ株について、一つ

一つのウイルスを自動車に例えると、軽自動車か

ら 2000cc クラスの車になりパワーが出て、今まで

のマスクでは突き抜けるのではと、みなさんは思う

かもしれませんが、そうではない。ウイルスは自分

の体をコピーし続けて増殖するものなので、従来

のウイルスは１つで自動車を10 台コピーできるとす

るとα株は約 13 台がコピーできる。要するに、ウ

イルス増産能力が増えて大量にコピーできる。１

回で 13 だったらその倍、倍掛けていけば推して

知るべし。たくさんの人にうつり得るし、うつった

方も濃い濃度のウイルスをもらうことになり、重症

化し得るのです。

【資料８】変異株、アルファ株の重症化リスクは

従来株と比較し、いろいろなデータが出ています

が、平均で 1.4 倍。感染性 1.3 倍、重症化 1.4 倍

と言われ、現場での実感もそう持っています。こ

こには、アルファ株の免疫逃避の話は書いてあり

SARS-CoV2変異株の種類とその特徴
従来株 α β γ δ

由来国 英国 南アフリカ ブラジル インド
感染性
(対従来株) 1 1.32

(1.3－1.7) ≒1.5 1.4〜2.2︖ 1.95(＞２?)
(α×1.6)

病原性
(対従来株) 1 1.40 不明 不明 ⼊院率α×2.3

重症度α×1.8

ワクチン効果
ファイザー
(2回接種後)

発症95％
(1回後49.2％）
感染86％

発症89.5％ 発症75％
重症化97.4％ ー 発症79％

(1回後33.2％）

ワクチン効果
モデルナ
(2回接種後)

発症94％
感染(1回後63.3％）

ー ー ー ー

ワクチン効果
アストラゼネカ
(2回接種後)

発症90％
(1回後51.4％）
感染69.7％

発症70.4％
感染28.9% 感染28.9％ ー 発症60％

(1回後32.9％）

【資料７】



自治研ぎふ 9

ませんが、例えばワクチンが、設計上 95％効くも

のが 90％に落ちるのではと言われます。効くか効

かないかではありません。90％以上の発症予防が

できる非常に良いワクチンです。私はワクチンが

専門ですが 95％も効くものは、これまで見たこと

がないほど優秀なワクチンです。効かないから打

たないとか、効かないから打っても意味がないと

時々つぶやく人がいますが、それは全くの誤解で

す。例えばデルタ株は 70％に落ちるというデータ

も時々出てきていますが、それでも70％も効きます。

しかも、重症化を抑えることができます。ひとりひ

とりのレベルで考えると、やはり１人でも効かない

ものはだめだという考え方もあるでしょうが、そう

いうことではないと御理解いただきたい。

	■重症治療のレールに乗れば救命はでき
る。だから治療できるベッドが逼迫しな
いように

【資料９】数日前までに岐阜県内の 9,278 症例を

分析しました。死亡が 180 例、1.94％なので国際

的な 2.1％よりは低く、全国レベルの1.8％より若干

高めです。高齢の方でＤＮＡＲという集中治療を

本人やご家族が希望されずに看取りの方が 83％あ

るため、それも影響しています。重症例は、人工

呼吸あるいは人工呼吸プラスＥＣＭＯをした例が

151 例あり、1.6％です。その中の死亡率は 28％。

逆に言うと約4分の3の人は救命できている。しっ

かりと重症治療のレールに乗れば救命はできます。

そのため、重症治療が可能なベッドが逼迫しない

ように、感染者総数が増えないように御協力をい

ただきたい。

　重症化も波を重ねるにつれて徐々に若年のほう

にも出てきました。第１波、第２波ではほとんど

70 歳、60 歳以上ですが、第３波、第４波になる

と40 歳代、あるいは 40 歳代未満で、中には基

礎疾患があまりはっきりされない人も重症化例が出

てくるようになりました。ただし例えば糖尿病がひ

どくても自覚があるわけではない。腎臓がある程

度悪くても、ある程度であればあまり自覚がなく、

本当は細かく分析してみると何らかの基礎疾患は

お持ちなんだろうと思いますが、いずれにしてもお

そらく変異株の影響で、より若年で重症化しやす

い。重症化というのは人工呼吸をつないだという

意味のみではなく、例えば軽症が中等症になると

いうことについても、非常に若年でもたくさんの方

が中等症になっています。

　死亡者も同じようにこの第３波、第４波になると、

60 歳代以下の人が死亡する確率が出ています。た

だし、よくよく冷静に考えると、若年がたくさん死

ぬようになったということではなく、全体にかかる

人が非常に増えたということです。先ほども述べ

たように、ウイルスの濃度が濃いので若年にも効

率的にかかると、冷静に考えていただきたい。い

ずれにしても、若者でも命を落とす可能性がある。

先ほどの「命を賭けてまで飲みたいか」という話

です。そんなこと簡単に言いやがってと言われて

【資料８】

【資料９】
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いる気がしますが、それぐらい恐ろしいものです。

【資料 10】従来、我々は院内感染という言葉の中

でアウトブレイクという言葉を使っていました。同

じ名前の映画もありました。アメリカのＣＤＣの人

がアフリカのエボラ出血熱と同じようなウイルスを

現地に乗り込んだ際にかかり、数週間以内に特効

薬を作って治してしまうというとても非現実的な映

画でしたが、アウトブレイクは、一定期間に同じ

病原体が一斉に広がることを言います。コロナに

なってからクラスターという新しい言葉も生まれま

した。小規模な患者の集団をいい、一般には定

義はありませんが、原則として１か所で５人以上の

リンクがある人をクラスターと言っています。

	■感染対策に隙がある人がかかる

【資料 11】岐阜県のクラスターは、患者が多くな

るほど、第３波、第４波でクラスターの割合が多

くなったと見えますが、患者数が圧倒的に違うの

で、全体の感染者が多ければそれに応じてクラス

ターの数は当然、多くなると思います。

　第３波と第４波では、例えば病院や高齢者施

設では、ワクチン接種も徐々に進んでいるため若

干少なくなり、現時点では病院ではほぼありませ

ん。岐阜県では全国２位感染者数であった巨大ク

ラスターがでてしまった美濃加茂の病院に、私も

何回もお手伝いに行きました。病院というものは

非常に恐ろしいところだと思われるかもしれません

が、実は変異株は１例もありませんでした。外国

籍の患者さんもいませんでした。お伝えしたいこと

は、変異株でなくても感染対策に隙があれば簡単

に広がるということです。つまり、変異株でも従

来株でも感染対策を変える必要はないし、むしろ

隙がある人がかかるだけで、しっかり対策してい

る人は絶対かからない。絶対というのは 100％言

えませんが、ほぼかからないということで、ある

程度安心して継続していただきたい。

　先ほども述べた家族内で感染や、外国籍の陽

性者が比較的多い場合もあり職場とくくるのは誤

解を招くかもしれませんが、外国籍の方の陽性者

数も以前より少しは減っています。夜の街由来も減

り、いろいろ対策を取ってきたことは、それなりに

効果はある印象です。感染者数で言うと、病院は

激減しているというようなので、これはワクチンの

おかげかなとは思っています。

　私はワクチンを含めて感染対策がライフワーク

ですから、どのようにうつったかを知ることが最も

専門家冥利に尽き、大変不謹慎ですが、いろい

ろなクラスターの報告を受けるたびに、感染経路

を分析することが興味深いと言っては失礼ですが、

充実感を持ってやっています。

	■原因は飲食、学校でうつることはまず
ない

　私は、スポーツジムは初めから女の人に多いだ

【資料 10】

【資料 11】
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ろう思いました。なぜでしょうか。プレー中、スポー

ツ中にうつり合ったと思われる人はほとんどいませ

ん。最近女性、女性と言うとこの頃、差別だと思

われるので誤解のないようにしていただきたいの

ですが、女性の仲間でスポーツをした後にお菓子

を持ち寄って茶話会をされていた方などを中心に

広がっています。全国的にも同じようです。原因は

飲食です。スポーツの最中の感染伝播ではありま

せん。合唱団は、さすがに同じパートでシンクロし

た人がうつり合いました。前後でうつりました。後

ろから前にうつりました。これも合唱でどこの位置

に立っているのか調べて分かりました。夜の街の

飲食店は、３密が原因ですね。これは一般のレス

トランでもあり得ます。

　学校は、教室内、授業中にうつることはまずあ

りません。給食時間に前のほうだけちょっとうつっ

たという例はありますが、１例だけですね。ほと

んど授業中にうつることはありません。先生がコ

ロナガードとしてしっかり生徒さんのマスクの着用、

手指衛生の遵守をちゃんと見守っているからです。

私は教育委員会もお手伝いしていますが、マスク、

マスクと言うから、ある方から執拗にマスク、マス

クと言ってくれるなといって抗議の連絡が入ってお

るようですが私はスルーしています。24 時間マス

クをしてくださいと私は言っていません。体育の授

業中、部活中にマスクをしなさいとかマラソン中に

マスクしなさいとも言っていません。マスクを外す

瞬間には、周りの２メートル以内にお友達も先生も

いないようなところで外してねと。部活動でも、ミー

ティング中だとかベンチの中で待っているときには

マスクできるでしょうと、このように申し上げてい

る次第であります。学校の寮内でもうつりました。

家族内感染と同じですし、飲食時がキーポイント

です。

　外国人コミュニティーでの対策が緩いのではな

いかという御質問を事前にいただきました。これ

はもう初めから、外国人コミュニティーは集団で住

み、集団で出勤し、教会と称して少し大きなお部

屋に、チャペルではないところに集まってお祈りを

するという国民性であり、なかなか簡単にはいき

ません。簡単にいかないから仕方ないじゃないか

とは絶対言ってはいけないことですが、いろいろ

な手だてをしていますが、なかなか難しいところ

があります。

　一方で、比較的安い賃金で、特に高齢者の介

護の現場で我が国の高齢者介護にとって大きな貢

献をされている外国人の方で、夜の飲食店でのお

仕事も兼務されているの方もいます。そのような仕

事の仕方は辞めなさいという訳にもいかず、いろ

いろな見地から総合的に考えないといけない。外

国人のみなさんのＰＣＲの検査を推奨はしています。

美濃加茂の病院でクラスターか出た時に、感染対

策がすごく緩いのではいかと初めは言われていま

したが、私はその病院の感染対策のコンサルタン

トを以前から務めていますが、昨年の流行開始直

後から入院時に全員がＰＣＲの検査をします。に

もかかわらず、入院時検査で陰性の人から同時に

３か所ぐらいから感染の拡大がはじまった。要す

るに医療者も患者さん御自身も陰性という結果が

出ると「俺は大丈夫、マスクしなくても病院の中を

歩けるぞ」となり、広がってしまうのです。

　高齢者や障害者施設では、なぜマスクをさせな

いの？と思いますよね。認知の問題などがあり、多

くの高齢者はマスクが現実には常に着用していた

だけません。それと、年齢とともに聴力低下して

きている方が多いので、コミュニケーション上大声

を出さざるを得ない状況が現実です。このことで

自覚なくウイルスを持った方からほかの方に感染

が広がるのです。このことから、高齢者施設の介

護現場の職員が本当に危険にさらされていて、医

療施設の職員以上に大変大きな危険に晒されてい

るということも御理解下さい。
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	■職場でみんな並んでの歯磨きも原因に

　事業所、職場というのはむしろオフィスではな

く、工場でもなく、その事業所の職場の中で喫煙

所や食堂、更衣室など、あるいはみんなが並んで

歯磨きをするということも原因です。カラオケは推

して知るべし。この地方の伝統的なモーニングサー

ビスでかかった方もいます。バーベキューは、知

事が指示されてバーベキュー場を全部閉鎖しまし

たが、実はバーベキュー場に訪れる人は、基本的

には他県の方が多く、バーベキュー中にうつし合

い、これも不謹慎な言い方ですが、ウイルスごと

持ち帰っているのです。岐阜県では広がりません。

ところが、バーベキュー場を閉鎖された岐阜県人

が、自宅なら大丈夫だろう、屋外だから大丈夫だ

と、ゴールデンウイークに久しぶりに親戚が集まり

バーベキューをします。気が緩むのですね。家庭

内のバーベキューでうつった方は、いっぱいいま

す。家庭も高齢者施設も、マスクをしない状況で

人と人が接し合うところを容認せざるを得ない環

境で感染が広がってしまうということです。その場

にウイルスを持ち込んではいけない。だから、全

ての方は日常生活の行動のなかで、ウイルスに隙

を見せないようにしていただきたい。

	■潜伏期間は平均５日、だが 14日までは
可能性が

【資料 12】臨床的特徴をおさらいすると、平均５

日ぐらいの潜伏期間です。でも、本当に恐ろしい

ことに、１４日までは潜伏期間があります。美濃

加茂の病院の２３０人あまりのクラスターの中で何

人もの方が１４日目に発症しました。もう５日たっ

たし、１週間たってもういいよねと、もう制限解除

だねと期待していたらそういうタイミングでも発症

しうるということを現実のものとして体験しました。

１５日目以降はありません。14 日まではあります。

発熱、せき、咽頭痛、倦怠感、頭痛のようなイ

ンフルエンザとほぼ同じような症状、あるいは風

邪の症状と同じなので、私のような一応感染症の

専門医という立場で診ても全く区別はつきません。

先ほども述べたように、神経細胞の中にもＡＣＥ

２がありますから、味覚・嗅覚障害を来す人もい

ます。血管の中で血栓症を来す人もいます。症状

が長引きやすいです。従来からある季節性コロナ

ウイルス感染症は４種類が知られていますが、２

〜３日の鼻風邪程度で終わってしまいます。一方

新型コロナウイルス感染症の症状が改善するまで

軽症でも大体１週間かかります。８割は軽症の症

状です。ダイヤモンドプリンセスの例で見ると、乗

客・乗員の中で３分の１は全く無症状でした。ＰＣ

Ｒ陽性の方でも全く無症状。全く無症状の中でも

６割は肺炎がありました。肺炎があるのに症状が

ないという、軽い肺炎です。見た目に無症状の方

がいかにも多いことから、この対策が難しいので

す。５％程度は、岐阜県では 1.5％ぐらいですが、

人工呼吸が必要になります。このように重症化す

る方々でも発症して２〜３日経つとまずは落ち着き

ます。落ち着いてよかったねと言っていると、１週

間程すると、朝は元気でも10 時頃になると何か息

苦しいとなり、１１時になると呼吸がとても苦しく

なって、１２時になったら自発呼吸が無理だと救

急車呼ぶことになります。崖を転げ落ちるかのごと

く急速に悪化するのが非常に恐ろしい。自宅療養

でも２〜３時間あれば救急車を呼んで病院まで運

べるじゃないかと思うでしょうが、場合によっては

【資料 12】
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タイミングが悪く自宅で大変残念な結果を生むこ

とになるので、岐阜県においては今でも一応、自

宅待機はゼロと。もちろん、今状態が悪くなった

らどんな場合でも１時間後に入院できるかというと、

それは難しいです。一両日中にはということになり

ます。一部の方はどうしても自宅でないと嫌だとい

う方もいらっしゃり結果的には残念ながら１人亡く

なられましたが、そういう方以外は原則、宿泊療

養か入院療養にしていただいています。

	■後遺症は筋肉低下が多い

【資料 13】後遺症も完全には実態が明らかには

なってきていませんが、このスライドは中国からの

報告です。６か月後に筋力低下した人が 63％。ラ

ンセットという国際的に認知された信頼性の高い

医学ジャーナルに報告されていますが、ほかに脱

毛だったり嗅覚障害だったり。

　日本でもプロ野球の選手とかサッカーの選手、

あるいはお相撲さんでかかった方いますね。その

データを取っているわけではありませんが、かかっ

た方って活躍していないような気がしています。パ

フォーマンスが出せなくなるのだと思います。例え

ば 150 キロの球速を投げられていた投手はその

スピードを出せなくなるのではないかと。もう少し

データを示してから明らかになると思いますが、後

遺症というものが大きいです。

【資料 14】国立国際医療研究センター病院のデー

タですが、２か月後でも４か月後でも非常に高い

確率で後遺症に悩んでいる。脱毛は４分の１の人

に出る。女性でも男性でも脱毛は嫌ですが、若い

女性の方でどんどん抜けてしまう人も。恐らく、半

年以上になれば 80％以上の方がよくなるかとさ

れてはいますが、中にはそれ以上に悩む人もいて、

今後の分析を注目しています。

	■「子どもができない」ということになるか
も…

【資料 15】最近分かったデータです。ちょっと若

者の目を覚めさせるデータですが、これは左側が

イタリアのローマ大学の調査ですが、コロナにか

かっていない一般の平均 40 歳の男性の勃起不全、

性的にＥＤといいますが、勃起不全が 9.3％です

が、これがコロナ後の方で年齢をマッチさせると

28％になります。要するに、睾丸の細胞、あるい

は睾丸に行く神経に炎症を起こすというふうに推

【資料 13】

【資料 14】

【資料 15】
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測されていて、性機能不全に陥ると。これは若者

にとっては非常に大きな問題です。男の子はこう

いうふうに勃起という形ですぐさま何となく症状が

分かりますが、一方、女性も卵巣などの細胞に炎

症を起こさないわけではないと私は想像しており、

そうなると数年後に子供ができないという話になる

かもしれません。だから絶対にかかってはいけな

い。宿泊療養施設に行ったらWi-Fiもつなぎ放題、

テレビも見放題、希望するお菓子やドリンクが１日

１回はオーダーできる、御飯も何も考えなくてもバ

ランスの良いものを出してくれる。結構おいしいぞ、

よかったぞ、みたいなことをつぶやいている人が

いるようですが、そのような情報から「コロナ上等」

と思っていると、とんでもない後遺症に悩まされ

る結果にもなりうることを正しく理解してほしいと

思います。全員が後遺症に悩まされることになると

は言いませんが、こんな確率で日常生活を大きく

変える症状が残ったら、今後どうなるのかと大変

心配しているところです。

【資料 16】今コロナの検査は、一応かかりつけ医

で御相談いただければそこで簡易検査をしてくれ

るところ、そこでは無理だから、保健所やあるい

は大きな病院を紹介してくれるという形で一応流

れはつくっていますので、症状があるのに検査も

してもらえずということは、少なくとも岐阜県にお

いてはありません。

	■コロナで退院してきた人ほど安全な人は
いない。偏見の目でみないでほしい

【資料 17】これは発症の日が５日目だとすると、ウ

イルスの量、外に出る量は発症の翌日ぐらいのと

ころが一番ピークですが、大体１週間で収まりま

す。ですから、今入院すると10 日で退院できます

が、10 日経ったら他人への感染性はなくなってい

るので、あの人コロナで退院してきた人だから近

寄らないほうがいいといったことは一切ありません。

コロナで退院してきた人ほど安全な人はいません。

抗体も持っています。人にもうつしません。絶対

に安全ですので偏見の目で見ないでほしい。一方、

ＰＣＲはいったん陽性になった方では、平均 30 日

陽性が続きます。だから、退院してからＰＣＲをす

ると陽性になり、ほれ、先生あんなこと言うけど

ＰＣＲ陽性だから危ないのではと言われるかもし

れませんが、ＰＣＲというのは、ウイルスを検知し

ているわけではないのです。ウイルスの破片、残

骸をも検知しているものであり、生きたウイルスを

検知しているわけではないということを御理解くだ

さい。

	■ＰＣＲ検査で陰性であっても陽性でない
という証明にはならない

【資料 18】ＰＣＲの感度については、これが一番

信頼できる、ほぼ国際的に認められておるデータ

です。この横軸が時間軸、縦の点線の日が５日

目で発症日ということです。縦軸は本当は陽性で

【資料 16】

【資料 17】
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あるのにＰＣＲ検査で陽性と判定できず陰性と判

定されてしまう、すなわち「偽陰性」の割合で上

端が１＝100％、下端がゼロ％。発症日の偽陰性

率は何％になるかというと 38％のところにありま

す。本当はウイルスを持っているのに 38％もの人

が陰性と判定されるという偽陰性の率がこんなに

も高いということです。発症してから２〜３日のと

ころで最も偽陰性が少なくなりますが、それでも

20％は偽陰性です。５人に１人は、あなたはコロ

ナでないよというふうに誤解されて判定される。一

方、発症のマイナス２日から人にうつす力がありま

すが、発症の前日は７割の人が偽陰性です。発症

の２日前は、95％の人が偽陰性です。何でもかん

でもＰＣＲ検査をたくさんやれば簡単じゃないかと

考える人がいますが、ぜひこのことを考慮に入れ

て発言していただきたい。数打ちゃいい、白黒はっ

きりするではないかという考えは大間違いで、陽

性と判定されれば偽陽性というのはまずありませ

ん。陽性であれば、検査日に他人への感染性が

あるかないかは別としてこの人はコロナウイルスが

体内に入ったということが言えます。過去約 30 日

以内に入ったのだろうということが分かります。と

ころが、陰性であっても陽性でないという証明に

はなりません。陰性証明を書けと言われても、絶

対に書けません。検査が陰性でしたとしか書けま

せん。お分かりいただけますでしょうか。

【資料 19】陽性者のスクリーニングという意味だ

けで、白黒はっきりさせるという意味合いで、もっ

と検査をすればいいじゃないかと言わないでくだ

さい。陽性者を早く拾い上げるということを念頭

に御発言いただければ、私どももできる限りの努

力をします。県ではｃｏｂａｓという非常に効率よく

短時間でＰＣＲ検査ができる機械をこのほど導入

し、今、検査の能力を上げています。第３波、第

４波もほぼそんなにタイムラグなく必要な検査、あ

るいは濃厚接触者の検査はできたはずです。た

だし繰り返しますが陰性証明には使えません。東

京などではＰＣＲセンターといって陰性証明を出す

ところがありますが、そういう方々が、俺は陰性だ、

路上飲みも大丈夫、安心だという態度をとっている

人も一部にいるため、結果的にそこから感染が広

がる場合もあり社会悪になっています。ですから、

検査はちゃんと計画を持ってどういう目的でするの

か、全員に毎日検査ができ、白黒はっきりできる

検査なら、全国民が毎週やればいい。自分で鼻

をこすって、あるいは唾液を出していただいて。そ

うではないので難しいということは、適切なタイミ

ングや検査の頻度については慎重に配慮が必要で

あることはぜひ御理解いただきたい。

【資料 20】私は医療従事者ですのでワクチンはす

でに打っています。しばらく経過しているため、発

症する確率は低くはなっていますが、それでもワ

クチンを打っていない人に比べれば５％かかるかも

【資料 18】

【資料 19】
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しれないし、現に私が今しゃべっているときに無

症状ではありますがウイルスを持っていてウイルス

が発生しているかもしれません。基本的には２メー

トル以上空いていてアクリル板がありますから今、

マスクをしていませんが大丈夫だとは思います。で

も人と人との接触の中では、ワクチン接種がまだ

まだ途上であることを考えると感染予防には引き

続き全員がマスクをしていただく、そのほうが先決。

一人一人が感染予防策を守る方が、ＰＣＲの検査

を全員にやるよりいいと。ウイルス分離陽性という

のは生きたウイルスが取れてくるのが９日までとい

うことから、10 日以降はＰＣＲ検査の必要もなく、

たとえ実施してＰＣＲ陽性でも他人への感染性は

消失しており、もう退院させてもいいよというデー

タになっています。

【資料 21】ＰＣＲの陽性は平均 30 日持続するので、

昨年の発生当初には退院基準にＰＣＲ陰性だとい

うことの証明をもって退院としていました。今でも

早く退院させたい人、全く症状がない早く退院さ

せたい人は２回連続してＰＣＲをしますが、それよ

りはしっかり10 日間我慢して、その上で退院する

ことがシンプルで、しかも感染性がなくなるという

結果になっているので、ＰＣＲ検査で陰性確認と

いうストレスなく適切な対応だと思います。

	■コロナの場合は、９割ないし９割５分以
上は飛沫感染によるもの

【資料 22】感染症の感染経路は、空気感染、飛

沫感染、接触感染と３つあります。空気感染とは、

例えば私が結核であれば、一番後ろの方にもそ

のうちに結核の菌が飛んでいく、そういうもので

す。飛沫感染というのは、２メートル以内の距離

で対面して咳やくしゃみで勢いよく飛んだ病原体を

含んだ飛沫という粒子が到達する距離２メートルと

いうことになります。だから、距離を置けば大丈夫。

接触感染というのは、読んで字のごとく直接手が

触れる、あるいはペットボトルの回し飲みのように

間接に手を触れる。バレーボールの球を触るとい

う間接に手を触れる。ドアノブへの多人数への接

触によっても感染のつながりが成立することがあり

ます。

【資料 23】感染症というのは、空気感染するもの

は結核とはしかと水ぼうそうしかありません。こ

れらのものは、もう皆さんの年齢ではまずかから

ないのでほとんど無視してもよいような状況です

【資料 20】

【資料 21】

【資料 22】
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が、高齢者施設では結核があるため注意していま

す。インフルエンザもコロナも飛沫と接触の両方

の経路でうつるとされており、特に、インフルエン

ザは接触感染が多いのではないかと言われていま

す。ですから、手洗いをしっかりしましょうと言っ

ていますが、コロナも初めそのように思われていま

したが、実は、コロナの場合は、９割ないし９割

５分以上は飛沫感染であるということが分かって

います。

【資料 24】この人がコロナだとします。せき、くしゃ

みをしています。この赤い部分がウイルスと考えて

ください。その周りに水分を含んでいます。これ

が飛沫と呼ばれている粒子です。基本的には、全

ての病原体は裸では口から出ていきません。必ず

口の中にある水分と一緒に、飛沫という５ミクロン

以上の大きな粒子で飛び出します。５ミクロン以上

の水分は、基本的には２メートルも飛べない物理

的な性質を持っているので、２メートル空ければ

マスクをしていなくてもうつらないというゆえんに

なっています。インフルエンザは症状のある人だ

けマスクをしてくださいねと、アメリカでマスクをし

ているとお大事にと、Bless you!というふうに言わ

れますが、日本では花粉症やそれ以外の理由でも

マスクで感染予防ができるという神話が結構ある

ので皆さんマスクをします。

	■マスクは人にうつさないようにするエチ
ケット

【資料 25】マスクは人にうつさないようにするエチ

ケットであって、口もとにいわゆるつい立てを立て

るようなイメージでマスクをしていただければ、布

であろうが不織布であろうがウレタンであろうが

飛沫は非常に飛び出しにくくなります。そう御理

解いただきたい。100％じゃないですよ。むちゃ

くちゃ大きなくしゃみをすれば横から多少はみ出

ます。富岳というスーパーコンピューターが全ての

ものより権威が高いみたいに言われていますけど、

あれはあくまでシミュレーションですからね。実

際のウイルスを使って感染実験をやったわけでは

ありませんが、もちろんマスクの材質により若干の

飛沫飛散予防の差はあります。不織布は一番性能

がいいことは確かだと思いますが、ウレタンのマス

クなんかしても全く意味がないわけではありません。

皆さんどうしてもオール・オア・ノンで考えますが、

そうではないです。マスクの材質を語る前に御自

【資料 23】

【資料 24】

【資料 25】
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分でお持ちのマスクを、むしろしっかり鼻を出さず

に、鼻を覆って顎も覆って隙間もなく自分の顔を

しっかり覆って飛沫が外に飛び出さないようにする

ことのほうが大事です。コロナの場合は、それに

加えてもう少し小さいエアロゾルという粒子が飛ぶ

ということが分かってきました。これは２メートル

以内に落下しません。３時間ぐらい空気中を漂う

ことから、密なところではこういったものがもやっ

と漂っている可能性があるので、エアロゾルが浮

遊している可能性がある密な部屋に入った人は、

この小さな粒子になると今度はマスクをしていても

横から鼻や口に入るため、マスクがあっても一定

の確率でうつってしまう。しかし病原体を持って

いる人が全員マスクをすれば、エアロゾルとてほ

とんど飛ばないということを理解してください。空

気感染するようなものはもっと小さい飛沫核という

ものになりますけど、これだとＮ 95 のマスクという、

本当に密着して息苦しいマスクをしないと駄目です。

我 も々患者さんを診るときはこれをします。

【資料 26】本来、マスクは症状のある人が他人に

うつさないためにするエチケットです。全員マスク

を着用しているのは、無症候性病原体保持者、い

わゆる無症状の人がいかにも多いし、症状が出る

人でも２日前からうつすことができるから、全員や

みくもにマスクをしたほうが安全、シンプルという

ことでお願いしています。

【資料 27】ゴーグルやフェースシールドを単独で

装着している人がいます。いろんなクラスターの

中で、マウスシールドを使用していて感染した方

もいました。以前、麻生大臣が付けていたもので

す。全く意味がありませんでした。ゴーグルやフェー

スシールドは、我々が手術、吸引、内視鏡を行う

際に使います。それは患者さんがマスクを外して

いて、飛沫が直接我々の顔、特に眼のほうに飛

散してくる可能性があるから目を保護しているので

す。あるいは高齢者施設に入っていて認知症でマ

スクをできない方と相接するときは使用します。も

しその方が大声で話したり、せきやくしゃみをし

たとき、鼻や口はマスクで覆われていても、目は

覆われていないからです。結膜は、皆さんご存じ

の通り、涙が出ると鼻水が出るのが分かるように

鼻とつながっていますから、目から入ったウイルス

は漏れなく鼻や喉に行きますので、そこでウイルス

が鼻咽頭粘膜に多く存在する鍵穴であるＡＣＥ２

を見つけて、ウイルスが体内に入ろうといって感染

が成立するのです。したがって、我々が患者さん

がマスクをしていない状況の医療行為をする場合

に、マスクで口と鼻を覆うほかに、裸になってい

る眼を覆うために必ずマスクとペアで着用すべきも

のです。あるいは高齢者の施設の職員が、一部の

入所者さんが認知症などによりマスクを常に着用

できないことがあるし、普段はマスクをしていただ

ける入所者さんでも、すべての方は摂食や入浴介

助の際にマスクをしていないため、そのような瞬間

【資料 26】

【資料 27】
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に職員がマスクとペアでするものです。もし御自分

の業務の中で相手がマスクをしないような場所で

働くのであれば、フェースシールドも一緒にしてく

ださい。必ずペアです。単独ではしません。

	■手洗いは命を救う

【資料 28・29】手洗いというのは、コロナが接触

感染で広がるケースは少ないですけれどもやはり

重要です。病原体はコロナだけではありませんし、

感染対策の基本中の基本であることは異論があり

ません。私は、医学生には、手を洗えないなら今

後、足を洗ってくれと言っています。皆さんも手を

洗えない方は人生から足を洗っていただく可能性

があるということです。不適切な表現のように見え

ますが手洗いは命を救うというキーワードも覚えて

いただきたいと思います。

　手指衛生の方法には 2 つあります。ひとつは

手に目に見える汚れが付着してしまった場合です。

例えばうんちや血がついたときは石けんと流水で

洗い、できればペーパータオルで拭いていただく。

あるいは、自分のハンカチであれば容認できます。

そこに共用のタオルは使わない・置かないようにし

てください。一方、手に目に見える汚れがついて

いないときは、アルコールを使ってください。アル

コールというのは一緒に含まれている成分の効果

で消毒持続効果もありますし、それから、実はむ

しろ水あるいはお湯とせっけんでの手洗いのほう

が手荒れはしやすく、アルコールアレルギーのかた

は別として、通常はアルコール手指消毒薬のほう

で起こりにくいです。またアルコール手指消毒薬に

は保湿剤も入っています。皆さんが手荒れするの

は、特に冬場でお湯を使って洗剤で洗い物をした

とき、洗濯をしたときに手が一番荒れると思いま

すが、手の脂を奪うような石けんと流水の手洗い

のほうが手荒れをします。なお、あらかじめ手に

アトピーで傷がある方は、手洗いが非常に恐怖だ

とは思いますので皮膚科の先生と相談していただ

きたい。

　コロナウイルスの唯一の弱点は、石けんでも消

毒効果があることです。石けんは界面活性剤とい

うれっきとした消毒薬の一種であり、コロナウイル

スは石けんでも消毒できる。ですから、ちゃんと

石けんでしっかり手を洗うことはアルコールによる

消毒と同様極めて需要で簡単な感染予防手段で

す。

【資料 28】

【資料 29】

【資料 30】
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【資料 30】治療については、急性期はウイルスが

増殖しているので抗ウイルス剤を使う。非常に重

症になったときは炎症の勢いに拍車がかかってい

るので、その炎症を鎮める薬を使うことでいろい

ろ今まで試されていますが、特効薬はいまだにあ

りません。

【資料 31】抗ウイルス薬も、例えばエボラ出血熱

の薬とか新型インフルエンザ用に我が国で開発さ

れたアビガンとか、これらは本来ほかのウイルス

のために開発された薬なので、私から言わせると

「理論的には効かない可能性が高いでしょう」と

いうのが正直な感想です。ごく一部、ウイルスは

コピーをしていくものだから、そういった性質に注

目して効果がありうるのだと試されていますが、例

えば病後の期間を少し短縮するだけで、命を助け

る力というのはほとんどありません。ステロイドホ

ルモンという炎症を抑える薬が１割程度救命でき

るだろうというふうに言われているので、もちろん、

重症者に使います。使うけど特効薬とまでは言え

ません。実際にコロナに感染した患者さんの回復

後の血漿投与も、実はエビデンスがなさそうです。

でも、人工的に作った抗体は今、期待が持たれて

いて、近 日々本からもそういう製剤が出てくる可能

性が出てきました。これを使うと、重症化や死亡

のリスクを防げたり、また例えば家族で感染した

人で濃厚接触者になったという人、昨日濃厚接触

したということが分かっている人にはすぐ抗体を

打って、それで発症を防ぐということもできるかも

と言われています。

　Ｂ型肝炎の針刺しをしたときに、まさに抗体を

持っていない人に針刺しをしてしまったときは、す

ぐ抗体を打って中和します。そういうものと同じよ

うな形での使用アイデアも出てくるかもしれないし、

重症化予防の薬として期待されています。もう少し

お待ちください。

	■日本でも世界的にも感染症学の進歩の
進みが遅い

【資料 32】皆さん、フレミングという人を知ってい

ますか。ペニシリンを発見した人ですね。これは

チャーチルの肺炎を治したということで有名です。

　感染症は、抗生物質が出たために、もう病原体

は人類の敵ではないという誤解から全世界的にが

んの方に予算がいってしまい、感染症学の進歩に

よくない影響が出たという歴史があって、日本でも

世界的にもちょっと感染症学の進歩の進みが遅い

ということがあります。ペニシリンというのはカビ

から作った天然のものですが、このドーマクという

人は、このサルファ剤とか、今、皆さんが使われ

る抗生物質、抗菌薬というのは人工合成している

ものを作った人です。いずれもノーベル賞をもらっ

ています。

【資料 33】ジェンナーというと覚えていますよね。

【資料 31】

【資料 32】
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これは、皆さんは若いから打ったことないかもし

れません。私は、子どもの頃に種痘をしています。

すなわち天然痘のワクチンを打っています。これ

は生ワクチンです。ジェンナーというのは自分の子

どもに打ったというふうに私は伝記で習いましたが、

実は、使用人の子供に打っていたそうでちょっと

がっかりしましたが、でもその勇気で、その使用

人の勇気で全世界に広まって、ついに全世界で撲

滅できるに至りました。

	■人類で克服できた感染症は「天然痘の
み」、日本ではポリオ、小児麻痺も

【資料 34】皆さん御存じでしょうか。数ある感染

症の中で人類が勝ったのは「天然痘」のみです。

オンリーワンなんです。そのほかの全ての病原体

にはまだ勝っていません。天然痘のみ 40 年前に

撲滅宣言をしております。

【資料 35・36】我が国ではあと２つある。覚えて

ください。ポリオ、すなわち小児麻痺と麻疹、す

なわちはしかです。これは、全世界的に見るとま

だ多くの国でまだありますが、日本国内にはありま

せん。ですから、日本国内で発症するのは、みん

な海外からもたらされたもので、空港周辺から広

がるゆえんです

	■コロナは人感染だけ

【資料 37・38】これら天然痘、ポリオ、麻しんは

いずれもＶＰＤと呼ばれ、ワクチンで防げる病気

です。しかも、人から人へ感染するのみの病気な

ので、人がワクチンで免疫を獲得すればウイルス

が行き場を失って撲滅可能ですが、一方で例えば

インフルエンザ等は人獣共通感染症で、動物⇔人

の間でも感染が広がり、人が免疫を作るのみでは

撲滅が難しいです。コロナは今のところ人から人

と考えられていますので、その撲滅にはワクチン

がいかに重要かということです。

	■驚くべきスピードで進んだmRNAワク
チン

【資料 39】事前の御質問の中には、去年の今の

【資料 33】

【資料 34】

【資料 35】

【資料 37・38】

【資料 36】
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段階でワクチンができることは分かっておっただろ

うと。どこでそういう情報を得られたか存じませ

んが、私はそんなことは思っていませんでした。同

じ仲間であるＲＮＡウイルスであるエイズ、それか

らＣ型肝炎、これらはこの世に登場、認識されて

から 30 〜 40 年以上たちますが、いまだにワクチ

ンが実用化されていません。だから、それと同じ

だろうから、恐らくやっぱり早くても数年はかかる

だろうと思っていたら、去年の末の頃からどうやら

実用化できるということが分かってきました。実

はｍＲＮＡワクチンはもう20 年ぐらい前から開発

され、動物実験も繰り返し、ほぼ理論的にはその

うち実現化するだろうと言われていました。特にが

んの治療に応用できる可能性が出てきていました。

　アナフィラキシーというのは一定の確率で出ま

す。アナフィラキシーは、皆さん、とんでもない副

反応で恐ろしいなあと思われていると思いますが、

アナフィラキシーは 15 〜 30 分以内に必ず発症し、

帰宅後は発症しませんので、接種会場で 15 分なり、

アレルギーの既往がある方は 30 分待っていただ

ければ、我々は会場内で直ちに中和薬であるアド

レナリンというものを、皆さんの服の上から腿に打

つことができ、結果としてアナフィラキシーを起こ

してしまった方も100％助けることができます。私

はそばアレルギーだ、ぜんそくだ、アトピーだと言

われる方は、このワクチン成分にアレルギーがあ

るということを示すわけではないので接種するこ

とは可能です。そして通常 15 分経過観察するとこ

ろを 30 分間様子を見ます。なお、このワクチンを

１回目に打ったときにアナフィラキシーを起こした

人は、このワクチンを２回目は打てません。そうい

う人と、当日発熱をしているなど、接種日の体調

不良者だけが禁忌です。

	■ワクチンで遺伝子を傷害することはない

【資料 40】このワクチンの中に含まれるポリエチレ

ングリコールという成分があります。ＰＥＧといい

ますが、これは化粧品によく含まれています。そ

れから軟膏に含まれています。女性の方にアナフィ

ラキシーが比較的多いのは、メイクではないかと

言う意見も出ていますが、今のところ明らかなデー

タがあるわけではありません。急性期の副反応は

また後で述べますが、みなさんはｍＲＮＡという

遺伝子に作用するものを体の中に入れたら末代ま

で響くのではないかと不安があるかもしれません

ので説明します。ｍＲＮＡは脂肪の膜に包んで我々

の細胞の中に入れて効果を発揮することができる

のですが、細胞の中の核には全く入ることができ

ませんので、いわゆる我々の遺伝子、ＤＮＡを操

作するようなことは絶対に起こりません。ｍＲＮＡ

は、細胞質の中でコロナウイルスのスパイクたんぱ

く、いわゆる鍵の部分のたんぱく質をつくる設計

図なので、それを細胞質の中で我々の細胞につく

らせる、すなわち模擬感染を起こさせるということ

になります。実際の感染ではありません。出来上

がったスパイクたんぱく質を血液の中に出しますの

で、血液の中で我々の免疫担当の兵隊細胞であ

るＴ細胞が寄ってきて、こんなところに異物が侵

入していると認識し、これをちゃんと捉えたうえで、

他の免疫担当細胞に情報伝達して抗体をつくって

いく。さらに違う種類の免疫担当細胞に免疫機能

を記憶させる、こういうとても優秀な、とても理に

かなったワクチンです。繰り返しますが、ｍＲＮＡ

は決して皆さんの核の中には入ることが不可能で

【資料 39】
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すので、皆さんの遺伝子を傷害することはないと

覚えておいてください。しかも、細胞質の中で生

きている時間は一両日です。マイナス 80 度でない

と安定しないようなもの、これを体の中に入れる

わけなので、この温度ではｍＲＮＡ自身が生き長

らえません。また、そもそもｍＲＮＡは１回スパイ

クたんぱくをコピーしたらもうそれ以上コピーを作

れる機能は失うようにできていますので、用が済

んだｍＲＮＡは細胞質の中で速やかに分解されて

消滅します。ですから長期にわたる副反応はまず

無視できると考えられています。もちろん、実際

に接種した人の長期の観察をまだできていないの

で、最長でも１年ぐらいしかしていません。その範

囲内では何もないです、ということしか、確定的

なことは言えませんが、理論的にはこのようなメカ

ニズム上、長期の副反応はまず心配ないというこ

とで御理解ください。ワクチン以外の副反応では、

例えば、抗生物質であるペニシリンなどのアナフィ

ラキシーは桁違いに多いです。そばアレルギーも

身近によく聞きますし、ワクチンのアナフィラキシー

の頻度よりはるかに多いと思います。そういう意味

では、ワクチンがとっても恐ろしいものという意識

は考え直してみてください。

【資料 41】ｍＲＮＡワクチン以外もいろいろ作って

います。塩野義も岐阜県内の会社と共同開発して

います。すでにワクチン接種を終えた人が今後の

いわゆる効果を上塗りするワクチンというか、ブー

スターと言いますが、今後、時々打たなきゃいけ

ないかもしれないワクチンは日本産で、比較的副

反応が少ないものがいいなと私は期待しているし、

岐阜県産であれば万々歳だと思います。

【資料 42】ファイザーもモデルナも、何となくファ

イザーは何かファーストクラスでモデルナはエコノ

ミーみたいに見えるかもしれませんが、全く同じで

【資料 40】
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す。両者は３週間隔と４週間隔の違い。それから、

マイナス 80 度とマイナス 20 度の違い。ファイザー

のほうは生食で溶かして分注、モデルナはそのま

ま原液で接種できる。この違いだけで効果は発症

予防効果 95％で同じです。どちらのほうが良いと

いうことはありません。

【資料 41】

【資料 42】
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	■副反応が出る人は、免疫反応が起こっ
ている

【資料 43・44】細かい副反応については読んでく

ださい。特に２回目においての発熱（38℃以上）

の副反応は、治験時には６分の１ぐらいの人です

が、ファイザーとモデルナと比べて若干５％から

【資料 43】

【資料 44】
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10％モデルナのほうが副反応の確率が

高いです。ただ、いずれも一両日で収

まります。大体副反応は、接種してから

６時間後から現われて 30 時間後まで

続くのが平均的で、すなわち一両日続く

ということです。その後は、２〜３日長

引く人もいますが、数日後には確実に

回復するので御安心ください。打つとき

は、ほとんど何も感じません。痛くない

方がほとんどです。数時間後になると、

打ったところは腫れませんけれども痛み

を覚える。肩を上げると五十肩みたい

に、あれ、上がらないみたいな。寝返りを打つと

こっち向くと痛いで寝られないなぁみたいな、それ

ぐらいのことは起きます。私は 63 歳ですが、痛

みだけで熱は出ませんでした。年齢が高くなれば

なるほど副反応は少ないです。若い人は副反応が

多いです。むしろ、副反応が出る人はよく免疫反

応が起こっている、よく効いているのだと御理解

いただきたいと思います。ただしこれは、副反応

が出なかったら無効であるという意味ではないの

で誤解のないようにお願いいたします。

【資料 45】ワクチンの供給についての御質問があ

りました。県がワクチンの対策を何もやっていない

のではという御意見もありましたが、私は県のワ

クチンの調整会議の座長ですから、ちょっと厳し

い御意見だったと残念に思いました。毎回プレス

【資料 45】

【資料 46】
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リリースをし、複数回集まって全ての市町村長さん

をＺｏｏｍで集合していただいき意見交換をします。

もちろん市町村には少人数の市町村もあり、白川

村では１人が出たらもう沖縄より人口 10 万人単位

の発症者数が多くて大変だと言っているところも

あれば、岐阜市のように 40 万都市もあればいろ

【資料 47】

【資料 48】
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いろですので、市町村によって差ができるというこ

とは当然で、接種が早く進んでいるところがすごく

優秀かということではありません。それぞれの事

情があるけど、皆さんやっぱり政府の指示に従い

早く打つように努力しているということです。よく考

えてみてください。インフルエンザのワクチンを年

間に最大でも 2,000 万人打っています。それを３

か月かけてゆっくり打っています。それを１億 2,000

万人の人を３か月で打てるわけがないです。接種

する側のスタッフの確保も含めどうしても順番が生

じます。後のほうの人がやっぱり損をしたみたい

に見えるかもしれないけど、今後のワクチン接種

の優先順位および供給方針は資料【資料 47・48・

49】にお書きしておきました。

　どういう人が社会的にエッセンシャルワーカー

なのか。例えば学校の先生だと教室で広がってし

まうこともある。それから、消防隊員や高齢者施

設、特にデイケアの人は今までは少し優先順位が

低かったので急がなければなりませんがデイケア

の職員さん、それから医学生や看護学生で実習で

きない人を実習させてあげる。教育実習生もそう。

そういった人や若者、大学生を中心になどできる

範囲で早め早めの人の優先順位をつけてやってい

くことを県から各市町村に一定の考え方を周知徹

底しており、確かに接種実施の実際は各市町村に

ある程度任されていますが、その点は丸投げだと

いう批判には当たらないのではと私から申し上げ

たい。

	■新型コロナウイルスは至る所で増殖し、
潜伏期間が長い。非常にやりにくいウイ
ルス

【資料 49】

【資料 50】
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【資料 50】感染症対策は、ＳＡＲＳというコロナ

ウイルス感染症が 20 年前に香港で出ました。あ

のウイルスは、肺でしか増殖できません。喉から

あんまり出ないので、人にうつしにくい。肺で増殖

して重症化するため全員入院しました。入院して

医療従事者がかかって、何人か亡くなっています。

ほぼ院内でしか感染が拡大しないのです。だから

院内で封じ込めることができて、あの時世界を震

撼させたＳＡＲＳは今この世にありません。ところ

が、新型コロナウイルスは肺でも増殖する、喉で

も増殖する、血管でも増殖する、至るところで増

殖する。特に、喉で増殖するので市中で人にうつ

しやすい。しかも、インフルエンザが潜伏期間１

から３日に対して 14 日間もある。長い。無症状の

人も人にうつすなどなど、ウイルスというものを評

価するとしたら、とてもずる賢いです。これらのた

めに我々は難しい思いを強いられているということ

で、闘っているのはウイルスであると。我々の対

策が悪いからこうなるわけではない。ウイルスは

それほど巧妙な生き残りのメカニズムをもっていて、

我 と々しては極めてコントロールしにくいウイルスだ

ということを御理解いただきたい。

　だから駄目だと匙を投げるつもりは全くありませ

ん。その中で専門家会議は月に３〜 4 回、毎週

のように夜７時から10 時頃まで毎回いろいろ意見

を言います。知事の肩を持つわけではありません

が、全国に感染対策の専門家のネットワークがあ

り、多くの県で知事が意見を聞いてくれないとい

う話があります。我々の古田知事は、私たちメン

バーが各 10 人ぐらいいますが、一人一人の意見を

全部、必ずメモし、その上でいろいろ考えられて

います。最終的に対策方針決定をされるのは知事

ですが、我 と々しては本当にありがたいです。ぜ

ひいろいろ報道をしていただきたい。ありとあらゆ

る方策は一応、私どもの考えを十分取り入れてい

ただき進めていますので、よろしくお願いします。

【資料 51・52・53】高齢者施設もクラスターが出

るたびに、この２〜３週間で私も８施設回り、現

場にも向かい指導しました。今は、通所介護・リ

ハです。ここはワクチンが遅れているところです。

全国的な指示でまず入所者だろうと言われていま

したが、実は入所者はウイルスを持ち込むのは職

員でしかない。ところが、通所者は一般社会と施

設の間を行ったり来たりするので、ウイルスを持っ

た状態で施設を利用する可能性があります。だか

ら、クラスターが出る機会も多くなります。今はも

【資料 51】

【資料 52】

【資料 53】
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うほとんど通所のところにもワクチンが届くような

方針にしています。長期の入所型は職員や新規入

所者がウイルスを施設内にもたらしますが、短期

の入所者やデイサービスは利用者自身からもたら

されることのほうが多いということになります。

	■体調が悪い人には「是非お大事にと」

【資料 54】クラスターが出るところは、会社でも

病院でも高齢者施設でも、体調不良で無理をされ

る方が結構います。なかなか言いにくいのだそう

です。今日ちょっと体調不良だから休ませてくださ

いと。え、どうして。この忙しいときに困るわねと

言われるので、もう言いたくないと。少し喉が痛

いぐらいでは休まず、それで３日後に熱が出てやっ

ぱりコロナだったという人がいっぱいいます。ぜひ

お大事にと上司の方は言っていただきたい。

【資料 55】人と人の感染のリスクがある場所を事

業所とくくるのではなく実際の人から人への感染

伝播が成立するリスクのある場所は食堂、休憩室、

更衣室であることを知り気を付けましょう。歯磨き

は最も飛沫を発生させる行為なので、ランチタイム

に一緒に歯磨きしないでください。単独で行ってく

ださい。病院のクラスターでも、ナースがランチタ

イムに一斉に歯磨きをしたことによって拡がったい

うケースもあります。隠れ喫煙スペースでしゃべり

ながら「ここでしか吸えないよね」とおしゃべりし

ながら喫煙しては危ないです。マスクを外してお互

いに会話しても恐怖を感じない場面であることを

認識し、恐怖を感じていただきたい。個人レベル

では、マスクをしていない集団、御家庭、それか

ら高齢者施設のようなところにウイルスを持ち込ま

ないということを全ての国民にやっていただきたい。

	■若い世代に模範になる行動を。自分の
居場所でどう意識して行動するか。

【資料 56】みなさんには本当にお願いしたいこと

は、幾ら新聞報道しても、いろいろ記者会見をし

ても、全く聞いていない、響かない、インターネッ

トも見ない、テレビも全く見ないという若者たち。

この人たちにどうしたら伝わるかということで、今

ＳＮＳで先ほどの勃起不全の情報も流していると

ころですが、そういった世代に模範を示していた

だきたい。自分は個人レベルでかからないために

はこういう行動を毎日取っていますよという模範を

示していただくこと。私、自分自身もそういうふう

に今言い聞かせているつもりですが、模範を示し

【資料 54】

【資料 55】

【資料 56】
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ていただくということ、それを何らかの形でアピー

ルすることで全ての国民の耳の鼓膜に響かせるよ

うにしていただきたい。自分の居場所でどう意識

して行動するかを率先して示していただきたいと思

います。

【資料 57】職場で検査対象者が出た場合、濃厚

接触者ということが出た場合は、先ほども述べた

ように陰性であっても実際はウイルスを持っている

可能性がありますので、陰性であっても14 日間は

休ませてください。濃厚接触じゃなくて念のため

にやっておこうという人で陰性の人は、マスクをす

る限りは業務に就かせてもよいですが、濃厚接触、

すなわちマスクを外した同士で 15 分以上しゃべっ

たような方は、あるいはお付き合いしていたという

ような方は、陰性であっても油断できません。先

ほども述べたように偽陰性の問題がありますから、

14 日間は休ませてください。

【資料 58・59・60・61】その日の体温を測る、そ

の日の体調チェック、どこでもやっています。それ

に加え過去14日間全部の体調チェック項目で当て

はまらないということを確認するということを外来

の診察、入院患者さんも、どんな病気で入院して

も全部チェックをしています。面会制限や禁止もし

ばらく続けてほしいです。最近、うちの施設は職

員も入所者さんも全員ワクチンを２回打ってもう２

【資料 57】

【資料 58】

【資料 59】

【資料 60】

【資料 61】
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週間たつから、面会フリーだという施設が岐阜県

内にありますが、その認識は誤解です。ワクチン

効果は非常に高いですが完全に 100％ではありま

せん。ワクチン接種後の時間などタイミングが悪い

とウイルスがもたらされたときに個人差があります

から、効きが悪い人がかかったらその人は死ぬか

もしれない、特に高齢者施設だと。全国民にワク

チンが行き渡るまでは、しっかり感染対策も継続

でお願いします。

	■あいつらは隙があると逃さない

【資料 62・63】耳元で「おじいちゃん」というと「何？」

とマスクをしていない高齢者や、歯磨き感染によ

り拡大し、１日に多数の陽性者を入院できる病院

に搬送した病院で次 と々医療従事者が倒れたとい

うケースがあります。さらに大量の飛沫やエアロゾ

ルを発生させる医療行為をした部屋でのエアロゾ

ル感染もありました。クラスター発生は何か我々

に隙があるところに起こるのです。皆さんの日常

生活の中にも何か隙がある。「命を賭けて飲食す

る。」と申しましたが、我々がそのように認識して

いない状態で、ウイルスに隙を見せてしまうと、ウ

イルスは目もついていませんし、匂いも嗅げるわけ

ではないけど、あいつらは逃さない。そういう非

常に質の悪いのが新型コロナウイルスたちです。

【資料 64】換気が重要だということは、また読ん

でおいてください。こういった会議室ではエアコン

と独立した換気扇がついていますが、これは 24

時間かけていれば、必ずしも窓を開放しなくても

いいかと思います。入り口だけちょっと開けること

に加え、24 時間の換気扇があればいいと思います。

なければ出入口を開放のままで、外の窓も１時間

に２回、５分程度は開けてください。あるいはサー

キュレーターや扇風機を使って空気の流れをつく

るとエアロゾルを外に押し出すことができます。

【資料 62】

【資料 63】

【資料 64】

【資料 65】
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【資料 65】気温が低い、湿度が低いとウイルスが

余計増殖するからピークは冬だよねと言いますけど、

どうでしょう。この１年、どの季節にもはやりました。

気温や湿度が低いとウイルスが増殖しやすいとい

うのは大間違いです。気温が低いと人の中の喉が

乾燥しやすくなったり、湿度が低いと喉が荒れや

すくなったりしてウイルスに我々の鼻や咽頭の粘膜

にあるウイルス受容体である鍵穴を見せやすくなる

ということと、それから空気中の水蒸気が多めで

すと、一旦飛んだエアロゾルがもともとある空気

中の水蒸気と合体して大きくなって早く地面に落下

して人にうつらなくなりますので、湿度は最低でも

50％にしましょう。

	■COVID-19		今までに分かったこと

【資料 66・67・68】今までに分かったこと、今ま

でのこと全部書いておきましたので、読んでおい

ていただければと思います。

　変異株でも、対策は今まで以上でも以下でもあ

りません。継続でお願いします。毎日の検温と体

調チェックを２週間分毎日確認してください。外出

するときは必ずマスクをする。マスクを外してもい

いタイミングはありますが、必ず周り２ｍ以内にマ

スクをしていない人がいないこと確かめてマスクを

外してください。手洗いは命を救う。手を洗えない

人は、人生から足を洗わなければいけないかもし

れない。ソーシャルディスタンスを保つ。３密じゃ

ないです。１密でも駄目です。感染対策を意識し

た行動をいかに取れるか。一人一人が取れるかど

うかが終息できるか否かの鍵を握っている。ワク

チンの一般の若い人の接種希望 45％と聞いてい

ます。どうしてもワクチンを恐怖に思われる方、不

安に思われる方が医療従事者でもいらっしゃいま

す。そういった人も十分考えたうえで打たないとい

う判断をされたのであり、差別することは許されま

せんが、私としては少しでもワクチンの有効性、そ

れから副反応の出方、長期の副反応について、そ

こら辺の知識を十分入れていただいた上で、今一

度ご自身にとって有効なものであるか有害なもの

【資料 66】
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なのかを冷静に判断する作業をしていただき、で

きる限りたくさんの方が打っていただく。できれ

ば 70％の人が打っていただくことが元どおりの生

活に戻るキーだと思っています。妊婦の方も４か月

以降、12 週以降の安定期にはむしろ打っていた

だきたい。妊婦の重症化は、特に妊娠末期では

結構あります。妊婦の方も必ず打っていただきた

い。授乳中でも打てます。打てない人は、先ほど

【資料 67】

【資料 68】
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も述べたようにこのワクチンを１回打ってアナフィラ

キシーを起こした人と当日の体調不良の方だけで、

ほとんどの方が打てます。私の娘は 32 歳ですが

すでに打っていますので、そのことで私が若者の

このワクチンに対する安全性や有効性についてど

のように考えているかを推しはかっていただきたい。

【資料 69】毎日の体温チェック、マスク、手指衛生、

距離、こういうことをぜひもう一度、行動の中で

考えてください。

	■参加者からの事前質問に対して

【資料 70】大体の質問内容はお答えできたのでは

ないかなというふうに思います。この１ページ目の

ものは大体お答えできたのではないかと思います。

【資料 71】ワクチンは、ファイザーのものは市町

村単位で下りてきます。７月末まで高齢者全員打

つだけの計画は全部示されて、それで配給の日も

決まっています。どこの市町村に何本というのも決

まっています。高齢者の方でも打つことが嫌という

人、来られない人がいるので、その余剰分につい

て優先順位を考えてできる限り無駄にしないよう

に打っているところです。

　一方で、職域接種と集団接種、産業会館など

の集団接種は、モデルナのワクチンを使います。

これは、集団接種の会場の準備が整えば、その

会場に国が落としてくるということになります。い

ずれにしても接種券が要りますが、接種券を、基

本的には市町村から６月中にできる限り全員の住

【資料 69】

【資料 70】
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民に配布するよう努力をしているはずですが、遅

くても７月の中旬までに配られ、それを持ってい

けばどこでも打てるようになるとは思うものの、も

う少しだけ時間をいただきたい。先ほども述べた

ように、一度には全部できませんのでね。少し余

裕を持って見ていただきたいと思います。接種券

を持たないような集団接種については、その主催

する企業や県だとかが責任を持ち、その後にＶ－

ＳＹＳという接種登録にデータを入れることになっ

ております。そこら辺については接種会場によって

それぞれ違いますので、それを確認して打ってい

ただきたいと思います。

	■日本の住民が外国選手にウイルスをうつ
さないようにという気持ちを

　オリンピック・パラリンピックは、１つだけ皆さ

んと共有したいのは、今日も１人、外国の選手で

陽性がでましたが、日本にも陽性の住民はたくさ

んいます。外国のからウイルスが持ち込まれると思

うのではなく、外国のオリンピック選手はＰＣＲも

毎日実施し、先ほども述べたように陽性者もたま

には出てきますが、彼らに日本の住民がウイルスを

うつさないようにしてほしいなという気持ちも忘れ

ないで。それだけではないです。両方とも大事で

すが、そういった気持ちも忘れないで、できる限

りのことをすれば何とかできるのかなと私は思って

います。ホストタウンのマニュアルも全部監修させ

ていただきました。また、岐阜県では、ねんりん

ピックの開催があり、そのマニュアルも監修しまし

た。実際問題としてはここまでやらなければいけ

ないのかと感じられるようなマニュアルになってい

ます。学校でもオリンピックでもゼロリスクはあり

得ないと思いますが、とにかく一人一人が感染予

防の行動にかかっています。もちろん、そんなこと

をやればそういう理解のない人がウイルスをうつし

合うチャンスは増えるのでリスクは高まるというこ

とは尾身先生の述べたとおりですが、何となくもう

少し早くオリンピックは開催するという前提で議論

を進めていれば混乱しなかったのかなと、私は思っ

ているところであります。

【資料 71】
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【資料 72・73】水際作戦は、鎖国すれば絶対大

丈夫です。鎖国ができますかという話ですね。こ

の世の中で鎖国ができるのなら、それがベストで

す。それがゼロリスクだと思いますが、それは無

理です。例えば水際対策を日本以上に実施して

きた台湾でもはやっています。マレーシアでも大

【資料 72】

【資料 73】
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丈夫だと言ってもはやっています。オーストラリア、

ニュージーランドもある程度は流行していることか

ら、人の流れをゼロにすることができない以上は

難しいです。それから、ウイルスの性として、変異

株のうち、感染力が強い株は従来株に取って代

わって行きます。英国由来のアルファ株は、日本

でも約２か月の間にほぼ置き換わりました。英国

の本国でもそうです。各国でも同じです。アルファ、

ベータ、ガンマ、デルタの中で恐らくデルタが一

番感染力が強いので、この２〜３か月の間にデル

タに置き換わってくると思います。その流れは何を

努力しても止められません。人から人へとうつさな

ければ 72 時間でウイルスは勝手に死にます。ウイ

ルスは菌やカビとは違い、ブドウ糖を与えても増殖

しません。我々の細胞に入ってからでないと生き長

らえられませんので、彼らも賢くて、我 を々全部殺

してしまうような毒力を持ったら自分も死にますか

ら、そういうことは多分ならないです。末永く生き

残るためにちょろちょろとうつるのですが、人から

人への感染のチェーンを断ち切れば、絶対そのか

かった人の体の中でウイルスの寿命は終わります。

　アストラゼネカのワクチンは、血栓の症状が女

性を中心に出るということが分かっています。まだ

詳しいことは分かっていませんが、頻度的にはそ

んなに多いものではないので、男性の方には使用

できるのであればどんどん打ったほうがいいとい

うふうに言われています。日本でも作っているワク

チンなのである程度余っているということ。国民

全体の中で、自分はｍＲＮＡワクチン、あなたは

何、ウイルスベクターワクチンなの、みたいな混乱

や、複数回接種が必要な違うメカニズムのワクチ

ンが混在すると、接種する側にも混乱を招くだろう

し、また誤接種も起こりかねないという心配もあ

るため、まずは準備したｍＲＮＡワクチンを使い

切るのだろうと私は思っています。

　集団接種は、それぞれの考え方ですが、県とし

ての考え方の指針の中に若い人も入っており、職

域という中で大学生が入っているので、全て一様

にどこの市町村もこれを優先するのだということで

はない。外国人が多いところは外国人を優先しな

きゃと思います。外国人を優先すると理解が得ら

れないのではとおっしゃる方もいますが、さすが

に今までの感染者の発生状況から日本人にも理解

が得られると私は思っています。ワクチンの供給

体制は、ファイザーについては私も少し不安に思っ

ています。８月以降の供給体制について、まだ国

のほうが明確に示しておりません。あくまでファイ

ザーのほうは国次第だということになりますが、あ

れだけ全国民に打つと言っているのですから、ちゃ

んと供給はしてくれるのではないかと思っています。

　これで大体御説明できたのではないかと思いま

すし、もう時間も随分超過しておりますので、また

個別に、フロアででも御質問いただければと思っ

ております。

　ちょっと早口で分かりにくかったと思いますが、

今分かったことと今後の考え方について、私の個

人的な意見も多かったと思いますが、述べさせて

いただきました。御清聴ありがとうございました。

（拍手）

◉講師プロフィール

昭和 58 年（1983）年に岐阜大学医学部医学科卒

業後、同第一内科に入局。その後、同大学医学

部附属病院生体支援センター長、副病院長、地

域医療に関わる医師を育成・地域医療を確保する

ため設立された岐阜大学医学部附属地域医療医

学センターのセンター長を務め、2020 年 6 月から

ぎふ綜合健診センター所長。岐阜大学名誉教授。

近時は、岐阜県感染症対策専門家会議委員及び

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策調整本部

座長を務める。
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【富樫】

　村上先生、ありがとうございました。先生に講

演をお願いしたのは、大学の会議で非常に分かり

やすく御説明いただき、ぜひ、ほかの方にも聞い

ていただきたいなと思ったからです。この自治研セ

ンターは自治体の職員の皆さんが多く、医療や福

祉の関係をはじめ、一般の住民のみなさんも関心

を持っていることから、今日、この会場にお越し

頂くだけではなく、オンラインでも視聴して頂いて

います。

　もう大部分を先生にお答えいただいたので僕は

何を聞こうかなという感じですが、最初に、おとと

しの年末からの話になりますが今回の新型コロナ

ウイルスが出てきて世界に広まって、日本にも、あ

るいは岐阜にも入ってきましたが、どのように感じ

られたか、専門家の見方として聞いてみたいです。

【村上】

　ありがとうございます。ＳＡＲＳと同じように一

定の確率で人命が失われる恐ろしいウイルスでは

ないかと思っていましたが、ここまでいろいろ多

彩な全身の炎症を起こす、先ほども言いましたが

肺や上気道だけではなくありとあらゆる臓器に受

容体があり、そこでウイルスが増殖することや後

遺症が長引く急性感染症というものをほとんど見

たことがないので、例えば、はしかで 1,000 人に１

人とか１万人に１人の割合で脳死を起こして本当に

意思の疎通ができなくなる可能性もあり、危険な

後遺症がある疾患ですが、これほどまでたくさん

の人たちに多彩な後遺症が出るといったものはな

いので、本当に恐ろしいなと思っています。

【富樫】

　先ほど伝染病とその対策のペニシリンや歴史に

ついてもお話しいただきましたが、医学部の授業

などでこういう話を系統的に学ぶのでしょうか。

【村上】

　感染対策の授業はやります。というのは、特に

臨床実習の前の臨床実習入門という形で感染対

策の話をし、感染症の歴史の話もちゃんと教育は

しております。しかし、やっぱりプラクティスです

から、実践という意味では現場で臨床実習の中で、

それこそ手を洗う癖をつけるような教育をしていか

ないといけないのです、講義もやっています。

【富樫】

　大学の中でも接種していくようですが、職員も

対談●

岐阜県におけるコロナの
特徴的な状況について

ぎふ綜合検診センター所長
岐阜大学特別教授
村上　啓雄

岐阜県地方自治研究センター理事長
富樫　幸一



自治研ぎふ40

多くの学生もなかなか正しい情報を知らないとい

いますか。その点についてどう思いますか。

【村上】

　やはりなかなか広がらないというのがあります。

今、対面授業もありませんし、附属病院のほうで

作ったワクチンに対するいろいろな情報はダウン

ロードできるようになっているので、ぜひ学生全員

に読んでいただいた上で、最終的に打たない学生

が出たとしてもその人を排除するようなことのない

ようにしながら、でも一方で、できる限りたくさん

の人に接種してもらえるように御指導いただきたい

と思います。

【富樫】

　今日の講演を全学生が見ないといけないと思い

ましたが、やはりネットの情報やいろんな記事を

読むよりも専門家の先生のお話を直接伺うほうが

わかりやすいという印象を持ちました。

【村上】

　よろしければ今日の講演を使っていただいて、

それを見ないと単位をあげない、みたいに言って

よいかもしれません。

【富樫】

　僕はどちらかというと地理とかまちづくりのほう

に関心がありますが、大都市のほうがなかなか難

しいというか感染者数や、亡くなる方も含めて多く、

田舎のほうが少ないということについて、それはそ

うなのかなと思います。逆に岐阜の場合の特色と

いいますか、あるいは問題とか難しさがどの辺に

出るという点を、講演の中でも大分コメントはいた

だきましたが、もう一度伺ってもよろしいですかね。

【村上】

　１つは、やはり名古屋とのつながりということ

が大きいと思います。先ほど申し上げましたように、

名古屋に行くだけで体が汚染されているとかそう

いうことではありませんが、名古屋は人と人が密

に集まるところ、より一層飲食の楽しい場所もあ

るので、そういったところからウイルスが体の中に

入ってしまう人が多いということが一つ。それから

岐阜県は、特に美濃加茂、可児を中心として外国

人の占有率が高い。可児だったら10％ぐらいです

かね。かなりコミュニティーとして大きい。私は美

濃加茂の病院に時々行っていますが、去年の今頃

のことです。だいたいは待合室にブラジルの人た

ちが集団でいます。１人の患者さんが受診するの

にも家族が一緒に付き添っています。待合室でも

マスクをいい加減にかけていて、私どもが待合室

を歩いていくと急にマスクをかける、そういう国民

性です。だから、マスクをするなんてことはあり得

ない国民性だから広がったのかなというふうに思

いますし、宗教の面では、週に１回は必ず集まる

という習慣があること。それから、夜の飲食関係

のお仕事をしながら昼の仕事もし、昼の仕事とし

ては、先ほども述べたように介護の仕事や社会の

インフラを守る仕事をしている人もいますし、外国

人を差別するようなことがあってはならないですが、

彼らの国民性としては、あるいはその住居環境等

から考えると、非常にウイルスにとってもってこい

の住み方をしているということが２つ目でしょうか

ね。
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【富樫】

　外国の方が多いのは、この辺だとあと浜松や群

馬とか北関東に日系ブラジル人の方が多いのです

が、やっぱり同じような傾向がほかの県でもありま

すか。

【村上】

　あると思います。

【富樫】

　それから、今日聞いて非常に関心を持ったの

は、実際にいろんなケーススタディーがあることで

す。個人情報とかいろんなことがあり、県や市の

情報も非常に抑制された形でしか出なくて、何歳

の範囲でとか、市町村でどのくらい出たとかしか

我々は分かりませんが、先生は実際に御指導され

ていろいろなケースを見てこられましたよね。

【村上】

　私もそれこそ個人情報があるので全て一字一句

教えてもらえるわけではなくて、先ほどのメカニズ

ム的にどうですかという意見が来ているのでコメン

トしたりする中での情報共有という形でありますし、

県の専門家会議では必ずクラスター分析というの

をやっていて、実はここまでクラスターをきめ細か

に分析している県はないと言われているくらいです。

西村大臣にも岐阜県のクラスター分析を参考にさ

せてほしいといわれています。健康福祉部長の堀

先生が厚労省からいらっしゃり、本当に良い方で、

感染疫学が専門で、タイミング良く着任していただ

けて私たちもありがたく思っているところです。そ

の分析から、ここはこういうふうにしようという指

導をしているということで御理解いただきたいと思

います。

　夜の街は、お店を閉めていただいたことによっ

て、そこからのクラスターは随分減っています。岐

阜県は東京と違い 99.7％の店が閉めています。東

京は 20 〜 30％と聞いていますが、２〜３日前の

報道であったように、協力の得られないお店に命

令を出すようです。そういった店は本当にリスクの

高い営業形態を取っているので、その命令が出さ

れるというところもあります。

　いずれにしても、一つ一つ丁寧に情報収集して

分析されています。全てのクラスターをきめ細かく

分析する。分析するにも徹夜で取り組み、頭が下

がります。

【富樫】

　我々はむしろ工場が多いとかそういうときにクラ

スターという言葉を使っているし、もともとブドウ

の房みたいな意味で、まさか感染症のことでクラ

スターという言葉がこんなに広まるとは、思いませ

んでした。

【村上】

　そうですね。クラスターという言葉は、我々にとっ

て初めてです。アウトブレイクと言っていましたか

らね。

【富樫】

　身近なケースに戻りますが、大学だと保健管理

センターがあり山本先生たちが非常に丁寧に調査

されて、それをさらに岐阜市の保健所へ上げて県

で一緒に対応されており、その辺の御苦労をすご

く感じますが、県の対応も大変だと思います。い

かがでしょうか。

【村上】

　保健所や県では本当に少ない人数の中で、もち

ろん人員は増強していますが、ワクチン接種から

クラスター分析からＰＣＲの検査をするのも全部

保健所の職員です。分析も県の職員です。大変お

気の毒というくらい一生懸命やっています。ちょっ

と話が飛びますが、自宅療養ゼロができた一つ
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の理由ですが、やはり初めの１年ぐらい前は、感

染症指定医療機関がこのわけの分からない病気

を診るべきだろうということで、各病院とも何でう

ちが診なきゃいけないのだと言っていました。あ

の病院は何人診ているの、うちはもう３例目だけど

みたいな声が聞こえてきたので、これは手前みそ

ですが、私のアイデアで毎日どこの病院に何人入っ

たかを全病院と救急隊、県、保健所に全部情報

共有しようと。午後５時の時点で大学病院には重

症３人、軽症２人というようなエクセル表を毎日作

成し、それを数十施設のものを共有するようになっ

てからは、何も文句が出なくなりました。みんな

が頑張っているから、分かち合おうということで。

今は確かに第４波のピーク、第３波のピークは本

当にベッドがなくなりましたので本当緊張しました

が、ぎりぎりのところでセーフで、そのみんなで頑

張ろうという地域連携の力も岐阜モデルとしてはお

認めいただければありがたいなと思っています。

【富樫】

　今２つ御質問が出ましたのでそれをお答えいた

だいてよろしいですか。

【村上】

　コロナウイルスは人・人のみですかということで

すが、今の大きな感染の広がりは人・人のみです。

一部の動物にも感染し得るという報道は確かにあ

るようですが、そこからまた人、それから次の動

物というふうな、いわゆるインフルエンザのような

ことは今のところはあまりはっきりしたものがあり

ません。今後また変わってくるかもしれませんが、

人・人感染のほうがワクチンも効果が期待しやす

いので、人だけかというふうに思われるかもしれ

ませんが、そのほうが御しやすいですね。そうなっ

てほしいと思います。

　それからもう一つの質問は、小・中学生を持つ

お母さんより御相談ということで、マスクによって

体調不良を起こす可能性はありますかということ

ですが、一応、中国でマスクをしてマラソンした

子が３人ぐらい亡くなっています。あれはマスクを

したままマラソンをし、しかもマスクもこのマスク

じゃなくてＮ 95 のマスク、高機能のマスク、密着

マスクをしていた人です。そんなことしたら、これ

は体調悪くなるに決まっていますが、一般に我々

がする不織布、布、ウレタンのマスクで熱中症の

リスクが上がるというエビデンスはありません。息

苦しいですよ。暑苦しいですけれども、それで熱

中症のリスクが上がるわけじゃなくて、私としては、

十分熱中症のリスクのある日は水分を十分取って

熱中症を防ぎながら、先ほども述べたように 24

時間しておれと言っているわけじゃないので、マス

クを外していい瞬間を、安全かどうかを見極める

ような形で小学生、中学生をお母さん、お父さん、

保護者の方は指導していただきたいなと。かかっ

たらもっとかわいそうだと私は思いますし、それこ

そどうなるか分かりませんが、いわゆる性的な機

能についても小学生、中学生の段階で感染して何

らかの影響が出るかもしれないと私は真剣に思っ

ていまして、そういう意味でどの年齢も絶対かか

らないほうがいいということから、非常に個人的

なレベルですが一番できることとしてはマスクだと

思います。子どもたちの将来、末永い幸せを願う

のであれば、今マスクをつけることがかわいそうと

いうふうな考えはちょっと違うのではないかなと思

います。

　周りに人がいなければ外してもらって結構だと

思います。子どもを守るには、人と人の距離がな

いときにはマスクをする。学校の中では、部活動

のプレー中は仕方ないでしょう。その代わり、ゼ

ロリスクではありませんが、部活動をする、あるい

は施設的なスポーツクラブの指導者の方にもお願

いしたいのですが、その日の体調だけじゃなくて

２週間前の体調と２週間以内に御家族とか会った

人がコロナにならかったかとか、その御家族と会っ
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た場合は体調不良じゃなかったかということまで

一応全部聞いてチェックをする。“ぎふコロナガー

ド”という役割の人を任命し、体調チェックで問

題がないということが確認できた人だけが参加し

て、その人たちでマスクをせずにプレーするのは

いいと思います。それでもゼロリスクではありませ

んけれど。先ほども述べたようにベンチに戻って

きたとき、ミーティングをするときは、ちゃんと空

調管理とか気温も管理しながらマスクをする。そ

れが子どもを守りたいということにつながるのでは

ないかと思います。

　やみくもに暑いときはマスクをするなんて非常識

だと、実は大学病院のほうに繰り返しクレームが

入っていると聞いていますが、マスクの効用や外し

てよいタイミングを皆で理解していただくことが全

ての人を守ることにつながると思います。

【富樫】

　大学も感染者がありましたし、それから濃厚接

触も疑われて僕も検査しましたが、そういう言わ

れても、じゃあ、どうすればいいのかと。例えば

病院に相談するのか、かかりつけのお医者さんに

相談するとか、なかなかそこまでも行かないまま

になっている方が現実には多いと思います。

【村上】

　そればかりか、体調不良なのに黙っている人も

一定の数いますので、そういう方は本当に自宅か

ら出ずに 10 日間安静にしていてもらえばよいので

すが、そうでもないと思うので、ちょっとそこら辺

は本当に頭の痛いところです。感染者がゼロにな

らない理由の一つかもしれません。

　ちょっと反省することは、全てのかかりつけの

先生が親切に、ああ、自分のところでできないか

ら保健所を紹介してあげるとか、大学病院と連絡

取って検査を受けられるようにしてあげるというふ

うに言ってくれるわけではないということも理解し

ています。さらに残念なことに医療関係者の中で

も差別・偏見がある方も一定数いらっしゃいます。

ある大学で感染者が出たと。その大学の学生は

受診拒否という本当残念なケースも実際にありま

した。医療従事者は何やっているのだとお叱りを

受けてしかるべきだと思いますが、随分我々も知

見が出てきて、こうすれば大丈夫だということが

分かってきたので、そういう先生は減ってきました

が、まだ全てではないので、正しい知識と理解を

医療従事者間でしっかり展開していくことに力を注

ぎたいと思います。

【富樫】

　やはり、皆さんの一番の関心は、どのタイミン

グでワクチンの接種を受けるか。例えば職場とか

大学で受けるのは一斉に行くからいいですし、そ

れから最初は 65 歳以上、僕も今年 64 歳なので

案内が来ましたが、受けようかなと思っているうち

に職場でできればそれはそれでいいかなと思いま

すが、あともう少し若い方とか中年の方でもふだ

んは仕事がありますし、受けに行くタイミングとか

日程を取るのが難しいかなあと思いますが。

【村上】

　実はインフルエンザのワクチンは、大量に仕入

れてシーズンオフのときに大量に余るということも

ありますが、少なくともファイザーもモデルナも供

給されたものはその日に何かちょっと管理が悪くて
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数百本駄目にしたというのももちろん報道はされて

いますけど、予定されたものは全員打つようになっ

ています。その中でどうしても全員が「私も、私も」

というわけにはいかないので、接種券をもらったと

きに優先順位に自分が当てはまるか相談していた

だきたい。そうでなければちょっと順番を待って

いただけたらありがたいかなという感じがしますけ

どね。

【富樫】

　最初は電話もつながらないとかネットでも大変と

かいろいろありました。今ちょっとやっぱり少し余

裕が出てきましたかね。

【村上】

　集団接種会場では余裕があるので若い人に打っ

たりしています。スタッフに打ったりしていますけど。

自衛隊のところで相当余っていますよね。

【富樫】

　ワクチンの供給体制、国から県、市町村に下り

てきたとかあるでしょうし、それぞれの場所でとい

うこともあるでしょうけど、今後の見通しというの

はやっぱり難しいと思いますが、年内くらい、ある

いは来年にかかる間、それからその間にまた次の

波が来るかどうかですね。何かその辺、先生とし

てのお見通しとかいかがですか。

【村上】

　今年いっぱいかかると思っていましたが、非常

に早く進んでいると思います。高齢者の接種も岐

阜県は全国７位で早く進んでいますので、その分、

その下の年代の方、あるいは先ほども述べたほか

のエッセンシャルのワーカーの方たちに早くいくと、

一般のそれに相当しないような方々にも意外に早

くいくのかなと。首相が言うように、11 月辺りまで

に全部いけるかもしれません。ただ、残念なこと

に医療従事者でも100％で打っていません。希望

者は 100％接種が進んでいますがあくまで希望さ

れた方のみを分母にしての計算です。特に大病院

の方はほぼ打っていますけど、大病院の方でもど

うしても私はワクチンを体内に注入することは納得

ができないという方は、一定の数いらっしゃいます。

一般の方にはそこら辺は信じられない話かもしれ

ませんけど、それが現実です。先ほども述べたよ

うに、一般の方だと45％ぐらいしか打ちたいと思っ

ていないので、打ちたいと希望する方はもっと早く

打てるかもしれないなと思っていますが、目標は７

割が打たないといけないので、そこまで計算して

も11 月までには終わるのではないかなと思ってい

ます。そうすれば、次の年末年始を迎えるときの

次のクラスターの波はあまり大きくならないかとい

うところまでいけるかもしれません。

　ワクチンは、一応今のところ、年に１回打たなきゃ

いけないとまでのデータは出ていません。１年後

にも 90％ぐらい有効であるというデータは出始め

ています。例えば日本脳炎のワクチンだったら５年

とか 10 年に１回でいいですが、そういう形でのあ

る一定のスパンを持って、インフルエンザのように

毎年打たなきゃいけないのではと今は想像してい

ます。そうなるとありがたいなと思います。

【富樫】

　もう一つは、やはり市町村で対応が違うようで

すね。岐阜だと人口も多いですし、会場も多いで

すし、いろいろと手はあるし、逆に少し周辺部と

か中山間地域に行くとお年寄りが多い割にはなか

なか動きにくいところ、バスを出したり、それぞれ

現場でいろいろ工夫されているようですが、その

辺についてどう見ておられますか。

【村上】

　意外にそういうところのほうが人口も限られてい

て、実は若年にも全員打っちゃったというところも
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出ているはずで、それぞれだと思います。早く打っ

たからいい市町村だ、ここはちょっとまだ発展途

上だから何をやっているのだという評価は勘弁し

ていただけるとありがたいかなと。それなりに頑

張っていると思います。

【富樫】

　もう時間が押して来てしまったので、質問があ

ればこの後でも先生にお願いしてお伝えすることも

可能ですから、今日はここまでに。

　本当にたくさんの貴重な情報を教えていただき

ました。どうもありがとうございました。

【村上】

　ありがとうございました。（拍手）
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1．はじめに

　昨年（2020 年）、岐阜県地方自治研究センター

において、センター会員団体の 17 自治体の自治

体職員のみなさんを対象にアンケートを実施した。

その内訳、詳細については「行政の最前線で働く

みなさんの声」として、すでに増刊 5 号（2021 年

9 月15 日発行）でお知らせした。このアンケート

で示された職員のみなさんらの問題関心やご意見

は多岐にわたっており、どれをとっても生の声（悲

鳴、希望双方）が伝わってくるし、それぞれ検討

に値するものが多かったように思う。

　今回は、上記アンケートでも問題として指摘の

あった、市民との関係においてゆゆしき問題であ

る「クレーム問題」、「カスタマーハラスメント（カ

スハラ）」と関連する調査を紹介し、これに若干

の検討を含め示したいと思う＊1。

　クレーム問題、カスハラ問題は、コンビニでの

対応をめぐり土下座を強要したことがニュースで話

題になっていたことも記憶に新しい。学校現場で

はモンペ（モンスターペアレント）、病院ではモンペ

（こちらはモンスターペイシェント）として恐れられ、

自治体現場では「モンスター市民」が日々の業務

に支障をきたすほどになっているなど、公私とわ

ず多くの現場で、特にサービス業や窓口対応をす

る人びとにとっての大きな問題となっている。公平

公正慎重さが売りのはずの自治体業務においても、

時にはハードクレームに負け、対応を間違え、大

きな問題に発展することもある＊ 2。

　自治体の適正な業務運営を阻害する「クレーム」

は、かつてと今では状況が異なってきているよう

に思われる。かつては不当要求をするいわゆる「反

社」の人びととその主張が念頭におかれ、社会的

にも許されざる行為として認識されるとともに、不

当要求行為等対策条例の制定や、警察との協力

やその OB の方々の採用等の役所側の組織として

のリスク管理の向上もあり、また要求のスタイルが

違法そのものだったり、違法といいうるものである

ため、行政側としても、比較的、法的対応のしや

すいものと思われる（施設管理規定、庁舎管理に

関する定め等でも騒ぎ立て等の迷惑行為を禁じる

定めをおく場合がある）。

　しかし、近年では「普通」の市民の方々が、不

当かどうか判別のしがたい方法、たとえば、業務

を妨害するという目的のためだが、一見すると制

度上は正当な権利行使であったり、業務妨害の

意図はないにせよ長時間にわたり苦情を言い続け

たり要望を出し続けたりするとか、毎日のように電

話をかけてきて、業務を「結果として」妨害するな

どの行為がみられる。市民としては正義感や熱心

さのあまり出た行動だったり、納得のいくまで説

明を求めているだけの場合もあり、目的は妥当で

あったとしても業務を著しく停滞させることもある。

誰かとコミュニケーションをとりたいが、他で相手

をしてくれるところがないために役所の窓口で満足

を得る、という場合もあるともきく＊ 3。クレームを

いれた結果、行政サイドの不正や間違いが発覚し

たり、政策的改善に至ることもあると思われるの

で、全てを否定的に捉えることはできないし、行

政の決めたルールや措置に黙って従うのがよき市

自治体における市民からの悪質クレーム等について
　──アンケートの紹介に関連して

岐阜大学准教授

　特集２　

三 谷　 晋
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民というわけでなく、場合によっては声を上げるこ

とが理想的な主権者ともいえるので、クレームの

全てが悪いというわけではなく、またクレーム批

判をすることで正当な要望の自粛が生まれる可能

性もあるので、この議論は慎重に行うことが求め

られる。とはいえ、限界はあるはずで、その限界

について以下で検討していきたいと思う。

　なお、時期的に重なるが、全日本自治団体労

働組合からも 2020 年 10 月に実施された「職場に

おける迷惑行為、悪質クレームに関する調査」の

報告書が 2021 年 8 月に出されている＊ 4。この報

告書の内容も含め、以下検討していきたいと思う。

2．該当部分についての岐阜県自治研究セ
ンターでのアンケートの紹介

　まず、当センターアンケートにおいてどのような

声があったのかを示しておこうと思う。

　クレーム対応で人手や時間が大きくとられること

が示されている（①②③④⑤⑧⑨⑩）。市民に対

して対応の仕方に苦慮する方もいる（①②④⑥）＊ 5。

クレームは改善のきっかけと捉える前向きな職員も

いるとは思うのだが、余裕がないと普通はそのよ

うには思えない。組織的対応を求める声もあるが

（⑫⑮）、これは組織的対応がなされていないこと

の証左と思われる。

　上記アンケート内容は、おそらく、多くの方々

が共感する内容だと思うのだが、より詳細に自治

①クレーマー対応の難しさ。コロナ流行後、私の部署ではクレーマーが増え、市民に理解してもらえないこと
が増えた。他の業務に支障をきたすことも多く、ある程度話を聞いたら、「それ以上はできない」とつきは
なして良いのか... 難しい。

②１週間に何度も、そして1回の電話で30 ～ 40 分程のクレーマーがいる。全く担当でない話ばかりだが、
長時間丁寧に受け答えする必要があるのか。改善策は？

③毎日数時間電話してくる人がいる。
④自分が気になっていたこと（気にくわないこと）があると窓口に来て長時間居座る市民がいる。何度か訪問
するため時間をとられるが、市ではできない、分からないことでも、市民相手に強気の対応ができない

⑤窓口やTELの対応で本来の仕事ができない。
⑥パチンコなどギャンブルでお金がなくなって、生活保護など不当な要求をしてくる人への対応について。本来
どのように対応するのが良いかとても悩む（職員もモチベーションを保てず、不安が大きく疲弊が大きくなる）

⑦クレーマーや、対応時に注意が必要な人物の情報共有が弱い。口頭で伝えるだけでなく、似顔絵や特徴
や対策についての共有を行うべき。

⑧電話対応にかなり時間を取られる。臨時職員にも対応してもらっているが、それでも間に合わない時がある。
⑨毎日電話がある人への対応方法、仕事の時間がとられてしまう。障がい福祉は福祉施設との連携が不可欠
だが、異動により担当者が変わると施設側も連絡しづらくなる。専門職が必要。事務職では、対応できな
いことも多く精神的に疲弊してしまうことが多い。

⑩苦情の対応等で...1日が終わってしまうこともあり、自分に仕事が全く進まないことがある。
⑪あきらかに市民側の問題であっても、市が何とかしろという話もあり、対応に困ることも増えてきている。
⑫行政の窓口に自分の都合がよくなるように理論武装したクレーマーが来庁し、たまたま窓口対応した職員が
なにも言えず、クレーマーから厳しい言葉が投げかけられることがる。クレーマーに対して専門に対応でき
る職員がほかに自治体には存在するのか教えてもらいたい。

⑬行政に頼らない、市民が自分で考え、自分で行動するよう意識付けする必要がある。公務員に対する風当
たりが強いこと。

⑭公務員というだけで文句を言われたりする。
⑮クレーム対応やすぐやる対処など、当市には対応力がないため、他自治体の事例を見てみたい。
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労本部の方で悪質なクレームについて調査がなさ

れており、8 月にその報告書があがっているので、

それも以下に示しておこうと思う（全日本自治団体

労働組合「『職場における迷惑行為、悪質クレー

ムに関する調査』報告書」）。

3．全日本自治団体労働組合（自治労）「『職
場における迷惑行為、悪質クレームに
関する調査』報告書」

　厚労省から 2020 年 1 月にパワハラ指針（「事

業主が職場における優越的な関係を背景とした

言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべ

き措置等についての指針（令和２年厚生労働省告

示第５号）」）が示され、その中にカスハラに関し

て「顧客等から著しい迷惑行為により就業環境が

害されることがないよう配慮する」よう求められて

いたことをうけ、自治労本部は、その実態を調査

するため、16 県本部（岐阜を含む）等に依頼をし、

14,213 人の方から回答をえたものを集計・分析し

ている。この調査報告書からカスハラの状況とそ

の数字をいくつかひろいあげてみよう。

⑴迷惑行為・悪質クレームの割合、職場、状況

　まず、過去３年に住民から迷惑行為や悪質ク

レームを受けているかという問に対して、受けたこ

とがなく職場にもいないとした回答は 22.8％ある

ものの、4 割以上が受けていると回答し（日常的

に受けているとする者が 3.7％）、自分ではないが

職場で受けた人がいると回答した人は 30.3％と合

わせると 7 割を超える＊ 6。このうち迷惑行為・悪

質クレームは「一人仕事」の場合に多く発生してい

るようである＊ 7。

　迷惑行為・悪質クレームを受ける職場というこ

とでいえば、生活保護の現場がダントツで（95％

が自己または周りが迷惑行為を受けたとする）＊ 8、

児童相談所（同 87.5％）など福祉現場でその傾

向が強いが、病院、清掃関係では約 7 割、図書

館業務でも約 5 割が経験をしているようである（い

ずれも自己及び周囲）。

　受けた行為別でいえば（自己及び周囲で受けた

とするもの）、暴力行為（14.3％）、弁償・金品の

要求（12.5％）、ストーカー行為（6.7％）、セクハ

ラ（9.7％）、職員や職場の写真の公開（4.7％）も

あるが、多いのは、大声・罵声・脅迫・土下座の

強要（52.8％）、暴言や説教（63.7％）、長時間の

クレームや居座り（59.8％）、複数回に及ぶクレー

ム（58.7％）、担当者の交代や上司との面談の要求

（55.7％）、勤務先への投書や苦情（47.2％）とあ

る。当然こうしたクレームを受けるとストレスにさ

らされる（65.7％）＊ 9。

⑵クレーム等の内容

　自由記述の部分は当センターで実施したアン

ケートと同じ内容のものも当然あるが、クレームに

おされて本来出すべきでない短期間の保険証を交

付したとも受け取れる記述もあり、また、「議員が

住民と一緒に来て、条例上どうにもならないことを、

「私は市議会議員ですが、何とかしてください」と

いわれた。「議員です」の一点張りで困った。し

かし条例上無理な話なのでひきさがられた」とい

う笑えない話もある＊10。

　同じ話を長時間にわたり行う者に対して警察に

介入してもらうが具体的な罪がないとしてその後も

窓口に来て同じことを繰り返す人もいるようである。

　こうしたクレーマー事案を弁護士に相談し、沈

静化したというコメントもある＊11。

⑶迷惑行為・悪質クレームの発生する理由と繰り

返される迷惑行為・悪質クレーム

　迷惑行為等の発生する理由について、職員は

次のように考えている。多い順に、①不満やスト

レスのはけ口（61.1％）、②公務サービスへの過剰

な期待（54.1％）、③住民のモラルの低下（37.9％）、
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④住民の権利意識の高まり（37.6％）、⑤公務員

や公務労働の軽視（35.5%）、⑥煩雑な書類申請

や手続への不満（20.8%）、⑦慢性的な職員不足

（13.2%）、⑧職務能力低下によるサービスの悪化

（4.9％）である。

　また迷惑行為や悪質クレームをする人は、9 割

弱の職員が何回も繰り返す人がいるとし（88.4％）、

ほとんど同じ人が繰り返すとしている割合も

23.3％にのぼる＊12。クレーム発生の職場としては、

生活保護（41.6％）、保育所・児童館・幼稚園の

福祉・教育関係職（38.6％）、図書館等行政管理

施設（30.1％）等となっている＊13。

⑷対応状況

　悪質クレームへの対応は、一人で行う（26.6％）、

同僚と複数（34.5％）、上司が代わりに対応してい

る（29.5％）、同僚と一緒に又は上司が対応（64.0％）

となっている。一人での対応に多い職場として公

共交通（37.3％）、病院事務・技術職（34.6％）、

生活保護（31.6％）、福祉行政（27.1％）、となって

いる＊14。

　職場からのサポートの状況は、住民対応を

手伝ってくれた（72.3％）、アドバイスや励まし

（61.7％）、サポートされていると感じる（40.7％）、

仕事の姿勢等を評価してもらった（13.1％）とある。

逆に住民対応を手伝ってくれない（7.2％）、仕事

のやる気や能力を疑われた（3.6％）、職場での

孤立化（1.3％）となっていて、割合としては低い。

総じて職場としての対応はまずまずのように思える

が、こうしたクレームに嫌気がさして退職する人が

いてもこの割合にふくまれないので、実際はもう少

し増えるのではないか。

　職場別でみると、先に示したように、一人での

対応に多い職場として公共交通（37.3％）、病院事

務・技術職（34.6％）、生活保護（31.6％）、福祉

行政（27.1％）と改善すべき職場も多いことがわか

る＊15。

　こうしたクレームを受けた際、相談する先は、

同僚・先輩（77.0％）、上司・管理職（72.8％）、家

族（23.7％）、友人・知人（11.3％）、と多くを占

め、残念ながら労働組合は（3.4％）＊16、ダメー

ジが大きかったのか精神科・心療内科等の医療

機関も若干ある（2.1％）。その他、勤務先の相談

窓口（1.3％）、勤務先の外部の中立的専門機関

（0.5％）、相談できる窓口はない（1.5％）、誰にも

相談しなかった（4.3％）であった＊17。

⑸ストレスの状況と休職者・退職者

　迷惑行為や悪質クレームを受けた者は、強いス

トレス（65.7％）を受ける。職場別でみると、児童

相談所（81.5％）、保健所の医療関係職（79.9％）、

病院（76.0％）、保育所・児童館・幼稚園（74.2％）、

公共交 通（71.2％）、図書館等行政 管理 施設

（70.2％）、日本年金機構（70.2％）、協会けんぽ

（70.0%）である＊18。

　ストレスの影響は、特に変化なし（25.2％）とい

う猛者もいるが、出勤が憂鬱になる（57.3％）、仕

事に集中できなくなった（44.2％）、眠れなくなっ

た（21.6％）、休職しようと思った（7.5％）、退職し

ようと思った（7.2％）、うつ病等になった（2.1％）、

休職した（0.6％）である。当然、強いストレスを

受けると、軽いストレスに比べダメージも大きくなる

（倍以上）＊19 。

⑹取り組み

　上記のような悪質クレームや迷惑行為に対して、

職場はどのような基本姿勢でのぞむべきか、と

いう問いには、逸脱行為なので毅然と対応すべき

（54.2％）、業務として我慢（44.8％）、クレームも

業務の範囲内と考える（36.3％）、方法は問題だ

が住民の貴重な意見と考える（27.1％）となってい

る＊ 20。半ば諦めている割合が多いことがわかる。

　実際の対策としてはどういうものがあるのか。取

り組みは特にない（21.2%）もあるが、職場のサ
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ポート体制づくり（22.6％）、住民の意見等を反映

する仕組み作り（22.6％）、対策マニュアルの策定

（22.2％）、指針の策定（15.4％）、住民との対話ス

キル向上（14.5％）、職員相談窓口の開設（12.6％）

とつづく。防止条例等の策定（1.6％）はわずかで

ある。

　今後取り組むべき対策としては、職場のサポー

ト体制作り（38.9％）、被害を受けた職員のケ

ア（38.6％）、対策マニュアル策定（27.3％）、対

策指針策定（21.1％）、対話スキル向上（20.8％）、

防止対策の明文化（19.6％）、防止条例等の制

定（19.3％）、住民要望に対応した職務能力の向

上（16.7％）、住民への広報や啓発キャンペーン

（15.5％）、職員相談窓口の開設（14.4％）、住民の

意見等を反映する仕組みづくり（13.3％）、勤務先

の責任の明文化（12.4％）とつづく＊ 21。自由記述

欄においては、自治労が実施した調査であるので

組合に対する要望（労組による、サポート体制の

構築、実態把握、相談窓口の設立）等もあるが、

安全衛生委員会等の活用、講習会開催、そして

法的対応の必要性に言及する意見もあった。法的

対応の必要性は、条例制定も含まれるであろうが、

弁護士を含めたクレーム対応のチームを作るべき

であるとか法的に対抗するノウハウの獲得、など

も言及されている＊ 22。

4．事例

　悪質クレーム・迷惑行為は、刑事罰の対象とな

る行為であればともかく＊ 23、通常はそこまでいか

ず、対応に苦慮することになる。どういう対応が

可能かを場合分けして考えてみたい。

　よくあるケースでいえば、①違法・不当に圧力

をかける、②制度の濫用、③悪意をもって職員を

攻撃する、④窓口で解決の糸口がないのに長時

間居座る（長時間の電話で職員を拘束する）、とい

うものが典型例であろうが、対応としては①から

④に向かうにつれて難しくなるように思われる（重

複・関連するが）。

　例えば①は、いまでは「不当要求」として認知

されていて、不当要求行為等対策条例（羽島市等）

や岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関す

る条例（岐阜市）などがあり、暴排条例ともあわ

せ組織の対応もそれなりに整備されている（岐阜

市は条例の手引きや「悪質クレームに係る現場対

応研修マニュアル」もある）。概ね対策はできて

いるのではないかと思われる。

　次に②制度の濫用については、情報公開制度

を用いて他の事務処理に著しい支障がでるほどの

大量開示請求がなされ、行政側が権利の濫用事

案として拒否したものが訴訟になるというものが

典型である＊ 24 。しかし、権利の濫用かどうかは、

客観的基準が確立しているわけではないことから、

請求権者の請求の多さや対象の広さだけが問題と

なるわけではなく、請求者の人となり、請求時の

態様、その意図・主観が悪意をもっているかどう

かも重要となってくる。そうするとこうした請求者

の人的評価によって差別的な対応がなされる可能

性があるなどのリスクもあると指摘されている＊ 25 。

以下で事案についてみておきたいと思う。

②制度の濫用の事例

　──情報公開制度の悪用・濫用を例に

⑴権利の濫用のハードル

　市民によるいきすぎた制度利用に対して、例え

ばもたらすことが多い情報公開の大量請求につい

て、権利の濫用であるとして拒否処分、事例は少

ないが差止め、損害賠償請求をして対抗すること

がある。以下で紹介しておこうと思う。

　まず、権利の濫用を認めるのに慎重な裁判例と

して、たとえば東京地判平 15 年 10 月 31日（情報

公開法の事案）を確認しておく。

　この事案において、行政側は、本件開示請求

に対応のために、仮に情報公開作業だけの職員１
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名で１日８時間全く休憩なしの同じ作業効率で作

業を進めた場合でも、９か月以上かかり業務に著

しい支障を来すのみならず、他の情報公開請求に

対応する余裕がなくなり、かえって法の立法趣旨

が没却されることから、開示請求は権利の濫用と

認められるべきであり、不開示処分が妥当である

と主張した。これに対して裁判所は、情報公開法

においては、著しく大量の文書の開示請求であっ

てもそれを理由に不開示とする旨の規定がなく、

また、開示期限の延長を行うことで通常業務と並

行的に順次開示手続きを進行させていくことが想

定されているから、開示請求文書の開示に相当な

時間を要したとしても、大量請求のみを理由として

開示請求権の濫用として開示請求を拒むことは原

則としてできないとする。そして開示請求に係る行

政文書が著しく大量である場合又は対象文書の

検索に相当な手数を要する場合に権利濫用として

不開示とすることができるのは、請求を受けた行

政機関が平素から適正な文書管理に意を用いてい

て、その分類・保存・管理に問題がないにもかか

わらず、開示までに相当な手数を要し、当該機関

の通常業務に著しい支障を生じさせる場合で、開

示請求者が専らそのような支障を生じさせることを

目的として開示請求をするとき、より迅速・合理

的な開示請求の方法があるにもかかわらず、その

ような請求方法によることを拒否し、あえて迂遠

な請求を行うことにより当該行政機関に著しい負

担を生じさせるような、ごく例外的なときに限定さ

れる、とする。要するに、通常業務の著しい支障

を来すことと、目的（ここでは「支障をもたらすこ

とが目的」）、が重視されている。このほか、当然

であるが、文書が特定されていることも前提とし

て重要である。

　上記判決とは異なり、権利の濫用を認めた事

案もある。対象文書が数百万枚と余りに膨大で

あっても対象文書が特定されていないとはいえな

いが（つまり特定されてはいる）、処分庁の通常業

務に著しい支障を生じさせ、その対象文書の廃棄

を阻止するという情報公開法の趣旨・目的に沿わ

ない等を理由に権利濫用を認めた事案（東京地判

平 23 年 5 月 26 日＊ 26）、過去 3 年分の国庫補助

金受け入れ事業の経費使途が明らかになる文書に

ついても、対象文書が大量、極めて膨大な事務量、

請求件数を絞る方法等の提案の拒否等を理由に

権利濫用を認めた事案（横浜地判平 14 年 10 月

23 日）、特定年度の特定課の書類全てという請求

（段ボール約 120 箱分）は特定されているとはいえ

ないとした事案（東京高判平 23 年 7 月 20 日＊ 27）

等がある。これらは、どちらかというと大量請求

に比重が置かれた権利濫用認定であったと考えら

れる。

　大量請求の点もさることながら、制度の趣旨・

目的の逸脱の例として、次の愛知県の事案が好例

であろう。窓口対応をした行政にとっては相当ハー

ドな現場であったことがうかがえるので紹介してお

く（名古屋地判平 25 年 3 月 28 日、名古屋高判平

25 年 10 月 30 日＊ 28 ）。

⑵愛知県の事案――権利の濫用を理由とした開

示拒否処分

　この事案における請求者（X）も大量請求をし

ていた。愛知県庁全体の請求に占める割合も含め

て示すと、平成 17 年度（7 件・10％）、18 年度（22

件・12％）、19 年度（217 件・40％）、20 年度（88

件・35％）、21 年度（413 件・82％）、22 年度（575

件）である。またその際、開示請求書一通あたり

多数の項目の列挙、複数の課や出先機関に関連

する行政文書を横断的・網羅的に対象としており、

件数以上の負担もあった。

　こうして請求をした文書を X は、開示か不開示

（一部不開示含む）の決定の前に取り下げたり（行

政側のそれまでの作業が無駄になる）、開示決

定された文書を閲覧することがほとんどないとい
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う状態であった（愛知県は請求に費用はかからず、

コピーの際にかかる。X はコピーもしないので費

用はかからない）。

　その他の事情も示すと、X は自分を特別支援

教育に関与させることを求め、特別支援学校の女

性管理職に写真撮影をせまり、特別支援教育の

専門家のA 教授に面会を求め、その交渉材料と

して大量開示請求をしていた。愛知県がA 教授と

の面会の機会を設けたところ、X はいったん請求

中の開示請求と不開示決定の異議申立てを取り下

げたが、しかし、このA 教授から特別支援学校

に頻繁に訪問していることを注意されたことをきっ

かけに、愛知県の職員の中に X 氏が特別支援学

校の訪問をA 教授に伝えた者がいると考えるよう

になり、個人情報の漏洩を主張し、大量開示請求

を再開する。

　これに対する行政側の業務としては、平成 21

年 9 月時点で約 6 万 5000 枚の文書検索、約 6

万 1700 枚の文書検索後のチェックが必要であっ

たし、これら作業のため1200 時間以上の作業時

間が必要とされ、9 月上旬では県職員 3 名が作業

に専念することになった。平成 21 年度は 400 件

以上の請求がさらに上乗せされることになり、一

連の作業を経て開示決定をするには平成 27 年に

なることが見込まれていた。平成 22 年度には 575

件の上乗せがあった。またいったん不開示となっ

たものについては訴訟も提起していたが、平成 22

年度からX は不開示決定の取消し訴訟を毎週起

こすようになり、平成 21 年 11 月 30 日から平成

24 年 9 月18 日までのX が愛知県に提起した訴訟

は 68 件であった。

　以下判決である。すなわち、

「極めて大量の行政文書を対象とする膨大な

数の開示請求が 1 人の開示請求者によって行

われるということ自体、本件情報公開条例や

本件個人情報保護条例が想定している開示

請求とはおよそかけ離れた利用形態」であり、

「地方公共団体が…情報公開事務に充てるこ

とができる人員や予算には自ずから一定の制

約があることに鑑みると」本件における状況

は「本件情報公開条例や本件個人情報保護

条例が前提としている開示請求制度の維持、

運営そのものを危うくするものであり、その原

因がひとえに原告 1 人の開示請求にあること

は、本件各開示請求の適否を考える上で無

視し得ない重要な考慮要素である」とし、上

で述べた事情を考慮した上で、

「本件のように、極めて大量の行政文書を対

象とする膨大な数の開示請求が繰り返される

状況下においては、対象文書の特定が不十

分な場合にとどまらず、請求内容が不明確で

あったり、形式的にはあまりにも大量の文書

が対象文書に該当してしまうような場合にも、

実施機関が開示請求書の補正依頼を行い、

これによって請求者の真意を確認したり、真

に開示の必要な行政文書に対象を絞ってもら

うよう要請するといった働きかけをすることも

許容されるというべきである。ところが、原

告は、合理的な理由もなく処分行政庁の補

正依頼を拒否し、これに応答しなかったもの

であって…原告の開示請求の回数、分量、内

容、態様や処分行政庁の人的、物的制約等

をも併せ考慮すると、処分行政庁の本件各

開示請求に対する対応は、無理からぬところ

であった」

「これら諸事情に照らすと、一連の開示請求

の一環としてされた本件各開示請求は、本件

情報公開条例や本件個人保護条例の定める

開示請求制度の趣旨から乖離し、社会通念

上相当と認められる範囲を逸脱するものであ

ることは明らかであり、権利濫用に該当する

というべきである。」との判断を示したので

あった。
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　この事案では、開示請求の意図は不正な動機

に基づいていることだけでなく、開示請求の態様

（大量、特定に応じない、閲覧すらしない等）も

考慮され、権利の濫用と判断されたといえる。し

かし、この事例は、情報公開制度において権利

の濫用を理由とした拒否処分が可能である、とい

う位置づけにすぎない。

⑶大阪市の事例――濫用的な開示請求をふくむ

迷惑行為の差止め・損害賠償の事案

　窓口における迷惑行為や悪質クレームそのもの

の差止めや損害賠償等は可能であろうか。大阪

地判平 28 年 6 月15 日＊ 29 は、権利濫用的な情報

公開請求等を通じて行政の業務を再三妨害した者

（Y）に対する差止めと損害賠償とを認めた事例で

ある（Yの情報公開の結果、市の不適正な費用負

担や使用料処理などが発覚したこともあったが）。

以下それを紹介しておこう。

　Y は、過去にも窓口対応をした職員に怒り暴行

したため公務執行妨害の判決を受けているのだ

が、その後、濫用的な情報公開請求と、対応の

仕方が気にいらない職員の、採用から現在の経

歴、略歴、出退勤状況がわかる文書等の情報公

開請求で得た経歴情報に基づいて、

「あなたの略歴きいたわ。…もう大体わかったから、

あんたの大体人間性が」、

「高校出の人は大きな間違いをするから、おれ、

かちっとくんねや」、

「高卒のな、おまえ、俺は高卒大嫌いやねん、ほ

んまに」

「高卒女のな、浅知恵や言うねや」との発言をした

り、窓口対応の職員に、

「お前には能力がないから辞めてしまえ」などと発

言をしていた。

　こうした暴言だけで済むはずもなく、公開され

た文書について独自見解に基づく意見を延々繰り

返し述べるため対応に一回一時間以上要していた

ようであるし、交付された文書に誤記等があれば、

内容に影響のない些細なものであっても頻繁に電

話をかけ、誤記等を指摘、謝罪要求、罵声を浴

びせていた。

　その他、情報公開やそれ以外の事項について

質問し回答を求め（防犯パトロール中の職員がガ

ムを噛んでいたことを非難しその職員の氏名の報

告を求める、特定の職員の弁当ににんにくが入っ

ている理由、特定の職員が長袖を着用している理

由に回答を求める、職員が折り返し電話をする約

束の前に早く電話をかけてきた理由の回答、区長

が使用したキャッチフレーズをパクリと指摘し回答

を求める等）、頻繁に電話をするとともに（平成 24

年 4 月 3 日から同年 8 月 30 日までの間に 95 回、

所要時間は合計 23 時間）その対応を特定職員に

執拗に求め、対応する職員の学歴を理由に罵倒、

容姿を理由に侮蔑的発言、大声での暴言、脅迫

的発言などを繰り返していた。当然、大阪市の職

員らは情報公開の対応に追われるだけでなく、精

神的苦痛、体調不良を訴える者も出てきていた。

　大阪市は Y に対して、大阪市及びその職員に

対して、架電、面談の強要、大声、罵声、回答・

交渉の強要、濫用的情報公開請求の禁止を求め

仮処分（平成 24 年 12 月 28 日決定で認容）、差

止め、そして法人の受けた損害の賠償を求めるこ

ととなった。

　この事案は、迷惑行為・悪質クレームを直接受

けた職員ではなく、法人たる地方自治体が差止

め・損害賠償を求めたというところに特徴がある。

この点、裁判所は、法人の業務は、固定資産・流動

資産の使用を前提に、その業務に従事する自然人

の労働行為によって構成されており、法人の業務

に対する妨害がこれらの資産の本来予定された利
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用を著しく害し、かつ、業務に従事する者に受忍限

度を超える困惑・不快を与えるときは、法人の財産

権侵害・法人の業務に従事する者の人格権の侵害

と評価できるとし、法人が業務従業者に受忍限度

を超える困惑・不快を生じるような事態を避けるよ

う配慮する義務を負っていることに加え、業務妨

害が犯罪行為として処罰対象とされていること等

に鑑みると、法人が現に遂行・遂行すべき業務は

法人の財産権や業務従事者の人格権を包含する

総体として法的保護に値する利益（被侵害利益）

に当たる、とした。ついで、この法人に対する業務

妨害行為が当該行為者の権利行使として相当と認

められる限度を超え、法人資産の本来予定された

利用を著しく害し、法人の業務従事者の受忍限度

を超える困惑・不快を与えるなど、業務への支障の

程度が著しく、事後的な損害賠償のみでは法人に

回復困難な重大な損害が発生すると認められるよ

うな場合には、損害賠償だけでなく平穏に業務を

遂行する権利に基づいて差止めも可能、としたの

であった。そしてこの市民は、情報公開制度と付随

する権利行使として種々の問題行動を起こしてい

るが、それらは頻度・態様は正当な権利行使とは

いえないとされ、繰り返しの蓋然性も高いというこ

とから、損害賠償だけでなく差止めも認められた。

　この事案は、自治体が業務妨害をした者に対

する損害賠償・差止めを認めた初の事例とされて

いる＊ 30。通常の法人の業務妨害に関しては、「平

穏に業務を遂行する権利」に基づいてすでに判

例で不法行為に基づく損害賠償・差止めが認めら

れている。例えば保険金請求の交渉で保険会社

に多数・長時間の架電をしたことが問われた事案

（三井ダイレクト損保事件東京高判決平 20 年 7月

1日＊ 31）や、執拗な架電・訪問の差止め事案であ

る日弁連事務局事件（東京地判平 19 年 7月 20 日
＊ 32）、労組の大学入試試験日の情宣活動の差止

め事案（明治大学事件東京地判平 26 年 6 月10

日＊ 33）などである。本件のような自治体の行政実

務においても、これら民間の法人と同様に、平穏

且つ適正に遂行する権利があり、それらを損なう

ような事態が生じた際には目的・態様・被侵害利

益の程度等の事情が考慮され、市民の権利行使

に制約がかかることが認められるのである＊ 34 ＊ 35。

⑷権利濫用の判定基準等

　この権利の濫用は一般法理と考えられており、

したがって規定がなくても拒否理由にできるとこ

ろではあるが、情報公開制度において、条例で

濫用的な請求は拒否処分をすることができると定

めるところがある（情報公開法でも一時規定を導

入することが考えられたようであるが見送られてい

る）。国も審査基準として定めてはいる。

　総務省は、権利濫用に当たるか否かの判断は、

「開示請求の態様、開示請求に応じた場合の行政

機関の業務への支障及び国民一般の被る不利益

等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲

を超えるものであるか否かを個別に判断して行う」

こととされ、「行政機関の事務を混乱又は停滞さ

せることを目的とする等開示請求権の本来の目的

を著しく逸脱する開示請求は、権利の濫用に当た

る」としている（行政機関の保有する情報の公開

に関する法律に基づく処分に係る審査基準の第

1-2（6））。

　自治体レベルでは、権利の濫用に対して一般規

定として条例で定めをおくところもあるが、さらに、

（あ）大量請求（開示請求により通常業務の遂行

に著しい支障がでるほど：千葉県、静岡県、愛知

県、三重県など）、（い）行政の停滞を目的（三重県、

愛知県、群馬県など）、（う）得た情報の不適正使

用するおそれ（千葉県）、のように権利の濫用の具

体的な態様を審査基準で示すところもある。

　（あ）に関して、大量請求によって期限延長規

定を大幅に超過する期間が必要な場合に権利濫

用とする指針が多く、大量であるかどうかの基準

としては「特定の部局が保有している文書全て」
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等の請求がこれに該当する。また兵庫県では職員

一名が請求の対応に専念しても対象文書の公開

の諾否の決定等を行うまでにおおむね一年以上の

期間が必要となる、という点を基準にしている（兵

庫県権利濫用請求の取扱指針）＊ 36。（い）は、請

求はするが正当な理由なく閲覧をしない（あるい

はごく一部の閲覧にとどまり自己の主義主張を述

べ続ける）行為を繰り返す者からの請求、正当な

理由がないのに同一の公文書の開示を繰り返す、

特定部局に集中して請求するなどして実施機関の

事務遂行能力を著しく減殺させることが目的であ

る、開示請求で得た情報を特定の職員の誹謗中

傷のために内容を加工してインターネットで公表す

る意図が発言等から認められる、という場合があ

げられている＊ 37。さらに、大量開示請求があった

場合には、文書の絞り込み等、請求者に協力を

求めるための手順を定め、この手順によっても協

力が得られない場合に十分な理由の提示とともに

非開示決定とするものもある（兵庫県指針）＊ 38 。

　その他、予防措置として、手数料を徴収する（国

も含め）ということもありうるが＊ 39、人と関わりを

持ちたいがために請求を繰り返す人以外に対して

は、あまり効果はないように思われる。

④窓口で解決の糸口がないのに長時間居座る（長

時間の電話で職員を拘束する）

　先に③に関して大阪市の事例をあげた。その事

例でも長時間職員を拘束する、ということがあっ

たが、ただ単に拘束するのではなく、情報公開の

大量請求、職員への恫喝、いやがらせ、種々の

問い合わせの回答の強要等、社会通念上も逸脱

した行為を繰り返していたのであった。

　では、そうした態様なく、ただ長時間、何度も、

窓口に来て納得しないままそこに居座る市民に対

してはどうするか。事例としては、④が問題の解

消が難しいものと思われる。悪意なく（善意のとき

すらある）、市民が行政の措置や説明に納得がい

かないものを納得いくまで説明してもらおうとする

こと自体は悪いことではなく、行政としては権限

行使（不行使も含め）に一定程度の説明責任があ

る、と思われるので無碍に追い返すことが出来な

い（こうした市民のおかげで住民訴訟は成り立ちう

る）。

　たしかに例えば岐阜市の「職員の公正な職務の

執行の確保に関する条例」の 2 条（6）には不当

要求行為の定義・内容として、そのオには「社会

的相当性を逸脱する手段を伴う行為」、カ「職員

の公正な職務の執行を妨げることが明白である行

為」が示されており、これらに暴行・暴言などが

はいることは当然として、居座り行為、電話／手

紙で対応を執拗に求める行為等も含まれると「条

例の手引」には示されている。が、これらは暴力

性のない状態でなされたときに、直ちに現場で「不

当要求行為」がある、とは言いがたいときもあろう。

　ある役所の職員は、ほぼ毎日、深夜まで福祉

の申請者から、なぜ求めるサービスを受けられな

いのか、なんとかしてほしい、役所ならなんとか

すべきであるという趣旨の苦情・相談を受けてい

たが、職員の側でわかりやすく説明したとしても

わかってくれず、申請者が飽きて（あるいは眠くなっ

て）帰るのをただひたすら待つ、という日 を々送っ

たという。または、ある大学の教員（OBOG 含む）

のような専門性のある人が自治体の諸政策のアカ

デミックな観点からクレームをつけ、なんども窓口

にきてご指導くださる、ということも伝えきく（同

僚であったら申し訳ない、ような気もする）。もし

かしたら行政ニーズの掘り起こしや、よりよい行

政施策の気づきのチャンスかもしれないが、対応

する職員からすれば自分や法制度上どうすること

もできないことであるし、こういうお客に対しても、

真摯に向き合うことが行政に求められるとは思う

のだが、その分、自分の業務ができない。

　こうしたクレームは、訴訟等に踏み切ることに

躊躇するであろうから、組織的な対応としては、
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こうした市民対応の専任職員（対応に長けた OB）

や組織内弁護士をおくとか、組織（オンブズマン・

オンブズパーソン制度）をつくっておき＊ 40、そこ

に集約するという仕組みもあるのではないか。

5．むすびにかえて

　今回、アンケートの中でも関心のもたれていた

いわゆるクレーマーについてみてきた。アンケート

の紹介以降は、情報公開での対応について判例

を中心にみることになった。大量請求については

岐阜県内でも起こりうることで、例えば安八町が

大量の情報公開請求を受け苦慮した結果、請求

者（町民という）に対して差止めと損害賠償（1000

万円）を求め、大垣簡易裁判所に調停を求めた

ものがある（2020 年 12 月）＊ 41 。他にも、とある

自治体においては一人が何度も同じ請求をするの

ではなく、もう少し巧妙に、請求者本人とその者

に関係のある者数人でほぼ同じ請求をするスタイ

ルでいくつもの公開請求をしているともきく（しか

し少しずつ各請求は文言が異なるという念の入り

ようで、拒否処分後の不服申し立てにおいて答申

案を作成する際に事務局・審査会は苦労したと聞

く）。こうした、自治体業務の停滞を目的とする嫌

がらせ請求もあるが、情報公開請求に関係する部

局の職員らは黙 と々処理することに徹しているよう

である。

　情報公開以外にも、土岐市図書館で高圧的な

態度をとる利用者に対して改善を求めたものの改

善されず、逆に大量の図書の借り出し（1日で 153

冊）などをし業務を停滞させたとして、無期限入

館禁止処分としたことに対して、2021 年 7月 21日

岐阜地方裁判所において土岐市のこの対応が違

法と判示されたとのことである（私見では、入館

禁止でなく、図書の貸借禁止とか、無期限でなく

一定の期限を区切る、とすべきだったし、大阪の

情報公開の事例のように民事の差止め等をすれば

よかったと考える）。現場としてはやむにやまれぬ

仕儀、であったと推測する。

　こうした行政の業務の全体としての遂行を著し

く妨げる市民による権利の濫用的な行使に対して

は、拒否処分、利用停止（土岐市の事案はまだど

うなるか不明だが）、差止め、損害賠償等の手段

で是正を図ることは可能である。しかし、現場で

直接の被害を被るのは公務員個人である。攻撃に

さらされた個人への配慮は、民間では企業にカス

ハラ対応に関する安全配慮義務があることが判例

上もしめされており、また自治体現場でも自治体

が法人としての行政の安全配慮義務としても位置

づけられている（大阪市クレーム事案での判示の

ように）＊ 42。そうであれば、クレーム対応のマニュ

アル、研修、仕組み作り等は組織としての責務で

あり、組合としても重要事項としても取り組む必

要がある。また自治労アンケートからもわかるよう

に、ギリギリの人員で業務を回している部局にな

ればなるほど（とくに一人仕事の場合）、カスハラ

を受けやすい。もはや体制、スキル向上だけでな

く、そもそも論としての人員の増強をはかる必要が

あると考える。
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後注

＊1　カスハラ問題については、NHK クローズアップ

現代＋などでそのメカニズム等が報道されているが、

この番組取材班による一般向け書籍として、『カス

ハラ――モンスター化する「お客様」たち』（文藝

春秋、2019 年）がある。自治体窓口のカスハラと

問題の背景や行為の態様等は重なることがわかる。

また 2019 年にはパワハラ防止法（改正労働施策総

合推進法／正確には「労働施策の総合的な推進並

びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律」）が制定されている。関連するところで

は 2019 年成立の女性活躍推進法等改正における

付帯決議で「近年、従業員等に対する悪質クレーム

等により就業環境が害される事案が多く発生してい

ることに鑑み、悪質クレームを始めとした顧客から

の迷惑行為等に関する実態も踏まえ、その防止に向

けた必要な措置を講ずること。」とされている（令和

元年 5 月 28 日参議院厚生労働省委員会付帯決議

第 12）。この改正法及び悪質クレーム対応の紹介と

して、松井健・松﨑基憲「最新労働法解説 悪質ク

レームの実態と対策の重要性 : 顧客等によるハラス

メントに対面する労働者をいかに守るか パワハラ防

止措置の義務化と企業対応」労働法学研究会報 71

（14）4 頁（2020 年）参照。なお、自治体現場では、

令和 2 年 6 月1日時点ではパワハラ防止に関する必

要な措置が講じられていないことが指摘されていた

（令和２年 10 月２日付け「地方公共団体におけるパ

ワーハラスメント対策の取組状況について」（総行女

第 40 号）で指摘されている）。

＊2　千葉県野田市で起きた両親による小学生の虐待

死事案（2019 年 1 月 24 日）では、児童が親から

虐待を受けているとのアンケートの情報を教育委員

会が父親の圧力に負けて渡してしまっていたことも

問題とされていた。参照、朝日新聞デジタル「校長、

心愛さんの父に「念書」　情報開示を約束させられ」

2019 年 1 月 31日記事。

＊3　どのような状況でどのような人びとがハードクレー

マーになるのかについて、参照、前掲書（注1）中「ク

レーマーたちの実像」77頁以下。また、こうした事態

にも対応すべく各自治体では接遇マニュアルが作ら

れている。例えば 美濃市「接遇マナー向上マニュ

アル『おもてなし』」（苦情対応は16-7頁）等。さら

に、岐阜市では、「岐阜市職員の公正な職務の執行

の確保に関する条例」やその「手引き（逐条解説）」、

「悪質クレームに係る現場対応研修マニュアル」や

「行政事件介入暴力等対策マニュアル」も用意され

ている。

＊ 4　なお民間でも悪質クレーム案件について全国繊

維化学食品流通サービス一般労働組合同盟（UAゼ

ンセン）が 2017 年と 2020 年に全国調査を行って

いる。UAゼンセン流通部門「悪質クレーム対策（迷

惑行為）アンケート調査結果」（2017 年）、松井・

松﨑「解説」前掲（注 1）等参照。

＊ 5　ある公務員の方からは、深夜まで窓口に居座り

つづける市民になかなか帰ってもらうことができず、

市民がトイレにたった間に帰宅するという話もうか

がったことがある。それが連日ともなると心身に不

調を来しかねない。

＊ 6　全日本自治団体労働組合「『職場における迷惑

行為、悪質クレームに関する調査』報告書」20 頁。

＊ 7　同報告書 21 頁。

＊ 8　同報告書 22 頁。

＊ 9　同報告書 61-2 頁。

＊10　同報告書 34 頁。なお、全国市民オンブズマ

ン連絡会議は、全国の自治体を対象に、地方議員

の口利き記録制度を有しているかどうか調査してい

る。参照、「『口利き』記録制度の調査」（2017 年）

<https://www.ombudsman.jp/taikai/kuchi2017.

pdf>

＊11　同報告書 35 頁。

＊12　同報告書 47-8 頁。

＊13　同報告書 47-8 頁。

＊14　同報告書 50-1 頁。
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＊15　同報告書 53-4 頁。

＊16　ただし公共交通では 28.8％（バスは 37.7％、

地下鉄 20.2％）。同報告書 56 頁。

＊17　同報告書 55-6 頁。

＊18　同報告書 62 頁及び表（3-1）。

＊19　同報告書 64 頁。

＊ 20　同報告書 70-2 頁。

＊ 21　同報告書 76-7 頁。

＊ 22　同報告書 81-4 頁。

＊ 23　公務員個人に対するものが中心となるが、公務

執行妨害罪、職務強要罪、傷害罪、暴行罪、名

誉棄損罪、威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪など

が考えられるし、実際に事例もある。

＊ 24　情報公開以外にも、土岐市の図書館の過剰利

用を理由とした図書館の無期限利用停止処分が違

法と判示された件が新聞報道されている（岐阜地裁

令和 3 年 7 月 21 日判決）。判例が入手できないの

で今回は検討しない。

＊ 25　参照、星野豊「情報公開請求権の濫用とその

対処」筑波法政 72 号（2017 年）61-2 頁。

＊ 26　訟務月報 58 巻 12 号 4131 頁。控訴審東京高

判平 23 年 11月30日訟月58 巻 12 号 4115 頁も同様。

＊ 27　判例地方自治 354 号 9 頁。

＊ 28　名古屋地裁判決は判例地方自治 388 号 41 頁

< 参考収録 >、高裁判決同 36 頁。評釈として、小

島清二「行政関係判例解説」（平成 26 年）117 頁。

＊ 29　判例時報 2324 号 84 頁。評釈として、板垣勝

彦・行政判例研究「濫用的な情報公開請求などを

通じて市の業務を繰り返し妨害した者に対する損害

賠償および差止請求が認容された事例」自治研究 

94 巻 3 号（2018 年）129 頁。

＊30　板垣・前掲（注 29）137 頁。

＊31　判例時報 2012 号 70 頁。

＊32　判例タイムズ 126 号 232 頁。

＊33　判例時報 2309 号 138 頁。

＊34　栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、福井県、

静岡県、愛知県、三重県など。

＊ 35　なお岐阜県内でも 2020 年 12 月 6 日付け読売

オンライン記事には安八町の事例紹介として「情報

公開請求、１人で月最大 752 件…町が「業務に支

障」と賠償請求」と題した記事がある。すなわち、

一人の安八町民が、2017 年 3 月〜 20 年 7 月の間に、

情報公開請求 4830 件、行政不服審査請求 3715 件、

住民監査請求 287 件を行い、このうち情報公開請

求は 18 年春頃から顕著に増え、19 年 9 月は 752

件ほど行っており、町の業務は停滞し他の業務にも

影響が出ており、安八町は、この町民の大量請求

等に対して権利の濫用であるとし 1000 万円の損害

賠償、情報公開未処理分の取り下げ、今後の濫用

的な請求をしないこと、を求めて民事調停を求めた、

とある。

　しかし、この安八のケースは、実際に「こうした男

性の行動で、職員らの懇親会での過大支出など不

適正な行政管理の実態が次 と々明るみに出ている」

ようであり、嫌がらせ目的であるともいえず、逆に役

所の適正な行政運営を熱心に希求する市民なのか

もしれない。大量請求ということであるが、業務に

支障とはどのレベルなのか新聞報道からでは不明で

ある。

＊ 36　<https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk33/documents/

kenriranyou.pdf>.

＊ 37　中川丈久「情報公開・個人情報開示制度にお

ける権利濫用について」季報情報公開個人情報保

護 55 号（2014 年）15 頁。

＊38　板垣・前掲（注 29）139 頁。

＊ 39　安八町はこの事案対応であろうか、請求一件

あたり200 円の手数料を設けるとともに、権利の濫

用にあたる場合は拒否できる旨の定めを新たにおい

た（条例 8 条の 2）。なお手数料規定は国も行政文

書 1 件につき 300 円、オンラインの場合は 200 円と

している。

＊ 40　岐阜県内では御嵩町に環境オンブズマンがお

かれているのみのようである。今川晃教授は、著

書『個人の人格の尊重と行政苦情救済』（敬文堂、
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2011 年）において、オンブズマンと、国の事務につ

いてのみであるが行政相談委員による苦情処理の可

能性について論じておられる。この本では、迷惑行

為や悪質クレームではなく通常のクレームについて

論じており、また、それらの行政苦情救済は事務

処理の効率化のためというより、日常的な住民の苦

情や声を政策・施策事案に反映できる仕組みが必

要であるという観点で上記オンブズマン・行政相談

の有効性・可能性を論じている。

＊ 41　前掲（注 35）の新聞記事参照。

＊ 42　民間の企業のカスハラ防止義務に関し、安全

配慮義務があることに言及するバイオテック事件判

決・東京地判平 11 年 4 月 2 日ウエストロージャパン。

また、学校現場で、児童宅へ訪問時に犬に噛まれ

た教諭が児童の保護者に損害保険の利用を打診し

たところ父らが激高したことを受け、校長から保護

者への謝罪を無理強いをした件で、この校長の行

為が国家賠償法 1 条の損害賠償の対象となると判

断した事例もある（甲府地判平 30 年 11 月13 日労

働判例 1202 号 95 頁）。
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　みなさんは、カスタマーハラスメントという言葉

をご存じでしょうか。

　ここ数年、人格を否定するような暴言や同じ内

容を何回も繰り返すクレーム、長時間拘束や土下

座による謝罪の要求など、明らかに一般常識を超

えた悪質クレーム、迷惑行為が深刻な問題として

注目されています。これらのことを消費者がするい

やがらせとしてカスタマーハラスメントと言われて

います。最近では、テレビなどでカスタマーハラス

メントの様子が報道されることもあります。それは

テレビの向こうの話ではなく、私たちのごく身近で

起こっています。

　流通業やサービス業などで働く方を中心に組

織される労働組合 UAゼンセンの流通部門では、

2017 年 10 月に悪質クレームに関する調査を実施

し、労働組合として初めて「悪質クレーム対策（迷

惑行為）アンケート結果」を社会に公表しました。

調査結果は、多くのメディアに取り上げられ、大き

な反響を呼び社会から注目を集める結果となりま

した。さらに、2019 年 6 月 21日には国際労働機

関（ILO）第 108 回総会（スイス・ジュネーブ）に

おいて、ハラスメントに特化した初の国際労働基

準となる「仕事の世界における暴力とハラスメント

の根絶」に関する条約と勧告が採択され、日本

においても 2020 年 6 月施行の改正労働施策総合

推進法の指針の中で「顧客からの著しい迷惑行為

に関して行うことが望ましい取り組み」が国として

初めて明示されるなど、悪質クレーム対策を取り

巻く状況は変化しています。

　UA ゼンセンが 2020 年７月〜９月に行った

26927 件の回答を得た悪質クレーム対策アンケー

ト調査があります。これは前回の調査から３年が

経ち悪質クレームの現状について経過を確認し、

法制化に向けた取り組みを前進させるために実施

されたようです。

　このアンケート結果から、以下の６点が大きく浮

かび上がりました。

①「直近２年以内で迷惑行為の被害にあったこと

がありますか」という問いに対して、56.7% の方

が「ある」と回答しており、「迷惑行為の中に新

型コロナウイルス感染症の影響による迷惑行為

はありましたか」という問いに対して被害にあっ

たと答えた人の 35.9％があったとしています。

②業種別（部会別）に見てみると、ドラッグ関連

が 66.6％と最も高く、スーパーマーケット 43％、

総合スーパー 40.7％、ホテル・レジャー35.8%、

住生活関連 34.1％と続き、より生活に密着した

業種で新型コロナ影響によるカスハラの実態も

浮かび上がっています。

③「あなたが迷惑行為を体験した後、心身の状

態に何か変化がありましたか」という問いに対

して、9 割の方が「ストレスを感じた」と回答し

ています。さらに心身に与える影響として「嫌な

思いや不快感が続いた」49.9％「腹立たしい思

いが続いた」15.1％、「すっきりしない気持ちが

続いた」「不安な気持ちが続いた」「同じようなこ

とが起こりそうで怖かった」が大半を占める中

で、特に注目したいのは「心療内科などに行った」

という回答が 100 件あったことです。（これにつ

カスタマーハラスメントについて
岐阜県議会議員 野 村 美 穂

　地域レポート１　
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いては、割合ではなく敢えて件数で示していま

す。）

④迷惑行為をする顧客の性別と推定年齢

・男　性 74.8％ ・女　性 23.4%

・その他 1.8%

・50 歳代 30.8％ ・60 歳代 28.0%

・40 歳代 18.9％ ・70 歳代 11.5％

⑤迷惑行為のきっかけとなった具体的な理由

・顧客の不満のはけ口、嫌がらせ 33.1％

・接客やサービス提供のミス 21.8％

・消費者の勘違い 15.2％

・商品の欠陥 9.4％

・分からない 9.9％

⑥あなたの企業で実施されている迷惑行為への

対策について（複数回答可）

・特に対策はなされていない 43.4％

・マニュアルの整備 27.9％

・専門部署の設置 23.5％

・迷惑行為対策への教育 19.7%

・被害者へのケア 8.8％

　さらに、悪質クレームは店側と消費者の問題

であると思われがちで、見落としてはいけないの

が、その場に遭遇する一般消費者です。一般消

費者が迷惑行為を見て「不愉快」と感じた人が約

95％という調査もあり、その中でも「非常に不愉

快」が 7 割半ばと多くを占める結果があることで

す。悪質クレームは店側だけでなく周りの消費者

にも不快な思いをさせています。

　また、店側と消費者という関係だけでなく、直

接金銭授受が行われないサービスを提供する側と

受ける側でもカスタマーハラスメントは存在してい

ます。

　「モンスターペアレント」とは学校に対して、言

いがかりといえるような理不尽な要求、苦情、文句、

非難などを繰り返す保護者を意味する和製英語で

す。

　最近では、コロナ禍における修学旅行や宿泊

研修などの中止に対しての保護者からの理不尽な

苦情に学校が頭を悩ませているという新聞報道が

ありました。「モンスターペアレント」もカスタマー

ハラスメントの一種ではないでしょうか？

　さらに、岐阜県地方自治研究センターが県内 17

自治体で働く628 人を対象に 203 人から回答を

得た「自治体職員アンケート」からも、市民との

関係性の分野からクレーマー対応、公務員バッシ

ング、市民対応の難しさが浮き彫りとなっています。

質問項目の例として「クレーマー（対応に苦慮する

市民）」のことを挙げていたことに引っ張られたと

も考えられますが、私がこれまでの活動の中で対

応した、あるいは見聞きした中でもそのような方が

存在するのは事実です。岐阜県内には岐阜県と

42 市町村があるため、県内の実態を把握し対策

を急ぐ必要があるのではないかと考えます。

　このような中、私は岐阜県議会第 4 回定例会で

この「カスタマーハラスメントについて」の質問を

するにあたり、岐阜県からヒアリングを行ったとこ

ろ、岐阜県は県内のカスタマーハラスメントの実

態を把握していないとの事でした。そうであれば、

対策を研究するために、実態調査を行う必要があ

ると考えます。また、コロナ禍においても悪質クレー

ムを行わないような倫理的な行動を促すために、

関係業界や団体と連携して啓発活動や消費者教

育を更に行っていくことも必要です。悪質クレーム

対策のよりどころがないため労働者が困っている

現状があります。例えば悪質クレームか否かを客

観的に判断できる目安を作成したり、事業主に悪

質クレームから労働者を守るための措置を義務付

けるなど、悪質クレーム対策のよりどころとなる基

準の策定が必要だと考えます。

　けれども、私が、ここで強く感じるのは、現状

を踏まえると悪質クレーム対策を強化する必要が

ありますが、あくまでも対策でしかありません。根

本的な解決をするためには、いかにして悪質クレー
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ムをする人を無くしていくかということです。前述

のアンケート調査によると比較的若い世代の悪質

クレームが少ないことが分かります。

　折しも、2022 年４月から成人年齢が 20 歳から

18 歳に引き下げられます。現在の高校３年生は卒

業後すぐに、高校２年生は来年の誕生日を迎える

と成人になります。最もトラブルに巻き込まれる危

険性のある生徒に対して、教育現場で賢い消費者

となるための教育が重要かつ必要となってきます。

そういう中でカスタマーハラスメントをしない消費

者となることを含めることも必要ではないかと考え

ます。

　いずれにしても、カスタマーハラスメント対策と

して業種ごとに実態を把握し、マニュアルの整備、

専門部署の設置、迷惑行為対策への教育、被害

者へのケアを進めながら、カスタマーハラスメント

をしない消費者教育を車の両輪のように進める必

要があります。
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はじめに

　大垣市には、高齢者の医療費自己負担を軽減す

る制度として、「大垣市老人医療費助成制度」通称

「垣老（がきろう）」の制度があり、高齢者医療の

自己負担額を高齢者医療の対象年齢になる以前

から適用する制度である。現在は、医療費の自己

負担割合が２割の前期

高齢者（70歳〜74歳）

の内、71歳〜74歳の自

己負担割合を後期高齢

者と同じ１割としている

が、過去には65歳から

自己負担なし（無料）の

時期もあった。他の自

治体には、寝たきりや

障がいがある高齢者を

対象にした制度は見受

けられるが、垣老のよう

に対象年齢者の約８割

が該当する（現役並所

得者は対象外）高齢者

への医療費助成制度は

極めて特徴的な制度と

いえる。

　垣老制度は、昭和46

年（1971年）の制度開

始以来、国の医療制度

の変更や大 垣市の財

政状況逼迫などを受け

て、幾度も制度内容を見直しながら現在も継続し

て実施している。制度開始から今年で50年が経過

したところであり、垣老制度の50年間の変遷状況

を、制度内容と給付額から振り返ってみる。

垣老の変遷状況

大垣市老人医療費助成制度
（垣

が き ろ う

老）の変遷
大垣市議会議員 丸 山 新 吾

　地域レポート２　

高齢者医療費自己負担額の推移
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・昭和46年４月　垣老制度が始まる。75歳以上

について本来の自己負担３割であるものを、自己

負担なしとする。

・同年10月　岐阜県においても医療費助成制度

が始まる。75歳以上について自己負担額の上限

を一月当たり入院2,000円、外来1,000円とする。

これにより垣老では、この自己負担額を助成す

ることで、75歳以上は自己負担なしとする。

・昭和47年４月　県制度、垣老制度ともに対象年

齢を70歳以上へ制度を拡大。

・昭和48年１月　国において「老人医療費支給

制度」が創設され、70歳以上は自己負担なしと

なる。これに伴い垣老の対象年齢を65歳〜69歳

へ引き下げる。

・昭和51年１月　岐阜県が69歳を自己負担なしと

する。

　　これまでの５年間に、国、岐阜県、大垣市が

競い合うかのように高齢者の医療費自己負担の

無償化を拡充しており、高齢者の経済的負担の

軽減が図られ、医療へのアクセスが向上したと

言える。一方で高齢化の進展とともに行政の税

負担は年々増加することとなり、以降自己負担

の増額へと転じることとなる。

・昭和58年２月　国において「老人保健制度」が

創設され、70歳以上の医療費自己負担に定額制

を導入する。一日当たり入院300円、外来400円

からはじまり、平成11年には入院1,200円、外来

530円へと段階的に増額となる。県制度、垣老と

もに同額の自己負担となる。

・平成13年　国において、70歳以上の医療費自己

負担は定率１割となる。県制度、垣老ともに同様

に定率１割の自己負担となる。

・平成14年４月　県制度において、市町村民税非

課税世帯に対象を限定する。

・平成15年４月　垣老の対象年齢を２歳繰り上げ

67歳〜69歳となる。経過措置により、既に受給し

ている者は引き続き受給できるため、垣老給付

額の圧縮は限定的となり、この年の給付額が最

も高くなった。

　　垣老制度は65歳から対象になることで定着し

ていたため、議会への説明にはかなりの時間を

要した。折しも市議会議員選挙と重なる時期で

の見直しであるため議員からの反発も強かった。

しかし、そのままの制度を続けると給付額が増

加し、垣老制度を維持することは財政面から困

難になるため議会において了承された。

・平成17年４月　県制度の廃止

・平成26年４月　国において、70歳の医療費自己

負担２割とし、平成30年にかけて段階的に70歳

〜74歳を２割負担とする。垣老も対象年齢を引

き上げるが、垣老が受け持つ負担割合が、69歳

以下の２割から70歳以上の１割へと移行するた

め、受給者数は増加するものの給付額は一定額

を維持している。

・令和２年４月　垣老対象年齢を１歳繰り上げる。

団塊の世代が垣老の年齢と重なり、受給者数が

急激に増加しているため、給付額を維持する必

要があった。

おわりに

　大垣市の特徴的な福祉制度としての垣老を、継

続して維持していることは大変意義深いことであ

る。今後は団塊の世代が垣老の対象から外れて

いくため、垣老制度対象者の減少により財政的に

はしばらく安定するであろう。一方で、以前は医療

費自己負担の３割が軽減されて無料になっていた

が、現在では１割が軽減されて１割負担になり、垣

老制度に対するインパクトは以前と比べて低下し

ている。また、少子高齢化が更に進む中で、大垣

市独自での高齢者への優遇制度が現役世代から

許容されるのか疑問である。制度開始から50年を

節目として議論することが必要ではないか。
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■　実は私、新卒で小さな町役場の新米土木技

術者として採用された経験があります。当時は

手書きで図面を引き、先輩の指導で引き直し、

これを繰り返して完成した図面を基に現場を管

理していました。当時、道路の両側にコンクリー

ト製の側溝を整備し、路面をアスファルトで舗

装する現場に赴くと、近隣住民のみなさんは「道

路がきれいになる」と喜んでくれて、時には缶コー

ヒーなどの差し入れもいただきました。そんな笑

顔に接するたび、住民との信頼関係が構築され、

少しずつ私の仕事への自信にもつながり、まち

づくりの一翼を担っている実感や仕事のやりが

いを味わうことができたものです。それを明日

の仕事に励むエネルギーに変え、民間企業より

初任給は安くとも、地方公務員の醍醐味である

“まちづくり”に尽くす原動力になっていました。

■　私が就職した 40 年近く前、世間が抱く公務

員に対するイメージの一つは、「残業が少ない」

でした。当の私も、先輩の指摘で図面に変更

があれば、月に数時間の残業はするものの、ア

フター 5 を満喫する時間はありました。

■　当時から増加を続けていた全国の地方公務

員数は、1994 年にピークの 328 万人に達しまし

た。この間、一部の公務員の不祥事報道が、

あたかも公務員全体が同じであるかのような風

潮に変化し、公務員バッシングの波が押し寄せ

ました。明らかに、公務員と住民との距離が離

れていくのを感じたものです。その後、2016 年

には全国の地方公務員数が 274 万人にまで減

少、現在はほぼ横ばいで推移しています。

■　岐阜県自治研センターが県内の自治体職員

を対象にアンケートを実施しました。今年 9 月

に示されたアンケートの報告書には、自治体職

員が抱いている悲惨な生の声が寄せられていま

す。労働の分野に寄せられた様 な々課題のうち、

「人員不足」はトップの 40％、第 2 位は「長時

間労働 ･サービス残業」の 23％、第 3 位は「業

務の隔たり･ 管轄外の仕事」の19％です。第 2

位も第 3 位も言い換えれば、第 1 位の人員不足

とリンクします。土日の時間外勤務、時間外勤

務の予算と現実の乖離、労働時間管理、有給

休暇の取得率など、増加する仕事量と減少した

職員数とのバランスが保てない、いわゆるマン

パワー不足に喘ぐ悲惨な現場の状況が明らかに

なっています。公務員数が減少する反面、住民

ニーズが多様化し、職員の仕事は増えました。

市民との関係性の分野では、「クレーマーへの

対応」に苦慮している姿も見て取れます。今や、

公務員は疲弊しながら仕事に向き合っています。

職員のみなさんは、住民やまちづくりに尽くすど

ころではなく、目の前の仕事をこなすだけで精

一杯の状況が報告されています。

■　誰もが幸せを感じられるまちづくり。その期

待に応えるには、期待に応えられる職員が必要

です。その職員が疲弊していては、誰もが幸せ

を感じられるまちなど、実現するはずもありませ

ん。まちづくりの一翼を担う実感や仕事のやり

がいを味わうことができ、そんな魅力ある職員

が魅力に溢れたまちの実現に携わることができ

るよう、自治体職員の人員が回復することを期

待しています。

◆　◆　　編 集 後 記　　◆　◆










