
蚊媒介感染症の発生しない安全な街つくり

観光立国化と外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、訪日外国人の増加は今後も続き、
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観光立国化と外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、訪日外国人の増加は今後も続き、
外来ウイルスが入り易い社会環境が進んでいる。又地球温暖化に伴うヒトスジシマカの生
息域の北上と移動手段の高速化で蚊媒介感染症の急速な拡散の条件は揃っている。

東京都の蚊媒介感染症広域サーベイランスを時系列で確認すると、自然豊かな多摩区よりも23区の

現状の課題

東京都の蚊媒介感染症広域サーベイランスを時系列で確認すると、自然豊かな多摩区よりも23区の
方が約2.7倍も蚊の成虫数が多いことが確認された。しかもデング熱やジカ熱を媒介するヒトスジシマ
カが70%を占める。その理由はヒトスジシマカの繁殖に適した腐乱した落ち葉と汚れた水分のある雨
水桝が多いことと、未対策の霊園、お寺が多いことが一因と考えられる。水桝が多いことと、未対策の霊園、お寺が多いことが一因と考えられる。

課題の理由

雨水桝は人の集まる所に多く設置する事から繁殖時に必要な血液が得られ易い、同時に産卵する場
所がすぐ近くにあり、蚊の繁殖サイクルが数メートルの範囲で完結する事が大きな要因と考えられる。
付近に来た感染者から吸血し、感染蚊が生まれ次の人の吸血で拡散が始まり感染起点と成る。
墓石にある花立の中に湧くボウフラは未対策だ。お参りの際に生けた生花がこれから花立の中で、ど
の様に変化するか考える事も無く帰って行くのが普通で、蚊に繁殖場所を提供している意識は無い。

特にジカウイルスは症状が軽い為、感染が分かり難く軽視し易いが、妊婦への感染が確認
されると小頭症発症のリスクがある事と、ギラン・バレー症候群発症原因と成ること、しかもされると小頭症発症のリスクがある事と、ギラン・バレー症候群発症原因と成ること、しかも
男性から女性への性感染も報告されている事から、大きな社会問題が起きることは明白で
あり、一例の感染者も出さない様に防ぎたい。



2014年デング熱東京都内届出患者の発生状況 (2014年10月7日)
�訪日外国人が政府主導で増えている【感染源の増加】
�公園は不慣れな土地でくつろげる【不特定多数の接点】

2014代々木公園を起点とするデング熱の拡散状況と主な原因 2

�公園は不慣れな土地でくつろげる【不特定多数の接点】
�蚊の繁殖地を人工的に増やす【排水設計の盲点】
�雨排水路をあるべき姿に【維持管理の徹底】
�移動インフラの高速化【移動時間が短い】
�媒介できるヒトスジシマカの生息数が広い【地球温暖化】
�媒介感染症に対する予防意識が少ない【予防予算が少ない】

2014年デング熱国内感染症例に係る疫学情報 (2014年10月7日)

�媒介感染症に対する予防意識が少ない【予防予算が少ない】

全国18都道
府県で報告雨水桝

||
養殖場化

8月9日に初めて確認されたということは7月末頃にデング熱に感染した方が代々木公園で感染を拡散したと考えられる。僅か2ヶ月で全
国18の都道府県に感染が拡大されている。しかしデング熱は外来ウイルスである為、訪日外国人の移動ルート拡散起点はどこでも可能
性はある。今回は東京都の代々木公園が起点と成ったが、港や空港のある神奈川、千葉も想定範囲を広くして予防対策が必要である。



東京都が平成１６年から行ってきた蚊のサーベイランスを時系列で確認すると効果的対策が見える 3

① 蚊の成虫の数を比較すると多摩部【11,767】２３区部【31,840】と都心部の方が2.7倍も多く生息していること① 蚊の成虫の数を比較すると多摩部【11,767】２３区部【31,840】と都心部の方が2.7倍も多く生息していること
② 東京都内に生存している蚊の粗７０％はジカ熱、デング熱等の感染症を媒介できるヒトスジシマカであること
③ マラリヤを媒介できるハマダラカは東京都にも多摩部【15】２３区部【1】で比較的自然環境が多い所であること
④ 日本脳炎を媒介できるコガタアカイエカは多摩部【74】２３区部【279】と都市部が3.7倍多く生息していること

蚊媒介感染症の専門家は東京都の生息するハマダラカの生
息数と生息地域の人口密度からすると感染は起き難いと言え
ると問題視していない。15/11,767【0.12％】

逆算すると東京都23区内のヒトスジシマカの繁殖を目標値

（東京都人口ランキングベスト５） 参照元：27年総務省統計局ホームページ

順位 名称 人口 面積 人口密度 人口増減率 全体比率

1 東京23区 9,272,740 626.7 14,796.1 +3.66% 68.61%

2 八王子市 577,513 186.38 3,098.6 -0.44% 4.27% 逆算すると東京都23区内のヒトスジシマカの繁殖を目標値
31,840×0.12％＝38に抑えることで問題無いと言える。
蚊全体の70％がヒトスジシマカであることを考えるとかなりハー
ドルの高い目標値と言えるが23区内の繁殖環境を確認すると
対策は可能だ。

2 八王子市 577,513 186.38 3,098.6 -0.44% 4.27%

3 町田市 432,348 71.8 6,021.6 +1.25% 3.20%

4 府中市 260,274 29.43 8,843.8 +1.87% 1.93%

5 調布市 229,061 21.58 10,614.5 +2.45% 1.69%



重要なお知らせ【厚生労働省】

自治体に大きなダメージを与えるジカウイルス感染症、デング熱の恐怖 4

国民の皆様へジカウイルス感染症について
ジカウイルス感染症はデング熱及びチクングニア熱と同様、ヒトスジシマカを介して感染します。また、ジカウイ
ルス感染症は感染しても症状がないか、症状が軽いため気付きにくいこともあります。
海外の流行地域において、蚊に刺されてから数日後に、軽度の発熱、発疹、結膜炎、関節痛、筋肉痛、倦怠
感、頭痛等の症状が見られた場合は、医療機関を受診してください。

発生動向調査年別報告 出典：国立感染症研究所

西暦
四類感染症

デング熱
ジカウイルス
感染症元号

感、頭痛等の症状が見られた場合は、医療機関を受診してください。
海外の流行地域へ出かける際は、できるだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されないよう注
意してください。

妊婦と妊娠の可能性のある女性へ
妊娠中にジカウイルス感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから、妊婦及び妊娠

1999 平成11 9

2000 12 18

2001 13 50

2002 14 52
妊娠中にジカウイルス感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから、妊婦及び妊娠
の可能性がある方は、可能な限り流行地域への渡航を控えてください。 ※世界保健機関（WHO）は、2016
年3月8日、妊婦は流行地域への渡航をすべきでないと勧告しています。

流行地域へ渡航される方へ
性行為により男性から女性パートナーへ感染した事例が報告されてます。性行為による感染等のリスクを考 四類感染症

2003 15 32

2004 16 49

2005 17 74

2006 18 58
性行為により男性から女性パートナーへ感染した事例が報告されてます。性行為による感染等のリスクを考
慮し、流行地域に滞在中は症状の有無にかかわらず、性行為の際にコンドームを使用するか性行為を控える
ことを推奨します。

流行地域から帰国された方へ
流行地域からの帰国者は、症状の有無にかかわらず、虫よけ剤の使用など蚊に刺されないための対策を少

四類感染症
未指定期間

2007 19 89

2008 20 104

2009 21 93

2010 22 244流行地域からの帰国者は、症状の有無にかかわらず、虫よけ剤の使用など蚊に刺されないための対策を少
なくとも２週間程度は特に注意を払って行うことを推奨します。
性行為により、男性から女性パートナーへ感染した事例が報告されています。
流行地域から帰国した男女は、症状の有無にかかわらず、少なくとも６か月、パートナーが妊婦の場合は妊
娠期間中、性行為の際にコンドームを使用するか性行為を控えることを推奨します。

2010 22 244

2011 23 113

2012 24 221

2013 25 249

2014 26 341

ギラン・バレー症候群との関連？
ジカウイルス流行地域にてギラン・バレー症候群を含む神経疾患を合併したジカウイルス感染症の症例が

報告されている。
ポリネシアにてギラン・バレー症候群を発症した42例中41例（98%）で血清学的にジカウイルス感染とギラン・

バレー症候群との関連性が明らかになった。 ※ギラン・バレー症候群：発症前4週以内に先行感染があり、

2014 26 341

2015 27 293

2016 28 342 12

2017 29 245 5

バレー症候群との関連性が明らかになった。 ※ギラン・バレー症候群：発症前4週以内に先行感染があり、

脱力・しびれなどの症状を呈する。

国民の皆様へデング熱について

2014年に、国内でデング熱に感染したことが確認された患者が報告されました。2016年には、海外から帰国した方がデング出血熱を発症し、死亡する事例2014年に、国内でデング熱に感染したことが確認された患者が報告されました。2016年には、海外から帰国した方がデング出血熱を発症し、死亡する事例
が発生しました。蚊に刺されてから３～７日程度で高熱のほか、発疹、頭痛、骨関節痛、嘔気・嘔吐などの症状が見られれば、デング熱の可能性もあります。
また、デング熱患者の一部は、まれに重症化してデング出血熱やデングショック症候群を発症することがあり、早期に適切な治療が行われなければ
死に至ることがあります。



東京都の大学研究者による事業提案制度にエントリー中 5

中央大学：『雨水桝繁殖由来の蚊の媒介による感染症拡散のない街づくり』

公園、霊園等の大規模公共空間における雨水桝を中心に、堆積物の流公園、霊園等の大規模公共空間における雨水桝を中心に、堆積物の流
出と蚊の媒介による感染症を同時に防ぐ恒久的物理的対策を実施。
更に、堆積物と蚊の繁殖状況を都⺠参加でウオッチする都⺠参加型モ
ニタリングシステムを構築する。

感染症拡散防止予防強化対策地隣接地は連動性建物用途により連動性

ニタリングシステムを構築する。

感染症拡散防止予防強化対策地隣接地は連動性建物用途により連動性

予防強化対策敷設公園予防強化対策隣接地

自然界の蚊自然界の蚊

蚊絶滅マットを敷設した雨水桝に自然界の蚊は産卵できない
為、隣接する施設の未対策の雨水桝に産卵する可能性高い。
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都市部の身近に有る施設の雨水の集排水路、お墓の花立の蚊の繁殖場所別物理的対策例 7

公園のベンチ
付近の雨水桝 駐車場等のU字溝

歩道にある電話ボックス
付近の集水桝 お墓の花立

住宅等の勾配の
悪くなった軒樋

体育館、武道館等の
詰まった軒樋付近の雨水桝 付近の集水桝 お墓の花立 悪くなった軒樋 詰まった軒樋

グレーチングを外さないと確認できない、お盆やお彼岸だけしか行かない高所で確認し難い等、蚊の繁殖する理由があります。グレーチングを外さないと確認できない、お盆やお彼岸だけしか行かない高所で確認し難い等、蚊の繁殖する理由があります。
しかし物理的な工夫【極細分別集水化】をすることで自然に優しく恒久的で低コストな蚊の繁殖できない環境を維持できます。

上：通常
生花と水

← U字溝の敷設手順
↓ 雨水桝の敷設手順

花立対策

下：対策後
生花と水と
ゴム栓と
マット



『雨水桝繁殖由来の蚊の媒介による感染症拡散のない街づくり』を可能にする建物周りの物理的対策 8

総合経費削減＝継続的購入経費、処理費、総合経費削減＝継続的購入経費、処理費、
人件費の削減【26%から最大75%削減】

敷地内のゴミを雨排水路を通じて流出させない

適切な薬剤投入が難しい樋詰まりで出来る溜まり水

敷地内のゴミを雨排水路を通じて流出させない

敷地内備品の損失経費増加 敷地内

降雨強度50㎜/h⇒75㎜/h

堆積物で排水断面が減る
軒樋用

降雨強度50㎜/h⇒75㎜/h
＝排水断面の安定確保

乾燥落ち葉で回収
コスト削減雨水利用の課題改善＝

雨水桝用

U字溝用

①軒樋のゴミ詰まり防止
②安定集水
③貯水タンク内のゴミの

堆積防止

雨水桝用

排水断面の
安定確保泥溜まりスペース蚊の発生

容量を超えたゴミが放出する

蚊絶滅マットで蚊繁殖
スペース無くす



物理的対策の敷設後の変化 9

対策済みの変化 ↓左対策無し、右対策済み ↓対策無しの変化 ↓ 対策済みの変化 ↓左対策無し、右対策済み ↓対策無しの変化 ↓

お盆やお彼岸、又故人の命日に墓を清掃すると共に花立に新しい生花を生け、故人の供養を行うのが一般的であるが、供養日以降は次の供養
日まで花立の管理が出来ていないため、生花が枯れ、葉が花立に落ち込み、不要な雨水が溜まり、蚊の繁殖に適した環境が出来上がる事は周知
の事実で改善すべきと思おわれている。それを防ぐには花立と生花の空間を極力無くし、落ち葉が入り込める空間が出来ない状態に保つことがの事実で改善すべきと思おわれている。それを防ぐには花立と生花の空間を極力無くし、落ち葉が入り込める空間が出来ない状態に保つことが
必要で、それを解決する事で蚊は繁殖し難い。そこで物理的に工夫をして安全な環境を作り出す必要があると考え開発するに至った。

特徴 ①外部から水が見えず、又蚊の成虫が入れないため繁殖できない。②花立に落ち葉やゴミが入らない為内部が汚れず清掃が簡単。
③少量の生花でも向きを固定できるため生けた時にカッコが付け易い。④花立内部で支えるため強風でも生花が飛ばされない。



花立用蚊繁殖防止、生花安定用具【仏花の微笑み】敷設手順 10


