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平成 28 年 6 月 30 日

最近の長崎大学による BSL-4 施設に関する主な説明会・イベントについて(概要)
１．実績（エボラ出血熱の大流行及び文部科学省のロードマップ 2014 公表以降の対応：全市民向け説明会・イベントに◎
を付与した。）
（１）2014 年 8 月から 12 月：エボラ出血熱のアウトブレイクから長崎県議会、市議会でのご議論まで
場号

１

２

３

４

５

全市民向
け（◎）

◎

イベント名・日時・場所

告知方法

概要

緊急企画
・長崎大学の片淵、坂本、
2014 年初頭からのエボラ出血熱の西ア
「エボラ出血熱とは何か？」
文教敷地に隣接する地域 フリカにおける大流行に関して、一般市
日時：2014.8.26、19:00～
への新聞折り込み（長崎 民を対象とした説明会を開催した。
場所：メルカ築町、長崎市市民
新聞 6,460 部（戸）
）
（参加者数：101 名）
生活プラザホール
・大学ホームページ・プレ
スリリース

◎

第 1 回全力講座
・長崎市内新聞折り込み・
長崎県内でも患者や死者が発生してい
「SFTS、クリミア・コンゴ出血
新聞広告（長崎、朝日、 る SFTS（重症熱性血小板減少症候群）に
熱と今後の研究において BSL-4
毎日、読売、西日本、日 ついて解説するとともに、SFTS に類似し
に期待される役割」
経新聞、6 紙 合計
たクリミア・コンゴ出血熱（病原体は、
日時：2014.9.3、19:00～
144,020 部（戸））
BSL-4 ウイルス）及びデング熱について
場所：長崎市チトセピアホー
・大学ホームページ・プレ もご説明した。
ル
スリリース
（参加者：105 名）
（長崎市内の全世帯数：
約 210,000）

◎

第 2 回全力講座
「鳥インフルエンザと今後の
研究において BSL-4 に期待され
る役割」
日時：2014.9.7、13:30～
場所：山里地区ふれあいセンタ
ー

◎

第 3 回全力講座
「エボラ出血熱と今後の研究
において BSL-4 に期待される役
割」
日時：2014.9.21、13:30～
場所：長崎市立図書館「多目的
ホール」

◎

第 4 回全力講座
「様々な感染症と今後の研究
において高度安全実験施設
（BSL-4）に期待される役割」
日時：2014.9.29、19:00～
場所：長崎市立図書館「多目的
ホール」

同上

同上

同上

鳥インフルエンザと今後出現が危惧さ
れている高病原性インフルエンザの研究
について、一般市民向けにご説明した。
（参加者：38 名）

エボラ出血熱に関する研究の第一線で
ご活躍の北海道大学・高田礼人教授に、
最新の研究成果について一般市民向けに
ご説明いただいた。
（参加者：76 名）

日本国内に持ち込まれる可能性のある
重い感染症を引き起こすウイルスについ
て解説するとともに、今後の感染症研究
において BSL-4 施設にいかなる役割が期
待されるかをご説明した。
（参加者：87 名）

・同自治会内部への告知

６

本尾町自治会での説明会
日時：2014.11.8、19:30～
場所：本尾町公民館

本尾町自治会内部で開催される班長会
で、長崎大学の BSL-4 施設設置計画の現
状についてご説明した。
（参加者数：33 名）

・同自治会内部への告知

７

江平自治会での説明会
日時：2014.11.26、19:30～
場所：江平公民館

江平自治会内部で開催される班長会
で、長崎大学の BSL-4 施設設置計画の現
状についてご説明した。
（参加者数：17 名）

1

◎

◎

８

「長崎大学における感染症研
究拠点の早期整備を求める請
願」の議論
日時：2014.12.5、13:00～
場所：長崎市議会 総務委員会

「長崎大学における感染症研究拠点の
早期整備を求める請願書」について、総
務委員会で議論をいただき、12 月 12 日
の長崎市議会本会議で採決。
（賛成 36、反対 2、退席１）

「長崎大学における感染症研
究拠点の早期整備を求める要
望書」の議論
日時：2014.12.10、15:30～
場所：長崎県議会 文教厚生員
会

「長崎大学における感染症研究拠点の
早期整備を求める要望書」について、文
教厚生委員会で議論をいただき、12 月 18
日の長崎県議会本会議で議会から知事へ
の意見書（動議）について採決。
（賛成 41、反対 1、退席 1、欠席 1）

山里地区、高尾地区、坂本地区 ・各老人クラブ連合会内部
老人クラブ連合会の合同会合
への告知
での説明会
日時：2014.12.23、14:00～
場所：江平地区ふれあい
センター

山里地区、高尾地区、坂本地区老人ク
ラブ連合会の合同会合で、長崎大学の
BSL-4 施設設置計画の現状についてご説
明した。
（参加者数：60 名）

（２）2015 年 1 月から 6 月まで：基本協定の締結まで
場号

全市民向
け（◎）

イベント名・日時・場所

告知方法

概要

長崎市都市経営戦略推進会議
・長崎商工会議所内部への
長崎市都市経営戦略推進会議の勉強会
（長崎商工会議所主催）での説
告知
において、長崎大学の BSL-4 施設設置計
明会
画の現状についてご説明した。
日時：2015.1.14、13:30～
（参加者数：100 名）
場所：長崎商工会館 2F ホール
（質問なし）

９

山里中央自治会での説明会
・同自治会内部への告知
日時：2015.1.26、19:00～
場所：浦上地域自主防災センタ
ー消防第 4 分団

１０

山里中央自治会内部で開催される班長
会で、長崎大学の BSL-4 施設設置計画の
現状についてご説明した。
（参加者数：7 名 ）

１１

長崎中央ロータリークラブで
・同ロータリークラブ内部
長崎中央ロータリークラブの会合で、
の説明会
への告知
長崎大学の BSL-4 施設設置計画の現状に
日時：2015.2.2、13:30～
ついてご説明した。
場所：ベストウェスタンプレミ
（参加者数：50 名 ）
ヤホテル長崎

１２

本尾町元気サロンでの説明会
日時：2015.2.4、13:30～
場所：本尾町公民館

・同元気サロン内部への告
本尾町元気サロンの集会で、長崎大学
知
の BSL-4 施設設置計画の現状についてご
説明した。
（参加者数：34 名）
・同自治会内部への告知

１３

浜口町自治会での説明会
日時：2015.2.5、19:30～
場所：浜口町公民館
「感染症とたたかう長崎大学
展」
日時：2015.4.25～2015.5.18
場所：長崎歴史文化博物館

１４

◎

・長崎市内新聞折り込み、
（長崎新聞： 75,090 部
（戸））
・坂本キャンパス隣接 6 自
治会等へのポスティング
（期間中、同一会場で、以下の
（6,918 世帯）
三つの市民対象の講演会を開
・長崎バス・路面電車での
催した。）
広告
・テレビ広告（NIB）
・大学ホームページ・プレ
スリリース
・坂本、高尾、山里地区連
2

浜口町自治会内部で開催される班長会
で、長崎大学の BSL-4 施設設置計画の現
状についてご説明した。
（参加者数：24 名）
これまでの長崎大学の感染症への取り
組みと現状について資料の展示を通して
一般の方にご説明した。
（延べ入場者数：2,211 人：１日平均 92
人）

合自治会傘下の 36 自治
会長への案内

14-1

14-2

14-3

◎

◎

◎

講演会
・長崎バス・路面電車での 1）早坂大輔（熱帯医学研究所助教）
「感染症から身を守る」
広告
「ウイルスが起こす病気を知りましょ
日時：2015.4.25、13:30～
・大学ホームページ・プレ う」
場所：長崎歴史文化博物館・一
スリリース
2）泉川公一（医歯薬学総合研究科教授）
階ホール
「長崎と感染症 ～長崎大学と大学病
院の役割～」
（参加者数：33 名）
講演会
・長崎市内新聞折り込み、 1）青木克己（名誉教授）
「感染症とたたかう長崎大学」
（長崎新聞： 75,090 部
「闘い（研究）の場所，対象，戦略の変
日時：2015.5.2、13:30～
（戸））
遷」
場所：長崎歴史文化博物館・一 ・坂本キャンパス隣接 6 自 2）森田公一（熱帯医学研究所長）
階ホール
治会等へのポスティング
「国際協力研究の最前線」
（6,918 世帯）
（参加者数：95 名）
・長崎バス・路面電車での
広告
・テレビ広告（NIB）
・大学ホームページ・プレ
スリリース
・坂本、高尾、山里地区連
合自治会傘下の 36 自治
会長への案内
講演会
「エボラウイルスとたたかう」
日時：2015.5.9、13:30～
場所：長崎歴史文化博物館・一
階ホール

同上

1）鈴木 基（熱帯医学研究所助教）
「リベリアでのエボラ対策活動報告」
2）森田公一（熱帯医学研究所長）
「科学技術が世界を救う」
（参加者数：67 名）

山里地区連合自治会会合での
・同連合自治会内部への告
山里地区連合自治会に所属する自治会
説明会
知
長へ長崎大学の BSL-4 施設設置計画の現
日時：2015.6.13、12:00～
状についてご説明した。
場所：大橋地区コミュニティー
（参加者数：20 名）
消防センター

１５

◎

長崎県、長崎市及び国立大学法 ・プレスリリース
人長崎大学との「感染症研究拠
点整備に関する基本協定」の締
結
日時：2015.6.17、9:30～
場所：長崎大学グローバルヘル
ス総合研究棟

長崎県、長崎市及び国立大学法人長崎
大学は、協力して感染症対策を推進する
とともに、住民理解に対する万全の対応
を図りながら、長崎大学における世界に
貢献できる感染症研究拠点の整備を推進
することを目的として、
「感染症研究拠点
整備に関する基本協定」を締結した。

（３）2015 年 8 月から 2016 年 3 月まで：
「有識者会議」の「論点整理」と「三者連絡協議会」
（継続中）
場号

１６

全市民向
け（◎）

◎

イベント名・日時・場所

告知方法

概要

「新たな感染症研究施設に関
・長崎市内中心部（周辺地
「長崎大学高度安全実験（BSL-4）施設
する説明会－有識者会議の報
区を除く。）新聞折り込 に関する有識者会議」で取りまとめてい
告を受けて－」
み（長崎新聞 45,030 部 ただいた「論点整理」に関して、市民を
日時：2015.8.1、14:30～
（戸））
対象とした説明会を開催した。
場所：長崎市立図書館「新興善 ・新聞広告（西日本新聞長 （参加者：60 名）
メモリアルホール」
崎県南版 33,000 部）
・大学ホームページ・プレ
スリリース
・坂本、高尾、山里地区連
3

合自治会傘下の 36 自治
会長への案内
銭座地区を対象とした
「新たな感染症研究施設に関
する説明会－有識者会議の報
告を受けて－」
日時：2015.8.21、18:30～
場所：銭座公民館

１７

１８

◎

・銭座地区を対象としたポ
銭座地区を対象とした「論点整理」に
スティング（3,516 世帯） 関する説明会を開催した。
・プレスリリース
（参加者数：20 名）
・銭座地区 21 自治会への
案内

第 1 回感染症研究拠点整備に関 ・大学ホームページ・プレ
2015 年 6 月に締結した基本協定に基づ
する連絡協議会の開催
スリリース
き、長崎県・長崎市・長崎大学による連
（全面公開）
・坂本、高尾、山里地区連 絡協議会を設置し、施設設置にあたって
日時：2015.8.26、16:00～
合自治会傘下の 36 自治 の課題解決に向けた協議を開始した。第
場所：長崎大学事務局第二会議
会長への案内
一回目の会合では、①長崎大学における
室
高度安全実験（BSL-4）施設設置計画の必
要性と今後の課題について、②連絡協議
会の今後の進め方について、及び③高度
安全実験（BSL-4）施設の設置場所につい
て、議論した。
（傍聴者数：3 名）

１９

上野町を対象とした
「新たな感染症研究施設に関
する説明会－有識者会議の報
告を受けて－」
日時：2015.9.16、18:30～
場所：山里地区ふれあい
センター

２０

平野町を対象とした
・平野町を対象としたポス
平野町を対象とした「論点整理」に関
「新たな感染症研究施設に関
ティング（1,089 世帯） する説明会を開催した。
する説明会－有識者会議の報
・プレスリリース
（参加者数：11 名）
告を受けて－」
・平野町山里、平野町東部、
日時：2015.9.30、18:30～
南部自治会への案内
場所：長崎大学医学部ポンペ会
館

２１

２２

２３

◎

◎

◎

・上野町を対象としたポス
上野町を対象とした「論点整理」に関
ティング（492 世帯）
する説明会を開催した。
・プレスリリース
（参加者数：11 名）
・上野町東部、西部 2 自治
会への案内

第 2 回感染症研究拠点整備に関 ・大学ホームページ・プレ
第二回目の会合では、①高度安全実験
する連絡協議会の開催
スリリース
（BSL-4）施設の設置場所について、と②
（全面公開）
・坂本、高尾、山里地区連 地域住民の皆様への説明の現状につい
日時：2015.10.21、18:00～
合自治会傘下の 36 自治 て、議論した。
場所：長崎大学事務局第二会議
会長への案内
（傍聴者数：2 名）
室
第 3 回感染症研究拠点整備に関 ・大学ホームページ・プレ
第三回目の会合では、「高度安全実験
する連絡協議会の開催
スリリース
（BSL-4）施設における安全確保の方策に
（全面公開）
・坂本、高尾、山里地区連 ついて」議論した。
日時：2015.11.20、18:00～
合自治会傘下の 36 自治 （傍聴者数：11 名）
場所：長崎大学事務局第二会議
会長への案内
室
「エボラ出血熱および BSL-4 施 ・坂本キャンパス隣接地区
ドイツ・ハンブルグ市のベルンハル
設に関するシンポジウム」
への新聞折り込み（長崎 ト・ノホト熱帯学研究所のウイルス部長、
日時：2015.11.25、16:00～
新聞：約 3,500 部）
BSL-4 施設長であるステファン・ギュン
場所：長崎大学医学部・良順会 ・大学ホームページ・プレ タ ー 博 士 に 、 エ ボ ラ 出 血 熱 の 現 状 と
館
スリリース
BSL-4 施設の重要性、役割、稼働状況に
・坂本、高尾、山里地区連 ついてご説明いただいた。
合自治会傘下の 36 自治 （参加者数：121 名）
会長、図書館、ふれあい
センター等の公共施設に
ポスター配布
4

２４

◎

岡町地区自治会での説明会
日時：2016.1.7、19:40～
場所：岡町自治会集会所

２５

２６

◎

２９

・同自治会内部への告知

◎

◎

岡町地区自治会内部で開催された班長
会で、長崎大学の BSL-4 施設設置計画の
現状についてご説明した。
（参加者数：31 名）

第 5 回感染症研究拠点整備に関 ・大学ホームページ・プレ
第五回目の会合では、①高度安全実験
する連絡協議会の開催（全面公
スリリース
（BSL-4）施設における安全確保の方策に
開）
・坂本、高尾、山里地区連 ついて、②平成 28 年度における長崎大学
日時：2016.2.18、18:00～
合自治会傘下の 36 自治 の高度安全実験（BSL-4）施設に係る予算
場所：長崎大学工学部大会議
会長への案内
の概要について、③国の関与について、
室
及び④地域に開かれた BSL-4 施設の設置
（運営）について、議論した。
（傍聴者数：10 名）
県営住宅・本原団地 C 棟自治会 ・同自治会内部への告知
での説明会
日時：2016.2.28、19:30～
場所：県営住宅・本原団地 C 棟
自治会集会場

２７

２８

第 4 回感染症研究拠点整備に関 ・大学ホームページ・プレ
第四回目の会合では、第三回目に引き
する連絡協議会の開催
スリリース
続き「高度安全実験（BSL-4）施設におけ
（全面公開）
・坂本、高尾、山里地区連 る安全確保の方策について」の議論を重
日時：2015.12.21、16:00～
合自治会傘下の 36 自治 ねた。
場所：長崎大学事務局第二会議
会長への案内
（傍聴者数：7 名）
室

県営住宅・本原団地 C 棟自治会内部で
開催された班長会で、長崎大学の BSL-4
施設設置計画の現状についてご説明し
た。
（参加者数：8 名）

第 6 回感染症研究拠点整備に関 ・大学ホームページ・プレ
第六回目の会合では、
「地域住民参加の
する連絡協議会の開催
スリリース
地域連絡協議会について」議論した。
（全面公開）
・坂本、高尾、山里地区連 （傍聴者数：17 名）
日時：2016.3.22、18:00～
合自治会傘下の 36 自治
場所：長崎大学事務局第二会議
会長への案内
室
第 7 回感染症研究拠点整備に関 ・大学ホームページ・プレ
第七回目の会合では、
「地域住民参加の
する連絡協議会の開催
スリリース
地域連絡協議会について」の議論を重ね
（全面公開）
・坂本、高尾、山里地区連 た。
日時：2016.4.26、18:00～
合自治会傘下の 36 自治 （傍聴者数：6 名）
場所：長崎大学工学部大会議
会長への案内
室

（４）2016 年 4 月から：「地域連絡協議会」の設置
場号

３０

３１

全市民向
け（◎）

◎

◎

イベント名・日時・場所

告知方法

概要

第１回長崎大学における感染
・大学ホームページ・プレ
第一回目の会合では、
「長崎大学が進め
症研究拠点整備に関する地域
スリリース
ている高度安全実験(BSL-4)施設を中核
連絡協議会の開催
とする感染症研究拠点整備について」ご
（討議非公開）
説明後、「議事運営について」議論した。
日時：2016.5.12、10:00～
（傍聴者数：0 名）
場所：長崎大学グローバルヘル
ス総合研究棟
第 2 回長崎大学における感染症 ・大学ホームページ・プレ
第二回目の会合では、第一回目の会合
研究拠点整備に関する地域連
スリリース
で委員から寄せられたご質問への回答を
絡協議会の開催
ご説明するとともに、追加のご質問やご
日時：2016.6.2、10:00～
心配の点をお聞きした。
場所：長崎大学グローバルヘル
（傍聴者数：22 名）
ス総合研究棟

5

２．今後の予定
（１）地域向け説明会
全市民向
け（◎）

イベント名・日時・場所

告知方法

概要

本尾町自治会での説明会
日時：2016.7.9、19:30～
場所：本尾町公民館

・同自治会内部への告知

本尾町自治会内部で開催される班長会
で、改選された自治会役員を対象にして、
長崎大学の BSL-4 施設設置計画の現状に
ついてご説明を予定している。

近隣自治会向け説明会
日時：打診中
場所：打診中

・同対象自治会内部への告
知

自治会長との面会の際に、自治会を対
象とした説明会開催の打診を継続してい
る。

イベント名・日時・場所

告知方法

概要

長崎県看護協会・県南支部での説明会
日時：2016.8.6、16:00～
場所：長崎赤十字会館

・同看護協会内部への告知

看護協会で開催される会合で、長崎大
学の BSL-4 施設設置計画の現状について
ご説明を予定している。

長崎歯科医師会での説明会
日時：打診中
場所：打診中

・歯科医師内部への告知

歯科医師会で開催される会合で、長崎
大学の BSL-4 施設設置計画の現状につい
てご説明を計画している。

その他市内の各種団体での説明会

・同団体内部への告知

市内で活動している各種団体に説明会
開催について打診していく。

（２）新たな対象者向け説明会
全市民向
け（◎）

（３）新たな企画による説明会
全市民向
け（◎）

◎

イベント名・日時・場所

告知方法

概要

本尾町自治会を対象とした熱帯医学ミ
ュージアムの親子見学会
日時：2016.7.18、調整中
場所：長崎大学熱帯医学ミュージアム

・同自治会内部への告知

本尾町自治会の親子を対象に、熱帯医
学ミュージアムを見学していただく企画
として設定した。

熱帯医学ミュージアム見学会
（大学主催）
日時：2016.7.25、10:00～
場所：長崎大学熱帯医学ミュージアム

（検討中）

夏休みに、親子で熱帯医学ミュージア
ムを見学して、感染症に関する知識、興
味を高めてもらう催し物として企画す
る。
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