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はじめに 

 

 

船橋市保健所は、平成１５年４月１日に船橋市の中核市移行に伴い開設され、今年で９年目を迎え

ました。 

この間、住民に最も身近な市の事業所としてのメリットを生かし、関係各課との連携を図りながら、

より市民に密着した行政サービスの提供に努力してまいりました。 

そのような中、昨年３月に発生しました東日本大震災は、東北地方を中心に関東地方にかけて広範

囲にわたり甚大な被害をもたらしました。被災された皆様方には心よりお見舞い申し上げますととも

に、１日でも早い復興をお祈り申し上げます。保健所におきましても動物愛護指導センターが敷地の

液状化による地盤沈下をきたし、建物周辺の外構部に大きな被害を受けましたが、現在その復旧にも

努めているところです。 

また、大地震に伴う巨大な津波により福島第一原子力発電所の事故も発生して、現在も放射性物質

による汚染への対策が求められています。保健所といたしましては、水道、井戸水、食品の放射性物

質に関する正しい情報を提供するとともに、市民の健康を守るため健康に関する相談も受けています。 

食に関しては、食品の衛生管理に係る監視指導を引き続き計画的に実施するとともに、食品衛生知

識の普及向上を図るなど、食の安全・安心の確保に努めてきました。また、平成２２年度には人とね

こがなかよく共生できるまちづくりを進めることを目的に「船橋市ねこの飼育・管理に関するガイド

ライン」を作成して、地域住民、民間団体と行政が協働で「地域ねこ活動」に取り組んできました。 

感染症の対策では、結核の蔓延防止のため、関係機関と連携し、早期に診断し治療に結び付ける取

り組みを行うとともに、引き続き治療中の患者に対するＤＯＴＳ事業（直接監視下短期化学療法）を

強化してきました。また、精神保健福祉については、精神疾患等の治療と家族からの相談に円滑に対

応し社会生活の適応を図るべく訪問相談を強化してきました。 

今後も、保健衛生行政の拠点として、市民が健康で安心して暮らせるように、関係機関の皆様の更

なるご支援、ご協力を頂きながら、業務を推進していく所存です。 

この事業年報は、船橋市保健所の平成２２年度の事業をまとめたものです。本市保健所の事業活動

へのご理解を深めていただく一助として、ご活用いただければ幸いに存じます。 

 

平成２３年１２月  

船橋市保健所長  渡邉 義郎 
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【凡 例】 

1.  各表・図は年とあるものは１月から１２月までの暦年、年度とあるものは４月から翌年３月まで              

の会計年度である。 

２．各表中、年号表示のない資料は、平成２２年度分（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日） 

３．各表欄外の注を参照のこと 

４．各表の数字は、単位未満を四捨五入してある。したがって、合計表と内訳の計が一致しない場合   

がある。 

1. 各表の符号は、特にことわりのないほかは次のとおりである。 

       「０」  掲載単位に満たないもの 

       「－」  該当なし 

       「…」  事実不詳又は資料なし 

       「△」  減少を示す 

       「ｒ」  既発表の数字を訂正したもの 

       「・」  統計項目のありえない場合 

       「ｐ」  速報結果等暫定的なもの 
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