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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１０年目を迎

えました。これまで、市民の健康と安全を守るため保健衛生の推進とともに健康危機管理体制の整備

を図ってきました。 

平成２１年の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）の発生に続き、平成２３年の東日本大震災に伴

う放射性物質の汚染問題など、健康被害に関する事案が多く発生し社会的に大きな影響を受けました。

これらを経験して、国・県を始めとして各市町村も健康危機対策の見直しを実施してきましたが、本

市においても「船橋市新型インフルエンザ対策行動計画」の改定や、健康危機発生時の業務体制を確

立するための業務継続計画（ＢＣＰ）を作成するなど対応を進めているところです。また、市民に対

しては、健康危機発生に備えて日頃から心がけておく事などの情報を提供し個人の役割について啓発

を行います。なお、食の安全に関する問題では、平成２４年４月に食品衛生法に基づき放射性セシウ

ムの基準が設定されたことから、市内で製造される食品の安全性を確認するため６月から加工食品の

検査を実施しました。 

さらに、地域保健を取り巻く状況の大きな変化に対応するため、厚生労働省から平成２４年７月に

地域保健法の地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正の告示がありました。これにより

ますと、保健所の健康危機管理対策の更なる機能強化が求められていますので、今後はこれまでと同

様に関係機関のご支援・ご協力を頂き、新たな課題に取り組みながら保健衛生行政の拠点としての業

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 23 年度の事業をとりまとめたものです。本市保健活動への

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２４年１１月 

                       

 

船橋市保健所長  渡邉 義郎 
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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２３年度分（平成２３年４月１日～平成２４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 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船橋市保健所事業年報 

平成２４年度版 

（平成２３年度実績） 

 

平成２４年１１月 

 

発行：船橋市保健所総務課 

千葉県船橋市湊町２－１０－１８ 

電話 ０４７（４３１）４１９１ 

FAX ０４７（４３６）３１９５ 

Eメール ho-somu@city.funabashi.chiba.jp 

mailto:ho-somu@city.funabashi.chiba.jp

