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はじめに 

 

 船橋市保健所は、平成１５年４月１日の中核市移行に伴い開設され、今年で１２年目を迎

えました。これまで、市民の健康と生活の安全を守るため感染症対策や食品・環境衛生など

公衆衛生の向上に努めてまいりました。 

平成１８年６月に市民の医療に関する相談・苦情を受け付ける医療安全相談窓口を設置い

たしましたが、平成２５年度には医療安全支援センターを設置するとともに、センターに医

療安全推進協議会を設け、相談事業の充実及び医療安全施策の普及・啓発に努めております。 

また、市民に向けて公衆衛生の啓発を図るとともに保健所業務を一層広く理解いただくた

め、平成２５年７月から保健所情報誌「Ｆace  to  Ｈealth」の発行を始めました。 

さらに、平成２６年３月には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく市町村行動

計画として、新たに「船橋市新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成しました。 

平成２７年１０月には本市に新たな保健福祉センターがオープンするため、現在保健所は

移転準備を進めているところです。今後も、地域保健を取り巻く状況は厳しいことが予想さ

れます。これに対応するため関係機関の御支援・御協力をいただきながら、保健衛生行政の

拠点として各事業の強化を図っていく所存です。 

この事業年報は、船橋市保健所の平成２５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です。 

 

    平成２６年１２月 

                      

                           船橋市保健所長   
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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２５年度分（平成２５年４月１日～平成２６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 
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       「ｒ」  既発表の数字を訂正したもの 
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