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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１３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が、平成２６年度には次の事項にも取り組みました。
まず、食品衛生の更なる向上を図るため、食品等事業者に対しＨＡＣＣＰ（危害分析・重
要管理点方式）の考え方を取り入れた衛生管理方式の導入を促進することとし、条例改正な
どの環境づくりを整えました。
次に、感染症対策としては、平成２６年３月以降西アフリカを中心にエボラ出血熱が流行
したことから、平成２６年１１月に国内に侵入した際の対応を想定して、警察、消防、柏市
保健所と合同で訓練を行いました。さらに、平成２７年３月には新型インフルエンザ等健康
危機発生時の市の業務体制を確立するため、船橋市業務継続計画（ＢＣＰ）
【新型インフル
エンザ等編】
［初版］を策定しました。
さて、当保健所は平成２７年１０月より移転とともに組織改編され、これまでの衛生分野
を主とする役割に加え、健康づくりの推進の役割も担うこととなります。今後は地域保健法
の趣旨に則り、関係機関とも密接に連携を図りつつ、地域保健全般の推進や対策に取り組ん
でまいりたいと考えております。
終わりに、この年報は船橋市保健所の平成２６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２７年９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２６年度分（平成２６年４月１日～平成２７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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