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はじめに 

 

 市保健所は、中核市に移行した平成１５年度以降、千葉県の旧船橋保健所の

施設を借用し運営しておりましたが、昨年１０月に新設の市保健福祉センター

に移転しました。同時に保健所の組織を拡充し、母子保健分野、予防接種事業、

生活習慣病対策及び介護予防等のいわゆるヘルスプロモーション活動も保健所

の所掌事務となりました。 

平成２７年度の特記事項として、まず６月には、一部の地域において市民が

使用する井戸水から基準を超える化学物質が検出された事案を受け、市民の安

全安心の確保を図るため、使用者への飲用指導及び健康調査等の対策を講じま

した。さらに夏季には、蚊媒介感染症対策として蚊のモニタリング調査とウイ

ルス保有の有無の検査を実施し、１１月には保健福祉センター内の夜間休日急

病診療所等を使用し新型インフルエンザ等対策訓練を実施しました。 

また、ノロウイルスや腸管出血性大腸菌等による健康危機管理事案に対し、

より迅速に的確に対応できるよう検査体制を一層充実させるとともに、食品営

業施設に対する監視指導にあたっても食品衛生監視指導計画を見直し、一般的

に食中毒発生リスクが高いと考えられる施設への重点的な立入調査を実施する

など、その機能の充実を図りました。 

保健所に求められる役割はますます増大していくものと考えますが、今後も

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。この年報が公衆衛生

活動に対する一層のご関心ならびにご理解への一助となれば幸いです。 

    平成２８年９月 

                  船橋市保健所長 
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