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はじめに 

 

このたび、令和元年度の保健所事業年報を刊行いたしました。 

全国的に風しんが流行した平成３０年度に、国は関係法令を改正し、風しん

の追加的対策を示しました。本市においても、市民の皆様が抗体検査や予防接

種を迅速に受けることができるよう、対応してまいりました。      

また、母子保健の充実における取り組みとしては、現在、産後うつ予防に資

するよう産婦健診を開始するとともに、子育てに対する切れ目のない支援を行

うため、子育て世代包括支援センターの開設に向けた準備をしているところで

ございます。 

さて、元号も令和と改まった本年は、台風１５号、１９号及び１０月２５日

の豪雨など、これまで経験のない風水害に見舞われた年となり、本市におきま

しても、大雨時の災害体制について見直しを余儀なくされました。今後は、地

震災害時の医療体制のあり方と同様、医療関係機関及び市関係部局等と調整し

ながら、大雨災害時における医療体制についても、対策強化に取り組んでまい

ります。 

さらに、動物行政につきましては、動物愛護管理法の改正に伴い、本市の条

例の改正を含め、より市民に寄り添った動物の飼い主や飼い主のいない猫に対

するあり方などを協議しております。 

 最後に、この年報をご高覧いただき、保健所事業への一層のご理解とご協力

を賜りますことを祈念して、ご挨拶とさせていただきます。 

 

令和元年１２月 

船橋市保健所長 
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