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はじめに 

令和元年 12 月に中国湖北省武漢市において発生が確認されて以降、世界中で感染が

拡大している新型コロナウイルス感染症は令和 2 年 1 月に指定感染症に指定され、本

市でも 1 例目の陽性患者を確認して以来、現在も市内での感染確認が続いています。 

 本市では国や県などの関係機関と連携しながら、市民の皆様へ迅速で正確な情報提

供および感染拡大防止策の構築に専念し取り組むため、2 月 7 日に船橋市新型コロナ

ウイルス感染症相談センターを、さらに 2 月 26 日には船橋市新型コロナウイルス感染

症対策保健所本部を設置し、陽性患者に対する療養先調整、疫学調査、3 月 11 日から

は市独自の PCR 検査の実施と療養先として医療機関やホテルでの病床を確保する等、

新型コロナウイルス感染症への対策を全力で進めています。加えて、クラスター（感染

者集団）発生の防止対策として高齢者施設等、市内飲食店事業者に感染症対策を徹底

するよう周知・啓発を行っています。今後も市民の皆様の安全安心のために新型コロ

ナウイルス感染症対策に尽力してまいります。 

従来、保健所が実施している地域保健施策のうち、母子保健事業としては、令和 2 年

1 月 22 日に妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行うため、子育て世代包括

支援センター「ふなここ」の開設や、令和 2 年 4 月 1 日の健康増進法の改正に伴い、

望まない受動喫煙の防止を図るための周知・啓発及び各施設への助言や指導等の対応

をしております。 

予防接種事業においては、胃腸炎の重症化を防ぐロタウイルスワクチンが新たに定

期接種化されたことに伴い、０歳児を対象に接種費用の全額助成、小児期の難聴対策

として 1 歳児に対して、おたふくかぜワクチン予防接種費用の一部助成を新たに実施

しております。 

動物行政については、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。 

今後も、市保健所として市民に身近な保健衛生行政に取り組んでまいります。 

 最後に、この年報をご覧いただき、保健所に親しみを感じていただければ幸いに思

います。 

 令和２年１２月 

船橋市保健所長 
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