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１ 健康危機管理対策の充実 

 

 

 

食生活の多様化や食品流通のグローバル化の中、食肉の生食や加熱不足による食中毒事件

をはじめ、輸入農作物の残留農薬の問題など、食の安全に対する関心が高まっています。ま

た、大地震や局所的な豪雨などの災害事例にみる健康危機や新型インフルエンザ等新興感染

症の流行、蚊媒介感染症デング熱が国内で発生するなど感染症の脅威が増大しています。 

こうした中で健康危機管理については、医薬品、食中毒、感染症、飲料水、その他何らか

の原因によリ生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生

予防、拡大防止、治療等に関する業務とされています。 

保健所は保健衛生の専門技術職員を擁し、地域における健康危機管理の拠点として位置づ

けられています。 

不測の事態に対応するには、平常時からの管理基準の設定や監視等による健康危機発生の

未然防止、並びに各種マニュアルや組織体制、必要資器材の整備、関係機関との連携の確保

や訓練の実施等による発生時に備えた準備が大切です。 

 区では、健康被害の発生状況や保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえて、区民の生命

及び健康を保護し、社会生活が維持できるように健康危機管理対策を推進しています。 

 

 

 

近年の危機管理事例の多発の中で、保健所は地域における健康危機管理の拠点として位置

づけられ、平常時の監視業務等を通じて健康危機を未然に防止する必要があります。 

併せて、これまでの災害や感染症等への対応を教訓にして、各部局や関係行政機関の役割

分担を再確認し、あらゆる健康危機の状況・場面を想定して策定したマニュアル等の見直し

を行うとともに、関係機関との協議を継続し、体制の整備を推進することが重要です。 

また、健康危機が発生した場合には、対応の確定、正確な情報把握、原因の究明、医療の

確保等を迅速に行い、区民の健康被害の拡大防止に努めることを前提に、平常時から地域の

状況の把握に努める必要があります。保健所管轄区域において発生が予想される健康被害に

応じて、区民等に対する情報提供や普及啓発を充実させることにより、有事には関係機関等

と一層連携を密に対応し、健康被害を最小限にすることが可能になります。 

 

施策の体系 １  健康危機管理対策の充実 

       （１）感染症への対応 

       （２）食品の安全・安心の確保 

       （３）災害時への対応 

 

 

 

（１）感染症への対応 

感染症は、ひとたび発生して拡大すれば個人の健康のみならず社会全体に深刻な影響を

及ぼす恐れがあり、迅速な初動対応が拡大防止の第一要件です。 

日ごろより、各種感染症サーベランスによる発生状況の把握と情報分析等を通じた事前
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準備、区民への情報提供や正しい知識の普及啓発、感染症発生時には関係機関と連携し、

迅速かつ円滑に調査及び防疫活動を実施し、感染拡大防止に努めます。 

特に新型インフルエンザ等新興感染症は、ほとんどの人がウイルスに対する免疫を獲得

していないため、世界的な大流行（パンデミック）となり、大きな健康被害とこれに伴う

社会的影響をもたらすことが懸念されています。また、結核は現在でも年間約 18,000人

の新規患者が発生し、年間約 2,000 人が命を落とす日本の重大な感染症です。「新型イン

フルエンザ等対策特別措置法」に基づき整備した、「目黒区新型インフルエンザ等対策行動

計画及び対応マニュアル」による、医療機関の連携、計画的な備蓄等の各対策を推進しま

す。 

 

＜計画事業＞ 

①新型インフルエンザ等対策の推進【継続】（保健予防課） 

 新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、区民への健康被害を最小限にとど

め、区民生活を確保するため、「目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画及び対応マニュア

ル」に基づく防疫活動、医療体制、備蓄計画等を整備し、予防、まん延防止等対策を充実し

ていきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

行動計画に基づき、対応マニュア

ルの整備、計画的な備蓄、訓練、

普及啓発等を実施 

継続 継続 

 

②高齢者の感染症対策予防接種【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 高齢者はインフルエンザにり患すると肺炎等を合併することも多く、肺炎と気づかないう

ちに重症化する危険性があるため、６５歳以上の高齢者を対象に、感染予防や重症化を軽減

することを目的としてインフルエンザ予防接種を実施します。 

また、高齢者の肺炎の原因の中でもっとも多い肺炎球菌による感染予防・肺炎の重症化と

死亡リスクを軽減することを目的として、６５歳を対象に初回接種の方に自己負担分を一部

軽減して肺炎球菌予防接種を実施します。なお、平成２６年度から平成３０年度までの経過

措置期間は、６５歳以上の５歳刻みの年齢を対象として実施しています。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

対象者には個別通知送付 

・高齢者インフルエンザ予防接種

者数 27,143人（49.1％） 

・高齢者肺炎球菌予防接種者数 

 3,353人（33.7％） 

(平成２８年度実績) 

現況より上げる 現況より上げる 

 

③結核予防対策の推進【数値】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 結核は、現在でも主要な感染症であり、結核の発生予防、患者の早期発見、まん延予防の

ため対策を推進します。感染リスクの高い人への健康診断、結核患者に対する服薬確認

（DOTS）による支援、療養相談、治療終了後の再発早期発見のための管理検診等の継続的
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な支援を実施し、結核罹患率の低下を目指します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

国の結核に関する特定感染症予防

指針に基づき、罹患率 10以下（人

口 10 万対）を目標に、予防の普

及啓発、患者管理、接触者健診、

定期健診の受診勧奨及び実施状況

の把握、予防接種（BCG）等の実

施 

継続 継続 

 

④エイズ・性感染症対策の推進【継続】（保健予防課） 

 HIV 感染者、エイズ患者が増加傾向にある現状を踏まえて、早期発見・早期治療に結びつ

くよう性感染症を含む検査・相談を実施します。また、様々な機会を捉えて、区民・学校等

に対する正しい知識の普及啓発を実施します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・毎月 1 回検査、年 2回（6 月・

12月）臨時検査を実施 

・相談は、電話・来所等で随時実 

施 

・区民・学校等に対する正しい知

識の普及啓発の実施 

継続 継続 

 

（２）食品の安全・安心の確保 

食中毒をはじめ、飲食に起因する健康危機の発生を平常時から想定し、常に健康危機管

理の意識を持って監視指導等を計画的に実施し、食品の安全を確保します。 

  食品等事業者の自主的衛生管理を支援するため、講習会等の衛生教育を行い、総合的な

衛生管理の充実を図ります。 

  食品が多様化し、流通がますます複雑化していることから、区民に食品の安全に関する

最新情報を正確にわかりやすく発信します。 

 

＜計画事業＞ 

①食品監視指導の充実【重点】（生活衛生課） 

 食品関係施設の監視指導を計画的に実施することで、食品等による衛生上の危害発生を防

止します。食中毒の発生及び広域流通食品の違反発生時には、国や東京都など関係機関と迅

速に情報共有、連携協力を図り、食中毒の原因究明、再発防止及び違反食品を速やかに排除

します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・重点的な監視指導の実施 

（食中毒発生リスクの高い社会

福祉施設、大量調理施設、肉類

継続 継続 
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の不十分な加熱提供施設等） 

・不適正表示食品の監視指導の実

施と結果の公表（食品表示法施

行による） 

 

②事業者の自主的衛生管理の推進及び育成【継続】（生活衛生課） 

 食品等事業者が、自主的衛生管理の向上及び法令の遵守を推進できるように、食中毒や違

反食品による健康危害防止を図るため、食品衛生講習会を定期的かつ継続的に開催します。

また食品等事業者が、法令改正及び最新知識などを習得することや、HACCP 方式（食品衛

生管理の国際基準）による衛生管理の義務化を見据えた、総合的な衛生管理が進められるよ

う技術的支援を行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・業態別及び営業許可更新時の食

品衛生責任者講習会の開催 

・食品等事業所への講師派遣 

・食品衛生協会自治指導員への技

術的支援や活動拡充に向けた共

催事業の実施 

継続 継続 

 

③食に関する普及・啓発【継続】（生活衛生課） 

 区民に対し、正確な食品衛生知識の普及を図るため、食品の安全に関する最新情報を収集・

提供します。また、行政、消費者及び食品等事業者の情報提供と意見交換の場として、シン

ポジウム及び食品保健講座を開催するなどリスクコミュニケーションに努めます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・シンポジウムと講演会の開催 

・自主研修会等への講師派遣 

・食品衛生月間事業及びパネル展

示による普及啓発 

・食品衛生の最新情報、食中毒等

の危機管理情報などをホームペ

ージ、区報等により発信 

・食の安全に係る普及啓発リーフ

レット等の作成配布 

継続 継続 

 

 

（３）災害時への対応 

不特定多数の住民に健康被害が発生または拡大する可能性がある場合には、公衆衛生の

確保という観点から対応を求められ、大規模な自然災害や化学兵器、毒劇物を使用した大

量殺傷型テロ事件が発生した場合にも対処を求められる可能性があります。 

  健康危機発生時にその規模を把握して対応し、被害の拡大防止のための普及啓発や業務

を行うために、平常時から監視業務を通じて健康危機の発生を未然に防止するとともに、
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マニュアルの見直しや関係機関との連携確保・訓練等による体制の整備や人材育成に努め

ます。 

 

＜計画事業＞ 

①関係機関との連携・協議体制の充実【継続】（健康推進課） 

 健康危機発生時に、警察、消防、医療機関及び関係団体の連携により、混乱なく的確な対

応を行うことができるが行われるよう、定期的に健康危機管理連絡会を開催し、連携協力の

強化及び情報交換を行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

健康危機管理連絡会の開催 継続 継続 

 

②医療救護所の充実【継続】(健康推進課） 

 首都直下地震等が発生した場合に、東京都が迅速かつ的確に区市町村を支援できるように

導入した二次保健医療圏において、目黒区の医療救護活動を統括及び調整を図るため、災害

医療コーディネーターを設置しています。 

 円滑な救護所の活動を確保するため、関係機関の協力を得て、災害医療コーディネーター

を中心とした医療救護活動訓練を実施します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・区内９病院及び３休日診療所に

緊急医療救護所を設置 

・医薬品・資機材のランニングス

トック実施（3,000 人分 3 日

間） 

・医療救護訓練への参加 

・目黒区災害医療コーディネータ

ーの設置 

継続 継続 
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２ 健康づくりの推進 

 

 

現在我が国は男女ともに世界最高水準の長寿国となりました。しかし、平均寿命と健康寿

命※の差は１０年程度あり、今後、高齢化に伴い、医療や介護の負担の増大が想定される中で、

生活の質の向上という観点からも健康寿命※の延伸は大変重要となっています。 

 国では、平成２５年４月から、健康寿命※の延伸と健康格差の縮小、生活習慣病※の発症予

防と重症化予防の徹底等を基本とした「健康日本２１（第２次）」が開始されました。 

 区では、平成２８年３月に改定した「健康めぐろ２１（平成２８年度～３７年度）」におい

て、健康寿命※の延伸を基本理念とし、生活習慣病※の発症予防と重症化予防、生活習慣の改

善、高齢者の健康、こころの健康、健康を支える環境整備、食育※の推進に取り組んできまし

た。また、平成２９年１月に「健康めぐろ２１」の概要版として「健康づくり実践ガイド」

を作成し、区民が自分の健康について考え取り組むためのきっかけづくりとして配布、活用

しています。 

 また、平成２９年４月からは、妊娠・出産から子育て期にわたり切れ目のない支援をめざ

し、妊産婦に対する専門職による面接相談を行う「ゆりかご・めぐろ」を開始しました。 

区民の平均寿命や健康寿命※は２３区の中でも上位の水準にありますが、区では区民が生涯

にわたり健康で活力あふれる生活が送れるよう、子どもから高齢者まで、ライフステージや

心身の状態に応じた各種の健康施策を積極的に推進しています。 

 

 

 

健康づくりの基本は区民一人ひとりが主体的に取り組むことです。しかし、個人での取り

組みには限界があることから、健康づくり施策を行政と関係機関・団体が連携し、総合的に

進めていくことが求められています。子どもから高齢者まで健康でいきいきと生活していく

ためには、子育て支援や介護予防事業等、健康づくりに関連する様々な部局と連携していく

ことが必要です。 

今後、高齢化の一層の進展に伴い、生活習慣病※や認知症等の有病者の増加が見込まれてい

ます。健康寿命※を延伸していくためには、食生活や身体活動、歯と口腔の健康づくり、禁煙

など、生活習慣の改善を図ることが重要です。また、生活習慣病※の発症予防に加え、糖尿病

などの重症化予防にも取り組んでいく必要があります。 

特に、たばこ対策については、国や東京都は２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会開催に合わせた受動喫煙※対策を検討しており、区においてもこうした動きを見据

えながら公共施設の受動喫煙※対策に取り組んでいく必要があります。 

また、妊婦の方との面接相談「ゆりかご・めぐろ」や乳幼児健診等様々な事業の機会を捉

えて、子どもへの虐待予防や早期発見に繋げるよう、関係機関と連携しながら妊娠期から子

育て期にわたって切れ目ない支援の強化が求められています。 

さらに、自殺総合対策をはじめとするこころの健康づくりに積極的に取り組むことが必要

です。 

 

 

 

 

現 状 

課 題 



100 

 

施策の体系 ２  健康づくりの推進 

       （１）生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進 

       （２）生活習慣の改善 

       （３）親子の健康づくりの推進 

       （４）食育の推進 

       （５）こころの健康 

       （６）公害保健対策の推進 

        

 

 

（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進 

区民の死因別割合を見ると、がん、心疾患、脳血管疾患のいわゆる三大生活習慣病※によ

る死亡が全体の半分を占めています。 

がん対策としては、がん予防に関する知識の普及啓発を行うとともに、胃がん、肺がん、

大腸がん、子宮がん、乳がんについて科学根拠に基づくがん検診を実施します。 

また、健康管理や生活習慣の改善に関する正しい知識の普及を図るとともに、メタボリ

ックシンドローム※及び生活習慣病※の予防や疾病の早期発見・早期治療のため、４０歳以

上の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び生活保護受給者を対象に特定健

康診査※を実施します。国民健康保険加入者については、特定健康診査※の結果により生活

習慣の改善が必要な場合に特定保健指導※や生活習慣病※重症化予防の保健指導を行い、

個々の生活習慣を見直す支援を行います。 

なお、特定健康診査※の対象とならない４０歳未満の区民については、生活習慣病※やそ

の他疾病予防の動機付けを目的とした健康づくり健診を実施します。 

 

＜計画事業＞ 

①積極的な健診等の受診【数値】（健康推進課・保健予防課・国保年金課） 

 メタボリックシンドローム※及び生活習慣病※の早期発見・早期治療のため、４０歳以上の

国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び生活保護受給者を対象に特定健康診査※

を実施します。国民健康保険加入者については、特定健康診査※の結果により生活習慣の改善

が必要な場合に特定保健指導※や生活習慣病※重症化予防の保健指導を行います。 

なお、特定健康診査※の対象とならない４０歳未満の区民については、生活習慣病※やその

他疾病予防の意識と自覚の高揚を図るとともに、疾病の早期発見のため健康づくり健診を実

施します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

40 歳以上の国民健康保険加入

者・後期高齢者医療制度加入者・

生活保護受給者（平成 28 年度実

績） 

・特定健康診査※受診率 46.6％ 

現況より上げる 現況より上げる  

施 策 
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40 歳以上の国民健康保険加入者

（平成 27年度実績） 

・特定健康診査※受診率 45.9％ 

・特定保健指導※実施率 12.0％ 

特定健康診査※受診率、特

定保健指導 ※実施率：

60％ 

継続 

生活習慣病※重症化予防事業 

未実施 

データヘルス計画に沿っ

て実施 

継続 

健康づくり健診受診者数（平成28

年度実績）459人 

現況より上げる 現況より上げる 

 

②がん検診【重点】（健康推進課） 

 胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がんについて、科学的根拠に基づく検診を、高

い精度を保ったうえで実施します。また、受診率を向上させることにより、がんの早期発見・

早期治療を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

がん検診の受診率（平成 28 年度

実績） 

・胃がん 2.2% 

・肺がん 17.7% 

・大腸がん 36.8% 

・子宮がん 26.5% 

・乳がん 28.0% 

現況より上げる 現況より上げる 

 

 

（２）生活習慣の改善 

健康寿命※を延伸し、いつまでも健康で自立した生活を送るためには、望ましい生活習慣

の実践が重要です。栄養・食生活や身体活動、喫煙、歯・口腔の健康は、生活習慣病※の発

症予防だけでなく、社会生活機能の維持及び向上、生活の質の向上に大きく寄与します。 

そこで、健康的な食生活や適正な体重の維持管理など、望ましい栄養・食生活の実践に

ついて知識の普及・啓発を図るとともに、日常的に取り組む身体活動量の増加についても

啓発していきます。また、歯と口腔の健康づくりについては子どものむし歯予防とともに、

成人歯科健診などを通じて８０２０運動を推進していきます。 

さらに、日本人の病気と死亡の最大の原因であるたばこについて、禁煙を支援するとと

もにや受動喫煙※防止に取り組むなど、たばこ対策・受動喫煙※対策を推進していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①望ましい栄養・食生活に関する啓発【継続】（健康推進課・保健予防課・碑文谷保健センタ

ー） 

 健康的な食生活を実践することは、生活習慣病※の発症予防と重症化予防、生活の質の維持

向上の観点から重要です。健康教育や栄養相談等を通じて栄養や食生活に関する知識の普

及・啓発を図り、自分に適した健康的な食生活を継続的に実践できるよう支援します。 
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事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・健康大学教養講座の開催 

・イベント等でのパネル展示 

・個別栄養相談の実施 

・生活習慣病※予防及び重症化予防

に関する健康教育の実施 

継続 継続 

 

②身体活動の増加に関する啓発【継続】（健康推進課） 

 日常の身体活動量を増やすことで、メタボリックシンドローム※を含めた生活習慣病※の発

症や死亡のリスクを下げるといわれています。 

 生活習慣病※や健康維持に役立つ身体活動について情報を提供し、工夫して日常生活におけ

る身体活動量を増やせるよう啓発していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・健康大学教養講座の開催 

・イベント等でのパネル展示 

継続 継続 

 

③成人歯科健診の推進【継続】（健康推進課） 

 「生涯、自分の歯で食べる楽しみを味わえる」ことを目標として、歯科健診事業を行うこ

とで歯と口腔の健康づくりを支援していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

成人歯科健診事業の推進 継続 継続 

 

④たばこ対策・受動喫煙※対策の実施【継続】（健康推進課） 

 喫煙が及ぼす健康への影響についての正しい知識の普及や、禁煙希望者への相談支援や医

療機関等の情報提供により、禁煙支援を推進します。 

 また、受動喫煙※が及ぼす健康への影響について普及啓発し、受動喫煙※防止を推進してい

きます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

リーフレットの配布等による喫

煙・受動喫煙※が及ぼす健康への影

響に関する情報の発信 

継続 継続 

 

⑤脳卒中再発予防教室【継続】（碑文谷保健センター） 

 脳卒中の再発を予防するため、疾患についての理解を深め生活の改善をはかることを目的

として講習会を実施します。 
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事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

概ね年７回実施 継続 継続 

 

（３）親子の健康づくりの推進 

妊婦・乳幼児・保護者の心身の保持増進を図るため、妊娠期から出産・子育て期にわた

って安心して子育てができるよう切れ目のない支援をめざし、平成２９年４月に「ゆりか

ご・めぐろ」を開始しました。 

また、定期に実施する乳幼児健診の受診率向上を目指すとともに、健診未受診者に対し

てはフォローを強化していきます。健診を通じて障害や疾病のみならず、児童虐待の兆候

などの 早期発見・早期対応に努めるともに、育児支援や相談指導を充実していきます。 

  さらに、乳幼児期からの食習慣や虫歯予防のための啓発についても充実させていくこと

で、保護者の育児不安を軽減していきます。 

  近年ワクチンギャップの解消に向けて、子どもの予防接種については 3 ワクチン（ヒト

パピローマウイルス感染症・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン）をはじめ、平成 26 年 10 月

からは水痘ワクチン、平成２８年１０月からはＢ型肝炎ワクチンが定期接種に位置付けら

れ、今後も新たなワクチンの定期接種化が見込まれています。接種率向上を図るため、平

成２８年１月から導入した保健所システムを活用し適時・的確に接種勧奨していくととも

に、予防接種の重要性や副反応について正確な情報を迅速に提供し、予防接種に対する正

しい理解の普及を図ります。 

 

＜計画事業＞ 

①妊婦健康診査【数値】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 妊産婦死亡率の低下を図るとともに、妊娠中の母体と胎児の健康を守るために、妊娠の届

出をした妊婦に対して妊婦健康診査の受診票を交付し、医療機関に委託して健康診査を実施

します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

妊婦健康診査１４回、妊婦子宮頸

がん検診１回、妊婦超音波検査１

回（公費負担一部助成） 

妊婦健康診査の継続的な

受診を促進するために、

第1回目の健康診査受診

率を高める。 

・受診率 ９５％ 

受診率 ９７％ 

 

②出産・子育て応援事業（ゆりかご・めぐろ）【重点】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 安心して出産・育児を迎えていただくために、妊婦の方と面接相談を行う「ゆりかご・め

ぐろ」を実施します。妊娠期から専門職が関わることで、悩みや困難を抱える妊婦の不安を

軽減し、支援が必要な場合には、関係機関と連携しながら継続相談を行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・妊婦を対象に、妊娠届時に専門

職が面接を実施 

継続 継続 
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・出産、子育て、育児の不安や悩

みなどの相談を実施 

・支援が必要な妊婦への継続した

相談を実施 

・面接時には「ゆりかご応援グッ

ズ〈育児用品カタログギフト〉」

を配付 

 

③育児支援事業【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 妊娠期から乳幼児を通じて、適切な知識の普及・啓発によって育児不安の軽減を図り、保

護者同士の情報交換や交流を図ることによって、虐待防止や健やかな子育てを支援します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・ハローベビークラス・サロンの

開催 

・パパママの育児教室 

・フレシュママのつどい 

・育児学級 

・健康相談 

・母親の会 

・こどもの健康教室 

・多胎児懇談会 

継続 継続 

 

④乳児健康診査【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 乳幼児の適切な発育・発達を促すために、健康診査時に身体計測の実施や疾病等の有無に

ついて確認、及び養育状況の確認を行い育児相談を実施します。 

 4 か月、６か月、９か月、１歳６か月、3 歳、5 歳児健康診査を保健予防課・碑文谷保健

センターまたは委託医療機関にて行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・乳幼児の月齢・年齢に応じた内

容の健康診査や育児相談を実施 

・4ヶ月児健診未受診者について、

子ども家庭課との連携により、       

乳児家庭全戸訪問事業として全

数把握を実施 

・3 歳児健診未受診者についても

同様に全数把握を実施 

継続 継続 

 

⑤乳幼児歯科健診【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 乳幼児期からの口腔内の環境を整えることは、生涯にわたり健康な口腔を保つための第一

歩です。歯科健診や保健指導・歯科予防処置を通じ、口腔衛生に関する正しい知識の普及を

図ります。また、他職種と連携し成長・発達に応じた支援を行います。 
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事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

むし歯のないこどもの割合（受診

者数に対する割合） 

・１歳６か月歯科健診  98.3％ 

・２歳児歯科健診    96.9％ 

・３歳児歯科健診    88.1％ 

・予防処置       895名 

（平成２８年度歯科健診実績） 

現況より上げる 現況より上げる 

 

⑥乳幼児栄養相談【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 食生活の多様化が進む中、親と子どもの健康を確保していくために、妊産婦や乳幼児の健

全な食生活について啓発を行います。また、食習慣の乱れによる生活習慣病※を予防し、栄養

バランスの良い食事や食文化の継承を啓発していくために、講座や健診の実施時に栄養個別

相談または集団指導を行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

対象者に随時実施 継続 継続 

 

⑦予防接種に関する正しい知識の普及啓発【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 子どもを感染症から守る予防接種については、接種率向上を図るため、個別通知を行い適

切な時期に確実に勧奨していくとともに、予防接種の重要性、副反応について迅速かつ正確

な情報を提供し、予防接種に対する正しい理解の普及を図ります。また、定期予防接種の種

類増加など予防接種法の変更等があった場合、正しい情報を提供し適切に対応していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・定期予防接種は対象月齢に個別

通知を行い勧奨勧奨 

・制度の変更等は医療機関や対象

者への通知、区報・ホームペー

ジ等で周知 

・接種相談等 

継続 継続 

 

 

（４）食育の推進 

食は命の源であり、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむために

重要です。しかし、生活時間の多様化と相まって家族や友人等と楽しく食卓を囲む機会は

減少傾向にあります。また、栄養の偏りや不規則な食事、肥満や生活習慣病※の増加、過度

の痩身、そして伝統的な食文化の危機や食の安全等、食をめぐる課題は多くあります。 

  そこで、食育※に関心を持ち、食を通じて親子や家族との関わり、仲間や地域との関わり

を深め、健やかな心と身体の発達を促すことができるよう、食を楽しむ環境づくりを推進

していきます。 
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さらに、様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活

を実践することができるよう食育※を推進します。 

 

＜計画事業＞ 

①ライフステージに応じた食育※の推進【継続】（健康推進課・保健予防課・碑文谷保健セン

ター） 

 子どもから成人、高齢者に至るまで、ライフステージに応じた間断ない食育※を展開し、食

に関する知識の普及を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・健康大学教養講座の開催 

・リーフレットの配布等による食

に関する情報の発信 

・親子食育※セミナー、夏休み子ど

も食育※セミナーなど、食に関す

る講座の開催 

継続 継続 

 

 

（５）こころの健康 

現代は仕事や人間関係などの過剰なストレスにより心と体に変調をきたしやすい状況に

あります。こころの健康は、人がいきいきと自分らしく生きるために重要で、生活の質に

も大きく影響します。また、年間３万人を超えていた全国の自殺者数は、ようやく平成２

８年に２万２千人を下回ったものの、依然として高い水準にあります。 

そこで、こころの健康についての啓発を行い、早期に相談に繋がるために様々な形での

相談体制により、相談機会の充実を図ります。 

さらに、平成２８年４月に自殺対策基本法が改正されたことに伴い、国・都・区の役割

を明確にして、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、正しい知識の啓

発や相談支援、ゲートキーパー※の養成、関係機関・団体・区民との連携により、自殺総合

対策を推進していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①教育相談【重点】（教育支援課） 

区立小・中学校及び区立幼稚園・こども園にスクールカウンセラーを派遣し、学校及び幼

稚園・こども園における教育相談体制の拡充に向けた支援を行います。 

また、めぐろ学校サポートセンターで、臨床心理専門の相談員が電話や来室による１８歳

以下の子ども又はその保護者の教育に関する悩みや心身の発達などの相談に応じます。困難

事例についてはスクールソーシャルワーカーが各関係機関と連携し案件の解決を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・スクールカウンセラーの区立

小・中学校、区立幼稚園・こど

も園への派遣 

・教育相談の実施 

継続 継続 
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・スクールソーシャルワーカーに

よる対応 

 

②精神保健相談【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 精神疾患の早期発見・早期治療及び再発予防を図るため、患者とその家族等を対象として

専門医による相談を実施するほか、保健師による電話・訪問・面接相談を実施し、一般精神

病、認知症をはじめ、ひきこもりや発達障害※等など多岐にわたる相談を受けています。 

また、精神疾患全般についての理解を深めるため、広く区民を対象とした講演会を開催して

います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・専門医による相談の実施 

・保健師による電話・訪問・面接

相談の実施 

・精神保健講演会の実施 

継続 継続 

 

③嗜癖
し へ き

（アルコール等）家族問題相談【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 アルコール、薬物、ギャンブルなどの依存症で悩んでいる家族や当事者に対して、疾病の

理解や回復のためのグループミーティングや個別相談を実施します。地域に相談機関が少な

く、当事者が治療に繋がりにくく、また、家族自身も巻き込まれ健康を害することも少なく

ないため、適切な専門機関等の紹介や家族間の交流を通じて家族の心の安定が保てるよう支

援します。 

 また、危険ドラッグによる薬物問題が社会問題となっているため、相談先について広く周

知を図っていきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・グループミーティング（当事者・

家族）各月 1回実施 

・必要に応じ個別相談実施 

・保健師による電話・訪問・面接

相談（随時） 

継続 継続 

 

④自殺総合対策の実施【継続】（健康推進課・保健予防課・碑文谷保健センター） 

 多くの自殺は、防ぐことのできる社会的な問題であり、家庭や職場、地域全体で取り組む

ことが重要です。 

 正しい知識の普及・啓発や相談支援体制の充実、ゲートキーパー※の養成、関係機関･団体・

区民との連携などにより自殺を予防し、自殺総合対策を推進していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・自殺対策講演会の実施 

・リーフレットの配布等による自

殺対策に関する情報の発信 

継続 継続 
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・職員ゲートキーパー※養成研修の

実施 

 

（６）公害保健対策の推進 

  「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、著しい大気汚染の影響により公害健

康被害を受けたと認定された患者に対して、損害を填補するための補償給付を行うととも

に、公害保健福祉事業を継続して実施します。 

また、地域住民に対して公害健康被害予防事業を実施して、大気汚染の影響による健康

被害の発症予防や健康回復を図ります。 

 

＜計画事業＞ 

①公害保健福祉事業の充実【継続】（健康推進課） 

 大気汚染の影響による公害健康被害認定患者の健康回復、保持及び増進に向けて、呼吸器

リハビリ教室、保健師による療養指導、インフルエンザ予防接種の自己負担額の助成等公害

保健福祉事業を継続して実施します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・理学療法士による呼吸器リハビ

リテーション教室の開催 

・保健師による家庭療養指導の実

施 

・インフルエンザ予防接種費用の

自己負担額の助成 

継続 継続 

 

②公害健康被害予防事業の推進【継続】（健康推進課） 

 地域住民に対して、大気汚染の影響による健康被害の発症予防や健康回復を目的とした呼

吸器疾患の健康相談、知識普及のための講演会等の公害健康被害予防事業を実施します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・医師・理学療法士・栄養士によ

る呼吸器疾患の個別健康相談を

実施 

・子どもとその保護者を対象とし

た健康教室（音楽療法）を開催 

（隔年で成人向けと子どもの保

護者向けの健康教室を開催） 

継続 継続 
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３ 地域保健医療体制の推進 

 

 

 

平成 26 年度に実施した健康づくり調査によると、約７割の人がかかりつけ医師・歯科医

師を決めています。また、「医療に関する情報で知りたいこと」については、半数以上の人が

「休日・夜間に診療している医療機関」と回答し、２４時間安心して医療を受けられる環境

を望んでいることがうかがえます。 

 区では、初期救急医療として、一般の診療所が休診している日曜・祝祭日・年末年始等に

おける急病患者に対して診療の機会を確保するため、休日診療所と休日調剤薬局を開設して

います。 

 また、効果的な治療法が確立されていないため、療養が長期にわたる難病は、患者や家族

に精神的・経済的あるいは介護面における大きな負担がかかっています。目黒区では、国や

東京都が実施している医療費助成や医療機器貸与等のサービスに加え、難病ホームヘルプサ

ービスや日常生活用具の給付等の支援のほか、相談やさまざまな講演会の開催などの機会を

活用し情報提供に努めています。 

 さらに、医療ニーズの高い高齢者や重度の要介護者が、自宅や地域で安心して暮らし続け

られるよう、医療、介護、住まい、生活支援を一体的に提供するためのネットワークの構築

に取り組んでいます。 

 

 

 

少子高齢社会の進展や疾病構造の変化などから、年々増加する救急医療の需要に対応する

ため、東京都や関係団体と連携を図りながら、身近な地域でだれでも利用しやすい医療体制

を整備するとともに、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局を推進していくこ

とが必要です。 

 医療・介護の連携を強化し、効率的かつ質の高い医療提供体制を推進するために、平成２

６年６月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律」（医療介護総合確保推進法）が成立し、医療機関の機能分化や連携の促進が進

むなか、区民への十分な情報提供や連携への支援が必要となっています。 

 また、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム※）の構築を進めて

いる現在、難病に関しても住み慣れた地域で療養生活を継続できるよう支援していくことが

求められています。 

 

施策の体系 ３  地域保健医療体制の推進 

       （１）休日等診療体制の確保 

       （２）難病等保健医療対策の充実 
 

 

 

（１）休日等診療体制の確保 

少子高齢化が加速する中で、子どもから高齢者まで、地域で安心して医療を受けられる

環境や二次救急も含めた休日・夜間の診療体制の整備、在宅療養者への２４時間対応が求

現 状 

課 題 

施 策 
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められています。これらの救急医療の需要に対応するため、医師会・歯科医師会・薬剤師

会及び東京都などの関係機関と協力し、引き続き休日診療所等における診療体制を確保し

ていきます。 

 

＜計画事業＞ 

①休日等診療体制の確保【継続】（健康推進課） 

 少子高齢化が加速する中で、子どもから高齢者まで、だれもがいつもで地域で安心して医

療を受けられる環境や、二次救急も含めた休日・夜間の診療体制の整備、在宅療養者への２

４時間対応の体制が求められています。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・休日診療所及び休日調剤薬局の

開設（通年開設／区内２か所、

11月～2月開設／1か所） 

・休日歯科診療を輪番制で開設 

・東京都の休日等診療体制情報シ

ステムの周知 

継続 継続 

 

 

（２）難病等保健医療対策の充実 

平成２６年５月「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成２７年１月

から医療費等助成助成制度（以下「新制度」という。）が実施されています。新制度の対象

疾病拡大の周知及び保健相談の推進を図るとともに、難病講演会、パ－キンソン教室等を

開催し、知識の普及と療養支援を行います。難病患者が在宅において安心して生活を営む

ことができるように、保健・医療・福祉の連携を図ります。 

 

＜計画事業＞ 

①難病保健事業の充実【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

 難病患者及びその家族にかかる精神的・経済的、介護面の負担軽減を図るため、療養相談

や難病講演会、パーキンソン教室等を実施します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・患者とその家族を対象にパーキ

ンソン教室を実施 

・患者とその家族、区民等に難病

講演会を実施 

・療養相談を随時実施 

継続 継続 
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４ 安全で快適な生活環境の確保 

 

 

 

区民が健康で安全、快適な生活を送るためには、生活の拠点となる住宅や周辺地域、更に

は区民が利用する建築物、生活環境に関連する営業施設などの環境を良好に維持する必要が

あります。ビルや共同住宅などの建築物は、計画段階からの協議により衛生的環境確保の指

導を行い、生活環境に関連する営業施設には、定期的な立入検査や重点的な改善指導を行っ

て衛生水準の維持・向上に努めています。飲料水については、貯水槽水道設備や井戸の衛生

指導を行っています。また、ねずみや衛生害虫の防除においては、講習会等を通じた区民へ

の情報提供、相談、訪問指導や助言などの支援を行っています。 

医薬品等の安全の確保については、生活習慣病※の増加に伴い長期にわたって多くの医薬品

を使用する患者が増えており、重複投薬、薬物相互作用等によるリスクを軽減するための薬

歴管理、服薬指導が重要となっています。また、危険ドラッグは麻薬や覚醒剤等に似た成分

を含んでおり、国や都と連携し、区民へその危険性について情報提供を行っています。医療

については、区民の安全・安心を確保し、質の高い医療が受けられるよう、相談・苦情対応、

医療機関・患者等への助言等を行っています。 

家庭での飼育動物は、愛玩の対象から「家族」あるいは「人生のパートナー」へと変化を

見せる一方、犬の鳴き声やふんの放置、飼い主のいない猫への無責任な餌やりなど多くの苦

情が寄せられています。また、東日本大震災を機に、被災動物への対応についても関心が高

まっており、災害に備えて備蓄品などの整備を行っています。    

 

 

 

 健康の視点を加えた質の高い生活環境を、区民自らが築くことができるように、的確な情

報提供を行える仕組みづくりや普及・啓発、支援が必要です。また、生活環境に関連する営

業施設の新たな営業形態により健康被害を生じることがあるため、区民が適切なサービスの

選択をできるような情報提供を行う必要があります。 

 薬局、医薬品販売業においては、薬剤師や登録販売者を適正に配置し、患者や購入者に対

して医薬品等を適正に使用するための情報提供と相談に応じられる体制の整備が不可欠であ

るため、薬局、医薬品販売業に対する監視指導を継続実施していく必要があります。また、

危険ドラッグは、身体に与える危険性や常習性について広く伝えていく必要があります。医

療に関する相談は、病気や診断・治療、医療機関に関することなど、区の関係課が連携して

対応していますが、相談担当者の研修やマニュアルの整備により、相談対応能力の向上を図

っていくことが必要です。 

動物の適正飼育については、人と動物の調和のとれた共生社会を実現するため、普及啓発

を継続して行う必要があります。また、課題の多くは地域社会に密着しているため、解決に

は地域の実情に応じた取り組みと地域活動への支援が必要です。さらに、災害時における被

災動物の保護及び救護などを適切に行うため、関係機関等と連携を図る必要があります。 

  

現 状 

課 題 
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施策の体系 ４  安全で快適な生活環境の確保 

       （１）快適な生活環境の確保 

       （２）医薬品等の安全の確保 

       （３）動物の適正飼育の推進 

 

 

（１）快適な生活環境の確保 

  建築物事前協議制度を通じて、衛生問題の防止と健康で快適な居住環境確保の普及を図

ります。 

  飲料水の安全、特に貯水槽水道設備の維持管理の普及、東京都が推進している貯水槽を

設けない給水方式の普及を図ります。 

  レジオネラ症等の感染症予防のため、調査指導を充実し自主管理の普及促進を図ります。

また、室内空気環境について相談体制の充実を図ります。 

  ねずみ・衛生害虫等対策では、発生を防止する環境づくりである環境的防除を中心に総

合的な防除を推進します。 

  環境衛生関係営業施設等について、最新の知見を基に監視指導や自主管理体制の支援を

行い衛生水準の維持向上を図ります。また、区民に対する情報提供を行います。 

 

＜計画事業＞ 

①建築物に関する事前協議の充実【継続】（生活衛生課） 

 建築物の構造や設備、その管理に起因する衛生上の問題を未然に防止するため、建築物の

設計段階における事前協議を行います。これにより、衛生問題が生じにくい維持管理の容易

な構造や設備の普及を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

建築確認申請を要する新築及び増

改築部分の延べ面積が 500 ㎡以

上の建築物（一戸建を除く）につ

いて、区と建築物の所有者が設計

段階から協議する。 

継続 継続 

 

②居住環境の安全確保【継続】（生活衛生課） 

区民が健康かつ安全で快適な生活を送るため、生活の拠点である住宅の室内環境、貯水槽

や井戸等の給水設備、レジオネラ症予防に関して維持管理上注意が必要な施設について衛生

知識の普及及び指導を行います。 

事業の現況 

（平成 29年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

換気、ダニ、カビなど室内環境の

相談に、最新の知見による情報を

提供 

継続 継続 

給水施設の維持管理に必要な知

識、水道事業者との連携等による

貯水槽を設けない方式への転換に

継続 継続 

施 策 
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関する普及啓発の実施 

井戸水の衛生指導の実施 継続 継続 

レジオネラ症予防に関して維持管

理上注意が必要な施設の管理状況

の把握及び改善指導 

継続 継続 

 

③ねずみ・衛生害虫等防除対策の推進【継続】（生活衛生課） 

 感染症予防等の公衆衛生の確保を目的に、蚊などの衛生害虫防除対策事業を推進します。 

また、区民から寄せられるねずみや衛生害虫等に関する相談に応じ、ねずみや衛生害虫等の

生態及び環境対策に主眼を置いた防除方法についての知識の普及を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・蚊などの防除を目的とした雨水

ますへの薬剤投入 

・ねずみ等の生態に基づく環境対

策に主眼を置いた防除につい

ての情報提供と必要に応じた

現地指導を実施 

・ねずみ、衛生害虫の防除対策講

習会の開催 

継続 継続 

 

④営業施設等に対する監視指導体制の充実【継続】（生活衛生課） 

 環境衛生関係営業施設等（理・美容所、クリーニング所、公衆浴場等）に対し、各々の形

態に応じた衛生管理の基準に基づく監視指導、社会情勢に基づく重点的な監視指導を実施し、

施設の維持管理、衛生水準の向上を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

業態別の立ち入り検査において、

各々の施設の衛生水準に応じた監

視指導を実施。また、細菌検査・

理化学検査の結果が不適であった

施設に対する改善指導を実施 

継続 継続 

 

⑤自主的な衛生管理体制への支援【継続】（生活衛生課） 

 環境衛生関連営業施設の事業者が自主的に効果的な自主管理体制を構築することができる

ようにするため、事業者や関係団体に対して情報提供及び技術支援を行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・立入検査時において、自主管理

による点検記録、改善措置等を

継続 継続 
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確認し、自主管理に対して助言、

指導を実施 

・関係団体等への講師派遣及び技

術支援の実施 

 

 

（２）医薬品等の安全の確保 

  薬事関係施設に対し、医薬品等の適正管理について立入検査を実施するとともに、安全

使用のための情報が患者等に十分提供されるよう、薬剤師や登録販売者等の適正配置や医

薬品のインターネット販売等について監視指導を実施します。 

  危険ドラッグに対しては、区の関係する課をはじめ、都や薬物乱用防止関係団体と連携

し、その危険性について普及啓発を行っていきます。 

  区民からの医療に関する相談に応えるため、区の関係課連絡会、都や医療安全関係団体

の研修、他機関との連携・協力を通じて情報収集及び相談機能の充実を図ります。 

 

＜計画事業＞ 

①医薬品等の監視指導の実施【継続】（生活衛生課） 

 薬局や医薬品販売業に対し、医薬品等の適正管理について立入検査を実施するとともに、

安全使用のための情報が患者や使用者に十分提供されるよう、薬剤師等の適正配置や医薬品

のインターネット販売について監視指導を行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

薬局・医薬品販売業各施設に対し、

計画的に立入検査を実施 

継続 継続 

 

②薬局・医薬品販売業・毒物劇物販売業者に対する普及啓発【継続】（生活衛生課） 

医薬品や毒物劇物による健康被害を未然に防止するため、薬局・医薬品販売業者や毒物劇

物販売業者に対し、様々な機会を捉え医薬品医療機器等法及び毒物劇物取締法に関する最新

情報を提供し、各事業者の管理の徹底を支援します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

ホームページ、立入検査時、窓口

来所時等において最新の情報を提

供 

継続 継続 

 

③薬物乱用防止の推進【継続】（健康福祉計画課・生活衛生課） 

 危険ドラッグを含む薬物の危険性について、様々な機会を捉え広く区民に普及啓発を行っ

ていきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・薬物乱用防止ポスター・標語に

ついて区内中学生への募集を実

施 

継続 継続 
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・各イベントにおける啓発活動の

実施 

・区内小中学校における薬物乱用

防止教室の開催 

 

④医療安全の普及・啓発【継続】（生活衛生課・健康推進課・保健予防課・碑文谷保健センタ

ー・国保年金課） 

 区民からの医療に関する多様な相談に応えるため、区の医療安全連絡会、都や医療安全関

係団体の研修、他機関との連携協力等を通じて情報収集及び相談機能の充実を図ります。ま

た、区民が主体的に安全・安心な医療を受けられるよう、区報やホームページ等を通じイン

フォームド・コンセントの考え方や医療安全施策について普及・啓発を行い、医療機関との

信頼関係構築を支援します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・関係各課の連携協力 

・区報やホームページに普及・啓

発記事を掲載 

継続 継続 

 

（３）動物の適正飼育の推進 

  ペットの適正飼育の普及、マナー啓発プレート等の配布など啓発事業を行い、飼い主の

社会的責任やマナーの普及啓発を推進します。また、狂犬病予防について普及啓発を図る

とともに、狂犬病予防週間における予防注射の接種や注射未接種犬の飼い主に対する督促

などを行い、予防注射接種率の向上を図ります。 

  飼い主のいない猫対策の一環として、不妊･去勢手術費助成事業を実施し、助成制度につ

いて周知するとともに、地域猫活動の普及啓発を図ります。 

  災害時の動物救護を円滑に行うため、飼い主の日頃からの備えについて普及啓発を図る

とともに、備蓄品などの整備を行います。また、災害に向けた対策について、関係機関、

関係団体、地域等との連携・協力に努めます。 

 

＜計画事業＞ 

①動物の適正飼育の普及啓発【継続】（生活衛生課） 

 動物に対する適正な飼育について、様々な機会をとらえ、飼い主等を対象に普及啓発を図

ります。また、災害に備えて、被災したペットの飼育に必要な備蓄品等を整備します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・犬の飼い方セミナー及び動物愛

護週間事業の開催 

・マナー啓発プレート及びチラシ

等による啓発 

・災害時対応の普及啓発 

・災害に備えたペット用備蓄品の

整備 

継続 継続 
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②狂犬病予防注射の接種率向上【数値】（生活衛生課） 

 狂犬病の予防について普及啓発を図るとともに、狂犬病予防注射の接種率向上を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・狂犬病予防週間を設定し定期予

防注射を実施 

・未接種犬の飼い主に督促通知を

送付 

接種率 72.4％ 

（平成 28 年度実績） 

現況より上げる 現況より上げる 

 

③飼い主のいない猫対策【継続】（生活衛生課） 

 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費を助成することにより、飼い主のいない猫の繁殖を

抑えるとともに、適切な餌やりや、糞尿のためのトイレ設置・清掃等の管理を行う地域猫活

動の普及啓発を図り、人と動物との調和のとれた共生できる地域環境を目指します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・飼い主のいない猫の不妊・去勢

手術費助成事業を実施 

・地域猫活動の普及啓発 

継続 継続 

 


