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Ⅰ　　　総 説

1　沿　　革

年　　次 主　　要　　事　　項

昭和　6年10月

12年　4月

12年～13年

18年　7月

19年10月

22年　3月

22年　9月

23年10月

25年　8月

26年　6月

40年　4月

45年　7月

50年　4月

50年12月

51年　5月

58年　2月

58年　4月

60年　2月

60年　4月

63年　3月

平成　5年　4月

5年10月

9年　4月

東京市下谷健康相談所を下谷区三ノ輪2 1に開設した｡

保健所法が公布された｡

東京市浅草健康相談所を浅草区山谷三丁目に開設した｡

東京府､東京市を廃止､東京都制が施行された｡

下谷､浅草健康相談所が東京都下谷､浅草保健所と改称した｡

下谷､浅草両区を統合して､台東区が発足した｡

保健所法が全面改正され､保健所は､結核､性病その他の伝染病の蔓延､

生活環境の極度の悪化に対応のため､公衆衛生機関として拡充強化され

た｡

保健所法の改正に伴い､下谷保健所が区の衛生課､浅草保健所が浅草支

所の衛生課と併合し､保健所4課1 7係として発足した｡

浅草保健所庁舎が花川戸1 - 14-16に完成し､分散業務を統合した｡

下谷保健所庁舎が下谷1-2-1 1に完成し､分散業務を統合した｡

地方自治法の一部改正により､結核健康診断､定期予防接種､そ族昆虫

駆除､母子手帳の交付及び庁舎維持管理などの事務事業を区に移管した｡

下谷保健所新庁舎が完成､歯科衛生相談室を新設して業務を開始した｡

特別区の自治権拡充の一環として保健所業務が区に全面移管され､下

谷･浅草保健所が台東区の保健所となる｡

医務係が廃止され､医務の一部を保健所庶務係に移管した｡

公害健康被害第一種地域に指定､衛生部に公害補償係を設置した｡

浅草保健所新庁舎が完成し､歯科衛生相談室を新設し業務を開始した｡

老人保健法が施行された｡

昭和5 0年保健所区移管の際､東京都に留保されていた特定建築物の届

出の受理､立入検査業務のうち､ 3,000m2以上5,000m2以下の対象施設が

区に移管された｡

環境衛生､食品衛生､予防衛生などの試験検査を総合的に行うため､下

谷保健所庶務課に検査センター(北上野1-8-8)を新設した｡

保健所の衛生教育や衛生思想の普及､活動等の弾力的な対応を図るた

め､庶務課普及係を廃止し､課務担当主査を新設した｡

公害健康被害第-種地域の指定が解除された｡

庶務課を廃止し､衛生課に庶務係を新設､検査センターは下谷保健所予

防課に所管換えした｡

台東区健康都市宣言

地域保健法が全面施行された｡
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年　　次 主　　要　　事　　項

平成9年　4月

9年　6月

9年　7月

10年4月

11年4月

12年4月

14年4月

1 5年3ノ月

15年9月

17年4月

17年7月

18年7月

1 9年4月

下谷保健所と浅草保健所を統合して台東保健所を設置し､保健総務課､

生活衛生課及び保健サービス課を新設した｡

旧浅草嘩健所には､浅草保健相談センターを設置した｡合わせて､環境

保健部の統合･整備により､課務担当主査(環境･食品衛生担当)､害虫

駆除､母子保健及び基本健康診査等事業を保健所に移管した｡

保健サービス課に母子保健及び基本健康診査等を所管する保健推進係

及び課務担当主査(生きいき健康づくり担当)を新設した｡

保健サービス課検査センターを保健総務課に移管した｡

台東区健康センターが東上野4-2 2-8に完成､旧下谷･浅草保健所

から移転し､台東保健所業務を開始した｡

がんセット･健やか健診事業を開始した｡

環境保健部が廃止され､健康推進課の一部､福祉部及び高齢者福祉部を

統合して保健福祉部が新設された｡組織改正に伴い健康推進課の公害保健

係及び健康推進課の健康づくり事業が保健総務課に移管された｡

保健サービス課の健康づくり担当を保健総務課に移管した｡

腸管出血性大腸菌0-1 5 7検査を制度化した｡

快適室内の環境づくり事業を開始した｡

保健総務課の医薬監視担当を生活衛生課に移管した｡

地方分権一括法の施行及び都区制度改革にともない､毒物劇物の取り締

まりに関する法律及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

に基づく事務が都から移管された｡

健康相談､健診業務を統一的に実施するため､浅草保健相談センターを

保健サービス課に統合した｡

保健福祉課の健康増進センターが保健総務課-移管された｡

保健サービス課の健康推進係を成人保健係及び母子保健係に分離する

とともに保健師を配属し､体制を強化した｡

都や警察､消防等と協力し広範な健康危機管理訓練である｢ハザードシ

ミュレーション2003台東｣を実施した｡

鳥インフルエンザや､ SARS等の新型感染症-の危機感が高まったた

め､緊急対応訓練を実施した｡

狂犬病予防､動物愛護事務の所管を生活衛生課に変更した｡

自動体外式除細動器(AED)の操作が一般の人にも認められたことに

ともない､区内主要施設にAEDを設置した｡

親子のふれあいや子どもたちの情操教育を推進するため､ 3階オープン

スペースに｢すこやかとしょしっ｣を開設した｡

保健所組織改正により保健総務課を廃止｡

保健総務課公害保健係が生活衛生課に移管｡

保健総務課検査センターが生活衛生課に移管｡
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年　　次 主　　要　　事　　項

平成19年4月

20年　6月

20年1 1月

21年　2月

21年　4月

21年　5月

7月

22年　3月

上野健康増進センターが元気づくり課に移管｡

施設管理全般について生活衛生課に移管｡

保健サービス課(5階)が2階に統合｡

地域医療課が本庁舎から健康センター(5階)に移転｡

新型インフルエンザ流行の区独自の対策の必要性から

保健所職員に陰庄テント設置訓練､防護服着用訓練､図上訓練を実施0

｢台東区新型インフルエンザ対策行動計画｣策定｡

｢新型インフルエンザを知ろう｣を新聞折込として発行｡

メキシコ･米国でインフルエンザ様疾患の流行拡大が見られ､WHOが緊

急委員会開催｢公衆衛生上の緊急事態｣｡フェーズ4に引き上げ｢新型

インフルエンザ発生｣を受け､台東区健康危機管理対策本部設置および

発熱相談センター開設｡その後､台東区発熱外来開設｡

台東区新型インフルエンザ対策本部設置｡

保健所･ ｢発熱相談センター｣を｢新型インフルエンザ相談センター｣
-移行

保健所･ ｢新型インフルエンザ相談センター｣を終了

2　区内の概況

台東区は､東京都の東北部に位置し､束は隅田川を境に墨田区に､西は文京区に､南

は神田川の一部を境に千代田区と中央区に､そして北は明治通りの一部を境に荒川区に

接し､面積は､区部最小で10.08km2 (区部の1.62%)である｡

区の西部は､東京の北の玄関といわれる上野駅を中心に商店街が広がり､アメ横をは

じめとする卸売､小売､飲食業が盛んで､付近には上野公園があるため管内の住民だけ

でなく､都民や地方から上京する人々にも広く憩いの場として親しまれ､自然と文化施

設を提供している｡ J R､地下鉄､京成電鉄さらには東北･上越新幹線の上野駅もあり

交通利便が良いため､本区を訪れる人は多い｡

区の東部は､浅草寺を中心として発展した祭事･行事等の多い町で､浅草六区､浅草
I

三業地などの歓楽街がある｡江戸通り沿いには､文具､玩具､ひな人形､革製袋物履物

の問屋街で､この南側､浅草橋駅付近には帽子､洋傘製造業が集中している｡言問通り

から浅草通りにかけてのかっぱ橋道具街は､全国的に飲食業の道具専門店街として知ら

れる食器､厨房器具等の問屋街である｡

区の東北部､明治通りを境に荒川区と接している地域は､いわゆる山谷の簡易旅館街

となっている｡

また､区内全域に寺社が多く､上野駅から雷門にかけては神具､仏具等の店が数多く
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存在している｡この様に当区は､歴史と伝統に培われながら､下町特有の精神風土を醸

成し､生活と産業の場が融合した独自の地域が形成され､活気ある地域社会として発展

してきた｡

人口は､平成22年1月現在166, 984人である｡昭和32年をピークに年々減

少の傾向にあった人口は､平成1 0年あたりから増加に転じている｡人口構成は､年少

人口が9.4%､生産年齢人口が66.4%､老年人口が24.2%と少子高齢化が進行し

ている｡

人口密度は､ 16, 565人/km2 (東京都区部平均14, 153人/km2)で､必

ずしも居住環境には恵まれないが､自治組織等が発達しており住民の協力が得やすい土

地柄である｡

保健所は｢地域保健法｣の全面施行に伴い､行政区の合併から奇しくも50年目にあ

たる平成9年4月､下谷･浅草の両保健所を統合し｢台東保健所｣として地域保健の再

構築に取組むこととなった｡このことにより､区全体を管轄する機能的な保健所の誕生

と､また､浅草地区区民の健康増進のためのサービスを確保するため､浅草保健所跡地

には､保健相談業務を主体とした浅草保健相談センターを設置し､区民に身近な健康増

進サービスを行っている｡
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(1)保健所等の所在地(平成22年4月1日)

台東保健所′ 

上野健康増進センター 
台東区東上野4-22-8 

TEL(3847)9401(代) 

FAX(3841)4325 

台東保健所検査センター 
台東区北上野1-8-8 

TEL(3841)9300 

FAX(3847)0578 

台東区役所健康部 
台東区東上野4-5-6 

TEL(5246)1178(代) 

FAX(5246)1059 
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浅草保健相談センター 
台東区花川戸1-14-16 

TEL(.3844)8171(代) 

FAX(3844)8178 



(2)世帯数･人口数

平成22年1月1日現在住民基本台帳

世帯数 ��ﾈﾏｲ�
男 傚r�計 

92,656 塔RﾃS#2�81-,461 ��cbﾃ塔B�

(3)人口年次別推移

各年とも10月1日現在

年次 �8ﾈｹ�72�台東■区.一一J 儖Xﾖﾂ�

平成12年 ��"ﾃ�3�ﾃ#�2�152,283 ��

平成13年 ��"ﾃ�cbﾃs�2�153,971 ��

平成14年 ��"ﾃ#s津C���155,521 ��

平成15年 ��"ﾃ3cづc��ﾒ�156,770 ��

平成16年 ��"ﾃCS�ﾃ田b�158,202 ��

平成17年 ��"ﾃSCBﾃ#�R�159,943 ��

平成18年 ��"ﾃcsrﾃ�#��16.1,335. ��

平成19年 ��"ﾃs��ﾃ#�"�162,601 ��

平成20年 ��"ﾃンづ�3��164,733 ��

平成21年 ��"ﾃ塔づs途�166,903 ��

※　東京都の人口は､ ｢東京都の人口(推計)｣による｡

台東区の人口は､住民基本台帳による｡
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(4)年齢別･性別人口構成

平成22年1月1日現在住民基本台帳

年齢階層 剔告�(構成比) 剪j(構成比) 剌�(構成比) 

総~数 �166,984 免����85,523 免����81,461 ���v��

年少人口 ��ﾓHﾜ��5,515 ��2,845 ��2,670 ��

5-9歳 迭ﾃ�s�� �"ﾃc�b� �"ﾃSs"� 

10-14歳 迭ﾃ���� �"ﾃS�"� �"ﾃC澱� 

小計 ��Rﾃs���9.4% 途ﾃ田R�9.3% 途ﾃs3��9.5% 

生産年齢人口 ��Rﾓ�俐��5,232 ��2,690 ��2,542 ��

20-24歳 途ﾃ3c"� �2ﾃs��� �2ﾃS��� 

25-29歳 免ﾂﾃゴr� 澱ﾃ3#�� 迭ﾃS#�� 

30-34歳 ��2ﾃccr� 途ﾃC�R� 澱ﾃ#c"� 

3年～39歳 ��Rﾃ�sB� 唐ﾃ�CR� 途ﾃ�#�� 

40-44歳 ��2ﾃ��"� 澱ﾃ塔B� 澱ﾃ���� 

45-49歳 ���ﾃsヲ� ��Rﾃイ�� 釘ﾃ鼎�� 

50-54歳 湯ﾃCC�� 迭ﾃ���� 釘ﾃ3C�� 

55-59歳 免ﾂﾃ�#2� 澱ﾃ�釘� 鼎��#�� 

60-64歳 ��2ﾃ�cR� 途ﾃ���� 迭ﾃ塔B� 

小計 ����ﾃ����66.4% 鉄津CS��69.59( 鉄�ﾃ3c��63.1% 

老年人口 田Rﾓc俐��ll,849 ��6,051 ��5,798 ��

70-74歳 湯ﾃ鉄�� 釘ﾃ��b� 迭ﾃ�CB� 

75-79歳 唐ﾃ�3�� �2ﾃc�B� 釘ﾃC#r� 

80-84歳 迭ﾃS#"� �"ﾃ�C�� �2ﾃ3s2� 

85-89歳 �2ﾃ#S�� 涛s�� �"ﾃ#s�� 

90-94歳 ��ﾃ3sr� �3#r� ��ﾃ�S�� 

95-99歳 鼎��� 塔B� �3#b� 

100歳以上 田r� ���� 鉄r� 

小計 鼎�ﾃCcB�24.2% ��づ����21.2% �#"ﾃ3SB�27.4% 
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(5)年齢別･性別人口構成図

8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,000 1,000　0

100歳以上

95-99歳

90-94歳

85-89歳

80-84歳

75-79歳

70-74歳

65-69歳

60-64歳

55-59歳

50-54歳

45-49歳

40-44歳

35-39歳

30-34歳

25-29歳

20-24歳

15-19歳

10-14歳

5-　9歳

0-　4歳

平成22年1月1日現在

0　1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

(6)年齢三区分別人口･年齢構造係数･従属人口指数年次別推移

各年1月1日現在

午 吹 僖驃鞴�iZｩ¥ｩ�ﾈﾏｲ�劔D驃靱ﾉ�(ﾅy�B�剌]-属人口指数 

総_数 ��ﾓ�Hﾜ��15-64歳 田Xﾜ闌��2�0-14歳 ��RﾓcHﾜ��65歳以上 ��ﾙ�B�0-14歳 田Xﾜ闌��2�

13 ��S"ﾃs#r�14,553 ���BﾃSc2�33,611 湯絣R�68.5% �#"��R�46.1% ��2纈R�32.1% 

14 ��S2ﾃゴr�14,534 ���Bﾃsッ�34,537 湯紕R�68.1% �#"紕R�46.8% ��2纈R�33.0% 

15 ��SRﾃsCb�14,638 ���RﾃcsB�35,434 湯紕R�67.9% �#"繧R�47-.4% ��2纈R�33.5% 

16 ��Sbﾃ鼎��14,780 ���bﾃ#3��35,929 湯紕R�67.7% �#"纈R�47.7% ��2纈R�33.8% 

17 ��SづS3��14,982 ���rﾃ�S"�36,497 湯絣R�67.5% �#2��R�48.1% ��B��R�34.1% 

18 ��c�ﾃ�s��15,146 ���rﾃsS2�37,272 湯絣R�67.3% �#2�2R�48.6% ��B��R�34.6% 

19 ��c�ﾃSsr�15,434 ���づ����38,034 湯綯R�66.9% �#2絣R�49.5% ��B�2R�35.2% 

20 ��c"ﾃsCB�15,523 ���づCC��38,773 湯綯R�66.6% �#2繧R�50.1% ��B�2R�35.8% 

21 ��cRﾃ#�R�15,721 ���津s�"�39,692 湯絣R�66.5% �#Bﾃ�R�50.4% ��B�2R�36.1% 

22 ��cbﾃ塔B�15,701 ����ﾃ����40,464 湯紕R�66.4% �#B�"R�50.7% ��B�"R�36.5% 
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3　保健所等庁舎概要

(1)台東保健所(健康センター2階～6階)

所　在　地

敷　地　面積

建物延面積

構造･階数

2　　　　階

3　　　　階

4　　　　階

5　　　　階

6　　　　階

台東区東上野4丁目22番8号

1405. 74m2

5,579. 05m2(保健所部分)

鉄骨鉄筋コンクリート造8階建

事務室(保健サービス課)､個別相談室､多目的室

生活衛生検査室､栄養室､大会議室､すこやかとしょしっ

集団指導室､健診受付､診察室､心電図室､歯科室､

Ⅹ線検査受付､ Ⅹ線室､尿検査室､学習室

事務室(生活衛生課､健康医療課)

デイケア室､中会議室､研修室

(2)台東保健所検査センター

所　在　地

敷地　面積

建物延面積

構造･階数

台東区北上野1丁目8番8号

228. 23m2

815. 21m2

鉄筋コンクリート造5階建

(3)浅草保健相談センター

所　在　地

敷　地　面積

建物延面積

構造･階数

台東区花川戸1丁目14番16号

1, 007. 53mB

1, 368. 2m2 (保健センター部分)

鉄筋コンクリート造4階建
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4　組織と分掌　(平成22年4月1日現在)

(1)組　　織(保健所を除き係名省略)

健康部

台東保健所
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医療連携
上野健康増進センター･介護予防

庶務担当
公害保健担当
環境衛生担当
食品衛生担当
医務薬事衛生担当
検査センター

予防係
成人保健係
母子保健係
保健サービス担当
歯科衛生担当
保健指導担当
保健予防担当

浅草保健相談センター(係)
保健指導担当



(2)事務分掌

課名 佛ykﾂ�分掌事務 

生活衛生課 傀駝�%99b�1課に係る公文書の受発､公印管理､文書交換その他の文書管 

5階 剽揩ﾉ関することo 

2課の予算､決算の統括及び､課の収納その他の経理に関する 

ことo 

3健康センター(乳児保育園を除くo)の庁舎その他の管理に関 

することo 

4保健所運営協議会に関すること○ 

5条例.要綱等の制定.改正に関することo 

6健康危機管理における企画及び諸活動に関することo 

7保健衛生関係基礎統計調査に関すること○ 

80Aシステムその他の地域保健の情報管理に関すること○ 

9広報その他の保健衛生の普及啓発に関すること○ 

公害保健担当 ��ﾏh･�ﾉ(ﾔ餒ﾘ･�^(�,ﾉDi.姐�-�ｸｹWH,亊h+x.�+�,h�ｲ�

2公害保健福祉事業及び健康被害予防事業に関することo 

3大気汚染に係る健康障害者に対する医療費助成事務に関する 

ことo 

担当係 ��ｻｸﾗ8�ｪI{xｭ仂jHﾏh�x��ｪH孳�*I^i&�9亶�-�4�8｢ﾘ6｢�

(環境衛生担当) �984ⅹyﾙvZIOﾉvX,佛x.�8ｼh,ﾈｹh�)¥�-�,豫H雋韈y;�,亊b�

することo 

2プールの経営許可及び衛生指導に関することo 

3三法運営協議会に関することo 

4狂犬病予防､動物保護管理及び化製場等に関することo 

5建築物の衛生的環境に関することo 

6給水設備及び飲料水の衛生指導に関することo 

7住居衛生に関すること○ 

8ねずみ､衛生害虫の防除に関することo 

9健康学習､相談その他の環境衛生の普及啓発に関することo 

担当係 ���鰻���h,佛x.舒�jI��xﾙ+)��9�,亊h+x.�+�,c���

(食品衛生担当) �)��+傀謁ﾘ�ｩ9�,亊h+x.�+�,h�ｲ�

3食品衛生の予算.決算.例規に関すること○ 

4食品の営業に係る許可及び監視.指導に関することo 

5ふぐ取扱所に関することo 

6食中毒調査に関することo 

7調理師､製菓衛生師に関することo 

8食品衛生推進員､食品衛生責任者に関することo 

9日主管理の支援に関すること○ 

_10健康学習､相談その他の食品衛生の普及啓発に関すること○ 
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生活衛生課 �%99hﾅr�1診療所､助産所等医療施設及び衛生検査所､歯科技工所､施 

5階 宙�9k�o(馼���i%2�術所等医療関連施設に関することo 

当) �(�8蹕H餽怦�8蹕Io(ﾝﾈ踪+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ�9|8�馼�(,ﾉlhｹh,亊h+x.��

ことo 

3救急医療機関に関することo 

4薬局､医薬品等の販売業､毒物劇物の取扱者に係る許可及び 

監視.指導等に関することo 

5医薬品､医薬部外品､化粧品､医療機器､毒物劇物等の適正 

な取扱いに関することo 

6有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること○ 

7死体解剖保存に関することo 

検査センター ��yﾘ嶌ｧy4佶�蟹Oy�iZ逢y4佶��+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ���h�8,ﾈ韋ﾋ�靄���

に関することo 

2検査センターの管理運営に関することo 

保健サービ 冰ﾉf闇r�1課に係る公文書の受発､公印管理､文書交換その他の文書管 

ス課2階 剽揩ﾉ関することo 

2課(浅草保健相談センターを含む)の予算､決算の統括及 

び､課の収納その他の経理に関することo 

3条例.要綱等の制定.改正に関することo 

4結核､エイズその他の感染症対策に関することo 

5結核の診査に関する協議会､感染症診査協議会に関することo 

6特殊疾病に係る医療社会事業に関することo 

7精神障害者に係る医療費の公費負担等及び精神障害者社会 

復帰施設-の助成その他の施策に関することo 

8予防接種および予防接種票の交付に関することo 

成人保健係 ���ﾘﾘxﾉ(ﾔ��hﾛ芥*ｨ/�ﾉ��h+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ�ﾉ�ﾉ]ｸﾉ)�鞜H,亊h+x.�+�,f��

2健康増進法に基づく健康増進事業に関すること〇一 

3栄養指導.栄養調査に関することo 

母子保健係 ��^ｨ��ﾉ)�i9竸ｨ��]ｸﾉ)�鞜H,亊h+x.�+�,f��

2母子関係医療費公費負担に関することo 

担当係(保健サー ビス担当) 兢ｸﾉ)�鞜B靄)�i9�,ﾈ�9|8ｼik�,冰(+x.�+�,f��

担当係(歯科衛生 担当) 倬X怏]ｸﾉ(,亊h+x.�+�,h�ｲ�

担当係(保健サー ビス担当) �駅ｸ轌;�阮駅ｹ+(ﾛ�,亊h+x.�+�,f��

-14-



担当係(保健指導 ��]ｸﾉ(轌;�ｷ�-�&霎hｨ�:�,亊h+x.�+�,f��

担当 �)�h*ｸ*(*ｸﾉ(ﾔ�,8*ﾘ.磯hｼh,亊h+x.�+�,f��
3女性のトータル-ルスサポート事業に関することo 

4介護予防事業に関することo 

担当係(保健予 ��ﾈｸｦｪH4x485�+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈｫI�X�,ﾉ�ｩ&ｲ韈y;�,亊h+x.��

防担当) �+�,h�ｲ�

2特殊疾病の相談.指導に関することo 

3精神保健福祉に関することo 

保健サービ ��9��]ｸﾉ)�ｩ&ｸ5｢�1センターの文書管理に関すること○ 

ス課 �985簫闇r��2センターの経理に関することo 

浅草保健相 �3センターの庁舎維持管理に関することo 

談センター �4母子健康手帳.予防接種票の交付に関すること○ 

5母子の各種健診に関することo 

6区民健診.小規模事業所健診の申込受付に関することo 

7介護予防事業に関することo 

担当係(保健指導 ��]ｸﾉ(轌;�,亊h+x.�+�,f��

担当) �)^ｨ��,ﾈｦX顗ﾉ)�h,亊h+x.�+�,f��

3精神保健福祉相談に関することo 

4介護予防事業に関すること○ 

5生きいき健康づくり事業に関することo 
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(3)職員配置数

常勤職員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年7月1日　現在

区分 ��ﾙ�B�生活衛生課 兢ｸﾉ(5H�ｸ7(5�ｲ�保健相談センター (保健サービス課) 

事務 �#��ll ��B�3 

医師 �2�1 �"� 

保健衛生監視 ��B�14 �� 

食品衛生監視 ��b�16 �� 

診療放射線 ��� ��� 

検査技師 �2�3 �� 

栄養士 �2� �2� 

保健師 �#b�2 ��b�8 

歯科衛生士 �"� �"� 

福祉 辻� �� 

計 涛b�47 �3��ll 

非常勤職員

区分 ��ﾙ�B�生活衛生課 兢ｸﾉ(5H�ｸ7(5�ｲ�保健相談センター (保健サービス課) 

保育士(再任用) 辻� �� 

事務(再任用) 釘�~1 �2� 

保育士(再雇用) ��� ��1 

事務(再雇用) �"� ���1 

事務 釘� �"�2 

保健衛生監視(再任用) 辻� �� 

保健衛生監視(再雇用) ���1 �� 

食品衛生監視 ���1 �� 

検査技師(再任用) 偵��1 �� 

検査技師 釘�4 �� 

栄養士 �"� �"� 

保健師 辻� �� 

助産師 ��� ��1 

看蔑師(再任用) 辻� �� 

看蔑師 ��"� 澱�6 

歯科衛生士 釘� �"�2 

介助貞 �2� ��3 

計 鼎�ﾂ�8 ��b�16 
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5　平成21年度　決算額
歳　　　入

科目 剽¥算現額(円) 佇亥ｨｧ｢�笏��収入率 俔ﾉ�ﾉNB�

総額 �641,440,000 鉄3RﾃsCBﾃ3�"�83.5% ������R�

分担金及び負担金 �328,018,000 �3��ﾃ3�Rﾃ3#2�94.6% 鉄r纈R�

衛生費分担金 釘ﾃs3づ����3,523,268 都B紕R� 

衛生費負担金 �3#2ﾃ#��ﾃ����306,782,055 涛B纈R� 

使用料及び手数料 �56,209,000 鉄bﾃC3Bﾃ�S"�100.4% ���絣R�

衛生使用料 ��Rﾃs�bﾃ����15,516,662 涛ゅrR� 

衛生手数料 鼎�ﾃC�2ﾃ����40,917,490 ������R� 

国庫支出金 �102,385,000 涛"ﾃcs�ﾃ田2�90.5% ��r�2R�

衛生費負担金 鼎rﾃ��2ﾃ����48,536,414 �����2R� 

民生費補助金 �#Cづ����258,000 ���B��R� 

衛生費補助金 鉄2ﾃ鉄"ﾃ����43,876,549 塔��2R� 

衛生費委託金 �#�"ﾃ���� ����R� 

都支出金 �140,424,000 田�ﾃS湯ﾃ�Cb�43.9% 免ﾂ絣R�

衛生費負担金 �2,148,000 ��ﾃ��づsC"�47.4% ��

民生費補助金 �123,000 ��0.0% ��

衛生費補助金 �137,369,000 鉄津sc2ﾃscB�43.5% ��

衛生費委託金 �784,000 塔�bﾃcC��104.2% ��

諸収入 �14,404,000 ��Bﾃs3Bﾃs���102.3% �"繧R�

衛生費受託事業収入 途ﾃC3Rﾃ����7,156,521 涛b�2R� 

納付金 �3コﾃ����461,041 ���偵３� 

雑入 澱ﾃSィﾃ����7,117,156 ���ゅ�R� 

介護保険会計 �456,000 �3澱ﾃCc��86.9% ������R�

諸収入 �456,000 �3澱ﾃCc��86.9% ������R�

納付金 �3sRﾃ����366,611 涛r繧R� 

雑入 塔�ﾃ����29,850 �3b纈R� 

歳.出 

科目i予算現額(円) 劔決算額(円) 俯xﾗ9zb�構成比 

総額､ 剴�ﾃs#づscづ����1,525,449,144 涛2纈R�100.0% 

民生費 剴3�づ���� ����R�0.0% 

社会福祉費 �308,000 ��0.0% ��

衛生費 剴�ﾃs#づCc�ﾃ����1,525,449,144 塔ゅ2R�100.0% 

衛生管理費 �390,395,000 �3crﾃンBﾃ�#"�94.2%24.1% 

衛生総務費 �53,376,000 鉄�ﾃ���ﾃ�Ss釘��R���

統計調査費 �784,000 鼎��ﾃSsR�61.4% ��

公害健康被害補償費 �336,235,000 �3�rﾃ#3"ﾃ3���94.3% ��

保健所費 �145,978,000 ��3�ﾃs釘ﾃsS��89.6%8.6% 

保健所費 ��CRﾃ都づ����130,794,750 塔偵bR� 

公衆衛生費 �1,168,730,000 ��ﾃ��Rﾃ3�Bﾃ涛��86.0% 田R纈R�

結核予防費 �78,893,000 田づsC"ﾃ��R�87.1% ��

予防費 �729,723,000 鉄�"ﾃ�cBﾃsC2�81.1% ��

栄養指導費 �668,000 ��CRﾃ3s��21.8% ��

母子保健費 �151,178,000 ��C2ﾃ�#2ﾃ����94.6% 

医薬費 �2ﾃ�#Bﾃ����1,926,658 田2縒R� 

精神保健費 �#�Rﾃ#CBﾃ����199,411,515 涛r�"R� 

環境衛生費 �23,357,000 �#�ﾃCCRﾃ3���91.8% ��紕R�

食品衛生費 ���ﾃ��2ﾃ����9,809,716 涛r�2R� 

動物保護管理費 釘ﾃSs2ﾃ����4,321,781 涛B絣R� 

環境衛生費 唐ﾃs��ﾃ����7,313,884 塔B��UB�

介護保険会計 冤l,027,000!9,655,958 �87.6% ������R�

地域支援事業費 凵z11,027,000■9,655,958 �87.6% ������R�

介護予防特定高齢者施策事業費 ��sbﾃ����124,618 都�繧R� 

介護予防一般高齢者施策事業費 ���ﾃゴ�ﾃ����9,531,340 塔r繧R� 

※　この決算書は､保健所長が所管する事業について作成してあります｡
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