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食品衛生関係施設数､監視指導数及び許可件数　[行政計画】

(単位:件)

年度 �17 剴����19 剴#���21 
営一業 仍h�"�監視 �8ｼb�許可 豫H雋�営業 仍b��"�監視 �8ｼb�許 可 凛y?ﾂ�営業 仍h�"�立入 

施設数 佇��B�指導数 倡ｹ�ﾙ�B�件数 倡y;��B�施設数 佇���B�指導数 倡ｹ�ﾙ�B�件 数 倡ｹ�ﾙ�B�施設数 佇��B�施設数 

食品衛生法に基 づく許可を要す る業種 �10,395 �"ﾃ�SB�22,633 ���ﾃcsR�2,025 ��"ﾃCc��10,353 �"ﾃ##��12,108 ���ﾃ3�B�2,508 免ﾂﾃ鉄��10,264 �"ﾃCs��13,543 

飲食店営 莱 途ﾃCs��1,505 ��RﾃssR�7,683 ��ﾃ3C"�9,119 途ﾃS#b�1,451 唐ﾃs�"�7,452 ��ﾃsS��8,871 途ﾃCビ�1,825 ���ﾃS�b�

菓子製造 莱 鉄�b�162 ��ﾃ鼎��536 ��Cb�993 鉄�"�135 ��ﾃ�C��529 ��sR�818 鉄cR�159 都#��

乳類販売 莱 都S��116 ��ﾃ#�r�750 ���R�585 都#��168 鉄���726 ��コ�617 田モ�127 都�"�

その 他 ��ﾃcS2�371 �2ﾃs���1,706 鼎#"�1,763 ��ﾃS澱�466 ��ﾃ�3r�1,597 �3ヲ�1,644 ��ﾃS#B�360 ��ﾃS3R�

食品製造業等取 締条例に基づく 許可業種 �950 �3S��2,946 涛S2�247 ��ﾃ#釘�940 �#ビ�1,146 ��ﾃ�s��546 ��ﾃCコ�897 �3sB�1,467 

食鳥処理の事業 の規制及び食鳥 検査に関する法 律に基づく許可 �24 ���160 �#"�0 都r�22 ���74 �#��0 鉄B�22 ���33 

食品衛生法施行 規則第16条に 基づく届出業 �3,689 迭�7,855 �2ﾃcヲ�0 �2ﾃS3r�3,697 唐�3,068 �2ﾃc湯�2 �2ﾃScR�3,704 迭�2,849 

食品製造業等取 締条例に基づく 給食施設(届出) �81 �"�300 都��4 �#3��78 ���278 都��2 �##��84 迭�158 

東京都ふぐの取 扱い規制条例に 規定する営業 �219 �#R�470 �#���18 �3Cb�226 �#��323 �#32�33 鼎���226 ��"�419 

食中毒対策･衛生教育実施回数　[行政計画]

(単位:回)

年度 ��r�18 ����20 �#��

総数 塔��82 塔��105 ���b�

営業者講習会- 鼎��46 鼎R�64 田2�

消費者講習会 �#��32 �3��34 �3b�

街頭相談 釘�3 釘�4 釘�

意見交換会 ���1 �"�3 �2�
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環境衛生関係施設数､営業許可件数及び監視指導数

年度 ��r��18 剴���#��劔�#��

種別 ����ｲ�営業 許可 件数 豫H雋�対象 �8ｼb�ｹh�"�ﾈ��B�監視 ����ｲ�営業 許可 件数 豫H雋�対象 �8ｼb�ｹh�"�ﾈ��B�監視 ����ｲ�営業 許可 件数 豫H雋�
施設数 剋w導数 倡ｹ�ﾙ�B�倡y;��B�施設数 剋w導数 倡ｹ�ﾙ�B�倡y;��B�施設数 剋w導数 

理容所 �#3B�9 ��c��230 湯�158 �##b�8 ��SR�223 途�145 �#���5 ��#B�

美容所 �3���16 ��3��305 �#��211 �3�b�23 �#�b�303 ��"�191 �3���14 ��s��

クリーニング所 �#ッ�17 �3R�289 湯�44 �#���8 ��r�286 釘�100 �#���ll �#"�

コインオへ○レーション.クリ-ニンク÷ 田B�3 田b�71 湯�8 都R�6 唐�77 �"�2 都��7 塔r�

公衆浴場 �#S��7 田C2�260 澱�600 �#S��4 鉄#b�256 �"�549 �#S2�5 田�b�

旅館業 鼎�2�15 鼎#R�412 ��r�385 鼎�2�10 �3モ�409 途�419 鼎�R�19 �3S��

興行嘘 �3r�4 都r�33 ���54 �3B�1 鉄b�30 ���54 �3��2 鼎��

プール �3��2 鼎r�39 �2�61 鼎��1 鉄r�40 ���49 鼎��0 鼎r�

温泉利用施設 �2�0 免ﾂ�3 ���13 �2�0 唐�3 ���4 �2�.3 途�

墓地等 �3���2 �2�308 ���0 �3���3 途�309 �"�7 �3���3 迭�

特定建築物 ��cB�4 �#"�162 ���26 ��S��1 �3��160 �"�41 ��c2�5 鼎��

その他 辻�- �#��- 辻�2 辻�- �#r�- 辻�66 ��- �2�

計 �"ﾃ��r�79 ��ﾃcC��2,112 都B�1,562 �"ﾃ��B�65 ��ﾃC釘�2,096 鼎��-1,627 �"ﾃ����74 ��ﾃS3r�

医療施設

(単位:件)

年度 �17 ����19 �#��21 

病院 倡ｹ�ﾖ����B�7 途�7 唐�8 

病床数 ��ﾃ����1,009 ��ﾃ����1,129 ��ﾃ�s��

診療所 倡ｹ�ﾙ�B�252_ �#S2�251 �#C��250 

病床数 ��モ�194 �����188 ��c��

歯科診療所 �254 �#S��248 �#C��249 

助産所 倡ｹ�ﾙ�B�1 ���0 ���1 

病床数 ���0 ���0 ���
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薬局･医薬品販売業等施設数及び監視数

(単位:件)

年度 ��r����������#���#��
施設数 豫H雹�B�施設数 豫H雹�B�施設数 豫H雹�B�施設数 豫H雹�B�施設数 豫H雹�B�

薬局 ��C��100 ��3��96 ��3b�82 ��3R�103 ��3r�99 

薬局製剤製造販売業 �3R�27 �3��21 �#��24 �#��28 �#b�19 

薬局製剤製造業 �3R�27 �3��21 �#��24 �#��28 �#b�19 

店舗販売業※ 辻�- 辻�- 辻�- 辻�- �#b�9 

一般販売業 田��53 鉄��53 鉄r�58 鉄B�47 �#��52 

薬種商販■売業 ��B�14 ��2�7 ��R�ll ��B�7 ��"�10 

特例販売業 ��2�7 免ﾂ�5 免ﾂ�4 免ﾂ�3 湯�3 

管理医療機器販売.賃貸 ��ﾃc�R�346 ��ﾃC�R�334 ��ﾃ#s��282 ��ﾃ#Cr�262 ��ﾃ3���274 

麻薬小売一業 田R�47 田b�40 田b�42 都��57 都R�50 

向精神薬取扱業務所 �#���153 ��唐�149 ���2�140 ��ヲ�150 ��3r�100 

覚せい剤原料取扱業務所 ��C��100 ��3��96 ��3b�82 ��3R�103 ��3r�99 

小計 �"ﾃ3���874 �"ﾃ����822 ��ﾃ鼎2�749 ��ﾃ��2�788 ��ﾃ��B�734 

医薬品業務上取扱所 辻�0 辻�28 辻�29 辻�39 辻�73 

医薬部外品販売業 辻�174 辻�161 辻�155 辻�160 辻�173 

化粧品販売業 辻�174 辻�161 辻�155 辻�160 辻�173 

小計 ��348 ��■350 ��339 ��359 ��419 

合計 ��1,222 ��1,172 ��1,088 ��1,147 ��1,153 

※平成21年6月施行の改正薬事法により一般販売業と薬種商販売業が統合され店舗販売業が新設されたo

毒物劇物取扱所施設数及び監視数

(単位:件)

年度 ��r����������#���#��施設 豫H雋�施設 豫H雋�施設 豫H雋�施設 豫H雋�施設 豫H雋�

敬 ��B�数 ��B�敬 ��B�数 ��B�敬 ��B�

一般販売業 �#ィ�155 �#s��149 �#s��109 �#sB�79 �#�"�82 

農業用品目販売業 ���1 ���1 ���0 ���1 ���.1 

特定品目販売′業 ��R�9 ��2�5 ��2�1 ��"�2 ��2�4 

業務上取扱者 �����35 ���b�63 ���B�50 �����63 �����13 

計 鼎���200 �3湯�218 �3ヲ�160 �3ビ�145 �3途�100 
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結核患者登録数

(単位:人)

年度 劔��r�18 ����20 �#��

級数 劔�3�r�289 �#ビ�276 �#SB�

活動性結核 劔120 塔r�96 塔��74 

肺結核活動性 剴����81 塔"�79 田��

登録時啄疾塗抹陽 �60 鼎2�43 鼎r�37 

初回治療 鉄��36 �3r�44 �3B�

再始療 湯�7 澱�3 �2�

登録時その他の結核菌陽 冤l 湯�13 湯�16 

登録時菌陰性.その他 �39 �#��26 �#2�16 

肺外結核活動-性 剴���6 ��B�9 迭�

不活動性結核 劔174 ��モ�163 ��32�151 

活動性不明 劔23 ��B�28 鉄R�29 

各年12月31日現在

啓発推進(健康推進委員活動状況)

年度 ��r�18 ����20 �#��

回数(回) ��S��#r��171(40) ��cRイ2��167(46) ��S茶C���

健康推進委員(人) �"ﾃ�#B�2經r��1,919-(448) �"ﾃ�s2ゴ#B��2,203(583) �#�SRゴ�鋳�

一般(人) �2ﾃャB��ﾃSS2��4,411(2,085) 釘ﾃS3"��ﾃ鉄B��4,608(2,312) 鼎scr�#��2��

合計(人) 澱ﾃ��ｃ�ﾃ�����6,330(2,533) 澱ﾃs�R�"ﾃCsｒ�6,811(2,895) 田�#"�#�SR��

(注) ( )は､健康学習の再掲分

妊婦健康診査(医療機関委託)　[行政計画]

(単位:人)

年度 ��r�18 ����20 �#��

1回目 ��ﾃ��2�1,265 ��ﾃ#S2�1,457 ��ﾃCcB�

2-14回目(延数) 涛���1,114 ��ﾃ��2�7,915 ��Bﾃ�cR�

超音波検査 ���"�272 �3�r�653 ��ﾃ�#��

(注)平成20年度より妊婦健康診査14回に変更(平成19年度までは2回)

ハローベビー学級　【行政計画]

(単位:人)

年度 �17 ����19 �#��21 

平目学級 (3日制) �?ｩ�B�18 ����8 唐�8 

延人員 �#cB�311 ��Cr�80 涛r�

土曜学級 (2日制) �?ｩ�B�12 ��"�12 ��"�12 

延人員 �3�2�330 �3#r�296 �33b�

土.日曜学級 (1日制) �?ｩ�B�2 �"�4 澱�6 

延人員 鉄B�63 ���B�193 �#s��

(注)平成1 7年度から土･日曜学級の1日制を増設

平成1 8年度は1日制(日曜学級)2回開催

平成1 9年度は平日学級(2日制)4回､日曜学級(1日制)4回開催

平成20年度から平日学級(2日制)4回､日曜学級(1日制)6回開催
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新生児･乳幼児訪問指導　[行政計画]

(単位:人)

年度 �17 ����19 �#��21 

新生児 們��ﾈ蹴�367 鼎CB�509 鼎���488 

延人員 �3���474 鉄���502 鼎�2�

低体重児 們��ﾈ蹴�13 ��"�19 �#��16 

延人員 ��b�12 ����26 ��b�

乳児 們�I�ﾈ蹴�120 塔r�149 ��cr�136 

延人員 ��cR�109 �##R�180 ��S��

乳幼児健診　[行政計画]

(単位:人)

年度 �17 ����19 �#��21 

3-4か月児 �1,088 ��ﾃ�sr�1,247 ��ﾃ##B�1,229 

6か月児(委託) �96? ��ﾃ��"�1,089 ��ﾃ��B�1,100 

9か月児(委託) �934 涛SR�1,061 ��ﾃ�sB�1,074 

1歳6か月児 �>�怩���R��953 涛#"�1,025 ��ﾃ�sb�1,036 歯科健診 涛#��■904 涛c��1,047 涛cb�

心理判定 ���r�112 ��s"�188 �##r�

3歳児 �>�怩�910 涛CB�979 涛CR�1,048 歯科健診 涛�b�940 涛s2�937 ��ﾃ�CR�

心理判定 ��C��167 �#�"�200 �#S��

歯科衛生相談

年度 �17 ����19 �#��21 

歯科健康診査.保健指 導 丶ｩ�ﾙ�B亜���49 鼎��49 鼎��49 

受診者数(人) 塔c"�895 塔c��930 涛���

歯の健康教室 丶ｩ�ﾙ�B亜���66 田��52 都��54 
受講者数(人) 鉄S��518 �3�"�773 鉄唐�

予防処置 丶ｩ�ﾙ�B亜���101 涛��72 鉄b�59 
実施数(件) �#Cb�188 ��#��125 ��3��

歯の健康相談 ��ｩ&ｸ�)�B��ﾂ��914 涛ィ�936 涛C��658 
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