
ま え が き 
 

この事業概要は、平成 23 年度の保健所事業をまとめたものです。 
保健所では「たいとう健康都市宣言」にある「共助」の考え方を重

視して、「健康たいとう 21 推進計画」に基づき、医療・福祉分野との

連携を図りながら、健康づくりや健康危機管理対策等、様々な事業を

進めています。 
 平成 23 年度は、東京都や 23 区と協力して被災地へ保健師チームを

派遣した他、原発事故に伴う放射性物質汚染に関して区民からの相談

に応える等、東日本大震災への対応を行いました。 
 また、富山県等で発生したユッケによる食中毒事件を契機として、

食肉類の生食への対策がクローズアップされましたが、飲食店等への

緊急監視と消費者への注意喚起により、食中毒予防に努めました。 
 母子保健の分野では、子育て支援の充実を目的として乳児家庭全戸

訪問を開始するとともに、任意予防接種の接種費助成を進めて疾病予

防を図りました。 
その他、ライフステージに応じた健康づくり事業、結核・感染症対

策を着実に進めるとともに、障害福祉計画の改定と合わせて精神障害

者施策の充実を図りました。 
 今後も引き続き、保健所は区民の健康を守る拠点として、事業の充

実を図ってまいりますので、関係の皆様には一層のご理解とご協力を

お願いいたします。 
 
 平成 24 年 8 月 
 

台東保健所長  矢 内  真 理 子 
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凡        例 
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