
41 生活衛生 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

6 9 - - 5 0

1,991 2,538 - 2,650 2,750 2,900

810 1,118 - 1,240 1,300 1,430

297 288 - - 270 250

成果指標と目
標値

現状と課題

　一部の事業者が自主管理を実施しているが、今後自主管理の拡大に向けてあらゆる機会
を捉えて支援していくことが、自主管理を維持していくことになる。事業者の自主管理の
維持と環境衛生の監視指導を綿密に行なうことで、事業者と行政で環境衛生の安全確保を
確立していく。

ペットに関する苦情件数
(犬・猫)

暮らしの衛生が守られるまちの推進

分野目標
　診療所や薬局等、浴場、理・美容施設等の事業者が、自ら自主的に衛生水準の向上を図
ることができる環境を整備するため適切な情報提供や支援を行なう。

　ペットの飼い主が、飼育マナーや義務を守り、近隣 とのトラブルを起こすことなく、
周囲と共存していける地域社会の創造に向け、普及啓発や支援を行なっていく。

　区民が食中毒の発生など、食品を原因とする健康危害を受けることがない環境をつくる
ため、区民とともに食品の安全安心確保対策を進め、食中毒など健康危害発生防止に取り
組む。
　区民、事業者が自ら時代の要請に応じた食品の安全対策を講じることができるよう、そ
の自主的な取り組みを支援していく。

地域における健康危害発生件数
【１０ヵ年計画】

成果指標

事業者の自主管理実施件数
（食品衛生、環境衛生）

事業者の自主指導への支援件数
（食品衛生、環境衛生）

　犬や猫などのペット動物が増える一方、飼い主のマナーの悪さに起因する苦情等が深刻
化している。また、飼い主の犬の登録や狂犬病予防注射に対する危機感が薄れてきてい
る。

　食品衛生推進員事業や食品衛生協会などの事業者団体の自主的な活動を支援している
が、区民の食品安全に関する知識が十分に行き渡っていない。



16年度

267,386

866

　関係分野や区民意見の集約及び区民ルール
やアクションプランの策定

　ペット動物に対する理解が深まりマナー
が向上し、地域社会でのルールが守られる
結果、動物に関するトラブルの減少につな
がる。

区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

ペット動物等との共存を図るため、動物関連分野
との連携

　事業者が実施している自主点検内容を検査
（細菌、化学）から管理（施設、取扱い）へ
の拡充。

920

ペットなどと共存する暮らしの推進

17年度

公園・道路分野、防災分野、地
域活動分野、指導室、保健福祉
部経営分野、環境と暮らし分野

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

283,467 -

-

-

-

事業者の自主点検から自主管理への移行

　第４期中野区食品安全委員会の答申を基
に、食品安全確保対策の確立。

食品の安全確保対策の検討

取り組み

　食品の安全についてリスクコミュニケー
ションの徹底により、区民意識の向上が期
待でき、効率的な監視指導につながる。

　事業者が自主管理を実施することによっ
て、事業者自身の衛生知識の向上や区民の
安全・快適・清潔な暮らしの実現につなが
る。



様式３

生活衛生

4101

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 5,333 5,390 5,500 5,600

長期 1,560 1,573 1,600 1,650

長期 1,638 1,695 1,650 1,600

長期 9,808 10,351 10,360 10,400

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 297 288 280

事業概要

事業名

実績 1,638 1,695 1,650

事業概要

＜主な取組み＞

　飼い主が責任を持つ飼い方のルールづくりと、行政として必要な取り組みを計画的に進め
るためのアクションプランづくりを目指す。

施策目標

　生活害虫による感染症発生等を予防するため、講座や会議、相談等において駆除知識の普
及啓発を図るとともに、空き地についての適正管理指導に努める。

狂犬病について危機感に対する認識が高まり、予防接種率が向上している。

　衛生害虫に対する知識が普及し、区民自らの駆除が可能となっている。空き地の除草が自
主的になされ蚊の発生等が少なくなっている。

ペットなどと共存する暮らしの推進

成果指標
と目標値

動物に関するマナー教
室・講習会等の参加者
数

狂犬病予防接種件数

害虫防除・空き地の管
理適正化指導・相談件
数

現状と
課題

　ペットを飼う人の人数の増加の反面、犬の未登録や狂犬病予防注射をしないまま飼ってい
る人がいる。

害虫防除・あき地の管理適正化指導

害虫防除・あき地の管理適正化指導相談件数

ペットに関する苦情件数

　災害発生時のペットの避難などの要望が高まる一方で、公園等での飼い主のモラルの低下
に起因する苦情等が増えている。

　動物の飼育方法やマナーをはじめ、苦情や衛生害虫の駆除などについての問合せや相談が
多い。

　衛生害虫等の駆除についての相談が多く寄せられている。また、空き地から蚊が発生する
など除草の相談等も少なくない。

区民自らが守る暮らしの衛生

消費者団体、事業者団
体が行なう学習活動へ
の参加者数

ペット動物等に関する知識が深まり、マナーが向上している。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 5,333 5,390 5,500

事業概要

事業名

実績

事業概要

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円）

　　　　　主な取り組み　ペットなどと共存する暮らしの推進

（１）新しい中野のをつくる10か年計画

　登録・予防接種の必要性を啓発し、登録・接種件数の向上を図る。毎年、４月上旬に実施
している狂犬病予防集合注射の実施方法について、広く区民が参加しやすい開催日や交通の
便を工夫する。

　　　　＜施策３＞　暮らしの衛生が守られるまちの推進

　　　　　主な取り組み　ペットなどとの共存する暮らしの推進

（２）中野区保健福祉総合推進計画２００５

　　　　領域Ⅲ－３　暮らしの衛生が守られるまちの推進

狂犬病の予防・動物の適正飼育

ー

17年度

施策のコスト（千円）

－

ー

280ー

19年度18年度16年度

86,319ー ー

狂犬病予防注射接種件数



様式３

食品衛生

4102

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 966 1,261 1,350 1,400

長期 3,043 3,045 3,050 3,060

長期 1,923 2,241 2,250 2,600

長期 125 134 154 174

長期 614 630 650 670

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 8,001 8,002 8,003

事業概要

事業名

実績 125 134 150

事業概要
地域における食品衛生の向上のための活動を広くおこなっている民間人の活動で、地域情
報の収集、意識啓発活動、食品関係者への相談活動等

施策目標

みんなで進める食品の安全確保（安全確保）

効果的な監視指導の実施と、事業者への自主管理体制の支援、および消費者への普及啓発
活動が推進されている。

　

食中毒などの健康被害がない生活（食品衛生監視）

．食品製造･食品販売･飲食店等許可、立入り報告の徴取、検査及び収去の職権による監視指導の強
化。
．食品・器具や手指の検査、食中毒患者や施設等調査、感染症患者・施設調査の徹底。
．食品の苦情処理の適正処理。
．食品衛生講習会等集団指導や食品衛生協会自治指導員活動支援

食品事業者自主指導件
への支援数

食品等事業者対象講習
会参加者数

事業者の自主管理実施
件数

食品衛生推進員活動件
数

食品衛生推進員活動件数

一部の事業者を除き、食品衛生に関する自主管理が浸透していない。

区民の食中毒に関する知識の普及が不十分である。

区民・事業者・行政によるリスクコミュニケーションが不十分である。

食品衛生監視指導件数

＜主な取組み＞

現状と
課題

食品衛生に不安のない暮らし

消費者への普及啓発活
動参加者数

食品衛生推進員活動の活性化に加え、中野区食品安全委員会の答申を盛り込んだ食品の安
全確保対策が確立されている。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 614 630 650

事業概要

事業名

実績 1,923 2,241 2,250

事業概要

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　　　領域Ⅲ－３　暮らしの衛生が守られるまちの推進
　　　　主な取り組み　食品衛生に不安のない暮らし
（２）保健福祉総合推進計画２００５
　　　施策３　暮らしの衛生が守られるまちの推進
　　　　主な取り組み　食品安全

食中毒などの健康被害がない生活（食品衛生監視）

事業者が自ら実した営業施設等の衛生検査及び衛生点検数

ー

施策のコスト（千円）

－

ー

区民一人あたりコスト（円）

食品衛生推進員会議の開催と食品安全・安心懇談会開催支援、消費者団体と協働による普
及啓発活動。

18年度

事業者自主管理実施件数

307

16年度

ー

17年度

94,672ー ー

消費者への普及啓発活動参加者数

19年度

みんなで進める食品の安全確保（安全確保）



様式３

環境衛生

4103

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 0 0 0 0

長期 1,025 1,277 1,300 1,350

長期 105 133 120 100

長期 97 130 135 140

長期 196 488 590 630

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 987 1,173 1,200

事業概要

事業名

実績 229 1,237 1,250

事業概要

＜主な取組み＞

（１）薬局及び医薬品販売業に対する監視指導及び立入検査の実施。（２）麻薬小売業及び
向精神薬・覚せい剤原料取扱い施設に対する監視指導の実施。（３）毒物劇物販売業、毒物
劇物業務上取扱者に対する監視指導の実施。（４）有害な化学物質を含有する家庭用品を取
扱う販売店の監視指導の実施。（５）各々の販売業者等に対する普及啓発。

施策目標

薬事監視・家庭用品監視

　区民、事業者の自主管理が活発に行なわれ、公衆浴場、理美容所、プール等の施設が行政
の監視指導体制との協力により安全が確保されている。

環境衛生監視

　理美容所、クリーニング所、公衆浴場、旅館、興行場、プールなどの環境営業施設に対す
る監視指導・立入検査の実施、環境衛生協会等の自主管理活動支援など。

監視指導件数

成果指標
と目標値

環境事業者自主指導へ
の支援件数

営業停止等の行政処分
を伴う法令違反の発生
件数

法令違反による指導施
設数

事業者の自主管理実施
件数

安全・快適・清潔な暮らし

相談件数

監視指導件数

現状と
課題

　一部の事業者が自主検査を実施しているが、今後、事業者の自主検査を拡大することが課
題である。各業態に自主管理マニュアルがないので各業態ごとの自主管理マニュアルを作成
し、自主管理を定着させる。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 66 133 160

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　　　領域Ⅲー３　暮らしの衛生が守られるまちの推進
　　　　主な取組み　安全で快適な医療・環境衛生施設の実現
（２）保健福祉総合推進計画２００５
　　　施策３　暮らしの衛生が守られるまちの推進
　　　　主な取組み　医療関係施設、生活衛生関係施設の自主管理の推進・支援

診療所・施術所等の医療施設の監視指導と普及啓発を実施する。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

333

16年度

－

102,539ー

医療監視

ー

監視指導件数


	生活衛生分野
	生活衛生施策
	食品衛生施策
	環境衛生施策 

