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20 21 22 23 23目標 31目標

727件 1028件 － － 700件 300件

119件 83件 － － 80件 75件

76% 73% 80% 85%

公害対策等指導及び環境現況調査 大気汚染や土壌汚染などによる健康被害、騒音や悪臭な
どを未然に防止するとともに、苦情等の早期解決件数の
増加につながる。事業化活動や日常生活に伴う騒音・悪臭等の公害に対し

て、指導を強化するとともに、苦情の早期解決及びきめ
細かな対応に向け、関係部署や関係機関との連携を強化
する。

狂犬病の予防・畜犬登録及びペットの適正飼養 狂犬病予防接種件数や畜犬登録数の増加、犬や猫など
ペットをめぐる苦情・相談の減少につながる。

地域や関係団体等の協力を得ながら、狂犬病の予防、畜
犬登録を推進するとともに、ペットの適正飼養や飼養の
マナーやルールなどの普及啓発を図る。

監視指導の徹底及び区民・事業者による自主管理への支援 事業者の自主管理の取り組みが進み、事件や事故、苦情
の防止につながる。

監視指導を徹底するとともに、事業者による自主管理の
取り組みが徹底するよう指導・支援を行う。また、区民
が主体的に安全・安心確保に必要な取り組みが行えるよ
う普及啓発を図る。

現状と課題

衛生害虫やペット、食中毒、飲み水、医療や薬品などについての適切な情報、知識が区民や事業者に十分普及し
ておらず、自主管理の取り組みが十分ではない。また、犬や猫の適正飼養に関する知識、飼い主のマナーや飼養
のルールが浸透していないことに起因する苦情・相談が増えている。カラスの危害対策については、餌やりに固
執する一部の区民による迷惑防止のため関係部署・機関等と連携した対策が必要となっている。

事業活動に係る騒音・悪臭等の公害発生数は横ばいの状況にあるが、認知症高齢者の思い込みによる騒音苦情な
ど解決困難な事例や解決に時間を要する事例が増えており、関係部署・関係機関等と連携した継続的な取り組み
が必要となっている。また、アスベストや有害化学物質を原因とする大気汚染や土壌汚染による健康被害への区
民の関心は高く、情報の周知徹底、監視・指導を充実する必要がある。

23年度に重点的に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

成果指標／実績(20～23)・目標(23・31)

犬・猫などに関する苦情・相談件数

食に関する苦情件数

工場や事業場等の苦情のうち３か月以内に解決した割
合

生活環境分野（23年度）

衛生的で環境にやさしい暮らしの推進

分野目標

　区民や事業者は、生活害虫やペット、食中毒、飲み水、医療や薬品などについて適切な情報を得て、健康や安
全、生活衛生に係る正しい知識を持って、自主管理をすすめている。また、地域で、公衆衛生の向上にむけた主
体的な取り組みが活発に行われ、区民が健康危害から守られている。

　工場・特定建設作業等に係る苦情が減少し、早期に解決する苦情が増えている。また、アスベストによる被害
や有害化学物質を原因とする大気汚染や土壌汚染による健康被害が未然に防止されている。

分野の成果指標
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

727件 1028件 － － 700件 －

56人 82人 1５0人

6245件 6288件 6500件

21年度 22年度 23年度

事業１ 防除指導・カラス危害対策等 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 狂犬病の予防・畜犬登録 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ ペットの適正飼養 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

１０か年計画
　　　領域Ⅲ－３－ウ　　暮らしの衛生が守られるまちの推進
　　　主な取り組み　　　　ペット等動物との飼養等が相互理解のもとに行なわれる地域社会づくり
保健福祉総合推進計画２００９　　第２章　第３節　課題４　施策３　②ペットなどと共存する暮らしの推進

【概要】

地域や関係団体等の協力を得ながら、ペットの適正飼養に関する正しい
知識、飼い主のマナーや飼養のルールなどの普及啓発に取り組み、飼い
主と地域住民との相互理解の促進を図る。

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

　衛生害虫による感染症発生等を予防するため、相談や各種講習会等の
なかで駆除知識の普及を図るとともに、あき地の適正管理指導を行う。
　また、カラスの威嚇・攻撃等人に危害を及ぼす恐れがある場合は巣の
撤去等を行うとともに、餌やりによる迷惑防止対策を実施する。(平成２
３年度移管事業）

実績：

【概要】

　狂犬病予防注射接種や畜犬登録の推進を図るため、地域や関係団体等
の協力を得ながら普及啓発活動を行なう。また、狂犬病予防接種の定期
集団接種については、区民が参加しやすい開催日や交通の便に配慮しな
がら会場など改善を図りながら実施する。 実績：

主な取組み

道路、公園等公共の場所や密集している住宅街で、犬や猫などの適正飼養や保護に関する正しい知識、飼い主
のマナーや飼養のルールが浸透していないことに起因する苦情・相談が増えている。

犬を飼う人が増えているといわれているなかで、犬の登録や狂犬病予防注射をしないまま飼っている人が存在
する。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

犬・猫などに関する苦情・相談件数

ペットの適正飼養に係る普及啓発事業参加者数

狂犬病予防接種件数

現状と課題

衛生害虫等の防除や空き地の管理に対する正しい知識が区民の間に普及していない。また、カラスによる攻撃
などへの対応は引き続き迅速に行っている。カラスの餌やりに固執する一部の区民による迷惑防止のため関係
部署・機関と連携した対策が必要となっている。

衛生環境 衛生的で安心な生活環境が守られるまち

施策目標

感染症を媒介する衛生害虫等に係る正しい知識が普及し、区民自らが駆除に努め、害虫等による被害が減少し
ている。また、カラス等への餌やりによる迷惑防止対策が進むとともに、巣の撤去等を迅速に行い、カラスに
よる被害が減少している。

狂犬病による健康危害と社会的危害についての認識が高まり、犬の登録や予防接種が行なわれている。また、
犬や猫などペットの飼養や保護に関する正しい知識、飼い主のマナーや飼養のルールが広く地域に浸透してい
る。

施策の成果指標
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

119 83 － － 80 －

260件 272件 280件

━ ━ 67%

21年度 22年度 23年度

事業１ 食品衛生監視指導 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 食品の安全確保対策の推進 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

（１）新しい中野をつくる１０か年計画
　　　領域Ⅲ－３－ウ　く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２００８
　　　第２章　第３節　課題４　施策３　くらしの衛生が守られるまちの推進　　　　取り組みの柱　①食品の安全確保

【概要】

実績：食品等事業者対象講習会参加者数

【概要】

実績：普及啓発事業への消費者等参加者数

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
(1)法令に基づく営業許可等を要する施設への監視指導（職権による立入り･収去等）の実施
及び無許可で製造･販売･飲食店経営をしている事業者への指導。
(2)食中毒の原因施設や患者等の調査、感染症患者等調査の実施。
(3)食に関する苦情の適正処理。
(4)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。 実績：食品衛生監視指導件数

【概要】

食品衛生推進員の活動支援し、食の安全・安心懇談会を実施するととも
に、食の安全安心展の開催、消費生活展等への参加、地域団体からの依
頼講習会への講師派遣等により食の安全・安心確保に必要な知識や情
報、取り組みの普及を図る。 実績：事業者団体の実施する自主管理支援件数

主な取組み

多くの消費者や一部の事業者は食中毒予防に必要な知識が十分ではなく、食品を扱う上での留意点や自ら実施
できる食中毒対策が浸透していない。

食の安全・安心を確保するため、食品の健康への影響、食の安全やリスクなどに関する情報及び意見交換を進
めるなど、リスクコミュニケーションの場の充実が必要である。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

食に関する苦情件数

事業者団体の自主管理による巡回指導支援件数

食品の特性や食中毒など関心と理解を持っている割
合 (※保健福祉に関する意識調査報告）

現状と課題

食の安全を確保するためには、事業者による自主管理の実施が不可欠である。しかし、依然として、食に関す
る苦情が日常的に発生しており、自主管理の実施が十分ではない。

食品衛生 食品衛生に不安のない暮らし

施策目標

事業者への監視指導と自主管理活動支援が着実に行われ、事業者自身による衛生確保の取組みが推進されると
ともに、消費者や子どもに対し、食の安全についての情報が普及し、食に関する苦情件数が減少している。

区民、事業者、行政（区）間で、食の安全・安心に関する情報及び意見を交換するための場が充実し、食の安
全に係る情報を共有している。

施策の成果指標
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

39% 43% － － 44% －

44.6% 52.8% 50.0%

95% 94% 95%

21年度 22年度 23年度

事業１ 医療監視 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 薬事監視・家庭用品監視 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 環境衛生 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

（１）　10カ年計画　領域Ⅲ　くらしの衛生が守られるまちの推進

（２）　保健福祉総合推進計画２００９　第3節　くらしの衛生が守られるまちの推進

【概要】

　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
環境衛生施設に対する監視指導・立入り検査を実施する。

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

　診療所、施術所等の監視指導を実施する。

実績：

【概要】

　薬局及び医薬品販売業等施設、麻薬小売業及び向精神薬・覚せい剤原
料取扱い施設、毒物劇物販売業、毒物劇物業務上取扱者、有害な化学物
質を含有する家庭用品を取扱う販売店等に対する監視指導を実施する。

実績：

主な取組み

医薬品販売制度が大幅に改正され移行期であるため、新たな制度の着実な定着を目指し、区民、事業者への着
実な情報提供と、薬局等に対する的確な監視指導が求められている。

環境衛生営業施設等では衛生上の維持管理基準に適合しない場合もあり、営業者自身による自主管理の徹底が
求められている。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

自主管理実施施設の割合

薬局等許可届出施設への薬事監視率（監視数／施設
数）

環境衛生営業施設における衛生基準適合率

現状と課題

医療施設の安全確保のために、院内での感染症防止、医薬品・医療機器の安全使用の徹底が求められている。

医薬環境衛生 安全・快適・健康な暮らし

施策目標

診療所の医療安全管理指針の定着などにより、区民が安心して医療サービスを受けている。また、医薬品販売
制度が区民、事業者に周知され、安全・安心に医薬品を購入して使用している。

事業者による自主管理が徹底し、環境衛生営業施設等の安全・衛生が確保されている。

施策の成果指標
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

76% 73% － － 80% －

21年度 22年度 23年度

事業１ 公害対策等指導 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 環境現況調査 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

【概要】

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

　工場・特定建設作業などの事業活動や日常生活に係る騒音・悪臭等の
公害に対し、規制基準遵守を指導する。また、苦情の早期解消に向け、
区内部の関連分野や警察等関係機関との連携を強化するとともに、迅速
かつきめ細かに対応する。 実績：

【概要】

　自動車騒音などについて現況調査を実施し、これらの調査結果につい
ては、事業所への啓発や区民への情報提供を行うとともに、必要に応
じ、国等への規制強化の働きかけに資する。

実績：

主な取組み

２　アスベストや揮発性有機化合物（ＶＯＣ）などの有害物質(有害化学物質)を原因とする大気汚染や土壌汚
染による健康被害に対する区民の関心は高い。アスベスト除去等工事の届出の周知徹底や有害物質取扱事業者
の監視・指導等を充実する必要がある。

3　中野駅周辺で開催されるイベント騒音に対する苦情については、東京都との協議をふまえ、条例の運用解
釈を整理しながら対応していく必要がある。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

工場や事業場等の苦情のうち３か月以内に解決した
件数の割合

現状と課題

１　事業活動に係る騒音・悪臭等の公害発生件数は横ばいの状況の一方、認知症高齢者の思い込みによる騒音
苦情など解決困難なケースや解決に時間を要するケースが徐々に増加しており、関係する分野との連携した取
り組みが、継続して必要である。

環境公害 環境汚染のないまち

施策目標

工場・特定建設作業等に係る苦情について、指導・啓発等により苦情件数が減少しているとともに、区の指導
等により、3か月以内に解決する苦情が増加している。

解体工事等における的確なアスベスト対策の推進により、アスベストによる被害が発生していない。また、有
害物質取扱事業者等の監視・指導等により、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）などの有害物質(有害化学物質)を原
因とする大気汚染や土壌汚染による健康被害が未然に防止されている。

施策の成果指標


