
            ※新型コロナウイルス感染症対応のため

保健所課名 № 事業名 事業計画 事業内容

管理課

・病院報告（毎月）

・衛生行政報告例、地域保健・健康増進事業報告（毎年）

・人口動態調査（毎月）

 （6月頃）中止

・医療施設調査（動態調査：毎月、静態調査：3年1回、令和2年度実施）

・患者調査・受療行動調査（3年1回、令和2年度実施）

                                             

・医療安全相談窓口（通年）

・医療安全研修（11月頃）

・医療機関等の開設許可等（通年）

・立入検査 （6月から翌年2月まで）書面検査 9月から翌年2月まで

・医療法人の認可、届出の受付・進達（通年）

・薬局等の開設許可（通年）

 翌年２月まで）12月まで

・医師等の厚生労働大臣免許申請の受付・進達（通年）

・調理師等の埼玉県知事免許申請の受付・進達（通年）

・献血推進連絡協議会の運営（通年・総会 ５月）6月紙面開催

・補助金の交付（６月）

・HP、市報、広報車等による広報（通年）

令和２年度 川口市保健所の運営計画の変更について

1
厚生統計調査事業 厚生労働省及び埼玉県からの委託を受

け、調査を実施する。

2

厚生労働省及び国立社会保障・人口問題

研究所からの委託を受け、調査を実施す

る。

3
医療安全相談事業

の情報提供・研修等を実施する。

4
医療施設指導等事業 医事関連法令により、医療機関等の開設

許可等、立入検査等を実施する。

5
薬事関連施設指導等事業 薬事関連法令により、薬局等の開設許可

6
衛生関連免許事業 衛生免許の申請を受付・進達を実施す

る。

7
献血推進事業

め、献血推進連絡協議会への補助金の交

付等を実施する。
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            ※新型コロナウイルス感染症対応のため

保健所課名 № 事業名 事業計画 事業内容

令和２年度 川口市保健所の運営計画の変更について

疾病対策課 ・難病患者に対する医療給付の受付・進達（新規；随時、更新： 6月から9月まで）中止

・在宅療養支援計画の策定・評価（策定；随時、評価；月1回）

・難病患者の相談・訪問（随時）

・難病講演会（11月頃）

・難病相談支援者研修（1月頃）

・肝炎治療医療費等の助成の受付（随時）

・肝がん・重度肝硬変入院医療費の助成の受付（随時）

・感染症発生動向調査（全数（随時）及び定点（週報・月報）の受理）

・3類感染症発生時における患者及び家族等接触者の検査（随時）

・1.2類感染症（結核を除く）発生時の患者対応（搬送含む）及び接触者の検査（随時）

・感染症診査協議会（月2回）

・HIV・梅毒即日検査 （年2回）(年1回)

・結核（発生届→聞き取り等調査→服薬支援、接触者健康診断等） （随時）

・結核医療費の助成

・通報対応、処遇相談(時間内)

・精神保健福祉の相談、訪問(営業時間内)

・関係機関向け研修会 (年1回)(年2回)

・関係者向け事例検討会(年2回)

・ひきこもり家族の集い(月1回、 年間12回

・家族教室(年2回、9月と12月に3日間コース)

・こころの健康講座(年3回 、7月、12月、3月開催月未定)

・ゲートキーパー研修(年2回、出張講座：随時)

・メンタルヘルスチェックシステム(通年)

・自殺対策普及啓発事業(通年、自殺対策強化月間 (3月)にキャンペーンを実施)

5

精神保健福祉支援事業 精神障害者等の通報の受理や相談に応じ

た支援を行い、社会生活活動への参加を

促進するとともに、普及啓発を実施する。

2
肝炎治療費助成事業 肝炎治療費、肝がん等入院医療費の助成

の受付・進達を実施する。

3

感染症予防対策事業 感染症患者の早期発見、対応及び適切な

治療のため、公費負担医療費の助成や感

染症患者調査・訪問・相談・移送等を実

施する。

4

結核対策事業 結核患者に対し、適正な医療を支援する

ため、公費負担医療費の助成、服薬支援

等を行うとともに、患者家族等に対し健

康診断等を実施する。

1

難病支援事業 指定難病医療給付申請の受付・進達、難

病患者の訪問・相談等を実施する。
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            ※新型コロナウイルス感染症対応のため

保健所課名 № 事業名 事業計画 事業内容

令和２年度 川口市保健所の運営計画の変更について

・3歳児健康診査 （年52回）（年40回）集団健診と個別健診の併用

中止

・10か月児健康相談（年60回）中止 

・親と子の心と発達の相談     医師（年6回）臨床心理士（年14回）       送付に変更

・幼児相談 主に育児・発育・発達の相談（年12回）

中止

・育児教室（各地区）、ウェルカムBaby教室（2日コース年12回、１日コース年2回、

 土曜日開催年4回）、多胎の会（年6回）中止

・離乳食講習会（年32回）、幼児食講習会（年6回）、食育教室（年2回）中止

・女性健康支援センター事業

  電話相談、面接相談

・子育て世代包括支援センター事業

  電話相談、来所相談、家庭訪問

  支援プランの作成（希望者）

 （妊婦健康診査14回分、ＨＩＶ抗体検査等・産後健診1回分）

・妊婦健康診査・産後健診（通年）

・妊婦健康診査・産後健診償還払い（委託外医療機関での受診の場合）

3

乳幼児健康診査・健康相談

事業

乳幼児の健康診査、健康相談を実施す

る。

4

妊娠・出産・育児などに関する講義等を実

施する。

5
保健師または委託助産師が家庭訪問を行

い、保健指導を実施する。

・妊産婦・新生児訪問指導

（出生連絡票の提出のあった方に、おおむね生後2か月までに訪問）

地域保健

センター

2
康診査等事業 産後健診助成券を交付し、健康診査を実

施する。

6

相談支援事業 地域保健センター、鳩ヶ谷分室及び保健

談を実施する。

・小児の定期予防接種（通年）

・おたふくかぜワクチン任意予防接種費用助成（通年）

・高齢者の肺炎球菌ワクチン定期予防接種（通年）

・風しん抗体検査（通年）

・風しん任意予防接種費用助成（通年）

・風しんの追加的対策（令和3年度末まで）

1

予防接種事業 感染予防、発病予防、症状の軽減、病気

のまん延防止などを目的として定期予防接

種等を実施する。
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            ※新型コロナウイルス感染症対応のため

保健所課名 № 事業名 事業計画 事業内容

令和２年度 川口市保健所の運営計画の変更について

・未熟児養育医療給付（随時）

・未熟児養育訪問指導（随時）

・未熟児育児支援事業（グループ指導）年4回 中止

中止

・早期不妊検査費・不育症検査費助成

・特定不妊治療費助成

・肺がん・結核検診（個別検診）

・子宮頸がん検診（個別検診）

・大腸がん検診（個別検診）

・乳がん検診（個別・集団併用検診）

・健康診査（40歳以上、生活保護受給者）

・肝炎ウイルス検診（20歳以上、未受診者）

・かかりつけ薬局強化事業（登録薬局での簡易血糖検査等）

・健康教育中止、健康相談縮小して実施、機能訓練中止、訪問指導など

・11月中、1歳以上の全員が調査対象 中止

中止

地域保健

センター

7

小児医療支援事業 入院養育を要する未熟児に対する医療給

付、退院後の保健師による訪問指導、未

熟児の保護者を対象としたグループ指導を

実施する。

また、国が指定した小児慢性特定疾病の

を図るための教室を実施する。

8
不妊治療支援事業 不妊症の検査費や医療保険が適用されず

高額な医療費がかかる特定不妊治療費の

助成を実施する。

と健康支援を行うため、健康診査、肝炎

る。

また、糖尿病の早期発見のためのかかり

つけ薬局強化事業を実施する。

11
成人健康づくり事業

予防のため、各種健康相談や教室等を実

施する。

12
厚生労働省からの委託を受け、身体状

況、栄養摂取量及び生活習慣の状況につ

いて調査を実施する。

13 事業

9

がん検診事業 がんの予防及び早期発見のため、各種がん

検診を実施する。

10 健康診査事業
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            ※新型コロナウイルス感染症対応のため

保健所課名 № 事業名 事業計画 事業内容

令和２年度 川口市保健所の運営計画の変更について

生活衛生課 ・理容所、美容所、クリーニング所の開設届出受付及び立入検査（通年）

・理容（美容）所に対する衛生講習会（１０月頃）

・興行場、旅館業、公衆浴場の営業許可及び立入検査（通年）

・化製場等の設置許可及び立入検査（通年）

・特定建築物届出受付及び立入検査（通年）

・建築物事業登録制度に基づく事業の登録申請受付及び現地確認（通年）

・プール使用開始届出受付（通年）及び監視指導（随時）

・衛生害虫に関する相談対応（通年）

・シックハウス症候群に関する相談対応、現地調査（通年）

・スズメバチの巣に関する相談、駆除対応（通年）

・墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可及び立入検査（通年）

・専用水道及び簡易専用水道の給水開始届出受付（通年）

・動物の適正飼養に係る相談対応、立入検査及び指導（通年）

・動物取扱業登録申請受付、立入検査及び監視指導（通年）

・特定動物の飼養又は保管の許可及び立入検査（通年）

・化製場法に基づく動物の飼養又は収容の許可及び立入検査（通年）

・埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例に基づく多数の動物の飼養に係る届出受付（通年）

・ホームページ、広報かわぐち、パンフレット等による普及啓発（通年）

・動物の正しい飼い方教室（年２回）

・動物の収容、引取り（通年）

・動物の譲渡会（年１回）

・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成金の交付（通年）

・動物管理センターの管理業務、廃棄物処理、動物遺体処理、空調設備保守

 及び警備委託（通年）

・申請及び届出受付（通年）

・集合狂犬病予防注射の実施 （４月）中止

動物管理施設管理費 収容された犬猫等の飼養管理、返還等を

行うための施設を管理する。

4

畜犬登録事業 狂犬病予防法により、犬の登録、狂犬病

予防注射済票の交付等を実施する。

1

生活衛生事業 生活衛生関連法令等により、関係施設の

営業許可、届出受付、立入検査等を実施

する。

に関する相談対応等を実施する。

スズメバチの巣に関する相談対応・駆除を

実施する。

墓地等関連法令により、墓地等の経営許

可、立入検査等を実施する。

水道関連法令により、給水開始届受付、

指導等を実施する。

町会・自治会が行う環境衛生活動に対

し、報償金等補助金の交付を実施する。

2

動物指導事業 動物関連法令等により、動物の適正飼養

に関する相談・指導、動物取扱業の登

録・相談対応・立入検査・監視指導及び

普及啓発、犬猫の収容・引取り・返還及

び譲渡等を実施する。

また、飼い主のいない猫の不妊・去勢手

術費の助成金を交付する。

3
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            ※新型コロナウイルス感染症対応のため

保健所課名 № 事業名 事業計画 事業内容

令和２年度 川口市保健所の運営計画の変更について

食品衛生課 ・食品関係施設の営業許可、届出受付、監視指導、給食施設の指導助言（通年）

・ＨＡＣＣＰ導入支援（通年）

・収去検査（通年）

・食品衛生監視指導計画の策定及び公表（2月パブリックコメント、3月策定・公表）

・食品表示（衛生及び保健事項）に係る相談対応、指導及び啓発（通年）

・食品関連事業者に対する研修等の実施（通年）

・と畜検査及び精密検査業務（通年）

衛生検査課 ・収去計画に基づく食品検査（4月から6月末まで中止、7月から9月末まで

 微生物検査は一部外部委託）

・感染症発生時の検査

・食中毒発生時の検査

・と畜場の設置の許可、認定小規模食鳥処理場の認定申請受付、

 監視指導とHACCP導入支援等（通年）

1

衛生検査事業 保健所で行う行政検査を実施する。

1

食品衛生事業 食品衛生、健康増進、食品表示関係法令

により、食品関係施設の営業許可、届

出、ＨＡＣＣＰ導入支援、監視指導、収

去検査、給食施設の指導助言、食品表示

の相談等を実施する。

2

食肉衛生検査事業 と畜場法等により、と畜検査、監視指導

等を実施する。
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