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【保健所各課の事業実施状況】  

 

１．医務薬務課  

 

（１）医療機関等への立入検査 

医療機関や衛生検査所、医薬品販売業、毒物劇物販売業に対する監視・指導業務

については、別紙１のとおり。 

 

（２）医療安全相談コーナーの運営 

厚生労働省の推進する医療安全推進総合対策に基づき、平成１６年４月に医療安

全相談コーナーを開設した。 

令和３年度は、１，３５９件の相談に対応し、その主な相談内容は、「病気や健

康に関するもの」（４６．１％）、「診断や診療内容への不安、疑問」（１５．９％）、

「医療従事者の接遇に関するもの」（９．１％）などであった。 

 

（３）薬物乱用防止の啓発 

新国連薬物乱用根絶宣言の支援事業の一環として、官民一体となり、市民一人一

人の薬物乱用問題に対する認識を高めるとともに、薬物乱用防止に取り組むため

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を平成５年から実施している。 

この運動の一環として「ヤング街頭キャンペーン」を行っている。 

また、専用電話「危険ドラッグ情報ダイヤル」にて、危険ドラッグに関する情報

の収集や啓発を行うとともに、小学校において「薬物乱用防止教室」を開催し、薬

物の危険性や命の大切さについて学習してもらっている。 

【ヤング街頭キャンペーン】 

令和元年７月６日（土）に小倉駅ＪＡМ広場周辺において、中学生・高校生の

ヤングボランティア等２２団体４２２名の方が参加し、麻薬・覚醒剤・大麻・危

険ドラッグ等による薬物乱用の撲滅を訴えながらイベントを行い、啓発資材を配

布した。令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止し

た。（令和４年度は実施済み） 

【危険ドラッグ情報ダイヤル】 

平成２５年４月１日から専用電話「危険ドラッグ情報ダイヤル」を開設し、販

売店舗や健康被害の情報について通報を受け付けるとともに、正しい情報や知識

の提供を行っている。 

令和３年度の受付件数は、通報０件、相談０件、計０件。 

（電話番号）５２２－８９２２
ヤ ク ブ ツ

 

（受付時間）平日（月～金）８：３０～１７：１５ 

（対 応 者）薬務係職員 
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（４）かかりつけ薬剤師（薬局）の普及啓発 

北九州市薬剤師会の協力を得て、薬剤師を講師として、平成１６年度から「くす

りのセミナー」を実施し、薬の正しい使用法やかかりつけ薬剤師（薬局）の普及の

必要性などについて啓発を図っている。 

令和元年度は、市民センター等１２箇所で実施し、延べ２３０名が参加した。 

令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止した。 

  （令和４年度下半期は実施予定。） 

 

（５）社会医学系専門医制度における研修の実施 

平成２９年度に社会医学系専門医制度が開始されたことを受け、本市でも産業医

科大学社会医学系専門医研修プログラムの連携施設として「行政・地域」分野の専

門研修を実施している。 

平成３０年度は６名、令和元年度および２年度は９名、令和３年度は１２名の専

門医を受け入れた。 
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２．保健予防課  

 

（１）結核予防対策 

本市は全国と比較し、結核罹患率が高い。また、新規登録患者に占める７０歳以

上の高齢結核患者の割合も６７．６％（全国６３．５％）と全国と比べて高くなっ

ている。 

ア 結核の発病予防と早期発見のために、定期健診や結核患者接触者健診を実施。 

発病前の潜在性結核感染の早期発見に努めている。 

※令和３年の潜在性結核感染症患者数 ６０名 

イ 新規登録患者に対する適正医療の提供と療養支援を行っている。 

ウ 患者の確実な治癒にむけて服薬支援のために DOTS（直接服薬確認療法）事業 

を実施、コホート調査による評価を行っている。 

※令和２年ＤＯＴＳ実施状況 結核新規登録患者の実施率   99.1％ 

            ＬＴＢＩ新規登録患者の実施率   98.0％ 

           （潜在性結核感染症） 

○結核罹患率の推移、全国比較、年代別罹患率等は、別紙２－１～別紙２－３のとおり 

  

（２）結核以外の感染症対策 

  ア 感染症法に基づく感染症発生届を受理し、患者及び家族に対し、入院勧告や患

者移送、検体搬送、二次感染予防など行政対応を行う。 

    また積極的疫学調査により発生状況を明らかにし、原因究明と感染拡大防止 

対策を実施している。 

○令和３年度中の発生状況は、別紙３のとおり。 

 

（３）ＨＩＶ・性感染症の予防対策 

ア ＨＩＶ抗体迅速検査を実施している。 

イ エイズや性感染症について、専用ダイヤルを設置し保健師などによる電話相談 

を行っている。 

   ○相談・検査の状況については、別紙３のとおり。 

 

（４）細菌検査の検体搬送状況 

別紙３のとおり。 

   社会福祉施設等の検便検査は令和元年度で終了したが、新型コロナウイルス感染

症の影響により、２年度以降は感染症発生時の検体搬送が激増した。 

 

（５）公害保健関連業務 

ア 公害健康被害補償業務 

「公害健康被害の補償等に関する法律」及び「北九州市特定呼吸器疾病患者 

健康被害補償要綱」に基づく、公害認定患者に対する補償給付を実施。 
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〇 被認定者数 注）令和３年度末現在。 

７７５人（法適用者 ７１６人、 市要綱適用者 ５９人） 

〇 令和３年度 補償給付実績 注）医療機関への公害診療報酬を含む。 

１，０００，３３０千円（前年度 １，０４１，２９９千円） 

 

イ インフルエンザ予防接種費用の助成 

基礎疾患をもつ公害認定患者の重症化を予防するため、インフルエンザワクチン

接種費用の自己負担分を助成。 

   〇 令和３年度 助成実績 

助成件数   ２３４件 

助成金額   ９０５千円 

 

ウ ぜん息児水泳教室 

ぜん息に罹患している児童（４歳から小学校６年生）を対象に、呼吸機能の 

回復・保持、運動能力の回復向上等を目的に水泳教室（参加費は無料）を実施。 

〇 令和２年度・令和３年度実績 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止 

【参考】 令和元年度実績 

実施期間：７月下旬～９月下旬、計１０回開催 

参加児童５９名（延べ３９９名） 

 

エ 環境保健サーベイランス 

環境省からの委託を受けて、大気汚染の影響による健康被害を予防するための

データ集積を目的とした、３歳児を対象とした健康モニタリングを実施。 

〇 令和３年度実績 

対象者：１，８９７人、 回答者：１，１５１人、 回答率：６０．７％ 

 

オ 石綿ばく露者の健康管理に係る調査（石綿読影の精度に係る調査） 

環境省からの委託を受けて、石綿関連疾患を有する者を早期に把握して救済制

度につなぐ体制整備を目的とした調査（既存検診の機会を活用して、読影に係る

知見を収集）を実施。 

 

〇 調査対象者 

４０歳以上の市民で、既存検診（肺がん検診等）を受診して、胸部Ｘ線検査

画像の提供が可能な者 

〇 令和３年度実績 

実施期間：６月～１２月、調査参加人数：６４人 
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３．東部生活衛生課・西部生活衛生課  

 

（１）食品による事故防止のため、特に対策が必要な施設に対する重点対策の実施 

  令和３年度北九州市食品衛生監視指導計画に基づき、飲食店等の監視・指導を実

施した。（監視指導件数：別紙４のとおり） 

   近年の食中毒発生状況から、重点対策として「食肉の衛生対策」、「ノロウイル

ス食中毒予防対策」を前年度に引き続き実施し、対象施設への立入検査、食品等の

収去検査、食品関係事業者及び市民への啓発について、実施時期を定めて集中的か

つ効果的に行い、食中毒等食品による事故防止に努めた。 

また、食品衛生法改正により、原則、全ての食品等事業者を対象にＨＡＣＣＰに

沿った衛生管理が制度化されたことから、「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の普及推

進」を行った。 

 

○食肉の衛生対策 

食肉の処理（と畜場、食肉・食鳥処理業者）、流通（食肉販売店等）及び提

供（焼肉店等の飲食店）の各段階の施設に立ち入り、施設の衛生管理や食肉の

衛生的な取扱いについて指導した。 

令和３年度も引き続き、特に鶏肉に対する衛生対策に力を入れ、鶏たたき等

を取り扱う飲食店のうち過去に食中毒や有症苦情のあった店舗に対し、重点的

に指導を行った。 

また、食肉を取り扱う事業者や市民を対象とした衛生講習会の実施※、啓発

チラシ・ホームページ等での情報提供、小中学校・市民センター・キャンプ場

への啓発チラシの配布を行い、食肉の生食や、食肉の加熱不足の危険性につい

て啓発を行った。 

さらに、昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、YouTube動画「お

肉による食中毒を予防しよう！」を作成し、感染防止を踏まえた市民啓発を行

った。 

※ 衛生講習会：１５回（５６４人） 

 

○ノロウイルス食中毒予防対策 

  ノロウイルスによる食中毒の発生が特に増加する冬季に、ホテルや結婚式場

等の大量調理施設を重点的に、飲食店、魚介類販売店、集団給食施設等の施設

に立ち入り衛生指導を行うとともに、飲食店営業者や市民等を対象に衛生教育

を実施した※。 

啓発活動では、小学校等の施設に対して、手洗い啓発のための機材（解説Ｄ

ＶＤ付き）の貸し出し及び技術的サポートを行い、北九州市オリジナルの「き

たきゅう手あらいうた」を用いて、正しい手洗いを普及する取り組みを行った。 

また、食品衛生協会と協働で予防講習会を開催すると共にモノレール各駅に

啓発ポスター掲示を行った。 
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市内で生産される生食用殻付きかきのノロウイルスによる汚染状況等の調

査のため１０検体の収去検査を行ったが、ノロウイルスは検出されなかった。 

※ 衛生講習会：３３回（１，３２４人） 

 

○ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の普及推進 

令和３年６月１日の本格施行に向け、食品等事業者が円滑にＨＡＣＣＰ制度

化に対応できるよう、窓口相談や申請等受付の際に周知を図ると共に、市内の

飲食店営業者等への立入調査時に、周知・指導を行った。 

また、これ以外の営業施設については、手引書やリーフレット等を郵送する

ことで、広く周知を行った。 

 

（２）市内流通食品の衛生対策の実施 

市内で生産、加工又は製造される食品及び市内を流通する食品の安全性確保と

食品表示の適正化のために以下の事業を行い、立入調査や収去検査を実施した。

（収去検査の件数：別紙５のとおり） 

 

○表示基準に関する啓発指導事業 

   食品表示法で新たに表示基準が定められた食品、食品添加物に関する表示適

正化のため、市内の食品製造業者、菓子製造業者等に立入調査を行い、指導・

助言等を行った。 

また、加工食品等について収去検査を実施し、食品表示基準に従った表示が

されていないものについては、製造者等に対し改善を指導した。 

 

○輸入食品の安全性確保事業 

     市内を流通する輸入食品が食品衛生法で定められた成分規格、添加物使用基

準及び表示基準に適合しているか調べるため、輸入食品の収去検査を行った。

その結果、赤貝（中国産）から規制値を超える麻痺性貝毒が検出されたため、

販売者に対し回収命令を行った。 

 

○遺伝子組換え食品監視指導事業 

市内のスーパー等で販売されているコメ加工品（１０検体）について、安全

性未審査の遺伝子組換え作物が混入していないか検査して確認した。その結果、

組換え遺伝子は検出されなかった。 

また市内の豆腐製造業者、菓子製造業者等について立入調査を行い、原料の

管理と適正な表示に関する指導を行った。 

 

○アレルギー物質混入防止対策事業 

     食物アレルギーによる健康被害を防ぐため、市内で製造される菓子やパン等

について、卵、乳を使用していないとする食品へ卵、乳成分の混入がないか検
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査して確認するとともに、製造工程での混入防止について指導した。 

令和３年度は、菓子・パン・惣菜（１２検体）について卵・乳成分が混入し

ていないか検査を行ったところ、これらの成分は検出されなかった。 

 

   ○魚介類等の衛生対策事業 

生食用鮮魚介類や市内で生産される殻付かき等について腸炎ビブリオ等の

細菌に関する検査を行い、成分規格に適合しているか確認した。また、魚介類

加工品を対象としたヒスタミンの検査や、市場内の卸売業者が所有するいけす

の水の腸炎ビブリオを指標とした汚染状況検査、かき養殖業者が使用する浄化

水の加工基準への適合状況の検査を行った。 

その結果、赤貝（中国産）から規制値を超える麻痺性貝毒が検出されたため、

販売者に対し回収命令を行った。 

さらに、フグによる食中毒を防止するため、中央卸売市場において有毒フグ

の排除に努めるとともに、魚介類販売店や飲食店等フグを取り扱う施設の監視

指導及びふぐ処理師に対するフグ鑑別の徹底を指導した。 

 

○農産物の安全性確保事業 

中央卸売市場及び市内の大型スーパーや産地直売所で流通する農産物の残

留農薬検査を実施した。その結果、基準値を超える残留農薬は検出されなかっ

た。 

 

○加工食品等の安全性確保事業 

  市内で生産、加工または製造される食品及び市内を流通する食品について、

食品衛生法で定められた成分規格、添加物使用基準及び表示基準に適合してい

るか、立入検査及び収去検査により確認した。その結果、全て基準に適合して

いた。 

 

（３）食品製造業及び集団給食施設の立入検査の実施 

広域食品指導係が、令和３年度北九州市食品衛生監視指導計画に基づき、担当 

する食品製造業及び集団給食施設に立ち入り、食中毒予防及び有害物質混入防止の 

ための衛生管理状況の確認と必要な衛生指導を実施した。 

 特に、高度な衛生管理が要求されるＨＡＣＣＰ承認施設について、九州厚生局と 

協力して外部検証を行い、承認事項が確実に実施されていることの確認と、必要な 

指導・助言を行った。 

 衛生啓発では、コロナ対策のため、小学生等を対象とした「出張手洗教室」（手洗 

チェッカーを用いた実技講習）は中止し、高齢者福祉施設等の調理従事者を対象と 

した「食中毒予防講習会」については、撮影した講義動画を、受講者向けに YouTube 

で限定配信をするなど、工夫しながら実施した。 

※ 衛生講習会：１５回（１，００７人） 
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※ 出張手洗教室： ０回（０人）コロナ対策のため実施せず 

 

（４）中央卸売市場における衛生対策の充実 

食品流通の拠点である中央卸売市場において、早朝等の市場内監視及び食品の収 

  去を行い、有毒フグ等の排除や食品の温度管理、食品表示等について確認し、必要 

  な衛生指導を行った。 

   また、市場内関係事業者に対し、業種別の衛生講習会や食品衛生に関する情報提 

  供を行った。 

  ※ 早朝等の市場内監視回数：３３回 

  ※ 衛 生 講 習 会： ２回（８３人） 

  ※ かわら版（情報提供）： ３回発行 

 

(５) 環境衛生施設に対する監視指導及び自主衛生管理の推進 

ア 公衆浴場のレジオネラ対策 

循環式浴槽を使用する公衆浴場は、レジオネラ属菌に汚染されやすく、利用者が

多量の菌を吸入するとレジオネラ肺炎を発症する恐れがある。 

このため、年２回採水検査（令和３年度延べ３２施設）を実施し、レジオネラ属

菌が検出された施設（令和３年度延べ１８施設）は、浴槽水の換水と配管消毒を指

導し、その後の自主検査により菌が検出されないことを確認させている。 

  

 イ 社会福祉施設等における自主的衛生管理の推進 

   特別養護老人ホームや老人デイサービスセンター等は、レジオネラ症に感染する

リスクの高い高齢者が多く利用するため、浴槽施設の衛生管理には特に注意を払う

必要がある。平成３０年度にはレジオネラ症防止対策講習会を開催し、施設関係者

への注意喚起を行った。また、令和元年度からは予防啓発のためのリーフレットを

使って、各施設の浴場管理についてのフォローアップ指導を行っている。 

 

 ウ 特定建築物等における感染症発生防止のための監視指導 

   令和３年度から、新型コロナウイルス等の感染症対策として、人が密集するコン

サートホールや映画館などの興行場や大型商業施設、旅館、ホテルなどの特定建築

物（令和３年度３８２施設）に立入り、場内換気や施設内の消毒等の感染症防止対

策の励行について注意を促す取組みを実施している（令和３年度は、新型コロナウ

イルス感染症拡大期のため、書類調査のみ実施：３７４件）。 

   理・美容所（令和３年度２,９８４施設）については、定期監視の立入り時に注意

喚起を図っている。 

 

エ 墓地を巡る意識の変化 

   少子高齢化や核家族化の進行により、永代供養を行ってもらえる合葬墓、納骨堂

の利用、墓じまいに伴う改葬、自然に還りたいという思いから生まれた樹木葬や散
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骨など新しい葬送についての相談が増えている。 

そのような状況を踏まえ、市民相談に応じているところである。 


