
（１）保健総務課

予算額
（千円）

37,627

1,715

1,771

528

123,431

87,581

11,868

5,478

399

15,019

事　　業　　内　　容

保健所管理運営事業

○保健所の管理、運営
○保健所運営協議会（委員１３名）
○医療従事者等の免許証の申請受付・交付
　医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師等
○健康フェスタ運営事業
○骨髄移植ドナー支援事業

健康危機管理対策事業
○新型インフルエンザ等対策などの健康危機管理対策の推進
○前橋市災害医療保健対策会議の開催

保健衛生統計調査事業

　保健衛生統計調査を行うことにより、人口及び厚生労働行政施
策の基礎資料を得る。
○地域保健・健康増進事業報告（年度）
○人口動態調査（通年）
○医療施設動態調査（毎月）
○国民生活基礎調査（６月）
○社会保障・人口問題基本調査（６月～７月）
○医師・歯科医師・薬剤師調査（隔年１２月）

救急医療事業

　救急医療業務を円滑に進めるため、医療機関及び関係団体で運
営する事業に対し、負担金及び補助金を交付する。
○前橋市救急医療懇話会補助金・負担金
○群馬県統合型医療情報システム運営費負担金

夜間急病診療所運営事業

　夜間及び感染症流行期の休日昼間の急病患者に対する応急診療
を行うため、夜間急病診療所を開設し、診療業務を前橋市医師会
へ委託する。
○前橋市夜間急病診療所
　（前橋市朝日町４－９－５　前橋医療センター１階）

平成３１年度　各課事業概要

事　業　名

病院群輪番制病院運営事業

○内科系・外科系について、市内４病院（日赤、済生会、群中、
群大）に、平日午後６時～翌日午前９時まで、土曜・日曜・祝日
午前９時～翌日午前９時までの間、二次搬送病院としての受入業
務とともに、消防局からの救急搬送患者受入業務を委託する。
○産婦人科系について、市内病院（日赤、群中等）に、日曜・祝
日午前９時～午後６時までの間、二次搬送病院としての受入業務
を委託する。

休日歯科診療所補助事業

　休日の歯科診療を確保するため、前橋市歯科医師会が運営する
休日歯科診療所に対し補助を行う。
○前橋市歯科医師会休日診療所
　（前橋市岩神町２－１９－９　前橋市歯科医師会館内）

休日当番医制事業
　在宅当番医制による休日診療（内科、小児科、外科、婦人科、
耳鼻科、眼科）を実施し、休日の市民の救急医療を確保するた
め、前橋市医師会に休日診療業務を委託する。

医療施設・設備整備補助事業
　前橋市歯科医師会の休日歯科診療機器導入に対して補助を行
い、医療体制の充実を図る。

ＡＥＤ設置・貸出事業

　市内の救急救命率を向上するため、市内コンビニエンスストア
及び市有施設へＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置するととも
に、地域の体育祭やお祭り等のイベント時に必要に応じてＡＥＤ
を貸出す。

資料９



予算額
（千円）

82,278

22,229

450

500

489

20,966

1,532

（２）健康増進課

予算額
（千円）

145,852

2,917

114,814

地域医療推進事業
　地域において必要とされる不採算医療等の機能を担う救急告示
病院である公的病院等の運営に要する経費に対して補助を行い、
地域医療の確保及び充実を図る。

保健センター管理運営事業
○保健センターの管理、運営
○嘱託員の任用、臨時職員の雇用、研修・会議出席など

健康教育・相談事業
　生活習慣病の予防やその他健康の保持増進に関する事項につい
て、保健師・管理栄養士・歯科衛生士・健康運動指導士等の職種
が連携し、健康教育・健康相談を行う。

健康増進等健康診査事業
○生活保護受給者等の健康診査の実施
○市同時検査の実施

事　業　名 事　　業　　内　　容

事　業　名 事　　業　　内　　容

群馬大学医学部学会補助事業
　専門知識の習得や高度な最新医療の普及を図る学会に補助を行
い、地域医療の向上を推進する。

医療従事者等養成事業

　臨床研修医及び看護学生等の実地研修を実施するとともに、看
護師等養成所の運営に要する経費に対して補助を行い、医療従事
者の確保を図る。
○実習受入
　臨床研修医・医学生・看護（保健）学生等

高齢者に優しい銭湯づくり等
推進事業

　高齢者や障害者が安心して公衆浴場を利用できるよう、公衆浴
場の設備改善に対し、補助を行う。

医事薬事指導事業

　医療機関や薬局等への許認可、監視指導などを通じて、市民が
安心して利用できる医療環境づくりを推進する。
○医療機関等施設数（平成３０年１２月末現在）
　　病院　　　　　　　　　　　：　　２１施設
　　医科診療所（有床）　　　　：　　２１施設
　　医科診療所（無床）　　　　：　３２３施設
　　歯科診療所　　　　  　　　：　１９８施設
　　助産所              　　　：　　　７施設
　　あん摩・はり・きゅう施術所：　２６３施設
　　柔道整復施術所　　　　　　：　１７２施設
○薬局等施設数（平成３０年１２月末現在）
　　薬局　　　　　　　　　　　：　　１５４施設
　　医薬品販売業　　　　　　　：　　１２４施設
　　医療機器等販売業　　　　　：１，１４８施設
　　毒物劇物販売業　　　　　　：　　１７３施設
    再生医療等製品販売業　　　：　　　　２施設

公衆浴場経営安定化事業
　保健衛生の向上に寄与し、公共性の高い公衆浴場の経営安定・
継続を図るため、運営費の補助を行う。

水道事業会計負担事業
　土地区画整理事業等に伴う配水管布設費に対する出資及び水道
事業会計経費の負担をすることにより、地域の公衆衛生の確保を
図る。



予算額
（千円）

1,127,491

11,715

11,916

5,561

20,798

4,980

9,719

（３）保健予防課

予算額
（千円）

685精神障害者医療
　精神科通院患者の経済的負担の軽減を図る。
○自立支援医療費（精神通院医療）の申請受付

健康増進事業

○健康増進計画（健康まえばし２１）の推進を図る。
○健康づくり推進協議会（委員１６名）
○生活習慣病予防事業
○まえばしウエルネス登録企業と力を合わせて、働きざかり世代
の健康づくりの推進を図る。
○「みんなですすめる歯と口腔の健康づくり条例」に基づき、乳
幼児期から高齢期までの切れ目のない歯と口腔の健康づくりの推
進を図る。
○保健推進事業（保健推進員数：６５５名）

食育推進事業

○食育の総合的、計画的な普及・啓発事業を実施する。
○第３次食育推進計画（元気 まえばし 食育プラン）の推進を図
る。
○食育推進会議（委員１９名）
○食生活改善推進事業（食生活改善推進員数：３６５名）

事　業　名 事　　業　　内　　容

肝炎ウイルス検診事業

○Ｃ型肝炎は自覚症状が乏しく、長期的には肝硬変、肝がんの発
症が考えられるため肝炎ウイルス検診を実施する。
　・対象者：年度４０歳になる人・４１歳以上の人で過去に
　　肝炎ウイルス検診を受けなかった人

歯周疾患検診事業

○高齢期における健康を保持し、食べる楽しみを享受できるよう
歯の喪失を予防するため歯周疾患検診（成人歯科健診）を実施す
る。
　・対象者：年度２０・２５・３０・３５・４０・４５・５０・
　　５５・６０・６５・７０歳になる人、前年度７５歳になった
　　生活保護受給者等

スマイル健康診査事業
○若年層における健康管理、増進のために健康診査を実施し、結
果により必要な人に保健指導や健康教育を実施する。
　・対象者：１８歳から３９歳

事　業　名 事　　業　　内　　容

がん検診事業

○がんの早期発見とがんによる死亡を減少させるため、各種がん
検診を実施する。
　・胃がん検診　　　　　　　：対象者４０歳以上の人
　・大腸がん検診　　　　　　：対象者４０歳以上の人
　・子宮頸がん検診  　　　　：対象者２０歳以上の女性
　・乳がん（甲状腺）検診　　：対象者４０歳以上の女性
　・胸部（肺がん・結核）検診：対象者４０歳以上の人
　・前立腺がん検診　　　　　：対象者５０歳以上の男性

骨粗鬆症検診事業

○早期に骨量減少者を発見し、骨粗鬆症を改善・予防するために
骨粗鬆症検診を実施する。
　・対象者：年度４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳
　　になる女性



予算額
（千円）

1,129,296

6,944

27,373

6,289

9,218

9,770

5,467

感染症予防事業

　感染症予防のための各種事業を行い、発生動向を把握し、感染
源の究明と感染の拡大を防止し、市民の健康保持を図るととも
に、患者に対し適切な医療を提供する。
○感染症発生動向調査
　・感染症発生届と感染症指定届出機関からの週報と月報の受理
　・感染症発生時の対応
　・季節性インフルエンザ対策
　・新型インフルエンザ対策として患者等調査と健康相談
○施設と連携し感染症のまん延防止対策指導
○感染症対策研修会の開催
○感染症診査協議会の開催

特定感染症予防事業

エイズ・性感染症・肝炎についての相談及び検査事業
○毎週水曜日午前中予約制（匿名無料）
　ＨＩＶは迅速検査
○風しん抗体検査

エイズ対策促進事業
○ＨＩＶ検査普及週間
○世界エイズデーキャンペーン
○エイズ講演会
○啓発資材・パンフレット等配布

難病患者地域支援事業

 難病患者に対し、総合的な相談・支援を行うとともに在宅療養
上の適切な支援を行い安定した療養生活の確保と難病患者及びそ
の家族の生活の質の向上を図る。
○難病相談会・交流会の開催
○難病患者在宅支援、在宅療養支援計画策定・評価事業
○難病窓口相談
○難病療養者患者療養支援実務者会研修会の開催
○災害対策
○難病対策協議会(群馬県・前橋市・高崎市共同開催)
○特定疾患医療給付及び特定医療費支給認定中核市委託事務
○難病患者更新申請費用助成事業

結核予防事業

　結核に対する正しい知識の普及啓発、患者への治療支援活動、
患者家族等に対する健康診断を実施し、結核のまん延防止を図
る。
○結核予防に関する普及啓発
○患者管理、管理検診
○結核患者に対するＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）事業
○接触者健診
○私立学校新入生の定期健康診断に要する費用補助

結核公費負担医療費給付事業

　結核の適正な医療を普及する。
○結核入院患者に対する医療費給付
○結核一般患者に対する医療費給付
○結核指定医療機関

予防接種事業

　個別による予防接種を実施する。
○予防接種法に基づく定期接種
　Ｂ型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、ＢＣＧ、四種混合、麻しん
風しん混合（幼児・成人男性）、水痘、日本脳炎、ジフテリア・
破傷風、ヒトパピローマウイルス、高齢者インフルエンザ、高齢
者用肺炎球菌
○任意予防接種
　おたふくかぜ、ロタ、成人風しん（麻しん風しん混合）

心の健康づくり推進事業
○精神保健福祉に関する正しい知識の普及及び相談等を実施し、
精神保健福祉対策の推進を図る。
○自殺対策では人材育成や普及啓発事業等を実施する。

事　業　名 事　　業　　内　　容



予算額
（千円）

9,082

62,271

（４）衛生検査課

予算額
（千円）

5,028

6,336

5,587

30,791

10,255

小児慢性特定疾病事業

　18歳未満(引き続き治療が必要と認められる場合には20歳未満)
の児童が、国が定める疾病に罹った場合、医療費を補助する。
○小児慢性特定疾病医療の認定等・自立支援事業の実施
○指定医・指定医療機関の管理等

難病患者見舞金支給事業

　難病の患者又は保護者に対し見舞金を支給することにより、患
者とその家族を慰労し、もって福祉の増進を図る。
○難病医療法に規定する指定難病、小児慢性特定疾病により入
院・通院治療を受けている者又は保護者に対し、見舞金を支給。

試験検査事業

　公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって市民の健康な生活を
確保するため、各種検査事業を実施する。
○市内に流通している食品の規格基準等の検査
○食中毒事案に係る病因物質検索のための検査
○感染症関連の検査
○特定感染症関連の検査
○一般,定期等の検便検査

事　業　名 事　　業　　内　　容

狂犬病予防事業

　狂犬病予防法に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射を実施する
ことにより、公衆衛生の向上を図る。
○犬の登録と鑑札の交付
○狂犬病予防注射の実施と注射済票の交付

動物愛護・管理推進事業

　人と動物の共存、動物愛護精神の高揚を目的とし、市民に対し
て動物の適正な飼養・保管等に関する普及・啓発事業を実施す
る。
○猫の去勢・不妊手術に対する助成金の交付
○犬・猫の譲渡事業
○犬・猫に対する終生飼養の相談
○負傷動物の保護・治療
○動物取扱業者に対する許認可・指導

生活衛生指導事業

　生活衛生営業施設における衛生環境を確保するため、各種事業
を実施する。
○生活衛生営業施設に対する許認可
○生活衛生営業施設の監視指導
　・理容所、美容所、クリーニング所、興行場、旅館、公衆浴場
　・特定建築物、専用水道、小水道施設、遊泳用プール
○営業者に対する各種啓発事業
　市民の生活環境における衛生を確保するため、各種事業を実施
　する。
○スズメバチの巣の駆除に対する助成金の交付
○衛生害虫に関する相談等

食品衛生推進事業

　健康な市民生活の基礎となる食の安全安心を確保するため、各
種事業を実施する。
○食品営業施設に対する許認可
○前橋市食品衛生監視指導計画に基づく、営業施設の監視指導及
び食品検査のための収去
○食中毒の原因究明と拡大防止対策
○消費者、事業者に対する食中毒予防の啓発
　・講習会、イベントの実施
○食品表示の監視指導

事　業　名 事　　業　　内　　容


