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はじめに（八重山保健所） 
 
 平成 28 年４月に、八重山福祉保健所から、八重山保健所と八重山福祉事務所に組織が再

編されました。平成 14 年の福祉保健所の誕生からこれまでの間、主に精神保健福祉分野、

児童福祉分野、その他困難事例等への個別対応やネットワークの構築に一定の成果を得て

きたことと思います。今年度から組織は別となりますが、これまで培った関係性を失うこ

と無く、地域の課題にこれからも連携してあたっていきたいと思います。 
 八重山保健所では、これまでもエボラ出血熱疑い例の発生を想定した移送訓練や石垣市

消防本部との協定の締結、新型インフルエンザの流行に備えた圏域での具体的な個別計画

の策定など、これら感染症に備えた体制整備を図ってきました。八重山圏域は、新石垣空

港の開港に伴う観光客入域数の大幅な増加、海外からの大型客船やチャーター便の就航な

ど、交流の増加による感染症の輸入リスクが高まる恐れもあることから、引き続き関係機

関と連携して体制整備を進めていきたいと考えます。 
 今年４月に熊本地震が発生し、甚大な被害を与えましたが、災害時の公衆衛生活動への

備えが重要性を増しています。９月に県の総合防災訓練が石垣市、竹富町で行われ、保健

所も初めて訓練に参加しました。現地対策本部、DMAT との連絡や避難所での健康観察、

JMAT との連携などを経験し、ある程度イメージを描くことができました。訓練後は、管

内健康危機管理連絡会議を開催し、経験を共有することに努めました。さらに、所内災害

時マニュアルの見直しや、人員が揃わないことを仮定したアクションカードの作成にも取

り組みました。管内は離島も多く抱えることから、市町をはじめ関係機関との連携をさら

に探る必要があります。 
 沖縄県では、健康長寿日本一を 2040 年（平成 52 年）に奪回することを目指し、健康お

きなわ２１第２次計画を進めていますが、八重山においても推進のための協議会を立ち上

げています。今年は専門部会の数を増やし、壮年男性をターゲットに、適正飲酒のすすめ

など、より具体的な活動を展開していきます。 
 昨年から議論を開始している２次医療圏ごとの「地域医療構想」は、今年で一定の方向

性を示していきます。また、今年はこれと不可分の地域包括ケアシステムの市町ごとの検

討・見える化を進めていくことになります。市町とともに、医療、介護の円滑な連携に向

けての地域の課題を整理していきたいと思います。 
 保健所は時代ごとの公衆衛生の課題に取り組むとともに、食品、環境、母子保健、難病

など専門的技術的な業務を行っています。 
 今回の概要は、平成 27 年度の八重山福祉保健所の取り組みをご報告するものです。ご覧

いただく皆様のご参考になれば幸いです。 
 
 平成 28 年 12 月 
                      沖縄県八重山保健所 所長 国吉 秀樹 



はじめに（八重山福祉事務所） 
 

近年、少子高齢化の進展や価値観の多様化などの影響もあり、地域の繋がりが希薄化す

る中で、生活苦や孤独死、子育て不安、ＤＶ、各種虐待など様々な問題が顕在化し、その

対応が急務となっています。とりわけ、昨年来、沖縄県内でも社会的に大きく取り上げら

れた子どもの貧困問題については、家庭の経済的環境が子どもの就学の機会を奪うととも

に、子ども自身の生きる意欲を減退させ、学歴や将来的な就職の機会に大きな影響を与え

ることに繋がるといういわゆる貧困の連鎖の解消が課題とされているところです。 

その一方で、平成 27 年４月から、生活困窮者自立支援法の施行による社会的なセーフテ

ィネット機能の強化や、「子ども子育て支援新制度」の本格実施が始まるとともに、県にお

いても今年３月に「沖縄県地域福祉支援計画」や「沖縄県子どもの貧困計画」を策定する

など、地域福祉の向上を支援する仕組みが整いつつあります。 

そのような状況の中で、福祉事務所には、地域福祉の拠点として、生活保護等従前の業

務や上記の新制度の着実な実施とともに、管内における総合調整機能の発揮が求められて

いると認識をしているところです。 

 平成 28 年４月の県組織改編により、これまでの「福祉保健所」は「福祉事務所」と「保

健所」という単独組織に再編されましたが、今後も地域福祉の担い手として、地域住民や

関係機関と連携を図りながら、「安全・安心な沖縄らしい優しい社会」の構築に向け、取り

組んでまいります。 
 最後に、本書は平成 27 年度の活動概況をまとめたもので、八重山福祉保健所としては最

後の活動概況になります。広く関係各位に活用され、福祉事務所への理解を深めていただ

くとともに、地域福祉推進の一助になれば幸いです。 
 
平成 28 年 12 月 

沖縄県八重山福祉事務所 所長 伊波 盛治 
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