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はじめに 
 

8 月に八重山地域を直撃した台風 15 号、引き続く 9 月の台風 21 号は、八重山での観測
史上最大の瞬間風速 71ｍ及び 81ｍを記録し、各地に大きな被害をもたらしました。建物、
車輌、船舶、農作物などへの被害はもとより、各地で停電や通信障害も発生し、医療機関

や福祉施設のサービス提供にも影響がでました。自然災害の脅威とそれに対する備えの重

要性を再認識させられる出来事でした。 
昨年から今年にかけて、国内におけるエボラ出血熱疑い例の発生や韓国でのＭＥＲＳ集

団感染例が発生し、県内においてもそれら感染症に備えた体制整備が喫緊の課題となりま

した。 
八重山保健所においては、昨年 12月に石垣市消防本部とエボラ出血熱患者移送に関して協
定を締結し、今年３月には、石垣市消防との移送訓練を実施するなど体制整備に努めて参

りました。 
新型インフルエンザ対策についても、県の新型インフルエンザ行動計画に基づき、圏域

における具体的な個別計画の策定を進めています。 
引き続き、関係機関と連携し感染症発生に備えた体制整備を図っていきたいと考えてい

ます。 
健康おきなわ 21（健康・長寿おきなわ復活プラン）を推進するため、八重山においても、
昨年度プラン推進のための協議会を立ち上げ、部会を設置して取り組みを進めています。 
特に、多量飲酒の問題が大きな課題となっていることから、昨年度アンケート調査を実施

し課題も見えてきたので、協議会で議論しながら課題解決に向け取り組んでいます。 
昨年 6 月に「医療介護総合確保推進法」が成立し、それに基づき県は「地域医療構想」
を構想区域毎に策定することとなりました。将来のあるべき医療提供体制の実現に向け医

療機関の機能分化と連携体制の構築を図っていくことになります。今年度は、八重山地域

においても、医療機関をはじめ関係者の皆さんと構想策定のため様々な協議を行っている

ところです。 
福祉保健所では、これら感染症対策や健康づくり対策をはじめ、食品、環境、動物愛護、

精神、難病、母子保健などの保健衛生対策や生活保護、母子福祉、障害者、高齢者などの

福祉対策などに取り組んでいます。 
この概要は平成 26年度の八重山福祉保健所の取組等をまとめたものです。活用していた
だければ幸いです。 
 

平成 27年 12月 
八重山福祉保健所長 

崎山八郎 
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