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１ 北部保健所管内図

古宇利島

市 町 村 数

字 数

総 面 積

総 人 口

総 世 帯 数

一 世 帯 平 均 人 口

令和３年３月現在

１市１町７村

164

705.5 ㎢

人 口 密 度 ( 人 / ㎢ ）

102,603 人

49,546 世帯

2.1 人

145.4

北部保健所
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←
◎建物概要 ２階へ
１．場 所 ：名護市大中2-13-1

２．敷地面積 ：5,938.03㎡

３．建築面積 ：2,173.15㎡

４．延べ床面積 ：3,239.48㎡

５．規模・構造 ：鉄筋コンクリート造２階

６．高 さ ：9.9m

７．総事業費 ：911,110千円

（国庫補助金：299,974千円）

８．竣 工 ：平成６年３月３０日

９．変 遷

・精神保健福祉室増築：36.98㎡

（平成１０年３月３１日）

・福祉事務所との統合に伴う増設：434㎡

（平成１４年３月１２日）

・犬抑留所を動物愛護管理ｾﾝﾀｰへ所管替え：23.68㎡

（平成２９年１２月２８日）
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２ 北部保健所庁舎案内図
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第３相談室
（呼吸器相談
室）

調整室
第１相談室

トイレ

階

相談室

階

地域保健班

生活環境班

トイレ

所長室

段

トイレ

外
EV

相談室

旧受付

トイレ

１階平面図

多目的室

検査室

生活保護班 地域福祉班 総務班

北部福祉事務所

２階へ

↑

EV トイレ

レントゲン室

会議室

トイレ

階

段

食品
衛生
協会



− 3 −

班長 (1)
事務 (3)
運転士 (2)

(うち再任用) (1)

班長 (1)
【健康増進グループ（4）】

(1)

歯科衛生士 (0)
栄養士 (1)
技師（臨任） (1)
事務（臨任） (1)

【疾病予防グループ（16）】
医師 (1)
臨床検査技師 (2)

(うち再任用) (1)
保健師 (3)
感染症事務 (1)
結核事務 (1)
放射線技師 (1)
看護師（臨任） (7)

班長 (1)
【精神保健福祉グループ(5)】

保健師 (3)
相談員（事務） (2)

【地域保健推進グループ(5)】
保健師 (4)
事務 (1)

班長 (1)
【食品生活衛生ｸﾞﾙｰﾌﾟ（5）】

医事薬事監視員 (1)
食品衛生監視員 (4)

【環境保全グループ（5）】
環境衛生指導員 (4)
事務（臨任） (1)

保健師

３ 北 部 保 健 所 組 織 図（令和３年３月末現在）

地域保健班（11）

生活環境班（11）

総務企画班(6)

所長

健康推進班（21）
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午前 午後

火 9:00～11:00

月～金 9:00～11:30 1:00～4:00

火・木 9:00～11:00 1:00～3:00

月～金 9:00～11:30 1:00～5:00

第2･第4火 9:00～11:00

月～金 9:00～11:00 1:00～4:00

月～金 9:00～11:00 1:00～4:00

月～金 9:00～11:00 1:00～4:00

要予約
（月１回）

10:00～12:00

月～金 8:30～11:30 1:00～4:00

月～金 8:30～11:30 1:00～4:00

月～金 8:30～11:30 1:00～4:00

◎結核接触者健康診断・相談
１階 呼吸器(第３)相談室

(52-5219)

４ 業務案内

保健所では、下記のような相談を受けています。お気軽にご利用下さい。（令和３年４月１日現在）

業務内容 曜日
受付時間

担当窓口(電話）

◎栄養成分表示に関する相談 ２階 健康推進班（52-5219）

◎肝炎治療医療費助成・申請・相談 〃

◎感染症（エイズ・肝炎等）
検査・相談（要予約）

１階 第１相談室（52-5219）

◎難病相談
◎特定不妊治療費助成

〃

◎骨髄バンク登録相談(要予約） 〃

◎母子保健相談 ２階 地域保健班（52-2704）

・平成18年４月１日より、犬・ねこの問い合わせ・相談先が変わりました。
各市町村又は動物愛護管理センター(098-945-3043)へお問い合わせ下さい。

〃

〃医事・薬事相談・申請

◎精神保健

◎食品・環境など ２階 生活環境班（52-2636）

食品衛生相談・営業許可申請 〃

環境衛生相談・申請

精神保健福祉相談 ２階 地域保健班（52-2734）

精神科医による
精神保健福祉相談

〃

保健所は、みなさんの健康で快適な暮らしをお手伝いす
るとともに、豊かな自然と住み良い環境を守るための機
関です。
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５ 保 健 所 の 業 務 内 容

�保�所の��（�域保�法��条）

�域に��る公���の��及び����る��、�の事�に��、��及びこれに�要�事業

�����る。

(１) �域保�に関する��の�及及び��に関する事�

(２) �����計�の��域保�に係る�計に関する事�

(３) ��の��及び����に関する事�

(�) ��、水�、�水�、���の�理、��、�の�の��の��に関する事�

(�) �事及び�事に関する事�

(�) 保��に関する事�

(�) 公共��事業の��及び��に関する事�

(�) ��及び����びに��の保�に関する事�

(�) ��保�に関する事�

(10） ��保�に関する事�

(11) ���法�����������の�の特�の��によ�長�に����要とする者の保

�に関する事�

(12) �イ�、��、性�、�染��の�の��の�防に関する事�

(13) ���の��及び検査に関する事�

（14） �の��域��の��の保持及び��に関する事�

��務�画�

(１) 所���の��、�務及び����に関すること

(２) 所���の�����及び��等に関すること

(３) ��の管理等に関すること

(�) ���理�の�の会計事務に関すること

(�) 所管する��の管理に関すること

(�) ��設�維持管理に関すること

(�) �����計、�の��域保�に係る�計に関すること

(�) ���機管理対策に関すること

(�) 保�所運営��会に関すること

(10) ��対策に関すること

(11) 公用�の運�、管理等に関すること

(12) �習に係る事務に関すること

(13) ��に����事務に関すること
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������

����������

(１) �域��の��の保持及び��に関すること

(２) ��習��の�防に関すること

(３) ����に関すること

(�) ��保�に関すること

(�) ���対策に関すること

(�) ����事業に関すること

(�) �域�域����に関すること

(�) ��習������に関すること

����防�����

(１) ��、�イ�、性��の�の�染�の�防に関すること

(２) �染���時対�に関すること

(３) �染�����調査に関すること

(�) ����性��の��化�防及び����に関すること

(�) ��管理に関すること

(�) �染��査��会に関すること

(�) �防��に関すること

(�) ���の��及び検査に関すること

(�) �����による����に関すること

(10) ���、���等の����習に関すること

��域保��

���保��������

(１) ��保�及び����者の��に関すること

(２) ������（��通����）に関すること

(３) ��対策に関すること

(�) ����者�会����事業に関すること

(�) ������に関すること（��会��）

��域保��������

(１) 特定���（�定��）に関すること

(２) ���性特定��に関すること

(３) �性及び���の保�に関すること

(�) 長����に関すること

(�) 特定����に関すること

(�) 特定�������事業に関すること

(�) ����者の����に関すること

(�) 保��に関すること

(�) ����等�習��に関すること
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������

������������

（１） ��、��所及び��所に関すること。

（２） ��、�����の���関係者に関すること。

（３） �����������、���、����に関する法�及び�����法の��に

関すること。

（�） �����機�等法、��及び����法の��に関すること。

（�） ��及び������法、大���法及び������の��に関すること。

（�） ��事業に関すること。

（�） ��対策に関すること。

（�） ��場、��業、公�浴場、理�所等����の��監�に関すること。

（�） ��場、��業、公�浴場、��営業等の���事務に関すること。

（10） ����事業及び����管理業の��監�に関すること。

（11） ����法に���営業及び������の��監�に関すること。

（12） 水�法及び��水��の��監�に関すること。

（13） ��、���及び����に関すること。

（14） ��の��及び管理に関すること。（���の�の����に関すること。）

（15） 化�場�びに������場に関すること。

（16） ���法に関すること。※１

（17） ����ン�業法、���法、�����法に係る��監�に関すること。※１

（18） ����法に係る��監�に関すること。※１

（19） ���質���する��用�の規制に関する法�に係る��監�に関すること。※１

（20） 調理�法、�����法に係る������及び������等。※２

（21） 海�����対策に関すること。※２

（22） ����の��に関すること。※２

（22） ��用���調査及び��に関すること。※３

（21） 沖縄県����������の�定に係る等の事務�理��の��※３

���保������

（１） ����、������理��、�業����理の監視��に関すること。

（２） 浄化槽法に関すること。

（３） ����及び����の����に関すること。

（�） ��に関すること。

（�） 公�の監視及び調査に関すること。

（�） 公�に係る����及び関係機関との��調�に関すること。

（�） 沖縄県�土等�出防止条例に係る監視及び�査に関すること。

（�） ���特措法に関すること。※１

（�） �設��イ��法に関すること。※１

（10） �����イ��法に関すること。※１

（11） 水質汚�防止法に関すること。※１

（12） 沖縄県����保�条例に関すること。※１
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（13） ダイオキシン類対策特措法に関すること。※１

（14） 大気汚染防止法に関すること。※１

（15） フロン排出抑制法に関すること。※１

（16） 土壌汚染対策法に関すること。※１

（20） 沖縄県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に関すること。※１

（21） 浄化槽設置者講習会に関すること。※２

（22） 沖縄県水質測定計画に係る公共用水域の水質調査 ※３

（23） 水浴に供される公共用水域の水質調査（海水浴場調査）※３

（24） 大気汚染常時監視測定局の維持管理業務。※３

（25） 国設辺戸岬酸性雨測定所の管理運営業務。※３

沖縄県出先機関の長に対する事務の委任及び決裁に関する規則によるもの※１

細則、通知、要領等によるもの※２

主管課からの調査依頼等によるもの※３


