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               はじめに 
 
平成 25 年度の法改正や国・県の施策の動向と関連した主な項目について北部福祉保健所

の取り組みをご紹介します。 
まず福祉分野では、25 年 4 月に障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正されました。 
改正の趣旨のひとつに相談支援体制の強化がうたわれ、自立支援協議会が法的に位置づ

けられました。北部地域でこれまで築かれてきた市町村、事業所等の連携体制のもと、圏

域アドバイザーの助言も受けながら北部圏域自立支援連絡会議と４つの部会を開催してそ

れぞれの課題解決のため活発な検討が行なわれています。 
 さらに精神障害者につきましては、地域生活への移行を促進することを目的に精神保健

福祉法が改正されました。それを受けて精神科病院では具体的に長期入院者の地域移行・

退院促進の取り組みが求められるようになりました。保健所では個別の退院調整会議への

協力や医療機関と地域の関係機関との調整を通して地域生活の移行を進めています。 
 健康づくりの分野では、国の「健康日本２１（第２次）」を受け、県では健康長寿復活プ

ランとして「健康おきなわ２１(第 2 次)」を策定し推進しています。同計画では、本県のア

ルコールに起因する健康障害が大きな課題であることから、アルコール関連問題を重点的

に取り組む３つの課題のひとつとしています。北部地域では 25 年度に「北部地域アルコー

ル対策推進会議」を設置し、地域のアルコール関連問題を地域の関係機関と組織的に取り

組む体制を整えました。26 年度には未成年者への啓発、成人期への対策、依存症者対策等

をそれぞれ検討する３つの部会を開催し活動が始まっています。 
 医療分野では北部地域における医師確保がますます大きな課題となっています。25 年度

の北部地区保健医療協議会では医師確保対策の厳しい状況が病院から報告され、今後の対

策として中核医療機関の再編統合について協議されています。県では「北部地域における

医療提供体制の確保に関する研究会」が設置され、今後の北部の中核医療機関のあり方が

検討されているところです。 
 今年は夏には東京でのデング熱の発生、その後西アフリカでのエボラ出血熱の発生があ

りました。保健所では新型インフルエンザ対策等の感染症対策を含めた健康危機に備えて

いるところです。 
 
以上のような時代の大きな変化を反映して、地域社会はもちろん保健医療福祉の供給体

制も変化しています。この時期の地域の行政活動の記録としてこの活動概況をお読みいた

だきご活用いただければ幸いです。 
 
                  平成 26 年 12 月 1 日 
                    沖縄県北部福祉保健所  
                      所長  仲宗根 正  
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