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はじめに

平成29年度から南部保健所は６班体制に組織改正されました。各班の主な業務

の動向についてご紹介します。

健康推進班では、平成28年まで低下してきた南部保健所管内の結核罹患率が29

年は上昇に転じました。その要因として技能実習生等として来沖した外国人の結

核登録があり、結核対策の新たな課題となっています。タバコ対策では沖縄県禁

煙施設認定推進制度に基づく禁煙施設が514施設と年々増加してきていますが、

公共施設等の認定が進んでいないことが課題となっていました。今年７月の健康

増進法改正によって学校、病院、児童福祉施設等、行政機関は敷地内禁煙が先行

して実施されることになり、受動喫煙防止の社会環境整備が一歩進むものと期待

されます。

地域保健班の難病対策では、人工呼吸器を使用する在宅療養児（者）の「災害

時等レスキューファイル」を当事者とその家族、支援関係者と連携して作成しま

した。また ALS などの進行性の神経難病療養者とのコミュニケーション支援を
テーマに在宅難病者支援関係者研修会で研修、意見交換を行い、その成果を「気

持ちの伝え方･受けとり方 BOOK（試作版）」として作成しました。
精神保健班では、精神保健福祉法にもとづく措置入院患者への継続的な支援の

ため、措置入院患者の退院後のニーズのアセスメント票を作成しました。これら

の検討をもとに今年度は精神科病院とともに退院後支援計画の作成を試行する予

定です。

生活衛生班では、近年の食中毒の原因としてカンピロバクターによるものが目

立っていることから営業者にその予防対策について啓発と監視指導を強化してい

ます。また南部保健所では29年度から中国向け鮮魚の輸出のための衛生証明書の

即日発行業務を試行していますが、申請件数が増加してきています。旅館業の監

視指導では従来の旅館業法によるものに加え、今年度から住宅宿泊事業法が施行

され保健所で届け出の受付けが始まりました。

環境保全班では、産業廃棄物の不法投棄、不適正処理事例に対し関係機関と連

携して監視指導を強化しています。産業廃棄物処理業者が西原町に放置した廃タ

イヤの処理については29年度から行政代執行に着手しました。

総務企画班では、健康危機管理対策の所内体制の整備とともに災害時の保健医

療対策について県災害医療マニュアルについて関係者会議や訓練を行ってきまし

た。

保健所の各事業の推進のため、引き続き市町村、関係機関の皆様のご支援、ご

協力をよろしくお願い申し上げます。

平成３０年９月

沖縄県南部保健所

所長 仲宗根 正
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