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企画調整スタッフの概要
平成１４年度より福祉事務所と保健所が統合され、宮古福祉保健所となり、企画課の中に

企画調整班が設置された。その後、平成１７年度に行われた沖縄県の出先機関見直しに伴い
企画調整班が廃止され、平成１８年度から所長直接の指揮の下に福祉分野と保健衛生分野の
連携推進体制を構築することを目的に企画調整スタッフが設置された。
企画調整スタッフは主に福祉保健部における「重点連携事業」として、福祉分野と保健衛
生分野とで連携して進める６つの事業を担当している。

■重点連携事業
１）危機管理対策
２）児童虐待防止連携事業
３）次世代育成支援連携事業
４）介護保険関係連携事業
５）障害者歯科対策連携事業
６）高齢者福祉施設等の安全に向けた連携事業

企画調整スタッフの業務



1.重点連携事業の概要及び取組状況

1)危機管理対策
(1)事業概要

(2)取組状況

2)児童虐待防止連携事業
(1)事業概要

(2)取組状況

3）次世代育成支援連携事業
(1)事業概要

(2)取組状況

4）介護保険関係連携事業
(1)事業概要

(2)取組状況

5）障害者歯科対策連携事業
(1)事業概要

(2)取組状況

・企画調整スタッフと福祉班との情報交換
・班長会議への事業説明
・宮古島市からの情報収集、所としての支援のあり方検討等
・市町村の次世代育成支援行動計画の進捗状況把握（宮古島市、多良間村）

・障害者を対象とした歯科保健事業（健康推進班）
・障害者福祉事業（福祉班）

・児童虐待防止対策事業（児童相談所）
※市町村（要保護児童対策協議会）支援、連携事業含む。

・要保護児童相談業務（福祉班）
・母子保健事業（地域保健班）

市町村が策定する「次世代育成地域行動計画」の円滑な実施に向けて、県本庁、出先機関が
連携して取り組む。

・管内市村の状況確認を実施。

5月26日
6月6日
6月28日
8月4日
11月～
11月30日
及び1月11日

連携会議（福祉と保健の情報共有、実施に向けての協議）
福祉班との情報交換会
班長会議への事業説明
連携調整 事業評価と今後の方向性について
健康推進班にて６月実施の全身麻酔下歯科治療受診者のフォロー状態を確認
本事業について企画調整スタッフ・所長調整、事業見直し検討

平成18年度の重点連携事業の概要及び取組状況は次のとおりとなっている。

本庁の危機管理体制構築と連携（共同検討）し、出先において企画調整スタッフが総括して
危機管理対策体制等の整備を図る。

・介護保険（地域支援事業）の市町村支援（各所福祉班及び健康推進班）
・市町村の介護予防事業と老人保健事業（基本健康診査等）の実施に当たっての市町村支援等
に係る県の本庁連携（高齢者福祉介護課、健康増進課）

・福祉保健所（共通）要綱の制定（１０月）
・所内対策委員会毎月開催
・管内健康危機管理対策連絡会議開催
（第１回）会議の趣旨説明・協力要請
（第２回）新型インフルエンザ取組状況報告

・台風襲来に対する対応

・児童虐待防止連携事業等に係る勉強会、所内情報の共有（７回）
・宮古島市、中央児童相談所、宮古福祉保健所連絡会議
・研修会の開催等（2回）
・宮古島市への要保護児童対策地域協議会設置の働きかけ等



6)高齢者福祉施設等の安全に向けた連携事業
(1)事業概要

(2)取組状況

・居宅サービス等事業者（出先業務分）への指導・監査業務（各所福祉班）
・感染症予防事業・結核予防事業（各所健康推進班）
・生活衛生指導監査及び食品指導衛生指導監督事務（生活環境班）

１月15日

2月8日
及び2月14日

福祉・健推・企画調整スタッフ連携会議（事業評価、課題等の整理、今後の取
り組み）
健康推進班及び企画調整スタッフ情報交換

6月28日
9月27日
11月30日
12月4日
12月26日
1月9日
1月17日

班長会議への事業説明
高齢者福祉施設等に関する結核研修会（宮古厚生園）
事業の見直し検討
班長会議
高齢者福祉介護課主催連携会議へ出席
ノロウィルス現場対策講習会
ノロウイルス講演会（感染症・食中毒）



2．危機管理対策
1）災害対策

2）健康危機管理対策

(1)宮古福祉保健所健康危機管理対策要綱の策定

(2)宮古福祉保健所管内健康危機管理対策連絡会議

■第1回連絡会議
日時：平成18年10月5日（木）13:00～15:00
場所：宮古支庁二階会議室
【主な内容】

■第2回連絡会議
日時：平成19年1月25日（木）15:00～17:00
場所：宮古支庁二階会議室
【主な内容】

(3)所内健康危機管理対策委員会
平成18年度から、所内における健康危機管理を総合的、組織的、機動的に推進するために宮

古福祉保健所所内健康危機管理対策委員会を設置した。委員会は毎月1回開催し、健康危機に関
する情報の集約や各班の対応事項の調整・明確化等を行っている。

沖縄県健康危機管理対策要綱及び沖縄県健康危機管理対策実施要領に基づき、健康被害の発
生に際し、宮古福祉保健所における、迅速、かつ、適切な体制を確保するために「宮古福祉保
健所健康危機管理対策要綱」を策定した。 この要綱に基づき、所内体制の構築、管内連絡会
議の開催による関係機関との連携確保を図り、健康危機管理対策を進めている。

平成18年度より、宮古福祉保健所管内における健康危機管理業務に関し、管内の関係機関が
情報を交換、共有することにより、健康危機発生時に各機関が有機的に連携し、迅速かつ適切
な体制を確保することを目的に宮古福祉保健所管内健康危機管理対策連絡会議を開催してい
る。
連絡会議は年2回を原則とし、平成18年度は10月と1月に開催した。

宮古福祉保健所は宮古圏域の災害対策において生活福祉班及び医療衛生班を担当しており、
企画調整スタッフを中心に災害対策を行っている。
台風・地震については「災害時行動マニュアル」を作成し、災害発生時の初動行動及び情報
収集の円滑化を図っている。

自然災害、犯罪、事故、テロなどで不特定多数の健康被害の発生・拡大の際にとられる、公
衆衛生の確保のための対応を健康危機管理という。 福祉保健所は地域における健康危機管理
の拠点として位置づけられており、平時には監視業務等を通じて健康危機の発生を防止すると
ともに、所管区域内で健康危機管理を総合的に行うシステムを構築し、地域の保健医療資源を
調整する役割が期待されている。宮古福祉保健所では、健康危機管理要綱の策定、連絡会議の
立ち上げなど健康危機管理対策を進めている。

健康危機管理とは、宮古福祉保健所管内における危機管理事例の紹介、新型インフルエ
ンザへの対応など。

健康危機管理とは、宮古福祉保健所管内における危機管理事例の紹介、新型インフルエンザ
への対応など。



3.平成1８年度実習(学生・他)

NO 実習生所属 実習期間 時間 学生数 実習目的

1
沖縄県立看護大学
４年
（地域保健看護実習）

H18.7.18～H18.7.21 32 3

地域における多様なヘルスニーズを
持つ個人・家族、集団に対する保健
指導の方法を習得する。地域ケアシ
ステムを活用して健康問題を解決す
る方法を学習する。

2

九州ルーテル学院大学
人文学部心理臨床学科
４年（精神保健福祉援助
実習）

H18.7.18 4 1

精神保健福祉士として必要な知識、
援助技術、コーディネート機能等が
地域でどのように実践展開されてい
るか学び、精神障害者に対する相談
援助およびリハビリテーションに必
要な資質、能力、技術を習得する。

3

琉球大学医学部医学科
4年
地域環境医科学講座
（保健所実習）

H18.7.24～H18.7.28
40 2

包括医療の観点から社会医学的な視
点を持った医師の育成を図るととも
に、地域保健・医療・福祉活動の実
践を学ぶことにより、将来的に地域
保健を担える医師を養成するための
一助となることを目的とする。

4
西九州大学健康福祉学
部健康栄養学科

H18.8.14～H18.8.18 40 2

保健所業務を体験し栄養士に必要な
能力（具体的知識及び技能）を体得
し、地域住民への公衆栄養活動が行
えるようになること。

5

琉球大学医学部保健学
科
4年
（地域看護実習Ⅱ）

 H18.9.1～H18.9.19
80
8

2
2

地域看護学で学んだ理論や方法を、
地域住民の生活場面において、体験
し、看護の実践に必要な知識、技
術、態度を習得する。

6

福島県立医科大学看護
学部４年次
看護政策論（遠隔講
義）

H18.11.22 4 80

災害に対する備えについて宮古方式
の考え方と実際を説明を受け、臨床
あるいは地域において「看護師は何
をなすべきか」を日常と異なる観点
から考える。



4.受け入れ研修
NO 研修名（委託先） 実習期間 時間

研修生
数

実習目的

1

フィリピン・ムスリ
ム・ミンダナオ自治区
参加型包括的保健行政
推進研修

H18.6.29 4 14

地域における保健行政の向上のた
め、住民参加型と他セクター協働の
アプローチによる医療・保健サービ
ス推進計画の策定及び実施に必要な
運営管理能力を身につける。また、
それにより保健行政官の指導性開発
と意識変革ができ、研修員所属組織
の改善と保健行政改革ができるよう
にする。

2

RyuMic
地域保健・医療卒後研
修
(宮古病院からの依
頼）

H18.7.21 8 1

医療におけるプライマリヘルス・ケ
アや地域医療の位置づけと機能を理
解し、生活者である患者に目を向け
問題解決に必要な保健・医療・福祉
関係機関等と連携することができる
能力を養う。

3
H18JICA衛生環境分析
技術者Ⅱ研修

H18.9.26 8 5

開発途上国の衛生環境担当者に公衆
衛生・環境保全分野の知識・分析技
術の向上と習得をはかり、自国で中
堅指導者としての能力を発揮できる
ようにする。

4 宮古高校就業体験学習 H18.9.22 8 3

就業体験をとおして社会と自己のつ
ながりを意識し、働く意義の大切さ
を認識し、望ましい職業観を身につ
けることができる。

5.平成18年度研修(介護関連)

NO 研修名 研修目的 受講対象者
開催
回数

参加
者数

研修講師

1
介護保険認定
調査員現任者
研修

認定調査員の資質向上及び要
介護認定の一層の適正化・円
滑化が図れるようになること
を目的とする。

認定調査に従事して
いる者

1 10

（宮古病院）
島袋盛洋
（宮古地区ケアマ
ネージャー連絡会）
盛島香

2
介護保険認定
調査員新任者
研修

認定調査に従事する者が、要
介護認定における公平・公正
かつ適切な認定調査を実施す
るために必要な知識・技能を
修得向上させることを目的と
する。

市村において認定調
査に従事しようとす
る者

1 2

（宮古島市）
豊見山京子
平良和彦
与那覇政江
（宮古福祉保健所）
小禄雅夫
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