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企画調整スタッフ概要
　平成14年度に宮古福祉事務所と宮古保健所が統合し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年度に行われた県出先機関の見直しに伴い企画調整班が廃
止された。平成18年度からは、所長の直接指揮の下に福祉分野と保健衛生分野の連携推進体制の
構築を目的に、企画調整スタッフが設置されている。
　企画調整スタッフは、福祉保健部における「重点連携事業」（福祉分野と保健衛生分野との連
携により進める事業）である以下の6事業を主に担当している。

　■重点連携事業
　　1)健康危機管理対策事業
    2)福祉施設における新型インフルエンザ対策事業
    3)児童虐待防止連携事業
    4)障害者の相談支援に係る連携事業
    5)自殺対策に係る連携事業
    6)医療制度改革に伴う連携事業（沖縄県保健医療計画の推進）

企画調整スタッフの業務

　　　　　　　　　　　企画調整スタッフの仕事
　◎所内における福祉と保健の連携に関すること
　　１．福祉保健所運営協議会等の協議会関係
　　２．重点連携事業等の窓口
　　　1)健康危機管理対策事業
       2)福祉施設における新型インフルエンザ対策事業
       3)児童虐待防止連携事業
       4)障害者の相談支援に係る連携事業
       5)自殺対策に係る連携事業
       6)医療制度改革に伴う連携事業
         （沖縄県保健医療計画の推進）
　　３．危機管理
　　４．所内会議のとりまとめ
　　５．地域支援の所内コーディネート
　　　　市町村ネットワーク
　　　　計画策定支援等
　　６．所内情報化推進
　　７．研修・学生実習等
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1. 重点連携事業の概要及び取組状況

平成 20 年度の重点連携事業の概要及び取組状況は以下のとおりである。

1)健康危機管理対策

(1)事業概要

本庁の健康危機管理体制と連携し、企画調整スタッフの総括のもと宮古福祉保健所

における健康危機管理体制等の整備を図る。

(2)取組状況

・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

【主な議題】

（第 1 回）第 2 回宮古地区新型インフルエンザ対策想定訓練について

（第 2 回）各機関における新型インフルエンザ対策の取組について

・台風襲来に対する対応

・宮古地区新型インフルエンザ対策想定訓練の実施

・鳥インフルエンザ防疫演習への参加

2)福祉施設における新型インフルエンザ対策

（1）事業概要

各福祉施設における新型インフルエンザ対応マニュアル策定を進め、新型インフル

エンザ発生時の被害拡大防止を図る。

（2）取組状況

今年度は対象を介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設とし

て実施した。対象となった 6 施設のうち 5 施設はマニュアルを策定できた。残り 1 施

設はマニュアル策定作業中である。

3)児童虐待防止連携事業

(1) 事業概要

「児童虐待防止に向けた関係機関のあり方に関する部内方針」に基づき、本庁（青

少年・児童家庭課、健康増進課、障害保健福祉課）、児童相談所等と連携し児童虐待

防止に向けた取り組みを行う。

(2) 取組状況

①実務担当者による連携会議(月一回)：DV 事例に絡む児童虐待防止への取組

②宮古配偶者暴力相談支援センター関係機関連絡会議：DV 事例に絡む児童虐待防

止への取組

③宮古島市要保護児童対策地域協議会への参加

④多良間村要保護児童対策地域協議会設置の支援

⑤県立看護大学児童虐待防止関係者研修会への参加



4)障害者の相談支援に係る連携事業

(1) 事業概要

障害者の相談支援体制構築を図るため、沖縄県障害者自立支援協議会、沖縄県障害

者自立支援連絡会議を設置する。また、圏域において地域障害者自立支援協議会設置

に向けての支援と圏域障害者自立支援連絡会議設置・運営、障害者就労支援ネットワ

ーク事業を推進する。

(2) 取組状況

①障害者就労支援ネットワーク構築事業の推進（障害者就労支援ネットワーク会議

の定例化、宮古地区障がい者就労支援パンフレットの作成）

②宮古圏域障がい者就労支援連絡会議、宮古圏域障害者自立支援連絡会議の設置

③障害者歯科治療推進協議会の設置

④安心・島づくりプロジェクトへの参加

5)自殺対策に係る連携事業

(1) 事業概要

所内の関係班(地域保健班、福祉班、健康推進班、企画調整スタッフ)が連携し、

自殺対策関係連絡会の設置等、自殺対策のための地域基盤の構築に取り組む。

(2) 取組状況

①所内自殺対策検討会

②圏域自殺対策関係機関連絡会議の設置

③自殺対策シンポジウム及び研修会の開催

④自殺予防週間関連行事(パネル展示、ポスター掲示、チラシ配布等)の実施

6)医療制度改革に伴う連携事業（沖縄県保健医療計画の推進）

（1）事業概要

沖縄県保健医療計画（平成 20 年 4 月改訂）に基づき、地域において患者・住民に対

する切れ目のない医療体制を構築するため、医療機能の分化と連携、医療と介護（福

祉）との連携を推進する。

（2）取組状況

今年度は、地域医療連携体制構築のための情報収集や関係機関への働きかけを中心

に、下記事項に取り組んだ。

①宮古病院地域連携協議会において、地域医療連携について報告

②宮古地区介護支援専門員連絡会議において、地域医療連携について報告

③宮古地区保健・医療・福祉関係者を対象に地域医療連携研修会を開催

④宮古地区地域医療圏域連携会議の開催



2. 健康危機管理対策

自然災害、犯罪、事故、テロ等、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。

平成 20 年度は新型インフルエンザ対策を中心に取り組みを進めた。

1）災害対策

宮古福祉保健所は沖縄県災害対策(警戒）宮古地方本部における生活福祉班及び医療衛

生班を担当している。災害対策を健康危機管理の一貫として位置づけ、台風・地震につい

ては「災害時行動マニュアル」を作成し、災害発生時の初動体制整備及び情報収集の円滑

化を図っている。

2)新型インフルエンザ対策

新型インフルエンザとは、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイル

スを病原体とするインフルエンザである。一般に国民が免疫を獲得していないことから、

急速なまん延により世界的な大流行（パンデミック）になると予想されており、国民の生

命および健康に重大な影響を与えるおそれがある。

宮古地区の外来受診者数は 8 週間で約 15,000 人（最大）に上ると推定され、社会機能維

持のためにも被害を最小限に抑える必要があり、新型インフルエンザ対策が急務となって

いる。

宮古福祉保健所ではプロジェクトチームを立ち上げて対策を進めている。平成 20 年度

はリスクコミュニケーションの一環として、管内の行政機関、民間事業者、高齢者施設を

対象に新型インフルエンザ対策出前講座を実施した。

また、患者が多数発生した場合を想定した第 2 回宮古地区新型インフルエンザ想定訓練

を行い、関係機関の役割や対応手順を確認した。訓練で明らかになった課題については、

今後の対策の検討に役立てている。

(1)第２回宮古地区新型インフルエンザ対策想定訓練

①日程等

実施日：平成 20 年 5 月 29 日

時間：13:30 ～ 17:00（実地訓練：14:00 ～ 15:30、検討会：15:45 ～ 16:45）

場所：宮古病院、宮古島市休日・夜間診療所、宮古島市消防本部

内容：（季節性インフルエンザか新型インフルエンザか判別できない）患者が次々

と宮古病院及び宮古島市休日・夜間診療所を受診する。



（目 的）

ア．大流行が予想される新型インフルエンザに対し、迅速かつ適切な対応を行うた

め、関係機関の役割、対応手順、必要な物品等を確認する。

イ．本訓練をマスコミ等に取り上げてもらうことにより、地域住民への周知を図り、

各家庭や事業所の新型インフルエンザ対策を促す。

②結果

宮古病院、宮古島市、宮古地区医師会、宮古福祉保健所を中心に、宮古支庁各課か

らも患者役が参加し、訓練が実施された。

宮古病院施設の使用により、遺体搬送訓練が実施できなかった。

訓練後の検討会では課題等について多数の意見が出された。今後は検討会での意見

を参考にマニュアルの改訂を行う。

③主な課題

・防護服の見直し及び着脱訓練の必要性について

・住民とのリスクコミュニケーション（広報など）の方法について

・警察など参加機関を広げた訓練の実施について

④今後の取り組み

・訓練の課題等の共有、訓練の結果をマニュアルに反映させる。

・県の新型インフルエンザ対策行動計画の具体化作業に合わせて、体制の整備や警

察など参加機関を広げた訓練の実施について検討する。

(2)新型インフルエンザ出前講座

①目的

新型インフルエンザに関する知識及び対策の必要性についての啓発を図る。

②対象

管内行政機関、高齢者施設、空港関係者

③結果

12 回開催し、延べ 274 名の参加があった。

④まとめ

出前講座の内容は、受講者に新型インフルエンザについての基礎的な知識を身につ

けてもらい、組織、個人としての対策の必要性を訴えるものとした。毎回アンケート

を実施し、その結果を基に講座内容の見直しを行った。



3)健康危機管理対策に関する会議

(1)宮古福祉保健所管内健康危機管理対策連絡会議

平成 18 年度より、管内での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 回開催しており、平成 20 年度は 8 月と 1 月に開催した。

■第 1 回連絡会議

日時：平成 20 年 8 月 7 日 15:00 ～ 17:00

場所：宮古福祉保健所二階会議室

【主な内容】

・第 2 回宮古地区新型インフルエンザ対策想定訓練について（報告）

・新型インフルエンザ対策の取組状況について

・宮古島市消防本部の新システムについて

■第 2 回連絡会議

日時：平成 21 年 1 月 20 日 13:00 ～ 14:30

場所：宮古福祉保健所二階会議室

【主な内容】

・宮古地区鳥インフルエンザ防疫演習について

・国及び沖縄県の新型インフルエンザ対策取組状況について

・各機関における新型インフルエンザ対策の取組について（意見交換）

(2)所内健康危機管理対策委員会

平成 18 年度より、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ている。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。



3.平成20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）

H20.7.14～H20.7.17 32 3

地域における多様な健康需要を持つ
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

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）

H20.7.22～H20.7.25

H20.7.28～H20.08.01
40 11

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。ま
た、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
保健を担う医師を養成する一助とす
る。

3
琉球大学医学部保健学科
4年
（地域看護実習Ⅱ）

H20.9.02.～H20.9.18
96 2

保健医療現場における補助的業務の
早期体験をとおして、専門科目履修
への動機づけを図る。併せて、今後
の保健医療専門職への適性確認、進
路決定の参考とする。

4
福島県立医科大学看護学
部４年
看護政策論（遠隔講義）

H20.12.10 4 80

平成15年の台風14号の経験及びトラ
イアスロン大会の実践を基に、災害
対策についての考え方と実際を学
び、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。（宮古福祉保
健所と福島県立医科大学を通信シス
テムで結ぶ遠隔授業。）

5
神戸学院大学栄養学部
栄養学科4年

H20.9.02.～H20.9.12 40 1

保健所の機能及びその活動の実際、
特に管理栄養士及び栄養士の活動内
容並びに栄養行政の概要を把握す
る。

6
美作大学生活科学部
食物学科3年

H20.9.02.～H20.9.12 40 1

保健所の機能及びその活動の実際、
特に管理栄養士及び栄養士の活動内
容並びに栄養行政の概要を把握す
る。



5.平成20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

研修内容及び講師

1
平成20年度認
定調査員現任
者研修

要介護認定は全国どこで申請
しても統一された基準に基づ
いて審査されることが基本原
則であるが、実際には地域に
よってバラツキがある。要介
護認定の適正化を図り認定調
査員の資質向上及び要介護認
定の一層の適正化・円滑化を
図る。

認定調査業務に従
事している宮古島
市、多良間村の職
員

1 11

講師
琉球リハビリテー
ション学院
教務部長　竹藤　登

2
　認定調査員
　新規研修

認定調査に従事する者が要介
護認定調査及び要支援認定に
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、技能を修得及び向
上させること。

新規に認定調査に
従事する者

1 1

下地久代（宮古福祉
保健所）
砂川千恵美（宮古島
市介護認定調査員）
幸地幹夫（宮古島市
介護長寿課課長補
佐）

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

H20年度アフリカ地域格
差是正のための保健行政
システム改善コース
（JICA）

H20.09.30
H20.10.02
H20.10.03

12 9

アフリカ諸国の保健事業計画管理を
担う保健行政官が日本および地方自
治体の保健行政システムや遠隔地対
策、地域住民主体の保健活動の事例
を学ぶ。自国の地域保健サービスの
地域間格差の課題を明確化し、改善
にむけて計画立案、実施ができる運
営管理能力を身につける。

2

H20年度「地域保健シス
テム強化による感染症対
策（Ａ）コース」
（JICA）

H20.11.19
H20.11.20
H20.11.21

10 12

開発途上国の中央、地方政府の保健
部局の感染症対策計画、実務管理者
が感染症対策に関する行政（国、地
方自治体）の役割、関係機関との連
携体制、地域レベルで展開する予防
対策について、日本、沖縄の事例を
通じてその仕組みや機能を理解し、
自国の課題解決に資する保健事業改
善計画案を立案できる能力を身につ
ける。

3

H20年度「地域保健シス
テム強化による感染症対
策（B）コース」
（JICA）

H21.2.18 4 10 　　　　　　　同　上

4
宮古工業高等学校職員研
修

  H20.7.28～H20.8.1 40 1

保健所の機能及びその活動を実際に
体験研修することによって、教員と
しての資質の向上を図る。

5
宮古総合実業高等学校
10年経験者研修

  H20.7.28～H20.8.1 40 1

採用10年目の教員が、学校以外の企
業や施設等における諸活動を行う。
学校教育以外の社会にも視野を広げ
るとともに、多くの方々とのふれ合
いを通して人間としての幅を広げ、
教員としての資質の向上を図る。
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