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総務企画班概要総務企画班概要総務企画班概要総務企画班概要

 1  1  1  1 災害対策災害対策災害対策災害対策

 2  2  2  2 健康危機管理対策健康危機管理対策健康危機管理対策健康危機管理対策

 3  3  3  3 保健医療計画保健医療計画保健医療計画保健医療計画のののの推進推進推進推進

 4  4  4  4 衛生委員会衛生委員会衛生委員会衛生委員会

 5  5  5  5 職員勉強会職員勉強会職員勉強会職員勉強会

　宮古福祉保健所衛生委員会は、労働安全衛生法第18条及び沖縄県職員安全衛生管理規程第24
条の規定により設置され、宮古福祉保健所や産業医のほか9名（計11名）の委員から構成され
ている。
  月に１度開催することとしており、下記のことについて調査審議をしている。
　ア　労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
　イ　労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
　ウ　労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
　エ　前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の増進に関する重要事項

　総務企画班の主な業務内容は、職員に対する人事・服務・給与事務、予算の執行、母子・寡
婦福祉資金の償還事務・保健所使用料等の歳入、文書管理、庁舎の維持管理、財産・物品管
理、衛生委員会の運営、保健医療計画の推進・健康危機管理対策等の所内調整及び進行管理、
保健所運営及び地区保健医療協議会の運営事務、職員勉強会の総括、防災対策、保健統計、所
内の情報化推進、公用車の管理に関すること等であり、宮古福祉保健所の総括的役割を担って
いる。

　宮古福祉保健所は、沖縄県災害対策宮古地方本部運営要綱に基づき、災害時に生活福祉班及
び医療衛生班の事務を担うものとされている。このうち総務企画班は、所内災害対策の窓口と
して、県宮古事務所等との連絡調整並びに医療関係施設及び福祉施設の被害調査などを行って
いる。また、災害が健康危機の一因となりうることから、所内健康推進班との連携を密にして
いるところである。
　特筆すべき取組みとして、災害時における被害情報の収集伝達訓練及び管内関係機関との意
思疎通の円滑化を図る見地から、全日本トライアスロン宮古島大会において同大会実行委員会
医療救護部学術情報班に参加している。

　研修・会議等で得た情報や事業の成功事例等を発表することにより、職員1人1人が保健所全
体の業務を共有する。また、広域的・専門的・技術的拠点としての福祉保健所のあり方を再認
識しあうことを目的とする。

　健康被害の発生に備え、平時から管内の関係機関との情報交換を行い、適切な即応体制を確
保するため、管内健康危機管理対策連絡会議を開催している。

　沖縄県保健医療計画に基づき、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）との連携を推進している。
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総務企画班総務企画班総務企画班総務企画班におけるにおけるにおけるにおける月間月間月間月間・・・・週間行事週間行事週間行事週間行事

1 1 1 1 災害対策災害対策災害対策災害対策

　下表は、沖縄県災害対策宮古地方本部運営要綱第2条に基づく宮古地方本部
の構成機関図である。

行  事  名 実施期間 　　　　　実　施　内　容  対 象・参加人員

第1回管内健康
危機管理対策
連絡会議

H24.4.11

【議題】
北朝鮮の「人工衛星」と称するミサイ
ルの発射問題に対する各機関の対応に
ついて

管内健康危機管理
対策連絡会議構成
員

第28回全日本
トライアスロ
ン宮古島大会

H24.4.15

　災害時における被害情報の収集伝達
訓練及び管内関係機関との意思疎通の
円滑化を図るため、トライアスロン宮
古島大会実行委員会医療救護部学術情
報班に参加。

対象は、所内職員

宮古保健所運
営協議会

H24.10.18

　地域保健法及び沖縄県保健所運営協
議会要綱に基づき、管内市町村の地域
保健及び保健所の運営に関する事項を
審議する。

保健所運営協議会
委員（9名）

第1回宮古地区
保健医療協議
会

H24.11.6
【議題】
新たな沖縄県保健医療計画の策定につ
いて～宮古圏域の現状と課題～

宮古地区保健医療
協議会構成員（11
名）

消防訓練 H24.11.21
　1階衛生試験室での火災発生を想定
し、通報・消火・避難誘導・非常持出
訓練を実施した。

所内職員のほか、
食品衛生協会及び
琉球大学宮古事務
所職員並びに来訪
者である。

第2回管内健康
危機管理対策
連絡会議

H25.2.1

【議題】
1.講話「新型インフルエンザ特別措置
法について」
2.グループワーク

管内健康危機管理
対策連絡会議構成
員等

第2回宮古地区
保健医療協議
会

H25.2.21
【議題】
沖縄県保健医療計画（素案）について

宮古地区保健医療
協議会構成員（11
名）
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2222    健康危機管理対策健康危機管理対策健康危機管理対策健康危機管理対策    

 

  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

づけられている。本庁の危機管理体制と連携し、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。 

 

（（（（1111））））健康危機管理対策健康危機管理対策健康危機管理対策健康危機管理対策にににに関関関関するするするする会議会議会議会議    

  ア 宮古福祉保健所管内健康危機管理対策連絡会議 

  （ア）目的 

     平成 18 年度より、管内での健康危機発生時に各機関が連携し、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。 

  （イ）構成 

     管内医療機関、消防本部、警察署、宮古島市、多良間村、教育機関、その他関係団体 

 

    a 第 1回連絡会議 

      日時：平成 24年 4月 11 日 14:00～15:00 

      場所：宮古福祉保健所 2 階会議室 

      議題：北朝鮮の「人工衛星」と称するミサイルの発射問題に対する各機関の対応について 

  

    b 第 2回連絡会議 

      日時：平成 25年 2月 1 日 14:30～17:00 

      場所：宮古福祉保健所 健康増進室 

      議題：①「新型インフルエンザ特別措置法について」 

～2009 年インフルエンザ A/H1N1 の経験を踏まえて～ 

②グループワーク 

 

  イ 所内健康危機管理対策委員会連絡会議 

    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、機動的に推進することを目

的に宮古福祉保健所内健康危機管理対策委員会を設置した。毎月 1 回開催し、健康危機管理に関

する情報の共有、各班の対応事項の集約・調整等により明確化を行う。 

 

 

（（（（2222））））そのそのそのその他取他取他取他取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況    

  ア 健康危機管理対策事業の取り組み状況を上・下半期ごとに本庁へ報告 

  イ 宮古地区メディカルコントロール協議会との連携 
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3333    保健医療計画保健医療計画保健医療計画保健医療計画のののの推進推進推進推進    

 

（（（（1111））））宮古宮古宮古宮古地区保健医療協議会地区保健医療協議会地区保健医療協議会地区保健医療協議会のののの運営運営運営運営    

沖縄県保健医療協議会等運営要綱に基づき、保健医療需要等の地域特性に対応した保健医療体

制の確立とその充実を図ることにより、県民の健康を保持増進することを目的として、これらの

施策及び事務事業に必要となる事項を検討する。 

 平成 24年度は、新たな沖縄県保健医療計画（平成 25年 4月改訂）の策定に向け、宮古圏域に

おける保健医療の現状や課題、対策等について検討し、その意見を県保健医療協議会に提出した。 

 

  ア 地区協議会意見 

(ｱ)主な疾病の現状と課題 

がん 

・放射線治療体制の整備について要望があるが、高額な治療施設の整備や専門医の確保が困

難な状況にある。地域の緩和ケア体制が必要である。 

糖尿病 

・糖尿病教育入院や治療中断防止の体制の確立が必要である。 

精神疾患 

・一般医療機関（かかりつけ医）からの紹介による緊急入院が困難な状況である。 

 

(ｲ)主な取組の現状と課題 

周産期医療 

・妊産婦、新生児、未熟児等の医療･看護体制の確保が必要である。 

災害医療 

・県立宮古病院を核とした地区災害医療マニュアルの策定が今後必要である。 

在宅医療 

・在宅診療所や訪問看護ステーション、歯科診療所等関係医療機関の連携を強化する必要が

ある。 

 

(ｳ)医師確保について 

・医師確保が各診療科で大きな課題となっている。とくに島内で分娩等緊急手術に対応する

ための医師（産科、脳外科等）の継続的な確保や精神科救急等の入院治療に対応するため

精神保健指定医の確保が必要である。 

 

(ｴ)今後の取組の方向、県協議会への要望等 

・高齢化率、人口構成の変化は圏域ごとの特徴があり、現況だけでなく、10 年、20 年後の医

療需要等を踏まえた医療提供体制を検討する必要がある。 

・地域医療を守るため八重山の取組のように住民自身の活動もあわせて必要である。 

 

 

（（（（2222））））沖縄県保沖縄県保沖縄県保沖縄県保健医療計画健医療計画健医療計画健医療計画のののの推進推進推進推進    

  ア 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。 
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4 4 4 4 衛生委員会衛生委員会衛生委員会衛生委員会

5 5 5 5 職員勉強会職員勉強会職員勉強会職員勉強会
No 開催日 講師担当班

2 平成24年9月25日 健康推進班

4 平成25年2月14日 地域保健班

1 平成24年7月11日

テーマ

1．赤土等流出防止条例について

2．廃棄物の適正処理について

5 平成25年2月20日

平成24年11月21日3

総務企画班

生活環境班

2．年末における交通安全について

2．文書管理システムにおける未処理文書の処理について

宮古の自殺の現状と対策について

1．予算執行について

福祉班
1．介護保険制度について

結核予防について

3．IT管理システムについて

開催数 実施年月日 議　　　　　　　　　　題
第1回 4月17日（火） ・委員の変更について

11：00～11：30 ・平成24年度活動計画について計画について
第2回 5月15日（火） ・ストレスチェックシートの実施について

11：00～11：30 ・職員の健康診断について
5月15日(火) 職員向け勉強会開催
　 16日(水)

16：30～17:00

第3回 6月12日（火） 平成24年度　宮古福祉保健所職場一斉点検について
11：00～11：30

第4回 7月10日（火） ・職場一斉点検の実施
10：00～12：00

第5回 7月24日（火） ・ストレスチェックシートの結果について
11：00～11：30 ･平成24年度職場一斉点検を終えて

　⇒指摘事項への対応について
第6回 ・職員の健康づくりのための取り組みについて

→平成23年度以前の取り組みを報告。平成24年度の取
り組み検討。
・DVD勉強会について

第7回 ・職員向けDVD勉強会

11：00～11：30
第8回 ・健康診断の事後措置について

・ストレスチェックシート（2回目）の実施について

第9回 12月18日（火） ・職場一斉点検の改善事項の確認について
11：00～11：30

第10回 平成25年 ・来年度健康づくりのための取り組みについて
1月22日（火） ・ストレスチェックシートの集計結果について
11：00～11：30

第11回 2月19日（火） ・平成25年度年間計画について（提案）
11：00～11：30

第12回 3月19日（火） ・DVD勉強会のテーマについて
11：00～11：30 ・平成25年度年間計画について（決定）

・平成24年度活動実績について（評価)

11月20日（火）
11：00～11：30

テーマ：職場で支えあい、いきいき働く～メンタルヘ
ルスの一次予防対策～

10月9日（火）
　 10日（水） テーマ：メタボリックシンドローム～メカニズムを学

んで予防する～

9月11日（火）
11：00～11：30
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