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はじめに 
 

 平成 30 年度の南部保健所活動概況をとりまとめました。 
この活動概況は保健所の活動報告としてだけでなく南部圏域の保健衛生事情を知る資

料にもなりますので、業務の参考に利用していただければ幸いです。 
 

最近の保健所を取り巻く状況についていくつかご紹介します。 
法改正に関することでは、受動喫煙対策を進めるため健康増進法の改正によって 7 月 1

日からは学校、病院、行政機関の第一種施設で敷地内禁煙が義務づけられました。さらに
来年 4 月からは飲食店等の第二種施設に対しても受動喫煙対策の規制が実施されます。南
部保健所では 7 月の法施行前に第一種施設を対象とした実態調査を実施しており、明らか
になった課題をもとに引き続き改正内容や受動喫煙防止対策について周知してまいりま
す。 

食品衛生の国際標準化に対応するため、食品衛生法が 15 年ぶりに改正され、すべての
食品等事業者に HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理が制度化されました。小規模事業
者も対象となることから県食品衛生協会や業界団体と連携して導入を進めてまいります。 

近年、外国人の増加に伴い保健所の業務にも影響が出てきています。昨年の麻疹流行の
発端となった外国人観光客の事例はよく知られていますが、結核対策では昨年の 20 代の
結核登録者 6 人はすべて外国人で、日本語学校学生や技能実習生として来日した人たちで
した。また外国人が経営する飲食店で主な利用者である同国人が被害者となる集団食中毒
事件や外国人観光客の精神保健福祉法に基づく入院措置の事例を経験しました。いずれの
場合も治療の調整以外に、事前の聴き取り調査や行政手続きの説明のための通訳や公文書
の準備等、行政機関ならでは業務に課題がありました。昨年 1 年間で沖縄県の外国人が約
3 千人増加しているとのことです。今後地域社会の状況も急速に変化していくことが予想
され、保健所でもそれに向けた体制を構築していく必要があります。 

最後に、健康危機管理対策では災害時対応が大きなテーマになっています。昨年度は調
整の結果、那覇市保健所で那覇市地域災害医療本部を設置することになり、南部圏域では
両保健所で連携して担うことになりました。今年度は管内医市町村で医療救護所の設置が
円滑に行われるように設置のためのマニュアルを作成する予定です。さらに南部ブロック
透析医会等と連携して離島の久米島病院と連携した訓練に取り組むこととしています。 

市町村、関係機関の皆様には、今後とも保健所の各事業の推進のため、ご支援、ご協力
をよろしくお願い申し上げます。 

 
令和元年 10 月           

沖縄県南部保健所  
   所長 仲宗根 正 
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