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は じ め に 
 

2009年度（平成21年度）の八重山福祉保健所概要がまとまりました。ご協力

を頂きました関係機関の皆様には感謝申し上げます。皆様の業務にご活用頂け

れば幸いです。 

 
2009年は新型インフルエンザ対策に追われた年でした。管内の多くの関係機

関の皆様のご努力で切り抜けたものの、多くの課題も残りました。限られた医

療資源の中で感染症対策を進めていくには、市町村をはじめとして各界の団体

や機関との協力・連携が欠かせません。今後とも課題の解決に向けて検討を進

めていきたいと思います。 

また、政権交代の年でもありました。医療、公衆衛生、福祉のように人の健

康と生活を扱う分野では基本的に政治の影響を受け難い面があるものの、各種

制度の変化が予想され、今後の動きを注視していく必要があるでしょう。長引

く不況の中で、日本国憲法第25条に謳われている「健康で文化的な最低限度の

生活」をどのように定義していくのか、根源的な議論が必要になってきている

と感じます。 

同時に、政府の「事業仕分け」が注目を集めました。事業の必要性、優先度、

効果、効率を日々評価しつつ日常業務を改善していくことは、全ての職場で必

要な事です。日々「仕分け」を意識しながら、業務の改善に努めたいと思いま

す。 

 

今後とも、当福祉保健所業務へのご理解とご協力をお願い致します。 

 
平成 22 年 10 月 

         八重山福祉保健所長 伊礼壬紀夫 
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