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は じ め に 
 

2010年度（平成22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。 

 
2010年度の最大の事件は、2011年3月に発生した東日本大震災でしょう。大震

災は、大地震及び大津波による甚大な被害と原子力発電所事故による広範囲で

大規模な放射性物質の汚染をもたらしました。原子力発電所事故は数ヶ月経て

もなお終息しておらず、大震災からの復興はこれから長期間におよぶ事が予測

されます。 

このような災害や事故は、生命と健康への大きなリスクであることをあらた

めて認識することにもなりました。健康障害へのリスクを最小限にするという

公衆衛生の立場からも、災害に備える予防対策と災害の発生時の対策を強化し

ていくことは重要です。 

今後、国レベル、県レベル、地区レベル、そして市町村レベルで防災計画の

見直しが進むことになるでしょう。災害対策における保健所・福祉保健所の役

割について、関係機関と連携を取りながら所内でも検討を進める予定です。 

 

今後とも、福祉保健所・保健所業務へのご理解とご協力をお願い致します。 

 
平成 23 年 12 月 

      八重山福祉保健所長・八重山保健所長 伊礼壬紀夫 
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