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はじめに 
 
八重山地域においては、新空港開港に伴い観光客の増加が著しく、地域住民のみならず

これら観光客も視野に入れた保健医療福祉対策の取組が求められているところです。 
このような状況のなか、西アフリカにおいてエボラ出血熱が流行し、また、中東を中心

として発生のみられる中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）が指定感染症として指定されるなど

国外での感染症の動向から目の離せない状況が続いています。更に、鳥インフルエンザの

発生状況や新型インフルエンザへの移行などについて注意深い情報収集が求められている

ところであります。 
これら感染症については、いつ、どこから、どのように侵入して来るのか予測がつきま

せんので、日頃からの備え、侵入したときや発生時の対応訓練などが重要になってきます。 
当保健所は離島地域で、さらに周辺に小さな離島を抱える保健所であり、そのような場所

で感染症患者が発生した場合の対応について、関係機関と連携した訓練を毎年実施してい

るところであります。引き続き様々な想定に基づいた訓練を継続していきたいと考えてい

るところです。 
健康づくりに関しては、平成 26年度から健康おきなわ 21第 2次計画がスタートし、2040
年までに長寿世界一を目指して全県挙げた取組がスタートしたところであります。圏域に

おいても、関係者と連携した取り組みが求められており、そのための準備を進め、今後は

地域を挙げた取組を展開していきたいと思います。 
ここ最近、保健福祉関係法律の改正や新たな法律の成立など、保健福祉を取り巻く環境

が大きく変化しています。 
平成 25年 4月 1日から障害者自立支援法が障害者総合支援法へと変更され、障害者の定
義に難病等が追加され、平成 26年 4月 1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホー
ムのグループホームへの一元化などが実施されています。 
また、平成 26年 4月から改正精神保健福祉法が施行され、保護者制度の廃止や医療保護
入院の見直しなど、精神障害者の地域生活への移行の促進が図られるようになりました。 
さらに改正生活保護法、生活困窮者自立支援法の成立などセイフティーネットの構築に

向けた取組が進んでいます。 
当福祉保健所においても、障害者等の自立と社会参加の促進をはじめ母子福祉、児童福

祉、高齢者福祉等の福祉施策やその他の保健施策の充実を図っていきたいと思います。 
この概要は平成 25年度の福祉保健所の取組等をまとめたものです。活用していただけれ
ば幸いです。 
 

平成 26年 11月 
八重山福祉保健所長 

崎山八郎 
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