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は じ め に

2013 年 3 月 7 日、郡民の待ち望んでいた新石垣空港が開港しました。それに

伴う LCC（格安航空会社）の参入もあり、八重山を訪れる観光客も増加してお

ります。大変喜ばしいことですが、新型インフルエンザをはじめとする各種感

染症対策面からは、危機感をもってあたらねばならないと身を引き締める思い

です。

また、昨年に引き続き、連日の中国船籍の領海侵犯報道や与那国町における

自衛隊配備問題には、八重山が国境の島嶼であるとの認識を感じています。

国においても東日本大震災後の原子力発電所からの汚染水の問題も未だ解決

にいたらず、社会不安も続いています。

少子高齢化の結果、ついに日本が人口減少時代に入り、沖縄県においても将

来の大きな課題となることが予測されています。そして八重山の自然を脅かす

赤土問題、地球規模の温暖化、廃棄物の処理問題等、環境面にもいくつかの課

題があがっております。

こういう時だからこそ、公衆衛生的な視点に基づく取り組みや、予防対策が、

益々重要になって来ていると考えます。

また、福祉においては児童虐待対策や障害者の自立支援、自殺予防対策等、

生活保護や地域福祉、保健医療福祉分野の課題も重要です。

それぞれの各課題の全てがそう簡単に解決できるものとは思いませんが、福

祉保健所職員一丸となって取り組んで参ります。

今後とも、福祉保健所・保健所業務への一層のご理解とご協力をお願い致し

ます。

2012年度（平成24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。

平成 25 年 10 月

八重山福祉保健所長・八重山保健所長 東 朝幸
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