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はじめに
　2020年1月に新型コロナウイルス感染症が
日本で確認されてから1年余りが過ぎたが、
これほど感染症の蔓延が長期に亘るとは思
わなかった。日本では、初期段階で帰国者・
接触者相談センターが保健所に設置された
のだが、感染者が拡大していく過程で保健
所の脆弱性を多くの人が認識することにな
った。多数の人にとって、通常の医療機関
と比べて保健所というものを利用する機会
がそれほど多くはなかったことが関心を薄め
ていた一因であるのかもしれないが、消防や
警察と同様に安心・安全に生活を送るため
のソーシャルキャピタルとして、改めて保健
所の早急な強化が必要であることは、いま
や国民の間でも共通の認識となっている。今
回はコロナ禍で、住民の期待を背負い、過
酷な労働環境を強いられた現場の職員が、
感染症に対峙してきた状況や課題について、

少しでも明らかにしていきたい。

1. 保健所と保健センター
　1994年に保健所法が改正され地域保健法
が制定された。保健所法は、戦前から戦後
にかけ、社会情勢の悪化による伝染病・結
核などの感染症対策や栄養・不衛生な飲料
水・生活環境の改善など、公衆衛生や環境
衛生を向上させる役割を担った。一方、地
域保健法では、少子高齢化、疾病構造の変化、
需要の多様化などを背景とし、地域住民の
立場を重視した地域保健の実現をめざすこ
とを目的とし、従前の保健所に加えて地域に
保健センターを設置することになった。主な
設置者は、前者が「都道府県」、「指定市・
中核市・その他の指定された都市の保健所
政令市」、「東京23区」などで、後者は「市
町村」である。保健所の業務としては、疾
病の予防、健康増進、環境衛生などの公衆
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保健所の果たしてきた
役割と今後の課題

図 1　保健師の年次推移

厚生労働省　2018年衛生行政報告例から福井が作成

―  21  ―



DIO 2021, 4

衛生や健康危機管理業務を担い、市町村保
健センターは乳幼児健診や健康相談、介護
事業など地域住民への対人サービスを主な
業務としている。また、保健所は主に都道
府県型と政令市型に分かれ、保健所政令市
などは設置主体の性格上、保健所と保健セ
ンター両方の機能を担うことになった。
　地域保健法の制定によって保健所の一部
の機能が保健センターに移譲された以降、
保健所の数は1995年の845 ヵ所から2019年に
は472 ヵ所まで減少し、市町村保健センター
は2020年4月1日現在2,468 ヵ所（健康局健康
課地域保健室調べ）になっている。保健師
全体の数は、漸増傾向にあり（図1）、自治
体別常勤保健師数の内訳は、本庁11,398人、
都道府県や市区町村7,485人、市町村保健セ
ンター 11,707人（2020年度保健師活動領域
調査）で、保健センターの保健師が多数を
占めている（図2）。

2.  新型コロナウイルス感染症での保健所の
対応

　新型コロナウイルス感染症が日本で確認
された当初から、そのゲートウェイとして各
都道府県などの保健所等に帰国者・接触者
相談センターが設置された。そして保健所
では、新型コロナウイルス感染症が疑われる
者からの相談、医療機関からの相談・感染
者の報告、帰国者・接触者外来への取り次
ぎ、PCR検査の受付・調整、検体の搬送、
感染者の疫学調査、消毒指導など、感染症
に伴う様々な業務を地方衛生研究所などと
連携しながら担うことになった。そして、2
月に横浜でのクルーズ船感染が発生すると、
連日のマスコミ報道や、PCR検査体制の遅
れや対応に対する不満などによる不安や恐
怖心などから、住民からの質問、悩み、苦
情やクレームが相談センターを設置した保
健所に集中する事態を招くことになり、これ
らの対応が本来の業務に加わった職員にと
って、非常に大きな負担となった。また、業
務過多への対応として保健所総動員で新型
コロナ対策に注力したため、母子・高齢者
保健や健康増進、各種届出業務などの例年
業務も行き届かなくなり、保健所全体の業
務にも支障を来すことにもなってしまった。
　その後、相談センターの運営は、医師会
や医療機関へ委託することが可能となり

（2020.3.11厚生労働省事務連絡）、コールセン
ターの設置・委託、帰国者・接触者相談セ
ンターから発熱者相談センターなどへの変
更を経て、現在は基本的には住民からの相
談は保健所業務から切り離される状況とな
った。

3.  新型コロナウイルス感染症の対応で明ら
かとなった保健所の課題

　2020年春の感染症第1波の際に、自治労衛
生医療評議会では複数の保健所に対するヒ
アリングを行った。当時の課題として、相談
件数やクレーム対応などに対する負担感、
職員定数や専門人材の不足、夜間対応など
による時間外勤務の急増、長時間勤務など
について組合員からの訴えが相次いだ。とく
に、24時間対応のための長時間勤務につい
ては、労使間で勤務体制を調整する前に見
切り発車の様な状況で開始せざるを得なか
ったケースが多く、輪番でのオンコール（携
帯電話などでの呼出し）体制となる時間帯
の待機や呼出しに関する手当などが支給さ
れていないなど、処遇に関する不満が多か
った。帰国者・接触者相談センターでの業
務についても、本来の業務とは異なるクレー
ムや苦情への対応を想定していなかった職
員にとっては、相当なストレスだったようだ。
また、保健所の全ての保健師が感染症を担
当可能だったわけではないため、一部の職
員に業務が集中してしまったことも不満のひ
とつとしてあがった。
　保健所全体の職員の不足を訴える声も多
かったが、これは小泉政権下で行われた地
方公務員削減が保健所においても大きく影
響しているようだ。保健所の職員は、保健師、
医師、獣医師、その他の技術職などの資格
職や事務職員など多種多様な職種で構成さ
れている。本庁職員に対する集中した削減
の代替として保健所の事務職員が充てられ
た結果、これまで事務職員が分担していた
業務を、その他の資格職などで補うこととな
った。保健師にとっても本来業務以外の事
務作業が増えたことの不満は大きい。新型
コロナウイルスで保健所業務がひっ迫した
際、各地域では本庁などからの人的応援で
急場を凌いだ事例があったが、事務職員が
対応できる業務が保健所にまだまだあるこ
とを証明している。
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　2020年11月からの第3波の感染拡大局面で
は、首都圏を中心に感染者が増大し保健所
の業務を再び圧迫することになった。住民
からの相談窓口については、帰国者・接触
者相談センターの委託や発熱センターの設
置などにより幾分緩和されたのだが、医療
機関からの報告や感染者に対する積極的疫
学調査、感染者や濃厚接触者への指導など、
感染症に対する本来業務がひっ迫する事に
なった。そうした状況下、神奈川県では2021
年1月9日から保健所による積極的疫学調査
の縮小をすることを発表した。感染の爆発
的拡大局面では、面談などによる追跡調査
に時間をかけても結局感染経路不明者とな
るようなケースが増加していく。一方、感染
者の急増によって、軽症の在宅患者の健康
確認や支援業務、濃厚接触者への対応など
の業務も不可欠となる。実際の組合員の現
場で、在宅患者の健康確認に複数人で日に
複数回出向き、事務所駐車場では検体採取
を行い、医療機関からの電話相談や感染者
の報告などに奔走している様な状況を聞い
た。早期に人員や組織の拡充が見通せない
現下では、限られた人的資源と時間を選択
し、疫学調査を縮小など業務内容をシフト
せざるを得なかったところまで追い詰められ
た状況だったのではないだろうか。自治労
加盟の保健師からは、昼夜・休日の対応で
皆疲弊しているなか、積極的疫学調査を縮
小するという判断は場合によっては必要であ
る、しかしながら、重症化する可能性が高い
高齢の陽性者の発見などで積極的疫学調査は
有効であり、人員不足が多少緩和され、感染
者の減少や人手・病床に少し余裕ができる
のであれば行うべきだとの意見であった。現
実に、神奈川県も2月に入り感染者数の減少
をうけ積極的疫学調査を通常に戻している。

4. 自治労アンケート調査から
　自治労衛生医療評議会では、2020年11月4
日～ 12月20日の期間で、都道府県保健所職
員に対してアンケート調査を行い、16道県の
技術職71人（47.3%）、事務職38人（25.3%）、
保 健師33人（22%）、窓口業 務1人（0.7%）、
その他 7人（4.7%）の150人から回答を得た。
　新型コロナウイルス感染症患者（疑い者
を含む）への対応は69%（104人）、そのうち
直接かかわる業務を行った者が74%（77人）

であった。また、対応した104人のうち、感
染拡大後の変化について「時間外勤務が増
えた」75%（77人）、「休暇の取得が難しくな
った」56%（59人）であった。メンタルヘル
スの影響については、23％（34人）が「う
つ的な症状がある」と回答し、症状として
回答が多かった順に「気分の落ち込み」が
82%（28人）、「不安」が76.5％（26人）、「意
欲がわかない」が55.9%（19人）であった。
　手当などについては、待機手当は92%（138
人）が「ない」とし、呼び出し手当について
も83%（124人）が「ない」と回答した。呼
び出し後に時間外手当が発生するタイミン
グは、「現場に到着した時点」が最も多く
65%（97人）、次いで「電話をうけた時点」
が19%（29人）だった。
　自由記載では、休日や夜間出勤、人員不
足に関する不満、家族も含めた感染への不
安、誹謗・中傷などによる精神的負担など
を挙げる声が多数に上っている。

5. 今後に向けて
　昨年7月の「経済財政運営と改革の基本方
針2020」では、感染症情報の収集と管理の
仕組み・体制を集約・一元化するため、保
健所機能の強化に取り組むとされた。実際
に、2021年度の地方財政対策で保健師の恒
常的な人員体制強化として、感染症対策業
務に従事する保健師を2年間で900人（現行
1800人）増員するための予算が措置された。
アンケート調査からも、人員不足や時間外勤
務削減に対する訴えが多かったことを踏まえ
ると、各自治体が着実に予算を執行し、着実
に保健師を拡充させるためには、労働組合と
しての人員確保の取組みが重要だ。保健所
の職員は保健師だけではなく、2018年度厚
生労働省　地域保健・健康増進報告（e-Stat）
によれば、資格職でみても保健師の割合は
50％に満たない（図3）。今回の予算措置は
感染症に従事する保健師の定員増のためと
なっているが、事務職員も含めた他の職種
についても当然強化・充実が必要だ。
　また、コロナ禍で実習などの教育体制が
不十分のまま現場に駆り出される新人保健
師の育成も大きな課題である。新規採用者
に対する教育体制が満足にとれず、いきな
り保健所業務がひっ迫した今年度の状況下
に駆り出され、メンタルで休職してしまった
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との事例も聞いている。中長期にわたって、
公衆衛生に携わる人材を育成できる環境を
強化していくことも重要ではないだろうか。
保健所の職場に引き続き24時間体制を継続
するのならば、手当の支給も必要だ。自宅待
機（オンコール）業務については、業務範
囲についての法解釈の問題もあるが、職員
の義務感や倫理観に頼ることであってはな
らない。
　自治労で行ったヒアリングでは、保健師の
勤務先で最も多い市町村保健センターと保
健所の交流も必要だとの意見もあった。保
健所と保健センターにはそれぞれの役割が

あり、保健センターには感染症などに対応で
きる保健師が少ないとの報告もある。今後も
新興感染症が発生することを想定すれば、
緊急時に相互に補完できる体制を検討して
おくことも必要だろう。さらに、社会的に保
健師志望者を増やすことも重要ではないだ
ろうか。保健師という業務が、魅力ある職で
あるという世間での認知と、職に見合った賃
金などの労働条件、権限の付与など、職と
しての評価を向上させることも必要だと思
う。
　感染症の対策にとって、衛生研究所の強
化も重要である。コロナ禍で保健所の課題

図 3　保健所の常勤職員数

2018年度地域保健・健康増進事業報告　e-Statから福井が作成

図 2　全国の所属部門別常勤保健師数

2020年度保健師活動領域調査　e-Statから福井が作成
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を挙げる際、もう一つ大きな課題となったの
は検査体制である。感染疑いの患者は、保
健所を経由して行政検査として衛生研究所
などでPCR検査を行っていた。しかしなが
ら地方衛生研究所の数は全国で約80しかな
いため、一度に大量の検査を行うことが困
難で、そのことが住民などからの不満にもな
った。実は、厚生労働省では、2012年3月に
今後の地域保健対策のあり方について「地
域保健対策検討会報告書」の中で、地方衛
生研究所の充実・強化について報告がされ
ていた。中身として「平成15年から平成20
年の５年間で、職員数が13％、予算が30％、
研究費も47％減少。人口10万あたりの常勤
衛生職員数は最大では3.01人、最小では0.41
人。」となっており、「地方衛生研究所の機
能の充実・強化を図るためには、感染症等
に関して患者情報と病原体情報とを一体的
に管理することができる仕組みとして、・・・
地方衛生研究所を支える疫学の専門家等の
人材のさらなる育成・確保が望まれる。」と
報告されている。本当にこの8年間衛生研究
所が充実・強化されてきたのかの検証も必
要である。

最後に
　今回の新型コロナウイルス感染症拡大で
改めて認識したのは、「公」の必要性と脆弱
性だった。人口減少・高齢化社会に突入し
た日本では、需要に合わせて公共サービスの
供給体制を調整する必要があることは理解
する。しかし、今回の感染症では、公立医療
機関の73％、公的医療機関の86％が受入可
能医療機関となっており、新型コロナの様な
災害級の事例では、保健所も含めた「公」
が重要な役割を果たしたのは明らかである。
一方、今後の有事を想定し平常時から余裕
を持った人員等を確保しておくのであれば、
そのコストをどう考えるのかも重要である。
財政の効率化とは真逆の対応には、国民の
コンセンサスも必要だろうと思われる。医療
計画の中間見直しで、目標とする事業に新
たに「新興感染症等の感染拡大時における
医療」が追加されることが議論されている。
今回の新型コロナウイルス感染症への対応
を改めて検証し、一過性のものではなく、継
続した公立・公的医療、保健所機能強化に
むけた対策が望まれる。

追伸
　現在もなお、休日返上で歯を食いしばって、住
民の為に勤務している保健所の職員が多数いるこ
とは紛れもない事実です。また、そうした多くの
保健所や医療現場の職員は、自らの感染に対し深
く憂慮し、「Go to キャンペーン」が始まった時期
であっても、家族も含めて外食や外出を控え、自
らの感染防止のために生活上の様々なことを律し
てきました。それは、家族の為であり、職場の仲
間の為であり、住民の為なのです。そんな人たちが、
本人や家族も含めて、差別や偏見、誹謗中傷を受
けている状況、このことだけは本当に許すことは
できません。この間私に寄せられたある病院職員
の言葉は、「支えてくれた家族、支えてくれた職場
の仲間にありがとうと言いたい」でした。様々な
場所や媒体で医療従事者などに感謝の意を表す取
り組みがされていますが、それが本当に彼らの支
えになっているのでしょうか？ 自分も労働組合
の役員として、本当に彼らを支えられているので
しょうか？ 彼らの目に、我々の行動や運動はど
う映っているのでしょうか？ 寄せられた言葉の
なかには「労働組合の皆さん」はありませんでした。
新型コロナ感染症が拡大してから1年余り、私は毎
日もどかしい思いで過ごしています。
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