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は じ め に 

 

 

新型コロナウイルス感染症が世界的流行を始めてから 2 年以上が経った今な

お、ウイルスは変異を重ねながら猛威を振るい、我が国を含め世界の社会経済

活動に多大な影響を与えています。 

厚生労働省では、これまでの経験や知見の蓄積等を踏まえ、検査体制の強化

や医療提供体制の整備、ワクチンの確保・供給、生活支援等について、全力を

挙げて取り組んできました。引き続き、社会経済活動をできる限り維持しなが

ら、保健医療体制の確保に万全を期すとともに、国民の健康や生活を守るため

に必要な対策を講じてまいります。 

さて、九州厚生局は、九州・沖縄管内 8 県（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本

県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）を管轄する厚生労働省の地方ブロッ

ク機関として、健康、医療、食品衛生、福祉、社会保険や麻薬取締に関する業

務などを行っています。さらに、九州・沖縄管内における地域共生社会の実現

に向けた市町村の取組についても支援を進めており、地域における厚生行政の

より身近な政策実施機関として、国民一人ひとりが、将来にわたり健やかで安

心して生活することができるよう、様々な社会保障政策を通じて、国民生活の

質の向上に貢献することを基本理念に取り組んでまいりました。 

 今後とも、地域の皆様にとっての身近な厚生行政の窓口として、地域の実情

をとらえ、国の社会保障政策を円滑に進めるとともに、地域の皆様のニーズに

こたえ、きめ細かな行政サービスを提供していきます。 

 本誌は、令和 3 年度に九州厚生局が行った業務の実績等を取りまとめたもの

であり、地域の皆様や地方自治体を始めとする多くの関係者の皆様に、九州厚

生局の業務や厚生行政をご理解いただくための一助となれば幸いです。 

  今度とも、厚生行政に対するご理解とご支援をお願いいたします。 
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