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第２章 母子保健の取組 

１ 思春期における健康な生活を送るための基礎づくり 

  

 
 

・出生数に占める 10 代の母親の出生割合は、本市 1.7％、鹿児島県 1.4％、

全国 1.3％であり、本市は鹿児島県・全国より高い。(*2･3) 

 
・人工死産数［*1］に占める 20 歳未満の人工死産割合は、本市 10.0％、鹿

児島県 17.5％であり、本市は鹿児島県より低い。(*3･4) 

 
・20 歳未満の人工妊娠中絶実施率(15 歳以上 20 歳未満女子総人口千対)は、

鹿児島県 7.6、全国 7.0である。(*3) 

・鹿児島県の 10代の性感染症の報告数は、減少傾向にある。(*5) 

・最近１か月間に悩みやストレスを感じた児童・生徒の割合は、小学生32.7％、

中学生 51.8％、高校生 62.5％であり、年齢が上がるごとに増加している。

(*1) 

・児童・生徒のストレスがあった時の対処法では、｢趣味を楽しんだりリラ

ックスする｣60.3％が最も割合が高い項目であり、｢あきらめる｣8.8％・「我

慢する」14.0％・「なんとかなる」16.6％で、｢家族や友人に悩みを聞いても

らう｣は、年齢が上がるごとに増加している。(*1) 

現状 
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・10代の自殺死亡率（当該年齢人口 10万対）は、0である。(*4) 

・飲酒者の割合は、中学 3年生は、本市(男子 0％、女子 3.8％)、全国( 男子

10.5％、女子 11.7％)で、高校 3 年生では、本市(男子 3.7％、女子 7.5％)、

全国(男子 21.7％、女子 19.9％)であり、本市はいずれも全国より低い。（*1・8） 

・喫煙者の割合は、中学 1年生は、本市(男子 0％、女子 0％)、全国(男子 1.6％、

女子0.9％)で、高校3年生では、本市(男子0％、女子2.5％)、全国(男子8.6％、

女子 3.8％)であり、本市はいずれも全国より低い。（*1・8） 

・10～18 歳の受動喫煙の割合を場所別にみると、家庭 14.1％、学校 7.4％、

飲食店 30.5％である。（*1） 

・朝食をほとんど食べない児童・生徒の割合は、小学 5年生 0.8％、中学生 2

年生 1.1％である。(*6) 

・肥満度 30.0％以上の小学 5年生の割合は、男子 4.2％、女子 1.6％である。

(*1) 

・中学１年生の 1人平均う歯数(DMF歯数)は、2.6 歯である。(*7) 

・10～18 歳において、｢歯をみがいた時に血が出る｣割合は 11.0％、｢歯並び

が気になる｣割合は 29.6％、｢寝る前に必ず歯みがきしている｣割合は 64.2％

である。(*1) 

・10～18 歳において｢むし歯が見つかり歯科医院で治療する｣割合は、38.6％

である。(*1) 

 

資料：霧島市「健康きりしま 21 アンケート」(*1)・鹿児島県「平成 22年衛生統計年報」(*2) 

・鹿児島県「平成 22年度鹿児島県の母子保健」(*3)・霧島市「平成 22年衛生統計年報」(*4) 

・鹿児島県「平成 22年度かごしま子ども未来プラン」(*5) 

・霧島市「平成 23 年度児童生徒の朝食接種状況調査」(*6) 

・霧島市「平成 24年度歯の衛生習慣調査」(*7) 

・厚生労働省「健康日本21（第２次）の推進に関する参考資料」(*8)  

  

 

・ 10代の母親の出生割合が高いため育児支援が必要である。 

・ 20歳未満の人工死産があり、望まない妊娠を避けるためにも性教育の充実

を図る必要がある。 

・ 児童・生徒の約半数がストレスを抱えており、適切なストレス解消ができ

ていない児童・生徒も１割いる。 

・ 児童・生徒に飲酒・喫煙者がおり、また受動喫煙がある。 

・ 朝食をほとんど食べない小学 5年生 0.8％、中学 2年生 1.1％いる。 

・ 肥満度 30.0％以上の小学 5年生の男子 4.2％、女子 1.6％いる。 

・ 中学１年生の 1人平均う歯数(DMF歯数)が高い。 

 
 

 

［*1］人工死産： 胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置を加えたことにより死産に至った場合 

問題点 
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現状と問題点を基に、重点目標は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標に向けたそれぞれの取組は、次のとおりです。  

 

 

 

具体的な取組 主な担当部局・団体等 

･性教育(感染症予防対策を

含む)の充実 

健康増進課、学校教育課、保健体育課 

学校 

保健所、医療機関、看護協会 

･学校や地域でのこころの健

康づくりや相談体制の充実 

健康増進課、学校教育課 

学校 

保健所 

･家庭・学校・地域等が連携

し、子どもたちに対しての声

かけや見守りの推進 

健康増進課、安心安全課、共生協働推進課 

保健福祉政策課、児童福祉課、学校教育課 

民生委員・児童委員、母子保健推進員会 

警察署 

市民 

･飲酒・喫煙が健康に及ぼす

影響に関する知識の普及 

･受動喫煙のない環境づくり 

･薬物乱用防止について、正

しい知識と判断力を身に付

ける教育の実施 

健康増進課、秘書広報課、学校教育課 

保健体育課、生涯学習課 

学校 

保健所 

医療機関 

医師会、歯科医師会、薬剤師会 

事業所 

市民 

･家庭・学校、関係機関等と

連携し、食育や歯科保健の向

上を推進する。 

健康増進課、農政畜産課、学校教育課 

保健体育課 

食生活改善推進員連絡協議会 

保健所 

医療機関 

医師会、歯科医師会、薬剤師会 

NPO、市民 

思春期における健康な生活を送るための基礎づくりに向けた取組 

 

・20歳未満の人工死産を減らす。 

・思春期のこころの健康づくりを推進する。 

・未成年者の飲酒・喫煙(受動喫煙)をなくす。 

・食育を推進する。 

・歯・口の健康づくりを推進する。 

重点目標 
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指  標 現状値 平成 26 年度目標値 
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指  標 現状値 平成 26 年度目標値 

人工死産数に占める 20 歳未満の 

人工死産割合 
10.0%(*2) 減少させる 

20 歳未満の人工妊娠中絶実施率 

(15歳以上20歳未満女子総人口千対)

7.6(*3) 

(鹿児島県) 
減少させる 

10 代の性器クラミジア感染症と 

淋菌感染症の報告数 

(1 定点医療機関当たり) 

1.94(*4)  

(鹿児島県) 
減少させる 

子宮頸がんワクチン接種率 72.5%(*5) 95% 

10 代の自殺死亡率 

(当該年齢人口 10 万対) 
0(*2) 0 

小学生 32.7%(*1) 25%以下 

中学生 51.8%(*1) 40%以下 
ストレスを感じた児童・

生徒の割合 
高校生 62.5%(*1) 50%以下 

中学 3年生男子 0%(*1) 0% 

中学 3年生女子 3.8%(*1) 0% 

高校 3年生男子 3.7%(*1) 0% 

10 代の飲酒率

(未成年者の飲

酒をなくす) 
高校 3年生女子 7.5%(*1) 0% 

中学 1年生男子 0%(*1) 0% 

中学 1年生女子 0%(*1) 0% 

高校 3年生男子 0%(*1) 0% 

10 代の喫煙率

(未成年者の喫

煙をなくす) 
高校 3年生女子 2.5%(*1) 0% 

家庭 14.1%(*1) 3％ 

学校 7.4%(*1) 0％ 

飲食店 30.5%(*1) 15％ 

遊技場 17.1%(*1) 15％ 

10～18 歳で日常生活で

の受動喫煙の機会を有

する者の割合 

医療機関 3.7%(*1) 0％ 

小学5年生 93.7%(*6) 100% 朝食をほとんど毎日食

べる児童・生徒の割合 中学2年生 90.9%(*6) 100% 

小学 5年生男子 4.2%(*1) 4.2%以下 肥満傾向にある

子どもの割合 小学 5年生女子 1.6%(*1) 1.6%以下 

1 人平均う歯数 

(DMF 歯数)  
中学 1年生 2.6 歯(*7) 1.8 歯以下 

資料：霧島市「健康きりしま 21 アンケート」(*1)・霧島市「平成 22 年衛生統計年報」(*2) 

・鹿児島県「平成 22 年度鹿児島県の母子保健」(*3) 

・国立感染症研究所「平成 22 年感染症発生動向調査事業年報」(*4) 

・霧島市 健康増進課(平成 23 年度)(*5)・霧島市「平成 23 年度児童生徒の朝食接種状況調査」(*6) 

・霧島市「平成 24 年度歯の衛生習慣調査」(*7)           毎年度評価項目 

思春期における健康な生活を送るための基礎づくりに向けた目標値 
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現状 
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２ 安心・安全に妊娠・出産ができる環境づくり 

 

・妊娠 11週以内の妊娠届出率は、本市 84.7％、鹿児島県 84.4％である。(*3)

・妊娠届出時に、経済的不安や出産・育児不安などの相談が増えている。(*5)

・妊婦健康診査結果〈2 回目以降〉より｢異常あり｣の割合は、本市 24.9％、

鹿児島県 22.1％で、本市は鹿児島県より高い。また「異常あり」の項目は貧

血、切迫流早産の順に高い。(*3) 

・妊娠中の飲酒者の割合は 6.0％、喫煙者の割合は 4.2％、父親及び同居者の

同室での受動喫煙の割合は 19.9％である。(*1) 

・妊娠中に仕事をしていた(退職した妊婦を含む)者の割合は、61.4％である。

(*1) 

・死産率［*1］のうち自然死産は、本市 7.7、鹿児島県 11.6、全国 11.2 で、本

市は鹿児島県・全国より低く、人工死産では、本市 14.1、鹿児島県 18.3、全

国 13.0であり、本市は鹿児島県より低く、全国より高い。(*2) 

・母親の年齢別出生率(女性人口千対)は、15～19 歳は、本市 7.2、鹿児島県

5.2、全国 4.6 で、本市は鹿児島県・全国より高い。また 35～49 歳では、本

市 18.5、鹿児島県 19.4、全国 19.7であり、本市は鹿児島県・全国より低い。
(*2･6) 
・低出生体重児出生割合［*2］は、本市 9.1、鹿児島県 10.4、全国 9.6であり、

本市は鹿児島県・全国より低い。(*2･3) 
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・周産期死亡率［*3］のうち妊娠 22 週以後の死産は、本市 2.2、鹿児島県 3.6、

全国 3.4 で、本市は鹿児島県・全国より低く、早期新生児死亡では本市 1.4、

鹿児島県 0.9、全国 0.8 であり、本市は鹿児島県・全国より高い。 (*3･4) 

 
・出産時の状況に満足している 0～6 歳児の保護者の割合は、90.4％である。
(*1) 

・妊産婦相談において、体調不良やうつ傾向の相談者がいる。(*5) 

・不妊治療費の助成申請件数は、平成 23 年度 83 件であり、増加傾向にある。

また、申請者の平均年齢は年々高くなっている。(*5) 

 
資料：霧島市「健康きりしま 21 アンケート」(*1)・鹿児島県「平成 22 年衛生統計年報」(*2) 

・鹿児島県「平成 22 年度鹿児島県の母子保健」(*3)・霧島市「平成 22 年衛生統計年報」(*4) 

・霧島市 健康増進課(*5)・厚生労働省「平成 22 年人口動態調査」(*6) 

  

 

 

・疾病に対する知識の普及と妊娠中の適切な健康管理ができることが必要で

ある。 

・支援が必要な妊婦・産婦に対して、精神的支援を含めた積極的関わりが必

要である。 

・妊娠中の飲酒・喫煙があり、飲酒・喫煙が胎児に及ぼす影響に関する知識

の普及を行う必要がある。 

・妊産婦や乳幼児の受動喫煙をなくすために、その周囲の者にも喫煙に対す

る意識の啓発を行う必要がある。 

・不妊相談窓口の周知や経済的支援が必要である。 

 
 

［*1］死産率：出産数[出生数＋死産数]千人当たりの死産数(妊娠満 12 週以後の死児の出産を死産という) 

     自然死産：人工死産以外の死産 

［*2］低出生体重児出生割合：出生数に対する低出生体重児(2,500g 未満)の割合 

［*3］周産期死亡率：出産千人当たりの周産期死亡数（妊娠満 22 週以後の死産と早期新生児死亡（生後１

週未満の死亡）を加えたもの 

問題点 
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現状と問題点を基に、重点目標は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標に向けたそれぞれの取組は、次のとおりです。 

 

 

 

 

具体的な取組 主な担当部局・団体等 

･安心・安全な妊娠・出産に

関する正しい知識の普及  

健康増進課 

医療機関 

医師会 

･働きながら妊娠・出産でき

る職場環境づくり 

健康増進課、企画政策課、児童福祉課 

医療機関 

事業所 

･妊婦健康診査受診票を利

用した適正受診の勧奨 

･支援の必要な妊婦・産婦に

対する支援 

健康増進課、企画政策課、児童福祉課 

医療機関 

医師会 

事業所 

･不妊に関する相談窓口の

広報や不妊治療費助成事業

の周知 

健康増進課 

保健所 

医療機関 

事業所 

･喫煙や飲酒によっておこ

る健康被害についての知識

の普及 

･禁酒・禁煙の指導 

･受動喫煙に対する意識啓

発を図り、配慮できる環境

づくり 

健康増進課、秘書広報課、生涯学習課 

保健所 

医療機関 

医師会、歯科医師会、薬剤師会 

事業所 

市民 

 

 

 

 

 

安心・安全に妊娠・出産ができる環境づくりに向けた取組 

 

・適切な健康管理ができる妊婦の割合を増加させる。 

・支援が必要な妊婦・産婦に対する支援を充実する。 

・飲酒・喫煙(受動喫煙)する妊婦をなくす。 

・不妊相談窓口並びに不妊治療費助成事業の周知に努める。 

重点目標 
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指 標 現状値 平成 26年度目標値

第２章 母子保健の取組 

８５ 
 

 

 

指 標 現状値 平成 26年度目標値

妊娠 11週以下での 

妊娠の届け出率 
89.5%(*5) 100% 

妊産婦死亡率 

(出産 10万対) 
0(*2) 0 

出産までの 1人当たり 

妊婦健康診査受診回数 
11.9回(*4) 14 回以上 

妊婦歯周疾患検診受診者の割合 22.7%(*4) 25％以上 

妊娠中の飲酒率 

(妊娠中の飲酒をなくす) 
6.0%(*1) 0% 

妊娠中の喫煙率 

(妊娠中の喫煙をなくす) 
4.2%(*1) 0% 

総数 21.8(*2) 減少させる 

自然 7.7(*2) 減少させる 
死産率 

(出産千対) 
人工 14.1(*2) 減少させる 

低出生体重児の割合 

(全出生数に対する割合) 
9.1(*2) 減少させる 

総数 

(出産千対) 
3.6(*2) 減少させる 

妊娠 22週以後の 

死産 

(出産千対) 

2.2(*2) 減少させる 周産期死亡率 

早期新生児死亡

(出生千対) 
1.4(*3) 減少させる 

出産時の状況に満足している 

0～6歳児の保護者の割合 
90.4%(*1) 93% 

資料：霧島市「健康きりしま 21アンケート」(*1)・鹿児島県「平成 22年衛生統計年報」(*2) 

・霧島市「平成 22年衛生統計年報」 (*3)・霧島市 健康増進課（平成 23年度）(*4) 

・厚生労働省「平成 23年度地域保健・健康増進事業報告」(*5)   毎年度評価項目 
  

安心・安全に妊娠・出産ができる環境づくりに向けた目標値 
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３ 子どもが健やかに成長するための子育て支援 

 

 
 

 

 

現状 

第２編 きりしますこやか親子２１（第２次）

・ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある 2 か月児の母親の割合

は、97.0％である。(*1) 

・育児について相談相手のいる 0～6 歳児の保護者の割合は、96.2％である。

(*1) 

・子育てに困難を感じる 0～6歳児の保護者の割合は、50.9％である。(*1) 

・育児に参加する 0～6 歳児の父親の割合は、｢参加している｣62.7％、｢時々

参加している｣28.3％である。(*1) 

・子どもと一緒に遊ぶ 0～6 歳児の父親の割合は、｢よく遊ぶ｣51.3％、｢時々

遊ぶ｣40.1％である。(*1) 

 

 

 

・子どもを虐待していると思うことがある割合は、0～6 歳児の母親 14.6％、

0～6歳児の父親 2.9％である。(*1) 
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第２章 母子保健の取組 

８７ 
 

 

・法に基づき児童相談所へ報告し認定された被虐待児数は、14人である。(*2) 

 
・発達に関する相談は、平成 23 年度において心理相談 92人(53回)、言語相

談 218人(49 回)、作業療法相談 38人(12回)であり、相談待機者が増えてい

る。(*3) 

 
資料：霧島市「健康きりしま 21アンケート」(*1) 

・霧島市 児童福祉課（平成 23年度）(*2)  

・霧島市 健康増進課（平成 23年度）(*3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・気軽に育児について相談できる場の周知や相談体制を強化する必要がある。 

・育児不安や育児困難を抱える保護者への子育て支援の体制づくりを充実さ

せる必要がある。 

・働きながら子育てができる環境整備を強化する必要がある。 

・父親の育児参画に向けた環境づくりの必要がある。 

・子どもの安全対策を推進する。 

・発達障害等の必要に応じた相談に対応できる体制づくりが必要である。 

・虐待防止対策を地域と連携し強化する。 

 

 

 

 

 

 

問題点 
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第２編 きりしますこやか親子２１（第２次） 

８８ 
 

現状と問題点を基に、重点目標は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標に向けたそれぞれの取組は、次のとおりです。 

 

 

 

 

具体的な取組 主な担当部局・団体等 

･各種相談事業、休日保育

等、子育て支援情報の周知

を図る 

健康増進課、児童福祉課、学校教育課 

保育所、幼稚園、学校 

民生委員・児童委員、母子保健推進員会 

･地域の子育てサロンや育

児サークルの育成支援 

健康増進課、児童福祉課 

民生委員・児童委員 

地区自治公民館 

市民 

･子育て支援にも重点をお

いた乳幼児健康診査・相談

の充実 

･専門的な相談の充実 

健康増進課、児童福祉課 

母子保健推進員会 

医療機関 

医師会、歯科医師会、薬剤師会 

･育児支援が必要な人への

家庭訪問の充実 

健康増進課、児童福祉課 

母子保健推進員会 

･働きながら子育てができ

る環境整備(家庭・職場・地

域) 

･父親の育児参加の促進 

健康増進課、企画政策課、児童福祉課 

保育所、幼稚園、学校 

事業所 

･虐待防止対策の強化 

健康増進課、企画政策課、児童福祉課 

学校教育課 

民生委員・児童委員、母子保健推進員会 

保育所、幼稚園、学校 

医療機関 

医師会、歯科医師会、薬剤師会 

警察署 

 

・育児に不安を感じる保護者の割合を減らす。 

・働きながら子育てができる環境整備に努める。 

・育児に参加する父親の割合を増やす。 

・発達相談等、より専門的な相談体制基盤の充実を図る。 

・地域での子どもの安全対策を強化する。 

・被虐待児数を減らす。 

重点目標 

子どもが健やかに成長するための子育て支援に向けた取組
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第２章 母子保健の取組 

８９ 
 

 

 

 

指 標 現状値 平成 26年度目標値 

ゆったりとした気分で子どもと過ご

せる時間がある 2か月児の母親の割

合 

97.0%(*1) 100％ 

育児について相談相手のいる 0～6

歳児の保護者の割合 
96.2%(*1) 100％ 

よく育児に参加する 0～6歳児の父

親の割合 
62.7%(*1) 65％ 

よく子どもと一緒に遊ぶ 0～6歳児

の父親の割合 
51.3%(*1) 55％ 

子育てに困難を感じる 0～6歳児の

保護者の割合 
50.9%(*1) 45％ 

子どもを虐待していると思う 0～6

歳児の母親の割合 
14.6%(*1) 12% 

子どもを虐待していると思う 0～6

歳児の父親の割合 
2.9%(*1) 2% 

法に基づき児童相談所へ報告し認定

された被虐待児数 
14人(*2) 減少させる 

資料：霧島市「健康きりしま 21アンケート」(*1)・霧島市 児童福祉課（平成 23年度）(*2) 

毎年度評価項目 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが健やかに成長するための子育て支援に向けた目標値 

 

 

 

平成２４年度 

健康福祉作品展 
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第２編 きりしますこやか親子２１（第２次） 

９０ 
 

４ 小児保健医療の充実 

 

  

 

・新生児死亡率［*1］は、本市 1.4、鹿児島県 1.0、全国 1.1 であり、本市は鹿

児島県・全国より高い。(*2) 

・乳児死亡率［*2］は、本市 2.2、鹿児島県 2.2、全国 2.3であり、本市は鹿児

島県と同率で、全国より低い。(*2) 

・乳幼児突然死症候群(SIDS)死亡率(出生 10 万対)は、0である。(*2) 

・幼児 1～4歳児の死亡率(当該年齢人口 10 万対)は、40.5である。(*3) 

・0～19歳の不慮の事故死亡率(当該年齢人口 10 万対)は、15.2 である。(*3) 

・1歳 6か月児健康診査のむし歯有病者率は、本市 2.64、鹿児島県 4.28、全

国 2.33であり、本市は鹿児島県より低く、全国より高い。(*4) 

・3歳児健康診査のむし歯有病者率は、本市 28.08、鹿児島県 29.36、全国 21.54

であり、本市は鹿児島県より低く、全国より高い。(*4) 

・平成 23年度定期予防接種平均接種率は、79.5％である。(*5) 

・かかりつけ小児科医を決めている 0～6歳児の保護者の割合は、95.5％であ

る。(*1) 

 
・かかりつけ歯科医を決めている0～6歳児の保護者の割合は、52.8％である。

(*1) 

・休日・夜間の小児救急医療機関を知っている 0～6 歳児の保護者の割合は、

87.2％である。(*1) 

・心肺蘇生法［*3］を知っている 0～6 歳児の保護者の割合は、76.9％である。
(*1) 

 
 

現状 
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第２章 母子保健の取組 

９１ 
 

 

・事故防止対策を実施している 0～6 歳児の保護者の割合は、39.3％である。
(*1) 

 
・平成 23 年度末現在において、18 歳未満で身体障がい者手帳所持者は 120

人で、療育手帳所持者は 226人である。 (*6) 

 

資料：霧島市「健康きりしま 21アンケート」(*1) 

・鹿児島県「平成 22年衛生統計年報」(*2) 

・霧島市「平成 22年衛生統計年報」(*3) 

・鹿児島県「平成 22年度鹿児島県の母子保健」(*4) 

・霧島市 健康増進課（平成 23 年度）(*5) 

・霧島市 長寿・障害福祉課（平成 23 年度）(*6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新生児死亡、乳児死亡の発生がある。 

・乳幼児突然死症候群(SIDS)の発生はないが、予防対策の周知が必要である。 

・不慮の事故死亡の発生がある。 

・定期予防接種の実施率が低い。 

・休日・夜間の救急医療機関を知らない保護者が１割いる。 

・心肺蘇生法を知らない保護者が２割いる。 

・事故防止対策を実施していない保護者が６割いる。 

・障害のある子どもや病気にかかっている子どもが健やかに安心して生活で

きるように、子どもとその家族に対し、専門的医療の提供や専門的相談の支

援を充実させる必要がある。 

 
 

 

［*1］新生児死亡率：出生千人当たりの新生児死亡数（生後４週未満の死亡を新生児死亡という）   

［*2］乳児死亡率：出生千人当たりの乳児死亡数（生後１年未満の死亡を乳児死亡という） 

［*3］心肺蘇生法：呼吸が止まり、心臓が動いていないと思われる人に行う救命のための呼吸及び循環

の補助方法。 

問題点 

90 91



第２編 きりしますこやか親子２１（第２次） 

９２ 
 

現状と問題点を基に、重点目標は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標に向けたそれぞれの取組は、次のとおりです。 

 

 

 
 

 

具体的な取組 主な担当部局・団体等 

･家庭での事故防止対策の周

知 

･乳幼児突然死症候群(SIDS)

の予防対策の周知 

･休日・夜間の救急医療機関

の周知 

･心肺蘇生法等、緊急時の対

応についての学習機会の提

供及び普及 

健康増進課、児童福祉課、消防局 

保健所 

医療機関 

医師会、歯科医師会、薬剤師会 

･予防接種の実施率の向上 

健康増進課、学校教育課 

医療機関 

医師会 

保育所、幼稚園、学校 

･専門的医療・相談事業の充

実 

健康増進課 

保健所 

医療機関 

医師会、歯科医師会、薬剤師会 

 

・新生児死亡率、乳児死亡率を減らす。 

・乳幼児突然死症候群(SIDS)を発生させない。 

・不慮の事故死亡率を減らす。 

・定期予防接種率を向上させる。 

・緊急時の対応や休日・夜間の救急医療機関を知っている保護者の割合を増

やす。 

・事故防止対策を実施している保護者の割合を増やす。 

・専門的医療の提供や相談を充実させる。 

重点目標 

小児保健医療の充実に向けた取組 
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第２章 母子保健の取組 

９３ 
 

 

 

 

指 標 現状値 平成 26年度目標値

新生児死亡率(出生千対) 1.4（＊2） 減少させる 

乳児死亡率(出生千対) 2.2（＊2） 減少させる 

乳児の SIDSによる死亡率 

(出生 10万対) 
0（＊2） 0 

1～4歳児の死亡率 

(当該年齢人口 10万対) 
40.5（＊3） 0 

0～19歳不慮の事故死亡率 

(当該年齢人口 10万対) 
15.2（＊3） 0 

1 歳 6 か月児むし歯有病率 2.64%（＊4） 0% 

3 歳児むし歯有病率 28.08%（＊4） 20% 

定期予防接種平均接種率 79.5%（＊5） 95% 

かかりつけ小児科医を決めている 

0～6歳児の保護者の割合 
95.5%（＊1） 100% 

かかりつけ歯科医を決めている 

0～6歳児の保護者の割合 
52.8%（＊1） 100% 

休日夜間の小児救急医療機関を知っ

ている 0～6歳児の保護者の割合 
87.2%（＊1） 100% 

子どもの事故防止対策を実施してい

る 0～6歳児の保護者の割合 
39.3%（＊1） 42% 

心肺蘇生法を知っている 0～6歳児

の保護者の割合 
76.9%（＊1） 100% 

資料：霧島市「健康きりしま 21アンケート」(*1)・鹿児島県「平成 22年衛生統計年報」(*2) 

・霧島市「平成 22年衛生統計年報」(*3) 

・鹿児島県「平成 23 年度母子保健情報システム」(*4) 

・霧島市 健康増進課(平成 23 年度)(*5)    毎年度評価項目 

          

５ 計画の推進体制・進捗管理及び評価 

「きりしますこやか親子２１（第２次）」の推進体制・進捗管理及び

評価は、計画の終期まで、第１編「健康きりしま２１（第２次）」の第

５章と同様に実施致します。 

 

６ 計画の見直し 

「健やか親子２１」と「次世代育成支援対策推進法に基づく行動計

画」と一体的に推進することが効果的であるという国の方針を受け、

次世代育成支援対策推進法の動向を参考にして見直しを行います。 

小児保健医療の充実に向けた目標値 
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