
（取り組みの目標） １ 思春期の母性・父性を育成し人権を尊重する思春期保健の強化

指標 2010年の目標

【保健水準の指標】

1-1 十代の人工妊娠中絶実施率 （'00）15.4％  *1 減少へ

1-2 性感染症の定点情報での十代の割合
（'00）19％
（'02）調査

*2 減少へ

1-3 十代の性感染症罹患率

1-4 不登校の子どもの数、引きこもりの相談件数 調査 減少傾向

1-5 思春期の子どもの飲酒率・喫煙率
（'99）飲酒6%
喫煙18.2%

*6 0

【住民自らの行動の指標】

1-6
性教育や喫煙防止教育、アルコール・薬物の有
害性に関する学習会へ参加した親の数

調査 増加傾向

1-7
地域での性教育や喫煙防止教育、アルコール・
薬物の有害性に関する学習会等の開催数

調査 増加傾向

1-8 家庭が楽しいと思う子どもの数 調査 100%

1-9 太陽の家を知っている人の割合・活用状況 調査 100%

1-10 子どもを対象にした行事の開催回数 調査 増加傾向

1-11 避妊法を知っている中学生の割合
（'98）
中学生37.7％

*3 100%

1-12
性感染症を正確に知っている思春期の子どもの
割合

（'98）
中学生　誤答が多い
高校生　良くなってい
る

*3 増加傾向

1-13 高校中退者の割合 （'00）3%   *4 減少傾向

1-14
薬物乱用の有害性について正確に知っている思
春期の子どもの割合

（00)絶対に使うべき
でない小５89.1%  中
２78.3% 高２81.5%

*5 増加傾向

1-15
思春期の子ども達に酒・たばこを売らない店の
数

 調査     増加

1-16 夜間に徘徊し補導される子どもの数 （'02） *7 減少傾向

1-17 学校が楽しいと思う子どもの割合  調査  100%

【行政・関係機関等の取組の指標】

1-18 子どもの権利宣言をする自治体の数  調査  増加傾向

1-19
学校保健委員会の設置率及び2回以上開催して
いる割合

（'0１）設置率
高  校 100％
中学校  89％
小学校92.9％
特  殊 100％

*4 増加傾向

（'0１）２回以上開催率

高　校 31.4％
中学校 35.6％
小学校 43.8％
特　殊 50.0％

1-20 性教育を実施する教師の数、ｶｳﾝｾﾗｰの数
（'01） ｶｳﾝｾﾗｰ
の数 36人

*4 増加傾向

1-21
性教育や喫煙防止教育、アルコール・薬物の有
害性に関する学習会等を実施した学校の数

 調査    増加傾向

1-22 専門機関の対応窓口の設置状況  調査     増加傾向
*1  H13年度 母体保護統計 *5  H12年度 薬物乱用防止教育研修会・
*2  H13年度エイズ・性感染症の現状と予防 　　　　　　健康教育指導者研修会
*3  H12年度 沖縄県小・中・高等学校における *6  H12年度 県民健康栄養調査
    性に関する調査研究 *7  H12年度 少年深夜非行の現状
*4  H11年度 教育委員会資料

現状（ベースライン）
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２０１０年の目標

2-1 乳児死亡率 （'00） 4.5%　 *1 全国平均以下

2-2 低体重児出生率 （'00）10.3% *2 全国平均以下

【　住民自らの行動の指標　】

2-3 妊娠11週以下での妊娠の届け出率 （'00）72.9％ *3 100%

2-4 母子手帳を本人がもらう率 （'99）86.9％ *11 増加傾向へ

2-5
未熟児の医療機関及び療育機関でフォロ－さ
れている率

調査 100%

2-6 妊娠中の喫煙率 （'99） 8.4％ *4 0

2-7 中学生の貧血率（病的貧血以外） （'99） 3.0％ *5 減少傾向へ

2-8 小学生の朝食摂取率（毎日食べる） （'00）86.1％ *6 90%

2-9 小学生５年生の喫煙経験率 （'00）12.6％ *7 0

2-10 妊婦健診受診率

　　前期（受診率） （'00）95.5％ *8 100%

　　後期（受診率） （'00）93.2％ *9 100%

2-11 中・高校生の育児ボランティア体験率 調査 増加傾向へ

2-12 母子健康手帳交付時の保健指導の実施率 （'99）17.6％ *12 増加傾向へ

2-13 総合周産期母子医療センターの設置 0カ所 ２カ所指定される

2-14 不妊専門相談センターの設置 0カ所 １カ所

2-15 Ｄｒカー（車）の配置 0カ所 ２カ所配置される

2-16 周産期医療の専門スタッフの配置状況 調査 増加傾向へ

2-17 情報公開をしている医療機関の数 調査 増加傾向へ

2-18
思春期保健福祉体験学習事業を実施している
市町村の数 ('00）23カ所 *10 増加

2-19
思春期保健福祉体験学習事業を受講した子ど
もの数 調査 増加傾向へ

2-20 性教育に専門家を活用する学校の数 調査 増加傾向へ

2-21
母性・父性を育成する教育を実施している学
校の数 調査 増加傾向へ

*1*2*3*8*9 沖縄県の母子保健
*4 小児保健協会の調査
*5 H11年度沖縄県総合保健協会事業年報
*6 H12年度児童・生徒の食生活調査（小学校４年生）
*7 H11年中央保健所、H12年石川・北部保健所調べ（3カ所平均）
*10 市町村母子保健事業実績
*11*12 小児保健協会低体重児等の出生要因調査

　(取り組みの目標）　　２　妊娠・出産に安心して臨む周産期保健医療体制の充実

指　　　　　　標

【　保健水準の指標　】

【　行政・関係機関等の取り組みの指標　】

現状（ベースライン）
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(取り組みの目標） ３ 育児不安・育児ストレス・児童虐待を解消し子どもの心の成長を促進する

2010年の目標

【保健水準の指標】

3-1 虐待による死亡数 （'00）    0 0

3-2 児童相談所への虐待相談件数 （'00）  275件 *1 増加を経て減少へ

3-3 子育てが楽しいと感じる親の割合 （'00） 90.7% *2 増加傾向へ

3-4 産後うつ病の発生率 調査 減少傾向へ

【住民自らの行動の指標】

3-5 リフレッシュする時間がある母親の割合 調査 増加傾向へ

3-6 地域にある育児サークル数 調査 増加傾向へ

3-7 育児の協力者がいる母親の割合 （'00） 96.1% *2 増加傾向へ

3-8 育児について相談相手のいる母親の割合 調査 増加傾向へ

【行政・関係機関等の取組の指標】

3-9 ふれあい体験学習を実施している市町村の数 （'00）23市町村*3 倍増

3-10 両親教育を行って医療機関の数 調査 増加傾向へ

3-11 乳幼児の健康診査に満足している者の割合 調査 増加傾向へ

3-12
育児支援に重点をおいた乳幼児健診を行って
いる市町村の数

調査 全市町村

3-13
自助グループの活動を支援する保健所・市町
村の数

調査 増加傾向へ

3-14 虐待防止ネットワークを設置する市町村の数 （'01）３市 *4 増加傾向へ

*1  H13年度 厚生労働省調査

*2  H12年度 乳幼児健康診査報告書

*3  H12年度 沖縄県の母子保健

*4  H13年度 母子保健事業補助金ヒヤリング

指   標 現状（ベースライン）
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（取り組みの目標） ４ 生まれた子が元気にたくましく育つための環境整備

指標 2010年の目標

【保健水準の指標】
（'00)（人口10万対)
0才　　  　6.1

4-1 不慮の事故死亡率 1才～4才   4.5 半減
5才～9才     0 *1
10才～14才 1.1
15才～19才26.2

4-2 乳児のＳＩＤＳ死亡率
（'00）(人口10
万対)91.8

*1 半減

4-3 幼児（１～４歳）の死亡率
（'00）(人口10
万対)30.2

*1 半減

4-4 麻疹の患者発生数 （'00)1,343人 *2 100人以下

4-5 結核（１９歳以下）の発生数 （'00）　 5人 *3 0

4-6
小児の生活習慣病予備軍の率or肥満率（ローレ
ル指数160以上）

('01)小学生
（男）2.17%
（女）1.35%

*4 減少傾向

4-7 ３歳児のう蝕有病者率 ('01) 55.1% *5 30%以下

4-8
障害を持っていても在宅で生活を楽しむことが
できる子どもの割合

調査 増加傾向へ

4-9 満足している保護者の割合 調査 増加傾向へ

【住民自らの行動の指標】

4-10 心肺蘇生法を知っている親の割合 調査 100%

4-11
１歳６ヶ月児までにＢＣＧ接種が終了している
者の割合

('00) 86.7% *6 95%

4-12 麻疹の予防接種率 ('00) 71.3% *7 95%

4-13
感染症・予防接種の基礎知識を持っている人の
割合

調査 増加傾向へ

4-14 バランスのとれた食事を摂っている家庭の割合 調査 増加傾向へ

4-15 一定以上の運動をしている子どもの割合 調査 増加傾向へ

4-16 ゆったりする時間の持てる子の割合 調査 増加傾向へ

4-17 野外での遊びを楽しむ子どもの割合 調査 増加傾向へ

4-18 自然に触れる機会のある子どもの割合 調査 増加傾向へ

4-19 障害児に対する理解度 調査 増加傾向へ

【行政・関係機関等の取組の指標】

4-20 事故防止に取り組む市町村の数 調査 100%

4-21 専門家を対象にした勉強会・研修会の回数 調査 増加傾向へ

4-22 無料で受けられる予防接種の数 ('01)１種類 *8 増加傾向へ

4-23 子どものためのイベントの数 調査 増加傾向へ

4-24
身近に安心してあそべる所があると答える親の
割合

調査 増加傾向へ

4-25 在宅支援訪問及び外来療育等指導件数
('00)訪問 52件
外来715件

*9 増加傾向へ

4-26 地域生活支援件数 ('00) 370件 *9 増加傾向へ

4-27 施設一般指導件数 ('00)  30件 *9 増加傾向へ

4-28 障害者に関するバリアフリー度 調査 増加傾向へ

4-29 地域での医療とのネットワーク会議の回数 調査 増加傾向へ
*1  人口動態統計 *6  乳幼児健康診査報告書（小児保健協会）
*2  感染症発生動向調査 *7  定期予防接種実施状況
*3  結核発生動向調査 *8  福祉保健部健康増進課感染症係による調査
*4　学校保健統計調査報告書 *9  障害児（者）地域療育支援事業実施状況
*5  ３歳児歯科健康診査 　　（障害保健福祉課の概要）

現状（ベースライン）
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