
◎市単独事業

目　　　　　　標 目標受診率 対　　象　　者 個人負担等

【集団健診】

歯周病の早期発見・早期治
療に努める

20% 40歳・50歳・60歳・70歳 無　料

市民の健康の保持・増進に努
める

一般市民 無　料

中高年の介護予防や健康づくり
に努める

一般市民 無　料

結核の早期発見に努める 60% 65歳以上 無　料

【個別検診】

免許の申請事務がスムーズに
行くように努める

医師・歯科医師・栄養士・
調理師等の免許申請者

無　料

40歳未満：通算6回
40歳～43歳未満：通算3回

1回10万円を上限とする

市内に住民登録をし
ている夫婦

助成期間：2年間
1年5万円を上限とする

妊婦 無　料

100% 妊婦 受診券（14枚）

55% 妊婦 受診券（1枚）

100% 新生児 1人3,000円助成

100% 乳児・産婦 無　料

産後うつや新生児への虐待
予防を図る

100% 産後2・4週間の2回 1人1回5,000円助成

心身の不調・育児不安がある産婦
の母体の保護・育児支援を行う

産後4か月未満の産
婦及びその子

ｻｰﾋﾞｽの区分・所得に
より自己負担あり

離乳食がスムーズに進むよ
うに支援する

70% 生後4か月児を持つ母親 無　料

98% 3～5か月児 受診券（1枚）

95% 9～11か月児 受診券（1枚）

95% 6か月児

93% 1歳児

98% 1歳6か月児

95% 2歳児

96% 3歳児

81% 4歳児

幼児・学童

早期療育を実施し，児の発達
支援に努める

要フォロー児並びに保護
者

子どもの発達段階での諸問
題の理解・軽減を図る

子ども（幼児）の発達に不
安・疑問を抱える親子

結核の予防 99% 1歳未満

ポリオ・百日咳・ジフテリア・
破傷風の予防 99%

生後3か月～7歳6か
月未満

日本脳炎の予防 97%
1期：3歳児・4歳児
2期：9歳～13歳未満

ジフテリア・破傷風の予防 85% 11歳～13歳未満

麻しん・風しんの予防 99%
1期：1歳～2歳未満
2期：小学校就学前の１年間

細菌性髄膜炎の予防 99% 生後2か月～5歳未満

小児肺炎の予防 99% 生後2か月～5歳未満

水痘の予防 95% 1歳～3歳未満

子宮頸がんの予防
積極的な接種勧
奨の差し控え中

小学校6年生～高校1
年生相当の女子

Ｂ型肝炎の予防 99% 1歳未満

ロタウイルスによる胃腸炎の予防 99%
生後6～24週に2回
生後6～32週に3回

高齢者の肺炎の予防 25%
65歳及び70～100歳
節目の特例対象者

1人3,000円助成
生活保護受給者：7,000円

季節性インフルエンザの重症化予防 70%
生後6か月～18歳相当の
人並びに65歳以上の人

１人2,000円助成
生活保護受給者：3,000円

風しん・先天性風しん症候群の予防
妊娠を希望する女性及び
そのパートナー等 １人5,000円助成

風しん・先天性風しん症候群の予防 30% 39歳～56歳の男性 無料

令　和　４　年　度　保　健　事　業　計　画 

事　　業　　名 実　施　会　場　・　時　期　等

時期：４月～５月

場所：財部保健福祉センター　大隅やごろう伝説の里　そお生きいき健康センター

【個別健（検）診】

内容：特定健康診査・胃がん検診

時期：６月～12月

場所：曽於市内指定医療機関及び曽於医師会加入医療機関

内容：大腸がん検診　＊郵送検診

時期：11月～12月

場所：指定医療機関

●歯周病検診 曽於郡歯科医師会加入の歯科医療機関へ委託（6月～12月）

◎市民ウォーキング 毎月10日にウォーキングマップを利用し，市内12コースをウォーキングする

◎音楽体操教室 そお生きいき健康センター（指導者は食生活改善推進員）

●結核検診（レントゲン） 各自治公民館等を巡回して実施

【集団検診】

内容：子宮頸がん検診・乳がん検診・骨粗しょう症検診

時期：７～9月

場所：財部保健福祉センター　大隅やごろう伝説の里　そお生きいき健康センター

内容：子宮頸がん検診・乳がん検診

時期：６～12月

場所：指定医療機関

●医師・栄養士・調理師等の免許
　 申請事務

本庁・保健課で受付

◎特定不妊治療費助成
令和４年度から保険適用となることに伴う国の助成を除した費用の一部
を助成

◎一般不妊治療費助成
体外受精及び顕微授精を除く不妊治療のうち,医療保険各法が適用され
ない治療に要した費用の一部を助成

●母子健康手帳交付 そお生きいき健康センターで月２回及び随意

●妊婦一般健診 鹿児島県内・都城市内の医療機関・その他希望する医療機関へ委託

◎妊婦歯科健診 曽於郡歯科医師会加入の歯科医療機関へ委託

●新生児聴覚検査 鹿児島県内・都城市内の医療機関・その他希望する医療機関へ委託

●乳児家庭全戸訪問事業
各家庭を保健師または助産師が訪問（母子の健康及び生活環境チェック
等）

●産婦健康診査 鹿児島県内・都城市内の医療機関・その他希望する医療機関へ委託

●産後ケア事業
産後ケア事業に取り組む助産所・病院に委託（宿泊型サービス・日帰り型
サービス）

◎離乳食準備教室 そお生きいき健康センターで月1回実施（年12回）

●3～5か月児健診 鹿児島県内・都城市内の医療機関

●9～11か月児健診 鹿児島県内・都城市内の医療機関

◎6か月児健康相談 そお生きいき健康センターで月1回実施（年12回）

◎1歳児健康相談 そお生きいき健康センターで月1回実施（年12回）

●1歳6か月児健診 そお生きいき健康センター（6回）・財部保健福祉センター（6回）実施（年12回）

◎2歳児歯科健診 そお生きいき健康センターで月1回実施（年12回）

●3歳児健診 そお生きいき健康センターで月1回実施（年12回）

◎4歳児歯科健診 そお生きいき健康センターで2か月に1回実施（年6回）

◎歯と口の健康教室 年1回，市内全保育園・幼稚園を巡回して実施，学童は随時実施

◎親子教室 そお生きいき健康センターで月1回実施（年12回）

◎幼児発達相談 そお生きいき健康センターで2か月に1回実施（年6回）

●ＢＣＧ

●四種混合（ポリオ・百日咳・
　 ジフテリア・破傷風）

●日本脳炎1期・2期

●二種混合（ジフテリア・破傷風）

●麻しん・風しん混合（ＭＲ）
　 1期・2期

●Ｈｉｂ（ヒブ）ワクチン

●小児用肺炎球菌

●水痘ワクチン

●子宮頸がんワクチン

●Ｂ型肝炎ワクチン

●ロタウイルス（Ｒ2.10～）

●高齢者肺炎球菌

●◎インフルエンザ
原則として，曽於医師会及び鹿児島県医師会へ委託。接種期間（10月～
2月）

◎風しん 償還払い方式

●風しんの追加的対策（Ｈ31～Ｒ6） 「集合契約」参加医療機関等で実施

●特定健康診査・保健指導 53％・56％
40歳～74歳の国保加入
の男女・生活保護受給者

無料
内容：特定健康診査・胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診・腹部超音波検診・前
立腺検診・肝炎ウイルス検診

◎40歳未満健康診査 20%
30歳～39歳の　　　　　　　
国保加入者

無料

●後期高齢者健康診査 20% 75歳以上の男女 無料

●胃がん検診 10% 40歳以上の男女
1,000円

非課税者：無料

●大腸がん検診 20% 40歳以上の男女
300円

非課税者：無料

●肺がん検診(読影） 15% 40歳以上の男女
300円

非課税者：無料

◎腹部超音波検診 40歳以上の男女 2,500円

◎前立腺検診 50歳以上の男性 800円

●肝炎ウイルス検査
　 （Ｂ型・Ｃ型）

肝炎による健康障害回避，症状の
軽減，進行の遅延を図る

15%
40・41・45・46・50・51・55　　　　　　　　　　

56・60・61・65・66・70・71歳 無　料

●子宮頸がん検診

女性のがんの早期発見・早期
治療に努める

20% 20歳以上の女性
800円

非課税者：無料

●乳がん検診 20%

50歳以上の女性
700円（一方向）
非課税者：無料

40歳～49歳の女性
1,200円（二方向）
非課税者：無料

●骨粗鬆症検診
女性の骨粗鬆症を防ぎ，寝たきり
予防に努める

40歳以上の女性 400円

歯科保健の向上に努める

生活習慣病予防並びに病気
の重症化を防ぐ

がんの早期発見並びに早期
治療に努める

すこやかな妊娠生活を送り，
安全な出産が迎えられるよう
に支援する

安心して育児ができる環境作
りと児の発達に即した援助や
疾病の早期発見に努める

無　料

無　料

原則として，曽於医師会及び鹿児島県医師会へ委託
接種期間（4月～3月）

＊日本脳炎の接種対象者については,経過措置あり。


