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令和 3年度がん対策推進事業実施報告書の発刊にあたって

平素は、滋賀県がん対策推進運動実行委員会が進めます事業に、ご理解、ご
支援を賜り厚くお礼申し上げます。
当委員会は、平成２５年度に滋賀県の呼びかけのもとで、がん患者団体や医

療関係者、事業所、行政等の関係団体が参画し、協力して、県内のがん対策の
普及啓発の推進に必要な事業を行うことを目的に立ち上げられ、関係団体それ
ぞれが一体となって事業の推進に取り組むためのコーディネートの役割を果た
しているところです。
がんは、日本人の２人に１人がかかると言われる身近な病気となり、新たな

治療方法や治療薬の開発などにより、がんと向き合いながら日常生活を送る人
も増える状況にある中で、がん対策の取り組みも多様となり様々に広がりつつ
あります。
一方で、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、私達の日常生活は大きな

影響を受けています。国立がん研究センターの調査によると 2020 年は 2019
年に比べて新規のがん診断や治療が減少しています。がん検診の受診控えや、
地方自治体のがん検診の延期などが影響していると考えられます。今後、適切
な時期にがん検診を受診できるようにすることが重要です。
当委員会では、これまでリーフレット・グッズの配布や啓発ＣＭのラジオ放

送、学校訪問による啓発活動、がん検診受診・啓発イベントを実施してまいり
ました。また、今年度は子宮頸がん・乳がん無料検診イベントを年間 13回実施
いたしました。新しい取り組みが、がん対策をさらに大きく進める力となるこ
とを切に願っております。
最後になりましたが、事業の趣旨にご賛同をいただき、ご支援とご協力を賜

りました協賛団体の皆さん、また、様々な活動にご尽力いただきました関係団
体の皆さんに深く感謝申し上げますとともに、今後の活動につきましても引き
続きご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。

令和 4年３月
滋賀県がん対策推進運動実行委員会
委 員 長 小 西 眞



実 施 内 容
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1.滋賀県がん対策推進運動実行委員会事業

(1)滋賀県がん対策推進運動実行委員会の開催
１）第 1回実行委員会（ハイブリット）
＊新型コロナウイルス感染防止対策として Zoomを利用しての会議
日 時：令和 3年７月 16日（金） 14時～15時半 11名出席
場 所：公益財団法人滋賀県健康づくり財団 １F大会議室
内 容：令和 3年度事業計画について

・子宮頸がん・乳がん検診プレゼント事業の進捗状況
・啓発動画の企画について
・啓発資材の活用について

２）第２回実行委員会（ハイブリット）
＊新型コロナウイルス感染防止対策として Zoomを利用しての会議
日 時：令和 4年３月 7日（月） 14時～15時半 11名出席
本 部：公益財団法人滋賀県健康づくり財団 １F大会議室
内 容：令和 3年度 滋賀県がん対策推進運動事業実施結果について

滋賀県がん対策推進運動事業 次年度の活動の方向性について
・がん検診受診啓発広告プロジェクトの広告方法について
・がん検診ススメ隊プロジェクトについて（子宮頸がん・乳がん無
料検診について）

・協賛について
・啓発資材について
・今後のイベント案
・無料がん検診イベントについて意見交換

-2-



 (2)滋賀県がん対策推進運動実行委員会事業実施内容
がんについての正しい知識を普及し、がん検診の受診活動をおこすことを

目的として以下 4 つのプロジェクトからなる活動を実施した。

1）がん検診受診啓発広告プロジェクト
①動画や活字で、見る人の心を動かすメッセージを発信
＜テレビ CM＞

15 秒間の啓発 CM を作成し、9 月～10 月の 2 か月間でびわ湖放送にて
CM35 本放送するとともに、滋賀県がん対策推進運動実行委員会ホームペー
ジに啓発動画を掲載した。合わせて子宮頸がん･乳がんの無料検診案内を掲載。

※参考：URL：kenkou shiga.securesite.jp/gantaisaku/

びわ湖放送 CM
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＜びわ湖放送 生放送番組＞

びわ湖放送の協力で、9月 10日「金曜オモロしが」の番組内で滋賀県健康
づくり財団 水田専務理事出演。がん検診受診啓発・無料子宮頸がん検診の
案内を行った。
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＜ラジオ CM＞

9 月～10 月の 2 か月間に 20 秒間の啓発ラジオ CM１6 本放送するととも
に、滋賀県がん対策推進運動実行委員会ホームページに啓発音声を掲載した。

＜エフエム滋賀「e radio 防災ハンドブック企画」＞
９月に配布される「防災ハンドブック」の広告欄にてがん検診受診・啓発を

実施した。県内全 226 小学校３年生～６年生対象に配布・設置。

エフエム滋賀 e radio CM

日本人の２人に１人は がんになる時代

私たちにできること がん検診

検診会場ではしっかりと感染症対策を行っています

無料の子宮頸がん・乳がん検診も実施中

詳しくは、滋賀県がん対策推進運動実行委員会ＨＰまで
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②啓発ノベルティとリーフレットについて
滋賀県がん対策推進運動実行委員会の名入れをしたがん検診に関するリー

フレット（がん検診 3200 部、乳がんセルフチェック 2600 部）を作成した。
日本対がん協会スローガン「コロナでも 変わらぬ習慣 がん検診」のメ

ッセージと実行委員会の名入れをしたマスクケース 6000 個を作成した。マ
スクケースのイラストは滋賀県がん患者団体連絡協議会より提供いただいた。
以前に作成した啓発ノベルティとあわせて、実行委員会構成団体が実施す

る啓発活動で配布した。

↓外面 内面→

＜啓発ノベルティ・リーフレット配布状況＞
①リーフレット（がん検診） ②リーフレット（セルフチェック） ③マスクケース

滋賀県臨床検査技師会
滋賀県歯科衛生士会
市立長浜病院
公益社団法人
滋賀県診療放射線技師会
滋賀医科大学医学部付属病院
滋賀県立総合病院
中外製薬株式会社
第一生命保険株式会社
住友生命保険相互会社
大樹生命保険株式会社
滋賀県患者団体連絡協議会
ＮＨＫ大津放送局
びわ湖放送株式会社
滋賀県健康づくり財団

小計
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＜啓発ノベルティ・リーフレットの活用状況＞

◎使用機会について
・健診センター利用者宛ての送付物に同封
・啓発イベントで配布
・病院にて患者相談時に配布
・職員スタッフ、学会員の意識向上目的に配布
・保険営業活動時に配布
・がん相談支援センター周辺に自由に持ち帰れるように設置
・子宮頚がんチラシと共に対象者へ配布
・「がんと向き合う週間」にて来院患者に配布
・子宮頸がん検診啓発に使用、商業施設にて設置配布
・びわ湖乳がん啓発ウォークにて配布

商業施設での設置配布状況

◎マスクケースの啓発資材としての使用印象について
・年内中に全て在庫が無くなったので、好評だったと思う。
・「がんと向き合う週間」では来院患者向けに配布し、好評だった
・無料がん検診チラシとあわせて活用して好評でした
・がん教育にて配布し、部活でマスクケースが必要なので嬉しいですと喜ばれました。
・友人から「デザインがいいな」とうらやましがられた。

◎次年度の希望について
啓発ノベルティとリーフレット共に次年度の希望が多く、リーフレット 2 種類共に
配布団体の 10割、マスクケースは約 9割希望があった。
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＜がんに関する意識調査＞
啓発ノベルティ（マスクケース）にアンケートQRコードを付けてがんに関
する意識調査アンケートを実施し、4名の回答があった。
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２）大切な人へのお手紙プロジェクト
小中学校でのがん教育実施後、受講者に家族等へ講義の感想、家族に伝え

たいこと等をメッセージカードに書いてもらい、がん検診に関するリーフレ
ットと一緒に家族等大切な人へ渡していただいた。メッセージカード・がん
検診リーフレットの配布枚数は 865 枚であった。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、4 校はリモート開催、1 校は水田医
師のがん教育動画の視聴となった。
 ＜がん教育実施状況＞

＜がん教育動画の作成＞
多くの方、団体等にがん、がん検診に

ついての知識を深めていただけるよう、
水田医師の講演を撮影した DVD を作成
した。滋賀県健康づくり財団の健診セン
ター受診者向けに動画再生。今後、滋賀
県がん対策実行委員会のホームページに
掲載する予定である。

実施日 実施校名 児童
生徒数

メッセージカード
リーフレット
配布数

実施方法

R3.9.3(金) 日野町立日野中学校 リモート開催（Zoom使用）

R3.11.5(金) 大津市立青山中学校 リモート開催（Teams使用）

R3.11.9(火) 豊郷町立豊日中学校 がん教育動画を視聴

R3.11.12(金) 大津市立青山小学校 リモート開催（Zoom使用）

R4.1.21(金) 東近江市立能登川中学校 リモート開催（Zoom使用）

合計

２）大切な人へのお手紙プロジェクト

小中学校でのがん教育実施後、受講者に家族等大切な人へ講義の感想、伝
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レットと一緒に渡していただいた。メッセージカード・がん検診リーフレッ
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新型コロナウイルス感染拡大の影響で、4 校はリモート開催、1 校は水田医
師のがん教育動画の視聴となった。
 ＜がん教育実施状況＞

＜がん教育動画の作成＞
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水田医師の講演を撮影した DVD を作成
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県がん対策実行委員会のホームページに
掲載する予定である。

実施日 実施校名 児童
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メッセージカード
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配布数

実施方法

R3.9.3(金) 日野町立日野中学校 リモート開催（Zoom使用）

R3.11.5(金) 大津市立青山中学校 リモート開催（Teams使用）

R3.11.9(火) 豊郷町立豊日中学校 がん教育動画を視聴
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合計
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３）がん検診ススメ隊プロジェクト

①がん講座出張セミナー
働く世代を対象にがん講座の出張セミナーを 6回実施した。5団体は集合

で実施し、1事業所は集合とリモートを併用した。

＜実施状況＞
実施日 団体名 受講者数 実施場所

R3.4.13(火) 株式会社メナード化粧品
富士見台若葉代行店 大津勤労福祉センター

R3.7.8(木) 守山市健康推進員運動部会 滋賀県健康づくり財団

R3.8.25(水) 大樹生命保険株式会社
滋賀支社

集　合　 7
リモート 17 大樹生命　滋賀支社

R3.11.5(金) 社会福祉法人滋賀同人会
大津老人ホーム 大津老人ホーム

R3.12.6(月) 滋賀県技能労務職員 滋賀県政策研修センター
(ピアザ淡海内)

R3.12.7(火) 滋賀県健康推進員団体連絡協議会 滋賀県健康づくり財団

計

-10-



②子宮頸がん・乳がん無料検診プレゼント事業
子宮頸がん・乳がん検診を無料でプレゼントし、がん検診の受診を促した。

費用の一部は日本対がん協会が発行する「がん検診無料クーポン券」を活用
した。
【実施方法】
対 象 者：滋賀県に住む、下記対象年齢のがん検診を受けたことのない、また
は 2018 年度４月以降子宮頸がん・乳がん検診を受診していない人

子宮頸がん検診：検診日時点で 20歳～39歳までの女性
乳がん検診：検診日時点で 40歳～69歳の女性
対象人数：子宮頸がん・乳がん検診それぞれ 50名ずつ
実施場所：公益財団法人滋賀県健康づくり財団 健診センター
実施日時：令和 3年 4月～令和 4年 3月の検診実施日午前中 13回
申込方法：申込み用紙を郵送、ＦＡＸまたはメールにて申し込む
実施内容：がん検診と併せて乳房セルフチェック啓発、がん関係リーフレット
の配布、各市町がん検診受診案内、がん検診に関するアンケート
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事業の周知：がん検診受診啓発広告プロジェクトの一環として実行委員によ
るチラシ配布、びわ湖放送テレビCM、エフエム滋賀ラジオ CM、大津商工会
議所折り込みチラシ、当財団ホームページへの掲載、当財団近隣の保育園・
幼稚園へのチラシ設置などを実施。
受診者数：子宮頸がん 38名、乳がん 50名
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受診者を対象に実施した「がん検診に関するアンケート」の結果等は下記
のとおり

検診を受けようと思った理由は「無料だから」が最も多かった。

きっかけは、「チラシ」、「人に勧められた」、「滋賀県健康づくり財団ホーム
ページ」の順に多かった。

次回(2年後)の受診方法では乳がんは市町の検診が最も多かった。
子宮頸がん検診受診者は次の検診について「わからない」と回答する人が

多かった。「受ける方法がわからない」という受診者には市町のがん検診の案
内を用いて受診方法を説明し、継続受診を勧めた。

●この検診を知ったきっかけ 複数回答

●この検診を受けようと思った理由 複数回答

●次回の受診方法 複数回答  

(% ) 

-13-



③びわ湖乳がん啓発ウォーク参加
乳がんの啓発のため、乳がん患者のつどい「あけぼの滋賀」主催のウォー

クイベントに事務局が参加し、マスクケース、リーフレットなどの啓発グッ
ズを配布した。

実施日と場所：令和 3 年 10 月 17 日 JR 長浜駅
令和 3 年 11 月 14 日 高島市メタセコイヤ並木

４）お知らせプロジェクト

①がんについての情報提供
滋賀県がん対策推進運動実行委員会ホームページに構成団体や県内がん対

策活動団体の活動を随時掲載した。また、がん検診に関する各種リーフレッ
トを実行委員会にて更新し、ホームページへ掲載した。

滋賀県健康づくり財団健診センター、特定保健指導利用者に配布した。
＜ホームページ URL＞

https://kenkou shiga.securesite.jp/gantaisaku/
＜各種リーフレット＞
・20 歳になったら子宮頸がん検診
・乳がんってどんな病気？
・がん検診で要精密検査となった方へ
・子宮がんってどんな病気？
・受けましょうがん検診
・従業員の健康は事業所の「力のみなもと」です
・がんになるかもしれませんリーフレット

③びわ湖乳がん啓発ウォーク参加
乳がんの啓発のため、乳がん患者のつどい「あけぼの滋賀」主催のウォー

クイベントに事務局が参加し、マスクケース、リーフレットなどの啓発グッ
ズを配布した。

実施日と場所：令和 3 年 10 月 17 日 JR 長浜駅
令和 3 年 11 月 14 日 高島市メタセコイヤ並木

４）お知らせプロジェクト

①がんについての情報提供
滋賀県がん対策推進運動実行委員会ホームページに構成団体や県内がん対

策活動団体の活動を随時掲載した。また、がん検診に関する各種リーフレッ
トを実行委員会にて更新し、ホームページへ掲載した。

滋賀県健康づくり財団健診センター、特定保健指導利用者に配布した。
＜ホームページ URL＞

https://kenkou shiga.securesite.jp/gantaisaku/
＜各種リーフレット＞
・20 歳になったら子宮頸がん検診
・乳がんってどんな病気？
・がん検診で要精密検査となった方へ
・子宮がんってどんな病気？
・受けましょうがん検診
・従業員の健康は事業所の「力のみなもと」です
・がんになるかもしれません
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<がん対策推進運動実行委員会ホームページアクセス数>

※2022 年 1～3月はサーバーの不具合により算出できませんでした。

②がん対策活動団体情報交換会の開催
活動の促進を図り、滋賀県のがん対策を推進することを目的として、県内

でがん対策に取り組む団体同士の情報交換会を開催した。なお、新型コロナ
ウイルス感染予防対策として、リモートでの参加枠を設けた。本部来場者と
リモート参加者は Zoomを利用して意見交換等を行った。

日 時 ：令和 3年 9月 27日（月）14時～16時
本 部 ：公益財団法人滋賀県健康づくり財団 小会議室
参加団体：本部での参加 2団体

Zoomでのリモート参加 9団体
内容：・各団体今年度事業予定について

・令和 3年度滋賀県がん対策団体・民間等自主事業費補助金について

がん対策活動団体情報交換会構成団体
No. 団 　 体　　名 No. 団　　体　　名

1 滋賀県がん患者団体連絡協議会 9 ピンクリボン長浜実行委員会

2 あけぼの滋賀 10
リレー・フォー・ライフ・ジャパン滋賀医科大
学実行委員会

3 公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 11 Lake Family（小児血液悪性腫瘍患者会）

4 滋賀肺がん患者会　肺ゆう会～しが～ 12 滋賀県歯科医師会

5 よりよいがん医療をめざす近江の会 13 ピンクリボンひこね実行委員会

6 婦人科がん患者会　Sweet　Pea 14 滋賀県健康寿命推進課

7
特定非営利活動法人
淡海かいつぶりセンター

15 公益財団法人滋賀県健康づくり財団

8 日本オストミー協会滋賀県支部

2021 年 2022 年
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③がん対策活動団体健康学習会
がん対策に取り組む団体の活動に有効な情報や健康に関する知識について

の学習を通して、活動の促進を図り、滋賀県のがん対策を推進することを目
的として実施した。
あけぼの滋賀と協力して乳がん患者の集いを 3 回開催した。

2.その他の啓発活動

リレー・フォー・ライフ・ジャパン滋賀医科大学オンラインイベントに参加
し、がんについての知識の普及やがん検診受診率向上に向けての活動を実施し
た。新型コロナ感染症の感染拡大を防ぐため、今年度もオンラインでの開催と
なった。オンラインで 9 月 11 日～10 月 10 日の期間で開催された「セルフリ
レーウォーク」に滋賀県健康づくり財団の職員 12 名が参加した。合計歩数
1586824 歩寄付された。寄付は、日本対がん協会運営する 『がん相談ホット
ライン 』の支援に使われ、24 名分の支援に繋げられる。

日 時 ：令和 3 年 10 月 16 日（土）～17 日（日）
開 催 ：特設ホームページにて動画配信
配信内容：・日本対がん協会啓発動画「がんのミニ知識」

・子宮頸がん、乳がん無料検診のご案内動画

3.日本対がん協会 がん検診無料クーポン券の活用
若い世代で増えている子宮頸がんや女性では最も罹患者数の多い乳がん、そ

れぞれの早期発見の機会となるよう、日本対がん協会が発行する「がん検診無
料クーポン券」を活用し、がん検診を実施した。今年度はがん検診ススメ隊プ
ロジェクトの子宮頸がん・乳がん無料検診プレゼント事業に活用した。

検診実施機関：公益財団法人滋賀県健康づくり財団
実施数 ：子宮頸がん検診 15 名

乳がん検診   25 名
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協 賛 団 体

（敬称略）

一般社団法人滋賀県医師会

ニプロ株式会社

株式会社メディック

社会医療法人誠光会

滋賀県農業協同組合中央会

滋賀県医師協同組合

第一生命保険株式会社 滋賀支社

東京海上日動火災保険株式会社 滋賀支店

日本電気硝子株式会社

公益社団法人滋賀県理学療法士会

医療法人社団仁生会甲南病院

日本生命保険相互会社 滋賀支社

-17-



滋賀県がん対策推進運動実行委員会委員
（敬称略）

滋賀県がん対策推進運動実行委員会事務局
公益財団法人滋賀県健康づくり財団（日本対がん協会滋賀県支部）内
〒520 0834 滋賀県大津市御殿浜6番28号
TEL：077 (536) 5210 FAX：077 (536) 5211
ホームページ：https://kenkou shiga.securesite.jp/gantaisaku/

：hoken1@kenkou shiga.or.jp

役職 氏名 所属団体

実行委員長 小西　眞 一般社団法人　滋賀県医師会

実行委員　副委員長 菊井　津多子 滋賀県がん患者団体連絡協議会

実行委員 村田　昌史 滋賀県がん診療連携協議会

実行委員 山口　秀富美 びわ湖放送株式会社

実行委員 小笠原　俊英 ＮＨＫ大津放送局

実行委員 德田　由晃 株式会社　滋賀銀行

実行委員 植田　俊矢 アフラック生命保険株式会社　滋賀支社

実行委員 髙橋　祐樹 東京海上日動火災保険株式会社

実行委員 坂本　須麻子 第一生命保険株式会社　滋賀支社

実行委員 藤田　良一 朝日生命保険相互会社　滋賀支社

実行委員 松本　千洋 中外製薬株式会社

実行委員 高橋　達也 住友生命保険相互会社　滋賀支社

実行委員 藤川　幸一 日本生命保険相互会社 滋賀支社

実行委員 角田　賢哉 大樹生命保険株式会社　滋賀支社

実行委員 藤田　恭子 滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課
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＊この実施報告書は、滋賀県がん対策推進運動実行委員会HPよりダウンロードが可能です

令和 3年度滋賀県がん対策推進事業実施報告書

令和 4年 3月発行

滋賀県がん対策推進運動実行委員会

事務局：公益財団法人滋賀県健康づくり財団
〒520 0834
滋賀県大津市御殿浜 6番 28号
TEL:077（536）5210
FAX:077（536）5211
URL:http://www.kenkou shiga.or.jp


