
平成28年度 

がん対策の実施状況等について 

平成 29 年 9 月 

名  古  屋  市 
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１  がんの予防の推進等（ 第5条関係）

喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する知

識の普及啓発その他のがんの予防の推進のために必要な施策として、がん検診ガイド

の配布、 喫煙防止対策等を実施しました。  

また、がんに対する理解及びがんの予防に関する知識を深めるため、がんに関する

学習補助教材を小学6年生及び中学3年生を対象に配布し、学習の中での活用を図り

ました。

事業等 事業内容 実 績

がん検診ガイド がんを予防するための知識等を掲

載した冊子を全世帯へ配布

配布数 

約1, 070, 000冊 

禁煙の日街頭キャ

ンペーン

スワンスワンの日（ 毎月22日） 等

に、 地下鉄駅周辺等において、 啓

発物品の配布による普及啓発

実施回数 

10回 

建物内全面禁煙実

施施設認定事業

飲食店・ 企業・ 事務所等において、

建物内全面禁煙を実施している施

設を認定

認定施設数 

3, 246施設 

（ 平成28年度末）  

子どもの受動喫煙

防止対策

母子健康手帳交付及び新生児訪問

指導の際に、 受動喫煙の害に関す

るリーフレット の配布による普及

啓発

保健所においてリーフレッ

ト を配布

大学・短期大学と連

携した若年からの

喫煙防止対策

学生を対象とした喫煙の害、 禁煙

のメリット を内容とした啓発リー

フレット を作成し、 大学・ 短大あ

てに配布

16大学・ 短期大学あて配布 

9, 610部 
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事業等 事業内容 実 績

公立小中学校にお

ける取り組み 

小学6 年生及び中学3 年生を対象

として、 がんに関する学習補助教

材を配布し、 生活習慣病に関する

指導を実施 

保健の授業で教科書や学習

補助教材を活用した指導を

実施 

配布数 

小学6年生： 約17, 900人 

中学3年生： 約16, 900人 

子宮頸がん予防接

種

小学6 年生～高校1 年生相当年齢

の女子を対象に子宮頸がん予防接

�  種を定期接種として実施 

予防接種の接種件数 

 140件 

� 子宮頸がん予防接種は、平成25年6月14日以降、国の通知により積極的な接種勧奨を差

し控えている。  
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２  がんの早期発見の推進（ 第6条関係）  

がんの早期発見・ 早期治療を推進するため、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検

診、子宮がん検診、乳がん検診及び前立腺がん検診を実施しました。ワンコインがん

検診、無料クーポン券の配付及び休日検診等を引き続き実施するとともに、胃がん検

診において、 平成28年10月から新たに胃内視鏡検査を導入しました。  

また、国民健康保険や全国健康保険協会愛知支部（ 以下「 協会けんぽ愛知支部」 と

いいます。） の特定健康診査とがん検診の同時実施を行うとともに、 国民健康保険の

被保険者のうち、特定健康診査未受診者に対してがん検診の電話勧奨を行うなど、医

療保険者との連携による受診率向上の取り組みを実施しました。  

事業等 事業内容 実 績

ワンコインがん検

診

胃がん、 大腸がん、 肺がん、 子宮

がん、 乳がん及び前立腺がんの各

検診について、 自己負担金500 円

で実施（ 胃がん検診は拡充）  

�受診者数

胃がん  ：  60, 493人 

大腸がん ： 133, 736人 

肺がん  ： 133, 622人 

子宮がん ：  91, 405人 

乳がん  ：  51, 397人 

前立腺がん：  54, 698人

� ワンコインがん検診の実績の受診者数は、 がん検診推進事業及び保健所等における休日検

診等の実績の受診者数を含む総数
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� �  はじめました！胃内視鏡検査

胃がん検診の受診率向上を図るため、 従来の胃部エックス線検査に加えて、 平成

28年10月から新たに胃内視鏡検査を導入しました。  

対 象 者 ：  勤務先等で胃がん検診を受診する機会のない50歳以上の市民 

実 施 場 所 ：  市内の協力医療機関 

自己負担金 ：  500円（ 免除制度あり）  

受 診 間 隔 ：  2年度に1回 

 ・ 胃部エックス線検査との選択制 

  対象年齢は40歳以上、 受診間隔は 

1年度に1回 

・ 胃内視鏡検査を受診した翌年度は、  

胃部エックス線検査、 胃内視鏡検査 

とも受診不可 

受 診 者 数 ：  14, 666人（ 平成28年度）  

事業等 事業内容 実 績

がん検診推進事業 大腸がん、 子宮頸がん、 乳がんの

各検診について、 特定の年齢の方

を対象に検診手帳及び無料で受診

できるクーポン券を配付

受診者数

大腸がん ：  19, 265人 

子宮頸がん： 19, 558人

乳がん  ： 18, 051人

無料クーポン券対象者への個別受

診再勧奨について、 記載内容を充

実した案内を配付（ 拡充）

対象者数

205, 734人
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事業等 事業内容 実 績

保健所等における

休日検診

胃がん、 大腸がん、 乳がんの各検

診について、 休日に保健所や商業

施設などで実施

受診者数 

胃がん   ：     680人 

大腸がん  ：     733人 

乳がん   ：   1, 106人 

国民健康保険の特

定健康診査とがん

検診の同時実施

休日に行う 特定健康診査と 胃が

ん・ 大腸がん・ 肺がん検診の同時

実施

受診者数 

胃がん   ：    840人 

大腸がん  ：    963人 

肺がん  ：     968人 

協会けんぽ愛知支

部の特定健康診査

とがん検診の同時

実施

特定健康診査と 胃がん・ 大腸が

ん・ 肺がん・ 乳がん検診の同時実

施

受診者数 

 胃がん  ：   933人 

 大腸がん ：  1, 219人 

 肺がん  ：  1, 225人 

  乳がん  ：   477人 

国民健康保険の被

保険者への電話勧

奨

国民健康保険の被保険者のうち、

特定健康診査未受診者に対してが

ん検診の電話勧奨を実施

架電数 

 65, 751人 

協会けんぽ愛知支

部被扶養者への受

診勧奨 

協会けんぽ愛知支部の被扶養者に

対して、 受診勧奨及び個別再勧奨

ちらしを配布（ 拡充）

対象者数 

 受診勧奨 ：  75, 840人 

 個別再勧奨：  46, 790人 
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事業等 事業内容 実 績

医療機関での検診

案内

がん検診を実施している医療機

関においてポスターやちらし、ス

テッカーを掲示

医療機関数（ 平成28年度末）

胃がん（ エックス線検査）  

 ：  397機関 

 胃がん（ 内視鏡検査）  

      ：  255機関 

大腸がん  ：  947機関 

肺がん    ：  770機関 

子宮がん  ：  141機関 

乳がん    ：  133機関 

前立腺がん：  971機関 

がん検診ガイド がん検診の受診内容や受診方法、

受診できる医療機関の一覧を掲

載した冊子を全世帯へ配布

配布数 

約1, 070, 000冊 

乳がん月間（ 10月）

における取り組み 

職員によるピンクリボンバッ ジ

の着用による啓発

管理職員に配布、 着用 

約1, 300名

イベント・ 関係団体との連携を通

じた啓発

名古屋ピンクリボンフェスタ

（ 9 月25 日） やエシカル・ デ

ー・ なごや（ 10月16日） の開

催に合わせて自己触診法ポス

ターの配布や乳がん検診を実

施 

広報用映像の放映 市内映画館で放映 

10月8日～12月2日 
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事業等 事業内容 実 績

乳がんの自己触診

法普及事業 

乳がんの自己触診法の指導等を

保健所等で実施 

参加者数 

3, 933人 

広告媒体を活用し

た広報

がん検診の受診及び無料クーポ

ン券の利用を呼びかけるため、地

下鉄車内・ 壁面広告を実施したほ

か、新聞広告に著名ながん経験者

や医師の談話を掲載（ 拡充）

上飯田線を除く 地下鉄全線に

おける車内広告 

12月1日～1月31日 

名城線栄駅における壁面広告 

1月1日～1月31日 

新聞広告 

 3月19日～3月31日のうち

10日間 

市立大学との連携

による取り組み 

市立大学芸術工学部学生のデザ

インによるポスターやちらしを

配布 

ポスター配布数 

 約2, 750枚 

ちらし配布数 

 約5, 000枚 

がん対策協力協定 保険会社との協定によるがん検

診の普及啓発

保険会社との協定数

24社（ 平成28年度末）

金融機関との協定によるがん検

診の普及啓発

金融機関との協定数 

9社（ 平成28年度末）

健康増進支援シス

テム

がん検診や予防接種などの受診

歴や接種歴等を管理するシステ

ムを運用

がん検診の受診情報等を管理 
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事業等 事業内容 実 績

がん検診精度管理

推進会議

がん検診の精度管理についてよ

り深い議論を行うため、専門部会

を開催（ 拡充）

胃がん検診・ 大腸がん検診精

度管理専門部会 

 平成28年 12月 26日 

肺がん検診精度管理専門部会 

 平成29年  1月 23日 

子宮がん検診精度管理専門部

会 

 平成29年  2月 21日 

乳がん検診精度管理専門部会 

 平成28年 12月 26日 

前立腺がん検診精度管理専門

部会 

 平成29年  2月 24日 
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〔 参考〕

� がんの年齢調整死亡率及びがん検診の受診率 

本市の健康増進計画である「 健康なごやプラン 21(第2 次)」（ 計画期間: 平成25～

34 年度） の「 がん」 分野における指標として「 75 歳未満のがんの年齢調整死亡率」

及び「 がん検診の受診率」 を用いています。  

指 標 １
計画策定時 

（ 平成22年）

実 績 

（ 平成27年）

目標値 

�（ 平成27年）

75歳未満のがんの年齢調整 

 死亡率（ 人口10万人当たり）  
88. 3  79. 9 78. 5 

� 国のがん対策推進基本計画における年齢調整死亡率の目標年次にあわせ設定

指 標 ２
計画策定時 

（ 平成23年度）

実 績 

(平成28年度)

目標値 

（ 平成34年度）

がん検診の受診率

〔 名古屋市実施分〕

胃がん
 9. 6％ 

（ 28, 338人）

19. 9％ 

（ 28, 099人）

50％ 

（ 143, 000人）

大腸がん
21. 7％ 

（ 64, 029人）

25. 1％ 

（ 74, 502人）

50％ 

（ 143, 000人）

肺がん
17. 0％ 

（ 50, 068人）

21. 6％ 

（ 63, 979人）

50％ 

（ 143, 000人）

子宮がん
51. 5％ 

（ 76, 961人）

58. 9％ 

（ 85, 652人）

65％ 

 （ 94, 000人）

乳がん
35. 1％ 

（ 33, 483人）

47. 8％ 

（ 45, 389人）

50％ 

 （ 48, 000人）

前立腺がん
25. 8％ 

（ 19, 950人）

32. 4％ 

（ 24, 789人）

50％ 

 （ 37, 000人）

� 受診率及び受診者数の算出対象年齢は、 40歳から 69歳まで（ 胃がんは平成28年度から 50歳

から 69歳まで、 子宮がんは20歳から 69歳まで、 前立腺がんは50歳から 69歳まで）  

� 胃がん検診の受診率（ 平成28年度から）  

（ 前年度の受診者数＋当該年度の受診者数－2年連続受診者数） ／（ 当該年度の対象者数） ×100 

� 子宮がん、 乳がん検診の受診率 

（ 前年度の受診者数＋当該年度の受診者数） ／（ 当該年度の対象者数） ×100
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� がん検診を受診された方の精密検査の結果等（ 平成27年度）  

がん検診の受診の結果、「 要精密検査」 と判定された方へ精密検査の受診を勧めて

います。 平成 27 年度に本市のがん検診を受診された方の精密検査の結果等について

は、 以下のとおりです。  

区 分

受診者数

�

要精検

者 数

要 精

検 率

精検受

診者数

精 検

受診率

がん確定

診断者数

が ん

発見率

陽性反応

適 中 度

（ A）  （ B）  (B/A)  （ C）  (C/B)  （ D）  （ D/A） （ D/B）

胃がん 55, 294人 6, 097人 11. 0％ 4, 493人 73. 7％ 86人 0. 16％ 1. 41％

大腸がん 136, 935人 13, 394人 9. 8％ 8, 780人 65. 6％ 434人 0. 32％ 3. 24％

肺がん 133, 223人 6, 214人 4. 7％ 4, 443人 71. 5％ 95人 0. 07％ 1. 53％

子宮がん 93, 573人 2, 953人 3. 2％ 1, 825人 61. 8％ 42人 0. 04％ 1. 42％

乳がん 51, 560人 5, 191人 10. 1％ 4, 400人 84. 8％ 233人 0. 45％ 4. 49％

前立腺がん 55, 033人 5, 074人 9. 2％ 2, 932人 57. 8％ 458人 0. 83％ 9. 03％

� 受診者数は平成27年度に本市のがん検診を受診された方の総数であり、受診率の算出対象

受診者数とは異なる。  

� 要 精 検 率： がん検診受診者のうち、 精密検査が必要と判定された割合 

� 精 検 受 診 率： 要精検者のうち、 精密検査を受けた割合

� が ん 発 見 率： がん検診受診者のうち、 がんが発見された割合

� 陽性反応適中度： 要精検者のうち、 がんが発見された割合
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３  がん医療水準の向上、緩和ケア及び在宅療養の充実（ 第7条、第8条、第9条関係） 

西部医療センターの名古屋陽子線治療センターにおいて、 前立腺がん、 肝臓がん、

肺がん、 すい臓がん、 小児がん等を中心に治療を行いました。  

市立大学病院では、喜谷記念がん治療センター（ 東棟） において、 化学療法、放射

線治療、 緩和ケア外来等の高度な診断や集学的な治療を行いました。  

事業等 事業内容 実 績

市立病院での取り

組み

放射線治療装置「 リニアック」 で

の診療 

実施件数

延べ12, 992件 

緩和ケアチームによる回診 新規患者数 

82人 

外来化学療法 実施件数 

延べ5, 224件 

名古屋陽

子線治療

センター

外来での診療 新規受診患者数 

736人 

前立腺がん、肝臓がん、

肺がん、 すい臓がん、

小児がん等を対象とし

た陽子線治療の実施 

治療を開始した人数 

422人 

各種広報媒体の活用

や、 保険会社や金融機

関との協力協定に基づ

く セミ ナーの開催等に

よる広報活動の実施 

陽子線セミ ナー、講演会及び

市政出前ト ークの開催 

35回 

（ 参加者数2, 200人）  
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事業等 事業内容 実 績

市立大学病院での

取り組み

放射線治療装置「 リニアック」 で

の診療

実施件数

延べ9, 279件

緩和ケアチームによる回診 新規依頼件数

413件

手術支援ロボット「 ダ・ ヴィ ンチ」

を利用した手術症例

症例数 

 前立腺がん： 91症例 

 腎がん  ： 10症例 

喜谷記念

がん治療

センター

放射線治療装置「 ト モ

セラピー」 での診療

実施件数 

延べ5, 237件 

化学療法 実施件数 

延べ10, 712件 

緩和ケア外来での診療 実施件数 

延べ1, 027件 

がん登録の推進協

力

がん登録 登録数 

市立病院  ： 1, 445件

市立大学病院：  2, 183件 

医療監視の際に、 がん登録の制度

についてちらしなどにより全病院

へ周知

配布数 

129件（ 市内全病院）  
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４  がん患者等の支援（ 第10条関係）  

がんの症状や治療法についての情報提供を行う相談窓口として、また、患者同士の

交流による闘病や治療体験を語り励まし合うための拠点として、がん相談・ 情報サロ

ン「 ピアネット 」 を運営し、がん患者やその家族が直面するさまざまな疑問や悩みに

きめ細かく 対応しました。

また、 がん患者の仕事と治療の両立を支援するため、 平成28 年8 月から新たにピ

アネット において専門の相談員による個別相談を開始するとともに、企業等を対象と

した啓発を実施しました。  

事業等 事業内容 実 績

ピアネット におけ

る相談支援

がん医療や緩和ケア、在宅医療など

に関するがん患者や家族からの相

談に対応

相談件数

来所： 254件

電話： 530件

がん患者同士によるサロンの開催 開催回数

26回（ 参加者数353人）

西部医療センター

における相談支援

がん医療に取り組んでいる西部医

療センターにおいてがん患者や家

族からの相談に対応

相談件数 

315件 

市立大学病院にお

ける相談支援セン

ターの運営

地域がん診療連携拠点病院として

がん相談支援室を設置しがん患者

や家族からの相談に対応

相談件数 

962件 
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事業等 事業内容 実 績

働く 世代のがん患

者の支援

企業の人事・労務管理担当者等を対

象とした講演会を開催

働く 世代のがんサポート セ

ミ ナー「 大切な人材をがん

から守る 支援する」  

9月 9日（ 参加者数323人）

ピアネット においてがん患者の仕

事と治療の両立を支援するため、専

門の相談員による個別相談を開始

（ 新規）

相談件数 

 24件 

名古屋陽子線治療

センターにおける

患者負担軽減策

治療料減免制度： 1年以上の市内在

住者につき 1治療あたり 20万円を

減免

減免件数 

101件 

利子補給制度： 1年以上の市内在住

者が金融機関から治療費に要する

融資を受けた場合に支払利子に対

して助成

利用件数 

5件
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５  情報収集及び提供（ 第11条関係）  

がん相談・ 情報サロン「 ピアネット 」 において、 がんに関する情報の収集や提供を

行いました。

また、がん検診ガイドや検診手帳を配布することにより、名古屋市のがん検診の内

容や意義及びがんになった場合の相談窓口等の案内を行いました。

事業等 事業内容 実 績

ピアネット の運営 がん医療及びがん患者等の支援に

ついての情報収集及び提供

利用件数 

来所：   795件 

電話： 1, 567件 

市民を対象とした講演会を開催 働く 世代のがんサポート セ

ミ ナー「 大切な人材をがんか

ら守る 支援する」  

9月  9日 (参加者数323人)

「 進化する肺がん治療」  

2月 25日 (参加者数90人) 

イベント を通じた啓発 スマイルデーなごや（ 9月19日）

にブースを出展し、ピアネット

の紹介と利用勧奨を実施 

がん検診ガイド に

よる情報提供

がんを予防するための知識やがん

検診の内容、 受診できる医療機関

の一覧等を掲載した冊子を全世帯

へ配布

配布数 

約1, 070, 000冊 

検診手帳の配布 無料クーポン券の対象者に、がん検診

の内容及びがんになった場合の相談

窓口等を記載した検診手帳を配布

配布数 

約206, 000冊 
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６  名古屋市がん対策推進条例に基づく 実施状況 

名古屋市がん対策推進条例施行後4年が経過したことから、これまでの名古屋市の

がん対策の実施状況について評価し、 今後の課題を明らかにするため、 平成 28 年度

にがん対策専門部会を設置したほか、 アンケート 調査を実施しました。

今後の課題として、（ １） 訴求力のある広報の実施と社会風土の醸成、（ ２） がん検

診の受診率向上に向けたさらなる取り組みの実施、（ ３ ） 世代やがんの特性に応じた

きめ細かい患者支援、（ ４ ） 関係機関との協働による一体的ながん対策の実施の４ 項

目が明らかになりました。

事業等 事業内容 実 績

がん対策専門部会 がん対策の関係者が意見交換を行

い、 施策を効果的かつ円滑に実施

することを目的として開催（ 新規）

構成： がん患者及び家族で構成さ

れる団体、 学識経験者、 保

健・ 医療・ 福祉関係、職域・

地域関係、 公募市民等 

第１回 平成28年 4月 27日

第2回 平成28年10月 24日

がん対策にかかる

アンケート 調査

がん検診受診率のさらなる向上に

向けた取り組みを進めるととも

に、 がんに関する様々 な課題やニ

ーズを把握し、 がん患者の支援の

あり方の検討を目的として調査を

実施（ 新規）

実施期間： 平成28年6月～7月 

回収数 

市民    ：  3, 921人 

 企業    ：   568社 

 協会けんぽ被扶養者 

       ：  1, 581人 

 がん患者等 ：  1, 600人 

 病院    ：  22病院 



� 名古屋市がん対策推進条例 

平成24年3月28日 

条例第31号 

人間とがんとの闘いの歴史は、 古代にまでさかのぼることができます。 がんは、 今や我が国に

おいて 2 人に1 人が侵される「 国民病」 といわれています。 一方、 医学界始め関係各界において

がん撲滅に向けた力強い取組みが展開されており、 がんの予防の推進からがん医療水準の向上ま

で、 着実に成果は上がっています。 私たちは、 これら英知を結集し、 都市をあげてがんに立ち向

かうことを決意します。  

名古屋市は、 がんに打ち勝つためのあらゆる方策をみんなで考える都市として、 まずは、 がん

の予防を一層推進するため、 市民のがんに対する知識を高めることに力を注がなければなりませ

ん。また、子どもたちへのがん教育の重要性を強く 認識し、学習の機会を広げるよう努力します。

さらに、 がん患者及びその家族をまち全体で温かく 包み込み、 その負担を少しでも和らげる環境

をつく りあげていきます。  

がんに立ち向かう都市・名古屋の挑戦は、この条例の制定をもって終わるものではありません。

がんに打ち勝つため、 たゆまざる前進の第一歩として、 ここに名古屋市がん対策推進条例を制定

するものです。  

(目的) 

第1条 この条例は、本市のがん対策の基本となる事項を定めることにより、がんの予防及び早期

発見を推進するとともに、 地域のがん医療水準の向上を図り、 がんの克服に向けた市民総ぐるみ

によるがん対策の実施に資することを目的とする。  

(市の責務) 

第2条 市は、国、県、医療機関、医療関係団体、医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)

第7 条第7 項に規定する医療保険者をいう。 以下同じ。 )並びにがん患者及びその家族(以下「 が

ん患者等」 という。)で構成される団体その他の関係団体と連携を図りつつ、がん対策に関し必要

な施策を実施するものとする。  

(市民の役割) 

第3条 市民は、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防及び積極的ながん検診の受診に努め

るとともに、 市が実施するがん対策に協力するよう努めるものとする。  

(保健医療関係者等の役割) 

第4条 保健医療関係者(がんの予防及び早期発見並びにがん医療に携わる者をいう。)及び事業者

は、 市が実施するがん対策に協力するよう努めるものとする。  

(がんの予防の推進等) 

第5条 市は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する知

識の普及啓発その他のがんの予防の推進のために必要な施策を実施するものとする。  

2 前項のがんの予防の推進のために必要な施策は、 女性に特有のがん等、 性別及び年齢に応じて

好発するがんの種類を考慮して効果的に実施するものとする。  

3 市は、 がん教育を推進するため、 児童及び生徒が学習活動等を通じてがんに対する理解及びが

んの予防に関する知識を深めるために必要な施策を実施するよう努めるものとする。  

4 市は、 医療保険者及び事業者と連携を図りつつ、 職場におけるがんに関する正しい知識及びが

ん検診の普及啓発並びにがん患者等の支援に関する情報の提供に努めるものとする。  



(がんの早期発見の推進) 

第6条 市は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の質の向上を図るために必要な施策及びが

ん検診の普及啓発その他のがん検診の受診率の向上を図るために必要な施策を実施するものとす

る。  

(がん医療水準の向上) 

第7条 市は、県及び医療機関と連携を図りつつ、がん患者がそのがんの状態に応じた質の高い適

切ながん医療を受けることができるよう必要な環境整備に努めるものとする。  

2 市は、 県が効果的ながん対策の立案及びがん医療水準の向上に資する情報を得るために実施す

るがん登録の推進に協力するものとする。  

(緩和ケアの充実) 

第 8 条 市は、 県並びに医療機関その他関係機関及び関係団体と連携を図りつつ、 緩和ケア(がん

患者の身体的苦痛、 精神的苦痛その他の苦痛又は社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、

看護、 介護その他の行為をいう。 )の充実を図るために必要な環境整備に努めるものとする。  

(在宅療養の充実) 

第9条 市は、県並びに医療機関その他関係機関及び関係団体と連携を図りつつ、がん患者等の意

向により、 その居宅において療養できるよう必要な環境整備に努めるものとする。  

(がん患者等の支援) 

第 10 条 市は、 がん患者等のがんの罹患に伴う負担の軽減に資するよう、 がんに関する相談体制

の充実その他のがん患者等の支援のために必要な施策を実施するよう努めるものとする。  

2 市は、 がん患者等で構成される団体その他の関係団体が行うがん患者の療養生活の質の維持向

上に資する活動並びにがんの予防及び早期発見を推進する活動の支援に努めるものとする。  

(情報収集及び提供) 

第 11 条 市は、 市民ががん医療に関する適切な情報を得られるよう、 県及び医療機関と連携を図

りつつ、 がん医療に関する情報の収集に努めるものとする。  

2 市は、 市民に対し、 がん医療及びがん患者等の支援に関する情報を提供するために必要な広報

活動を実施するよう努めるものとする。  

(財政上の措置) 

第12条 市は、 がん対策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。  

(市会への報告) 

第 13 条 市長は、 毎年度、 本市のがん対策の実施状況等を取りまとめ、 その概要を市会に報告す

るものとする。  

(委任) 

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、 市長が定めるものとする。  

附 則 

1 この条例は、 公布の日から施行する。  

2 この条例の規定については、 この条例の施行後 4 年を目途として、 この条例の施行状況等を勘

案して検討が加えられ、 必要があると認められるときは、 所要の措置が講ぜられるものとする。  

3 前項の検討は、 幅広く 市民の意見を聴取して行われるものとする。  


