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１ 市の責務（第 2条関係） 

 

健康なごやプラン 21推進会議の専門部会である、がん対策専門部会において、県、

医療機関、医療関係団体、医療保険者やがん患者等で構成される関係団体等が、がん

対策に関係する施策を効果的かつ円滑に実施するための意見交換を行いました。 

 

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 

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 

令和元年 7月 24日 
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２ 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

（6月頃）の全世帯配布、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。 

さらに、がんの仕組み、原因と予防、早期発見・治療・支援等について知っていた

だくため、がんの出張講座を実施しました。 

 

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 1,115,000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 

6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 

3,610施設 

（令和元年度末） 

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 

保健センターにおいてリー

フレットを配布 
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事業等 事業内容 実 績 

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 

10大学・短期大学あて配布 

8,760部 

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 18,800人 

 中学 3年生：約 16,700人 

        

がんの出張講座 地域に出張して、がんの仕組み、

原因と予防に関する講座を実施 

実施回数※1 

 3回 【全 6回中 3回中止】 

参加人数 

 96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 ※2 

予防接種の接種件数 

 726件 

※1新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため一部中止 

※2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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３ 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。 

令和元年度より、精密検査の受診啓発・受診方法等を掲載したリーフレットを、精

密検査未受診者への受診勧奨時に配付しました。 

 

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 

受診者数 ※ 

胃がん  ： 61,535人 

大腸がん ：134,021人 

肺がん  ：136,969人 

子宮がん ： 91,524人 

乳がん  ： 51,556人 

前立腺がん： 58,426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センター等における

休日検診等の実績の受診者数を含む総数 
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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 ：19,480人 

子宮頸がん：19,199人 

乳がん  ：19,168人 

無料クーポン券対象者への個別

受診再勧奨を実施 

対象者数 

214,211人  

保健センター等に

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、休日に保健センター

や商業施設などで実施 

受診者数※ 

胃がん   ：26回 543人  

【全 30回中 4回中止】 

大腸がん  ：26回 578人  

【全 30回中 4回中止】 

乳がん   ：22回 680人 

【全 26回中 4回中止】 

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  ：35回   792人  

【全 38回中 3回中止】 

大腸がん ：35回 1,030人 

【全 38回中 3回中止】 

肺がん  ：35回 1,004人 

【全 38回中 3回中止】 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため一部中止
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事業等 事業内容 実 績 

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  ：32回   627人 

【全 41回中 9回中止】 

大腸がん ：32回 1,010人 

【全 41回中 9回中止】 

肺がん  ：32回   877人 

【全 41回中 9回中止】 

乳がん  ：11回   316人 

【全 20回中 9回中止】 

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 

 41,991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 

対象者数 

 受診勧奨 ：75,951人 

 個別再勧奨：48,440人 

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（令和元年度末） 

胃がん（エックス線検査） 

 ：  333機関 

 胃がん（内視鏡検査） 

      ：  282機関 

大腸がん  ：  975機関 

肺がん    ：  782機関 

子宮がん  ：  143機関 

乳がん    ：  134機関 

前立腺がん：1,003機関 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため一部中止 
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事業等 事業内容 実 績 

薬局での検診案内 市内の薬局においてポスターや

ちらしを掲示 

ポスター配布数 

 約 1,100枚 

ちらし配布数 

 約 22,000枚 

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 1,115,000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 

なごや☆子どもCity（11月3日）

と同会場で出張講座と乳がん検

診を実施 

（出張講座参加者数：25人 

 乳がん検診受診者数：30人） 

広報用映像の放映 市内映画館で放映 

10月 4日～10月 31日 

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

保健センター等で実施 

参加者数 

5,272人 

乳がんの自己触診法を掲載した

リーフレットを配布 

配布数 

 約 9,000枚 
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事業等 事業内容 実 績 

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、新聞広告に著名人のがんに関

する談話を掲載 

上飯田線を除く地下鉄全線に

おける車内広告 

1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 

 2月 19日～3月 30日のうち

6日間 

がんの出張講座 地域に出張して、がん検診やがん

の早期発見に関する講座を実施 

実施回数※ 

 3回 【全 6回中 3回中止】 

参加人数 

 96人 

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 1,300枚 

ちらし配布数 

 約 53,000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（令和元年度末） 

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（令和元年度末） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため一部中止 
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事業等 事業内容 実 績 

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 

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 

胃がん検診・大腸がん検診精

度管理専門部会 

 令和元年 12月 19日 

 

肺がん検診精度管理専門部会 

 令和 2年 2月 28日 

 （新型コロナウイルス感染 

 症の拡大防止のため中止） 

 

子宮がん検診精度管理専門部

会 

 令和元年 12月 4日 

 

乳がん検診精度管理専門部会 

 令和 2年 2月 3日 

 

前立腺がん検診精度管理専門

部会 

 令和 2年 1月 7日 
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事業等 事業内容 実 績 

精密検査未受診者

への受診勧奨 

精密検査の受診啓発・受診方法等

を掲載したリーフレットをがん

種別に配付 

発行部数 

胃がん  ：3,500部 

大腸がん ：9,700部 

肺がん  ：5,000部 

子宮がん（若年者向け）： 

      3,500部 

子宮がん（一般向け）： 

      3,000部 

乳がん  ：3,000部 

前立腺がん：5,300部 
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〔参考〕 

 

○がん検診の受診率及び精密検査受診率 

 

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～

令和 4年度）について、平成 29年度に中間評価を実施し、「がん検診の受診率」の目

標値を平成 28 年度の対象者数等をもとに設定しています。また、国の第 3 期がん対

策推進基本計画に「精密検査受診率」の数値目標が掲げられたことから、本市におい

ても同数値目標を平成 30年度から新たに指標に追加しています。 

 

指 標 
計画策定時 

（平成 23年度） 

中間評価時 

（平成 28年度） 

実 績 

(令和元年度) 

目標値 

（令和 4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） 

23.4％ 

（26,970人） 

50％ 

（52,000人） 

大腸がん 
21.7％ 

（64,029人） 

25.1％ 

（74,502人） 

23.9％ 

（68,105人） 

50％ 

（148,000人） 

肺がん 
17.0％ 

（50,068人） 

21.6％ 

（63,979人） 

19.8％ 

（56,502人） 

50％ 

（148,000人） 

子宮がん 
51.5％ 

（76,961人） 

58.9％ 

（85,652人） 

59.0％ 

（84,849人） 

65％ 

（96,000人） 

乳がん 
35.1％ 

（33,483人） 

47.8％ 

（45,389人） 

49.0％ 

（44,280人） 

50％ 

（47,000人） 

前立腺がん 
25.8％ 

（19,950人） 

32.4％ 

（24,789人） 

32.5％ 

（23,545人） 

50％ 

（38,000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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指 標 
中間評価時 

（平成 27年度） 

実 績 

(平成 30年度) 

目標値 

（令和 4年度） 

がん検診の精密検査

受診率 

〔名古屋市実施分〕 

胃がん 73.7％ 84.0％ 90％ 

大腸がん 65.6％ 65.5％ 90％ 

肺がん 71.5％ 74.7％ 90％ 

子宮がん 61.8％ 64.1％ 90％ 

乳がん 84.8％ 86.1％ 90％ 

前立腺がん 57.8％ 58.3％ 90％ 

✽表中の年度は、本市のがん検診を受診した年度 

✽精密検査受診率とは、要精密検査と判定された方のうち、精密検査を受けた方の割合 
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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 30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 30 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 62,081人 6,065人 9.8％ 5,095人 84.0％ 165人 0.27％ 2.72％ 

大腸がん 138,514人 12,739人 9.2％ 8,350人 65.5％ 381人 0.28％ 2.99％ 

肺がん 138,741人 6,430人 4.6％ 4,805人 74.7％ 128人 0.09％ 1.99％ 

子宮がん 91,138人 3,422人 3.8％ 2,193人 64.1％ 41人 0.04％ 1.20％ 

乳がん 52,541人 4,169人 7.9％ 3,590人 86.1％ 239人 0.45％ 5.73％ 

前立腺がん 57,692人 4,308人 7.5％ 2,512人 58.3％ 386人 0.67％ 8.96％ 

※受診者数は平成 30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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４ 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、がん薬物療法、

放射線治療、緩和ケア外来等の集学的治療の提供を行いました。 

 

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 8,723件 

緩和ケアチームによる回診 新規患者数 

168人 

外来化学療法 実施件数 

延べ 6,857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 

825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 

574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 

30回 

（参加者数 1,285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 13,377件 

緩和ケアチームによる回診 新規依頼件数 

394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 

 胃がん  ：76症例 

 直腸がん ：44症例 

 膀胱がん ：16症例 

前立腺がん：85症例 

 腎がん  ：30症例 

 肺がん  ：23症例 

 縦隔腫瘍 ：25症例 

 子宮頸がん：16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 2,051件 

がん薬物療法 実施件数 

延べ 12,468件 

緩和ケア外来での診療 実施件数 

延べ 1,122件 

がん登録の推進協

力 

がん登録 

 

登録数 

市立病院  ：2,181件 

市立大学病院：2,613件 
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５ 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、相談員による個別相談や、がん患者同士によるサロンの

開催など、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、ピアサポーターによる出張個別相談支援を、西部医療センターだけで

なく、他の市内がん診療（連携）拠点病院でも実施しました。加えて、ピアサポータ

ー養成講座を実施し、世代やがん種・進行度など、がん患者のおかれている状況に応

じた様々な相談支援に対応できるよう、担い手の養成を行いました。 

平成 31 年 4 月より治療に伴う脱毛症状等によりウィッグを必要とするがん患者に

対し、ウィッグ購入費用を助成するとともに、ピアネットのピアサポーターがアピア

ランスケアについての相談支援を実施しました。 

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： 528件 

電話： 913件 

がん患者同士によるサロンの開催 

 

開催回数※ 

43回  

【全 48回中 5回中止】 

（参加者数 572人） 

市内がん診療（連携）拠点病院にお

ける院内ピアサポート（拡充） 

開催回数※ 

41回  

【全 49回中 8回中止】 

（相談件数 163件） 

若年者の在宅ターミナルケア支援

の出張相談 

出張相談件数 

1件 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため一部中止 
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事業等 事業内容 実 績 

ピアネットにおけ

る相談支援 

ピアサポーター養成講座の開催（新

規） 

開催回数 

12回 

（全講座受講者数 29人） 

若年者の在宅ター

ミナルケア支援 

20～30 代の末期のがん患者に対す

る在宅サービスにかかる利用料の

助成等 

利用決定者数：5人 

アピアランスケア

支援事業 

ウィッグの購入費用の助成や、相談

支援の実施（新規） 

助成件数 ：  776件 

相談等件数：1,774件 

名古屋市がんサポ

ートブック 

がん患者が利用できる相談機関や

支援制度を掲載した冊子を配布 

配布数 

 約 1,100冊 

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 

1,052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

がん相談支援室においてがん患者

や家族からの相談に対応 

相談件数 

597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 

協会けんぽ愛知支部の加入事業者

に対し、企業等の理解や配慮を促進

するためのちらしを配布 

配布数 

 約100枚 

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 

がんサポートセミナー2019

「がん治療と仕事の両立支

援と職場のがん対策」 

12月11日（参加者数 100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実施 

相談件数 

 42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 

51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 

6件 
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６ 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 

利用者数 

来所：  1,666人 

電話： 3,455人 

市民を対象とした講演会を開催 がんサポートセミナー2019

「がん治療と仕事の両立支

援と職場のがん対策」 

12月11日（参加者数 100人） 

「あなたや あなたの大切な人

ががんになったら」※ 

 3月24日【中止】 

がんの出張講座として、地域に出

張して、がんの治療や支援等に関

する講座を実施 

実施回数※ 

 3回 【全 6回中 3回中止】 

参加人数 

 96人 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため中止 
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事業等 事業内容 実 績 

ピアネットの運営 市内がん診療（連携）拠点病院に

おける院内ピアサポート（拡充） 

開催回数※ 

41回 【全 49回中 8回中止】 

（相談件数 163件） 

若年者の在宅ターミナルケア支援

の出張相談 

出張相談件数 

1件 

イベントを通じた啓発  スマイルデーなごや（7月 31

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 

 なごや☆子ども City（11月 3

日）と同会場で出張講座と乳が

ん検診を実施 

（出張講座参加者数：25人 

 乳がん検診受診者数：30人） 

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 1,115,000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 214,000冊 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため中止 
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〔参考〕 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



 

- 22 - 

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。 

 


