
平成２８年度茨城県がん検診推進強化月間実施要領 

 

１ 趣旨 

本県のがんによる死亡者数は年々増加し，昭和６０年以降，本県の死因の第１

位となっている。平成２６年には県内で８千６百人を超える方ががんで亡くな

っており，全死亡者数のうち約３人に１人の方ががんで亡くなっている状況で

ある。また，人口の高齢化に伴いがんの罹患者数も増加しており，一生のうちに

日本人の２人に１人は，何らかのがんに罹患すると言われている。 

がんによる死亡者数を減少させるためには，早期発見・早期治療が重要である

ことから，国の「がん対策推進基本計画」では，がん検診受診率を５０％以上に

することを目標としている。この目標を達成するため，国では毎年１０月を「が

ん検診受診率５０%達成に向けた集中キャンペーン月間」と定め，がん検診の普

及啓発活動に取り組んでいる。 

本県では，「茨城県総合がん対策推進計画－第三次計画－」において，がん検

診受診率の５０％達成を目標としており，受診率向上のため，がん検診受診率向

上企業連携プロジェクト協定の締結やがん検診推進サポーターの養成などの施

策を推進しているところである。 

 こうした状況の中，平成２７年１２月に「茨城県がん検診を推進し，がんと向

き合うための県民参療条例」を制定し，同条例において，県は，がん検診受診率

が５０％以上となるよう受診率向上に努めるとともに，がん検診推進強化月間

を設定し，がん検診の推進のための啓発，県民の参療の推進のための啓発及びが

ん対策の推進のために必要な啓発に取り組むこととした。 

 このため，毎年１０月を「茨城県がん検診推進強化月間」と定め，官民一体と

なり普及啓発活動を行うことで，県民一人一人のがん検診の受診促進及び参療

の意識を高めることとするものである。 

 

２ 主催 

 茨城県 

 

３ 協力 

 市町村 

茨城県がん検診受診率向上企業連携プロジェクト締結企業 

茨城県がん診療連携協議会 

茨城県がん検診推進協議会 

 

４ 後援 

 一般社団法人 茨城県医師会 

参考資料 11 



公益社団法人 茨城県歯科医師会 

公益社団法人 茨城県看護協会 

公益社団法人 茨城県薬剤師会 

一般社団法人 茨城県病院薬剤師会 

公益社団法人 茨城県診療放射線技師会 

公益社団法人 茨城県臨床検査技師会 

公益社団法人 茨城県理学療法士会 

公益社団法人 茨城県作業療法士会 

公益社団法人 茨城県栄養士会 

公益財団法人 茨城県総合健診協会 

公益財団法人 日立メディカルセンター 

公益社団法人 取手市医師会 

 

５ 実施期間 

 平成２８年１０月１日（土）から１０月３１日（月）まで 

 

６ 実施内容（例） 

（１）月間の周知 

 月間のポスターを作成し，関係各機関へ配布するほか，県庁展示ブース等を

利用し県民に対して月間の周知を図る。 

（２）資料の配布 

  がん検診に対する関心を高めるため，がん検診に関するリーフレット等を

配布する。 

（３）イベントの開催 

 がん検診の受診促進及び参療の意識醸成のため，県民を対象とした講演会，

パネル展等を開催する。 

（４）その他 

  上記のほか，各地域で本月間の趣旨に沿った行事等を行う。 



普及啓発活動（ポスター掲示，リーフレット配布等）
実施市町村 主な実施時期 主な内容 実施市町村 主な実施時期 主な内容

水戸市 10月

市広報誌でのPR
スマホアプリ「みとちゃん健康ウォーキング」での
PR
みとちゃん健康マイレージ（がん検診受診を必

那珂市
8月・9月・

10月

ポスター掲示
市広報誌でのPR
がん検診に関するパンフレット配布
乳がんモデル展示

日立市 10月

がん検診リーフレットの配布
市広報誌での月間PR
乳がんに関するパネル展示
視触診模型の展示等

筑西市 9月～11月
乳がん自己検診に関するパネル展示
乳がんモデルの展示

土浦市 10月
がん検診受診状況パネル展示
各種パンフレット配布
メールマガジンでの広報

坂東市 10月
ポスター掲示
がん検診に関するパンフレット配布
乳がん自己検診法のパネル展示

古河市 10月

ポスター掲示
健康川柳の募集
乳がん・子宮がんに関するパネル展示
乳がん・子宮がんに関するアンケート

稲敷市 10月
ポスター掲示
リーフレット配布
乳がんモデルの展示

石岡市 10月

ポスター掲示
リーフレットの配布
市広報誌でのPR
（乳がん自己検診法についてなど）

かすみがうら市 10月
ポスター掲示
リーフレット配布

結城市 9月・10月
ポスター掲示
市広報誌でのPR 桜川市 10月

乳がんの自己検診啓発ティッシュの配布
ポスター掲示

龍ケ崎市 10月
ポスター掲示
医療機関でのがん検診パンフレットの配布 神栖市 9月・10月

ポスター掲示
市広報誌でのPR
がん検診に関するパネル展示

下妻市 - 乳幼児健診時に，がん検診のPR 行方市
8月・9月・

10月・11月

月間の周知のチラシを配布
がん検診に関するリーフレットを配布
健康講話の実施（検診実施時）
乳幼児健診時に母親等に検診受診勧奨

常陸太田市 9月・10月
市広報誌でのPR
乳がん・子宮がん検診等のパネル展示

鉾田市 9月・10月

ポスター掲示
がん検診関するリーフレット配布
市広報誌への掲載
乳がんモデル展示

北茨城市 10月
ポスター掲示
市ホームページでのPR

つくばみらい市 10月
ポスター掲示
がん検診関するリーフレット配布
市広報誌への掲載

笠間市 10月
ポスター掲示
市広報誌でのPR

茨城町
9月・10月

・11月

ポスター掲示
がん検診に関するリーフレット配布
市広報誌でのPR

取手市 10月
ポスター掲示
市広報誌，ホームページでのPR

大洗町 10月
ポスター掲示
がん検診に関するリーフレット配布
市広報誌でのPR

牛久市 9月・10月
ポスター掲示
がんに関するパンフレット配布
乳がんに関するパネル展示

東海村 9月 市広報誌でのPR

つくば市 10月・11月

月間ロゴマーク・キャッチコピーの掲示
市広報誌でのPR
乳がんに関するリーフレット配布
乳がんに関するパネル展示

美浦村 10月
ポスターの掲示
がん検診に関するリーフレットの配布
適塩・バランスの良い一品の試食会

ひたちなか市 9月・10月
ポスター掲示
市広報誌でのPR
がん検診にk何するパンフレットの配布

阿見町 10月

ポスター掲示
ホームページでの周知
がんに関するリーフレットの配布
大腸がんトイレットペーパーの配布・設置

守谷市 10月

ポスター掲示
公共施設のモニターにて受診勧奨記事掲載
がん検診に関するパンフレット配布

大子町 8月～10月 ポスター掲示

利根町 10月

ポスター掲示
ホームページでの周知
町広報誌でのPR
町のメール配信でのPR

八千代町 10月・11月
ポスター掲示
町広報誌でのPR

（茨城県）
9月30日

～10月11日
がん検診推進強化月間パネル展
（茨城県庁舎2階県政広報コーナー）

茨城県がん検診推進強化月間平成28年度実績



まつり・大会・街頭キャンペーン
実施市町村 開催日 行事名等 内容 会場 備考

水戸市 9月25日 水戸まちなかフェスティバル 「まちなか保健室」にてがん検診尾PR 水戸市中心市街地

水戸市
（茨城県・後援）

11月3日 ピンクリボン千波湖ウォーク ピンクリボンPR 千波湖

土浦市 10月16日 土浦市健康まつり
がん予防啓発
がん検診案内
各種健康相談

土浦市保健センター
（土浦市下高津2-7-27）

古河市 10月8日・9日 第18回 古河関東ド・マンナカ祭り
健康チェックコーナーにおいてがん検
診受診勧奨リーフレットを配布

古河市中央運動公園
（古河市下大野2528）

結城市 10月29日 祭りゆうき2016
がん検診受診に関する案内及び粗品
配布，パネル展

けやき公園・
結城市民文化センターアクロス
（結城市中央町2-2）

祭りゆうきは
10月30日も開催

常陸太田市 10月22日 健康まつり
月間・がん検診の受診勧奨案内
乳がん検診（マンモグラフィ・超音波）の
実施

常陸太田市総合保健センター
（常陸太田市稲木町33）

笠間市 10月15日 健康づくり市民大会 月間の周知
笠間市総合公園
（笠間市箱田876-1）

取手市 11月13日 健康まつり
口腔がん検診
リーフレット配布
乳がん触診体験

取手ウェルネスプラザ
（取手市新町2-5-25）

つくば市 10月22日・23日 つくば健康フェスタ
NEWつくば健康マイレージのチラシ配
布

つくばカピオ
（つくば市竹園1-10-1）

鹿島市 10月22日・23日 鹿嶋まつり がん検診のＰＲ カシマサッカースタジアウム

筑西市 10月23日 協和健康まつり がん検診のPR

行方市 10月29日・30日 第3回行方ふれあいまつり がん検診受診勧奨等
霞ヶ浦ふれあいランド
（行方市玉造甲1234）

鉾田市
10月9日

10月10日
うまかっぺフェスタ がん検診のＰＲ 鹿島灘海浜公園

茨城町 11月6日 いばらきまつり がん検診受診勧奨・申込み案内等
茨城町総合福祉センター
「ゆうゆう館」駐車場
（茨城町小堤1037-1）

（NPO法人つくば
ピンクリボンの
会）

10月30日 ピンクリボンキャンペーン2016

ミニレクチャー
　高濃度乳房に気を付けよう
　乳がんと診断されるまで
「のの字の歌」体操
乳がんクイズ（プレゼントあり）
乳がん触診モデル展示など

LALAガーデン

（茨城県） 10月1日
茨城県がん検診推進強化月間
「がん予防・検診展」

がん検診に関するパネルの展示
がん検診・参療のリーフレット配布

イオンモール水戸内原
（水戸市内原2-1）
3階ブランシェス前

（茨城県・茨城県
診療放射線技師
会・つくばピンクリ
ボンの会）

10月30日
茨城県がん検診推進強化月間
「がん予防・検診+放射線+ピンクリボン展」

がん検診に関するパネルの展示
がん検診・参療のリーフレット配布
乳がん触診モデルの設置
医療被曝相談など

イオンモール水戸内原
（水戸市内原2-1）
2階ノースコート

（茨城県）
9月27日

10月18日
茨城県がん検診推進強化月間
街頭啓発

ポケットティッシュの配布
のぼりの掲出

9月27日：水戸駅
10月18日：土浦駅



講演会・研修会
実施市町村 開催日 講習会等の名称 内容

日立市 9月28日 乳がん予防講演会 乳がんの早期発見と予防について

龍ケ崎市 10月18日 講演会「大腸がんについて」 医師による大腸がんについての講演会

下妻市 10月4日ほか -
乳がん検診と自己検診の必要性の健
康教育

牛久市 10月29日 女性のためのヘルスアップセミナー
産婦人科医師による講演会
子宮がん検診の実施

高萩市 10月28日 がん予防・検診講習会 ピンクリボン会員のがん体験講習会

北茨城市 9月15日ほか がん予防教室
市内小中学校にてがん予防に関する
講話

ひたちなか市 10月18日 保健推進員研修 一般市民へのがんの知識の普及

取手市 9月・10月
乳がんで命をおとさないために
肺がんで命をおとさないために

-

守谷市 10月14日 乳がんに関する健康教育
自己触診の啓発，乳がんモデルの展示
等

美浦村 10月19日 生活習慣病予防のための講演会 医師による講演会

笠間市
10月3日

ほか
乳がん自己検診法の健康教育

乳がん検診と自己検診の必要性の健
康教育

利根町 11月30日
食生活改善推進員協議会
中央研修会

がん予防メニューの調理実習

大子町 10月 楽しいエクササイズ がんに関する講話

（茨城県・主催） 10月8日 いのちをまもるがん検診のはなし
参療とがん検診についての講演
がん体験者による講演

（茨城県・後援） 10月20日
ヤクルトプレゼンツ
読売新聞健康講座
体の中から健康　体の中から美しく

専門医が語るがん予防
がん体験者による講演


