
平成２５年度第１回千葉県がん対策審議会 

がん教育部会議事録概要 
 
１ 日時 平成２５年１０月２２日（火）午後６時３０分から午後８時３０分 
 
２ 場所 千葉県教育会館本館６階６０８会議室 
 
３ 出席委員 
  宮崎部会長、齋藤委員、金井委員、森本委員、大田委員、勝又委員、 
小坂委員、末吉委員、寺本委員 

 
４ 議題 
（１）がんに関する教育の現状と取組 
（２）がん教育に関する実態調査について 
（３）今後の進め方及びスケジュールについて 
 
５ 議事内容 
 
 ○司会 
  定刻になりましたので、ただ今から、平成２５年度第１回千葉県がん対策

審議会がん教育部会を開催いたします。私は、本日の司会を務めます、千葉

県健康づくり支援課の小川と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。 
  ここで、お手元の資料の確認をさせていただきます。 
  ○次第、委員名簿、座席表、千葉県がん対策審議会運営要綱を綴じた資料 

○資料１から資料７ 

○千葉県がん対策推進計画(冊子) 

○千葉県がん対策推進条例（リーフレット） 

 

不足等がございましたらお申しつけください。よろしいでしょうか。 

はじめに、会議の開催にあたりまして、千葉県健康づくり支援課長 鈴木勝 

より挨拶申し上げます。 
○健康づくり支援課長 



  健康づくり支援課長の鈴木でございます。本日は、お忙しい中お集まりい

ただき誠にありがとうございます。会議の開催にあたり、一言ご挨拶申し上

げます。 
子どもの頃からがんの予防を含めた健康教育を行い、がんについての正しい

認識を持つことは非常に重要です。しかし、がんそのものやがん患者に対する

理解を深めるための教育は不十分であると指摘されています。 
そこで県では、本年３月に改定をした「千葉県がん対策推進計画」において、

がんに関する教育に取り組むこととし、がん対策審議会の下に「がん教育部会」

を設置しました。 
このがん教育部会では、がんに関する教育のニーズや課題などの実態把握を

行うとともに、児童・生徒へのがんに関する正しい知識の普及や教育関係者の

理解促進への方策を検討してまいりたいと考えております。 
  本日の部会では、まずがん教育に関する実態調査や今後のスケジュールに

ついての委員の皆さまの御意見をいただきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 
 以上、簡単ではありますが挨拶といたします。 

○司会 
 次に、本日御出席いただいている委員の皆様を御紹介させていただきます。 
・委員紹介 
次に、本日の事務局職員を紹介いたします。 
・職員紹介 

 次に、この会議の成立について御報告申しあげます。千葉県行政組織条例第

３２条第２項の規定により、委員の半数以上の出席をもって開催できるとなっ

ています。本日の審議会には、委員９名中９名の出席をいただいていますので、

会議が成立していることを報告します。 
 なお、議事に入る前に確認させていただきますが、本審議会の議事内容につ

いては、千葉県情報公開条例にのっとり公開いたしますのでご了承いただきた

いと思います。 
 それでは、次に部会長の選出をさせていただきます。部会長は千葉県がん対

策審議会運営要綱第４条第４項に基づき、部会に属する審議会委員の互選によ

り定めると規定されております。 

宮崎委員、齋藤委員ご協議していただきたいと思います。 

○齋藤委員 
宮崎委員にお願いしたいと思います。 

○司会 
 今、齋藤委員より宮崎委員を御推薦する旨発言がありました。宮崎委員お引



き受けいただけますでしょうか。 

○宮崎委員 
了解しました。 

○司会 
ここからは、宮崎部会長に、議事の進行をお願いしたいと思います。 

 宮崎部会長、よろしくお願いいたします。 

 
○宮崎部会長 
それでは議事に入ります。まず議題１の「がんに関する教育の現状と取組に

ついて」、事務局から説明をお願いします。 
○事務局 
 資料１～４に基づき説明。 
○小坂委員 
（資料３について補足説明） 

○末吉委員 
（資料３について補足説明） 

○寺本委員 
（資料３について補足説明） 

○金井委員 
（資料４－２について説明） 

○宮崎部会長 
 ただ今、事務局から説明のありました千葉県のがんに関する教育の現状と取

組について、御質問や御意見がありましたらお伺いします。 
○寺本委員 
金井さんのお話、たいへん参考になりました。存じ上げていなくて申し訳あ

りません。この講演活動は千葉県内だけでなく、全国的になされているものな

のでしょうか。 
○金井委員 
松尾高校や、2009 年、2011 年、2012 年には土気高校でも行っています。 

○寺本委員 
では千葉県内ということですか？ 

○金井委員 
はい、千葉県内です。 

○寺本委員 
わかりました。ありがとうございます。 



○宮崎部会長 
 他にやっている団体をご存知ですか？ 
○金井委員 
県内で行っている団体は知らないです。 

○宮崎部会長 
金井さんのところ以外は、今のところ知らないということですか？ 

○金井委員 
千葉県内は分からないですけれども、鹿児島のがんサポートでは小学生向け

に、再発の患者さんとともに赴き、命の大切さの授業を行っています。 
○宮崎部会長 
ありがとうございます。他に意見はありますか。齋藤委員はどうですか。 

○齋藤委員 
千葉県では金井さんのところだけですが、東京の豊島区の小学校で命の教育

としてがん教育を行っていると聞いています。江東区でも、日本対がん協会が

行っているという情報を講演会で聞きました。 
少しずつですが広まっているようです。 
○宮崎部会長 
ありがとうございます。森本委員はどうですか。 

○森本委員 
講師は学校医には難しいでしょう。今の話からもわかるように、単に知識が

あればいいというわけではなさそうで、命の大切さやがんを生活習慣や予防と

どう結び付けた話ができる講師はなかなかいないのではないかと思いながら聞

いていました。 
また副読本が全国でいくつもできていることがもったいないと思います。 

厚労省なども作っているので、ひとつ良いものを選んで使えばいいのにと思い

ます。 
もし千葉県で作る場合は、保健の教科書を見て思ったのですが、事実に偏り

すぎているため、副読本から命の大切さを学べるようなものを作ることができ

ればいいと思います。 
○宮崎部会長 
ありがとうございます。森本先生が今お話した内容は、死生観につながるよ

うなものになってくると思います。こういった内容の授業はまだ義務教育の時

点ではあまりされていないのですか？ 
○勝又委員 
こういった内容は、学校では道徳の領域の指導となります。さらに決められ

ている項目の中では、命の大切さに当たると思います。 



しかしがんや患者の方などと兼ね合わせて命の大切さを学んでもらうことは

難しいです。 
学校には DV 教育や情報教育など冠を持った教育が非常に多くある中、総合

の時間は減ると予想しています。そのため、良いモデルができたとしてもそう

した教育をどこでやるのかが問題です。 
がんのことについて子供のころから学ぶことは大切だと思いますが、懇切丁

寧に説明しなければ、興味を持った学校しか実施しないのではないでしょうか。 
○宮崎部会長 
学校現場のご苦労をお話していただきまして、ありがとうございます。 

他にありますか。 
よろしければ、教育の現状と取り組み、今後のアンケートやプランニングを

たてていくための参考にしてください。 
では、事務局は本日示された千葉県がん対策審議会がん教育部会案で進めて

ください。 
 続いて、議題２の「がん教育に関する実態調査について」、事務局から説明を

お願いします。 
○事務局 
 資料５、６に基づき説明。 
○宮崎部会長 
 ただ今、事務局から説明のあったことについて、御質問や御意見がありまし

たらお願いします。 
○寺本委員 
このアンケートの回答は昨年、私たちが書かせていただいたものなのですが、

小中高別のクロス集計ではないという前提があります。100％となっている「が

ん教育を行っているか」という回答は、高校の役員 3 名のみの回答となってい

ます。 
○宮崎部会長 
その点に注意しながら、見て頂きたいと思います。 

続いて資料６について、御質問や御意見がありましたらお願いします。 
○寺本委員 
この資料をいただき、本校で意見交換を行いました。しかし、今回実施され

た高校向けの調査の項目に、たいへん答えにくい質問がありました。「がんにつ

いて独自の教育を実施していますか」という質問で、実施している場合に答え

る問２に、具体的な教育内容の項目が記されています。ですが、その項目の内

容が、独自に行っている授業の方ではなく、保健体育の授業で扱っているもの

と同じ内容になってしまっているため、独自の教育とは捉えられなくなってし



まい、高校には合いません。 
そのため、高校向けには別の教育内容についての選択肢が必要だと思います。 

○宮崎部会長 
「独自」の定義が不明瞭のため、教育の内容についての選択肢が独自になら

なくなってしまっているというご指摘です。おそらくこのアンケート項目の独

自というのはテーマではなく、内容のことを言っていると思うのですが、今の

質問に対して事務局お願いします。 
○事務局 
学習指導要領の話を聞いたときに、先生方で独自に資料を作る場合が多いこ

とから話す内容が様々なことに気がつきました。そのため、小中高で言葉遣い

など伝え方に差が出るとは思いますが、その中でも最低限知っていてほしい項

目を、パンフレットなどを参考に入れました。 
ですがご指摘の通り、高校向けには授業の内容とならないように質問の項目

を変えた方がいいかもしれません。小学校や中学校ではどうですか？小中高で

質問項目を分けた方がいいと思いますか？ 
○小坂委員 
もし小学校でこの質問をされた場合、「実施していない」と答えるところがほ

とんどだと思います。アンケートに独自の教育内容として項目が示されていま

すが、これを実施しているところはほとんどないでしょう。 
○宮崎部会長 
つまり、小坂委員は小中高で質問を変えた方がいいということですか？ 

○小坂委員 
はい。「保健の授業の中でがんを取り扱っていますか」という質問なら「あり」

と答えることができます。 
○宮崎部会長 
事務局では、小中高別に集計を行うことができますか？ 

○事務局 
アンケートで質問する際に、授業で行っている内容と独自の教育で行ってい

る内容を分けて聞くことで、何でどのようなことを教えているのかを把握する

ことができるようにもなると思います。 
このように分けるとわかりやすいでしょうか？ 

○勝又委員 
「独自の教育」というと独自の内容ということなのか、保健体育の授業以外

に時間を設けているのかが曖昧なため、きちんと「保健体育の授業以外で」と

つけることで区別をすることがいいと思います。 
教育の内容ではなく、指導内容、つまり「がんのことについて知っておいて



ほしい事柄はどのようなことですか」というように、がんについての現状を挙

げた項目が良いのでないでしょうか。 
○大田委員 
親の立場からして、小中高で同じ質問内容のアンケートは、授業のあり方の

違いという観点から強引だと思います。答えありきのアンケートになってしま

っていると思います。 
前提として、子供のころからがんのことについて知ることで、健康、予防に

つなげたいのだと思いますが、教科書とのアンバランスさや、間を埋める話が

ないと思いました。 
学校では授業の中でしか時間が取れないという回答がある中で、誘導尋問の

ような質問は、ただの実態を把握するためのアンケートとなってしまっている

のではないでしょうか。 
もし国や県が決めた方向性に市町村や学校が力を入れているかということを

知るためにアンケートをするならモデル事業などもあるかもしれませんが、親

からみてこの質問票は、学校とはとても離れたところにあるものだと思いまし

た。 
教育ができない場合、先生方の負担がどこにあるのかなど先生方のニーズを

知ることができる様なアンケートを作成し問題を解消していくことで、モデル

事業につなげていくことができるのではないかと思います。 
また、娘との経験から、学校の授業の中でがん予防のリーフレットなどがあ

ると子供たちや先生方もわかりやすいのではないでしょうか。 
○宮崎部会長 
どういうアンケートが良いと思いますか？ 

○大田委員 
県が教えてほしいことを実際に学校ではどのくらい教えられているのか、足

りない部分はどこで、どう補うかを知れるアンケートの作成が必要だと思いま

す。 
○事務局 
実際、児童生徒へのがんやがん患者への理解が不足している現状があるので、

正しい知識の普及が必要だとは考えています。 
また教える側にも知識が必要だと思いますので、基礎資料となるリーフレッ

トなどを活用し、教えられるようになるための説明を行っていこうと思います。 
○大田委員 
すでにできていないというアンケート結果が上がっている状況で、もう一度

取り直すのは時間がもったいないのでは？ 
○宮崎部会長 



アンケート結果を建設的にスピードアップして利用できるようにしてほしい

というご意見だと思うのですが、どうでしょうか。 
学校ごとの差はあるが、それを解消していける様なアンケートの作成は可能

でしょうか？ 
学校でがん教育が難しいと言われている中で、次のステップに進むために再

確認する必要があると思います。 
なぜできないのかなどを探って把握してほしいという要望だと思います。 

○事務局 
問３で「実施できない理由」を聞いているのですが、その回答結果から問題

点を把握していき、さらに「どのようなことが必要か」といった項目を加えれ

ば建設的に解決に向かえるかと思います。 
○小坂委員 
各学校で保健の教科書に載っているものは全て行っていると思いますが、さ

らに独自の教育をするうえで国や県で小学校はここまで、中学校ではここまで

押さえようという基準はあるのでしょうか？ 
○事務局 
検討させていただきます。 

○宮崎部会長 
現場の先生方はどう思いますか？ 

○末吉委員 
知識を子供たちに与えるというのは教科書に書かれているため、授業で教え

ているか、また授業とは別に独自で教育を行っているかと聞くのは良いと思い

ます。 
内容、知識などがきちんと教えられているかどうかも確認すると良いのでは

ないでしょうか。 
○宮崎部会長 
時間の工夫などがん教育を進めるために活用できるようなアンケートになる

ように調整をしてほしいと思います。学校現場で答えられる内容でお願いしま

す。 
○事務局 
わかりました。もう一度練り直し、委員の方に伺おうと思います。 

○宮崎部会長 
続いて、議題３の「今後の進め方及びスケジュールについて」、事務局から説

明をお願いします。 
○事務局 
資料７に基づき説明。 



○宮崎部会長 
教材を作るというのは大きな事業だと思いますが、予算は文科省の事業が取

れなくても行うのですか？ 
○事務局 
取れなくても教材は作っていきます。 

○宮崎部会長 
わかりました。 
では最後に何かご意見があればお願いします。 

○森本委員 
外から学校を見た意見なのですが、せっかく授業でがんを扱っているので、

きちんと押さえてほしいところを呼び掛けることが大切だと思います。 
独自でプラスアルファとして何かやるならば、知識の勉強だけではなく、がん

への意識を変えるためにもモチベーションを上げるための教育が必要だと思い

ます。 
○宮崎部会長 
知識だけでなく、気持ちに響くようなインパクトのあるものも重要だという

ことですね。 
○事務局 
カラーの資料（「がんのひみつ」配布）について説明。 
豊島区のがん教育は授業参観を用いた父母参加型をとっているのですが、こ

れに参加しようと思っています。今後日程が決まり次第、都合が合えば委員の

方にも参加していただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 
○宮崎部会長 
部会の方はこれで終了します。では事務局へお返しします。 

○司会 
 委員の皆様には、御多忙のなか、御出席いただきありがとうございました。

また、貴重なご意見をいただきありがとうございました。 
 これで、平成２５年度第１回千葉県がん対策審議会がん教育部会を終了いた

します。 
 
                                終了 
 


