
次期がん対策推進計画（素案）に対する意見募集（パブリックコメント）の結果について     資料１－２ 
 

１ 意見の募集期間 

平成２５年２月１日（金）～２月２２日（金） 

２ 提出のあった御意見 

 １１名（個人８、団体３） 

 ２３件（たばこ対策５件、予防・早期発見６件、がん教育２件、医療２件、相談・情報提供・患者の生活支援８件） 

３ 提出された御意見、対応方針（案）及び計画への反映（案） 

○たばこ対策                                                                  （Ｎｏ．１） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

１-1 

（団体） 

１ 喫煙する者の割合の減少について、「男性 20％・女性 5％」

と数値目標を設定されていることについて。 

 たばこは合法な嗜好品であり、喫煙するかしないかは適切な

リスク情報に基づいて、成人個々人が自らの健康に与える影響

を勘案して判断すべきものです。 

こうした性格を有するたばこについて数値目標を設定する

ことは、本来成人個々人の選択の結果として決まる喫煙者率等

を行政の介入により特定の数値に誘導しようとするものであ

り問題があると考えることから、数値目標の設定には強く反対

します。 

 

２ 「次期計画」において、「たばこを吸わない人でも他人の

たばこの煙を吸わされていること（受動喫煙）」と記載されて

いることについて。 

 受動喫煙については、健康増進法第 25 条において、「室内又

はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされる 

ことをいう。」と定義されております。 

 「次期計画」中の記載は、あたかも「室内又はこれに準ずる

環境」以外の屋外においても、受動喫煙防止対策の対象となる

といった県民の誤解を招く恐れがあることから、健康増進法第

25 条と同様の記載に変更いただくよう強く要望します。 

 

 

 

 

 

 

○喫煙率の数値目標は、喫煙をやめたい人に対する禁煙支援を行っ

ていくことを前提に、県で実施した生活習慣に関するアンケートに

おいて、喫煙している人のうち喫煙をやめたいと回答した人たちが

すべて喫煙をやめたと仮定して設定したものです。禁煙を希望しな

い人にまで禁煙を強制した目標値ではありません。 

 

 

 

 

○ここでは、健康増進法第 25 条の対象施設に限定した定義ではな

く、受動喫煙の一般的な説明として用いたものであり、同様の表現

は厚生労働省のホームページ上等で用いられているものです。 

 ただし、条文を正確に伝えられるように、計画案の文を修正しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○たばこを吸わない人でも他人のたばこの煙を吸わされ

ること（受動喫煙）により、肺がんや循環器疾患の危険

性が高まるなど、健康への悪影響を受けることが明らか

になっています。そこで、多数の人が利用する施設につ

いては、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならないこととされました（健康増進

法第 25 条）。健康増進法第 25 条は以下のように定めて

います。 

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、

百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者

が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者に

ついて、受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、

他人のたばこの煙を吸わされることをいう。）を防止す

るために必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。（計画Ｐ21） 

 



○たばこ対策                                                                  （Ｎｏ．２） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

１-2 

（団体） 

３ 受動喫煙防止対策として、県・市町村の施設、および、医療

施設の禁煙実施率を100％とする数値目標が設定されていること

について。 

 受動喫煙を防止する趣旨・目的は、人々が意図せずにたばこの

煙に曝されることを回避することにあるものと承知しておりま

す。そのため、健康増進法 25 条や厚生労働省健康局長通知等に

よる受動喫煙防止のための措置としては、例えば厚生労働省の示

された分煙効果判定基準に則った喫煙室の設置などの「分煙」に

ついても、有効な選択肢として、推進されているものと考えてお

ります。 

また、昨年６月、厚生労働省より発出された「がん対策推進基

本計画」の変更においても、「行政機関及び医療機関は受動喫煙

の機会を有する者の割合を 0％」、つまり、「分煙」も認めた数値

目標設定としていると認識しております。 

 しかしながら、「次期計画」において、同施設の目標を「禁煙」

のみとしていることは、受動喫煙防止の趣旨・目的から逸脱して

いることから、適切な「分煙」も認める目標に変更していただく

よう強く要望します。 

 

４ 「職場、家庭や飲食店で受動喫煙の機会を有する人の割合」

に関する数値目標の設定を予定されていることについて。 

 受動喫煙防止に関する取り組みは、各施設管理者等が施設の態

様や利用実態等に応じ、禁煙、分煙、時間分煙等の「喫煙ポリシ

ー」表示などの様々な方法により実施され、着実に進捗している

ものと承知しております。 

 今後、飲食店等の受動喫煙防止対策について、具体的に検討す

る際には、様々な施設形態が存在することを考慮し、施設管理者

や施設の利用者である県民等の意見を十分に聴取された上で、厳

格な分煙措置等を求める規制によらず、すべての関係者が理解・

納得し、自主的に取り組みを進めていけるよう、慎重な検討をお

願いいたします。 

 飲食店等については、各施設管理者が施設の態様や利用実態等

に応じた適切な受動喫煙防止対策を講じることが妥当であると

考えることから、飲食店等における受動喫煙の機会減少について

数値目標を設定することに強く反対します。 

○平成 22 年の厚生労働省健康局長通知でも、「少なくとも官公

庁や医療施設においては、全面禁煙とすることが望ましい。」と

されています。県・市町村の施設や医療施設については、県民

の健康を守る観点から受動喫煙防止対策に率先して取り組む必

要があると考えられ、また、これらの県内施設の禁煙実施率は、

既に約 9 割以上となっていることから、禁煙実施率 100％の目

標設定をしたいと考えております。 

なお、「禁煙実施率」は「建物内もしくは敷地内」の禁煙実施

率としており、建物内は禁煙でもその敷地において喫煙を認め

ることもカウントできることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○受動喫煙の問題は、公共施設だけでなく、職場や家庭、飲食

店においても起きていることから、これらの場所においても受

動喫煙の機会を減らすことが重要です。そこで、平成 25 年度に

実施するアンケート調査の結果を踏まえて、これらの場所にお

いて受動喫煙の機会を有する人の割合についての数値目標を設

定したいと考えております。施設の禁煙や分煙の実施率を目標 

とするわけではありません。 

 

 

 

― 

 

  



○たばこ対策                                                                  （Ｎｏ．３） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

２-1 

（団体） 

 たばこは、合法な商品であり、500 年以上愛され続けてきた県

民の生活に溶け込んだ嗜好品です。 

 （途中省略） 

千葉県が県民の健康を考えて、総合的かつ計画的ながん対策推

進のため、がん対策推進計画を策定されることに関しては、私ど

もも賛同するところでございます。 

しかしながら、同計画（素案）にあります「たばこ対策に関す

る数値目標」については、私どもとしてはとても容認することは

できません。 

１ 喫煙する者の割合、いわゆる喫煙者率の数値目標を「男性

20％・女性 5％」としていること 

 喫煙は、個々のお客様が自分の健康状態と喫煙による影響を勘

案しながら大人の判断で「喫煙する」、「喫煙しない」を決めるべ

きもので、県が、喫煙率を削減させるための数値目標を掲げるよ

うなものではないと考えます。 

 

 

 がんについては、私どもは専門家ではありませんが、一般的に

は食生活、飲酒、運動不足、ストレス、その他不適切な生活習慣

や加齢、環境等の要因が複雑に絡み合って発症するものと聞いて

おり、がんによる死者数の増加は、毎年減少する喫煙率に反比例

しているものと認識しております。 

 また、喫煙者率低下は、結果として販売減となり、私どもにと

っては死活問題となります。たばこに主たる原因があるかのよう

な、喫煙者率の数値目標の設定は、私たちとしては到底受け入れ

られないものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○喫煙率の数値目標は、喫煙をやめたい人に対する禁煙支援を

行っていくことを前提に、県で実施した生活習慣に関するアン

ケートにおいて、喫煙している人のうち喫煙をやめたいと回答

した人たちがすべて喫煙をやめたと仮定して設定したもので

す。禁煙を希望しない人にまで禁煙を強制した目標値ではあり

ません。 

なお、がんの発症及びがん死亡の原因は様々な要因があると

考えられていますが、喫煙との関係についての因果関係を示す

数多くの報告があります（米国公衆衛生総監報告、IARC モノグ

ラフ）。また、喫煙率とがん死亡率との経時的変化については

20-25 年のタイムラグがあることが知られています。 

 

 

― 

 

 



○たばこ対策                                                                             （Ｎｏ．４） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

２-2 

（団体） 

２ 受動喫煙防止対策として、県・市町村の施設や医療施設の禁

煙 100％を数値目標としていること、及び、職場・家庭・飲食店

で受動喫煙の機会を有する人の割合の数値目標を設定する予定

であること 

 昨年６月、厚生労働省より発出された「がん対策推進基本計画」

の変更においては、全ての施設で分煙も認めた数値目標設定とし

ているにもかかわらず、千葉県においては、県・市町村の施設及

び医療機関の目標を禁煙のみとしていることは非常に遺憾であ

ります。 

 受動喫煙防止対策自体は重要なことと認識しておりますが、県

庁をはじめとした公共施設は、たばこを吸われる県民も吸われな

い県民も利用される象徴的な施設でありますので、それが「全面

禁煙化」となるインパクトは非常に大きく、また、その波及や今 

後予定されている職場・飲食店への数値目標設定により、民間の

事業所や飲食店までも全面禁煙化が進むようなこととなっては、

私どもの生業にも影響を及ぼす恐れがあります。 

 したがいまして、適切な分煙が図られている公共施設等の喫煙

所については、既に受動喫煙防止の目的が達せられており、これ

を撤去し禁煙とする理由はないことから、分煙も認めた目標に修

正していただくようお願いいたします。また、職場・飲食店に関

しては、数値目標の設定ではなく、分煙したいと考える事業者な

どへの分煙の技術的アドバイスの提供や、分煙費用の助成制度の

導入などの方法により、分煙を念頭に進めて頂きたいと考えてお

り、くれぐれも禁煙のみを啓発・推進することの無いようにお願

いいたします。 

 

 

 

 

 なお、家庭での喫煙に関しては行政が介入すべきものではない

と考えており、数値目標を設定するのであれば、例えば、喫煙や

受動喫煙に関する正しい科学的知識を理解している人の割合、な

ど、普及啓発施策の目標に修正すべきであると考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成 22 年の厚生労働省健康局長通知でも、「少なくとも官

公庁や医療施設においては、全面禁煙とすることが望まし

い。」とされています。県・市町村の施設や医療施設につい

ては、県民の健康を守る観点から受動喫煙防止対策に率先し

て取り組む必要があると考えられ、また、これらの県内施設

の禁煙実施率は、既に約 9割以上となっていることから、禁

煙実施率 100％の目標設定をしたいと考えております。 

なお、「禁煙実施率」は「建物内もしくは敷地内」の禁煙

実施率としており、建物内は禁煙でもその敷地において喫煙

を認めることもカウントできることとしています。 

 

 

 

 

 

○受動喫煙の問題は、公共施設だけでなく、職場や家庭、飲

食店においても起きていることから、これらの場所において

も受動喫煙の機会を減らすことが重要です。そこで、平成

25 年度に実施するアンケート調査の結果を踏まえて、受動

喫煙の機会を有する人の割合についての数値目標を設定し

たいと考えております。禁煙や分煙の実施率を目標とするわ

けではありません。 

○職場・飲食店に対しては、施設の態様や利用者のニーズ、

従業員の健康保持などの観点から、適切な受動喫煙防止対策

が推進されるようにしたいと考えております。 

○県民の健康を守るためには、長い時間を過ごす家庭での受

動喫煙の機会を減らすことが何より重要と考えております。

そのため、家庭での喫煙を行政が規制するのではなく、受動

喫煙の健康影響を啓発することにより、減少をめざすことと

しています。 

― 

 



○たばこ対策                                                                             （Ｎｏ．５） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

３ 

（個人） 

○健康問題などは個人の自由でいいのではないですか？ 

たしかに他人に迷惑をかけることはいけないかもしれません

が、お酒やたばこは個人の裁量のものではないでしょうか。 

酒は居酒屋に飲みに行きますし、たばこは迷惑がかからないよう

にしています。居酒屋でたばこを吸っても問題ありませんよね？

お客はそれを承知で来ている個人だからです。子供を連れて行く

のはとんでもない親だと思いますよ。たばこを嫌いな人は吸える

店に行かなければよいという決まり事をつくられたほうがよろ

しいんではないですか？ 

たばこはやめさせる、喫煙率を減らすのではなく受動喫煙防止

というなら駅や駅周辺、市役所・県庁など公の場所にきちんと分

煙のできる喫煙所を作ればいいと思います。 

喫煙率を下げるような目標を作るのではなく、自由にたばこ吸

いたい、お酒を飲みたい県民のこともしっかり考えた策を練るべ

きだと思います。それで癌になるのであればいいではないです

か。 

 

 

○喫煙率の数値目標は、喫煙をやめたい人に対する禁煙支援

を行っていくことを前提に、県で実施した生活習慣に関する

アンケートにおいて、喫煙している人のうち喫煙をやめたい

と回答した人たちがすべて喫煙をやめたと仮定して設定し

たものです。禁煙を希望しない人にまで禁煙を強制した目標

値ではありません。 

 

○駅構内については、駅の利用状況を踏まえ、鉄道事業者が

禁煙等の対策を実施しているものと認識しています。 

屋外の喫煙場所の設置については、通行人の安全確保やた

ばこの煙への曝露の防止、喫煙場所の管理等の観点から、そ

れぞれの施設管理者が実態に応じて判断するものと考えま

す。 

― 

４ 

（個人） 

○千葉県のデータをあらためて確認をさせていただきましたが

全国と比べて問題（悪い）データが多いので、担当の皆さまも何

とかしなければと言う思いが強くされたことと思います。 

 私は長年企業の健康管理室に勤務し健診、保健指導、健康教育

等の仕事をして来ましたが、一番力を入れてきたのが「予防」で

す。早期発見のための健診や発病してからの医療体制等の充実は

勿論重要ですが、予防のための施策はなお重要ではと思います。

タバコに関して言えば、受動喫煙の防止、禁煙支援等の施策のた

めの条例を他県のように明確に作って欲しいと思います。例え

ば、禁煙の飲食店が少なく、また分煙と表示してても席だけが

別々になっているだけの店が多く、タバコの煙がないところを探

すのにいつも苦労します。また子どもや高齢者の利用する保健セ

ンターの出入り口に喫煙所があって建屋内に煙が流れてきたり

しているのを見ると厳しい受動喫煙防止条例の制定が絶対に必

要だと思います。（余計なことですが職員が度々喫煙所に出入り

しています。私の勤務していた事業所は数年前に就労時間禁煙に

なりました）中小零細企業の方や農漁村地域の喫煙率がまだまだ

高いようですので、啓発事業の重点化も必要かと思います。それ

から結婚届けを出しに来たカップルに禁煙の啓発をするとか、小

学生、中学生、高校生と、年齢に応じた啓発教育も教育委員会と

力を合わせるとか具体的な計画推進をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

○県では、平成 24 年 2 月の千葉県受動喫煙防止対策検討会

からの報告を踏まえ、広く県民や事業者からの意見を聞くと

ともに、施設の自主的な取組を促し、その効果を評価した上

で、どのようなあり方が良いのかを考えてまいります。 

○建物の出入口に喫煙所があって建屋内に煙が流入する問

題については、他人のたばこの煙を吸わせないために、喫煙

所を設ける場合には施設の出入口から極力離すなど、必要な

措置が講じられるよう、関係方面に働きかけてまいります。 

 

○喫煙の問題について、リスクが高い群や未成年に対する喫

煙防止の啓発は重要であることから、それぞれの集団に合っ

た普及啓発を推進してまいります。 

― 

 



○たばこ対策                                                                 （Ｎｏ．６） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

５-1 

（個人） 

(1)「千葉県がん対策推進計画」（素案）の作成について（PDF：

203KB） 

２ 前計画の主な成果 

   喫煙率の低下→29.3%、女→8.7% と言うので成果が十分で

はない。成果が十分でない原因について、タバコ事業者・販売

者の広告活動と、分煙広告を明記すべきである。 

４ 計画素案の概要 

（５）重点施策自体に喫煙対策を入れるべきである。 

  ５ 重点予防策として 

    喫煙対策および、受動喫煙対策および、喫煙推進・受

動喫煙助長事業者であるタバコ業者・販売者に対する広

告禁止、分煙広告の制限などの対策の推進 

  を盛り込むべきである。 

（６）分野別施策 

  たばこ対策の充実では不十分である。たばこ対策の「徹底」

にすべきである。 

  受動喫煙防止対策の「充実」では不十分である。受動喫煙

防止対策の「徹底」にすべきである。 

（７）計画の推進に向けて 

   喫煙対策および受動喫煙対策の推進に喫煙推進・受動喫

煙助長事業者であるタバコ業者・販売者による協力が不可

欠である。 

   タバコ業者・販売者による発がんリスク、受動喫煙発が

んリスクを認識していることを広告させる。 

   タバコ業者・販売者による、広告、自動販売機や販売所

における発がんリスク、受動喫煙発がんリスク、がん対策

情報の告知の推進および、喫煙率の削減の推進および未成

年喫煙根絶、受動喫煙根絶の義務を課し、その推進と成果

と実績の報告活動を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○喫煙率については、県で実施した生活習慣に関するアンケー

ト調査によるデータで、年々低下していますが、たばこと健康

に関する知識の啓発など更なる努力が必要であると認識して

います。 

 

○喫煙対策については、重点施策には入れていませんが、独立

した章を設けて記述しております。 

 

 

 

 

 

○たばこ対策も受動喫煙防止対策も「充実」させることが必要

と考えております。 

 

 

 

○たばこ事業者の義務等については、たばこ事業法で規定され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

  



○たばこ対策                                                                             （Ｎｏ．７） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

５-2 

（個人） 

(2)「千葉県がん対策推進計画（素案）」（PDF：2,767KB） 

第２章 千葉県のがんの状況 

喫煙歴・非喫煙と、がんの罹患率についての統計情報を掲載

すべきである。 

国立がん研究センター／がん対策情報センター 

http://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause/smoking.html 

喫煙とがん  更新日：2009 年 01 月 09 日 

がんの死亡のうち、男性で 40％、女性で 5％は喫煙が原因 

肺がんの死亡のうち、男性で 70％、女性で 20％は喫煙が原因 

とのように 

男の喫煙率の高さと、昭和・平成初期の分煙が十分でない職場

の受動喫煙が影響しているようだ。 

喫煙による 20-30 年の影響遅れについても明示すべきである。 

第３章 がん対策推進基本計画の基本的な考え方  11P 

１ 基本理念 

ちからを合わせてがんにうち克つちば 

予防から治療に至るまで適切な行動及び選択というのであ

るが文章全体に「予防」が弱い。 

 

 

がんリスクの強いことが明らかな PM2.5、生活習慣・喫煙対

策・受動喫煙対策による若年からの効果の大きい予防に「ちか

らを合わせる」ことを明記すべきである。 

 

３ 施策の体系  12P 

「がん対策はまず、県民が自ら行動することから始まりま

す。」と言うのは原因企業のひとつＪＴ・タバコ販売者を野放

しで無責任である。 

「がん対策はまず、県民一丸となって「たばこ対策」にとり

くみ県民が自ら行動するところから始まります。」 

遺伝要素、長時間過ごす家庭・学校・職場について若い年代

からの生活習慣が予防の基本であることを明示するべきであ

る。 

「予防の場」「予防の年代」を明記すべきである。 

研究 若年喫煙、受動喫煙は家庭要因が大きい 

 研究対象にして、産婦人科・小児科・学校での受動喫煙検査

による統計調査をすべきである。 

 

 

○喫煙とがんとの関係については、第 4 章の 1、「予防・早期

発見」のところで記述しています。喫煙とがん死亡の関係につ

いての調査研究結果は国内外で複数発表されており、特定の調

査研究結果のみを取り上げて掲載することは考えておりませ

んが、計画書の巻末に関連するウェブサイトのホームページア

ドレスを記載することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○がんを「予防」することも、がんに「うち克つ」ことになる

と考えられることから、基本理念の「ちからを合わせてがんに

うち克つちば」については、「予防」が含まれていると認識し

ています。 

○たばこ対策や生活習慣等の改善については、第 4章の 1、「予

防・早期発見」のところで記述しています。 

 

 

○次期計画の施策の体系については、現計画では７つに細分化

していた施策体系を、それぞれの施策体系の対象や内容に応じ

て、「予防・早期発見」、「医療」、「相談・情報提供・患者への

生活支援」、「研究」の４つに組み換えています。本計画では、

その狙いを明確にするため、それぞれの施策体系の対象や内容

のポイントを記述しております。 

○家庭・学校・職場について若い年代からの生活習慣ががん予

防の基本であると認識しており、それぞれの場で生活習慣の改

善に取り組んでいくべきであると考えております。 

 

○家庭での受動喫煙の防止ががんの予防に重要であると認識

しており、引き続き受動喫煙防止の普及啓発を実施してまいり

ます。 

 

 

○計画書の資料編に次のとおり掲載する。（計画Ｐ120） 

資料８ がんに関する情報のホームページリンク集 

 ○国立がん研究センター http://www.ncc.go.jp/jp/ 

○国立がん研究センターがん情報センター 

  http://www.ncc.go.jp/jp/cis/index.html 

 ○国立がん研究センターがん情報サービス 

 http://ganjoho.jp/public/index.html 

 ○日本対がん協会  http://www.jcancer.jp/ 

 ○厚生労働省（がん対策情報） 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_

iryou/kenkou/gan/index.html 

 ○千葉県健康づくり支援課 

 http://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/index.html 

 ○千葉県がんセンター http://www.chiba-cc.jp/ 

 ○千葉県在宅緩和ケア支援センター 

 http://www.chibazaitaku.jp/ 

 ○公益財団法人ちば県民保健予防財団 

 http://www.kenko-chiba.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○たばこ対策                                                                  （Ｎｏ．８） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

５-3 

（個人） 

４ 数値目標  13P 

［個別目標］ 

 喫煙する者の割合の減少（平成 23 年度）（男性）29.3％ 女

性 8.7％ 

 計画の目標（24 年度に男性 26％以下、女性 6％以下） 

 <平成 34 年度>男性 20％ 女性 5％ 

 と言うが公務員は率先すべきである。 

 高齢者は特に喫煙対策をすべきである。 

 未成年や若年へのＪＴ・タバコ販売業者の喫煙誘導は許され

ない。 

これらを踏まえ、目標数値は下げるべきである。 

 成人喫煙者の割合 <平成 34 年度>男性 10％以下 女性

5％以下 

また喫煙量について制限すべきである。 

 一日 10 本以上の喫煙者の率 <平成 34 年度>男女合計 5％

以下 

また新規喫煙者について抑制すべきである。 

 平成 24 年度以降に喫煙を始めるもの率 <毎年>男女合計

5％以下 

未成年者の喫煙をなくす（平成 23 年度）（15～19 歳）2.4％ 

と言う実情に 

 中学生の喫煙すら見られる 調査対象を 12 歳からにすべ 

き 目標を前倒しすべき （12～19 歳）<平成 30 年度> 0％ 

 未成年受動喫煙率を設定すべき  

 （ 5～15 歳）<平成 34 年度> 5％以下 

  調査方法：尿コチニン検査、唾液検査を学校でさせるべき。  

 

 

○喫煙率の数値目標は、喫煙をやめたい人に対する禁煙支援を

行っていくことを前提に、県で実施した生活習慣に関するアン

ケートにおいて、喫煙している人のうち喫煙をやめたいと回答

した人たちがすべて喫煙をやめたと仮定して設定したもので

す。禁煙を希望しない人にまで禁煙を強制した目標値ではあり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○未成年の喫煙率については、12 歳から 14 歳の喫煙の実態調

査を行っておらず、継続的な調査が可能な 15 歳以上を対象に

目標設定をしました。 

 なお、14 歳以下の喫煙率や、一日 10 本以上の喫煙者の率、

新規喫煙者の率、未成年（5～15 歳）の受動喫煙率については、

本計画を推進する過程で、調査の内容・方法等も含め、今後検

討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 



○たばこ対策                                                                 （Ｎｏ．９） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

５-4 

（個人） 

４ 数値目標  13P 

［個別目標］ 

 受動喫煙対策 

 県の施設の禁煙実施率 <平成 34 年度> 100％ 

 市町村の施設の禁煙実施率 <平成 34 年度> 100％ 

 医療施設の禁煙実施率 <平成 34 年度> 100％ 

と言うのであるが、役所・各自治体・施設に強い健康増進協力

義務があるので前倒しすべきである。それぞれに<平成 28 年度

> 100％とすべき。 

 職場、家庭、飲食店で受動喫煙の機会を有する人の割合 

  ※生活習慣アンケート調査の結果を踏まえ目標を設定 

と言うが受動喫煙をさせることは許されない。 

 県・自治体、国の施設の職場での喫煙および受動喫煙 0％ 

 事業項目に喫煙、酒の飲食サービスを目的としない民間 

事業者の職場での受動喫煙 0％ 

本人の意思で受動喫煙を求めたもの以外への受動喫煙 0％ 

未成年受動喫煙 0％ 

生活保護・年金・行政支援受給者喫煙・受動喫煙 0％ 

 

検査診断  14-15P 

 未成年就学児童 尿コチニン、唾液による受動喫煙調査 

 100％ 

追加 

 ・タバコ販売についてコンビニ・スーパーにおける展示 

  販売禁止 100％ 

 ・タバコ自販機削減 50％ 

 ・自治体公共施設提供喫煙所の全廃 公設喫煙所 0台 

 ・医療機関 禁煙外来普及を率 3 倍にする 

 

 

５ 重点施策 

  追加 重点施策自体に喫煙対策を入れるべきである。 

  ５ 重点予防策として 

    喫煙対策および、受動喫煙対策および、喫煙推進・受

動喫煙助長事業者であるタバコ業者・販売者に対する広

告禁止、分煙広告の制限などの対策の推進 

   を盛り込むべきである。 

 

 

 

○県・市町村の施設及び医療施設の禁煙実施率の目標時期につ

いては、国の「健康日本２１」の目標時期を考慮して平成 34

年度としたところですが、できるだけ早期に目標達成すること

が望ましいと考えております。 

 

 

○受動喫煙の問題は、公共施設だけではなく、職場や家庭、飲

食店においても受動喫煙の機会を減らすことが重要です。そこ

で平成 25 年度に実施するアンケート調査の結果を踏まえて、

これらの場所において受動喫煙の機会を有する人の割合につ

いての数値目標を設定したいと考えております。禁煙や分煙の

実施率を目標とするわけではありません。 

 

 

 

 

 

○就学時の健康診断及び児童の健康診断の検査項目について

は、学校保健安全法施行令及び同法施行規則で規定されていま

す。 

○たばこの販売等については、たばこ事業法で規定されていま

す。 

 

○自治体が管理する施設においては建物内禁煙を目標として

います。 

○禁煙外来の普及については、「健康ちば２１」において、禁

煙外来の増加を目標として設定したいと考えております。 

 

○喫煙対策については、重点施策には入れていませんが、独立

した章を設けて記述しております。 

○たばこの広告についてはたばこ事業法で規定されています。 

 

 

 

― 

 



○たばこ対策                                                                 （Ｎｏ．10） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

５-5 

（個人） 

第４章 がん対策推進の施策  予防・早期発見  19P 

（１）予防 

   「科学的根拠に基づくがん予防法によることが重要」 

とのことである。 

 具体的、科学的根拠として、「喫煙・受動喫煙による将来の発

がんリスクは科学的に証明されている」ことを明記して、その

提供者である、ＪＴ・タバコ販売者に責任があることを明示  

すべきである。 

   「他人のたばこの煙をできるだけ避ける。」 

  との受動喫煙被害者に「避ける努力を求める」のは不適切で 

ある。喫煙をしない者は関心が乏しく知識を得にくい。引用と 

して原文は致し方ないが、対応して 

  「他人に受動喫煙をさせる場所で喫煙をしてはならない。」 

ことも記載すべきである。 

◆たばこ対策  20-21P 29P 

  「20 歳代の喫煙率は男女ともに大きく減少していますが、」と

言うが満足の状態という様な誤解を与えるので不適切な記述で

ある。男 20 代 23％ほどでは、十分に低い状態ではない。十分に

低い状態ではない。原因は、ＪＴ・タバコ販売者の広告、景品、

分煙広告による、行政施策への妨害である。 

  中高年 30 代 40 代は、十分に喫煙率が減少していない。 

  十分に喫煙率が減少しない原因は、ＪＴ・タバコ販売者の広告、

飲酒飲食店・職場の喫煙機会提供、よる、行政施策への妨害で  

ある。 

  また、「ニコチン依存症」にさせられたものが、喫煙健康被害、

受動喫煙の健康被害の知識について、精神・認知の歪んだ状態と

なって本人が問題を認識できず、効果が上がらないこととなって

いる。 

  と原因民間営利事業者 ＪＴ・タバコ販売者のニコチン依存 

防止妨害と発がんリスク上昇寄与と受動喫煙対策妨害の責任を

明示すべきである。 

   20P 

  「禁煙を希望する人たちに対する支援」にも未成年喫煙対策に

も幼児家庭内受動喫煙対策にも若年層喫煙対策による「がん予

防」にも職場禁煙を促す施策によって親が禁煙の機会を得て禁煙

努力を無駄にさせないことが強く必要・必須である。 

 

 

 

 

○喫煙や受動喫煙が発がんの主な原因の１つであると認

識しています。 

 

 

 

○他人に受動喫煙をさせる可能性のある場所での喫煙は

控えるべきであり、それが喫煙マナーであると考えます

が、ここでは科学的根拠に基づくがん予防について、国

立がん研究センターがん対策情報センターの記事から引

用しているところです。 

 

○喫煙率の減少についての表現は、県で実施した生活習

慣に関するアンケート調査結果をもとに記述しました

が、具体的な数値の変化を記述することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○20 歳代の喫煙率は、平成 19 年度から 23 年度にかけて男女と

もに大きく 4 割以上減少していますが、それ以外の年代ではあ

まり減っていません。（計画Ｐ20） 

 

 



○たばこ対策                                                                 （Ｎｏ．11） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

５-6 

（個人） 

  職場の禁煙の必要性を明記すべきである。 

   

県 県下自治体 公務員は、健康増進施策の協力義務があり

職場の勤務中喫煙禁止を徹底させるべきである。服務管理・

安全衛生上、勤務中喫煙は禁止すべきことである。 

  喫煙対策を阻む者は、ニコチン依存症を利用している民 

間企業ＪＴ・タバコ販売者のタバコ商品広告と分煙広告であ

り国際条約 FTCT「タバコ規制枠組み条約」に違反し、日本

国内法タバコ事業法を逸脱して、憲法に違反する営利組織的

タバコ事業者への行政と民間の組織的対抗が必要である。 

  責任企業として、ＪＴ・タバコ販売者を明示すべきであ 

る。 

 ［施策の方向性］（１）予防 ■たばこ対策の充実 29P 

  喫煙率低下施策の妨害をする責任企業として、ＪＴ・タバ

コ販売者を明示すべきである。 

  受動喫煙防止施策の妨害をする責任企業として、ＪＴ・タ

バコ販売者を明示すべきである。 

  製造添加発癌物質をなくさせ、消費で喫煙由来発ガン物質

を削減させその材料・生成発ガン物質を明示させる。 

  ＪＴ・タバコ販売者の自販機・タバコ屋の表示物に有害成

分を明示をさせるべきである。 

  公共医療機関・学会によるタバコ原因発ガン、およびタバ

コ原因発ガン致死、同受動喫煙発ガン、それによる致死の統

計値をすべてタバコ由来であることを認めさせる公共施

設・公共の場所でのタバコ販売取り扱いを禁止・辞退させる。 

  公道に面するタバコ自販機をすべて撤去させる。 

  タバコ製造者および、販売者が分煙を広告することを禁止

する。 

  喫煙消費者にニコチン依存と発ガンリスクを明示させる。 

  喫煙者向け広告、景品付き販売を禁止する。 

  非喫煙者に対する販売広告をすべてなくす。 

  非喫煙者への受動喫煙発ガンリスク広告を課す。 

○職場においても労働者の健康を守るために受動喫煙防止対

策を進めることが必要であると認識しています。 

○公務員の勤務中の喫煙については、法律に基づき管理監督者

が適切に管理すべきものと考えております。御意見があったこ

とについては、関係部署にお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○たばこの表示・販売・広告については、たばこ事業法で規定

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

  



○たばこ対策                                                                  （Ｎｏ．12） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

５-7 

（個人） 

（受動喫煙防止対策の推進） 

 「禁煙や分煙に取り組んでいる施設が…入口等に禁煙や分煙 

の表示をするよう促していきます。」 

という内容では不十分である。 

 社会責任として、公共施設、民間企業・公共的施設・飲食店・ 

職場の施設の全面禁煙に取り組むように、徹底をさせるべきで 

ある。 

 未成年の入らない飲酒・飲食店などの分煙について、不十分 

な分煙を許さないように技術指導と、基準を設けるべきである。 

基準・喫煙席から換気などで厨房、共有部、屋内エントラン 

ス、禁煙席に還流をさせないこと。喫煙席から外に排気させる。 

・喫煙席内においても PM2.5 100μg／m3 以下となるよう

に空気清浄機を設ける。 

喫煙者保護と、従業員保護のため喫煙席の 50％喫煙におい 

て。 

・喫煙席の分離部外について PM2.5 35μg／m3 以下でタバ

コ由来 ETS を一切含まないこと。出入りによって外に滞留し

ないように、エアカーテンと排気をすること。  

タバコ由来 ETS PM2.5 1μg／m3 で匂いと感じます。 

 

第５章 計画の推進に向けて 

１ 関係機関・関係者の役割分担 

  自治体 事業者 コミュニティ 町会 老人会にがん対

策、喫煙対策、家庭内児童・家族の受動喫煙防止機能を担わ

せる必要がある。 

 

 

 

追加 タバコ事業者 

 国際条約 FTCT「タバコ規制枠組み条約」に違反しないこと。 

 販売・耕作・製造にかかわる事業者はがん予防の告知を国

内、海外法を問わず最も厳しい最先端の基準に準拠して消費

者に行い、販売上周知徹底を怠ることのないようの進めるこ

と。 

 喫煙消費を煽る広告活動はしないこと。 

 企業イメージ活動はしないこと。 

 政治活動をしないこと。 

  ネット上の組織行動はしないこと。 

 

 

 

 

○公共的空間における受動喫煙防止対策を推進するため、関

係団体や施設に対し協力要請をしてまいります。 

 

○分煙の基準については、厚生労働省の分煙効果判定基準策

定検討会が示した基準があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○御指摘の関係機関・関係者の役割分担については、県民、

保健医療福祉従事者、事業者、行政などの関係者が、たばこ

対策を含めたがんの予防、早期発見、がん医療などのさまざ

まな段階で果たすべき役割のポイントを記述しているもので

す。関係機関・関係者の役割分担の具体的内容は、第 4 章の

がん対策推進の施策において記述しています。 

○たばこ事業者の義務等については、たばこ事業法で規定さ

れています。 

― 



 

○たばこ対策                                                                 （Ｎｏ．13） 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

５-8 

（個人） 

２ 千葉県のがん対策の推進体制について  P64 

 すべての部会に対策を期待するが分散すると効果が弱いの

でたばこ対策・タバコ事業者監視横断組織を設けること。 

 町会・商店会やゴミ対策部門がポイ捨て防止と称して路上喫

煙所を設けて受動喫煙をさせる状態は困る。 

 健康増進施策の効率が低下する、妨害である。 

 コンビニ店舗前灰皿設置など喫煙広告である妨害である。 

 県および県下自治体の商工関連部門の飲食店窓口部門など、

すべての職員ががん対策、喫煙対策に対して十分な知識を持

ち、自ら禁煙に努め、勤務中の喫煙は禁止して、協力する。人

事・服務部門は厳しく職員に喫煙を禁止させる。 

ように記載すべきである。 

○計画の推進過程で、たばこ対策の部会が必要となった場合に

は設置を検討します。 

 

○屋外の喫煙場所の設置については、通行人の安全確保やたば

この煙への曝露の防止、喫煙場所の管理等の観点から、それぞ

れの施設管理者が実態に応じて判断するものと考えますが、御

意見については紹介します。 

○公務員の勤務中の喫煙については、法律に基づき管理監督者

が適切に管理すべきものと考えます。御意見があったことにつ

いては、関係部署にお伝えします。 

 

― 

 

○予防・早期発見 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

６ 

（個人） 

○基本理念には「予防」も入っているでしょうが、「うち克つ」

では、「予防」が見えません。予防の重要性が「見える」よう

にしてください。 

○がんを「予防」することも、がんに「うち克つ」ことになる

と考えられることから、基本理念の「ちからを合わせてがんに

うち克つちば」については、「予防」が含まれていると認識し

ています。 

― 

７ 

（個人） 

○目標で、生活を向上し、死亡率を下げることは重要で納得で

すが、「予防」しようという気持ちが感じられません。「予防」

が第一であることは自明ですから、目標に入れてください。 

○全体目標の「死亡率の減少」は、がんの「予防」、「早期発見」

及び「医療」の分野別施策を計画的に実施することにより達成

するものです。 

― 

８ 

（個人） 

○重点策の情報、検診、人材、研究に含まれるとはいえ、字づ

らからは「予防」重視の気持ちが感じられません。各重点策の

説明に「予防」を入れてください。 

○重点施策については、急速な高齢化に伴うがん患者の増加

に、限られた医療資源のもとでいかに対応するかが大きな課題

となっている状況下において、この計画のもとで特に重点を置

くべき施策推進の考え方を記載したものです。 

御指摘の予防については、県としては、すべての県民にわか

りやすく使いやすいがんの予防に関わる情報をお伝えするこ

とが重要であると考えており、このため、重点施策として、「す

べての県民にわかりやすく使いやすい情報提供及び相談体制

の充実」を設定しています。 

― 

９ 

（個人） 

○分野別の計画でも、「予防」は１０％以下でしょうか？それ

ほど予防は意味がない、意義がないのでしょうか。早く見つけ

て良く治療するよりは、予防がいちばん県民に喜ばれる策と思

いますが、違うのでしょうか？予防策を多くして下さい。 

○がん対策については、「予防」、「早期発見」、「医療」等を総

合的に実施することが重要であり、今後とも、「予防」に関す

る有効な施策を積極的に推進してまいります。 
― 

 

  



（Ｎｏ．14） 

○予防・早期発見 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

１０ 

（団体） 

○「口腔がん」は、日本のがんの中では２％程度だが、患者数、死亡者数とも

年々増加しており、「食べる」、「飲む」、「話す」、「 呼吸する」など、生活の質

に大きな影響を与えるがんである。 

 日本では口腔がんに関する情報が少ないことから、口腔がんに対する認識は

いまだに低く、進行してから治療機関を受診したり、口腔内の異変をどこで診

てもらえれば良いか分からない方も多いのが実情である。 

 「口腔がん」は胃がんや肺がんと異なり、直接見ることができるため早期に

発見しやすいがんであり、県民の方が自分で口の中を見たり、一般の歯科診療

を受ける中でも発見することができる。また、口腔がんの検診は、わが国では

まだ定着していないが、当歯科医師会では市民の皆様を口腔がんから守るた

め、年に一度のヘルシーカムカムにおける集団検診と当歯科医師会会員協力医

診療所による個別検診を実施している。 

 そこで、現在策定中の千葉県がん対策推進計画において、県民が口腔がんを

理解し、予防や早期発見に努めるとともに、口腔がん検診についても理解を深

め、適切な受診に結び付けられるよう、口腔がんに対する理解及びその予防・

早期発見を促進する旨の記述を盛り込まれるよう、お願いする。 

○口腔がんについては、御意見の

趣旨を踏まえ、具体的な記載を検

討します。 

[現状と課題] 

◆がん予防の知識の普及啓発 

県民ががん予防に関する知識を習得し、自らががんの予防に努めること

ができるよう、県、市町村、各種団体等が様々な形で、がんの普及啓発を

実施しています。 

県は、がん予防展やがん講演会を開催しています。がん予防展では、５

大がんだけでなく、希少がんについても情報提供を行っています。例えば、

口腔がんについて、歯科医師会と連携して口腔がんコーナーを設置してお

り、市町村が行っている検診などの情報提供や普及も図っています。（計

画Ｐ24） 

[施策の方向性] 

■がん予防の知識の普及啓発 

県は、市町村や関係団体等と協力して啓発を行い、対象者に応じたてよ

り効果的ながん予防の普及活動を行います。特に、口腔がんなどの希少が

んについては、認知度が低く、情報量も少ないため、国や地域の情報を収

集し、県民への速やかな提供に努めます。（計画Ｐ32） 

 １１ 

（団体） 

○「口腔がん」の発生頻度はがん全体の数％程度であるが、発症数、死亡者数

も増加傾向にある。口腔がんは生命に関わる重大な疾患であるが、日常生活に

おいても、生きていくうえで必要な「食べる」、「会話をする」などの口腔機能

が損なわれることが多く、患者のＱＯＬが大きく低下する。 

口腔がんは他の部位のがんと違い、「直視、直達」できるがんであり、日常

生活の中での観察や、集団検診のみならず歯科診療所での通常の歯科診療時

に、初期の段階で早期発見することが可能だといえる。 

しかしながら、口腔がんは県民にとって情報が少なく、認知度も低いため、

必ずしも早期発見に至らないことが多いように思う。従って県や歯科医師会等

が情報を収集し、県民に対し情報を発信して、口腔がんの予防・早期発見の啓

発に努める必要がある。また口腔がん検診受診の機会を全県下に広め、初期の

段階で発見することが重要である。 

一方、「口腔ケア」については、がん診療の支持療法、緩和医療として有効

なので、現在実施している医科歯科連携事業の一層の推進が必要である。以上

の意見を参考にして頂き、千葉県がん対策推進計画の策定をお願いしたい。 

 
  



（Ｎｏ．15） 

○がん教育 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

１２ 

（団体） 

○がん教育という項目が今回新たに追加されておりますが、そ

の内容について成人がんだけではなく、子どもにもがんがある

こと（小児がん）についても触れていただきたい。実施に際し、

教育を受ける生徒・児童に小児がん患児本人やきょうだいなど

が含まれる場合もあるため正確な情報を伝えるよう配慮して

いただきたい。 

○県内で闘病中または治療終了後の小児がん患児がどの様な

環境で教育（小中高）を受けているのか、課題はないのか等の

把握のために調査を行っていただきたい。 

○がん教育については、その目的を定め、その目的を踏まえ、  

対象者に応じて実施することを考えています。 

今後、検討組織を設置し、県教育委員会など関係者と具体的

取組み内容等について検討してまいります。 

 

 

○御指摘の小児がん患者等の実態把握のための調査について

は、今後、小児がん対策の中で、どの様な環境で教育（小中高）

を受けているのか、課題はないのか等を含め、調査を予定して

います。 

― 

１３ 

（個人） 

○がん教育に関して、予防を含めた健康教育だけでなく、がん

に対する偏見や誤解のない社会の構築を目指してのがん教育

だと考えます。そういった文言を入れていただきたいと思いま

す。 

○がんに関する教育のあり方については、今後、検討組織を設

置し、県教育委員会など関係者と検討してまいります。 
― 

 

○医療 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

１４ 

（個人） 

○「２ 医療」で、緩和ケアの推進についてです。「緩和ケア

チームと緩和ケア外来の設置」がすべての拠点病院でなされ

た、との評価ですが、私が訪問調査したところでは（2012 年 9

月～11 月）、実際には「外科医が自分の診療枠でやっている」

とか、「自院の入院患者だけ診ている」というものもあり、「緩

和ケア外来」とはいえない状況のところがいくつもありまし

た。在宅療養をしている患者さんにとって、緩和ケア外来は心

強い味方です。ぜひ、「地域に開かれた緩和ケア外来」を義務

づけて、それを担える人材の育成をしてほしいと思います。 

○ご指摘の点については、本計画に記載のとおり、がん診療連

携拠点病院を中心に、緩和ケアを迅速に提供できる診療体制を

整備するとともに、緩和ケア外来等で提供される専門的緩和ケ

アの体制整備と質の向上を図ることを目標としています。 

 

 

― 

１５ 

（団体） 

○貴県においては、国が整備する小児がん拠点病院の動向を踏

まえ、医療の整備・強化を図ることを計画されております。そ

の際に県内における小児がん患児家族（治療中・治療終了後・

亡くされた方）がどの様な現状にあるのか調査・把握をしてい

ただき現状にあった施策を行っていただくことを希望いたし

ます。 

○御指摘の小児がん患者等の実態把握のための調査について

は、今後、小児がん患児家族（治療中・治療終了後・亡くされ

た方）がどの様な現状にあるのかを含め、調査を予定していま

す。 
― 

 

 



（Ｎｏ．16） 

○相談・情報提供・患者の生活支援 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

１６ 

（個人） 

○「３ 相談・情報提供・患者の生活支援」の項目の中に「(１)

がん登録の推進及び活用」が入っているのは、違和感がありま

す。がん登録に関する項目は、別立てではないでしょうか。 

○「がん登録」という科学的根拠に基づく「情報」については、

県民へ提供することのほかに、がん検診、がん医療等のがん対

策に役立てるものであることから、「情報提供」の中に分類し

ました。 

御指摘の趣旨を踏まえ、「がん登録」を「研究」に位置付け、

柱の名称を「研究」から「研究等」へ変更することを検討しま

す。 

○変更前 
３ 相談・情報提供・患者の生活支援 
（１）がん登録の推進及び活用 
（２）相談支援・情報提供 
（３）患者の生活支援 
４ 研究 
↓ 
○変更後 
３ 相談・情報提供・患者の生活支援 
（１）相談支援・情報提供 
（２）患者の生活支援 
４ 研究等 
（１）研究 
（２）がん登録の推進及び活用 

 

１７

（個人） 

○「３ 相談・情報提供・患者の生活支援」の項に、「がん登

録」が入るのはおかしいと思います。ここでは、患者ががん治

療を受けていく上で必要な情報提供について述べる項であっ

て、がん登録によって明らかになった死亡率や生存率などの情

報は患者が知りたい情報ですが、がん登録自身は医療者が行う

もので、この項目立てからいくと、「２ 医療」の項に入るべ

きものと思います。 

１８ 

（個人） 

○相談支援・患者の生活支援の分野で最初に出てくるものとし

ては違和感があります。がん登録は、分野として独立させるの

が良いと思います。 

１９ 

（個人） 

○相談支援センターの存在を知っている人が本当に少ないで

す。私たちのアンケートでも、通院している人でさえ知らない

人が 30％以上いました。ポスターやパンフレットで知っても、

どういう相談をしたらいいのかわからない、どういう人が相談

に応じてくれるのかわからない、ましてや心のケアをしてくれ

るところとは思っていない、など、あと一押しがあれば相談に

行けるのに、と思う回答が多くありました。診察の後に、医師

や看護師から「行ってみたら？」と勧めたら行く、という意見

もありました。相談支援センターの活用が病状に対する本人の

理解を深め、診療側にとっては、一人の患者の診療時間の短縮

になり、かつ患者満足度も上がる、ということを診療スタッフ

にもっと知ってもらう必要があると思います。「相談支援は診

療科との分業関係」だということを盛り込めないでしょうか？ 

○ご指摘の点については、本計画に記載のとおり、がん診療連

携拠点病院は、院内・院外での相談支援センターの周知・理解

を図ることとしています。また、県は、ホームページ等を利用

して県民に相談支援センターを周知するとともに、関係団体に

周知を依頼してまいりたいと考えています。 

― 

 

 

  



（Ｎｏ．17） 

○相談・情報提供・患者の生活支援 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

２０ 

（個人） 

○P55 ピアサポート、サロンに関する項目の最初に、ピアサ

ポートについての説明が必要ではないでしょうか。そもそもピ

アサポートは、患者会や支援団体、病院内の小さな患者仲間同

士など、さまざまな場で自発的に行われてきた活動です。そう

いった当事者同士、あるいは経験者から後輩への支援としての

ピアサポートという「行動、活動」が、患者サロンやピア・サ

ポーターズサロンちばなどの「場」でも実施されるようになっ

たのです。こういった流れを説明しておかないと、言葉の混乱

も生じますし、最後に出てくる「県は拠点病院等や患者団体と

連携してピアサポーターについて・・・」というまとめの部分

につながらないと思います。 

 

○御指摘の趣旨を踏まえ、具体的な記載を

検討します。 

 

県は、平成 24 年 2 月に千葉県がんセンターにおいてピア・サポーターによる患

者・家族に対する相談会（「ピア・サポーターズサロンちば」）を開始し、3 月以

降は隔月開催しています。また、県がんセンター以外でも１病院で開催されるな

ど、ピア・サポーターの活動の場が拡大しています。ピア・サポーターズサロン

の開催は、患者の相談の機会の拡充とともに、養成研修を終えたピア・サポータ

ーが実際の相談経験を積み重ねること等により、相談に対応するための資質の向

上にもつながることが期待されます。 

ピア・サポーターの他にも、患者団体や患者支援団体が以前から患者やその家

族の支援の役割を担っています。県内では、「がん患者団体連絡協議会」を構成す

る 13 の団体をはじめとする多くの団体が、病院や地域で患者やその家族の悩みや

不安への対応、分かち合いなどのピア・サポートを行っています。また、イベン

トや啓発活動を行っている団体もあります。 

さらに現在、がん診療連携拠点病院では、患者・家族同士が自らの悩みや不安

を語り合う「患者サロン」が開催されています。拠点病院以外でも患者団体が主

催する患者サロンが開催されている地域があります。また、千葉県がんセンター

では部位別のサロンを開催し、遺族サロンの開催も予定が検討されています。 

しかし、ピア・サポート・患者サロン・患者会等に対する理解がはまだ充分とは

いえません。県は拠点病院等や患者団体と連携してピア・サポーターについて各

拠点病院の事情を踏まえたピア・サポーターの活用の方法や患者サロン等への活

動場所の拡大を検討していくとともに、周知に努める必要があります。（計画Ｐ56、

57） 

２１ 

（個人） 

○P62 では、２つ目の項目、（ピア・サポーターの育成・活用）

の前に、４つ目の（相談支援体制の構築の検討）を入れるのが

良いと思います。 

○御指摘の趣旨を踏まえ、「３ 相談・情

報提供・患者の生活支援 （２）相談支援・

情報提供 ■相談支援の充実」の中の「ピ

ア・サポーターの育成・活用」の並び換え

を検討します。 

【変更前】 
■相談支援の充実 
（相談支援センターの充実） 
（ピア・サポーターの育成・活用） 
（千葉県地域統括相談支援センター） 
（相談支援体制の構築の検討） 
↓ 
【変更後】 
■相談支援の充実 
（相談支援センターの充実） 
（千葉県地域統括相談支援センター） 
（相談支援体制の構築の検討） 
（ピア・サポーターの育成・活用） 

 

 

  



（Ｎｏ．18） 

○相談・情報提供・患者の生活支援 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

２２ 

（個人） 

○私の意見は『 がんの教育・普及啓発』、『患者家族への情報提供体制』

の文言をもっと入れるべきだと思います。まだ足りないと思います。県

民ひとりひとりのがん医療に対する意識の改革が必要だと思います。そ

の為には、正しい情報発信が必要になると思います。 

○例えばですが、P22～P23、P30 の、と記述がありますが、具体的に何

をするかの記述がありません。P30、『がん予防の知識の普及啓発』に関

してはたったの 2行しか記述されていません。これでは県民には伝わら

ないですし、分からないと思います。具体的な記述が必要です。 

○県民が『普段は何の知識も無い状態で生活をして、がんになってから

大騒ぎをして病院に駆け込む』 と言う現状では、後手後手なのではな

いかと思います。もっと広く、普及啓発を行わないといけないと思いま

す。具体的にどのくらいの頻度で普及啓発活動を行うのかも書かれてい

ないので、その辺りの記述も必要です。県民も、もっと努力をして、が

んについて自ら学ぶ事が必要だと思います。 

○学ぶ為の土台作りは行政の仕事だと思いますので、県民が勉強しやす

い仕組みを作っていただきたいと思います。 

『がん検診率』 を上げる様に、『がん知識の普及率』を上げる事が必要

だと思います。 

○例えば、がん患者の中であっても、千葉県がん対策推進計画、拠点病

院・協力病院、の存在を知っている人はまだまだ少ないです。治療法（外

科・化学療法・放射線）、治療費用、等も、がんに罹患すると、患者に

とっては当たり前に必要な知識です。がんに罹患して、すぐに見つけら

れる患者もいますが、数年が経過して初めて耳にした、と言う患者さん

もたくさんいます。今後のがん医療は『正しい情報に辿り着く』と言う

事が重要になると思います。その為には、がんに罹患する前からのがん

情報の普及啓発が重要だと思います。 

○万人に正しい情報が伝われば、『差別・偏見』 と言った、患者にとっ

て二次的な苦しみも解消されるのではないかと思います。 

○例えば、緩和ケアに対しての認知度について、平成 24 年 10 月に地元

（君津市）の文化祭で、市民の立場で、緩和ケアについて発表をしまし

たが、緩和ケアと言う言葉を知っている人は半数でした。そして、『 も

っと知りたい』と言うコメントがたくさんありました。 

がん教育・普及啓発がもっと必要なのではないかと思いました。（そ

の際の発表資料を添付いたします） 

是非、がん患者を含めた一般の人達へのがん教育・普及啓発を積極的

に行っていただきたいです。 

○がん患者を含めた一般の人達へのがん教育・普及啓

発を積極的に行ってほしいとの御指摘はごもっとも

であり、具体的施策については、今後、各種検討組織

を設置し、関係者と検討してまいります。 

 

― 

 



（Ｎｏ．19） 

○相談・情報提供・患者の生活支援 

番号 意見 対応方針（案） 計画への反映（案） 

２３ 

（個人） 

○就労問題についてです。短時間正規雇用をぜひ実現してほしい。 

がん体験者は、治療中はもちろんのこと、治療後にあっても治療前の

体とは違います。しかし、熟練した技術や、医療・介護に携わる人で

あれば、病気体験が必ず仕事に生きてきます。給料は多少低くても、

６時間などの短時間労働で、社会保障がついた仕事があれば、本当に

安心です。それが可能になれば、子育て世代や老人介護をしながらの

就労にも応用でき、就労形態の多様化が可能になると思います。看護

師不足の解消にもつながると思います（アクションプランに盛り込ん

でください）。 

○御指摘の点については、本計画に記載のとおり、今後、

検討組織を設置し、がん患者・経験者の就労に関するニー

ズや課題に関する実態調査を行い、職場に対するがんの正

しい知識の普及、事業者・がん患者やその家族・経験者に

対する情報提供・相談支援体制のあり方等を検討します。 ― 

 


