
   

 

 

 
 
 
 

 

「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象  47都道府県 がん計画策定ご担当者 

目的  都道府県次期がん計画の均てん化 （全国あまねくより良い計画が策定される） 

がん計画策定担当者、患者・住民および計画策定関係各者が他県の状況を知り、自県の計

画案の改善につなげる一助とします。 

回答方法 Email添付 または FAX 

回答期間 2017年 8月 23日～31日（その後 9月 27日～29日の間に変更の有無を確認） 

回答数 43 

 

 

2017年 10月 

特定非営利活動法人がん政策サミット  



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」回答用紙 

 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、「がん患者を含めた国民が がんを知

り がんの克服を目指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲げる見込みですか。 

 

  □ 掲げる見込み  

□ 掲げない見込み    

□ まだいずれの方向かはっきりしない 

 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある「①科学的根拠に基づくがん予防・がん

検診の充実②患者本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」（また

はこれに類する内容）を、自県の全体目標に掲げる見込みですか。 

 

□ 国と同様の全体目標を掲げる見込み  

□ 県独自の全体目標を掲げる見込み   

□ 全体目標は特には設定しない   

□ まだいずれの方向かはっきりしない 

 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の全体目標を掲げる見込み」 と回答し

た県にうかがいます。各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

□ 各全体目標に対し指標を設定する見込み★  

□ 一部の全体目標に対し指標を設定する見込み★   

□ いずれの全体目標にも指標を設定しない見込み   

□ まだいずれの方向かはっきりしない 

         ↓ ★の場合 

     □ すでに指標案がある   

□ 指標案についてこれから検討  

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲げる見込みの場合、現時点での目標値

の考え方について簡単に教えてください。 

 

□ 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込み   

□ 死亡率減少目標を掲げる見込み（目標値は設定しない）   

□ 死亡率減少目標を掲げない見込み  

□ まだいずれの方向かはっきりしない 

         ↓ 

 目標値の数値設定や 

算出などに関する 考え方                                                            

 

 

 

 

 



●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3次がん対策推進基本計画案の分野分けとどのような関係に

なる見込みですか（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

  

   □ 基本的に、国の分野分けにおおよそ準ずる見込み  

□ 国の分野分けを基本にしつつ、一部、自県の実情を踏まえて再構成する見込み   

□ 基本的に自県の実情に合った計画とする観点から県独自の分野分けとする見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6：   分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見込みですか。 

 

□ 原則、すべての分野に、アウトカム目標を設定する見込み   

□ 一部の分野に、アウトカム目標を設定する見込み   

□ 特に各分野にアウトカム目標を設定する考えはとらない見込み   

□ まだいずれの方向かはっきりしない 

 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモデル*の考え方を採用されますか。 

 *アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

 

□ ロジックモデルを採用し、計画にも何らかのかたちで記載する見込み   

□ 協議会等検討の場でロジックモデルを採用しているが、計画には記載しない見込み  

□ 内部検討ではロジックモデルを活用しているが、会議や計画には出さない見込み  

□ 特にロジックモデルは使わない見込み   

□ まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

    

本アンケートにご回答・ご協力いただきました都道府県がん対策ご担当者のみなさまに、厚く御礼 

申し上げます。ありがとうございました。 

       特定非営利活動法人がん政策サミット 

  



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

1. 北海道  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

 

未定 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

内部検討ではロジックモデルを活用

しているが、会議や計画には出さな

い見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

2. 青森県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

各全体目標に対し指標を設定する見

込み 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標を掲げる見込み（目

標値は設定しない） 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

一部の分野に、アウトカム目標を設

定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

特にロジックモデルは使わない見込

み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

3. 岩手県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

特にロジックモデルは使わない見込

み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

4. 宮城県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

特にロジックモデルは使わない見込

み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

5. 秋田県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

一部の全体目標に対し指標を設定す

る見込み 

指標案についてこれから検討 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

 

これから検討の予定 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

6. 山形県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

7. 福島県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

8. 茨城県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げない見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

一部の全体目標に対し指標を設定す

る見込み 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

 

現計画が未達成のため、現計画の数

値とする見込み 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に自県の実情に合った計画と

する観点から県独自の分野分けとす

る見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

特に各分野にアウトカム目標を設定

する考えはとらない見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  

*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

特にロジックモデルは使わない見込

み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

9. 栃木県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

特にロジックモデルは使わない見込

み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

10. 群馬県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げない見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

一部の全体目標に対し指標を設定す

る見込み 

指標案についてこれから検討 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標を掲げる見込み（目

標値は設定しない） 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

内部検討ではロジックモデルを活用

しているが、会議や計画には出さな

い見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

11. 埼玉県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

一部の全体目標に対し指標を設定す

る見込み 

指標案についてこれから検討 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

12. 千葉県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

13. 東京都  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に自県の実情に合った計画と

する観点から県独自の分野分けとす

る見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

内部検討ではロジックモデルを活用

しているが、会議や計画には出さな

い見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

14. 神奈川県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標を掲げない見込み 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

15. 新潟県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

一部の分野に、アウトカム目標を設

定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

16. 富山県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

一部の分野に、アウトカム目標を設

定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

17. 石川県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

18. 福井県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

各全体目標に対し指標を設定する見

込み 

指標案についてこれから検討 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

内部検討ではロジックモデルを活用

しているが、会議や計画には出さな

い見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

19. 山梨県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

20. 長野県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標を掲げない見込み 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

内部検討ではロジックモデルを活用

しているが、会議や計画には出さな

い見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

21. 岐阜県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

各全体目標に対し指標を設定する見

込み 

指標案についてこれから検討 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標を掲げない見込み 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

一部の分野に、アウトカム目標を設

定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

内部検討ではロジックモデルを活用

しているが、会議や計画には出さな

い見込み 

まだいずれの方向かはっきりしてい

ない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

22. 静岡県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

内部検討ではロジックモデルを活用

しているが、会議や計画には出さな

い見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

23. 愛知県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

24. 三重県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

25. 滋賀県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げない見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

各全体目標に対し指標を設定する見

込み 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

 

10 年の県の減少率と国の資料を元

にする 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  

*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

26. 京都府  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標を掲げない見込み 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

27. 大阪府  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

県独自の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

一部の全体目標に対し指標を設定す

る見込み 

指標案についてこれから検討 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

一部の分野に、アウトカム目標を設

定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

協議会等検討の場でロジックモデル

を採用しているが、計画には記載しな

い見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

28. 兵庫県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

29. 奈良県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

県独自の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

各全体目標に対し指標を設定する見

込み 

すでに指標案がある 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

 

75歳未満年齢調整死亡率の 12年後

の予測値を算出し、がん死亡率が日

本一低くなるように目標値を設定 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に自県の実情に合った計画と

する観点から県独自の分野分けとす

る見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

ロジックモデルを採用し、計画にも何

らかのかたちで記載する見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

30. 和歌山県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

 

目標値は検討中 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

31. 鳥取県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

県独自の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

一部の全体目標に対し指標を設定す

る見込み 

すでに指標案がある 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

 

年齢調整死亡率を全国平均並みに

減少させる→目標値は検討中 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  

*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

ロジックモデルを採用し、計画にも何

らかのかたちで記載する見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

32. 島根県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

各全体目標に対し指標を設定する見

込み 

すでに指標案がある 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

全がん死亡率については、 男性は

全国平均を上回っているので、国の

死亡率により算出 女性は全国平均

を下回っているので、本件の死亡率

により算出 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

ロジックモデルを採用し、計画にも何

らかのかたちで記載する見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

33. 岡山県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げない見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

県独自の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

一部の全体目標に対し指標を設定す

る見込み 

指標案についてこれから検討 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

 

第 2 次計画の進捗状況を踏まえて設

定する 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  

*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

34. 広島県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げない見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

一部の全体目標に対し指標を設定す

る見込み 

すでに指標案がある 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標を掲げない見込み 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

内部検討ではロジックモデルを活用

しているが、会議や計画には出さな

い見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

35. 山口県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

未定 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

36. 徳島県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

各全体目標に対し指標を設定する見

込み 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

 

本県の状況にあわせた実効性のある

数値としたい 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  

*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

特にロジックモデルは使わない見込

み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

37. 香川県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げない見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

内部検討ではロジックモデルを活用

しているが、会議や計画には出さな

い見込み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

38. 愛媛県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

39. 高知県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

40. 福岡県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

41. 佐賀県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

42. 長崎県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

県独自の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

一部の全体目標に対し指標を設定す

る見込み 

指標案についてこれから検討 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

死亡率減少目標および目標値を掲げ

る見込み 

 

罹患者数の推移や死亡率の減少割

合から目標値を設定したい 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

一部の分野に、アウトカム目標を設

定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  

*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

特にロジックモデルは使わない見込

み 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

43. 熊本県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

44. 大分県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

45. 宮崎県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

46. 鹿児島県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

基本的に、国の分野分けにおおよそ

準ずる見込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

まだいずれの方向かはっきりしない 



「都道府県次期がん計画案策定に関するアンケート」 

47. 沖縄県  
 

●全体目標設定についてお伺いします （現時点での案に関してお答えください、以下同様） 

 

Q1. 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある、

「がん患者を含めた国民が がんを知り がんの克服を目

指す」（またはこれに類する文言）を、自県の全体目標に掲

げる見込みですか。 

 

掲げる見込み 

Q2: 国の第 3 次がん対策推進基本計画案の全体目標にある

「①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実②患者

本位のがん医療の実現③尊厳を持って安心して暮らせる

社会の構築」（またはこれに類する内容）を、自県の全体目

標に掲げる見込みですか。 

 

国と同様の全体目標を掲げる見込み 

Q3: Q2 で 「国と同様の全体目標を掲げる見込み」 「県独自の

全体目標を掲げる見込み」 と回答した県にうかがいます。

各全体目標に対し、指標の設定をする見込みですか。 

 

まだいずれの方向かはっきりしない 

Q4: 死亡率減少目標および目標値を掲げる見込みですか。掲

げる見込みの場合、現時点での目標値の考え方について

簡単に教えてください。 

 

目標値の数値設定や算出などに関する考え方 

まだいずれの方向かはっきりしない 

 

 

 

 

●分野設定に関してうかがいます。 

 

Q5: 自県の計画の分野分けは、国の第 3 次がん対策推進基本

計画案の分野分けとどのような関係になる見込みですか

（もっとも近いものを一つ選んでください）。 

 

国の分野分けを基本にしつつ、一部、

自県の実情を踏まえて再構成する見

込み 

 

 

●分野ごとの目標設定、必要な対策の設定の仕方についてうかがいます。 

 

Q6： 分野ごとにアウトカム目標（目指すべき姿）を設定する見

込みですか。 

 

原則、すべての分野に、アウトカム目

標を設定する見込み 

Q7:  分野ごとの目標設定や施策の検討をする際に、ロジックモ

デル*の考え方を採用されますか。  
*アウトカム目標と施策の因果関係を示す図表 

ロジックモデルを採用し、計画にも何

らかのかたちで記載する見込み 

 

 


