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４１８（しあわせいっぱい）プロジェクト 
佐賀県がん検診向上サポーター 

企業アンケート結果 

平成27年３月 
健康増進課がん対策推進担当 
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サポーター企業アンケートの概要 

 ○アンケートの目的 

  佐賀県がん検診向上サポーター企業登録事業実施要綱第５条第１項に 

 基づき、サポーター企業の取組内容を把握し、県民に広報を行う。 

 

 ○アンケートの内容 

  ・サポーター企業としての取組 

  ・がん検診の実施状況（助成、受診率の把握） 

  ・その他、就労に関すること          など 

 

 ○アンケート実施期間  H26.12.22～H27.3.6 

 

 ○対象団体数  172団体（平成26年12月１日時点） 

 

 ○アンケート回答率  33％（57/172団体） 
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アンケートの概要 
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サポーター企業取組の状況 
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サポーター企業の主な取組状況 

 各サポーター企業は、登録をするときに、がんに対して各種取組の宣言を

していただいています。 

 登録後の主な取組として、職員への呼びかけや周知等のためのチラシやポ

スター等の掲示、配布などが多くを占めています。また、一部では団体内で

の勉強会や住民や顧客へのセミナーの開催なども行われています。 

 このように各団体の内部、外部での取組が増えていくことで、社会全体の

がんに対する意識の醸成につながっていきます。 

 

                      

取組企業一覧はこちらから 

内容 件数 内容 件数 

従業員への検診等の呼びかけ 23 ポスター掲示、チラシ配布 31 

勉強会の開催 5 顧客への情報提供 1 

従業員のがん治療への配慮 3 
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サポーター企業取組の状況 
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部位 実施率 

胃 81.3％ 

肺 62.5％ 

大腸 71.9％ 

部位 実施率 

子宮 71.9％ 

乳 71.9％ 

がん検診の実施率  56.1％（32/57団体） 

■部位別がん検診実施率 

 回答のあった団体におけるがん検診の実施率は、56.1％でした。 

 なお、がん検診を実施している団体においても、検診５大がんのうち、全

てを実施できているところは、37.5％（未実施も含めると21％）となって

います。 

 まずは、がん検診未実施団体における 

がん検診の重要性の啓発や受診環境の整 

備を進める必要があります。 

 なお、未実施の理由としては、健康診 

断の検査項目にないこと、費用面や個人 

に任せている、などが挙げられます。 
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■実施検診数の割合 
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サポーター企業取組の状況 
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がん検診受診率（受診者／実施団体の対象者（把握分）） 
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 がん検診を実施している団体におい

て、64.4％の従業員の方が、何らかの

がん検診を受診しています。 

 各団体における従業員への呼びかけ、

掲示などにより受診意識の高まりが見受

けられます。 

 一方で、子宮頸がんと乳がんについて

は、受診率が低い状況となっています。 

 なお、この受診率は、団体において把

握している受診率であり、個別に医療機

関で受診している場合もあります。 

 がん検診を実施しているほとんどの団体において、従業員への助成を実

施しており、従業員の健康への配慮が見受けられます。 

がん検診受診の助成 83.9％（27/31団体） 
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サポーター企業の取組① 
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掲示、呼びかけなど① 
 がん検診受診の啓発のために、ポスター

やチラシなどを掲示・配布しています。ま

た、健康診断の際は、積極的ながん検診の

受診を呼びかけ、がん治療への配慮なども

行っています。 

全国健康保険協会 佐賀
支部 

チクシ電気株式会社 佐賀
工場 

社会福祉法人嬉野町社会事業助
成会 

佐賀県農業協同組合中央
会 

佐賀整肢学園オークス 社会福祉法人誠和福祉会 

株式会社江下建設 旅宿よぶこ 社会福祉法人天寿会 

株式会社西九州道路 嬉野観光ホテル大正屋 有限会社プライム 

佐賀整肢学園 神埼清流
園 

株式会社九産電機製作所 多久・小城地区医師会 

三栄興産株式会社 特別養護老人ホーム 岬荘 
公益財団法人佐賀県総合保健協
会 

有限会社イツモ 
伊万里市東部デイサービス
センター・ユートピア 

協同組合九州ロジテックカーゴ 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/saga/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/saga/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/saga/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/saga/
http://www.chikushi-ele.com/
http://www.chikushi-ele.com/
http://www.chikushi-ele.com/
http://www.chikushi-ele.com/
http://www.tokuyou-ureshino.ecnet.jp/top00.html
http://www.tokuyou-ureshino.ecnet.jp/top00.html
http://sagachuokai.saga-ja.jp/
http://sagachuokai.saga-ja.jp/
http://www.saga-seishi.jp/ohkusu.html
http://www.mifunesou.com/
http://www.sakenkyo.or.jp/shokai/saga/sg_esita.htm
http://www.tabi-yobuko.jp/
http://www.tabi-yobuko.jp/
http://www.tenjyukai.com/
http://nishido.jp/
http://www.taishoya.com/index.html
http://www.prime18.co.jp/
http://www.saga-seishi.jp/kanzaki.html
http://www.saga-seishi.jp/kanzaki.html
http://www.saga-seishi.jp/kanzaki.html
http://www.saga-seishi.jp/kanzaki.html
http://www.kyusandenki.com/pc/index.html
http://www.skk-sanei.co.jp/
http://www.k-fukushikai.jp/m_gaiyou.html
http://www.k-fukushikai.jp/m_gaiyou.html
http://www.k-fukushikai.jp/m_gaiyou.html
http://www.kenkou-saga.or.jp/
http://www.kenkou-saga.or.jp/
http://www.kenkou-saga.or.jp/
http://www.kenkou-saga.or.jp/
http://www.kenjin-kai.com/Yu-Homepage/start.html
http://www.kenjin-kai.com/Yu-Homepage/start.html
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サポーター企業の取組② 
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掲示、呼びかけなど② 

佐賀整肢学園かんざ
き日の隈寮 

社会福祉法人正和福祉
会 

福岡建設株式会社 

一般財団法人佐賀県
薬剤師会 

有限会社チヂイワ自動
車工業 

社会福祉法人敬愛会 

唐津土建工業株式会
社 

特別養護老人ホームそ
れいゆホームズ 

株式会社インズパーク
ス 

唐津瓦斯株式会社 
介護付複合福祉施設
パークハウス・有田 

株式会社ミズ 

株式会社有明電設 
公益財団法人佐賀県食
鳥肉衛生協会 

株式会社栄城石油 

イイダ靴下株式会社
佐賀工場 

社会福祉法人晴寿会 
医療法人福翔会 福岡
病院 

白石保養院 祐徳自動車株式会社 
公益社団法人唐津法人
会 

公益社団法人伊万里
有田法人会 

社会福祉法人伊万里敬
愛会 

株式会社佐賀新聞サー
ビス 

http://www2.saganet.ne.jp/shjim/
http://www2.saganet.ne.jp/shjim/
http://seiwa-f.net/
http://seiwa-f.net/
http://fukuoka-kensetu.area9.jp/
http://www.sagayaku.or.jp/
http://www.sagayaku.or.jp/
http://chijiiwajidousya.area9.jp/
http://chijiiwajidousya.area9.jp/
http://www.saganet.ne.jp/KEIAIKAI/index.html
http://www.karatsu.co.jp/
http://www.karatsu.co.jp/
http://www.jikou-kai.net/soleil/index.html
http://www.jikou-kai.net/soleil/index.html
http://www.jikou-kai.net/soleil/index.html
http://www.jikou-kai.net/soleil/index.html
http://www.inspax.co.jp/
http://www.inspax.co.jp/
http://www.inspax.co.jp/
http://www.karatsugas.co.jp/
http://www.jikou-kai.net/park/index.html
http://www.jikou-kai.net/park/index.html
http://www.miz-pharmacy.co.jp/
http://www.ariake-e.co.jp/
http://www.taku.ne.jp/~sagatori/
http://www.taku.ne.jp/~sagatori/
http://www.iida-socks.co.jp/index.html
http://www.iida-socks.co.jp/index.html
http://www.seijyukai.com/
http://www.4970.net/index.html
http://www.4970.net/index.html
http://www.4970.net/index.html
http://www.4970.net/index.html
http://www.siroisi.com/
http://www.yutoku.jp/jidousya/index.html
http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/karatsu/
http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/karatsu/
http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/imariarita/
http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/imariarita/
http://imari-keiaikai.com/
http://imari-keiaikai.com/
http://www.service-ss.co.jp/
http://www.service-ss.co.jp/
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サポーター企業の取組③ 

8 

講演会・勉強会の開催 

 団体内において、がんをはじめとした健康に関する勉強会を行うことで、

従業員のがん検診受診の重要性や健康意識を高める取組を行っています。 

 また、一般の方や関係者を対象としたセミナーを開催するなど、広くがん

に対する理解の促進に努める団体もありました。 

一般財団法人佐賀県薬剤師会 

株式会社ミズ 

株式会社インズパークス 

医療法人福翔会 福岡病院 

注）写真はイメージです 

http://www.sagayaku.or.jp/
http://www.miz-pharmacy.co.jp/
http://www.inspax.co.jp/
http://www.4970.net/index.html
http://www.4970.net/index.html
http://www.4970.net/index.html

