
＜普及啓発部会平成 23 年度事業計画＞ 

 

１．テーマを絞り一般向け講演会を開催する 

「子宮頸がん」を中心とした内容で啓蒙を諮るため北部地区、中部地区、南部地区

で一般向け講演会を開催する。 

予算：171,000 円 

 

２．各拠点病院にてがん種毎の担当医一覧を作成し、ホームページに掲載する 

  （毎年 6月に更新する） 

  

３．情報提供の地域格差をなくす 

  情報格差をなくすため、沖縄県とタイアップし、離島圏における学生向け一般向 

け講演会を行う。 

予算：159,000 円 

 

４．学生及び保護者、教育者を含む学校関係者向けの講演会または普及啓発活動を行 

  う 

(1)沖縄県教育庁保健体育課にご協力いただき、普及啓発部会委員が学生及び保護

者、教員を含めた学校関係者向けの講演会を行う。 

 

(2)中高校生を対象とした啓発ポスターコンテストの企画と実施。 

予算：552,000 円 

 

(3)がん啓発活動のための教材を作成する 

予算：648,600 円 

   

５．がん患者さんへ、がん情報を提供するための環境整備とその充実化を図る 

（1）協議会ホームページのご案内、相談支援センター、がん情報コーナー等を紹

介する一般向けがん情報を集約したチラシを作成し、各拠点病院にて配布する 

予算：420,000 

 

（2）ホームページ内容の更新と地域のがんの現状、対策、普及啓発、地域の病院 

の診療内容などを表示、県内に設置された患者会情報について、充実化を図る 

 

６．がん検診キャンペーンを具体化する 

各５大がんキャンペーンの詳細を来年度に向けて協議し、実施する。また、今年度

は「肺がん」・「子宮が頸がん」をテーマとして講演会を行なう 

予算：310,000 円 

 

資料１０－１



７．インターネットが利用できない人の為の情報提供手段を考える 

（1）各市町村で配布している広報紙に相談窓口などの情報を提供できるよう 

働きかける 

（2）がん情報冊子「がんかわら版」の広報活動に協力する 

 

８．一般向け講演会の人材バンク（講演会リスト）を病院別、がん種別に作成し、協議

会ホームページに掲載する 

  予算：6,120 円 



＜普及啓発部会：平成23年度経費内訳（案）〉

１．一般向け講演会の開催する　　3回　（北部地区、中部地区、南部地区）

項　目 研修場所 回数 単価 支出予定金額 備考

名護市民会館 1 40,000
場所：（中ホール）、空調、控え室料、
備品代費用含む

沖縄市民会館 1 40,000
場所：（中ホール）、空調、控え室料、
備品代費用含む

那覇市民会館 1 40,000
場所：（中ホール）、空調、控え室料、
備品代費用含む

　講師謝金（学外者） １時間×3会場 3 15,000 45,000

　交通費（県内） 3 2,000 6,000

　　計 171,000

項　目 研修場所 回数 単価 支出予定金額 備考

　旅　　費（八重山） 1 54,200 54,200
航空券39,400(那覇～石垣往復）
日当4,400/10,400(1泊2日）

　講師謝金（学外者） １時間 2 15,000 30,000

　旅　　費（宮古島） 1 44,800 44,800
航空券30,000(那覇～宮古往復）
日当4,400/10,400(1泊2日）

　講師謝金（学外者） １時間 2 15,000 30,000

　　計 159,000 会場費は沖縄県にて負担見込み

項　目 発送先 施設数 単価 支出予定金額 備考

中学校（公私含む） 161 2,000 322,000 冊子500冊(Ａ5サイズ）

高等学校（公私含む） 65 2,000 130,000 冊子500冊(Ａ5サイズ）

     受賞記念品費 中学校・高等学校 100,000 受賞数複数有

　　計 552,000

項　目 単価 枚数 支出予定金額

DVD-ROM 100 690 69,000

DVD焼き増し 840 690 579,600

　　計 648,600

3講演分　　　230×3

230校（中学校・高等学校数）

備考

(3)がん啓発活動のための教材を作成する

(1)沖縄県教育庁保健体育課にご協力いただき、普及啓発部会委員が学生及び保護者、教員を含めた学校関係者向
けの講演会を行う。

発送費

　会場借上費

２．各拠点病院にてがん種毎の担当医一覧を作成し、ホームページに掲載する　　（毎年6月に更新する）

３．情報格差をなくすため、離島圏における学生向けの講演会と一般向けの講演会の開催4回（八重山2回、宮古島2回）

４．学生及び保護者、教育者を含む学校関係者向けの講演会または普及啓発活動を行う

(2)中高校生を対象とした啓発ポスターコンテストの企画と実施。

資料１０－２



５．がん患者さんへ、がん情報を提供するための環境整備とその充実化を図る

項　目 施設名 枚数 単価 支出予定金額 備考

那覇市立病院 5,000 20 100,000 印刷代・用紙代含む

中部病院 5,000 20 100,000 印刷代・用紙代含む

琉大病院 5,000 20 100,000 印刷代・用紙代含む

北部地区医師会病院 2,000 20 40,000 印刷代・用紙代含む

宮古病院 2,000 20 40,000 印刷代・用紙代含む

八重山病院 2,000 20 40,000 印刷代・用紙代含む

　　　　　計 420,000

項　目 講演会場所 回数 単価 支出予定金額 備考

沖縄市民会館 1 40,000
場所：（中ホール）、空調、控え室料、
備品代費用含む

那覇市民会館 1 40,000
場所：（中ホール）、空調、控え室料、
備品代費用含む

　講師謝金（学外者） １時間 2 15,000 30,000

　旅費（県外招聘） 2 100,000 200,000

　　計 310,000

　　　

項　目 送付施設数 枚数 支出予定金額

送付代 34 180 6,120

　　計 6,120

合　計 2,266,720

*日　 当・・・1日当たり2,200円（国立大学法人琉球大学旅費支給規定参考）

*宿泊料・・・1夜当たり10,400円（国立大学法人琉球大学旅費支給規定参考）

*謝金(学外者)・・・1時間　15,000円（国立大学法人琉球大学諸謝金支給基準単価表参考）

印刷費

（1）協議会ホームページのご案内、相談支援センター、がん情報コーナー等を紹介する一般向けがん情報を集約した
チラシを作成し、各拠点病院にて配布する

６．がん検診キャンペーンの具体化（「肺がん」・「子宮が頸がん」をテーマとして講演会の開催）

会場借上費

７．インターネットが利用できない人の為に、その他の情報提供手段を考える

（1）各市町村で配布している広報紙に相談窓口などの情報を提供できるよう働きかける

８．一般向け講演会の人材バンク（講演会リスト）を病院別、がん種別に作成し、協議会ホームページに掲載する

備考

返信用封筒切手代含む
（がん診療を行なっている医療機関）

（2）がん情報冊子「がんかわら版」の広報活動に協力する



＜普及啓発部会：平成23年度経費内訳（案）〉

１． 琉球大学附属病院支出予定額（地域拠点病院） 合　計 1,263,720

項　目 研修場所 回数 単価 支出予定金額 備考

　旅　　費（八重山） 1 54,200 54,200
航空券39,400(那覇～石垣往復）
日当4,400/10,400(1泊2日）

　旅　　費（宮古島） 1 44,800 44,800
航空券30,000(那覇～宮古往復）
日当4,400/10,400(1泊2日）

　　計 99,000 会場費は沖縄県にて負担見込み

項　目 発送先 施設数 単価 支出予定金額 備考

受賞記念品費 中学校・高等学校 100,000 受賞数複数有

　　計 100,000

　　　

項　目 単価 枚数 支出予定金額

DVD-ROM 100 690 69,000

DVD焼き増し 840 690 579,600

　　計 648,600

５．がん患者さんへ、がん情報を提供するための環境整備とその充実化を図る

項　目 施設名 枚数 印刷単価 支出予定金額 備考

印刷費 琉大病院 5,000 20 100,000 印刷代・用紙代含む

　　　　　計 100,000

項　目 講演会場所 単価 支出予定金額 備考

沖縄市民会館 1 40,000
場所：（中ホール）、空調、控え室料、
備品代費用含む

那覇市民会館 1 40,000
場所：（中ホール）、空調、控え室料、
備品代費用含む

　講師謝金（学外者） １時間 2 15,000 30,000

　旅費（県外招聘） 2 100,000 200,000

　　計 310,000

項　目 送付施設数 枚数 支出予定金額

送付代 34 90 3,060

返信用切手 34 90 3,060

　　計 6,120

６．がん検診キャンペーンの具体化（「肺がん」・「子宮が頸がん」をテーマとして講演会の開催）

会場借上費

８．一般向け講演会の人材バンク（講演会リスト）を病院別、がん種別に作成し、協議会ホームページに掲載する

備考

（がん診療を行なっている医療機関）

３．情報格差をなくすため、離島圏における学生向けの講演会と一般向けの講演会の開催4回（八重山2回、宮古島2回）

備考

230校（中高学校数）

3講演分　　　230×3

４．学生及び保護者、教育者を含む学校関係者向けの講演会または普及啓発活動を行う
(2)中高校生を対象とした啓発ポスターコンテストの企画と実施。

(3)がん啓発活動のための教材を作成する
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２．那覇市立病院支出予定額(地域拠点病院） 合　計 321,000

１．「子宮頸がん」をテーマとした一般向け講演会を開催する

項　目 研修場所 時間 単価 支出予定金額 備考

会場費
那覇市民会館
（中ホール）

13時～17時 40,000
場所：（中ホール）、空調、控え室料、
備品代費用含む

講師謝金（学外者） 1時間 15,000 15,000

　交通費（県内） 1名 2,000

　　　　　計 57,000

項　目 発送先 施設数 単価 支出予定金額 備考

中学校南部地区及 56 2,000 112,000 冊子500冊(Ａ5サイズ）

高等学校（公私含
む）

26 2,000 52,000 冊子500冊(Ａ6サイズ）

計 164,000

５．がん患者さんへ、がん情報を提供するための環境整備とその充実化を図る

項　目 施設名 枚数 印刷単価 支出予定金額 備考

印刷費 那覇市立病院 5,000 20 100,000 印刷代・用紙代含む

　　　　　計 100,000

３．県立中部病院支出予定額(地域拠点病院） 合　計 277,000

１．「子宮頸がん」をテーマとした一般向け講演会を開催する

項　目 研修場所 時間 単価 支出予定金額 備考

会場費
沖縄市民会館
（中ホール）

13時～17時 40,000
場所：（中ホール）、空調、控え室料、
備品代費用含む

講師謝金（学外者） 1時間 15,000 15,000

　交通費（県内） 1名 2,000

　　　　　計 57,000

項　目 発送先 施設数 単価 支出予定金額 備考

中学校中部地区
（公私含む）

35 2,000 70,000 冊子500冊(Ａ5サイズ）

高等学校中部地区 25 2,000 50,000 冊子500冊(Ａ6サイズ）

　　　　　計 120,000

発送費

４．学生及び保護者、教育者を含む学校関係者向けの講演会または普及啓発活動を行う
(2)中高校生を対象とした啓発ポスターコンテストの企画と実施。

発送費

４．学生及び保護者、教育者を含む学校関係者向けの講演会または普及啓発活動を行う
(2)中高校生を対象とした啓発ポスターコンテストの企画と実施。

（1）協議会ホームページのご案内、相談支援センター、がん情報コーナー等を紹介する一般向けがん情報を集約したチラ
シを作成し、各拠点病院にて配布する



５．がん患者さんへ、がん情報を提供するための環境整備とその充実化を図る

項　目 施設名 枚数 印刷単価 支出予定金額 備考

印刷費 中部病院 5,000 20 100,000 印刷代・用紙代含む

　　　　　計 100,000

４．北部地区医師会病院支出予定額(支援病院） 合　計 173,000

１．「子宮頸がん」をテーマとした一般向け講演会を開催する

項　目 研修場所 時間 単価 支出予定金額 備考

会場費
名護市民会館
（中ホール）

13時～17時 40,000
場所：（中ホール）、空調、控え室料、
備品代費用含む

講師謝金（学外者） 1時間 15,000 15,000

　交通費（県内） 1名 2,000

　計 57,000

項　目 発送先 施設数 単価 支出予定金額 備考

中学校北部地区 31 2,000 62,000 冊子500冊(Ａ5サイズ）

高等学校北部地区 7 2,000 14,000 冊子500冊(Ａ6サイズ）

　　計 76,000

５．がん患者さんへ、がん情報を提供するための環境整備とその充実化を図る

項　目 施設名 枚数 印刷単価 支出予定金額 備考

印刷費 北部地区医師会病院 2,000 20 40,000 印刷代・用紙代含む

　　　　　計 40,000

４．学生及び保護者、教育者を含む学校関係者向けの講演会または普及啓発活動を行う

(2)中高校生を対象とした啓発ポスターコンテストの企画と実施。

（1）協議会ホームページのご案内、相談支援センター、がん情報コーナー等を紹介する一般向けがん情報を集約したチラ
シを作成し、各拠点病院にて配布する

発送費

（1）協議会ホームページのご案内、相談支援センター、がん情報コーナー等を紹介する一般向けがん情報を集約したチラ
シを作成し、各拠点病院にて配布する



５．県立宮古病院(支援病院） 合　計 114,000

項　目 研修場所 回数 単価 支出予定金額 備考

　講師謝金（学外者） １時間 2 15,000 30,000

　　　　　計 30,000

項　目 発送先 施設数 単価 支出予定金額 備考

中学校宮古地区 18 2,000 36,000 冊子500冊(Ａ5サイズ）

高等学校宮古地区 4 2,000 8,000 冊子500冊(Ａ6サイズ）

　　　　　計 44,000

５．がん患者さんへ、がん情報を提供するための環境整備とその充実化を図る

項　目 施設名 枚数 印刷単価 支出予定金額 備考

印刷費 県立宮古病院 2,000 20 40,000 印刷代・用紙代含む

　　　　　計 40,000

６．県立八重山病院(支援病院） 合　計 118,000

項　目 研修場所 回数 単価 支出予定金額 備考

　講師謝金（学外者） １時間 2 15,000 30,000

　　　　　計 30,000

項　目 発送先 施設数 単価 支出予定金額 備考

中学校八重山地区 21 2,000 42,000 冊子500冊(Ａ5サイズ）

高等学校八重山地
区

3 2,000 6,000 冊子500冊(Ａ6サイズ）

　　　　　計 48,000

５．がん患者さんへ、がん情報を提供するための環境整備とその充実化を図る

項　目 施設名 枚数 印刷単価 支出予定金額 備考

印刷費 県立八重山病院 2,000 20 40,000 印刷代・用紙代含む

　　　　　計 40,000

総　額 2,266,720

*日　 当・・・1日当たり2,200円（国立大学法人琉球大学旅費支給規定参考）

*宿泊料・・・1夜当たり10,400円（国立大学法人琉球大学旅費支給規定参考）

*謝金(学外者)・・・1時間　15,000円（国立大学法人琉球大学諸謝金支給基準単価表参考）

（1）協議会ホームページのご案内、相談支援センター、がん情報コーナー等を紹介する一般向けがん情報を集約したチラ
シを作成し、各拠点病院にて配布する

３．情報格差をなくすため、離島圏における学生向けの講演会と一般向けの講演会の開催4回（八重山2回、宮古島2回）

(2)中高校生を対象とした啓発ポスターコンテストの企画と実施。

（1）協議会ホームページのご案内、相談支援センター、がん情報コーナー等を紹介する一般向けがん情報を集約したチラ
シを作成し、各拠点病院にて配布する

４．学生及び保護者、教育者を含む学校関係者向けの講演会または普及啓発活動を行う

発送費

３．情報格差をなくすため、離島圏における学生向けの講演会と一般向けの講演会の開催4回（八重山2回、宮古島2回）

(2)中高校生を対象とした啓発ポスターコンテストの企画と実施。

発送費

４．学生及び保護者、教育者を含む学校関係者向けの講演会または普及啓発活動を行う


