2019 年 8 月 5 日
NPO 法人ブレイブサークル運営委員会
「大腸がんクイズラリー」運営資材（無償提供）
使用自治体へのアンケート

結果の報告

2018 年度「大腸がんクイズラリー」を実施された自治体の皆様に資材活用についてのアンケートのご
協力をお願いしました。その結果をご報告申し上げます。
2018 年度は自治体・企業等 267 団体からお申込みをいただきました。その内の自治体 240 件に郵送で
調査票をお送りし、191 件よりご回答いただきました。
（回収率 79.9％）判読が難しいものなどを含め
原則すべて記載し紹介しています。
お忙しい中、現場の貴重なご意見をお寄せいただきましたことに心より感謝いたします。ありがとうご
ざいました。
Q1.大腸がんクイズラリー運営で大変だったことは何ですか？（複数回答）

「参加呼び込み（20.1％）
」の回答が多く、続いて「運営スタッフの確保（10.1％）」
「裏面アンケートの
記入確認（10.1％）
」という結果になりました。いずれにしても運営スタッフが足りないことは多くの面
でもっとも影響していました。
＜その他のコメント＞


屋外だったので天候（当日は小雨）



クイズは 5 問ですがチェックや裏面のアンケートを記入していただくと時間を要す人もありました。
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報告書添付の写真撮影の際に、個人が特定できるような角度（顔など）で写りこまないよう気を使い
ます。



急な地区からの依頼でもこの資材のおかげで対応でき特に困ったと感じることはありませんでした。



対象が子どもだった為、興味をもってもらいにくかった



アンケートの字が小さいため、高齢者には大変だった。しかし、お陰様でスタッフもコミュニケーシ
ョンがとれました。



屋外の会場だったためポスター・看板のはり方がむずかしかった。



ポスターがはがれやすかった。



裏面の記入漏れが目立った。



イベント中はクイズラリーでスタッフが必要なため参加者が多い時に特に写真をとれずすみません。



写真撮影



後片付け



申込以上の来客があり、途中で印刷する・メモ帳が不足する等があった



参加者の時間の余裕で変わる

Q2.がん予防のチェック項目について（複数回答）

クイズ用紙解答面にある「がん予防のチェック」については参加者、主催者におおむね有効である
（97.8％）との回答をいただきました。一方で文字量や答える項目が多くなる、スタッフ人数が限られ
ているので、1 人にそれほど時間がかけられないといったご意見もありました。

2019 年 8 月 5 日
NPO 法人ブレイブサークル運営委員会
＜役に立たない理由のコメント＞


初年度の利用だったためクイズをメインにしており集計等は行っていない。今度利用を検討してい
きたい



回答する項目が少し多いように感じます。クイズラリーは立ったまま回答いただくことになります
ので、参加者の負担を減らし、文字を大きくするために項目を絞っても良いのではないでしょうか。



スタッフ人数が限られていて、
またたくさんの人が来場するため 1 人にそれほど時間をかけられず、
早くはけていただかないと次がつまってしまうため、
「クイズからでけっこうです」と声をかけてし
まっています。



チェック部分を読まずに、すぐにクイズに取りかかる人が多い。／裏面アンケートを記入してもら
い、回収すると参加者の手元に残らない。



書いてないかたも多かった



ふりかえることでがん予防につながるとはリンクしにくいと考えるし、チェックする項目が多くて、
伝えたいことの印象がうすくなりそう。



がん予防の啓発に重要だが、下のクイズと性質がちがうため利用しづらかった。同じクイズ方式にす
る、コラム（読み物）として入れた方が利用しやすい。解答用紙はアンケートとして回収するためメ
モ帳に記載した方がよい。

Q3.裏面アンケートについて

「活用している」と答えた自治体が 68.6％にのぼりました。
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Q3-1.アンケートを活用していると答えたその活用方法（複数回答）

「その場で受診勧奨に利用するのに利用（50.0％）
」が最も多い回答でした。
＜その他のコメント＞


H30 年度版は採便方法について、未受診の方はほとんど知らないことがわかりました。



項目を絞って文字を大きくし、参加者の負担を減らしてはいかがでしょうか。



今後集計して対策に利用予定



集計までは行っていないが住民の傾向をみるために確認



（活用予定）



集計して参加者の検診状況 etc.把握に活用

Q3-2.アンケートを活用していないと答えた理由（複数回答）
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「記入に時間がかかる（37.7％）
」
、
「対応人員がいない（29.9％）
」の回答を多くいただきました。
＜その他のコメント＞


今回は活用しませんでしたが、次回は活用できるといいです。



これまでのイベントでは職員作成のクイズを使用していたためクイズのみ利用しました。今度利用
を検討していきたい



スタッフ不足で説明あまりできませんが、アンケートに答えることで、参加者自身がふりかえりで
きたと思います。



今後活用したい



最小限のスタッフ確保だったため、アンケートの確認まではできなかった。



でも今後活用します。



イベントの場所柄、他区の住民も多いため、アンケートの内容はすでに受診勧奨におり込み済なの
で改めて集計をとる気がない



参加者が他市町の方も多かったので、村のデータとして活用しにくかったから。



上記（Q2）理由のため、
「ウラはけっこうです」と声をかけてしまっています。性別や年代は別の
用紙で把握しています。



記入していただいて集計もしているが、分析したりしていないため。



アンケート集計したものの、当日の参加者が少なかったため、報告に利用ができなかった。



アンケート回収を目的としていない為



解答用紙は参加者に持って帰ってもらっているため、アンケートとしては活用しなかった。



イベントの内容に応じてアンケートを独自に作成しているため



独自でがん検診に関するアンケートを実施しているため



本人にアンケートを持って帰ってもらっている



市外からの参加者が多かったため



有効回答数が少なかったため



参加者数が少ないので、データとして活用するには難しいと思っているため

＜その他（資材へのご意見、当法人への励ましのメッセージなど＞


本町のイベントにおいて、かかせない事業になっています。今年もりようさせていただく予定です。



資材はとてもわかりやすいし、カラーで人目もひくのでいいと思います。H30.10 に大腸がんクイズ
ラリーを実施しましたが場所の確保が大変だったため、今年は実施するか否か検討しているところ
です。



これまでは市主催の健康まつりで職員作成のクイズを実施していたため、今年度はカラーの用紙・メ
モ帳等非常に充実できた。大変ありがとうございました



アンケートを回答していただいた方のうち、まだ受ける予定がない方の 95%が「受けようと思う」
との回答でした。啓発の 1 つとして利用させていただき、ありがとうございました。



ネットからの申し込みがうまくできず H28 と H30 は事務局の方のご配慮で送付していただきまし
てありがとうございました。部数の申し込みが多く、余った場合はメモ用紙を大腸がんの広報として
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使用し、老人クラブのイベント等で使用させていただいています。


小学生～大人まで、また外国からの方にも勧奨することができました。ありがとうございました。



効果的に大腸がんの啓発ができました。ありがとうございました。



見やすいポスター・資料であり、クイズに参加されない方も立ちどまってみられている人がいまし
た。



資材を活用させていただきました。住民の方の反応もよく感謝しております。今後ともどうぞよろし
くお願い致します。



アンケートありバージョンとなしバージョンがあれば、活用を目的に沿ってできるのでは？ともあ
れ、とても助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。



わかりやすい。

トイレットペーパーを渡すことでイベントに参加できなかった家族にも周知する

ことができる。 大腸がん検診で要精密となった方が、大腸カメラをせずにもう 1 回大腸がん検診
（便潜血）を受けようとする方が最近多い。クイズラリーを今後もイベントで使わせていただいて、
住民への周知をがんばりたい。


市町の健康フェアでのクイズラリー実施の要望があるため、今後も積極的に活用させて頂きたいと
思っております。



今後も、大腸がん検診に特化した NPO として、益々の御活躍心より期待します。



わかりやすい資材をありがとうございました。

色も明るいのでイベント使用にぴったりでした。

機会があればパネル展示に再利用してもよい資材だと思いました。


クイズラリーのポスターはとても目立ち、関心をひきやすいかと思います。 教材を無償で提供して
いただけることで、とても活用しやすいです。 ありがとうございます。



来年度からメモ帳がないのが残念です。
（回答確認及び参加呼び込みに使用） クイズラリーは続け
ていきたいので、よろしくお願いいたします。



無償で資材を提供してもらえてとても助かりました。 次年度以降も、引き続きよろしくお願い致し
ます。



クイズラリーとアンケートが両面でなく片面だけの方が参加者に記載してもらいやすいので助かり
ます。 説明もわかりやすく、活用しやすい資材でした。



無償提供は大変ありがたいです。今後も活用させていただきたいと思っています。



女性も男性も大腸がんが増えている中で、このようなすばらしいクイズラリーを作成してくださり
ありがとうございました。



御社のいっそうのご発展を心よりお祈り申し上げます。

パラパラマンガはとても好評でした。 また同じ事業で利用予定なので、H30 年度版と、違う形だ
と幸いです。



いつも健康まつりのようなイベントで何を企画しようかまようので、ブレイブサークルさんが良い
企画を無料で提供してくださり助かりました。運営側が楽にできる内容なのでとても良いです。 ま
た新しい企画を作ってください。



媒体等がきちんと作成してあり、掲示のポスター・ボールペンに至るまで用意して下さり大変助かり
ました。



財政的に厳しい当町にとって無償で提供頂けることは大変ありがたく毎年利用させて頂いています。
ポスターはわかりやすく、関心を持ってもらいやすいです。
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大腸がんが増加する反面、検診受診率、特に精密検査の受診率が低い状況であるため、大腸がんに特
化した無償の啓発資材を活用させていただけることは非常に助かっております。

今後ともどうぞ

よろしくお願い申し上げます。


クイズラリーの資材、早々に送付いただきありがとうございました。 65 才以上の参加者が多く、
裏面の未記入が多かったように思いました。A4 片面の方が記入してもらいやすいかと思いました。



ポスターや看板はイベントに即用いることができ、とても助かりました。 会場内がにぎやかになり
住民も興味を示し、積極的に参加してくださいました。



回答のメモ帳の完成度が高いため、クイズラリーの実施が難しい場合メモ帳の配布だけでも啓発活
動になります。
（皆さんメモ帳をよろこんで持っていかれます）



イベント時に活用させていただき、受診勧奨などに大変便利でした。 クイズなどで手軽に参加して
いただけるため、今後も活用させていただきたいです。 よろしくお願いいたします。



無償提供していただけるので助かります。



こちらが思いもよらない質問が出たり、住民とがん検診について話す話題づくりになりました。がん
検診について話せて良かったです。ありがとうございました。 「トイレでこれ（ペーパー）勉強す
るね」と言ってくれた方がいました。



いつもクオリティの高い資材を無償で提供していただき、ありがとうございます。 クイズの難易度
も市民にはちょうど良く、みなさんポスターとにらめっこしながら取組まれています。 トイレット
ペーパーやメモ帳も好評です。



昨年度、実施させていただいた際に裏面アンケートで「受けたことがない」方が半数以上あった為、
今年度は受けたことがない方を対象に、検便キットを見ていただき簡単に検査ができることを PR し
ました。また、その場で検診受診申し込みも受け付け、受診にもつながっています。



看板用の資材もたてよことあり大変よいです。またパラパラマンガも活用しています。



クイズラリー表面に、自身が大腸がん検診を今年受けたのか・受ける予定なのか・予定がないのかチ
ェックする所があると、検診の案内をしやすいのかなと思いました。（裏面書かない人が多いため）



産業祭の中で行う、健康イベントのコーナーで活用させていただきました。インセンティブ事業にか
らめて行ったため、クイズに答えていただいた方には、パスポートのシールを獲得できるようにした
ため、多くの方に大腸がんについて知っていただけるよい機会となりました。 ありがとうございま
した。



同じ内容を毎年掲示するより、見た目や問い方の違うものがあると、住民も再度チャレンジしていた
だけると思います。

クイズを経験でわかると問いてしまいポスターを読んでいただけない方もい

たので、少し難しくても良いかもしれません。 資材は本当に助かりました。メモ帳欲しさに参加す
る方もおられました。 他のガンや疾病対策でも同様のものがあるといいなぁと思いました。


大腸がんクイズラリーや受診勧奨素材など無償で提供して頂き、いつもありがとうございます。 多
くの市民に検診を受けてもらうために今後も活用させて頂きたいです。

今回のようにイラストや

内容のリニューアルがあるとありがたいです。


H31 年もイベントに使用する予定です。これからも使いやすい資材を作っていただけると普及啓発
に役立ちます。



申込から迅速な対応をしていただきありがたく思っています。イベントのブースで活用させていた
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だきましたが、プレゼント（メモ帳）もあることから、好評であったと感じています。今後もイベン
トでのブースが確保できれば活用させていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。


参加者が高齢な方も多かったため、ポスターや解答用紙の文字がもう少し大きいとありがたいとい
う声がありました。 イベントとだきあわせで行いましたが、ブースに来場してくれる人も増え好評
でした。



健康づくりイベントの時、動機づけとして大腸がんクイズラリーは有効だと思いました。来所者がク
イズを解きながら大腸がんについて学べるので、今後も機会があれば活用させていただきます。あり
がとうございました。



見やすいパネルで、パネル立てに入れてイベント会場の通路に並べていますと目に止まるようで、足
を止めじっと読んでいる方、通りながら読んでいかれる方がありました。 便の採取方法も今まで間
違っていたとの声もきかれ、良い啓発媒体だと思います。ありがとうございました。



ポスターなどとてもよかった。使いすてなのがもったいない。



無料で対応ありがとうございました。

メモ帳より消しゴムの方が子供受けがいいかもと感じまし

た。 今後もよろしくお願いします。


平成 30 年度は「大腸がんクイズラリー」だけでなく、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。



電子媒体（タブレット等）を用いたクイズラリー、アンケートの実施ができるといいと思う。



いつもありがとうございます。毎年、医療保健まつり時に使用させていただいています。皆様は他の
ブースの景品目当てですが、大腸がんクイズラリーのブースにも寄ってもらえて、パネルを読みクイ
ズに答えていただけるだけでも、とても効果のある事だと感じています。 資材提供していただき感
謝しています。



アンケートは会場によって、活用したり・できなかったりです。 新たな取り組みとして、多くの場
で活用させていただきありがとうございました。啓発トイレットペーパーをきっかけに、クイズに参
加していただける方が多く、メモ帳だけでは参加呼び込みが難しい場合もありました。工夫が必要だ
と感じています。 今後もよろしくお願いします。



回答者に渡すメモ帳にクイズの答えが書いてあるので、もらった方が家に帰ってからふりかえりが
できるのでいいと思います。またメモ帳のパラパラまんががおもしろいです。



クイズラリーの文字が小さくて読みづらいとのご意見もあったので、文字を大きくしていただける
とありがたいです。



メモ用紙を利用してのパラパラマンガは、便の採取のしかたでは有効でした。
「まんべんなく」とい
う意味が理解できたようでした。また、ご夫婦・親子で参加している様子がみられ、イベント主催側
としては、呼び込みにもなりました。ありがとうございました。



クイズラリーをきっかけに小学生から高齢者までたくさんの住民に啓発することができました。5～
6 才でもことばをやさしく言い換えることで「血が混じってたら病院に行く」等、回答できていまし
た。また、スポーツと健康イベント内での実施で、多くのブースがあるのに「今日一番の収穫は正し
い便の採り方を知れたこと」と言っていただくことができとても嬉しかったです。 今後も活用させ
ていただきたいです。



大腸がんクイズラリーをするにあたって、ポスターにあるヒントを探しながら答えるため、ポスター
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をしっかり見てくれる機会になり、とても良かったです。 景品のメモ帳も喜ばれました。


とても好評で使いやすかったです。



使いやすく、大腸がんを一度もうけたことのない住民がスタンプラリーをして、がん検診に来て下さ
った。ラリーの掲示ポスターが上質紙でありがたいが、もう少し軽量の紙だと磁石でもはりやすい。



がんの予防のチェック項目では住民さんの受診の有無が確認でき、受診勧奨に役立ちました。また大
きなイベントでは親子で参加される場面もあり、年齢に関係なく知識の普及が出来たことが良かっ
たです。 今年度の資材は字が大きくなり見やすくなり、高齢の方も参加しやすかったようです。た
だ、好発年齢の世代の方々に参加呼びかけが難しいので、若い世代が立ち寄りたくなるクイズラリー
になるとなお良いものになると思います。 クイズ内容が住民にとって分かりやすい言葉になり、住
民からの質問内容の確認をされることがなくなりました。 検診から精検の必要性、行動まで理解で
きるものとなりよかったです。



解答用紙は文字が小さく、高齢者にとっては少し見づらかったようです。 トイレットペーパーは健
康まつりの景品として利用しました。



毎年、市主催の健康ひろばで活用させていただいており、大腸がん、検診についての周知に役立たせ
ていただいています。



クイズラリーの回答用紙がもうすこし大きいとありがたかったです。

みなさんたのしくクイズラ

リーを行っていました。


看板も準備されており、ほかのイベントの準備より事前準備はとても楽でした。 なかなか 40～50
代の方が参加してもらえず残念でした。



無償で教材を提供して下さり、ありがとうございます。 もし可能なら、大腸がん以外のがん啓発資
材を作っていただけるとより活用の幅が広がると思います。



問題がみやすく、子供でも参加しやすかったです。 家族連れ（孫と祖父母）が多く、家族でがんに
ついて話されていたため、いい話題の提供の場になったと思います。



アンケートの回答をもとに、参加者の生活習慣や受診状況の確認ができました。



大腸トンネル探検隊の貸出金額がもう少し安ければ、レンタルしやすいです。



初めてクイズラリーを活用させていただきましたが、ポスターやクイズが立派なつくりで感心しま
した。検診の勧奨に最適だと思いました。また機会があったら活用させていただきます。 合わせて
購入したトイレットペーパーも好評でした。



とてもわかりやすい資材で、今後も様々な場で活用していきたいと考えています。



受診勧奨資料を活用させていただいております。

内容等とてもよく毎年改正されておりとても助

かっています。 H31 年度も紙が更に薄くなり受診勧奨に活用予定です。 今後ともよろしくお願
いします。


資材のご提供たいへんありがとうございました。

今後も催しに有効活用させていただきたいと思

います。


大腸トンネルに子どもが集まり、その保護者に対して大腸がんの啓発ができる機会ができ、とても有
効なツールだと思います。



いつもありがとうございます。

今年で 3 回ご提供をいただきました。スタッフ一同、勧奨に大変有効と感じています。来年度も提
供をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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クイズラリーという形式で堅苦しくなく大腸がん検診について周知できるため、良い媒体であり有
効活用させていただきました。



がん検診受診勧奨に使わせていただいております。いつもありがとうございます。



クイズを通して「検診を受けよう」と意識変容して頂く方があると良かったと思います。 クイズラ
リーで参加者さんも気軽に参加していただけるところがこちらもありがたいです。

これからもよ

ろしくお願い致します。


ポスター等は紙の質も良く、イベント終了後にも活用し、大腸がん予防について PR を行った。



大腸がんや大腸がん検診の正しい知識の啓発に役立てることができました。準備する物品も少なく
て済み、簡単に実施することができました。



参加者は 50 歳以上が多かったため「用紙と文字サイズが小さくて見えにくい」との声があった。 楽
しみながら、普及啓発につながる活動になると感じた。 無償提供がありがたかった。



いつも丁寧なご対応をありがとうございます。 クイズを貼る場所が必要なため、例えば広い会場の
ど真ん中で、となると難しくなってしまうことが残念です。パラパラまんがは大好評でした。 来場
者が高齢の方が多いイベントもあるので、裏面は文字が読めないことがあり、残念ながら活用できて
いません。



いつも活用させていただいております。お陰様で大腸がんの死亡率が、国よりも低い値となっていま
す。 イラスト資材も活用したいです。 今後もよろしくお願いいたします。



大腸がん検診は 10 月末で終了していましたが、クイズラリーを 11 月に行いましたので、検診を 11
月末までに延期しました。効果もあり、11 月に検診に行かれている方もあり受診者が増えました。
無料で提供してくださるのでとても助かっています。ありがとうございます。 又、どうぞよろしく
お願いします。



クイズラリーのポスターが壁に貼る形式のものだったのですが、パネルのような形式だと貼る場所
がない会場でも実施しやすいと感じました。



前回より、アンケート用紙が大きくなり活用しやすかったです。裏面のアンケート内容の記載がスム
ーズに書きにくそうでした。
（大腸がん検診を受診している人、していない人の記載を分けていると
ころがわかりにくく、すべて記入している方が多かったです）



無償での資材提供があることで、受診勧奨に活用でき大変ありがたい。 様々なイベント等で活用さ
せていただきたい。



お世話になります。いつも資材をご提供いただきありがとうございます。市民祭などのイベントでの
受診勧奨に大変役立っています。アンケートを元に一人ひとり丁寧に勧奨できればいいのですが、ス
タッフの数の問題もありなかなか対応できておりません。
「受けていない理由」の主なものごとに対
応した勧奨資材があるといいなぁと思います。



クイズラリーをすることで家族で"がん"について考えることができるきっかけ作りができました。あ
りがとうございました。



ポスターやアンケート等、全体的にとても見やすく分かりやすく構成となっていて良いと思いまし
た。アンケートに回答することにより、大腸がん検診を受診したきっかけや未受診者へはその理由を
把握し、今後も受診勧奨に活用していくことが大切だと思いました。



掲示物やポスター等のデザインが鮮やかでイベント会場でも目立ち良かったです。
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住民より、とても人気の企画となっており、大腸がん検診受診への重要な意識づけになっていると感
じております。ありがとうございました。



送付された資材だけで十分な啓発ブースが作成でき、手軽に啓発ができた。今後も素敵な資材を期待
しています！



余った資材は、がん検診事業での活用、また、地区のイベント等で啓発活動に使わさせていただいて
おります



30 年度はポスターが少なく小さくなり設置がしやすかったです。



裏面のアンケートは記入漏れが多く、書き手側よりわかりやすい配置に工夫できると良い。また来年
度も活用したいと思っています。よろしくお願いします。



今年度初めて貴会の資材を活用した啓発を行いました。 参加者からは大変好評を得ましたので、次
年度は運営側の私たちが工夫しながら、もっとよりよい啓発となるよう努力します。 今後とも素敵
な取り組みの継続をお願いいたします。 ありがとうございました。



クイズラリーの資材はカラフルで見やすく、無償提供はありがたいです。



検診対象世代以外（小・中学生）にも実施したが概ね好評だった。 スタッフが少なくともできるが、
啓発効果については疑問が残る。 ポスターをじっくり見てくれる人はあまりいないので、何か 1 つ
でも印象に残せる様声かけする等して活用できると良いと思う。



がん予防のチェック項目について、チェック欄 2 つめのお酒に関して、全く飲まない方がチェック
するかどうか悩んでいました。全く飲まない人もチェックできるような文章が良いのではないでし
ょうか。 正しい採便の仕方を知らない方もいて、改めて周知できて良かったです。クイズで関心を
持たれて、その場で容器を購入される方もいました。 ありがとうございました。



トイレットペーパーは喜ばれました。



アンケートは記入してもらったが、記入が難しく、時間がかかるので有効な回答が得られない時もあ
る。アンケートの回答順序が見にくく分かりづらい。



クイズがポスターを見なくても回答できる簡単な内容だったので、もう少し難しい問いが 1 つくら
いあっても良いかとも思いました。ただ、無償でクイズラリーに必要な物品を全て送っていただけ助
かりました。



とても注目を集める資材で、啓発にすごく役立ちました。ありがとうございました。



運営する側も参加する側も簡単で理解しやすかったです。他の疾患についても開発されるとうれし
いです。



いつも資材のご提供等ご協力頂きありがとうございます。

資材も分かりやすくて非常に見やすい

ので、また活用させて頂きたいです。 女性の死亡率が 1 位ということが知られていないので、そ
こも盛り込んで頂けると嬉しいです。


本市の取組みにご協力いただき誠にありがとうございます。 来年度も情報提供を含めご支援の程
よろしくお願いいたします。



大腸がん検診の受診勧奨に効果的な資材を提供していただきありがとうございました。

当市の大

腸がん検診の受診率向上のためにこれからも資材を活用させていただきたいと思いますので、引き
続きよろしくお願いいたします。


イベント時に活用させていただき、ありがとうございました。 親子で楽しそうにクイズラリーをし
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ている方々も多くいらっしゃいました。また、活用させていただく際はよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。


資材が見やすく目をひき、とても分かりやすいと参加者の方からの声がありました。 メモ帳も大変
喜ばれ、自宅に帰られてからの復習にもつながったと思います。



短時間で行えるため、とても好評でした。



お世話になり、ありがとうございました。



クイズラリーを行うことで大腸がんについて住民に考えてもらう機会になりました。ありがとうご
ざいました。



高齢者にはクイズの回答をするのに精一杯で、アンケートへの記入は難しいようでした。 メモ帳は
好評で、"正しい便のとり方"について、啓発するよいきっかけになりました。 後半の検診に向けて
よい勧奨のきっかけになりました。 ありがとうございました。



毎年がん啓発イベント等で活用させていただいています。

昨年は大腸がんトンネルを利用させて

いただき大変好評でした。


わかりやすいクイズやポスターで受診勧奨に役立っています。



いつもこちらの要望に対して丁寧に対応していただき、大変ありがたく思っております。今後ともよ
ろしくお願いします。



いつもお世話になっております。来年度もまた利用させていただきたいと思います。



参加者にがん検診について興味を持ってもらう良いきっかけとなっております。



受診勧奨に使わせてもらっています。カラーでイラストもかわいく使いやすい資材だと思います。



無償提供はありがたいです。 文化祭（お祭り）の中の一部企画なので、真剣にみてくれる方は少な
いように思いますが、若い人たちが"クイズラリー"というとゲーム感覚でやっていただけるので、若
年層には良いと思います。



毎年、少しずつ修正をし、見やすくわかりやすいものにしていただき、ありがとうございます。 ポ
スターは、終了後も大腸がんの啓発として使わせていただいています。



イラスト等改定されとても見やすく今年度のイベントで好評でした。 啓発を行った結果、翌月の大
腸がん検診者数が増加しましたので、次年度もぜひ活用したいと考えております。 よろしくお願い
致します。



ポスターもパンフレットもわかりやすく、回答時または答え合わせの時にとてもわかりやすかった。
アンケートがきっかけで大腸がんについて話される方が多かった。若い人(20 代)も参加下さり興味
を持っていただいた。健診周知に役に立った。



用紙がカラー刷りで見やすく、大腸がんや検診のポイントがわかりやすいクイズのため、健康イベン
ト開催時に活用させて頂いております。景品の啓発トイレットペーパーもクイズ参加者の方から大
好評です。



資材の無償提供をしていただきありがとうございました。



啓発に関して、リーフレット等の配布にとどまることが多く、対象者の方の反応をつかむことが難し
いため、今回の資材を使用して多くの方に大腸がんについて考えていただくことができたように感
じました。ありがとうございました。



毎年楽しく学べる教材として活用させていただいています。市でこのようなきれいな資材は作成で
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きないのでありがたいです。


毎年資材提供して下さり、ありがとうございます。1 点資材の内容に記載して頂きたいことがありま
した。検診受診時に明らかな出血がある方も受診されているということがあり、小冊子等に「明らか
な出血があるかたは、出血が治まってから受診下さい」というような言葉を入れていただけると大変
嬉しいです。ご見当よろしくお願い致します。



イベント終了後も活用させて頂いています



無償提供いただける事で大変助かっています。今後もイベント時等で活用させてください。



パネルがわかりやすく、住民への周知に活用できるので、今後も活用させていただきたいです。



いつも大変お世話になっております。当市では大腸がん検診の精密検査未受診者への勧奨でブレイ
ブサークル様のリーフレットを活用させていただいております。これからも有用な資材を提供して
いただければありがたいです。今後もよろしくお願いいたします。



いつもわかりやすい資材を提供していただき、ありがとうございます。



無料でこのような教材をご提供していただきありがとうございます。



参加された方は興味を持たれてました。 しかし、時間の余裕によりポスターまでじっくりと見て下
さる方は少なかった。多くの方が来られるので簡単に啓発できているがじっくり学ぶまでには至ら
ない。でも良い取り組みで提供側も健診者と対話でき、良い体験でした。



無償で提供いただき、大変ありがとうございます。引き続き、啓発のために使用させて頂きたいと思
います。



コーナー名のポスター・パネルがカラー印刷のため見やすく、ブースが賑やかになって良かったで
す。 ／当市では財政的に困難であるため、啓発グッズの購入に制限があり、プレゼント（メモ帳）
できるものがあり、人を集めるのに役立ちました。



いつもいい教材の提供ありがとうございます。大腸がんの受診向上、意識向上のため日々多くの機会
に声かけを行っています。その際に貴社の教材は見やすく、説明しやすいものとなっており大変活用
しやすいです。今後もお世話になりたいと思います。



裏面の質問 2 の 2「何度か受けたことがある」人の受診のきっかけも聞けたら…と思います。
（2 の
人は質問 4 へいくので…) 便のとり方が正しく行えていない人が多いことに気付かされた事が良か
ったです。 資料も良く、また利用したいと思います。



今年度は精検受診勧奨パンフレットを要精検者に送付し、受診率を上げたいと思っています。

以上

