
単位(%)

1 根羽村 69.0 根羽村 75.3 根羽村 51.2 宮田村 13.0 小海町 100.0 塩尻市 18.18 山形村 0.86 1
2 阿南町 56.5 中野市 50.4 下條村 32.4 駒ヶ根市 9.5 南牧村 100.0 山形村 14.29 小谷村 0.44 2
3 豊丘村 55.5 阿南町 45.6 佐久穂町 29.0 木曽町 7.5 南相木村 100.0 小谷村 13.33 生坂村 0.36 3
4 白馬村 51.7 下條村 42.9 中野市 27.5 王滝村 7.0 青木村 100.0 生坂村 8.33 小諸市 0.15 4
5 佐久穂町 50.5 青木村 34.0 白馬村 22.5 麻績村 6.9 平谷村 100.0 豊丘村 7.69 喬木村 0.12 5
6 中野市 50.4 阿智村 32.4 売木村 22.2 軽井沢町 6.6 王滝村 100.0 松川町 6.25 豊丘村 0.12 6
7 下條村 44.8 売木村 32.3 山ノ内町 21.9 岡谷市 6.2 朝日村 100.0 喬木村 5.00 軽井沢町 0.11 7
8 山ノ内町 40.7 白馬村 30.6 阿南町 21.6 中野市 6.0 小川村 100.0 小諸市 3.80 御代田町 0.09 8
9 小谷村 39.3 佐久穂町 29.0 小谷村 20.3 山形村 6.0 諏訪市 97.4 白馬村 3.13 木曽町 0.08 9
10 喬木村 37.2 御代田町 25.0 豊丘村 20.2 御代田町 5.4 長和町 95.8 飯田市 2.70 白馬村 0.08 10
11 木曽町 33.1 飯田市 22.2 喬木村 19.7 山ノ内町 5.2 塩尻市 95.5 上田市 1.89 松川町 0.08 11
12 売木村 32.6 山ノ内町 22.0 生坂村 19.7 筑北村 5.0 阿智村 95.0 御代田町 1.75 塩尻市 0.08 12
13 飯山市 32.2 小谷村 20.3 飯綱町 17.9 生坂村 4.3 長野市 94.5 軽井沢町 1.72 長野市 0.06 13
14 飯綱町 31.9 豊丘村 20.2 平谷村 16.6 須坂市 4.0 上田市 93.4 長野市 1.68 山ノ内町 0.05 14
15 生坂村 31.8 木曽町 20.2 南牧村 16.2 飯山市 3.9 阿南町 92.3 佐久市 1.47 飯田市 0.05 15
16 青木村 31.7 喬木村 19.7 青木村 15.9 小諸市 3.9 飯綱町 92.3 木曽町 1.09 佐久市 0.05 16
17 阿智村 29.6 生坂村 19.7 長和町 15.6 諏訪市 3.8 御代田町 89.5 山ノ内町 0.98 上田市 0.04 17
18 朝日村 28.7 小海町 19.5 小海町 15.5 長野市 3.6 麻績村 88.2 松本市 0.88 中野市 0.04 18
19 塩尻市 27.7 王滝村 18.8 木曽町 15.4 小谷村 3.3 松川町 87.5 中野市 0.65 松本市 0.03 19
20 長和町 27.2 麻績村 18.2 阿智村 15.4 長和町 3.3 下條村 87.5 小海町 0.00 小海町 0.00 20
21 平谷村 25.8 飯綱町 17.9 松川町 14.7 佐久市 3.1 小谷村 86.7 南牧村 0.00 南牧村 0.00 21
22 小海町 25.6 長野市 17.0 朝日村 14.6 阿智村 3.0 駒ヶ根市 86.5 南相木村 0.00 南相木村 0.00 22
23 松川町 25.5 平谷村 16.6 塩尻市 13.5 松本市 2.9 須坂市 86.1 佐久穂町 0.00 佐久穂町 0.00 23
24 大町市 25.2 南牧村 16.2 大町市 13.2 小海町 2.6 山形村 85.7 青木村 0.00 青木村 0.00 24
25 御代田町 25.0 長和町 15.6 御代田町 12.6 白馬村 2.5 大町市 85.7 長和町 0.00 長和町 0.00 25
26 南牧村 22.6 松川町 14.7 北相木村 12.2 朝日村 2.5 岡谷市 85.5 岡谷市 0.00 岡谷市 0.00 26
27 飯田市 22.2 朝日村 14.6 麻績村 11.4 喬木村 2.4 小諸市 84.8 諏訪市 0.00 諏訪市 0.00 27
28 佐久市 21.1 塩尻市 13.5 南相木村 11.3 上田市 2.2 松本市 84.2 駒ヶ根市 0.00 駒ヶ根市 0.00 28
29 北相木村 21.0 岡谷市 13.5 佐久市 10.9 小川村 2.1 生坂村 83.3 宮田村 0.00 宮田村 0.00 29
30 麻績村 18.2 大町市 13.2 天龍村 10.8 天龍村 2.1 山ノ内町 83.3 阿南町 0.00 阿南町 0.00 30
31 南相木村 17.9 北相木村 12.2 飯田市 10.2 佐久穂町 1.9 中野市 83.3 阿智村 0.00 阿智村 0.00 31
32 長野市 17.0 南相木村 11.8 王滝村 8.7 飯綱町 1.8 白馬村 81.3 平谷村 0.00 平谷村 0.00 32
33 王滝村 16.5 佐久市 10.9 長野市 8.1 飯田市 1.7 筑北村 80.0 下條村 0.00 下條村 0.00 33
34 軽井沢町 15.5 天龍村 10.8 小諸市 7.9 阿南町 1.6 飯田市 79.3 天龍村 0.00 天龍村 0.00 34
35 松本市 14.7 駒ヶ根市 10.7 軽井沢町 7.4 平谷村 1.6 豊丘村 76.9 王滝村 0.00 王滝村 0.00 35
36 小諸市 14.0 小川村 9.7 小川村 6.6 豊丘村 1.5 宮田村 76.5 麻績村 0.00 麻績村 0.00 36
37 宮田村 12.9 松本市 9.6 松本市 5.8 青木村 1.4 飯山市 75.9 朝日村 0.00 朝日村 0.00 37
38 駒ヶ根市 11.2 飯山市 9.2 駒ヶ根市 5.6 松川町 1.3 木曽町 73.9 筑北村 0.00 筑北村 0.00 38
39 天龍村 10.8 筑北村 9.1 筑北村 5.5 南牧村 1.2 佐久市 70.6 大町市 0.00 大町市 0.00 39
40 小川村 10.7 小諸市 7.9 上田市 5.1 南相木村 1.1 喬木村 70.0 須坂市 0.00 須坂市 0.00 40
41 上田市 9.5 諏訪市 7.6 飯山市 4.9 下條村 1.0 佐久穂町 64.4 小川村 0.00 小川村 0.00 41
42 筑北村 9.1 軽井沢町 7.4 岡谷市 4.2 塩尻市 0.4 軽井沢町 58.6 飯綱町 0.00 飯綱町 0.00 42
43 岡谷市 8.1 山形村 6.6 諏訪市 3.5 大町市 0.3 天龍村 0.0 飯山市 0.00 飯山市 0.00 43
44 諏訪市 7.6 宮田村 5.2 須坂市 2.9 北相木村 0.0 北相木村 要精検者なし 北相木村 要精検者なし 北相木村 要精検者なし 44
45 須坂市 5.3 上田市 5.1 宮田村 2.7 根羽村 0.0 根羽村 要精検者なし 根羽村 要精検者なし 根羽村 要精検者なし 45
46 山形村 2.9 須坂市 4.6 山形村 2.4 売木村 0.0 売木村 要精検者なし 売木村 要精検者なし 売木村 要精検者なし 46
47 川上村 未実施 川上村 未実施 川上村 未実施 川上村 未実施 川上村 未実施 川上村 未実施 川上村 未実施 47
48 立科町 未実施 立科町 未実施 立科町 未実施 立科町 未実施 立科町 未実施 立科町 未実施 立科町 未実施 48
49 東御市 未実施 東御市 未実施 東御市 未実施 東御市 未実施 東御市 未実施 東御市 未実施 東御市 未実施 49
50 茅野市 未実施 茅野市 未実施 茅野市 未実施 茅野市 未実施 茅野市 未実施 茅野市 未実施 茅野市 未実施 50
51 下諏訪町 未実施 下諏訪町 未実施 下諏訪町 未実施 下諏訪町 未実施 下諏訪町 未実施 下諏訪町 未実施 下諏訪町 未実施 51
52 富士見町 未実施 富士見町 未実施 富士見町 未実施 富士見町 未実施 富士見町 未実施 富士見町 未実施 富士見町 未実施 52
53 原村 未実施 原村 未実施 原村 未実施 原村 未実施 原村 未実施 原村 未実施 原村 未実施 53
54 伊那市 未実施 伊那市 未実施 伊那市 未実施 伊那市 未実施 伊那市 未実施 伊那市 未実施 伊那市 未実施 54
55 辰野町 未実施 辰野町 未実施 辰野町 未実施 辰野町 未実施 辰野町 未実施 辰野町 未実施 辰野町 未実施 55
56 箕輪町 未実施 箕輪町 未実施 箕輪町 未実施 箕輪町 未実施 箕輪町 未実施 箕輪町 未実施 箕輪町 未実施 56
57 飯島町 未実施 飯島町 未実施 飯島町 未実施 飯島町 未実施 飯島町 未実施 飯島町 未実施 飯島町 未実施 57
58 南箕輪村 未実施 南箕輪村 未実施 南箕輪村 未実施 南箕輪村 未実施 南箕輪村 未実施 南箕輪村 未実施 南箕輪村 未実施 58
59 中川村 未実施 中川村 未実施 中川村 未実施 中川村 未実施 中川村 未実施 中川村 未実施 中川村 未実施 59
60 高森町 未実施 高森町 未実施 高森町 未実施 高森町 未実施 高森町 未実施 高森町 未実施 高森町 未実施 60
61 泰阜村 未実施 泰阜村 未実施 泰阜村 未実施 泰阜村 未実施 泰阜村 未実施 泰阜村 未実施 泰阜村 未実施 61
62 大鹿村 未実施 大鹿村 未実施 大鹿村 未実施 大鹿村 未実施 大鹿村 未実施 大鹿村 未実施 大鹿村 未実施 62
63 上松町 未実施 上松町 未実施 上松町 未実施 上松町 未実施 上松町 未実施 上松町 未実施 上松町 未実施 63
64 南木曽町 未実施 南木曽町 未実施 南木曽町 未実施 南木曽町 未実施 南木曽町 未実施 南木曽町 未実施 南木曽町 未実施 64
65 木祖村 未実施 木祖村 未実施 木祖村 未実施 木祖村 未実施 木祖村 未実施 木祖村 未実施 木祖村 未実施 65
66 大桑村 未実施 大桑村 未実施 大桑村 未実施 大桑村 未実施 大桑村 未実施 大桑村 未実施 大桑村 未実施 66
67 安曇野市 未実施 安曇野市 未実施 安曇野市 未実施 安曇野市 未実施 安曇野市 未実施 安曇野市 未実施 安曇野市 未実施 67
68 池田町 未実施 池田町 未実施 池田町 未実施 池田町 未実施 池田町 未実施 池田町 未実施 池田町 未実施 68
69 松川村 未実施 松川村 未実施 松川村 未実施 松川村 未実施 松川村 未実施 松川村 未実施 松川村 未実施 69
70 千曲市 未実施 千曲市 未実施 千曲市 未実施 千曲市 未実施 千曲市 未実施 千曲市 未実施 千曲市 未実施 70
71 坂城町 未実施 坂城町 未実施 坂城町 未実施 坂城町 未実施 坂城町 未実施 坂城町 未実施 坂城町 未実施 71
72 小布施町 未実施 小布施町 未実施 小布施町 未実施 小布施町 未実施 小布施町 未実施 小布施町 未実施 小布施町 未実施 72
73 高山村 未実施 高山村 未実施 高山村 未実施 高山村 未実施 高山村 未実施 高山村 未実施 高山村 未実施 73
74 信濃町 未実施 信濃町 未実施 信濃町 未実施 信濃町 未実施 信濃町 未実施 信濃町 未実施 信濃町 未実施 74
75 木島平村 未実施 木島平村 未実施 木島平村 未実施 木島平村 未実施 木島平村 未実施 木島平村 未実施 木島平村 未実施 75
76 野沢温泉村 未実施 野沢温泉村 未実施 野沢温泉村 未実施 野沢温泉村 未実施 野沢温泉村 未実施 野沢温泉村 未実施 野沢温泉村 未実施 76
77 栄村 未実施 栄村 未実施 栄村 未実施 栄村 未実施 栄村 未実施 栄村 未実施 栄村 未実施 77
県全体 13.9 県全体 10.3 県全体 6.9 県全体 3.2 県全体 85.2 県全体 1.53 県全体 0.05

※人口の少ない市町村を含む表であり、集計年度によって順位の大きな変動が見込まれるため、この表を用いた順位比較には注意が必要であ
る。
※許容値と目標値の出典（がん検診事業の評価に関する委員会「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について報告書」（平成20
年３月））
許容値：精度管理上、許容される値に含まれる市町村を示す。精度管理の優良な地域70パーセンタイルの下限（指標によっては上限）の値を参
考に設定。
目標値：精度管理上、目標とすべき値に含まれる市町村を示す。精度管理の優良な地域10パーセンタイルの平均値を参考に設定。

がん検診事業評価プロセス指標の結果　（平成23年度　肺がん検診　X線）

推計受診率 受診率 カバー率 要精検率 精検受診率 陽性反応適中度 がん発見率
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