
     みえ歯と口腔に関する健康づくり条例と（仮称）伊賀市歯及び口腔の健康づくり推進条例比較      資料 ４ 

みえ歯と口腔の健康づくり条例 （仮称）伊賀市歯及び口腔の健康づくり推進条例（案） 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年

法律第 95 号）に基づき、歯と口腔の健康づくりが、県民が健康で

質の高い生活を営む上で重要であることにかんがみ、歯と口腔の健

康の保持及び向上の推進に関する基本理念を定め、県民自らが歯と

口腔の健康づくりに努めることなど県及び県民等の責務と役割を明

らかにし、県の施策の基本的な事項を定めることにより、県民の歯

と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、も

ってすべての県民の生涯にわたる健康増進に寄与することを目的と

する。 

（基本理念） 

第２条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事

項を基本理念として行わなければならない。 

一 県民一人ひとりが自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促

進すること。 

二 すべての県民が、生涯を通じて、80 歳で自分の歯を 20 本以上

保つ運動（以下「8020 運動」という。）の意義を踏まえて、適切

かつ効果的な歯と口腔の検診及び保健医療サービスを受けることが

できる環境の整備を推進すること。 

 

三 保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連機関における施

策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくり

を推進すること。 

第２章 各主体の責務 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年

法律第 95 号）及びみえ歯と口腔の健康づくり条例（平成 23 年三

重県条例第 42 号）の趣旨に基づき、歯と口腔の健康づくりに関し

て基本理念を定め、市及び歯科医療関係者の責務、保健、医療、福

祉、教育に関係する者等及び市民の役割を明らかにするとともに、

歯と口腔の健康づくりに関する基本的となる事項を定めること等に

より、市民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を継

続的かつ効果的に推進し、及び市民の歯科疾患の有病率の低下を図

り、もって市民の健康増進に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 歯と口腔の健康づくりに関する施策は、次に掲げる事項を基

本理念として行われなければならない。 

(１ ) 市民一人一人が、自らう歯、歯周病等の歯科疾患の予防に取り

組むことを促進すること。 

(２ )  全ての市民が生涯にわたって、80 歳で自分の歯を 20 本以上

保つ運動（以下「8020 運動」という。）の意義を踏まえて、適切

かつ効果的な歯と口腔の疾病及び異常の有無に係る定期的な検診、

保健指導並びに医療（以下「歯科検診等」という。）を受けること

ができる環境の整備を推進すること。 

(３ )  保健、医療、福祉、教育等その他の関連施策との連携を図りつ

つ、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。 

 

 



（県の責務）  

第３条 県は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に

関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

（県民の責務） 

第４条 県民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、全身の健康の保

持増進のため、歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、

かつ正しい知識を持つとともに、その発達段階、年齢階層及び心身

の状況等に応じて、歯と口腔の疾病及び異常の有無に係る定期的な

検診、医療並びに保健指導（以下「歯科検診等」という。）を受ける

ことにより、生涯にわたって歯と口腔の健康づくり及び歯科疾患の

予防に取り組むよう努めるものとする。 

 （歯科医療関係者の責務） 

第５条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療に係る者

（以下「歯科医療関係者」という。）は、基本理念にのっとり、県が

実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとと

もに、保健、医療、福祉、労働衛生、教育等に関する業務を行う関

係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者との連携を図るこ

とにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市の責務） 

第３条 市長は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する法令に基づき、国及び

三重県と連携協力して歯・口腔の健康づくりに関する総合的な施策

を策定し、及び継続的かつ効果的に実施する責務を有する。 

（歯科医療関係者の責務） 

第４条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療に係る

業務に従事する者（以下「歯科医療関係者」という。）は、基本理念

にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協

力するとともに、保健、医療、福祉、教育その他の関連施策に関す

る業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者と

の連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科検診等を提供するよ

う努めるものとする。 

（保健、医療、福祉、教育関係者等の役割） 

第５条 保健関係者、医療関係者、福祉関係者、教育関係者に関係す

る者等（以下「保健医療関係者等」という。）は、基本理念にのっと

り、市民の歯と口腔の健康づくりの推進及び他の者が行う歯と口腔

の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるもの

とする。 

（市民の役割） 

第６条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め

るよう努めるものとする。 

２ 市民は、市長が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に積

極的に参加し、かかりつけ歯科医を持ち、その支援を受けること等

により、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとす

る。 

 



第３章 各主体の役割 

 （市町の役割） 

第６条 市町は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する

法律（平成 23年法律第 95号）、健康増進法(平成 14年法律第 103

号)、母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）その他歯と口腔の健

康づくりに関する法令の規定に基づく施策を継続的かつ効果的に推

進するよう努めるものとする。 

 （保健医療関係者、福祉関係者及び教育関係者等の役割） 

第７条 保健医療関係者、福祉関係者及び教育関係者等は、基本理念

にのっとり、県民の歯と口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行

う活動との連携及び協力に努めるものとする。 

２ 保健医療関係者、福祉関係者及び教育関係者等は、県民の正しい

生活習慣の教育と食育の推進に努めるものとする。 

 （事業者及び保険者の役割） 

第８条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する従業

員の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関す

る取組を推進するよう努めるものとする。 

２ 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者の歯科検診等の

機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進する

よう努めるものとする。 

第４章 各主体間の連携等 

 （市町等との連携、協力及び調整） 

第９条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実

施するに当たっては、市町等関係団体との連携、協力及び調整を行

うものとする。 

 （市町への支援等） 

第 10 条 県は、市町が歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4章において、県条例に規定する第２条（基

本理念）、第 11条（基本施策）については伊

賀市（案）ほぼ同じであり、第 9条及び第 10

条で県内市町との財政支援・連携を規定してい

る。 



を定め、又は 8020運動など歯科保健医療対策を推進しようとする

ときは、その求めに応じて、情報の提供及び専門的な支援を行うも

のとする。 

第５章 基本的施策 

 （基本的施策） 

第 11 条 県は、効果的な歯科保健医療対策の推進を図るため、次の

各号に掲げる施策を講じるよう努めなければならない。 

一 すべての県民が、生涯を通じて、定期的に歯科検診等を受けられ

る環境の整備に関すること。 

二 障がい者、介護を必要とする者、その他定期的に歯科検診や診療

を受けることが困難な者並びに妊産婦及び乳幼児が定期的に歯科検

診や診療を受けられる環境の整備に関すること。 

三 幼児、児童及び生徒に関する歯と口腔の健康づくりの推進を図る

ため、学校等におけるフッ化物洗口など科学的根拠に基づく、効果

的な歯科保健対策の推進、並びに各実施主体がフッ化物洗口等を行

う場合における助言及び支援に関すること。 

四 歯科医療関係者と協力し、児童虐待の防止等に関する法律（平成

12 年法律第 82 号）第５条に基づく児童虐待の早期発見等に関す

ること。 

五 歯周病の罹患率が高まる成人期における歯周病の予防対策の推進

に関すること。 

六 中山間地域等（山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理

的条件に恵まれず、歯科医療等を受けることが困難な地域をいう。）

における歯と口腔に関する保健医療サービスの確保に関すること。 

七 市町等関係機関と連携し、平時における災害に備えた歯科医療体

制の整備及び災害発生時における迅速な歯科保健医療体制の確保に

関すること。 

 

 

 

第２章 基本的施策 

（基本的施策の実施） 

第７条 市長は、歯科医療関係者及び保健医療関係者等との連携を図

り、並びにその協力を得て、生涯にわたる市民の歯と口腔の健康づ

くりを推進するため、次に掲げる事項を実施するものとする。 

(１ ) 市民の歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提

供並びに関係者との連携体制の構築に関すること。 

(２ ) 市民が定期的に歯と口腔保健サービスを受けることを促進する

ための勧奨その他の必要な施策の推進に関すること。 

(３ ) 障がいを有する者、介護を必要とする者その他歯科検診等を受

けることが困難な者並びに妊産婦及び乳幼児が適切に口腔保健サ

ービスを受けることができるようにするための必要な施策の推進

に関すること。 

(４ ) 幼児、児童及び生徒に関する歯と口腔の健康づくりの推進を図

るため、フッ化物等の科学的根拠に基づく、効果的な歯科保健対策

の推進の推進に関すること。 

(５ ) 歯科医療関係者と協力し、児童虐待の防止等に関する法律（平

成 12年法律第 82号）第５条に規定する児童虐待の早期発見等に

関すること。 

(６ ) 成人期における歯周疾患の予防対策に関すること。 

 

 

 

 



八 歯と口腔の健康づくりに携わる者の人材育成並びに確保及び資質

の向上に関する施策の推進に関すること。 

九 歯と口腔の健康づくりに関する定期的な調査、歯科疾患に係る効

果的な予防及び医療に関する研究の推進に関すること。 

十 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策

の推進に関すること。 

第６章 計画 

 （計画） 

第 12 条 知事は、歯と口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、歯と口腔の健康づくりについての基本的な計

画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 基本計画は、歯と口腔の健康づくりに関する中長期的な目標、基本

となる方針、施策の方向その他必要な事項を定めるものとする。 

３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、三重県公

衆衛生審議会等の意見を聴き、議会の議決を経なければならない。 

４ 知事は、基本計画を定めようとするときは、県民の意見を反映する

ことができるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

５ 知事は、毎年１回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会

に報告するとともに、これを公表しなければならない。 

６ 第３項及び第４項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

(７ ) 歯と口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること。 

(８ ) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進する

ために必要な施策の推進に関すること。 

 

 

 

 

（推進計画） 

第８条 市長は、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する

施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに

関する基本的な計画として伊賀市歯と口腔の健康づくり推進計画

（以下「推進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(１ ) 歯と口腔の健康づくりに関する基本方針 

(２ ) 歯と口腔の健康づくりに関する目標 

(３ ) 歯と口腔の健康づくりに関する施策の方向性 

(４ ) 前３号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市長は、推進計画を定めようとするときは、あらかじめ第 13 条

で定める伊賀市歯と口腔の健康づくり推進協議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

４ 推進計画の策定にあたっては、市が策定する保健、医療及び福祉

に関する計画との調和及び連携に配慮するものとする。 

５ 市長は、推進計画を定めたときは、速やかに、これを市民に公表

しなければならない。 

６ 推進計画は、歯と口腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を

踏まえ、必要に応じて見直すものとする。 

伊賀市条例（案）の第 11条～第 17条に規

定する「歯と口腔の健康づくり推進協議会」

の役割が県条例第 12条と同じ規定になる。 

推進計画については、県条例第 12条に規定

する「基本計画」に基づき市の施策を具体化

する計画を想定している。 



第７章 調査 

 （調査） 

第 13 条 知事は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定

し、評価するための基礎資料とするため、概ね５年ごとに、県民の

歯科疾患の罹患状況等に関する実態調査を行うものとする。 

２ 知事は、前項の実態調査を行ったときは、その結果を県民に公表

するとともに、その結果を検証し、歯と口腔の健康づくりに関する

施策及び基本計画の見直しに反映させるものとする。 

第８章 財政措置等 

 （財政措置等） 

第 14条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、

必要な財政上の措置、人員の配置その他の措置を講ずるよう努める

ものとする。 

第９章 その他 

 （いい歯の日及び 8020推進月間） 

第 15条 県は、歯と口腔の健康づくりについて、県民の関心と理解

を深めるとともに、健康づくりへの取組が積極的に行われるよう、

毎年 11月８日を「いい歯の日」とし、11月を「8020推進月間」

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財政上の措置） 

第９条 市は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、

必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

 

（8020推進月間） 

第 10 条 歯と口腔の健康づくりについて、市民の関心と理解を深め

るとともに、歯と口腔の健康づくりへの取組が積極的に行われるよ

うにするため、11月を「8020推進月間」とする。 

第３章 伊賀市歯と口腔の健康づくり推進協議会 

（歯と口腔の健康づくり推進協議会の設置） 

第 11 条 市長は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、伊賀市歯

と口腔の健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第 12 条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議するものとす

る。 

(１ ) 推進計画の策定及び変更に関すること。 

伊賀市条例（案）では、「歯と口腔の健康

づくり推進協議会」の設置について規定し

ているが、「健康づくり推進協議会」で構

成人員を再考して、ここで策定する手法も

考えられる 



(２ ) 推進計画の推進に関すること。 

(３ ) 前号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策

の推進に関すること。 

（組織） 

第 13 条 協議会は、委員 15 人以内をもって組織し、次に掲げる者

のうちから、市長が委嘱する。 

( 1 )  市民を代表する者 

( 2 )  保健医療福祉関係者を代表する者 

(３ )  教育関係者を代表する者 

(４ )  学識経験を有する者 

( 5 ) その他市長が必要と認める者 

２ 市長は、委員の一部を公募により選出するよう努めるものとする。 

（委員の任期） 

第 14条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第 15 条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれ

を定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 16条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことが

できない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

例えば、条例自体は理念条例にとどめ、「伊賀市

健康づくり推進条例」の上位法、健康増進法の第

8条第 2項「市町村は、基本方針及び都道

府県健康増進計画を勘案して、当該市町

村の住民の健康の増進の推進に関する

施策についての計画を定めるよう努め

るものとする。」に含まれているとみな

す方法もあると考えられる。  

 



（関係者の出席） 

第 17 条 協議会は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求

め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることが

できる。 

（庶務） 

第 18条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。 

第４章 補則 

（その他） 

第 19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 


