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山口市元気いきいき条例 
 

健康は、世代に関わらず全ての市民にとっての活力の源であり、生涯幸福な生活を

送っていく上での基本となるものである。 
健康づくりは、本来市民一人一人が主体的に取り組んでいく課題であるが、生活習

慣が異なり、多様な社会環境に置かれた個人の健康づくりを支えるためには、社会全

体の取組も欠かせない。 
この条例の制定により、健康づくりは、山口市で生活し、活動する人や組織共通の

課題と社会全体で認識され、市民、市、地域コミュニティ、学校等及び事業者その他

健康づくりに関わる団体が医療関係者と相互に連携を図りながら一体となって取り組

んでいくための環境づくりが促進され、もって、健康づくりの主役である市民一人一

人の主体的な取組が促されることを目指すものである。 
【【【【解説解説解説解説】】】】 
このこのこのこの条例条例条例条例をををを策定策定策定策定したしたしたした背景背景背景背景をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。 
健康健康健康健康はははは長寿社会長寿社会長寿社会長寿社会においてにおいてにおいてにおいて生涯生涯生涯生涯住住住住みなれたみなれたみなれたみなれた地域地域地域地域やややや自自自自らがらがらがらが望望望望むむむむ地域地域地域地域でででで幸幸幸幸せをせをせをせを実感実感実感実感しながらしながらしながらしながら生生生生

活活活活していくしていくしていくしていく上上上上でででで不可欠不可欠不可欠不可欠となるとなるとなるとなるものでものでものでものですすすす。。。。健康健康健康健康づくりはづくりはづくりはづくりは一義的一義的一義的一義的にはにはにはには市民一人一人市民一人一人市民一人一人市民一人一人のののの取組取組取組取組にににに委委委委

ねるねるねるねる部分部分部分部分がががが大大大大きいきいきいきいもののもののもののものの、、、、一方一方一方一方でででで働働働働きききき方方方方ややややライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル等等等等、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの置置置置かれたかれたかれたかれた社会環社会環社会環社会環

境境境境、、、、生活環境及生活環境及生活環境及生活環境及びびびび自然環境自然環境自然環境自然環境等等等等によっによっによっによってててて健康健康健康健康へのへのへのへの関心関心関心関心やややや健康健康健康健康づくりのためにづくりのためにづくりのためにづくりのために費費費費やせるやせるやせるやせる時間時間時間時間、、、、

利用利用利用利用できるできるできるできる施設等施設等施設等施設等がががが異異異異なりなりなりなり、、、、市民市民市民市民個個個個々々々々でででで取取取取りりりり組組組組んでいくにはんでいくにはんでいくにはんでいくには限界限界限界限界もあることからもあることからもあることからもあることから、、、、社会全社会全社会全社会全

体体体体でででで支支支支えていくえていくえていくえていく視点視点視点視点もももも欠欠欠欠かせかせかせかせませんませんませんません。。。。 
山口市山口市山口市山口市をををを概観概観概観概観してみるとしてみるとしてみるとしてみると、、、、市域面積市域面積市域面積市域面積がががが１１１１，，，，００００００００００００平方平方平方平方キロメートルキロメートルキロメートルキロメートルをををを超超超超ええええ、、、、またまたまたまた、、、、中山中山中山中山

間地域等多様間地域等多様間地域等多様間地域等多様なななな生活環境生活環境生活環境生活環境をををを有有有有することからすることからすることからすることから、、、、健康健康健康健康であることがであることがであることがであることが住住住住みなれたみなれたみなれたみなれた地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らしてらしてらしてらして

いくいくいくいく上上上上でとてもでとてもでとてもでとても重要重要重要重要にににになってきますなってきますなってきますなってきます。。。。 
一方一方一方一方でででで、、、、本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける一件当一件当一件当一件当たりたりたりたり及及及及びびびび一人当一人当一人当一人当たりのたりのたりのたりの国民健康保険関係医療費及国民健康保険関係医療費及国民健康保険関係医療費及国民健康保険関係医療費及びびびび受診率受診率受診率受診率

はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にありにありにありにあり、、、、今後一層今後一層今後一層今後一層のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取組取組取組取組がががが求求求求められていめられていめられていめられているといえまするといえまするといえまするといえます。。。。 
またまたまたまた、、、、本市本市本市本市がががが平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度にににに行行行行ったったったったまちづくりまちづくりまちづくりまちづくりアンケートアンケートアンケートアンケートではではではでは、、、、普段健康普段健康普段健康普段健康だとだとだとだと考考考考えていえていえていえてい

るるるる人人人人がががが８８８８割近割近割近割近くあるもののくあるもののくあるもののくあるものの、、、、健康健康健康健康によいによいによいによい生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣をををを問問問問うううう質問質問質問質問ではではではでは、、、、特特特特にににに就労年齢就労年齢就労年齢就労年齢（（（（１８１８１８１８歳歳歳歳

からからからから６４６４６４６４歳歳歳歳））））ではではではでは、、、、適正適正適正適正なななな睡眠時間睡眠時間睡眠時間睡眠時間をををを確保確保確保確保しているしているしているしている人人人人のののの割合割合割合割合はははは５１５１５１５１％％％％程度程度程度程度、、、、朝食朝食朝食朝食をををを毎日毎日毎日毎日とととと

るるるる人人人人のののの割合割合割合割合はははは７０７０７０７０％％％％程度程度程度程度でありでありでありであり、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ５５５５割及割及割及割及びびびび３３３３割割割割のののの人人人人がががが実践実践実践実践できていないできていないできていないできていない状況状況状況状況にあにあにあにあ

りますりますりますります。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、週週週週２２２２回回回回３０３０３０３０分以分以分以分以上上上上のののの運動運動運動運動やややや日常生活日常生活日常生活日常生活でででで毎日毎日毎日毎日６０６０６０６０分体分体分体分体をををを動動動動かすかをかすかをかすかをかすかを問問問問うううう質質質質

問問問問にににに至至至至ってはってはってはっては８８８８割近割近割近割近いいいい人人人人がががが実践実践実践実践できてできてできてできていないいないいないいない状況状況状況状況にありにありにありにあり、、、、週週週週１１１１回以上回以上回以上回以上スポーツスポーツスポーツスポーツをををを行行行行うことうことうことうこと

へのへのへのへの問問問問いにいにいにいに対対対対してはしてはしてはしては８８８８割近割近割近割近いいいい人人人人がががが「「「「していないしていないしていないしていない」」」」とのとのとのとの回答回答回答回答にににになっていますなっていますなっていますなっています。。。。 
さらにさらにさらにさらに、、、、特定健康診査実施率及特定健康診査実施率及特定健康診査実施率及特定健康診査実施率及びびびび特定保健指導終了特定保健指導終了特定保健指導終了特定保健指導終了者割合者割合者割合者割合についてについてについてについて、、、、就労就労就労就労（（（（加入加入加入加入するするするする健健健健

康保険康保険康保険康保険のののの種別種別種別種別））））構造構造構造構造にににによるよるよるよる違違違違いはいはいはいは考考考考えられるもののえられるもののえられるもののえられるものの、、、、国県国県国県国県にににに比比比比してしてしてして相対的相対的相対的相対的にににに低低低低いいいい水準水準水準水準にあにあにあにあ

りますりますりますります。。。。 
これらはこれらはこれらはこれらは、、、、前述前述前述前述のようにのようにのようにのように単単単単にににに個人個人個人個人のののの取組取組取組取組だけではだけではだけではだけでは健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取組取組取組取組がががが進進進進まないまないまないまない現状現状現状現状のののの一一一一



端端端端をををを示示示示しているしているしているしているとととと考考考考えることがえることがえることがえることができますできますできますできます。。。。 
こうしたことからこうしたことからこうしたことからこうしたことから、、、、市民一人一人市民一人一人市民一人一人市民一人一人のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取組取組取組取組をををを促進促進促進促進することをすることをすることをすることを前提前提前提前提としたうえとしたうえとしたうえとしたうえ

でででで、、、、健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを保健衛生等保健衛生等保健衛生等保健衛生等のののの特定特定特定特定のののの分野分野分野分野、、、、特定特定特定特定のののの人人人人やややや団団団団体体体体だけのだけのだけのだけの課題課題課題課題としてとらえるのとしてとらえるのとしてとらえるのとしてとらえるの

ではなくではなくではなくではなく、、、、社会社会社会社会共通共通共通共通のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとして考考考考ええええ、、、、連携連携連携連携してしてしてして個人個人個人個人のののの取組取組取組取組をををを支支支支ええええるるるる環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるめるめるめる

ためにこのためにこのためにこのためにこの条例条例条例条例をををを制制制制定定定定するものですするものですするものですするものです。。。。 
 

（目的） 
第１条 この条例は、市民、市、地域コミュニティ、学校等及び事業者その他健康づく

りに関わる団体並びに医療関係者の連携による健康づくりに関する基本的な事項を定

めるとともに、ともに健康づくりに取り組み、もって、明るく元気で、いきいきとし

た市民生活の実現に寄与することを目的とする。 
【【【【解説解説解説解説】】】】 
    このこのこのこの条例条例条例条例のののの目目目目的的的的をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。 
    明明明明るくるくるくるく活活活活力力力力ののののあるあるあるある市民生活市民生活市民生活市民生活のののの実現実現実現実現というというというという最最最最終終終終目目目目的的的的のためにのためにのためにのために、、、、山口市山口市山口市山口市でででで生活生活生活生活しししし、、、、活動活動活動活動するするするする

人人人人やややや組組組組織織織織がががが連携連携連携連携してしてしてして健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく上上上上でのでのでのでの基基基基本本本本となるとなるとなるとなる事項事項事項事項をこのをこのをこのをこの条例条例条例条例でででで定定定定めめめめ

ていますていますていますています。。。。 
「「「「そのそのそのその他他他他健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関わわわわるるるる団団団団体体体体」」」」にはにはにはには、、、、国及国及国及国及びびびび県県県県並並並並びにそのびにそのびにそのびにその関係関係関係関係機機機機関関関関並並並並びにびにびにびに市民活動市民活動市民活動市民活動 
団団団団体等体等体等体等のののの継続継続継続継続的的的的にににに健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関わわわわるるるる団団団団体体体体（（（（明記明記明記明記されているされているされているされている市民市民市民市民、、、、市市市市、、、、地域地域地域地域コミュニテコミュニテコミュニテコミュニテ 
ィィィィ、、、、学校学校学校学校等等等等、、、、事業事業事業事業者及者及者及者及びびびび医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者をををを除除除除くくくく。。。。））））がががが含含含含まれますまれますまれますまれます。。。。 
 
（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 
 (１) 健康づくり 健やかで充実した生活を送るため、食生活、運動、休養、飲酒、喫

煙、歯の健康の保持その他の生活習慣を改善し、心や身体の状態をより良くしよ

うとすることをいう。  
 (２) 運動 安静にしている状態より多くのエネルギーを消費する全ての身体の動き

のうち、体力の維持及び向上を目的として計画的又は意図的に実施するものをい

う。 
 (３) 地域コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、その総意及び協力により住み良

い地域社会をつくることを目的として構成された集団をいう。 
 (４) 学校等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校及び児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）に規定する児童福祉施設をいう。 
(５) 事業者 市内において事業を行うものをいう。 
(６) 医療関係者 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の２第２項に規定する 

医療提供施設において医療を提供するものをいう。  



【【【【解説解説解説解説】】】】 
（（（（第第第第１１１１号号号号）））） 
「「「「健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり」」」」はははは、、、、主主主主にににに一一一一次予防次予防次予防次予防（（（（生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣をををを改善改善改善改善してしてしてして健康健康健康健康をををを増進増進増進増進しししし、、、、生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣病病病病等等等等をををを

予防予防予防予防することすることすることすること。）。）。）。）のののの観点観点観点観点からからからから生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの改善改善改善改善をををを行行行行うこうこうこうことによりとによりとによりとにより、、、、身身身身体体体体だけでなくここだけでなくここだけでなくここだけでなくこころろろろのののの状状状状

態態態態もももも良良良良くすることをくすることをくすることをくすることを含含含含むものとしていますむものとしていますむものとしていますむものとしています。。。。     
（（（（第第第第２２２２号号号号）））） 
「「「「運動運動運動運動」」」」にはにはにはには、、、、勝敗勝敗勝敗勝敗やややや記録記録記録記録をををを競競競競うことをうことをうことをうことを目目目目指指指指すすすす競技競技競技競技スポーツスポーツスポーツスポーツだけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、余暇余暇余暇余暇時間時間時間時間のののの

散歩散歩散歩散歩やややや体体体体をををを動動動動かすことをかすことをかすことをかすことを伴伴伴伴うううう趣味趣味趣味趣味ややややストストストストレッチレッチレッチレッチンンンンググググななななどどどど、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの年齢年齢年齢年齢、、、、性性性性別及別及別及別及びびびび健康健康健康健康

状状状状態態態態等等等等にににに応応応応じじじじてててて計画計画計画計画的的的的又又又又はははは意図意図意図意図的的的的にににに行行行行うううう身身身身体活動体活動体活動体活動すすすすべべべべてをてをてをてを含含含含むものとしていますむものとしていますむものとしていますむものとしています。。。。 
（（（（第第第第３３３３号号号号）））） 
    特定特定特定特定のののの地域地域地域地域をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとした組組組組織織織織でありでありでありであり、、、、地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり協議協議協議協議会会会会やややや自自自自治治治治会会会会、、、、老老老老人人人人ククククララララブブブブ、、、、婦婦婦婦人会人会人会人会、、、、

子供子供子供子供会等会等会等会等をををを含含含含むものとしていますむものとしていますむものとしていますむものとしています。。。。 
（（（（第第第第４４４４号号号号）））） 
学校学校学校学校だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、保保保保育園育園育園育園等等等等のののの児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉施設施設施設施設もももも含含含含むものとしていますむものとしていますむものとしていますむものとしています。。。。 

（（（（第第第第５５５５号号号号）））） 
    事業事業事業事業のののの内容内容内容内容にににに関関関関わわわわららららずずずず、、、、市市市市内内内内においてにおいてにおいてにおいて事業事業事業事業をををを行行行行うものをうものをうものをうものを広広広広くくくく含含含含むものとしていますむものとしていますむものとしていますむものとしています。。。。 
（（（（第第第第６６６６号号号号）））） 
    医療医療医療医療法第法第法第法第１１１１条条条条のののの２２２２第第第第２２２２項項項項においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「病院病院病院病院、、、、診療診療診療診療所所所所、、、、介護老介護老介護老介護老人保健施設人保健施設人保健施設人保健施設、、、、調剤調剤調剤調剤をををを実施実施実施実施するするするする 
薬局薬局薬局薬局そのそのそのその他他他他のののの医療医療医療医療をををを提提提提供供供供するするするする施設施設施設施設（（（（以以以以下下下下「「「「医療提医療提医療提医療提供供供供施設施設施設施設」」」」というというというという。）」。）」。）」。）」とされておりとされておりとされておりとされており、、、、本条本条本条本条 
例例例例においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、そこでそこでそこでそこで医療医療医療医療をををを提提提提供供供供するものをするものをするものをするものを「「「「医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者」」」」としていますとしていますとしていますとしています。。。。 

 
（基本理念） 
第３条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 
 (１) 市民一人一人が自らの問題であることを自覚し、健康を管理する能力の向上を図

るとともに、健康づくりの取組を主体的に行うこと。 
 (２) 市民、市、地域コミュニティ、学校等及び事業者その他健康づくりに関わる団体

が、それぞれの意思及び主体的な取組を尊重し、医療関係者と相互に連携を図り

ながら責任及び成果を分かち合い協働により行うこと。 
【【【【解説解説解説解説】】】】 
健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく上上上上でのでのでのでの基基基基本本本本となるとなるとなるとなる共通共通共通共通のののの考考考考ええええ方方方方をををを示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。 
（（（（第第第第１１１１号号号号）））） 
健康健康健康健康づくりづくりづくりづくりはははは、、、、市民一人一人市民一人一人市民一人一人市民一人一人がががが健康健康健康健康へのへのへのへの意識意識意識意識をををを高高高高めめめめ、、、、自自自自らのらのらのらの問問問問題題題題としてとしてとしてとして主主主主体的体的体的体的にににに取取取取りりりり組組組組

んでいくことがんでいくことがんでいくことがんでいくことが前提前提前提前提となることをとなることをとなることをとなることを明明明明確確確確にしていますにしていますにしていますにしています。。。。 
そそそそのののの際際際際、、、、医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者のののの実施実施実施実施するするするする健康診健康診健康診健康診断断断断やややや検検検検診診診診等等等等によりによりによりにより健康状健康状健康状健康状態態態態をををを定定定定期期期期的的的的・・・・客客客客観的観的観的観的にににに把把把把

握握握握するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、正正正正しいしいしいしい情報情報情報情報にににに基基基基づいたづいたづいたづいた健康健康健康健康管理管理管理管理がががが必必必必要要要要でありでありでありであり、、、、そのそのそのその上上上上でででで年齢年齢年齢年齢、、、、性性性性別及別及別及別及びびびび

健康状健康状健康状健康状態態態態等等等等にににに応応応応じじじじたたたた健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取組取組取組取組をををを主主主主体的体的体的体的にににに進進進進めていくめていくめていくめていく必必必必要要要要があることをがあることをがあることをがあることを定定定定めめめめていまていまていまていま



すすすす。。。。 
（（（（第第第第２２２２号号号号）））） 
健康健康健康健康づくりにはづくりにはづくりにはづくりには、、、、市民一人一人市民一人一人市民一人一人市民一人一人のののの主主主主体的体的体的体的なななな取組取組取組取組がががが必必必必要要要要となりますがとなりますがとなりますがとなりますが、、、、個人個人個人個人のののの力力力力だけではだけではだけではだけでは

難難難難しいためしいためしいためしいため、、、、ヘヘヘヘルスルスルスルスププププロロロロモモモモーーーーショショショションンンン（（（（１１１１９９９９８６８６８６８６年年年年ににににカナダカナダカナダカナダののののオオオオタタタタワワワワでででで開催開催開催開催されされされされたたたた世世世世界保健界保健界保健界保健

機機機機構構構構（（（（ＷＨＯＷＨＯＷＨＯＷＨＯ））））のののの会会会会議議議議でででで提提提提案案案案されたされたされたされた概概概概念念念念））））のののの考考考考えにえにえにえに基基基基づきづきづきづき「「「「みんみんみんみんながながながなが力力力力をあをあをあをあわわわわせるせるせるせる」」」」ことことことこと

やややや「「「「健康健康健康健康をををを支支支支援援援援するするするする環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり」」」」をををを進進進進めていくこともめていくこともめていくこともめていくことも必必必必要要要要となりますとなりますとなりますとなります。。。。 
個人個人個人個人のののの健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに対対対対しししし、、、、社会全体社会全体社会全体社会全体でででで支支支支援援援援ししししていくていくていくていく体体体体制制制制があることでがあることでがあることでがあることで個人個人個人個人をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環環環環

境境境境がががが改善改善改善改善されされされされ、、、、生活生活生活生活のののの質質質質のののの向上向上向上向上をををを図図図図ることができますることができますることができますることができます。。。。 
そのそのそのその際際際際、、、、健康健康健康健康づくりがそれぞれのづくりがそれぞれのづくりがそれぞれのづくりがそれぞれの意思意思意思意思にもとづくにもとづくにもとづくにもとづく主主主主体的体的体的体的なななな取組取組取組取組をををを前提前提前提前提ににににするものであるするものであるするものであるするものである

ことことことことからからからから、、、、それそれそれそれをををを阻害阻害阻害阻害することがないようすることがないようすることがないようすることがないよう、、、、またまたまたまた、、、、医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者とととと連携連携連携連携することによってすることによってすることによってすることによって得得得得

られるられるられるられる客客客客観的観的観的観的かつかつかつかつ正確正確正確正確なななな情報情報情報情報をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、適適適適切切切切なななな役役役役割分割分割分割分担担担担のもとのもとのもとのもと、、、、成成成成果果果果をををを共共共共有有有有することによすることによすることによすることによ

ってってってって行行行行わわわわれることがれることがれることがれることが必必必必要要要要であることをであることをであることをであることを位位位位置置置置づけていますづけていますづけていますづけています。。。。 
         
（市民の役割） 
第４条 市民は、健康づくりに対する関心と理解を深め、積極的に健康診査及び健康診

断並びに検診（以下これらを「健康診断や検診等」という。）を受けること等により自

らの健康状態を把握し、個人の状況に応じた健康づくりを積極的に行うとともに、家

庭、地域、職場、学校等その他において行われる健康づくりの推進に関する活動に参

加するよう努めるものとする。 
【【【【解説解説解説解説】】】】 
    健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりにはははは、、、、ままままずずずずもってもってもってもって市民一人一人市民一人一人市民一人一人市民一人一人のののの取組取組取組取組がががが必必必必要要要要であることからであることからであることからであることから、、、、自自自自らららら意識意識意識意識をををを持持持持

ちちちち、、、、正正正正しくしくしくしく、、、、客客客客観的観的観的観的なななな情報情報情報情報にににに基基基基づいてづいてづいてづいて取取取取りりりり組組組組んでいくことんでいくことんでいくことんでいくことをををを市民市民市民市民のののの役役役役割割割割ととととしてしてしてして位位位位置置置置づけるづけるづけるづける

ものですものですものですものです。。。。 
特特特特にににに医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者のののの実施実施実施実施するするするする健康診健康診健康診健康診断断断断やややや検検検検診等診等診等診等をををを受受受受けけけけ、、、、客客客客観的観的観的観的なななな所見所見所見所見をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、年齢年齢年齢年齢、、、、性性性性

別及別及別及別及びびびび健康状健康状健康状健康状態態態態等等等等それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの状況状況状況状況にににに応応応応じじじじてててて行行行行わわわわれることがれることがれることがれることが必必必必要要要要ですですですです。。。。 
そのうえでそのうえでそのうえでそのうえで、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、地域地域地域地域、、、、職場職場職場職場、、、、学校学校学校学校等等等等そのそのそのその他他他他でででで行行行行わわわわれるれるれるれる活動活動活動活動にににに参参参参加加加加することですることですることですることで社会全社会全社会全社会全

体体体体としてとしてとしてとして支支支支えあうえあうえあうえあう取組取組取組取組となることをとなることをとなることをとなることを期待期待期待期待するものですするものですするものですするものです。。。。 
 
（市の責務） 
第５条 市は、市民の健康づくりに関する施策を総合的に推進しなければならない。 
２ 市は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、その保有する施設等を積極的

に活用するとともに、市民、地域コミュニティ、学校等（市以外のものが設置するも

のに限る。）及び事業者その他健康づくりに関わる団体並びに医療関係者の意見を反映

させるために必要な措置を講じなければならない。 
３ 市は、市民の健康づくりに資する施策を含む計画を策定しようとするときは、この

条例の趣旨を踏まえたものとなるよう努めなければならない。 



【【【【解説解説解説解説】】】】 
（（（（第第第第１１１１項項項項）））） 
健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを市市市市のののの施策施策施策施策としてとしてとしてとして位位位位置置置置づけるとともにづけるとともにづけるとともにづけるとともに、、、、第第第第２２２２条条条条（（（（定義定義定義定義））））第第第第１１１１号号号号にににに

もあるようにもあるようにもあるようにもあるように、、、、それはそれはそれはそれは食生活食生活食生活食生活、、、、運動運動運動運動、、、、休養休養休養休養、、、、飲酒飲酒飲酒飲酒、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙、、、、歯歯歯歯のののの健康等生活習慣全健康等生活習慣全健康等生活習慣全健康等生活習慣全般般般般にににに関関関関わわわわ

るものであることからるものであることからるものであることからるものであることから、、、、部部部部局横断局横断局横断局横断的的的的なななな取組取組取組取組をををを求求求求めるものですめるものですめるものですめるものです。。。。 
    またまたまたまた、、、、市民市民市民市民、、、、地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ、、、、学校学校学校学校等及等及等及等及びびびび事業事業事業事業者者者者そのそのそのその他他他他健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関わわわわるるるる団団団団体体体体をををを巻巻巻巻

きききき込込込込んだんだんだんだ取組取組取組取組となるようとなるようとなるようとなるよう、、、、国国国国においてにおいてにおいてにおいて設定設定設定設定されたされたされたされた「「「「健康増進健康増進健康増進健康増進普及普及普及普及月月月月間間間間（（（（９９９９月月月月）」）」）」）」やややや県県県県においにおいにおいにおい

てててて設定設定設定設定されたされたされたされた「「「「歯歯歯歯・・・・口口口口腔腔腔腔のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり推推推推進週間進週間進週間進週間（（（（１１１１１１１１月月月月８８８８日日日日からからからから１４１４１４１４日日日日）」）」）」）」とととと連連連連動動動動したしたしたした取組取組取組取組

もももも期待期待期待期待するものですするものですするものですするものです。。。。 
（（（（第第第第２２２２項項項項）））） 
健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりのためのためのためのための施策施策施策施策をををを総総総総合的合的合的合的にににに実施実施実施実施するにあたってするにあたってするにあたってするにあたって、、、、市市市市のののの保有保有保有保有するするするする施設施設施設施設等等等等をををを積積積積極極極極的的的的 
にににに活用活用活用活用することすることすることすること及及及及びびびび健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの主主主主体体体体としてのとしてのとしてのとしての市民等市民等市民等市民等のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映させるためのさせるためのさせるためのさせるための措措措措置置置置をををを講講講講

ずずずずることをることをることをることを求求求求めるものですめるものですめるものですめるものです。。。。 
「「「「施設等施設等施設等施設等」」」」にはにはにはには、、、、体体体体育育育育及及及及びびびびスポーツスポーツスポーツスポーツをををを目目目目的的的的としてとしてとしてとして設置設置設置設置されたされたされたされた施設施設施設施設にににに限限限限ることなくることなくることなくることなく、、、、学校学校学校学校 
施設施設施設施設やややや遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道等等等等ののののレクリエレクリエレクリエレクリエーーーーショショショションンンン施設施設施設施設ののののほほほほかかかか、、、、研修研修研修研修会会会会場場場場等等等等市市市市がががが保有保有保有保有するするするする施設施設施設施設及及及及びびびび土土土土地地地地をををを

含含含含みますみますみますみます。。。。 
またまたまたまた、、、、そそそそれらをれらをれらをれらを利用利用利用利用するするするする上上上上でででで必必必必要要要要となるとなるとなるとなるトイトイトイトイレレレレ等等等等のののの関関関関連連連連施設施設施設施設もももも含含含含めめめめてててて環境環境環境環境整備整備整備整備をををを考考考考えるえるえるえる

必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。 
「「「「施設等施設等施設等施設等」」」」のののの利用利用利用利用にあたってにあたってにあたってにあたってはははは、、、、安安安安全全全全性性性性のののの確保確保確保確保のののの他他他他、、、、指定指定指定指定管理管理管理管理者者者者制制制制度度度度やややや本本本本来来来来のののの利用利用利用利用目目目目的的的的 
へのへのへのへの支支支支障障障障等等等等にににに配慮配慮配慮配慮していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必必必必要要要要ですですですです。。。。 
またまたまたまた、、、、「「「「積積積積極極極極的的的的にににに活用活用活用活用」」」」していくためにしていくためにしていくためにしていくために、、、、料金料金料金料金面面面面でのでのでのでの利用促進利用促進利用促進利用促進をををを図図図図っていくこともっていくこともっていくこともっていくことも求求求求めるめるめるめる 
ものですものですものですものです。。。。 
市民等市民等市民等市民等のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映させるためのさせるためのさせるためのさせるための措措措措置置置置のののの具具具具体的体的体的体的なななな事事事事例例例例としてはとしてはとしてはとしては、、、、健康増進健康増進健康増進健康増進法第法第法第法第 8条条条条第第第第２２２２ 

項項項項のののの規規規規定定定定にににに基基基基づくづくづくづく「「「「山口市健康山口市健康山口市健康山口市健康づくりづくりづくりづくり計画計画計画計画」」」」やややや食食食食育基育基育基育基本本本本法第法第法第法第 18条条条条のののの規規規規定定定定にににに基基基基づくづくづくづく「「「「山口市山口市山口市山口市

食食食食育推育推育推育推進進進進計画計画計画計画」」」」をををを改改改改定定定定していくしていくしていくしていく際際際際のののの市民市民市民市民意見意見意見意見のののの反映反映反映反映等等等等がががが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。 
またまたまたまた、、、、計画計画計画計画のののの策定段策定段策定段策定段階階階階にににに限限限限ららららずずずず、、、、計画計画計画計画をををを実施実施実施実施していくしていくしていくしていく中中中中でのでのでのでの市民等市民等市民等市民等とのとのとのとの協協協協働働働働によるによるによるによる評価評価評価評価

のののの仕仕仕仕組組組組みみみみづくりづくりづくりづくり、、、、例例例例ええええばばばば現現現現在在在在設置設置設置設置されているされているされているされている「「「「山口市健康山口市健康山口市健康山口市健康づくりづくりづくりづくり推推推推進進進進協議協議協議協議会会会会」」」」のようなのようなのようなのような取取取取

組組組組についてもについてもについてもについてもこのこのこのこの中中中中にににに含含含含まれるものでまれるものでまれるものでまれるものですすすす。。。。     
（（（（第第第第３３３３項項項項）））） 
    教育教育教育教育、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、医療及医療及医療及医療及びびびびスポーツスポーツスポーツスポーツ分野分野分野分野そのそのそのその他他他他のののの健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関連連連連するするするする施策施策施策施策をををを含含含含むむむむ計画計画計画計画をををを策策策策

定定定定するするするする際際際際にはにはにはには、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏まえるまえるまえるまえる必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。 
 
（地域コミュニティの役割） 
第６条 地域コミュニティは、地域の健康づくりを推進するため、地域の特色を生かし

た運動その他の健康づくりに関する活動に積極的に取り組むよう努めるとともに、市、

他の地域コミュニティ、学校等及び事業者その他健康づくりに関わる団体並びに医療



関係者が実施する健康づくりの推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。 
【【【【解説解説解説解説】】】】 
    地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティにおけるにおけるにおけるにおける取組取組取組取組はははは、、、、市民市民市民市民にとってのにとってのにとってのにとっての活動活動活動活動のきっかけのきっかけのきっかけのきっかけになるとともにになるとともにになるとともにになるとともに、、、、身身身身

近近近近にににに仲仲仲仲間間間間ができることによるができることによるができることによるができることによる継続継続継続継続的的的的なななな取組取組取組取組へのへのへのへの効果効果効果効果がががが期待期待期待期待できることからできることからできることからできることから、、、、積積積積極極極極的的的的なななな取組取組取組取組

をををを求求求求めるものですめるものですめるものですめるものです。。。。 
またまたまたまた、、、、地域地域地域地域におけるつながりやにおけるつながりやにおけるつながりやにおけるつながりや連帯連帯連帯連帯感感感感はははは、、、、精神精神精神精神的的的的なななな安安安安定定定定をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす要要要要因因因因ののののひひひひとつとつとつとつとととと考考考考ええええ

られることられることられることられることからからからから、、、、地域地域地域地域でででで活動活動活動活動がががが行行行行わわわわれることれることれることれること自体自体自体自体にににに大大大大きなきなきなきな意味意味意味意味があるといえますがあるといえますがあるといえますがあるといえます。。。。 
具具具具体的体的体的体的なななな取組取組取組取組事事事事例例例例としてはとしてはとしてはとしては、、、、各各各各地域地域地域地域にににに設置設置設置設置されているされているされているされている「「「「地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり協議協議協議協議会会会会」」」」がががが定定定定めるめるめるめる地地地地

域域域域づくりづくりづくりづくり計画計画計画計画のののの中中中中にににに健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関するするするする取組取組取組取組をををを位位位位置置置置づけづけづけづけることることることること等等等等がががが想想想想定定定定されますされますされますされます。。。。 
    「「「「地域地域地域地域のののの特特特特色色色色」」」」とはとはとはとは、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの持持持持つつつつ自然自然自然自然資源資源資源資源、、、、運動施設運動施設運動施設運動施設、、、、年齢年齢年齢年齢階階階階層及層及層及層及びびびび産業産業産業産業構造等構造等構造等構造等をををを

いいますいいますいいますいいます。。。。 
    またまたまたまた、、、、市市市市、、、、他他他他のののの地域地域地域地域コミコミコミコミュニティュニティュニティュニティ、、、、学校学校学校学校等及等及等及等及びびびび事事事事業業業業者者者者、、、、医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者等等等等のののの取組取組取組取組とととと連携連携連携連携するするするする

ことことことことによりによりによりにより、、、、健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取組取組取組取組がががが社会全体社会全体社会全体社会全体でのでのでのでの取組取組取組取組となることをとなることをとなることをとなることを期待期待期待期待するものですするものですするものですするものです。。。。 
 
（学校等の役割） 
第７条 学校等は、保有する資源等（学校等が保有し、又はその管理に属する施設及び

設備等をいう。）の健康づくりの推進のための活用に努めるとともに、様々な健康づく

りの主体との連携及び協力により、幼児、児童、生徒及び学生の健康づくりの推進に

寄与するよう努めるものとする。 
【【【【解説解説解説解説】】】】 
学校学校学校学校やややや児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉施設等施設等施設等施設等にににに対対対対しししし学校学校学校学校保健保健保健保健安安安安全全全全法法法法やややや児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉施設施設施設施設最最最最低低低低基基基基準準準準にににに規規規規定定定定されたされたされたされた保健保健保健保健 

管理管理管理管理やややや安安安安全全全全管理管理管理管理だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、行行行行政機政機政機政機関関関関、、、、地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ及及及及びびびび事業事業事業事業者等者等者等者等のののの他他他他のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり

のののの主主主主体体体体とのとのとのとの連携連携連携連携及及及及びびびび協力協力協力協力をををを行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、そこでそこでそこでそこで学学学学びびびび保保保保育育育育されるされるされるされる幼児幼児幼児幼児、、、、児童児童児童児童、、、、生生生生徒徒徒徒及及及及びびびび学学学学生生生生

がががが日常生活日常生活日常生活日常生活においてもにおいてもにおいてもにおいても健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを実践実践実践実践していけるようしていけるようしていけるようしていけるよう取取取取りりりり組組組組んでいくことをんでいくことをんでいくことをんでいくことを求求求求めていまめていまめていまめていま

すすすす。。。。 
    またまたまたまた、、、、本条例本条例本条例本条例のののの健康健康健康健康づくりにはづくりにはづくりにはづくりには心心心心のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくりもももも含含含含むものであることからむものであることからむものであることからむものであることから、、、、児童児童児童児童、、、、生生生生徒徒徒徒、、、、

学学学学生生生生のののの心心心心ののののケアケアケアケアをををを含含含含めためためためた健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めていくことめていくことめていくことめていくことはははは、、、、いいいいじじじじめめめめ問問問問題題題題のののの解解解解決決決決にもにもにもにも寄与寄与寄与寄与するするするする

ものとものとものとものと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 
    「「「「保有保有保有保有するするするする資源資源資源資源等等等等」」」」とはとはとはとは、、、、保有保有保有保有又又又又はははは管理管理管理管理するするするする施設施設施設施設、、、、設設設設備備備備のののの他他他他にににに教員教員教員教員等等等等をををを含含含含みみみみ、、、、研修研修研修研修会会会会へへへへ

のののの講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣やややや施設施設施設施設開放開放開放開放等等等等、、、、本本本本来来来来のののの目目目目的的的的にににに支支支支障障障障のないのないのないのない範囲範囲範囲範囲でででで健康健康健康健康づくりのためにづくりのためにづくりのためにづくりのために有有有有効効効効活用活用活用活用ささささ

れることをれることをれることをれることを求求求求めていますめていますめていますめています。。。。 
    市市市市がががが設置設置設置設置するするするする学校学校学校学校等等等等についてはについてはについてはについては、、、、第第第第５５５５条条条条のののの市市市市のののの責務責務責務責務のののの対対対対象象象象となるものですがとなるものですがとなるものですがとなるものですが、、、、ここではここではここではここでは、、、、

学校学校学校学校等等等等というというというという幼児幼児幼児幼児、、、、児童児童児童児童、、、、生生生生徒徒徒徒及及及及びびびび学学学学生生生生のののの教育教育教育教育やややや保保保保育育育育にににに直接直接直接直接関関関関わわわわるというるというるというるという施設施設施設施設のののの性格性格性格性格上上上上、、、、

特特特特にににに遵守遵守遵守遵守すすすすべべべべきききき事項事項事項事項をををを位位位位置置置置づけていますづけていますづけていますづけています。（。（。（。（事業事業事業事業者者者者がががが設置設置設置設置するするするする学校学校学校学校等等等等についてもについてもについてもについても事業事業事業事業者者者者としとしとしとし

てのてのてのての立場立場立場立場ではではではでは第第第第８８８８条条条条のののの対対対対象象象象にもなるものですにもなるものですにもなるものですにもなるものです。）。）。）。） 
     



（事業者の協力） 
第８条 事業者は、当該事業者の行う事業に従事する者の受動喫煙の防止、健康診断や

検診等の受診の促進及び休暇の取得の促進その他の心身の健康に配慮した職場環境の

整備に努めるとともに、市が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう

努めるものとする。 
【【【【解説解説解説解説】】】】 
事業事業事業事業者者者者はははは、、、、労働労働労働労働安安安安全衛生全衛生全衛生全衛生法法法法によりによりによりにより快快快快適適適適なななな職場職場職場職場環境環境環境環境のののの実実実実現現現現とととと労働条件労働条件労働条件労働条件のののの改善改善改善改善をををを通通通通じじじじ、、、、働働働働くくくく

者者者者のののの健康健康健康健康をををを確保確保確保確保するするするする必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。 
このこのこのこの規規規規定定定定はははは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした法律法律法律法律によりによりによりにより義義義義務務務務づけづけづけづけのあるものののあるものののあるものののあるもののほほほほかかかか、、、、受動受動受動受動喫煙喫煙喫煙喫煙のののの防止防止防止防止やややや健康診健康診健康診健康診

断断断断（（（（労働労働労働労働安安安安全衛生全衛生全衛生全衛生法法法法にににに定定定定めのあるめのあるめのあるめのある項目項目項目項目以以以以外外外外））））をををを受受受受けるけるけるける機機機機会会会会のののの確保確保確保確保、、、、休暇休暇休暇休暇のののの取取取取得得得得促進促進促進促進等等等等、、、、健健健健

康康康康づくりづくりづくりづくりのためにのためにのためにのために事業事業事業事業者者者者がががが積積積積極極極極的的的的なななな役役役役割割割割をををを果果果果たすことをたすことをたすことをたすことを求求求求めるものですめるものですめるものですめるものです。。。。 
受動受動受動受動喫煙喫煙喫煙喫煙のののの防止防止防止防止及及及及びびびび健康診健康診健康診健康診断断断断やややや検検検検診診診診等等等等のののの受診受診受診受診といったもののといったもののといったもののといったもののほほほほかにかにかにかに、、、、仕事仕事仕事仕事ががががストストストストレレレレススススのののの

要要要要因因因因となるとなるとなるとなる場場場場合合合合があることがあることがあることがあること、、、、さらにはさらにはさらにはさらには仕事仕事仕事仕事にににに費費費費やしやしやしやし拘束拘束拘束拘束されされされされるるるる時間時間時間時間がががが生活時間生活時間生活時間生活時間のののの上上上上でかなでかなでかなでかな

りのりのりのりの割合割合割合割合をををを占占占占めるめるめるめる場場場場合合合合がががが多多多多いこといこといこといこと等等等等からからからから、、、、事業事業事業事業者者者者がががが有有有有するするするする事業事業事業事業にににに従事従事従事従事するするするする者者者者のののの日常生活日常生活日常生活日常生活へへへへ

のののの影響影響影響影響、、、、さらにはさらにはさらにはさらには、、、、市民全体市民全体市民全体市民全体のののの健康健康健康健康づくりへのづくりへのづくりへのづくりへの影響影響影響影響のののの大大大大きさをきさをきさをきさを考考考考慮慮慮慮しししし、、、、休暇休暇休暇休暇（（（（心心心心身身身身のののの休養休養休養休養

若若若若しくはしくはしくはしくは運動運動運動運動のためののためののためののための休暇又休暇又休暇又休暇又はははは健康状健康状健康状健康状態態態態をををを定定定定期期期期的的的的にににに把握把握把握把握するためのするためのするためのするための休暇休暇休暇休暇等等等等））））のののの取取取取得得得得しやすしやすしやすしやす

いいいい労働条件労働条件労働条件労働条件のののの整整整整備備備備といったものもといったものもといったものもといったものも「「「「職場職場職場職場環境環境環境環境のののの整備整備整備整備」」」」のののの中中中中にににに含含含含めることをめることをめることをめることを例示例示例示例示としてとしてとしてとして特特特特記記記記

しししし、、、、取組取組取組取組をををを求求求求めることとしていますめることとしていますめることとしていますめることとしています。。。。 
このようなこのようなこのようなこのような健康健康健康健康づくりづくりづくりづくりにおけるにおけるにおけるにおける事業事業事業事業者者者者のののの有有有有するするするする影響影響影響影響のののの大大大大きさきさきさきさにににに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、市市市市のののの取組取組取組取組へのへのへのへの協力協力協力協力

をををを求求求求めるためのめるためのめるためのめるための規規規規定定定定をををを位位位位置置置置づけていますづけていますづけていますづけています。。。。 
ここではここではここではここでは労働労働労働労働安安安安全衛生全衛生全衛生全衛生法法法法等等等等でででで使使使使用用用用されているされているされているされている「「「「労働者労働者労働者労働者」」」」というというというという表表表表現現現現ではなくではなくではなくではなく、、、、対対対対象象象象をををを広広広広

げげげげ「「「「事業事業事業事業にににに従事従事従事従事するするするする者者者者」」」」というというというという表表表表現現現現にしていますにしていますにしていますにしています。。。。 
 
（重点的配慮事項） 
第９条 市は、健康づくりの推進に関する施策を実施するに当たっては、主に次の各号

に掲げる事項に配慮するものとする。 
（１） 健全な食生活の知識の普及に関すること。 
（２） 運動習慣の知識の普及及び運動のための環境の創出に関すること。 
（３） 心の状態をより良く保つための知識の普及及び支援の充実に関すること。 
（４） 喫煙による健康被害の知識の普及及び禁煙支援並びに受動喫煙の防止に関する 

こと。 
（５） 歯・口腔

くう

の健康づくりの知識の普及及び保健サービスの実施に関すること。 
（６） 健康診断や検診等の受診率及びそれに基づく保健指導の実施率の向上に関する

こと。 
【【【【解説解説解説解説】】】】 
    市市市市がががが施策施策施策施策をををを推推推推進進進進するにするにするにするに当当当当たってたってたってたって主主主主にににに配慮配慮配慮配慮すすすすべべべべきききき事項事項事項事項をををを示示示示すものですすものですすものですすものです。。。。 



（（（（第第第第１１１１号号号号）））） 
３３３３度度度度のののの食食食食事事事事をををを主主主主食食食食・・・・副菜副菜副菜副菜・・・・主主主主菜菜菜菜そそそそろろろろえてえてえてえてババババランスランスランスランスよくよくよくよく食食食食べべべべることることることることやややや質質質質量量量量をををを考考考考えたえたえたえた間食等間食等間食等間食等

のののの健全健全健全健全なななな食生活食生活食生活食生活にににに関関関関するするするする知知知知識識識識のののの普及普及普及普及をををを進進進進めることをめることをめることをめることを内容内容内容内容とするとするとするとする規規規規定定定定ですですですです。。。。 
（（（（第第第第２２２２号号号号）））） 
    年齢年齢年齢年齢にににに応応応応じじじじたたたた適正適正適正適正なななな運動習慣運動習慣運動習慣運動習慣にににに関関関関するするするする知知知知識識識識のののの普及普及普及普及とともにとともにとともにとともに、、、、運動運動運動運動をををを促進促進促進促進することにつなすることにつなすることにつなすることにつな

がるがるがるがる市民市民市民市民のののの体体体体制制制制づくりづくりづくりづくり、、、、歩歩歩歩行及行及行及行及びびびび自自自自転車転車転車転車によるによるによるによる移移移移動動動動をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための施設施設施設施設整備整備整備整備並並並並びにびにびにびに学校学校学校学校

施設施設施設施設のののの芝芝芝芝生生生生化化化化等等等等といったといったといったといった運動運動運動運動のためののためののためののための環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めることをめることをめることをめることを内容内容内容内容とするとするとするとする規規規規定定定定ですですですです。。。。 
（（（（第第第第３３３３号号号号）））） 
    心心心心のののの健康健康健康健康ののののためのためのためのための知知知知識識識識のののの普及普及普及普及やややや相相相相談談談談体体体体制制制制のののの充充充充実実実実、、、、そのそのそのその他他他他メンタルメンタルメンタルメンタルヘヘヘヘルスルスルスルス対策対策対策対策のののの充充充充実実実実をををを内内内内

容容容容とするとするとするとする規規規規定定定定ですですですです。。。。 
（（（（第第第第４４４４号号号号）））） 
喫煙喫煙喫煙喫煙にににに伴伴伴伴うううう健康健康健康健康被被被被害害害害についてはについてはについてはについては、、、、科科科科学学学学的的的的にもあるにもあるにもあるにもある程度程度程度程度明明明明らかになっていることかららかになっていることかららかになっていることかららかになっていることから、、、、喫喫喫喫

煙煙煙煙によるによるによるによる健康健康健康健康被被被被害害害害にににに関関関関するするするする知知知知識識識識のののの普及普及普及普及やややや禁禁禁禁煙煙煙煙希希希希望者望者望者望者へのへのへのへの禁禁禁禁煙煙煙煙支支支支援援援援によるによるによるによる喫煙喫煙喫煙喫煙率率率率のののの削減削減削減削減、、、、一一一一

方方方方でででで受動受動受動受動喫煙喫煙喫煙喫煙防止防止防止防止対策対策対策対策によるによるによるによる第第第第三三三三者者者者へのへのへのへの健康健康健康健康被被被被害害害害のののの防止防止防止防止をををを内容内容内容内容とするとするとするとする規規規規定定定定ですですですです。。。。 
（（（（第第第第５５５５号号号号）））） 
歯歯歯歯磨磨磨磨ききききのののの習慣習慣習慣習慣づくりづくりづくりづくり等等等等のののの歯歯歯歯及及及及びびびび口口口口腔腔腔腔のののの健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関するするするする知知知知識識識識のののの普及普及普及普及並並並並びにびにびにびにフフフフッッッッ化物化物化物化物応応応応

用用用用（（（（フフフフッッッッ化物洗化物洗化物洗化物洗口口口口、、、、フフフフッッッッ化物化物化物化物歯歯歯歯面面面面塗布塗布塗布塗布、、、、フフフフッッッッ化物化物化物化物配配配配合合合合歯歯歯歯磨磨磨磨剤剤剤剤のののの使使使使用等用等用等用等））））等等等等のののの歯歯歯歯科疾患科疾患科疾患科疾患のののの予予予予

防防防防対策対策対策対策をををを進進進進めることをめることをめることをめることを内容内容内容内容とするとするとするとする規規規規定定定定ですですですです。。。。 
国国国国においてはにおいてはにおいてはにおいては平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年８８８８月月月月にににに「「「「歯歯歯歯科科科科口口口口腔腔腔腔保健保健保健保健のののの推推推推進進進進にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」がががが、、、、県県県県においてはにおいてはにおいてはにおいては

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月にににに「「「「山口県民山口県民山口県民山口県民のののの歯歯歯歯・・・・口口口口腔腔腔腔のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり推推推推進条例進条例進条例進条例」」」」がががが制制制制定定定定されましたされましたされましたされました。。。。 
そのうちそのうちそのうちそのうち、、、、ここではここではここではここでは主主主主にににに一一一一次予防次予防次予防次予防にににに関関関関するするするする規規規規定定定定としとしとしとし、、、、検検検検診診診診（（（（第第第第６６６６号号号号にににに規規規規定定定定））））やややや医療医療医療医療行行行行為為為為

にににに係係係係るものるものるものるものはははは除除除除いていますいていますいていますいています。。。。 
「「「「歯歯歯歯」」」」はははは一一一一般般般般的的的的にににに「「「「口口口口腔腔腔腔」」」」にににに含含含含まれまれまれまれるものですがるものですがるものですがるものですが、、、、分分分分かりかりかりかりやすさのやすさのやすさのやすさの観点観点観点観点からからからから県条例県条例県条例県条例のののの表表表表

記記記記とととと同同同同様様様様にににに「「「「歯歯歯歯・・・・口口口口腔腔腔腔」」」」のののの表記表記表記表記としていますとしていますとしていますとしています。。。。 
（（（（第第第第６６６６号号号号）））） 
定定定定期期期期的的的的・・・・客客客客観的観的観的観的にににに健康状健康状健康状健康状態態態態をををを把握把握把握把握しししし、、、、それにそれにそれにそれに基基基基づくづくづくづく健康健康健康健康づくりづくりづくりづくりのためののためののためののための取組取組取組取組をををを促進促進促進促進するするするする

ためためためため、、、、特定健診等特定健診等特定健診等特定健診等のののの健康診査及健康診査及健康診査及健康診査及びびびび検検検検診診診診等等等等のののの受診率向上受診率向上受診率向上受診率向上のためののためののためののための取組取組取組取組をををを進進進進めることをめることをめることをめることを内容内容内容内容とととと

するするするする規規規規定定定定ですですですです。。。。 
 

（市民、地域コミュニティ、学校等及び事業者等との協働の機会） 
第１０条 市は、市民、地域コミュニティ、学校等及び事業者その他健康づくりに関わ

る団体並びに医療関係者と協働して健康づくりを推進するため、次に掲げる機会を設

けるものとする。 
(１) 健康づくりに関して意見を交換する機会 
(２) 健康づくりに関して学習する機会 
【【【【解説解説解説解説】】】】 



（（（（第第第第 1 号号号号）））） 
連携連携連携連携のきっかけづくりのきっかけづくりのきっかけづくりのきっかけづくりとともにとともにとともにとともに、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれのののの取組取組取組取組をををを有有有有機機機機的的的的にににに結結結結びつけることでびつけることでびつけることでびつけることで、、、、個個個個々々々々のののの

取組取組取組取組をよりをよりをよりをより効果効果効果効果的的的的、、、、効効効効率的率的率的率的なものとすることをなものとすることをなものとすることをなものとすることを目目目目的的的的にするものですにするものですにするものですにするものです。。。。 
（（（（第第第第 2 号号号号）））） 
それぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれが持持持持つつつつ情報情報情報情報やややや知知知知識識識識をををを共共共共有有有有することですることですることですることで、、、、各主各主各主各主体体体体のののの取組取組取組取組をををを正正正正しいしいしいしい情報情報情報情報、、、、正正正正しいしいしいしい知知知知識識識識

にもとづいたにもとづいたにもとづいたにもとづいた、、、、よりよりよりより効果効果効果効果的的的的なものとすることをなものとすることをなものとすることをなものとすることを目目目目的的的的にするものですにするものですにするものですにするものです。。。。 
 
（地域コミュニティ、学校等及び事業者等に対する支援） 
第１１条 市は、健康づくりを推進するために必要があると認めるときは、地域コミュ

ニティ、学校等（市以外のものが設置するものに限る。）及び事業者その他健康づくり

に関わる団体並びに医療関係者に対し、財政的支援その他の必要な支援を行うことが

できる。 
【【【【解説解説解説解説】】】】 
市市市市はははは、、、、地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ、、、、市以市以市以市以外外外外のののの者者者者がががが設置設置設置設置するするするする学校学校学校学校等及等及等及等及びびびび事業事業事業事業者者者者そのそのそのその他他他他健康健康健康健康づくりにづくりにづくりにづくりに

関関関関するするするする団団団団体体体体のののの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取組取組取組取組をををを促進促進促進促進させさせさせさせ、、、、それによってそれによってそれによってそれによって山口市山口市山口市山口市のののの健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを推推推推進進進進してしてしてして

いくいくいくいく上上上上でででで効果効果効果効果ががががあるとあるとあるとあると認認認認めめめめるるるる場場場場合合合合にはにはにはには、、、、これらこれらこれらこれら団団団団体体体体にににに対対対対してしてしてして財財財財政政政政的的的的そのそのそのその他他他他のののの支支支支援援援援をををを行行行行うこうこうこうこ

ととととができることとしていますができることとしていますができることとしていますができることとしています。。。。これによりこれによりこれによりこれにより、、、、このこのこのこの条例条例条例条例においてにおいてにおいてにおいて責務規責務規責務規責務規定定定定をををを設設設設けているけているけているけている団団団団体体体体

のののの取組取組取組取組をををを促進促進促進促進しししし、、、、条例条例条例条例のののの目目目目的的的的をををを達達達達成成成成することをすることをすることをすることを目目目目指指指指すものですすものですすものですすものです。。。。 
 
（活動の公表等） 
第 1２条 市は、市民、地域コミュニティ、学校等及び事業者その他健康づくりに関わる

団体並びに医療関係者が行う健康づくりの推進に関する活動で有益かつ先駆的な役割

を果たすと認めるものについて、これを公表し、及び顕彰することができる。 
【【【【解説解説解説解説】】】】 
    市市市市はははは、、、、有有有有益益益益かつかつかつかつ先駆先駆先駆先駆的的的的であるとであるとであるとであると認認認認めるめるめるめる活動活動活動活動についてについてについてについて、、、、公公公公表表表表及及及及びびびび顕彰顕彰顕彰顕彰しししし、、、、広広広広くくくく周知周知周知周知するこするこするこするこ

とができることとしていますとができることとしていますとができることとしていますとができることとしています。。。。それによりそれによりそれによりそれにより、、、、活動活動活動活動をををを行行行行うううう主主主主体体体体のののの取組取組取組取組意意意意欲欲欲欲をををを向上向上向上向上させるととさせるととさせるととさせるとと

もにもにもにもに、、、、先駆先駆先駆先駆的的的的なななな取組取組取組取組をををを広広広広くくくく他他他他のののの主主主主体体体体にににに知知知知らせるらせるらせるらせることでことでことでことで健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取組取組取組取組がががが効果効果効果効果的的的的、、、、効効効効率的率的率的率的

にににに広広広広がっていくことをがっていくことをがっていくことをがっていくことを期待期待期待期待するものですするものですするものですするものです。。。。 
健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの活動活動活動活動はははは個個個個々々々々ののののライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルとのとのとのとの関関関関連性連性連性連性がががが高高高高いことからいことからいことからいことから、、、、ププププライライライライババババシシシシーーーーへへへへ

のののの配慮配慮配慮配慮のののの必必必必要要要要性性性性からからからから、、、、公公公公表又表又表又表又はははは顕彰顕彰顕彰顕彰するするするするにににに当当当当たりたりたりたり、、、、そのそのそのその対対対対象象象象者者者者からのからのからのからの同同同同意意意意をををを得得得得ることがることがることがることが必必必必

要要要要であることはであることはであることはであることは言言言言うまでもありませんうまでもありませんうまでもありませんうまでもありません。。。。 
     



附 則 
（施行期日） 
１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
（検討） 
２ 市長は、社会環境の変化及びこの条例の施行の状況その他健康づくりの推進状況を勘

案し、必要があると認められるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

【【【【解説解説解説解説】】】】 
    施行施行施行施行期期期期日日日日についてはについてはについてはについては、、、、周知周知周知周知期期期期間間間間をををを勘勘勘勘案案案案しししし設定設定設定設定するものとしますするものとしますするものとしますするものとします。。。。 
    第第第第２２２２項項項項のののの「「「「所所所所要要要要のののの措措措措置置置置」」」」とはとはとはとは、、、、条例条例条例条例のののの改改改改廃廃廃廃をををを行行行行うことをうことをうことをうことを言言言言いますいますいますいます。。。。 


