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＜千葉県歯・口腔
くう

の健康づくり推進条例の制定の必要性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 歯・口腔の健康は、生涯を通じて自分の歯でしっかりと噛んで食べることを可能

にするだけでなく、バランスのとれた適切な食生活を送ることを可能にし、肥満や

糖尿病などの生活習慣病の予防へとつながるなど、全身の健康を保持増進するため

の重要な要素となっている。 

そして、幼児期から成長期のむし歯などの歯科疾患は、子ども達の健全な成長や

成人期以降の歯・口腔の健康に大きな影響を与えること、高齢者や要介護者の口腔

ケアは、高齢者等の歯科疾患の重症化予防だけでなく、食生活の充実など日常の生

活の質（QOL･･Quality of Life ）を高め、元気な高齢者等を増やし、健康寿命の延

伸に寄与することから、全身の健康につながる「歯・口腔の健康づくり」について

は、幼児期から高齢期までライフステージを通じて継続的に取り組む必要がある。 

 

２ 県民の歯・口腔の健康における現状として、地域間格差が少なからず見られる。

県内におけるむし歯有病者率などをみても、地域間に大きな格差が存在している。 

① ３歳児むし歯有病者率（平成１９年度３歳児歯科健康診査実績） 

市町村間で約１９％～約５４％の開きがある（平均２６．８％）。 

② 永久歯１人当たり平均むし歯数（中１）（平成２０年度千葉県児童生徒定期健康

診断結果） 

市町村間で約１本／人～約５本／人の開きがある（平均１．57 本／人）。 

 

３ 県民の歯・口腔の健康づくりを推進するための根拠法令となるものは、「母子保健

法」、「学校保健安全法」などに分散しており、生涯を通じて一貫して歯科保健を推

進するための法体系がない状況にある。 

解 決 策 

千葉県における歯科保健の現状と課題 

 

 

県民の歯・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

し、県民の健康の保持増進に寄与するための条例が必要である。 

条例の制定 
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第１条 目的 

（目的） 

第１条 この条例は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりについて、基本理念を定め、県、

歯科医師等の責務及び教育関係者、保健医療福祉関係者、県民等の役割を明らか

にするとともに、県の施策の基本的な事項を定めることにより、県民の歯・口腔
くう

の

健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持

増進に寄与することを目的とする。 

【趣 旨】 

本条は、本件条例の内容を総括的に示すとともに、その目的は「県民の歯・口腔
くう

の

健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持増

進に寄与すること」にあることを定めている。 

 

【解 説】 

１ 本件条例は、県民の歯・口腔の健康づくりを推進するため、基本理念を定め、

県、歯科医師、教育関係者、保健医療福祉関係者、県民等が、それぞれ有する責

務又は役割を踏まえて行動するとともに、相互に連携・協力し、一体となって歯・

口腔
くう

の健康づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進していくという県の施

策の枠組みを提示した条例であって、県民の権利を制限し又は義務を課すことを

内容とする条例ではない。 

２ 「歯・口腔
くう

」とは、歯及び口の中のことをいう。 

３ 「歯・口腔
くう

の健康づくり」とは、歯・口腔について、むし歯、歯肉炎、摂食機

能障害等のない健康な状態にし、及びその状態を保持するための取組のことをい

う。 

なお、歯の健康については「２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本

２１）」（厚生労働省策定）において言及されているところであり、その基本的

な考え方は、本件条例においても異なるところはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜健康日本２１改訂 第三の２＞（平成２０年４月施行） 

(６) 歯の健康 

歯の健康は、食物の咀嚼のほか、食事や会話を楽しむ等による、生活の質を確保するた

めの基礎となる重要な要素である。歯科保健の分野では、生涯にわたり自分の歯を２０歯

以上保つことにより健全な咀嚼能力を維持し、健やかで楽しい生活をすごそうという８０

２０（ハチマル・ニイマル）運動が推進されており、この実現に向けた歯及び口腔の健康

増進の推進が必要である。 

目標は、歯の喪失防止と歯の喪失の原因となるう蝕及び歯周病の予防について設定す

る。 
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4 「県、歯科医師等の責務及び教育関係者、保健医療福祉関係者、県民等の役割」

というように責務と役割とに分けているが、これは、県民の歯・口腔の健康づく

りの推進において、関係主体それぞれが「役割」を持つ中で、県は行政面におい

て、歯科医師等は歯科保健医療面において、それぞれ統括的かつ中心的な立場に

あることから、この両者については、特に「責務」として定めたものである。 

なお、各主体の責務又は役割については、各条項（第３条ないし第８条）の趣

旨及び解説を参照のこと。 

※ 「歯科医師等の責務」については、自民党ＰＴと歯科医師会との意見交換の過程に

おける歯科医師会側の積極的な申出を考慮して、「責務」として位置づけられた。 

 

 

 

 

 

 

 

5 「県の施策の基本的な事項」に関するものとしては、９条（千葉県歯・口腔保

健計画の策定）、１０条（基本的施策の推進）、１１条（財政上の措置）及び１２

条（県民の歯科疾患等実態調査の実施）があり、詳細については各条項の説明を

参照のこと。 

６ 「県民の歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し」と

は、県民の歯・口腔の健康づくりに関する施策について、県の各執行機関が個々

に対症療法的に実施するのではなく、県の内部組織同士で横断的に連携すること

はもとより、市町村、教育関係者、保健医療福祉関係者などとも連携、調整を図

りながら、県民とともに将来を見通した一定の目標に向けて着実に推進していく

ことをいう。 

○明鏡国語事典（大修館書店）より 

「責務」・・・「責任として果たさなくてはならない務め」、 

「役割」・・・「それぞれ与えられた役目・任務」 

○上記意味より、「役割」が役目・任務の内容を客観的に示し、その実行を迫るとこ

ろまでの意は含まれないのに対して、「責務」は実行まで迫られている点、ニュア

ンスの違いがあると解せられる。 



 5

第２条 基本理念 

（基本理念） 

第２条 歯・口腔
くう

の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及び糖尿病を

はじめとする様々な生活習慣病の予防など県民の全身の健康づくりに重要な役割

を果たすことにかんがみ、県民が日常生活において自ら歯・口腔
くう

の健康づくりに

取り組むことを促進するとともに、県内すべての地域において生涯を通じて最適

な歯・口腔
くう

の保健医療サービスを受けることができるよう環境整備を推進するこ

とを基本理念として行われなければならない。 

【趣 旨】 

歯・口腔の健康づくりの推進のための基本理念を掲げた規定である。 

元来、個人による健康の実現は、各個人が主体的に取り組む課題であるといえる

が、前述の現状と課題（２頁）を踏まえれば、社会全体として各個人の主体的な健

康づくりを支援していくための環境整備も必要である。 

こうした観点から、本件条例の基本理念は、①県民が日常生活の中で自ら意識し

て歯・口腔の健康づくりに向けた取組を促進すること、②県民の歯・口腔の健康づ

くりへの取組を支える「歯・口腔の保健医療サービス」の充実に向けて環境整備を

推進することのふたつを柱としている。 

 

【解 説】 

１ 「歯・口腔
くう

の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及び糖尿病をは

じめとする様々な生活習慣病の予防など県民の全身の健康づくりに重要な役割を

果たすこと」とは、前述（２頁）したとおりであるが、基本理念において、改め

て基本的な現状認識を述べたものである。 

２ 「歯・口腔
くう

の保健医療サービス」とは、歯・口腔に関する健康教育、健康相談、

健診などの保健サービスと、歯科疾患の治療、治療後の定期健診などの医療サー

ビスなどをいう。 

3 「県内すべての地域において生涯を通じて最適な歯・口腔
くう

の保健医療サービス

を受けることができるよう環境整備を推進する」とは、歯・口腔の保健医療サー

ビスは、県民への歯・口腔の保健指導や治療を通じて、県民の主体的な歯・口腔

の健康づくりに関する取組を支援するなど、県民の歯・口腔の健康づくりにおい

て欠かせない役割を果たしていることから、県内どの地域においても、また、ど

のライフステージにおいても、最適な歯・口腔の保健医療サービスが受けられる

ことのできる環境整備を推進することをいう。なお、「環境整備」については、例

えば、有用な情報の提供、関係機関等の連携による支援体制の構築、健康相談や

治療体制の整備・充実等が考えられる。 
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第３条 県の責務 

（県の責務） 

第３条 県は、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・口腔
くう

の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 

【趣 旨】 

本条は、県が本件条例に基づいて県民の歯・口腔の健康づくりを推進するに当た

り、県の責務を定めたものである。 

 

【解 説】 

１ 「県」とは、知事部局、各行政委員会（教育委員会等）、各地方公営企業等（病

院局等）を含めた普通地方公共団体としての「千葉県」をいう。その意味で、本

条は、千葉県全体として、歯・口腔の健康づくりを推進していくことを明らかに

したものだが、具体的な施策については、本件条例を所管する執行機関が中心と

なって実施されることになる。 

２ 「基本理念にのっとり」とは、常に本件条例に規定される基本理念を念頭に置

き、それを手本、基準とすべきことをいう。 

３ 「総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する」とは、歯・口腔の健康づ

くりは、教育、医療、保健、福祉など多方面の分野に関係することから、県は、

全体的な視野に立って、一定の目標を立てて着実に進めていく施策を策定し、実

施することをいう。本件条例では、計画に関する規定として、知事による千葉県

歯・口腔
くう

保健計画の策定（第 9 条）等を規定している。 
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第４条 市町村との連携協力等 

（市町村との連携協力等） 

第４条 県は、前条に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に

身近な歯・口腔
くう

の保健サービスを実施している市町村との連携協力及び調整に努

めなければならない。 

【趣 旨】 

本条は、県が本件条例に基づいて県民の歯・口腔の健康づくりを推進するに当た

り、県内市町村に対する県の関わり方について規定したものである。 

県と市町村は、対等な関係にある中で、それぞれの役割に応じた事務を担当して

いるが、地域の住民に最も身近な行政主体である各市町村においては、地域保健対

策として、住民への歯・口腔の保健サービスが実施されているところである。こう

した状況において、県が県民の歯・口腔の健康づくりを推進するには、市町村との

連携が不可欠となるため、県がその施策を策定、実施するに当たり、市町村との連

携協力等に努めなければならないことを規定している。 

 

【解 説】 

１ 「歯・口腔
くう

の保健サービス」とは、歯・口腔に関する健康教育、健康相談、健

診等のことである。 

なお、医療サービス部分（歯科診療、在宅歯科医療等）が除かれている点、第

２条に規定する「歯・口腔
くう

の保健医療サービス」とは異なる。 

２ 「住民に身近な歯・口腔
くう

の保健サービス」の具体例としては、次のものがあげ

られる。 

（１）母子歯科保健活動（関係法令：母子保健法等） 

   乳幼児（１歳６か月児、３歳児等）の歯科健康診査や歯科保健指導など 

（２）学校等における歯科保健（関係法令：学校教育法、学校保健安全法等） 

   幼稚園、小学校等における歯科検診、歯科保健教育への協力 

（３）成人・高齢者歯科保健活動（関係法令：健康増進法等） 

健康教育、健康相談、歯周疾患検診、訪問指導など 

（４）介護予防事業（関係法令：介護保険法） 

   口腔機能の向上 

３ 上記 2 の歯・口腔の保健サービスは、市町村の地域保健対策として実施されて

いるが、特に上記２（１）については、母子保健法などに基づき、県内全ての市

町村において行われている。すなわち、歯・口腔の保健サービスは、県内全ての

市町村において行われている。 

なお、市町村においては、市町村立病院、休日夜間歯科診療所等の市町村が運

営に関わる医療機関を除き、一般的に歯・口腔の「医療サービス」は行われてい
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ない。 

４ 「市町村との連携協力及び調整」とは、県が、歯・口腔の健康づくりに関する

施策を推進するにおいて、各市町村と連携協力及び調整を図りながら、当該施策

を策定し、実施していくということである。 

もとより、市町村の事務は、本来その地域の特性に応じて、市町村により自ら

企画・立案され、実施されるべきであるから、市町村の自主的な判断により実施

される歯・口腔の健康づくりに関する施策について、県は、当該市町村の施策を

尊重し、連携協力することはあっても、県の一方的な意向により市町村の施策が

拘束されるものではない。 

 

［参考］ 

○母子保健法（昭和４０年法律第１４１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（知識の普及） 

第九条 都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のた

め、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び

助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識

の普及に努めなければならない。 

（保健指導） 

第十条 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、

妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若

しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 

（新生児の訪問指導） 

第十一条 （略） 

（健康診査） 

第十二条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康

診査を行わなければならない。 

一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 

二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 

２ 前項の厚生労働省令は、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第九条第一項に規

定する健康診査等指針（第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。）

と調和が保たれたものでなければならない。 

第十三条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼

児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 
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○学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学校教育法（昭和２２年法律第２６号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（健康相談） 

第八条 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。 

（保健指導） 

第九条 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の

日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めると

きは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その

保護者（学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において

同じ。）に対して必要な助言を行うものとする。 

（就学時の健康診断） 

第十一条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一

項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村

の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。 

第十二条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上

必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又

は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。 

（児童生徒等の健康診断） 

第十三条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等（通信による教育を受ける学生を除

く。）の健康診断を行わなければならない。 

２ 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。 

第十四条 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は

治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。 

（普通教育の目標） 

第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法（平成十八年法律第百二

十号）第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう

行われるものとする。 

＜一ないし七 略＞ 

 

八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力

を養い、心身の調和的発達を図ること。 

＜九及び十 略＞ 
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○健康増進法（平成１４年法律第１０３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○健康増進法施行規則（平成１５年厚生労働省令第８６号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市町村による生活習慣相談等の実施） 

第十七条 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、

助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養

の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び

必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせる

ものとする。 

２ 市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号

に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託するこ

とができる。 

（市町村による健康増進事業の実施） 

第十九条の二 市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事

業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。 

（市町村による健康増進事業の実施） 

第四条の二 法第十九条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものと

する。 

一 歯周疾患検診 

二 骨粗鬆（しよう）症検診 

三 肝炎ウイルス検診 

四 四十歳以上七十四歳以下の者であって高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五

十七年法律第八十号）第二十条の特定健康診査の対象とならない者（特定健康診査

及び特定保健指導の実施に関する基準第一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣

が定める者（平成二十年厚生労働省告示第三号）に規定する者を除く。次号におい

て「特定健康診査非対象者」という。）及び七十五歳以上の者であって同法第五十

一条第一号又は第二号に規定する者に対する健康診査 

五 特定健康診査非対象者に対する保健指導 

六 がん検診 
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○介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域支援事業） 

第百十五条の四十四 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、

要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営

むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとす

る。 

一 被保険者（第一号被保険者に限る。）の要介護状態等となることの予防又は要介護

状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業（介護予防サービス事業及び地域

密着型介護予防サービス事業を除く。） 

二 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれ

ている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適

切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業 

 

＜三～五号 略＞ 

＜２～６項 略＞ 
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第５条 歯科医師等の責務 

（歯科医師等の責務） 

第５条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る

業務に携わる者（以下「歯科医師等」という。）は、基本理念にのっとり、県が実

施する歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に関する施策及び歯・口腔
くう

の保健サービスを

実施している市町村に協力するよう努めなければならない。 

【趣 旨】 

本条は、県民の歯・口腔にかかる保健分野及び医療分野のいずれにおいても、歯

科医師等の果たす役割が特に重要であることから、歯科医師等について、県及び市

町村の実施する歯・口腔の健康づくり施策への協力を責務として定めたものである。 

 

【解 説】 

１ 「歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業

務に携わる者」とは、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士のほか、例えば、厚生

労働大臣免許又は都道府県知事免許を有する医療関係者であって、歯科医師と連

携協力して、歯科医療又は保健指導を行う看護師、准看護師、言語聴覚士等が考

えられる。 

２ 「保健指導」とは、何らかの健康問題をもつ人、将来健康問題をもつ危険性の

ある人、将来の健康問題に危惧を抱いている人等を対象に、保健医療従事者が専

門的な立場で有効な情報を提供することなどを通じて、健康に関する指導又は相

談若しくは助言を行うことをいう。 

 

［参考］ 

○歯科医師法（昭和２３年法律第２０２号） 

 

 

 

 

○歯科衛生士法（昭和２３年法律第２０４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔歯科医師の任務〕 

第一条 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進

に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする 

〔歯科衛生士の定義〕 

第二条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師（歯

科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。）の直接の指導の下に、歯牙及び口腔
くう

の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。 

一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除

去すること。 

二 歯牙及び口腔
くう

に対して薬物を塗布すること。 

２ 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわ

らず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。 

３ 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指

導をなすことを業とすることができる。 

javascript:OpenResDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_GENPOU/D1W_resdata.exe?PROCID=1454459734&CALLTYPE=4&REFID=32310040020300000000&JYO=%33%31%20%30%20%30&KOU=%31%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1%27%29
javascript:OpenResDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_GENPOU/D1W_resdata.exe?PROCID=1454459734&CALLTYPE=4&REFID=32310040020300000000&JYO=%33%32%20%30%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1%27%29
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○歯科技工士法（昭和３０年法律第１６８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○言語聴覚士法（平成９年法律第１３２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用

されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第二条 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補

てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、

歯科医師（歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。）がその診療中の患者

のために自ら行う行為を除く。 

２ この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を

業とする者をいう。 

＜３項 略＞ 

〔看護師の定義〕 

第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しく

はじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 

〔准看護師の定義〕 

第六条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科

医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。 

（業務） 

第四十二条 言語聴覚士は、保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規

定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、

人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができ

る。 

＜２項 略＞ 

（連携等） 

第四十三条 言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師その他の医療

関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。 

２ 言語聴覚士は、その業務を行うに当たって、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のあ

る者に主治の医師又は歯科医師があるときは、その指導を受けなければならない。 

＜３項 略＞ 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%93%f1%81%5a%8e%4f&REF_NAME=%95%db%8c%92%8e%74%8f%95%8e%59%8e%74%8a%c5%8c%ec%8e%74%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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第６条 教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割 

（教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割） 

第６条 教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する業務を行うもの（歯科医師等を除く。）は、基本理念にのっ

とり、それぞれの業務において、歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に努めるとともに、

その推進に当たっては、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携

し、及び協力するよう努めるものとする。 

【趣 旨】 

本条は、歯・口腔の健康づくりを推進するに当たり、歯科保健指導など歯・口腔

の健康づくりに関わる業務を行う教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割につい

て定めたものである。 

 

【解 説】 

１ 「教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯・口腔
くう

の

健康づくりに関する業務を行うもの（歯科医師等を除く。）」は、いずれも歯・口

腔の健康づくりにおいて指導的立場、又は、支援する立場にあるが、職務の性質、

指導（支援）する対象者等の観点から、次のふたつに分類することができる。 

①「教育に係る職務に携わる者であって、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する業務を

行うもの（歯科医師等を除く。）」 

②「保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯・口腔
くう

の健康づ

くりに関する業務を行うもの（歯科医師等を除く。）」 

 

以下、①を「教育関係者」、②を「保健医療福祉関係者」として、それぞれ次の

ようにいうことができる。 

 

（１）教育関係者とは、主に学校等において、児童生徒の歯・口腔の健康に関わる

指導を行なう者をいう。 

具体的には、口腔衛生を指導する養護教諭、食生活と健康について指導する

栄養教諭・学校栄養職員はもとより、口腔衛生指導などの歯・口腔の健康づく

りに関わる業務を担当する学校職員など（学級担任をする教諭、保健体育科の

教諭、家庭科の教諭、保健主事など）が該当する。また、そうした学校職員を

指揮、指導する立場にある校長等の管理職も含まれるものである。なお、学校

歯科医は、第３条に規定する歯科医師等に該当するため除外されている（下記

（４）参照）。 

（２）保健医療福祉関係者とは、保健、医療及び福祉のそれぞれの分野において、

歯・口腔の健康に関わる活動、指導又は医療行為を行なう者をいう。 
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具体的には、医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、言語聴覚

士、管理栄養士、栄養士、保育士、訪問介護員（ホームヘルパー）若しくは食

生活改善推進員、医療施設若しくは社会福祉施設の施設長又は医療関係若しく

は福祉関係の団体（県医師会、県社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等）であって、

歯・口腔の健康に関わる指導又は医療行為を行なう者をいう。 

（３）第１条の解説１（３頁）で述べたとおり、県及び関係者が一体となって、歯・

口腔の健康づくりを推進していくという観点から、教育関係者及び保健医療福

祉関係者の範囲の中には、市町村及びその職員も含まれ、それぞれの役割に応

じた活動が期待されている。 

（４）「（歯科医師等を除く。）」としたのは、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士等

については、第５条（歯科医師等の責務）の規定が適用されるため、本条の対

象から除外したものである。 

 

２ 「歯・口腔
くう

の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力する」

とは、各個人あるいは各主体が、それぞれの業務において歯・口腔
くう

の健康づくり

を推進するだけの個別的・縦割り的な対応にとどまれば、歯・口腔の健康づくり

の推進におのずと限界が出てくることから、他者との連携、協力に努めることに

より更なる歯・口腔の健康づくりの推進をしようするものである。 

例えば、教育関係者であれば、校長等管理者の承認のもと、同じ教育関係者と

連携、協力することはもとより、保健医療福祉関係者との連携、協力することに

より、一層効果的な歯・口腔の健康づくりが推進されるものと考えられる。 

 

［参考］ 

○学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号） 

 

 

 

 

 

 

○健康増進法（平成１４年法律第１０３号） 

 

 

 

 

 

（地域の医療機関等との連携） 

第 10 条 学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に

応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるも

のとする。 

（関係者の協力）  

第五条  国、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、健康増進事業実施者、医

療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図

りながら協力するよう努めなければならない。 
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第７条 事業者及び保険者の役割 

（事業者及び保険者の役割） 

第７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健

診及び保健指導の機会の確保その他の歯・口腔
くう

の健康づくり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健診及び保健指導の機

会の確保その他の歯・口腔
くう

の健康づくりを推進するよう努めるものとする。 

【趣 旨】 

本条は、事業者が労働者の健康の確保を、保険者が被保険者及びその家族の健康

の保持増進をしていく立場にあることから、県民の歯・口腔の健康づくりにおける

事業者及び保険者の役割について定めたものである。 

 

【解 説】 

１ 「事業者」とは、労働安全衛生法（以下本項において「労安法」という。）

２条１項３号に定める「事業者」をいう。 

労安法では、事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保するように

しなければならない（労安法３条１項）とされ、また、労働者に対して医師に

よる健康診断を行わなければならない（労安法６６条１項）とされているが、

歯科健診等の実施については、法律上義務付けられていない（下記※１、※２

参照）。 

しかし、成人期の歯周疾患の予防等は、生活習慣病の予防にも結びつくこと

から、本件条例では、歯・口腔の健康づくりにおける事業者の役割として、事業

者が歯科健診、保健指導の機会の確保等歯・口腔の健康づくりの取組に努めること

としたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「保険者」とは、医療保険各法（健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、

※１ 厚生労働省は、歯周疾患の予防対策としては、事業場を通じて労働者がこれ

に取り組むことは効果的であることから、適時、歯周疾患に関する健康診断の

機会が事業場において提供されることが望ましいとし、また、歯科検診の実施

について健康保険組合と必要に応じ相談するよう、事業者に対して啓発指導を

している（平成２０年５月３０日付け基発第 0530003 号厚生労働省労働基準

局長通知）（２０頁）。 

※２ 厚生労働省の指針（「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」

４（５））（２１頁）では、事業者による保健指導（産業保健指導担当者を通

じて、口腔保健等の健康的な生活への指導及び教育を、職場生活を通して行う

旨）が掲げられている。 
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国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法をい

う。以下同じ。）の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保

険組合、市町村（特別区を含む。）、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学

校振興・共済事業団をいう。 

医療保険各法では、保険者に対して「高齢者の医療の確保に関する法律」に定め

る特定健康診査等（同法２０条及び２４条）を行うものとするほか、健康教育、健

康相談、健康診査等被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行う旨規定

されており、そうした事業の中には歯科健診等歯・口腔の健康づくりの取組に係る

事業も含まれていると解されるが、法律上、その実施までは義務付けられていな

い（下記※３参照）。 

しかし、被保険者及びその家族の健康の保持増進のため、本件条例では、歯・

口腔の健康づくりにおける保険者の役割として、保険者が歯科健診、保健指導の

機会の確保等歯・口腔の健康づくりの取組に努めることとしたものである。 

 

 

 

 

 

 

［参考］ 

○労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

一、二 （略） 

三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 

＜三の二以下略＞ 

（事業者等の責務） 

第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけ

でなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全

と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災

害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 

＜２～３項 略＞ 

（健康診断） 

第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師によ

る健康診断を行なわなければならない。 

＜２～５項 略＞ 

第百五十条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健

康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導（以下この項及び第百五十四条

の二において「特定健康診査等」という。）を行うものとするほか、特定健康診査等

以外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶

養者（以下この条において「被保険者等」という。）の健康の保持増進のために必要

※３ 健康保険組合の保健事業について、健康保険組合事業運営指針（厚生労働省）

では、「労働安全衛生法に基づく事業は労働災害防止の観点から行われるものであ

り、被保険者の全般的な健康の保持増進については、組合が保健事業として積極

的に実施すること」とされており、また、健康保険組合が行う健康診査の具体的

内容の例示として、歯科検診、口腔検診が掲げられている（２１頁、２０頁記３） 
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○国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

 

 

 

 

 

○船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

 

 

 

 

 

 

 

○国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八十二条 保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事

業であつて、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のた

めに必要な事業を行うように努めなければならない。 

＜２～５項 略＞ 

第百十一条 協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康

診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）

を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談、

健康診査その他の被保険者、被保険者であった者及び被扶養者（以下この条において

「被保険者等」という。）の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めな

ければならない。 

＜２～５項 略＞ 

（福祉事業） 

第九十八条 組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業とする。 

一 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増

進のための必要な事業（次号に掲げるものを除く。） 

一の二 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同

法第二十四条の規定による特定保健指導（第九十九条の二において「特定健康診査

等」という。） 

＜二～八 略、２～３項 略＞ 
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○地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（福祉事業） 

第百十二条 組合（市町村連合会を含む。以下この条において同じ。）は、組合員の福

祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 

一 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増

進のための必要な事業（次条に規定するものを除く。） 

＜一の二～六 略、２～５項 略＞ 

第百十二条の二 組合は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定

健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導（第百十三条の二において「特

定健康診査等」という。）を行うものとする。 

（福祉事業） 

第二十六条 事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関す

る事業を行う。 

一 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第二十条の規定

による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導（以下この号及

び第三十五条第三項において「特定健康診査等」という。）並びに特定健康診査等

以外の事業であつて加入者及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その

他の健康の保持増進のための必要な事業 

＜二～七 略、２～４項 略＞ 

（特定健康診査等基本指針） 

第十八条 厚生労働大臣は、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に

関する健康診査をいう。以下同じ。）及び特定保健指導（特定健康診査の結果により

健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導

に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健

指導をいう。以下同じ。）の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（以下「特

定健康診査等基本指針」という。）を定めるものとする。 

＜２～５項 略＞ 

（特定健康診査） 

第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところ

により、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入

者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受け

たとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受け

たときは、この限りでない。 

（特定保健指導） 

第二十四条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、特定保健指導を行うものとする。 
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○厚生労働省通知  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基発第 0530003 号 

平成 20 年 5 月 30 日 

 

都道府県労働局長 殿 

                         厚生労働省労働基準局長 

 

          歯周疾患の予防等に関する労働者への配慮について 

 

 事業場における歯周疾患に係る健康診断については、平成 8 年 9 月 13 日付け基発第 566 号

「労働安全衛生法の一部を改正する法律、労働安全衛生法施行令及び労働者派遣事業の適正な運

営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令及び労働

安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」（以下「566 号通達」という。）におい

て、高齢化に伴う労働者の健康確保対策の重要な課題である歯周疾患の予防対策としては、事業

場を通じて、労働者がこれに取り組むことが効果的であることから、適時、歯周疾患に関する健

康診断の機会が事業場において提供されることが望ましい旨の啓発指導に努めるよう指示したと

ころである。 

 今般、老人保健法（昭和 57 年法律第 80 号）が高齢者の医療の確保に関する法律に全面改正

され、従来の老人保健事業のうち、高齢者の医療の確保に関する法律に定められたもの以外につ

いては、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）に基づく健康増進事業として、引き続き市町村

が実施することとされたこと及び国会において歯周疾患の予防対策等に係る議論があったことか

ら、これらを踏まえ、関係部局との協議の結果、下記の対策を推進することとしたので、その円

滑な実施を図られたい。 

 なお、従来の老人保健事業のうち歯周疾患検診については、健康増進法第 19 条の 2 に基づく

事業として位置づけられ、別添のとおり、「健康増進法第 17 条第 1 項及び第 19 条の 2 に基づ

く健康増進事業について」（平成 20 年 3 月 31 日付け健発第 0331026 号）により、その目

的、実施方法等が厚生労働省健康局長から都道府県知事等に通知されているので、御承知おき願

いたい。 

                      記 

1 566 号通達に基づき、歯周疾患の予防対策としては、事業場を通じて、労働者がこれに取り

組むことが効果的であることから、適時、歯周疾患に関する健康診断の機会が事業場において

提供されることが望ましい旨の啓発指導に引き続き努めること。 

2 健康増進法において、市町村は 40、50、60 及び 70 歳の住民を対象として歯周疾患検診を

実施するよう努めることとされており、労働者も居住地を有する市町村において歯周疾患検診

が実施されている場合、これを受診できることから、事業者に対し、この旨の周知及び受診の

際の配慮を行うよう啓発指導に努めること。 

  なお、地域・職域連携推進協議会を労働衛生行政推進の立場から積極的に活用し、労働者も住

民として健康増進法に基づく健康増進事業の対象となることを踏まえ、都道府県等と連携の上、

労働者に対する効果的な周知方法や受診の促進方法等を地域の実情を踏まえて協議するよう努

めること。 

3 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）による健康保険組合事業運営指針において、「労働安

全衛生法に基づく事業は労働災害防止の観点から行われるものであり、被保険者の全般的な健

康の保持増進については、組合が保健事業として積極的に実施すること」とされており、また、

健康保険組合が行う健康診査の具体的内容の例示として、歯科検診、口腔検診が掲げられてい

ることから、事業者に対して、この旨周知し、歯科検診の実施について健康保険組合と必要に

応じ相談するよう啓発指導に努めること。 

http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-49/hor1-49-52-1-2.pdf
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○厚生労働省指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業場における労働者の健康保持増進のための指針（抜粋） 

 

改定 平成19年11月30日  

厚生労働省 健康保持増進のための指針公示第4号 

 

４ 健康保持増進措置の内容 

健康保持増進措置には健康教育、健康相談等があり、これらの中には労働者に対する集

団指導や個々の労働者に対する健康指導が含まれる。 

事業者は、次に掲げる健康教育の具体的項目について実施し、その結果に基づき健康教

育や個々の労働者に応じたきめ細かな対策の実施を講ずるとともに、労働者の個別の要請

に応じて健康相談等を行うように努めることが必要である。 

 

（５）保健指導 

勤務形態や生活習慣からくる健康上の問題を解決するために、産業保健指導担当者

が、健康測定の結果及び産業医の指導票に基づいて、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健等

の健康的な生活への指導及び教育を、職場生活を通して行う。 

健康保険組合事業運営指針（抜粋） 

 

改正 平成２１年３月１７日  

保発第０３１７００１号 

 

第３ 保健事業及び福祉事業 

１ 保健事業  

（２）保健事業の種類 

① 健康教育に関するもの 

ウ 保健衛生に関する指導 

環境衛生、口腔衛生、精神衛生、母子衛生、栄養指導、エイズ予防等について

の保健師による指導や機関誌、講習会等による啓発 

 

③ 健康診査に関するもの 

ア 健康診査 

（オ）歯科検診、口腔検診 

 

（３）保健事業の実施上の留意点 

① 労働安全衛生法に基づく事業との関係 

労働安全衛生法に基づく事業は労働災害防止の観点から行われるものであり、被

保険者の全般的な健康の保持増進について、組合が保健事業として積極的に実施す

ること。 
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第８条 県民の役割 

（県民の役割） 

第８条 県民は、基本理念にのっとり、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する正しい知識

及び理解を深め、自らの歯・口腔
くう

の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるも

のとする。 

【趣 旨】 

本条は、歯・口腔の健康づくりにおいて、県民に期待される役割を規定したもの

である。 

県民は、健康の保持増進のため、その重要性に対する関心と理解を深め、日頃か

ら積極的に行動することが必要である。歯・口腔の健康づくりは、全身の健康づく

りにも関係することは前述（２頁）のとおりであり、県民の役割として、その自主

性及び自立性を尊重しつつ、自ら進んで歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努め

ることを規定したものである。 

 

【解 説】 

１ 「自らの歯・口腔
くう

の健康づくりの取組」とは、例えば、日頃から歯や歯肉等の

自己観察（セルフチェック）をすること、正しい磨き方に基づいて毎食後欠かさ

ず歯磨きをすること、定期的に歯科検診を受けることなどがあげられる。 

２ 本条でいう県民による取組は、単に個人による取組にとどまらず、当該個人の

取組を通じて家族への波及効果も期待されることから、「家庭」レベルにおける取

組も含まれるものである。 
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第９条 千葉県歯・口腔
くう

保健計画の策定 

（千葉県歯・口腔
くう

保健計画の策定） 

第９条 知事は、生涯にわたる県民の歯・口腔
くう

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・口腔
くう

の健康づくりに関する基本的な計画（以下

「千葉県歯・口腔
くう

保健計画」という。）を定めなければならない。 

２ 千葉県歯・口腔
くう

保健計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 歯・口腔
くう

の健康づくりに関する基本的な方針 

二 歯・口腔
くう

の健康づくりに関する目標 

三 歯・口腔
くう

の健康づくりに関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

四 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔
くう

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に必要な事項 

３ 知事は、千葉県歯・口腔
くう

保健計画を定め、又は変更するに当たっては、あらか

じめ、千葉県歯・口腔
くう

保健審議会及び市町村その他関係者の意見を聴くとともに、

その案を公表し、広く県民等の意見を求めなければならない。 

４ 知事は、千葉県歯・口腔
くう

保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

【趣 旨】 

本条は、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画（以下「千葉県歯・口腔保

健計画」という。）を策定し、生涯にわたる県民の歯・口腔の健康づくりの着実な実

現に向けて、長期的展望に立ち総合的かつ計画的に取り組むことを明らかにしたも

のである。 

具体的には、知事に千葉県歯・口腔保健計画の策定を義務付け（１項）、計画にお

いて定める事項（２項）、計画策定の過程での意見聴取（３項）、計画の策定・変更

時の公表（４項）を定めている。 

 

【解 説】 

１ 歯・口腔の健康づくりは、教育、医療、保健、福祉など多方面の分野に関係す

ることから、県の事務全般にわたって総合的統一を確保する権限のある知事に、

千葉県歯・口腔保健計画の策定を義務付けたものである。 

２ 「総合的かつ計画的」＜第１項＞については、第１条の解説６（４頁）を参照

のこと。 

３ 「千葉県歯・口腔
くう

保健審議会」＜第３項＞については、後述の附則の解説２を

参照（２９頁以降）のこと。 

４ 「市町村その他関係者」＜第３項＞とは、市町村ほか歯科医師等（５条）、教育

関係者及び保健医療福祉関係者（６条）、事業者及び保険者（７条）をいう。審議
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会に限らず各関係者からも幅広く意見を聞くことにで、より実効性のある計画の

策定につながるということができる。 

５ 「県民等」＜第３項＞とは、県民のほか県内に在勤・在学する者などをいう。 

なお、上記４と同様の観点から、広く県民等からの意見を聴取するものである

が、県民等への意見聴取を計画案の公表後に行うこととしたのは、具体的な計画

内容を提示した上で意見を求める方が、意見の対象となる事項が明確であり、県

民等にとっても意見を出し易く効果的であると考えられるためである。 
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第１０条 基本的施策の推進 

（基本的施策の推進） 

第１０条 県は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりを図るための基本的施策として、次

の各号に掲げる事項の実施を推進するものとする。 

 一 歯・口腔
くう

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市町村その

他関係者の連携体制の構築に関すること。 

二 市町村その他関係者がフッ化物応用等のむし歯の予防対策を行う場合、その効

果的な実施に関すること。 

三 市町村その他関係者が行う母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者

保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯・口腔
くう

の健康づくりに関すること。 

四 障害を有する者、介護を必要とする者等の適切な歯・口腔
くう

の健康づくりに関す

ること。 

五 災害時における歯・口腔
くう

の保健医療サービスの迅速な提供のための体制の確保

に関すること。 

六 歯・口腔
くう

の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。 

七 歯・口腔
くう

の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること。 

八 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔
くう

の健康づくりを図るために必要な施策に

関すること。 

【趣 旨】 

本条は、県民の歯・口腔の健康づくりを図るための基本的施策を明示し、その推

進を規定したものである。 

 

【解 説】 

１ 「歯・口腔
くう

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市町村その

他関係者の連携体制の構築に関すること」＜第一号＞とは、歯・口腔の健康づく

りの推進のためには、関係情報の収集と関係者への提供、及び市町村との連携協

力が重要であることから、県が歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報を広域

的に収集し、県民や市町村その他関係者にその情報を提供するとともに、市町村

その他関係者の連携体制を構築し、歯・口腔の健康づくりを円滑に推進していこ

うとするものである。 

２ 「市町村その他関係者がフッ化物応用等のむし歯の予防対策を行う場合、その

効果的な実施に関すること」＜第二号＞とは、フッ化物応用等（フッ化物配合の

歯磨剤、フッ化物の歯面塗布、フッ化物による洗口、予防填塞（フィッシャーシ

ーラント※）などをいう。）が、むし歯予防において最も予防効果の高い手段とい

えることから、市町村その他関係者がフッ化物応用等によるむし歯の予防対策を

行う場合に、効率的・効果的に行われるよう情報提供や技術的助言を行うことに
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より、歯・口腔の健康づくりの推進を図ろうとするものである。 

※ フィッシャーシーラント 

医療機関で、むし歯になりやすい奥歯のかみあう面にある溝をプラスチックで埋めてむ

し歯を予防する方法である。 

３ 「市町村その他関係者が行う母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢

者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯・口腔
くう

の健康づくりに関すること」＜

第三号＞とは、子どもから高齢者にいたるまで、全てのライフステージにおいて、

市町村、教育、保健、医療、福祉など様々な分野の関係者が実施する保健事業を

通じて、県民の歯・口腔の健康づくりの推進を図ろうとするものである。 

４ 「障害を有する者」＜第四号＞とは、障害により支援を必要とする者、「介護を

必要とする者」＜第四号＞とは、身体上又は精神上の障害があることにより日常

生活を営むのに支障がある者をいう。 

 「障害を有する者、介護を必要とする者等の適切な歯・口腔
くう

の健康づくりに関

すること」＜第四号＞とは、障害を有する者、介護を必要とする者等（以下「障

害者等」という。）がいわゆる健常者と比較して、むし歯や歯周疾患等が治療され

ていないなど歯・口腔の健康状況が良好でないケースが見られるため、そうした

障害者等の歯・口腔の健康づくりについては、特に重点的に推進していこうとす

るものである。 

５ 「災害時における歯・口腔
くう

の保健医療サービスの迅速な提供のための体制の確

保に関すること」＜第五号＞とは、災害時に避難所等で生活を送る場合でも、口

腔ケアや歯科治療を適切に行うことで健康維持、生命維持に貢献できることから、

災害時においても県民が適切な歯科保健・歯科治療を受けることができるよう、

平時から災害時における歯・口腔の保健医療サービスに関係する体制を整備し、

災害時に速やかにサービスを提供できるようにするものである。 

６ 「歯・口腔
くう

の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に関すること」

＜第六号＞とは、歯・口腔の健康づくりの推進が円滑かつ適切に実施するために

は、歯科医師等を確保し、さらにその資質を向上させていく必要があることから、

例えば、目的に応じた広報活動、研修会及び講演会の開催など歯科医師等の確保

及び資質の向上に係る施策を実施していくこととしたものである。 

７ 「歯・口腔
くう

の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること」＜第

七号＞とは、第１２条の規定による「県民の歯科疾患等実態調査」以外の調査、

例えば、国、県、市町村、関係団体、大学等が実施している調査等により、歯・

口腔の健康づくりの現状を把握及び分析すること、歯・口腔の健康づくり対策の

手法に関する研究を関係団体、大学等と連携を図りながら実施することなどが考

えられる。 

８ 「前各号に掲げるもののほか、歯・口腔
くう

の健康づくりを図るために必要な施策

に関すること」＜第八号＞とは、今後、第１号から第７号までに掲げる以外で歯・

口腔の健康づくりの推進を図る上で必要な事項に対応するものである。
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第１１条 財政上の措置 

（財政上の措置） 

第１１条 県は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、

必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

【趣 旨】 

本条は、県民の歯・口腔の健康づくりの推進に関する施策は、長期的な展望に立

って、継続的に行われることが求められる一方で、これに要する費用を確保する必

要があることから、県において所要の財政上の措置を講ずる努力義務を規定したも

のである。 

 

【解 説】 

「必要な財政上の措置」とは、県民の歯・口腔の健康づくりを行うための財政的

な裏付けを行うということをいう。その中には、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりに係

る施策を実施するため、県の組織を整備し、人員を配置し、行事を開催するなど必

要な措置を執ることも含まれている。 

しかし、本件条例中に本条を置いたことから、ただちに直接的な財政措置を伴う

ものではなく、具体的な事業に係る予算措置については、その必要性、妥当性、効

率性などが検討された上で、財政状況を踏まえつつ個別に決定されるものである。 
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第１２条 県民の歯科疾患等実態調査の実施 

（県民の歯科疾患等実態調査の実施） 

第１２条 県は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりの推進を図るための基礎資料とする

ため、県民の歯科疾患等の実態について必要な調査を行うものとする。 

【趣 旨】 

本条は、県民の歯・口腔の健康づくりを推進する施策を効果的に実施するために

は、あらかじめ県民の歯・口腔の健康状況について把握し、整理しておく必要があ

ることから、県民の歯科疾患等の実態について必要な調査を行うこととしたもので

ある。 

 

【解 説】 

１ 「県民の歯・口腔
くう

の健康づくりの推進を図るための基礎資料とする」とは、本

実態調査については、単なる統計調査ではなく、今後の県民の歯・口腔の健康づ

くり推進施策立案の際に活用される資料であるということである。 

２ 「歯科疾患等」とは、むし歯、歯周疾患、歯列・咬合の状況、顎関節の異常等

歯・口腔の疾患状態に加え、歯ブラシの使用状況、間食の摂取状況など歯・口腔

の健康にかかわる生活習慣を含むものである。 

３ 本条の実態調査には、本件条例施行日現在、既に定期的に実施している実態調

査が含まれる。 

＜既に定期的に実施している実態調査＞ 

○千葉県歯科保健実態調査（平成５年度、平成１２年度、平成１７年度実施） 

千葉県における歯科保健状況を把握し、今後の歯科保健医療対策の推進に必要な基礎資料

を得ることを目的として実施しているもので、むし歯や歯周疾患の状況、歯列・咬合の状況、

歯ブラシの使用状況、フッ化物の塗布状況、顎関節の異常などを調査している。 

４ 新たに必要と認められる調査対象や調査項目の追加等今後の県民の歯科疾患等

実態調査に関する具体的事項については、「千葉県歯・口腔保健計画」（９条）を

策定する過程において検討されることになる。なお、実態調査の調査結果の公表

については、千葉県統計調査条例第８条「結果の公表等」等に基づき行うことと

なる。 
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附 則 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。 

 （千葉県行政組織条例の一部改正） 

２ 千葉県行政組織条例（昭和三十二年千葉県条例第三十一号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第二中健康福祉センター運営協議会の項の次に次のように加える。 

千葉県歯・口腔
くう

保健審議

会 

歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に関する事項について

調査審議し、これに関し必要と認める事項を知事に

答申し、又は建議すること。 

 

  別表第三中健康福祉センター運営協議会の項の次に次のように加える。 

千葉県歯・口腔
くう

保健審議会 

会長 

副会長 

委員 

一 市町村を代表する者 

二 保健医療福祉関係者を代表する

者 

三 教育関係者を代表する者 

四 事業者又は保険者を代表する者 

五 学識経験を有する者 

 

十五人

以内 

二年 

 

 

【趣 旨】 

本附則は、本件条例の施行期日を定めるとともに、千葉県歯・口腔
く う

保健審議会を

設置することに伴い、千葉県行政組織条例（昭和３２年条例第３１号）（以下「組織

条例」という。）における所要の規定の整備について定めたものである。 

 

【解 説】 

１ 本件条例は、平成２２年４月１日から施行されることを定めたものである（附

則１項）。 

２ 「千葉県歯・口腔
く う

保健審議会」について（附則２項） 

（１）設置目的 

県民の歯・口腔の健康づくりの推進は、医療、教育、保健、福祉等の専門的

な分野と住民に身近な歯・口腔の保健サービスを実施している市町村等とも密

接に関連することから、こうした関係者の専門的見地から幅広く意見を聞くた

めに設置するものである。 
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（２）根拠法等 

ア 千葉県歯・口腔保健審議会（以下「審議会」という。）は、地方自治法１３

８条の４第３項に基づき、「条例」により設置される知事の附属機関である。 

イ 「条例」については、本県における知事の附属機関に関する規定は、組織

条例上に一括して規定していることから、本件条例の附則において組織条例

の一部（別表二及び別表三）を改正して、審議会を設置する旨等の規定を置

くものである。 

（３）審議会の担任する事務 

審議会の担任する事務は、「歯・口腔
く う

の健康づくりの推進に関する事項につい

て調査審議し、これに関し必要と認める事項を知事に答申し、又は建議するこ

と」として定めている。 

ア 「歯・口腔
く う

の健康づくりの推進に関する事項」とは、次に掲げることに関

する事項である。 

① 千葉県歯・口腔保健計画の策定（９条）に関する事項 

② 基本的施策の推進（１０条）に関する事項 

③ その他歯・口腔の健康づくりの推進において重要な事項 

イ 「答申」と「建議」 

「答申」とは、知事の諮問を受けて審議会が諮問事項について調査審議し、

知事に対して意見を述べることをいう。 

また、「建議」とは、審議会が、歯・口腔の健康づくりの推進に関する事項

について知事に対して自発的に意見を申し出ることをいう。 

なお、審議会による答申及び建議（以下「答申等」という。）は、知事を法

的に拘束するものではないが、知事は、審議会設置の目的から、施策の策定

及び実施に当たり、答申等を十分に尊重すべきであると考えられている。 

（４）委員の構成等 

ア 委員の構成及び定数 

① 市町村を代表する者 

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 事業者又は保険者を代表する者 

⑤ 学識経験を有する者 

 

委員については、歯・口腔の健康づくりは、市町村行政、教育、保健、医

療、福祉など様々な分野が密接に関わり、それぞれの専門的見地から意見を

聞く必要があることから、上記関連分野の関係者及び学識経験者による構成

としている。また、定数については、様々な分野からの関係者を考慮して適

当な人数を定めた。 

定数 １５名以内 
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イ 任期 

  ２年 

本県における他の審議会等における委員の任期は２～3 年であり、審議会

の前身である「千葉県歯科保健医療協議会」の委員の任期が２年であった

ことから同様の任期とした。 

ウ 委員の報酬 

審議会の委員は、知事の附属機関の委員であることから、その報酬につい

ては「特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」第３条第１

項第２号の規定により、また、旅費及び費用弁償の額については、特別の場

合を除き、同条例第６条第１項に規定する別表二により定められている。 

（５）審議会の運営等 

ア 審議会の運営 

審議会の議事及び運営に関して必要な事項については、組織条例３４条の

規定により、「この条例で定めるもののほか、附属機関の議事及び運営に関

し必要な事項は、会長が定める」とされている。 

なお、審議会の庶務については、知事部局担当課（健康福祉部健康づくり

支援課）が処理することとなる（本件条例制定に併せて、組織条例３５条２

項に基づき、千葉県組織規程（昭和３２年規則６８号）１５０条の表中に附

属機関名及びその庶務を処理する機関名が追加される。）。 

イ 組織条例の適用 

附則２項による組織条例の一部改正により、審議会の名称、担任する事

務、組織、委員の構成、定数、任期については、組織条例別表二及び三に

おいて規定されることになるが、別表だけでなく、組織条例における他の

規定、特に第４章附属機関（２８条ないし３６条）の規定が適用されるこ

とになる。 

ウ 協議会の廃止 

審議会の設置により、それまで歯・口腔の健康づくりの推進についての

協議機関であった「千葉県歯科保健医療協議会」は廃止されることになる。 
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［参考］ 

○千葉県行政組織条例（昭和32年条例第31号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四章 附属機関 

（設置等） 

第二十八条 県に別表第二上欄に掲げる附属機関を置き、当該附属機関において担任す

る事務は、同表下欄に掲げるとおりとする。 

２ 前項に規定するもののほか、県に、麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第

十四号）第五十八条の八第三項の規定により知事が措置入院者につき入院を継続する

必要があると認めるときに、千葉県麻薬中毒審査会を置くものとする。 

３ 社会福祉法第十二条第一項の規定により、千葉県社会福祉審議会（同法第七条第一

項に規定する審議会その他の合議制の機関をいう。）に児童福祉に関する事項を調査

審議させる。 

（組織等） 

第二十九条 前条第一項の規定により設置された附属機関の組織、委員の構成、定数及

び任期は、別表第三のとおりとする。 

２ 法令の規定により設置された附属機関のうち、その組織等について条例で定めるこ

ととされている各附属機関の組織、委員の構成、定数及び任期は、別表第四のとおり

とする。 

（会長及び副会長） 

第三十条 会長又は委員長（以下「会長」という。）及び副会長又は副委員長（以下「副

会長」という。）は、委員の互選によつてこれを定める。 

２ 会長は、当該附属機関の事務を総理し、当該附属機関を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

４ 副会長が置かれていない附属機関（千葉県障害者介護給付費等不服審査会を除く。）

にあつては、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定

する者が会長の職務を代理する。 

（委員の任命等） 

第三十一条 委員は、知事が任命又は委嘱する。 

２ 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第三十二条 附属機関の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。ただし、障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例（平

成十八年千葉県条例第五十二号）第二十六条に規定する訴訟の援助に係る会議の議事

は、出席委員の三分の二以上の多数をもつて決する。 
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（千葉県行政組織条例つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（部会） 

第三十三条 附属機関は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する当該部会に属する委員が

その職務を代理する。 

６ 附属機関は、その定めるところにより、部会の議決をもつて当該附属機関の議決と

みなすことができる。ただし、前条第三項ただし書の訴訟の援助の審議に関しては、

この限りでない。 

７ 前条（第三項ただし書を除く。）の規定は、部会の会議について準用する。この場

合において、同条中「附属機関」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会

長」と、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。 

（会議の運営等） 

第三十四条 この条例で定めるもののほか、附属機関の議事及び運営に関し必要な事項

は、会長が定める。 

（規則への委任） 

第三十五条 別に規則で定めるところにより、附属機関に特別委員、専門委員、臨時委

員、顧問又は参与を置くことができる。 

２ 各附属機関の庶務は、規則で定める機関においてこれを処理する。 

（特例） 

第三十六条 この章の規定にかかわらず、法第百三十八条の四第三項の規定により設置

される千葉県特別職報酬等審議会の設置、組織及び運営、港湾法（昭和二十五年法律

第二百十八号）第三十五条の二第一項の規定により設置される千葉県地方港湾審議会

の設置、組織及び運営、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十四

条第一項の規定により設置される千葉県防災会議の組織及び運営、都市計画法（昭和

四十三年法律第百号）第七十七条第一項の規定により設置される千葉県都市計画審議

会の組織及び運営、国土利用計画法（昭和四十九年法律第九十二号）第三十九条第一

項の規定により設置される千葉県土地利用審査会の組織及び運営、石油コンビナート

等災害防止法（昭和五十年法律第八十四号）第二十七条第一項の規定により設置され

る千葉県石油コンビナート等防災本部の組織及び運営並びに武力攻撃事態等におけ

る国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百十二号）第三十七条第

一項の規定により設置される千葉県国民保護協議会の組織及び運営については、それ

ぞれ千葉県特別職報酬等審議会条例（昭和三十九年千葉県条例第四十四号）、千葉県

地方港湾審議会条例（昭和四十九年千葉県条例第四十三号）、千葉県防災会議条例（昭

和三十七年千葉県条例第三十七号）、千葉県都市計画審議会条例（昭和四十四年千葉

県条例第六号）、千葉県土地利用審査会条例（昭和四十九年千葉県条例第五十四号）、

千葉県石油コンビナート等防災本部条例（昭和五十一年千葉県条例第三十号）及び千

葉県国民保護協議会条例（平成十七年千葉県条例第六号）に定めるところによる。 

 

＜別表二～四 略＞ 
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○特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例 

（昭和３１年条例第２７号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（給与の額） 

第三条 議員報酬、報酬及び給料の額は、次の各号に定めるところによる。 

一 議員、委員会の委員等及び知事等については、別表第一に掲げる額 

二 附属機関の委員等については、日額一万三千円。ただし、千葉県介護保険審査会（介

護保険法(平成九年法律第百二十三号）第百八十九条第二項に規定する審査請求の事件

を取り扱う場合に限る。）、千葉県精神医療審査会、保健所感染症診査協議会及び千

葉県公立学校職員健康審査会の委員については、一万八千円 

 

＜三及び四 略、２項以下 略＞ 

 

（旅費及び費用弁償の額） 

第六条 旅費及び弁償する費用の額は、別表第二に掲げる額とする。 

２ 略 

３ 任命権者は、旅行における特別の事情により又は旅行の性質上別表第二に規定する宿泊

料又は食卓料の額により難いと認める場合には、職員の旅費の例により、同表に規定する

宿泊料若しくは食卓料の額の全部若しくは一部を支給しないこと又は任命権者が定める

額の宿泊料若しくは食卓料を支給することができる。 

javascript:OpenKokuhouDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=594052203&UKEY=1265178411&REFID=40910040012300000000&JYO=%31%38%39%20%30%20%30&KOU=%32%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=3&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2%27%29
javascript:OpenKokuhouDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=594052203&UKEY=1265178411&REFID=40910040012300000000&JYO=%31%38%39%20%30%20%30&KOU=%32%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=3&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2%27%29
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千葉県歯・口腔
くう

の健康づくり推進条例 

 

平成 22 年 3 月 26 日条例第 24号 

（平成 22年４月１日施行） 

改正 平成 27年 3月 20 日条例第 27 号 

                           （平成 27 年 3月 20 日施行） 

（目的） 

第一条 この条例は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりについて、基本理念を定め、県、歯科

医師等の責務及び教育関係者、保健医療福祉関係者、県民等の役割を明らかにするとと

もに、県の施策の基本的な事項を定めることにより、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりに関

する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持増進に寄与することを

目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 歯・口腔
くう

の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及び糖尿病をはじめ

とする様々な生活習慣病の予防など県民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすこと

にかんがみ、県民が日常生活において自ら歯・口腔
くう

の健康づくりに取り組むことを促進

するとともに、県内すべての地域において生涯を通じて最適な歯・口腔
くう

の保健医療サー

ビスを受けることができるよう環境整備を推進することを基本理念として行われなけれ

ばならない。 

 

（県の責務） 

第三条 県は、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・口

腔
くう

の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を

有する。 

 

（市町村との連携協力等） 

第四条 県は、前条に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な

歯・口腔
くう

の保健サービスを実施している市町村との連携協力及び調整に努めなければな

らない。 

 

（歯科医師等の責務） 

第五条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に

携わる者（以下「歯科医師等」という。）は、基本理念にのっとり、県が実施する歯・口

腔
くう

の健康づくりの推進に関する施策及び歯・口腔
くう

の保健サービスを実施している市町村

に協力するよう努めなければならない。 

 

（教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割） 

第六条 教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯・口腔
くう

の健

康づくりに関する業務を行うもの（歯科医師等を除く。）は、基本理念にのっとり、それ

ぞれの業務において、歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当た

っては、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力するよう

努めるものとする。 
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（事業者及び保険者の役割） 

第七条 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健診及び

保健指導の機会の確保その他の歯・口腔
くう

の健康づくり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健診及び保健指導の機会の確

保その他の歯・口腔
くう

の健康づくりを推進するよう努めるものとする。 

 

（県民の役割） 

第八条 県民は、基本理念にのっとり、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する正しい知識及び理

解を深め、自らの歯・口腔
くう

の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。 

 

（千葉県歯・口腔
くう

保健計画の策定） 

第九条 知事は、生涯にわたる県民の歯・口腔
くう

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・口腔
くう

の健康づくりに関する基本的な計画（以下「千葉県歯・

口腔
くう

保健計画」という。）を定めなければならない。 

２ 千葉県歯・口腔
くう

保健計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 歯・口腔
くう

の健康づくりに関する基本的な方針 

二 歯・口腔
くう

の健康づくりに関する目標 

三 歯・口腔
くう

の健康づくりに関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

四 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項 

３ 知事は、千葉県歯・口腔
くう

保健計画を定め、又は変更するに当たっては、あらかじめ、

千葉県歯・口腔
くう

保健審議会及び市町村その他関係者の意見を聴くとともに、その案を公

表し、広く県民等の意見を求めなければならない。 

４ 知事は、千葉県歯・口腔
くう

保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

 

（基本的施策の推進） 

第十条 県は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりを図るための基本的施策として、次の各号に

掲げる事項の実施を推進するものとする。 

一 歯・口腔
くう

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市町村その他関係

者の連携体制の構築に関すること。 

二 市町村その他関係者がフッ化物応用等のむし歯の予防対策を行う場合、その効果的

な実施に関すること。 

三 市町村その他関係者が行う母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健

等を通じた生涯にわたる効果的な歯・口腔
くう

の健康づくりに関すること。 

四 障害を有する者、介護を必要とする者等の適切な歯・口腔
くう

の健康づくりに関するこ

と。 

五 災害時における歯・口腔
くう

の保健医療サービスの迅速な提供のための体制の確保に関

すること。 

六 歯・口腔
くう

の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。 

七 歯・口腔
くう

の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること。 

八 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔
くう

の健康づくりを図るために必要な施策に関す

ること。                一部改正[平成二七年条例二七号] 
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（財政上の措置） 

第十一条 県は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要

な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（県民の歯科疾患等実態調査の実施） 

第十二条 県は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりの推進を図るための基礎資料とするため、

県民の歯科疾患等の実態について必要な調査を行うものとする。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。 

 

（千葉県行政組織条例の一部改正） 

２ 千葉県行政組織条例（昭和三十二年千葉県条例第三十一号）の一部を次のように改正

する。 

  別表第二中健康福祉センター運営協議会の項の次に次のように加える。       

千葉県歯・口腔
くう

保健審議会 歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に関する事項について調

査審議し、これに関し必要と認める事項を知事に答申

し、又は建議すること。 

  別表第三中健康福祉センター運営協議会の項の次に次のように加える。 

千葉県歯・口腔
くう

保

健審議会 

会 長 

副 会 長 

委 員 

一 市町村を代表する者 

二 保健医療福祉関係者 

を代表する者 

三 教育関係者を代表す 

る者 

四 事業者又は保険者を 

代表する者 

五 学識経験を有する者 

十五人以

内 

二年 

 

 

  附 則（平成二十七年三月二十日条例第二十七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


