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別記様式 

議  事  録 

会議の名称 令和元年度第４回岩倉市健幸づくり推進委員会 

開催日時 令和元年９月２４日（火）午後１時３０分から３時４５分まで 

開催場所 岩倉市生涯学習センター２階 研修室１ 

出席者 

(欠席委員・説明者) 

出席委員：八谷委員、加藤委員、小椋委員、梶浦委員、石黒委員、 

大野委員、馬路委員、夏目委員、鷲津委員、安江委員、 

杉浦委員、古田委員、伊藤委員 

欠席委員：髙御堂委員、濱田委員、岩佐委員 

事務局：山北健康福祉部長、長瀨健康課長、城谷健康支援 G長、須田

保健予防 G長、水野主査保健師、永田主事 

会議の議題 （仮称）健幸づくり条例（素案）の検討 

議事録の作成方法 ■要点筆記  □全文記録  □その他 

記載内容の確認方法 

 

□会議の委員長の確認を得ている 

■出席した委員全員の確認を得ている 

□その他（                ） 

会議に提出された 

資料の名称 

・岩倉市健幸づくり推進委員会委員名簿 

・第４回岩倉市健幸づくり推進委員会 配席図 

・（仮称）健幸づくり条例（素案）新旧対照表 

公開・非公開の別 ■公開  □非公開 

傍聴者数 ０人 

その他の事項  
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

１ あいさつ 

 委員長よりあいさつ 

 

２ 議題 

（１）（仮称）健幸づくり条例（素案）の修正案について 

 

〇修正案について事務局より説明 

修正前の欄の前文２行目の「健康づくり」については、第２条で「健幸づくり」を定義した

ので、条文の中では「健幸づくり」に統一した。第５条でも同様に修正した。 

修正前の欄の前文下から５行目「地域の活動団体」については、地域団体と市民活動団体は

性質が異なるというご意見をいただいたので、「地域団体」と「市民活動団体」をそのまま別々

の文言として使用することとした。この２つの団体については、第１条以降の条文でも使用す

るので、同様に修正した。 

第１条の１行目「いつまでも心身ともに健康で、自分らしくいきいきと幸せに暮らすことが

できる状態をいう「健幸」に関し」については、第２条（1）の定義で説明されているので省

略してはどうかというご意見をいただいたので、削除した。 

第２条（1）「健幸」については、この条例の中で「健幸づくり」という表現を使用している

ことが多いので、「健幸」ではなく「健幸づくり」を定義した方が分かりやすいのではという

ご意見をいただいたので、「健幸づくり」を定義した。 

「いつまでも」という言葉は高齢者に対する表現のように感じるというご意見をいただい

たので、「生涯にわたり」に修正した。「暮らすことができる状態」と、「できる」をつけるこ

とにより、少しハードルが上がる感じがするので、「暮らすための取組」に修正した。 

第２条（2）については、（1）で「健幸づくり」を定義したので、身体的な健康と区別する

ために「健康」を定義し、「心身ともに健やかな状態であることをいいます」に修正した。 

第２条（3）の２行目「共通の目的を達成する」については、具体的な表現とするため、「健

幸づくりを推進する」に修正した。 

第２条（4）「市内で事業又は活動を行う個人又は団体」については、事業を行う個人又は団

体は、「事業者」で定義しているので「事業又は」を削除し、「市内で活動を行う団体」は、「地

域団体」と「市民活動団体」で概ね表現できているため、「団体」を削除した。また、文法に

基づき、「市内に通勤若しくは通学する者または市内で活動を行う者」に修正した。 

修正前の欄の第２条（5）市民による活動団体は削除したことにより、事業者の定義は（5）、

学校等の定義は（6）、保健医療福祉関係者の定義は（7）に修正した。  

修正前の欄の「事業者」の意義は、団体を先に示しているが、「保健医療福祉関係者」の意

義では、個人を先に示しているので、「事業者」の意義においても個人を先に示すこととした。 

人を表す文言として、「市民」の意義では「者」と「個人」が混在し、「事業者」と「保健医

療福祉関係者」の意義では「個人」を使用しているので、「者」に統一することとした。 

第３条（1）については、「健幸」を「健幸づくり」に修正した。 

第３条（2）「個性を尊重しながら」は、何の個性を指しているのか分かりにくいというご意
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見をいただいたので、「市民の個性を尊重し」に修正した。 

修正前の欄の第６条では、「地域団体」と「市民活動団体」の両方の役割を表記していたた

め、地域団体の役割を第６条で、市民活動団体の役割を第７条として新たに表記した。 

修正前の欄の第６条第２項では「他者が行う健幸づくり」としていたが、「他者」は何を指

しているのか分からないというご意見をいただいたので、「市民活動団体、事業者、学校等又

は保健医療福祉関係者が行う健幸づくり」に修正した。修正前の欄の第７条～第９条の第２項

についても同様に修正している。 

修正前の欄の第８条の「児童、生徒等」は、第２条の定義に保育所等の園児も含まれている

ことから、「児童、生徒等」に「園児」を加えた。 

修正前の欄の第９条の「健康づくり及び福祉に係るサービスを適切に受けられる」について

は、健康づくりや福祉サービスだけでなく、保健医療福祉すべてのサービスを指すため、「適

切にサービスを受けられる」に修正した。 

第２章の題名について、ここでは健幸づくりを推進する６つの施策を規定しているため、

「健幸づくりに関する基本的施策」を「健幸づくりを推進する基本的施策」に修正した。 

第１１条では、からだの健康を保持増進することを通して健幸づくりを推進する施策を表

記しているため、「からだの健康づくりを推進する」を「からだの健康から健幸づくりを推進

する」に修正した。 

第１３条、第１４条については、冒頭でお話ししたとおり「健康づくり」を「健幸づくり」

に修正した。 

第１３条の題名については、「食を通じて健幸づくりを推進する施策」に修正し、その下の

行と第１３条（3）も同じ表現に統一した。 

第１４条の題名については、「運動により健幸づくりを推進する施策」に修正し、その下の

行と第１４条（4）も同じ表現に統一した。 

 

【委員】 

 第２条の「健幸づくり」の定義に「市民は生涯にわたり心身ともに健康で」とあるが、

「健康」そのものの定義に「心身ともに健やかな状態」とあるので、「心身とも」には不要

ではないか。また、「自分らしく」について、前回の委員会では、障がい者などが自分にふ

さわしくやっていくことも含めて「自分らしく」という理解でまとまったと思うので、「自

分らしい」ではなく「ふさわしく」がよいと思う。 

「らしく」には、辞書で調べたが３つの使い方がある。１つ目は、根拠や理由のある推量

を表し、例えば「台風が接近しているらしい」。２つ目は、伝聞や推量に基づく婉曲 (えん

きょく) な断定の意を表し、例えば「冬山は危険らしい」。３つ目は、ぴったりした状態、

よく似た状態にある意を表し、例えば「どうやら実説らしくもある」。 

 

【委員長】 

 この条文の中の「自分らしく」は、３つ目の「ぴったりした状態」だと思うが、その人に

しかないものを示す「ふさわしい」という言葉を使えば、明確になるということか。 
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【委員】 

 例えば、施設に入所され、いきいきとしている方々には「自分らしく」より「自分にふさ

わしく」の方が良いのではないかと思う。 

 

【委員長】 

 「自分らしく」に関連して、前回の委員会で議論した「個性」という言葉がある。「自分

にふさわしく」というような個性をうたった定義でもいいかもしれない。 

 「自分らしく」を使用した理由は、事務局として何かあるか。 

 

【事務局】 

 特別に何かあるわけではなく、通常使う「自分らしく」という言葉を選択した。 

 

【委員】 

 「自分らしく」は非常にわかりやすい。あまり深く考えず、自然に「自分らしく」という

言葉がいいのではないかと思う。 

 

【委員】 

 「自分らしく」は、やさしい表現であり、あまり難しくしない方がいいとも思う。非常に

幅広い状態を示していると皆様に理解をしてもらいたい。 

 

【委員】 

「自分らしく」は自主性があり個人を尊重した言葉だと思う。「らしく」というといきい

きとしている。「自分にふさわしく」は、何かレッテルを貼られているような感じがする。 

 

【委員長】 

 「自分にふさわしく」というと、分相応しているように聞こえる。「自分らしく」がよい

と思う。 

 

【委員】 

 「らしい」について、先程意見のあった推量を表している場合は助動詞で、名詞に付く場

合は「〇〇にふさわしい」という意味になる。「自分らしく」は、名詞に付いており、自分

にふさわしいという意味になると思う。 

 

【委員長】 

 「自分らしく」に込められている気持ちを逐条解説に述べていければと思う。 

 

【委員】 

 「市民による活動団体」を「地域団体」と「市民活動団体」の２つに分けた結果、第６条

で「地域団体の役割」、第７条で「市民活動団体の役割」を示している。何となく、地縁活
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動と自主参加活動で違う感じはわかるが、役割としての条文があるのに「地域団体」と「市

民活動団体」が定義されてないので、これでよいのかと思う。 

 

【事務局】 

 「地域団体」と「市民活動団体」は、自治基本条例で定義しているので省略した。 

 

【委員】 

 一般の人は自治基本条例を読まないので、（仮称）健幸づくり条例を読んだときに「地域

団体」と「市民活動団体」はわからないと思う。 

 

【事務局】 

自治基本条例で定義されている「地域団体」は行政区、子ども会、老人クラブ、婦人会が

例示されているが、第２回の委員会で、（仮称）健幸づくり条例でいう「地域団体」には他

にも様々な団体があるという指摘があった。自治基本条例と同じ意味で使う場合は、全く同

じ記述にするか、そもそも定義をしないかどちらかとなる、と考えた。 

ちなみに「協働」については、２つの条例で協働する相手が違うのは当然のため、異なる

定義をしても差し支えない。「市民」については、自治基本条例では事業者も含めている

が、（仮称）健幸づくり条例では事業者を別に定義しているため、こちらも異なる定義をし

ても差し支えない。 

 

【委員】 

 「地域団体」「市民活動団体」はそれぞれ役割が示されているので、「地域団体」「市民

活動団体」を定義した方がよいかと思う。 

  

【委員長】 

 「地域団体」を定義するのであれば、自治基本条例と同じ文言にしなければならないが、

自治基本条例の「地域団体」にすると、表すべき団体を全て表現できないため、なかなか難

しい状況となる。 

 

【委員】 

 例示の「行政区、子ども会、老人クラブ、婦人会等」をはずして定義すればよいと思う。 

 

【委員長】 

 自治基本条例を管轄する部署と相談や確認が必要になるので、その上で対処させていただ

きたい。 

 

【委員】 

 「健幸づくり」の定義にも関わるが、第３条（１）の「心身の状態をより良くするよう」

を入れないといけないという必然性が少し理解できなかった。 
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【委員長】 

 第２条の「健幸づくり」の定義で「心身ともに健康」とあり、第３条（１）でも「心身の

状態をよりよくするよう」とあり二重になっているということかと思うが、「心身の状態を

より良くするよう」はあるべきだと思う。「健幸づくり」の定義まで考えると、除けないこ

とはないが。 

 

【委員】 

 「心身」は精神的な意味合いも含まれる感じなので、なくてもよいと思う。 

 

【委員】 

 「心身の状態をより良くするよう」は何を言おうとしているかは分からないが、自分の体

の状態を理解して、それを向上させる努力をするように導くための文章にしてほしい。 

 

【委員】 

 先程「心身」は精神的な意味合いも含まれるという意見があったが、健やかで幸せな心の

健康の意味も含まれていると思う。 

 

【委員】 

 そういうことだと「心身の状態をより良くする」は必要かもしれない。 

 

【委員】 

 病人になったら精神的にも参ってしまう。 

 

【委員】 

 様々な状態があり、悩みを抱えている人も含めての健康が必要なのかもしれない。 

 こころ、精神など全てを含めてもっと健康を高めることが必要だと思う。 

 

【委員】 

 健幸づくりを推進するためには、心身状態をよりよくすることが必要だと思う。 

  

【委員】 

 第５条第１項にも「心身の状態をより良く」とあるが、現在健康である人が更に良くする

必然性はあるのか。現在の健康を維持するのであればこの文言は必要ない。少しでもどこか

問題があるならこの言葉が生きてくる。すでに定義で健やかな状態と言っているのに、更に

良くすることは何をするのかと考えると、「心身の状態をより良くする」は必要ないかと思

う。 

 

【委員】 

 健康というのは、だんだん歳を取るにつれ、衰えていく。常に向上に努めないと維持でき
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ない。今の状態がよいからと、何もしなければ維持できない。必ず落ちてくる。小学生、中

学生、高校生はともかく、３０代、４０代、５０代も含めてある一定の年齢になれば、常に

健康に気をつけていないと今の状態を維持できない。だから、より良くすることに普段から

努めておかないと、自分の健康を維持できないと思う。 

 

【委員】 

 今自分が健康だと思っていても、それが完全な健康ではないと思う。自分が今健康でも、

そのワンステップ上の健康も存在すると思うので、健康だからこれ以上必要ではないという

ことはありえないと思う。どんなに健康だと思っていても、それが全てではないし、どこか

に病をかかえていたとしても、普通に暮らせる人はいる。それが表面の症状に出てこないだ

けかも知れないので、今以上に健康に努めることは必要であると思う。 

 

【委員長】 

 各委員の意見をまとめると、「心身の状態をよりよくする」はあった方がいいと思う。 

 

【委員】 

 第５条「市民の役割」は、市民にもう少しわかりやすくするために、文言をつけ加えたら

どうか。 

 市民が条例で一番気になるところは、市民の役割である。「健康に積極的に関心を持ち、

健康状態やライフステージに応じて、心身の状態をより良く保てるよう、市民一人ひとりが

主体的に健幸づくりを行うことに努める」と、少し長くなるが、かみ砕いてわかりやすく書

いたらどうか。 

 

【委員】 

第５条第１項は、第３条（１）の基本理念とほとんど同じことを書いているので、第５条

第１項はカットし第２項に「市民は、基本理念にのっとり」を入れればよいと思ったが、今

のご意見のように、第１項を少し充実したものに変えるということなら、それでもよいと思

う。 

  

【委員長】 

非常に素晴らしい案をいただいたので、そのように修正したい。 

 

【委員】 

 第１０条「保健医療福祉関係者の役割」の修正案には、「市民が適切にサービスを受けら

れるよう努める」とあるが、修正前の「健康づくり及び福祉に係るサービス」というサービ

スの形容部分が無くなると、何のサービスかがわかりにくい。例えば「市民がそれぞれの個

人に応じた適切な保健医療福祉サービスの提供を受けられるように努める」としてはどう

か。 
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【委員】 

 正しい「情報」については、「保健医療福祉に関する」という形容部分がある。 

 

【委員】 

正しい「情報」には形容部分があるように、「サービス」にも形容部分をつけ、サービス

で何を受けられると具体的に書いた方がよいと思う。 

 

【委員】 

 そうかもしれない。 

 

【委員長】 

 「サービスを受けられる」より「サービスの提供を受けられる」と「提供」を加えること

で、保健医療福祉関係者の役割が明確になると思う。「市民がそれぞれの個人に応じた」に

ついても、「それぞれの個人の状態に応じた」とするなど、微調整をして修正を考えていき

たい。 

 

【委員】 

 第２章第１１条の「からだの健康から健幸づくり」というのは意味がはっきり理解できな

い。からだの健康の状態から健幸づくりをするのか。健やかな状態を通じて健幸づくりをす

るということなら、「から」ではなく「通じて」がいいのではないかと思う。 

第１３条は「食を通じて」と、ここだけ「通じて」を使っている。 

 

【委員】 

 「通じて」は、口のこと、運動すること、噛む力のことなど様々あるが、「から」だと健

康に断定されてしまうので、「から」より「通じて」の方がよいと思う。 

 

【委員】 

 「から」だと、既に健康である状態を基本に健幸づくりをすることになり、それもありだ

と思うが、様々な施策等を行うことで、健康という状態を通じて、健幸づくりに結びつける

ということであれば、「通じて」の方がよいと思う。 

 健康な状態だが、さらにブラッシュアップのようなことを行って健幸づくりをするという

ことなら「通じて」の方がしっくりくると思う。 

 

【委員】 

 「通じて」は手段であり、「から」は手段ではない。第１２条、第１３条、第１４条は手

段を言い表しているが、第１５条「こころの健幸づくり」だけは目的である。 

 

【委員長】 

 第１５条を「こころの健康を通じて」とするかは後ほど議論していきたい。第１１条は
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「からだの健康を通じて健幸づくりを推進する」でよいか。 

  

【委員】 

 前回の委員会で「健康」と「健幸」の違いを明らかにしてほしいとの意見があり、事務局

は苦労して「から」を使うことにしたと思うが、どうして「から」の文言にしたのか。 

 

【委員】 

 今は健康でなくても健康に向けて鼓舞することを通じて次のステップにあがることが健幸

だと解釈している。事務局はどのように解釈したのか。 

 

【事務局】 

 各委員のご指摘のとおり、健康になることを通じて健幸づくりを推進するとことを表現し

たかったが、言い回しをどうすればよいか悩み、「から」という言葉を使った。「健康を通

じて健幸づくりを推進する」の方が、事務局としても言いたいことが言えていると思う。 

 

【委員長】 

 「健康を通じて健幸づくりを推進する」に修正したい。 

 

【委員】 

 第１３条の「食を通じて健幸づくり」についてだが、昨今食育という言葉が世間一般で浸

透してきている。食育は、食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけて、

健全な食生活を実践できる力を育むことである。平成１７年に食育基本法が制定されてから

浸透してきて、歯科医師会でも食育について各歯科医院で患者様にお伝えしている。 

食育は、子どもから高齢者まで全ての人々がバランスの良い食事を取ることは非常に重要

で、食べる楽しみ、食材の知識や安全性についての基本知識を身につけることも大事であ

る。第１３条（１）と（２）は食育のことを書いてあるのに、食育の文言がないのは少し寂

しいと思う。 

 案としては、（２）の冒頭に入れて「食育及び食を通じた健幸づくりの推進体制に関する

こと」にしてはどうか。 

 

【委員】 

 食育は、子どもに対してしっかり噛んで食べさせるとか、栄養バランスがとれた食事を摂

るようにさせることを、私はイメージする。世間一般に食育がわかるかどうか。 

 

【委員】 

 食育はこれから浸透してくると思う。定義するかどうかは別にして、食育という文言は

（仮称）健幸づくり条例のキーワードになると思う。 
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【委員】 

 私も「食育」を入れた方がよいと思う。 

 

【委員】 

今は食べるものが、ものすごく溢れている。その中で本当にからだによいものを食べてい

るかというと、そうではないものも食べていることが多いと思う。食事の大切さをしっかり

と教えていくことができればと思う。 

子どもが保育園に入園するまでに、教えなければならない味を教えておくと、小学校高学

年になっても、日本古来の食物、ひじき、切干大根などを食べるようになる。それは日本人

が持っているＤＮＡにとって必要なものではないかと思う。 

 

【委員】 

 食育はまだ浸透していないと思うので、言葉の説明は必要だと思う。 

 

【委員長】 

 食育は十分に認知されていないが、とても重要な言葉なので、入れてほしいと具体的な提

案をいただいた。事務局として食育についてどのように考えているか。 

 

【事務局】 

 食育は大変重要なことなので実は色々と検討をしてきている。食育というと第一に健全な

食生活を思い浮かべ、その観点からご意見を頂いていると思うが、地産地消や生産者の課題

など幅広い事項を含んでおり、かえって施策が限定されてしまう恐れがあるので、食育の用

語を入れなかった。 

 食育の考え方について委員から頂いた意見は重要で、どのように条例に反映させるかは改

めて検討するが、基本的には条文ではなく逐条解説で表記していきたいと考える。 

 

【委員】 

 第１３条（２）の冒頭に「食育及び」を入れてはどうかと先程ご意見があったが、それだ

と今すでに食育を推進しているともとれてしまうため、「食育を推進するために、食を通じ

た健幸づくりの推進体制に関すること」としてはどうか。 

 

【委員長】 

 食育については、事務局は逐条解説で表記していきたいと考えているようだが、食育とい

う言葉が持っている様々な意味、テーマ等を考慮して、その方針が一番適切かどうかを検討

させていただきたい。 

 第１４条は「運動により」となっているので、ここも「運動を通じて」の方がよいかもし

れない。 
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（２）（仮称）健幸づくり条例（素案）の検討について 

〇第１２条について事務局より説明 

 歯と口腔の健康は、全身の健康にも大きく関係し、生活の質の向上のためにも口腔の健康管

理に取り組むことが重要である。 

 そのため、歯周疾患の予防や健全な歯と口腔の育成、口腔機能の維持・向上に関する知識の

普及・啓発や情報の発信を行うこと、定期的に歯科健診を受診することにより、必要に応じた

歯口清掃や治療及び指導につなげ、口腔機能の維持向上を図ること、歯周病と生活習慣病等と

の関連から、からだ全体の健康維持の視点からも歯と口腔の健康管理に取り組むことを規定

している。   

なお、第１１条と同様に、この条では歯と口腔の健康を保持増進することを通して、健幸づ

くりを推進する施策を表記しているため、「歯と口腔の健康づくりを推進する」を先程のご意

見も踏まえて「歯と口腔の健康を通じて健幸づくりを推進する」に修正する。 

 

【委員】 

 （１）の「維持・向上」の中黒がどうして無くなってしまったのか。 

 

【委員長】 

 「・」が必要か確認したい。 

 

【委員】 

 （１）「う蝕」はどういう意味か。 

 

【委員長】 

 むし歯である。 

 

【委員】 

 このような専門用語は、一般の人には通じないので、変えていただいた方がわかりやすい。 

 

【委員】 

 一般に広く認識されているのはむし歯だが、専門的には「う蝕」になる。条例に入れる文言

としてはむし歯よりも「う蝕」がよいと思う。 

 

【委員】 

 （仮称）健幸づくり条例を見るのは、一般の市民だがよいのか。 

 

【委員】 

 う蝕（むし歯）と書くのはどうか。 
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【委員】 

 それならわかりやすい。 

 

【委員長】 

 「う蝕」は逐条解説で工夫をしたいと思う。 

 

〇第１５条について事務局より説明 

いきいきと自分らしく暮らすために、こころの健康を保つことは重要。そのため、こころの

健康及びこころの病気についての正しい知識の普及啓発及び情報を提供すること、日常生活

を送るうえで生じる人間関係や子育て等に対する悩みや、こころの病気、虐待、認知症等に対

する相談・支援を行うこと、身近な人や関係団体が連携し、こころの状態を気にかけ見守るこ

とができるような体制を整備することを規定している。 

 なお、冒頭で説明をしたとおり、「健康づくり」は「健幸づくり」に修正した。 

タイトルは、先程のご意見を踏まえ、「こころの健康を通じて健幸づくりを推進する施策」

に変更する。 

 

【委員】 

 条文の順番について、この１５条は、第１１条からだの健康の次にきた方が、何となくすっ

きりするのではないかと思う。 

 

【委員長】 

 条例案はからだ、歯と口腔、食、運動、こころの順番だが、なぜこの順番にしたのか。 

 

【事務局】 

 こころの条文の位置は悩んだところではあるが、第１６条「社会全体で健幸づくりを推進す

る施策」の前にこころを持ってきた方がよいかと思いこの順番にした。 

 

【委員】 

 歯と口腔の前に、食がきた方がよいと思う。 

 

【委員長】 

 それはどうしてか。 

 

【委員】 

 歯と口腔の健康、からだの健康、こころの健康という順でからだの前に食があった方がいい

のではないかと。 

口で食事をして、からだの健康につなげるという順番がいいかと。 
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【委員】 

基本的には医療があり、それをサポートする位置づけで食事や運動がある。食と運動を先に

するより、医療に関するからだ、歯と口腔を先にした方が順番的にはよいかと思う。 

 

【委員】 

 別の見方をすると、医療には、治療と病気の予防という２つの側面がある。病気の予防は、

自発的に個人が食事や運動など様々な取組をすることにより健康を維持して健幸づくりに努

める。それでも不十分だからサポート的に医療機関に治療をお願いする。健康を保つのは自己

管理が主だと思う。 

 

【委員】 

 それは予防医学の範疇に入る。本来は医療があってから予防医学に入る。 

 

【委員】 

 岩倉市の健幸都市宣言は、１から５まであり、１「食への感謝とバランスのとれた食生活」

としているので、食を最初にした方がよいと思う。 

 

【委員長】 

 事務局として、健幸都市宣言の順番を特に意識はしていないか。からだを最初に持ってくる

ことが大前提であるか。 

 

【事務局】 

 身体的な健康を一番にして、次に歯と口腔の順番にした。前回の委員会の中で、歯と口腔は

食と繋がりがあるという意見があったので、次に食を持ってきた。こころの健康については、

様々な要因が絡み合っているので、身体的なものと決めつけることもできないし手段でもな

いので、後に持ってきて、最終的には社会全体での健幸づくりに繋げるという構成にした。 

 

【委員長】 

 食については少なくとも非常に大切なもので、食と運動をそれぞれ１つの条立てにするこ

とは健幸都市宣言を反映させることに繋がる。からだ、歯と口腔を先にあげるという案で進め

させていただきたい。 

 

〇第１６条について事務局より説明 

 だれもが健康に関心を持ち、健幸づくりに取り組みやすいよう社会全体で健幸づくりを支

える環境整備を進めることが重要。 

 文化・スポーツ活動は、心身の健幸づくりのみならず、心豊かな市民生活の形成につながっ

ているため、市民活動団体等との連携を強化し、協働による健幸づくりを推進すること、世代

を超えた交流の中で生きがいや役立ち感を持つことができるよう、交流の場や機会となる活

動を推進すること、国籍や心身の状態等、多様な個性が尊重され、だれもがいきいきと幸せに
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暮らしていると実感できるよう、地域における活動やボランティア活動等多様に社会参加で

きる環境を整備することを規定している。 

この条では、第１１条～第１５条の健幸づくりを社会全体で推進していくことを定めてい

るため、「社会全体で健幸づくりを推進する施策」に修正し、その下の行と第１６条（4）も同

じ表現に統一した。 

 第１６条（1）については、文化、スポーツ活動は主に市民活動団体によって行われている

ことから、「市民活動団体等」に修正した。 

 第１６条（3）については、表現が少し漠然としていたので、「市民の個性を尊重し、誰もが

社会参加できる」に修正した。 

 

【委員】 

 「社会全体」はどの範囲を指すのか、わかりにくい。「社会全体」ではなく「市全体」はど

うか。市だけではなく、環境対策など国全体で考えるなら、社会全体としないといけないかと

思う。 

 

【委員】 

 「社会全体」は場所をイメージするのでどうかと。 

（３）「市民の個性を尊重し、誰もが」は、それぞれ様々な健康や心理状態を言い表すた

め、「市民一人ひとりの個性を尊重しそれぞれが」にした方が良いかと思う。 

 

【委員】 

 市民がお互いにそれぞれの個性を尊重することが必要であることを表せればいいと思うの

で、「市民の個性を尊重し」でよいと思う。 

 

【委員長】 

 「一人ひとり」を入れることで、市民を集合体としてではなく、一人ひとりを見ていると

いうニュアンスが伝わるという意見と、「市民の個性を尊重し」のままでも表現したいこと

は十分に伝わるという意見が出た。 

 事務局からは、多様な個性を尊重と説明したが、その表現も案の一つかもしれない。 

 

【委員】 

 「一人ひとり」を入れると、顔が見える感じがするので、入れた方がよいと思う。 

 

【委員】 

 第１６条の主語は市なので、「市民の個性を尊重し」のままでよいと思う。 

 

【委員長】 

 市民を個々に表現するためなら「一人ひとり」を入れるとより明確になると思う。 
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【委員】 

 よりわかりやすくなっているのであれば、それでよいと思う。 

 

【委員】 

 今までは、障がいがある人、体調が悪い人、健康な人などをひっくるめて個性と言ってい

たように思うが、ここで一人ひとりを入れた方がよいのかはよく分からない。 

 

【委員】 

 勘違いしていた。市が主語で、「市民の個性を尊重」というのは、市民一人ひとりの個性

を尊重していると解釈できる。「一人ひとり」を入れない方がよいかと思う。 

 

【委員】 

 「一人ひとり」を入れた方がわかりやすいが、今まで、個性は多様な人々を表すという認

識で議論が進んでいたので、ここだけ一人ひとりにするのはどうかという気がした。 

 

【委員長】 

 普通の文章なら「一人ひとり」があると確かに伝わりやすい。また、その後に続く「誰も

が」を「それぞれが」に変えることについても「それぞれが」の方がニュアンスが伝わりや

すいと思う。しかし、条文となると難しい。 

第３条（１）等「心身の状態をより良くするよう、健幸づくりを推進」と文言を重複させ

ることにより強調している箇所が結構あるので、「市民一人ひとり」の部分だけ強調をして

はいけないということではないが、市民の皆様が見てどう感じるかを重視すべきではないか

と思う。 

先程の（３）の説明をもう一度お願いしたい。 

 

【事務局】 

国籍や心身の状態等、多様な個性が尊重され、だれもがいきいきと幸せに暮らしていると

実感できるよう、地域における活動やボランティア活動等多様に社会参加できる環境を整備

することを規定している。 

 

【委員】 

 条例の一番最後に言葉の説明、今の説明を入れるのか。 

 

【事務局】 

 逐条解説に入れる。 

 

【委員】 

 それなら一人ひとりは入れなくて良いと思う。 
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【委員】 

 「一人ひとり」は「個性」ではなく「市民」を修飾している。 

 

【委員】 

 解説で説明した方がわかりやすいと思う。 

 

【委員長】 

 この委員会で目指しているところは皆同じだが、今まで積み重ねてきた経験等が違うこと

で、受け止め方も違うかもしれない。 

 それぞれ誰にでも当てはまるようにするということは大事なところで、第１回目の委員会

から、皆様に多くのご意見をいただき、事務局でも工夫をしてきたところである。全体がお

かしくならなければ「一人ひとり」を入れてはどうか。 

 

【委員】 

 私達の年代からすると、子どもに言っているような感じの条例になってしまうかという心

配があるが、これからの時代では何かが起きると絶対条例を見ると思うので、「一人ひと

り」を入れた方がよいかもしれない。 

 

【委員】 

 行政の立場では、どこまで個人の多様な状態を考慮できるか。「市民の個性」とした方が

市として対応しやすいと思う。 

 

【委員】 

 市民の立場からするとやはり一人ずつ見てほしいし、これから見ていくべきかと思う。全

部が全部「市民一人ひとり」とすべきだと言っているのではなく、２ヶ所程「一人ひとり」

を入れてほしい。 

 

【委員】 

 私も市民一人ずつを見るべきであるという考えは同じである。 

 

【事務局】 

 条例として適切な表現があるので、条例の担当課と相談しながら、各委員の意見を踏まえ

てどのような表現がよいのか検討させていただきたい。 

 

【委員長】 

 市民が社会参加する中で市民一人ひとりを重視してほしいという意見を踏まえて、素案を

修正していただければと思う。 
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【事務局】 

 第１６条の検討に入った冒頭で、「社会全体」ではなく「市全体」でどうかという意見が

あったが、前回の委員会で、広く地域をイメージできるようにということで「社会全体」を

使用することになったと思うが、これについてはどうか。 

 

【委員長】 

 「社会全体」は広く地域全体をイメージできるものであり、一般的に使う文言であるとい

うことでよろしいか。 

 

【事務局】 

 第４条第２項でも「社会全体で個人の健康を支え」となっている。 

 

【委員】 

 「社会全体」が悪いのではなく、以前は「市は健幸づくりを社会全体で」と「社会全体」

が目立たなかったが、修正案では「社会全体」が割と文頭に来ているため、「社会全体」に

重点が置かれている感じがする。 

 

【委員】 

 「社会全体」とすると、市だけではなく、県、国、周辺地域と一緒に様々な施策を行うよ

うに解釈できるので非常に意義がある。これを「市全体」にすると、市だけに限定されてし

まうので、「社会全体」として重みを表した方がいいと思う。 

 

【委員長】 

 「市は、健幸づくりを社会全体で推進する」に修正したい。 

 

〇第１７条～第１９条について事務局より説明  

第１７条では、健康増進に関する事業を計画的に実施していくための基本計画である健康

増進計画の策定について規定している。 

健康増進計画については、健康増進法に基づき、現在、健康いわくら２１（第２次）計画を

策定し、健康増進に関する基本方針及び目標や、健康増進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について定めている。基本方針には、生涯を通じた健康づくり、疾

病の発症予防と重症化の予防、健康につながる生活習慣づくり、社会で支える健康づくりを掲

げている。 

 なお、この計画は、健康増進計画であるため、第２項の「健康づくり」を「健康増進」に修

正した。 

第１８条では、健幸づくりを推進する施策を行うにあたっては、あらかじめ岩倉市健幸づく

り推進委員会に意見を聞くことを規定している。 

岩倉市健幸づくり推進委員会条例において、本委員会は、健康増進計画の策定及び推進など

健康増進や、健幸都市いわくらの実現に関する事項を所掌することが示されている。 
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第１９条では、この条例に規定する事項の他に、条例の施行に関し細目的な事項を定める必

要がある場合は、市長が別に定めることを規定している。 

 

【委員】 

 第１７条で健康増進計画は法律に基づいて定めるとあるが、現実には計画はあるのか。 

【事務局】 

 ある。 

 

【委員】 

 「健康増進」は非常に良い文言だと思う。計画には「健康づくり」より「健康増進」の方が

よりマッチすると感じた。 

 

〇前文について事務局より説明  

前文は、健幸づくりの重要性と本市が健幸づくりを通じて目指す将来像を示している。 

 生涯にわたり健やかに自分らしく、幸せを感じながら暮らしていくうえで、健幸づくりは重

要な要素のひとつである。健幸づくりは、市民一人ひとりの取組に委ねる部分が大きいもの

の、一方で、それぞれの置かれた社会環境等によって、健康への関心や健幸づくりのための取

組に差が生じることから、社会全体で協働により支えていく必要がある。 

このことにより、本市では健幸都市を宣言し、市民一人ひとりの意識の向上や、社会全体で

健幸づくりを支える環境の整備及び、行政の組織横断的な取組により、健康長寿社会の実現を

目指してこの条例を制定するということを、岩倉の自然風景も織り交ぜながら表現している。 

 

【委員】 

 岩倉市らしさは、どこで表現されているのか。 

 

【事務局】 

 健幸都市宣言に基づき、健幸都市いわくらを目指すため、様々な団体等との協働により健幸

づくりを推進していくというところで、岩倉市らしさを多少表現できればと思っている。 

 

【委員】 

 小さな市のため財政的にも多額の資金を投入することはできないが、岩倉市らしい健幸づ

くりにつながる取組を何か１つでいいから明記したい。 

健康都市宣言は他の市町でも宣言されている。岩倉市が健幸都市を宣言した背景に何か岩

倉市らしさを表現する文言を入れたい。 

 

【委員】 

 小さなまちで一生懸命自分達のまちを盛り上げていこうとする市民が多いことが岩倉市ら

しさだと思う。 
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【委員】 

 私は岩倉市民の地元愛が特別であることを表現する文言を何か入れれば、少し特徴が出て

くると思う。 

 

Ｊ【委員】 

 生涯学習センターでは、講座の数も多いし、参加される人の数も多い。民謡の発表会、市役

所のロビーコンサートなど、音楽や文化の分野で活動をされている人が多いので、そういった

面を岩倉市らしさとして織り込んだらどうか。 

 

【委員長】 

 これといったいい言葉はなかなか見つからないが、「健幸都市いわくら」の前に、健幸都市

を宣言した背景や、地元愛、岩倉を盛り上げていこうと一生懸命努力していること等、何か付

け加えられるとよい。 

 

【委員】 

 下から６行目「地域における交流や社会参加による人と地域とのつながりやきずなが、生き

がいや幸せ～」とあるが、文章としては、「きずなが、生きがい」の「、」を取って、次の行の

「つながっていくことから」の後に「、」を入れた方がいいと思う。 

 

【委員】 

 今、読みにくかったのは「つながりやきずな」は平仮名が並びすぎているから。「きずな」

は漢字にした方がよい。 

 目立たせようとする箇所は、「」で囲うと読みやすくなる。例えば、健幸都市いわくらを「」

で囲って、もう少し目立つようにしメリハリをつける。また、「健幸づくり」は前文でも最初

に出てくる。見慣れないと「健幸づくり」は字が間違っていると思う場合もあるので、「」で

囲うと読みやすくなるかと思う。 

 

【委員長】 

 文章の表現や強調を自由にできるのが前文でもあるので、いただいた指摘を反映していき

たい。 

 

３ その他 

事前課題、次回委員会の日程等について案内 

以上 

 

 


