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がん は、 高齢 者の みな らず 、子 ども 、女 性、 働き 盛り の 誰も が罹患 する可能 性があ る病気で あり、 県民の健 康寿命 の延伸の た

めに は、 がん によ る死 亡率 の 減少 が最 重要 課題 とな って おり 、生 活習慣 の改善 等による がんの 予防、が んの早期 発見・ 早期治療
のための取組のほか、が ん診療体制の充実強化に取り組んできたところで ある。

し かし 、依 然と して 、が んは 県民 の 健康 に対 する 脅威 とな って おり、 県民、市 町村、 国民健康 保険組 合等医療 保険者 、医師等

医 療関係者、事業者との連携の下、総合的かつ計画 的ながん対策を強力に進め、がん対策を加速化 する必要がある。

総則

ここ に、がんの克服を県政の重要課題と位置付け、 県を挙げてがん対策を推進するため、この条例 を制定する。
第一章

こ の条 例は 、が ん対 策の 推進 に つい て、 基本 理念 を定 め、 並びに県 、医療保 険者、 県民、医 師等及 び事業者 の責務 を明

（目的）
第 一条

ら かに する と とも に、 がん 対策 の推 進に 関す る施 策の 基本 とな る事 項等を定 めること により 、がん対 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）
がん対策の 推進は、次に掲げる事項を旨として行われなけ ればならない。

が んの 克服 を目 指 し、 がん に関 する 専門 的、 学際 的又 は総 合的な 研究を 促進する ととも に、がん の予防 、診断、 治療等 に

が ん患 者の 置か れて い る状 況に 応じ 、本 人の 意向 を十 分に 尊重し てがん の治療方 法等が 選択され るようが ん医療 を提供す

に規定するがん医療を いう。以下同じ。）を受けることができるよう にすること。

がん 患者 がそ の居 住 する 地域 にか かわ らず 等し くが ん医 療（ がん対策 基本法 （平成十 八年法 律第九十 八号） 第二条第 二号

係る技術の向上その他の研究等の成果を普及 し、活用し、及び発展させること。

第二条
一

二

三

る体制の整備がなされること。

県 は、 前条 に定 める がん 対策 の推 進に つい ての 基本 理 念にの っとり、 がん対 策の推進 に関す る基本的 かつ総 合的な施 策

（県の責務）
第 三条

を策定し、及 びこれを実施するものとする。
（ 医療保険者の責務）

第 四条

医療 保険 者（ 介護 保険 法（ 平成 九年 法律 第百 二十 三号 ） 第七条第 七項に規 定する 医療保険 者をい う。）は 、県が 講ずる

がんの予防に関する啓発及び知識の普及 、がん検診に関する普及啓発等の施策に協力す るよう努めなければならない。

県 民 は 、喫 煙 （ 受 動 喫 煙（ 室 内 又は こ れに 準ず る環 境 に お いて 、他 人 の た ばこ の 煙 を 吸わ され る こ と を い う。 以 下 同 じ

（県民の責務）
第五 条

。 ）を 含む 。 以下 同じ 。） 、食 生活 、運 動そ の他 の生 活習 慣が 健康 に及ぼす 影響等が んに関 する正し い知識 を持ち、 がんの 予

防に必要な注意を払うよう努めるとともに 、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなけ ればならない。

医 師、 歯科 医師 、薬 剤師 、看 護師 その 他 の医 療関 係者 は、県 が実施 するがん 対策の 推進に関 する施 策に協力 し、が んの

（医師等の責務）
第 六条

予 防に 寄与 する よう 努 める とと もに 、が ん患 者の 置か れて いる 状況を 深く認 識し、が ん医療 を行うよ う努め なければ ならな い
。
（事業者の責務）

事 業者 は、 県が 実施 する がん 対策 の推 進に 関 する 施策 に協力 し、労 働者に対 するが ん検診の 受診の勧 奨その 他の労働 者

事業 者は 、労 働者 又は その 家族 がが んに 罹患 した 場 合に は、 がんに罹 患した 労働者が 治療を 受け、若 しくは 療養し、 又は労

の健康の保 持増進の措置を講ずるよう努めなければならな い。

第 七条

２

受動喫煙の防止

働者ががんに罹患した家族を看護し 、若しくは介護することができるよう就労環境の 整備に努めなければならない。
第二章

健康 増進 法（ 平成 十四 年法 律第 百三 号） 第二 十五 条に 規 定する学 校、体 育館、病 院、劇場 、観覧 場、集会 場、展 示場、

（公共的施設 等における受動喫煙防止のための配慮）
第 八条

百 貨店 、 事務 所、 官公 庁施 設、 飲食 店そ の他 の多 数の 者が利 用する施 設を管 理する者 以
( 下「 公共的 施設の管 理者」 という。

は、 当該 施設 を利 用す る者 の受 動喫 煙 を防 止す るた め、 当該 公共 的施設の 構造、利 用者の 状況等に 応じて 、禁煙、 喫煙所 の設
置その他の受動喫煙防止対策 を講ずるよう特に配慮しなければならない。

事 業 者は 、労 働者 の受 動喫 煙を 防止 する ため 、当 該事 業者 及び事 業場の実 情に応 じて、禁 煙、喫 煙所の設 置その 他の受

（事業場における 受動喫煙防止のための配慮）
第 九条

がん対策に関する基本 的施策

動喫煙防止対策を講ずるよう特に配慮しな ければならない。
第三章
（がんの予防及び早 期発見の推進）

県は、次に掲げるがんの予防及び早期発見の推 進のために必要な施策を講ずるものとする。

喫煙 、食 生活 、運 動そ の他 の生 活習 慣及 び生 活 環境 が健 康に及 ぼす影 響につい ての県 民の関心 と理解 を深める ための学 習

が ん検 診の 方法 等の 検討 、が ん検 診の 評価 の実 施 、が ん検 診に携わ る医療 従事者に 対する 研修の機 会の確 保その他 のがん

の機会の提供、広報活動の充実そ の他のがんの予防の推進のために必要な施策

第十条
一

二

がん検診に関する広報活動の充実その他の がん検診の受診率向上を図るために必要な施策

検診の質の 向上を図るために必要な施策
三

事業 者が 行う 労働 者に 対 する がん 検診 の受 診の 勧奨 、医 師、 看護師又 は保健 師による 保健指 導その他 の労働 者の健康 の保

学 校そ の他 の教 育機 関に おい て 、児 童及 び生 徒が がん に関 する正 しい知識 並びに 生活習慣 及び生 活環境が 健康に 及ぼす影

持増進の措置を講ずるた めに必要な情報の提供、助言その他の支援に係る 施策

四

五

響 について理解と関心を深めるために必要な施策

)

（が ん医療の均てん化の促進等）

県は、次に掲げるがん医療の 均てん化の促進等のために必要な施策を講ずる ものとする。

手術 、 放射 線療 法、 化学 療法 その 他の がん 医療 に携 わる 専門 的な知 識及び技 能を有 する医師 、看護 師その他 の医療 従事者

第十一条
一

専 門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備 を図るために必要な施策

の育成を図るため に必要な施策
二

国立 研究 開発 法人 国立 がん 研究 セン ター 、 前号 に規 定す る専門 的なが ん医療の 提供等 を行う医 療機関 その他の 医療機 関等

がん患 者のがんの罹患、転帰その他の状況を把握し、 分析するための取組を支援するために必要な施策

支援等を支援するため に必要な施策

がん 医療 に関 する 情 報の 収集 及び 提供 を行 う体 制を 整備 する ために必 要な施 策並びに がん患 者及びそ の家族 に対する 相談

に関する研修の機会を確保することその他の がん患者の療養生活の質の維持向上のために必 要な施策

者 に対 しが ん医 療を 提 供す るた めの 連携 協力 体制 を確 保す るこ と、医療 従事者 に対する がん患 者の療養 生活の 質の維持 向上

が ん患 者の 状況 に応 じて 疼痛 等の 緩和 を目 的 とす る医 療が 早期から 適切に 行われる ように すること 、居宅 において がん患

の間の連携協力体制を整備する ために必要な施策

三

四

五

六
（研究の推進等）

県は、次に掲げるがん研 究の推進等のために必要な施策を講ずるものとす る。

が ん 医療 を行 う上 で特 に必 要性 が高 い医 薬品 、医 療機 器及 び再 生医療機 器等製 品の早期 の医薬 品、医療 機器等 の品質、 有

低下に資する 事項についての研究が促進され、並びにその成果 が活用されるために必要な施策

が んの 本態 解明 、革 新的 なが んの 予防 、診 断及 び治 療に 関 する方法 の開発 その他の がんの 罹患率及 びがんに よる死 亡率の

第十二条
一

二

効 性及 び 安全 性の 確保 等に 関す る法 律（ 昭和 三十 五年 法律 第百 四十五 号）の規 定によ る承認に 資する ようその 治験が 迅速か

つ確 実に 行わ れ、 並び にが ん医 療に 係 る標 準的 な治 療方 法の 開発に 係る臨床 研究が 円滑に行 われる 環境の整 備のた めに必要
な施策
（受動喫煙防止対 策の支援）
県は、次に掲げる受動喫煙を防止するため に必要な施策を講ずるものとする。

基本的施策に係る報告及びがん対策の推進に係 る議会の役割

事業者が労働者 の受動喫煙を防止するための措置を講ずるため に必要な情報の提供、助言その他の支援に係る 施策

の他の支援に係る施策

公共 的施 設の 管理 者が 当該 施設 を利 用す る 者の 受動 喫煙 を防止 するた めの措置 を講ず るために 必要な 情報の提 供、助 言そ

第十三 条
一

二
第四章
)

知 事 は 、毎 年 度 、議 会に 、第 十 条か ら 前 条ま で に掲げ る 施 策の う ち 主なも のに関す る報告 を 提 出し なけ ればな ら ない

基
( 本的施策に係る報告

。

前 項の 規定 によ る報 告 の提 出は 、地 方自 治法 （昭 和二 十二 年法 律第六十 七号） 第二百三 十三条 第五項の 規定に よる主要 な施

第十四条

２

策の成果を説明する書類の提出をもってこれに 代えることができる。

議会 は、 次に 掲げ る場 合は 、が ん対 策に つい て、 議 案の提 出、決議 等を通 じて、積 極的に 政策立案 及び知 事に対す る

（政策立案及び政策提言）
第 十五 条

前 条 第一 項の 規定 によ る報 告の 提出 （同 条第 二項 の規 定に よる 書類の提 出を含 む。）が あった 場合にお いて、 必要があ る

政策提言を行 うものとする。
一

二

と認 めるとき。

推進体制の整備等

前号に掲げる場合のほか、がん対策 を総合的かつ計画的に推進するため必要がある と認めるとき。
第五章

県 は、 県、 市町 村及 び県 民等 が意 見を 交換 し、 及び 相互 に連携 して、が ん対策 を推進す るため の体制を 整備す るもの

（推進体制の整備 ）
第 十六 条
とする。

県は 、市 町村 がが ん対 策の 推進 に係 る 施策 を実 施す る場合 には、 必要な助 言及び 協力その 他の支 援措置を 講ずる もの

（市町村への支援）
第 十七 条
とする。

則

県は、がん対策の推進 に係る施策を実施するために必要な財政上の措 置を講ずるよう努めるものとする。

（財政上の措置）
第十八条
附

この条例は 、公布の日から施行する。

