
条例名 出雲市まちづくり基本条例
出雲市安全で安心なまちづ
くり条例

出雲市男女共同参画のまち
づくり条例

出雲市福祉のまちづくり条
例

出雲市食育のまちづくり条
例

21世紀出雲芸術文化のまち
づくり条例

21世紀出雲スポーツのまち
づくり条例

出雲市景観まちづくり基本
条例

条例番号 平成20年出雲市条例第63号 平成19年出雲市条例第52号 平成17年出雲市条例第408号 平成17年出雲市条例第116号 平成17年出雲市条例第409号 平成17年出雲市条例第330号 平成18年出雲市条例第56号 平成18年出雲市条例第78号

条例の目的

この条例は、前文の主旨に
則り、出雲市におけるまち
づくりへの市民参加の基本
指針などを定め、市民、市
議会及び市行政が密接に連
携、協働して、21世紀の地
方分権自治の担い手にふさ
わしい出雲市のまちづくり
を推進することを目的とす
る。

この条例は、前文に掲げた
自然災害、犯罪、交通・火
災等事故、健康侵害、いじ
め・不登校、弱者虐待、家
庭内暴力及び環境破壊をは
じめ、市民生活のあらゆる
脅威に対して安全・安心を
確保するために必要な市、
市民、地域活動団体及び事
業者の基本的役割を明らか
にするとともに、安全で安
心なまちづくりに向けた協
働の取組みに関し基本とな
る事項を定めることによ
り、すべての市民が安全で
安心して暮らすことができ
る、真に心豊かな地域社会
の実現に寄与することを目
的とする。

この条例は、出雲市におけ
る男女共同参画のまちづく
りに関し、基本理念を定
め、市、市民、事業者及び
教育関係者の責務を明らか
にするとともに、市の施策
の基本となる事項を定める
ことにより、男女共同参画
を総合的かつ計画的に推進
し、真に心豊かで活力のあ
る出雲市を創造していくこ
とを目的とする。

この条例は、福祉のまちづ
くりに関し、市、市民及び
事業者の役割を明らかにす
ること、並びに市の基本方
針を定めることにより、障
害者、高齢者をはじめすべ
ての市民が自立し、社会参
加することができるまちづ
くりを推進し、もって豊か
な地域社会の実現に資する
ことを目的とする。

この条例は、食育基本法に
基づき、食育を主眼とした
総合的なまちづくりの推進
に関する市の基本方針を定
め、市、市民及び事業者の
責務を明らかにするととも
に、市の施策の基本的事項
を定めることにより、子ど
もから大人まで全ての市民
が、健康で活力ある人生を
送るための知識を学び実践
する21世紀出雲の食育のま
ちづくりを推進し、もって
健康で文化的な市民生活と
明るく活力ある地域社会の
実現に資することを目的と
する。

この条例は、芸術文化の振
興に関し基本理念を定める
とともに、芸術文化のまち
づくりに関する基本的事項
を定めることにより、市が
市民と一体となって芸術文
化の継承・発展に努め、
もって真に心豊かな芸術文
化の都出雲の創造に資する
ことを目的とする。

この条例は、出雲市におけ
るスポーツ振興の基本的な
目標・方策及びスポーツ関
係団体の協力関係を明らか
にし、市、市民、スポーツ
関係団体及び事業所等の連
携・協力を促し、もって本
市のスポーツ文化の定着・
発展に努め、真に心豊かな
スポーツ文化都市・出雲の
創造に資することを目的と
する。

この条例は、良好な景観の
創造について基本理念を定
め、市、市民及び事業者等
の果たすべき役割を明らか
にするとともに、良好な景
観の創造に関する施策の基
本となる事項を定めること
により、市民一人ひとりの
参加のもとで、出雲らしい
個性的で魅力あるまちづく
りを推進し、もって豊かな
地域社会の創造と文化の向
上を図ることを目的とす
る。

第１条 目的 目的 目的 目的 目的 目的 目的 目的

第２条 定義 定義 定義 定義 定義 基本理念 スポーツ振興の基本目標 基本理念

第３条 市民のまちづくり参加 基本理念 基本理念 市の役割 基本理念 市の責務 スポーツ振興の基本方策 市の責務及び役割

第４条 地域社会 市の基本的役割 市の責務 市民の役割 市の責務 市民の役割 スポーツ関係団体の連携・協力 市民及び事業者等の責務並びに役割

第５条 国内外他地域との交流、連携 市民の基本的役割 市民の責務 事業者の役割 市民の責務 民間団体等の役割 出雲市スポーツ振興審議会への諮問 景観計画

第６条 地方分権時代への対応 地域活動団体の基本的役割 事業者の責務 施策の基本方針 事業者の責務 文化財の保存・活用 委任 先導的役割

第７条 行財政運営 事業者の基本的役割 教育関係者の責務 情報の提供 推進計画の策定 伝統芸能等の継承・発展 啓発

第８条 市と関係行政機関等の連携・協力 性別による権利侵害の禁止 推進体制の整備 健康の増進 芸術文化の創造・発展 市民団体の育成

第９条 協働による具体的な取組みの推進 情報に関する配慮 財政上の措置 環境の保全 芸術文化を担う人材の育成 表彰

第１０条 総合的な取組み表 行動計画の策定 啓発 産業の振興 青少年の芸術文化活動の充実 出雲市景観審議会の設置

第１１条 委任 実施状況の年次報告 福祉教育の推進 観光の振興及び交流の促進 出雲芸術文化振興会議の設置 出雲市景観審議会の組織

第１２条 啓発活動等 交流の促進等 教育・学習活動の促進 出雲市景観審議会の委員の任期

第１３条 家庭への支援 学校教育の支援 安全で安心な食育のまちづくり 出雲市景観審議会の会長及び副会長

第１４条 地域への支援 生涯学習等の支援 出雲市食育のまちづくり推進会議の設置 出雲市景観審議会の会議

第１５条 職場への支援 就業機会の確保等 出雲市食育のまちづくり推進会議の所掌事務 出雲市景観審議会の資料提出の要求等

第１６条 教育現場への支援 日常生活の支援等 出雲市食育のまちづくり推進会議の組織 出雲市景観審議会の委員の報酬及び費用弁償

第１７条 暴力等の防止及び被害者等への支援 情報の利用等の支援 出雲市食育のまちづくり推進会議の会長 出雲市景観審議会の庶務

第１８条 相談への対応 安全対策等の推進 出雲市食育のまちづくり推進会議の会議 委任

第１９条 拠点施設等の充実 整備基準 出雲市食育のまちづくり推進会議の専門委員

第２０条 苦情の処理等 維持保全 出雲市食育のまちづくり推進会議の庶務

第２１条 推進委員 一般都市施設の整備 委任

第２２条 推進委員会 公共交通機関の整備

第２３条 会議 住宅の整備

第２４条 庶務 事前協議

第２５条 委任 指導及び助言

第２６条 事前協議の内容の変更

第２７条 工事の完了の届出

第２８条 立入調査

第２９条 勧告

第３０条 公表

第３１条 国等の特例

第３２条 委任
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出雲市議会基本条例
地方分権確立に向けた出雲
市行財政改革推進条例

21世紀出雲市青少年ネット
ワーク条例

21世紀出雲神話観光大国の
建設促進条例

出雲市環境基本条例 出雲市産業振興条例
出雲市がん撲滅対策推進条
例

21世紀出雲「神在月」文化
振興条例

平成19年出雲市条例第54号 平成17年出雲市条例第412号 平成17年出雲市条例第331号 平成17年出雲市条例第355号 平成18年出雲市条例第33号 平成18年出雲市条例第35号 平成19年出雲市条例第1号 平成19年出雲市条例第53号

この条例は、真の地方分権
時代の到来に向けて、議会
が担うべき役割を果たすた
めの基本的事項を定めるこ
とにより、議会の活性化を
図り、市民の負託に応えら
れる議会運営の実現を図る
ことを目的とする。

この条例は、地方分権時代
に対応できる効率的で活力
ある行政運営と財政基盤の
強化を図るため、将来にわ
たり行財政改革を推進して
いく指針を明らかにし、
もって安定した行政サービ
スの提供及び住民福祉の向
上に寄与することを目的と
する。

この条例は、青少年育成の
基本や青少年としての心構
え、家庭の役割、学校及び
地域社会のかかわりを提唱
するとともに、青少年育成
に携わるすべての人々や組
織を挙げて、青少年育成の
ネットワークを形成するこ
とによって、青少年一人ひ
とりが自主性を持ち、伸び
伸びと個性輝き、健やかに
成長できる社会環境を醸成
させ、もって活力と潤いに
満ちた心豊かな21世紀都市
出雲の創造・発展を目指す
ことを目的とする。

この条例は、前文に掲げる
とおり、「日本の心のふる
さと」出雲市がその美しい
自然資源と歴史文化資源の
上に「21世紀出雲神話観光
大国」の建設を目指し、観
光振興の基本方針並びに
市、市民及び観光関係団
体・事業者それぞれの役
割・活動の方向性を定め、
出雲市の経済・社会・教
育・文化・福祉等の持続的
な発展に寄与することを目
的とする。

この条例は、環境の保全及
び創造について基本理念を
定め、市、市民、事業者及
び旅行者等の果たすべき責
務及び役割を明らかにする
とともに、環境の保全及び
創造に関する施策の基本と
なる事項を定めることによ
り、当該施策を総合的かつ
計画的に推進し、もって現
在及び将来における市民の
健康で文化的な生活の確保
に寄与することを目的とす
る。

この条例は、出雲市の自立
と発展を担う産業振興に関
する基本的事項を定めるこ
とにより、21世紀出雲市民
の生活の安定及び向上に寄
与することを目的とする。

この条例は、がん撲滅に向
けた本市のがん対策に関す
る各種施策を定め、地域の
がん医療水準の向上や、が
んの予防及び早期発見の推
進を図るため、がん対策を
総合的かつ計画的に実施し
ていくことを目的とする。

この条例は、神在月を誇る
出雲において、古代出雲文
化をめぐる学習・交流の場
や賑わいの場を市民総参加
で創造することを通じて、
市民が出雲文化に自信と誇
りを持ち、心豊かな出雲文
化の継承・発展と21世紀産
業文化交流都市・出雲の躍
進を図るとともに、これを
全国に、さらに全世界に発
信していくことを目的とす
る。

目的 目的 目的 目的 目的 目的 目的 目的

定義 基本方針 青少年育成の基本 基本方針 定義 基本方針 市の責務 基本方針

基本方針 市長の責務 青少年の心構え 市の責務 基本理念 基本施策 市民の責務 重点活動

議会の責務 議会の役割 家庭、学校及び地域社会の役割等 市民の役割 市の責務及び役割 事業者の役割 都道府県がん診療連携拠点病院の役割 神在月文化振興会議

議長の責務 行財政改革に対する基本姿勢 ネットワークの形成 観光関係団体・事業者の役割 市民の責務及び役割 経済団体の役割 都道府県がん診療連携拠点病院との連携強化及び支援 委任

議員の責務 行財政改革に向けた取組み 市の責務 財政上の措置 事業者の責務及び役割 大学・研究機関の役割 がん予防対策の推進

議会の役割 財政運営 委任 委任 旅行者等の責務 委任 がん検診の受診率の向上等

議員の役割 環境基本計画 がん対策に関する広報等

議会への市民参加の取り組み 環境基木計画と他の施策との整合 患者会等の活動の支援

開かれた議会 年次報告 国、県等との連携

政務調査費 環境の保全及び創造に関する学習等 財政上の措置

行政視察 情報の収集及び提供

議会改革への取組み 環境基準の設定

議会事務局 資源の循環的な利用等の促進

議会図書室 推進体制の整備

他の条例等との関係 環境の保全活動に関する支援等

委任 監視体制等の整備

出雲市環境審議会の設置

出雲市環境審議会の任務

出雲市環境審議会の組織

出雲市環境審議会の委員の任期

出雲市環境審議会の会長及び副会長

出雲市環境審議会の会議
出雲市環境審議会の資料提出の要求等

出雲市環境審議会の部会
出雲市環境審議会の委員の報酬及び費用弁償

出雲市環境審議会の庶務

委任
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