第18回出雲全日本大学選抜駅伝競走
通過予定時刻
所

平田・出雲地域の日程をお知らせします
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今後のまちづくりに
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10月9日（体育の日）
、駅伝シーズンの幕開け
を飾る「第18回出雲全日本大学選抜駅伝競走」
を開催します。
出雲大社を13時5分にスタートし、ゴールの
出雲ドームまで、6区間44キロメートルで、出
場21チームによる熱戦が繰り広げられます。沿
道での声援をよろしくお願いします。
なお、大会の模様は、当日13時から全国生中
継にてテレビ放送されます。遠くにお住いの知
人・友人にも、ぜひお知らせください。

出雲市役所前

平田図書館
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生かすために開催している
『市政フォーラム』。西尾理
弘市長が市内の各会場に出
かけ、市の重点施策の説明
や市政全般に関しての意見
交換を行います。
７・８月に実施した湖陵・
佐田・大社・多伎地域では、
たくさんの意見をいただき
ました。
１０・１１月に行う平田・
出雲地域の日程が右表の
とおり決まりましたので、
お知らせします。皆さん、
ぜひ参加してください。

出場校（出場回数）：21チーム
東海大学（13）
日本大学（16）
立命館大学（7）
中央大学（18）
順天堂大学（17）
京都産業大学（18）
日本体育大学（12） 駒澤大学（14）
徳山大学（9）
中国四国学連選抜（18）
北海道学連選抜（18） 法政大学（10）
第一工業大学（11）
東北学連選抜（18） 東洋大学（7）
亜細亜大学（5）
北信越学連選抜（18） 日本文理大学（初）
米国IVYリーグ選抜（9）
山梨学院大学（15） 名古屋大学（初）

大会当日は、大幅な交通規制を行います。
詳しくは、
今回の広報いずもと一緒に配布
する交通規制チラシ、または大会ホーム
ページ（http://www.izumo-ekiden.jp）
をご覧ください。

10月9日（体育の日） 13：00〜15：25
●おたずね／出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会事務局
〔スポーツ振興課内（TEL 21−2341）
〕
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◎平田地域〔いずれも19時〜20時30分〕 ◎出雲地域〔いずれも19時〜20時30分〕
開催日
地区名
10月 2日（月） 北浜
10月 3日（火） 佐香
10月10日（火） 灘分
10月11日（水） 鰐淵
10月12日（木） 国富
10月13日（金） 伊野
10月23日（月） 檜山
10月24日（火） 平田
10月25日（水） 東
10月26日（木） 久多美
10月27日（金） 西田

会
場
北浜コミュニティセンター
JFしまね佐香出張所
灘分コミュニティセンター
鰐淵コミュニティセンター
プラッツ金山館
伊野コミュニティセンター
檜山コミュニティセンター
平田学習館
東コミュニティセンター
久多美コミュニティセンター
西田コミュニティセンター

●おたずね／広報情報課
（ＴＥＬ ２１−６５６９）または
平田支所地域振興課
（ＴＥＬ６３−３１１１）

出雲市新庁舎建設調査検討会議報告書（抜粋）

開 会 式
◇10月8日
（日）17：00〜（開場16：00）
◇出雲市民会館 大ホール
開会式は誰でも入場できます。いっしょに
駅伝を盛り上げましょう。

会
場
稗原コミュニティセンター
乙立コミュニティセンター
高浜コミュニティセンター
上津コミュニティセンター
鳶巣コミュニティセンター
川跡コミュニティセンター
大津コミュニティセンター
四絡コミュニティセンター
長浜コミュニティセンター
高松コミュニティセンター
朝山コミュニティセンター
古志コミュニティセンター
今市コミュニティセンター
神門コミュニティセンター
神西コミュニティセンター
塩冶コミュニティセンター

新庁舎建設調査検討会議

【新庁舎の位置】
中央病院跡地が適当である。現在地については、
将来の出雲市の発展を期して、中央病院跡地と一
体的に考え、用地の一層の有効利用を図るため、
議会と鋭意協議・検討願いたい。
【新庁舎の規模】
職員700人程度を想定した延床面積19,000㎡
を基本に、行政活動の拠点として各機能が適切に
発揮できるよう合理的な配置とされたい。
【新庁舎の機能等】
●バリアフリー、ユニバーサルデザインへの配慮
障害者や高齢者の方々、そしてすべての人に配
慮した庁舎とされたい。
●防災機能
災害時の本部機能を備え、
本部隣接の公園（広場）
を避難所等とするなど、防災センター機能の新
庁舎への集積について検討されたい。

沿道での温かい声援は選手たちの力となります
（第5中継所 島根ワイナリー前）

開催日
地区名
10月16日（月） 稗原
11月 1日（水） 乙立
11月 2日（木） 高浜
11月 4日（土） 上津
11月 6日（月） 鳶巣
11月 7日（火） 川跡
11月 8日（水） 大津
11月12日（日） 四絡
11月13日（月） 長浜
11月14日（火） 高松
11月18日（土） 朝山
11月20日（月） 古志
11月24日（金） 今市
11月25日（土） 神門
11月26日（日） 神西
11月30日（木） 塩冶

【新庁舎の建設、維持管理等のコスト縮減について】
●建設コストの縮減
厳しい財政状況に鑑み、機能性、安全性等に配
慮しつつ、建設コストの縮減を極力図られたい。
●維持管理コストの節減
省エネルギー対策など環境への十分な配慮をさ
れたい。

●おたずね／
財政課 庁舎整備室（ＴＥＬ ２１−６５６７）

西尾市長に報告書を提出する西田会長【写真左】（8月22日）

新庁舎建設について、市民から広く意見を聞く
ため、４月に『出雲市新庁舎建設調査検討会議
（西田郁郎会長：２９人）
』を設置しました。
６月２日には、西尾市長に対し、「新庁舎の建
設場所については、中央病院跡地が適当」との中
間報告を行い、その後も先進地視察を実施するな
ど、調査・検討を重ねてきました。
８月２２日、７回にわたる会議の意見をまとめた
報告書の提出がありましたのでお知らせします。
市では、今後、この報告内容などを踏まえ、新
庁舎建設に向けた準備を進めていきます。
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