
新たな出雲市総合振興計画（新旧対照表）

項目 旧 新

表紙 子どもたちの絵に変更

裏表紙 「神話の夢舞台出雲」の追加

目次 レイアウト 別紙Ｐ１、Ｐ２のとおり修正

Ⅰ．総合振興計画について 策定の趣旨 Ｐ３　写真 別紙Ｐ３　斐伊川の写真に変更

P４　市民が主役のまちづくり
●情報公開と広報広聴機能の充実により、公
正性・透明性を高めるとともに、市民が政策決
定に参画することができる開かれたまちづくりを
進め、市民と行政がそれぞれの役割と責任の
もと協働のまちづくりを進めます。

Ｐ４　市民が主役のまちづくり
●情報公開と広報広聴機能の充実により、公
正性・透明性を高めます。
●市民が政策決定に参画することができる開
かれたまちづくりを進めます。
●市民と行政がそれぞれの役割と責任のもと
協働のまちづくりを進めます。

P４　地域特性が光るまちづくり
●地域の伝統文化や産業、地域活動を継承・
発展させ、地域の特性と魅力が輝くまちづくりを
進めるとともに、新たな市の一体感の醸成を図
り、市の総合力を高め、次の世代に引き継ぎま
す。

Ｐ４　地域特性が光るまちづくり
●地域の伝統文化や産業、地域活動を継承・
発展させ、地域の特性と魅力が輝くまちづくりを
進めます。
●新たな市の一体感の醸成を図り、市の総合
力を高め、次の世代に引き継ぎます。

P４　自立するまちづくり
●地方分権・地域主権時代に対応した自主・
自立する自治体づくりをめざすため、一層の行
財政改革に取り組むとともに、市民と行政が一
体となり効率的かつ長期的に安定した行財政
運営に努めます。

Ｐ４　自立するまちづくり
●地方分権・地域主権時代に対応した自主・
自立する自治体づくりをめざすため、一層の行
財政改革に取り組みます。
●市民と行政が一体となり効率的かつ長期的
に安定した行財政運営に努めます。

構成

P５
■構成
基本構想〔計画期間10年〕

レイアウト、実施計画（中期財政計画)の下の図

Ｐ5
■構成
基本構想〔計画期間10年〕（新たな出雲の國
づくり計画　出雲未来図〕

レイアウトの変更、推進フローに変更

Ｐ７（２）安全・安心社会への関心の高まり
右列3行目｢訓練を行うことが求められていま
す。本市としては・・・｣
右列７行目｢・・安全で安心な地域内エネル
ギーの自給率を高める必要があります。｣

Ｐ８（２）安全・安心社会への関心の高まり
右列２行目｢訓練を行うことが求められていま
す。原子力発電所の隣接市である本市として
は・・・｣
右列8行目｢な地域内の再生可能エネルギー
の自給率を高める必要があります。｣

Ｐ７の下のグラフについて
項目が８あるのに、棒グラフは７本しかない。

項目を７つに修正、出典削除

Ｐ８（３）世界的な経済危機と経済のグローバル
化の写真

削除

Ｐ８（４）高度情報化の進展
左列８行目｢及ぼすとともに私たちの市民生活
においても、・・・｣

Ｐ９（４）高度情報化の進展
左列８行目｢及ぼすとともに私たちの市民生活
においても、・・・｣

Ｐ８（４）高度情報化の進展
SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

Ｐ９（４）高度情報化の進展
※SNS 説明文を追加

Ｐ９（５）環境問題への関心の高まりの写真
Ｐ１０（５）環境問題への関心の高まりの写真
差替え（電気自動車）

Ｐ９（５）環境問題への関心の高まり
右列４行目『本市においても｢リディース（ごみを
出さない）」、「リユース（再使用する）」、「リサイ
クル（再生利用する）」の３Rの推進や、新エネ
ルギー・・・』

右列６行目｢新エネルギーの導入、省エネル
ギー社会の実現に取り組む必要があります。｣

Ｐ１０（５）環境問題への関心の高まり
右列３行目『本市においてもごみの減量化とと
もに｢リディース（ごみを出さない）」、「リユース
（再使用する）」、「リサイクル（再生利用する）」
の３Rの取り組みの推進や、新エネルギー・・・』

右列４行目｢新エネルギーの導入、省エネル
ギー社会の実現に更に取り組む必要がありま
す。｣

Ｐ９（６）市民の社会参加意識（ボランティア、
NPO)の高まり
左列７行目「だけではなく、市民・企業団体・行
政がそれぞれの役割分担を認識し、・・・」

右列３行目「取り組みを進めることが必要で
す。」

右列６行目「適切な支援を行うことが求められ
ています。」

Ｐ１０（６）市民の社会参加意識（ボランティア、
NPO)の高まり
左列７行目「だけではなく、市民・企業団体・行
政がそれぞれの役割分担を認識し、・・・」

右列3行目「取り組みを進めることが求められて
います。」

右列６行目「適切な支援を行うことが必要で
す。」

Ⅰ．総合振興計画について

基本理念

Ⅱ．出雲市をとりまく時代背
景

表紙

資 料 １
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項目 旧 新

Ⅲ．出雲市の地域特性
P１０（１）合併による新出雲市の誕生
４行目「その地勢は、北部は国引き神話で知ら
れる島根半島、中央部は・・・」

P１１（１）合併による新出雲市の誕生
「その地勢は、北部は国引き神話で知られる、
その一部は大山隠岐国立公園にも指定された
島根半島、中央部は・・・」

P１２　項目の前の番号の説明文を追加
P１３
※項目の前の番号は、満足度調査の質問の
整理番号です。

P１２　 初の説明文「市の施策、取り組みに対
する満足度・重要度を調査することで、計画策
定の参考とさせていただくため、市民満足度調
査を実施しました。」

P１３
　市の施策・取り組みに対する市民の満足度・
重要度を調査する「市民満足度調査」を実施し
ました。
　この結果も踏まえ本市の主要な課題を分析
し、将来像実現への基本方策に生かしました。

Ⅴ．出雲市の主要な課題 修正なし

まちづくりの将来像
Ｐ１４　「げんき、やさしさ、しあわせあふれる　縁
結びのまち　出雲」の解説文
レイアウト

Ｐ１５ 追加
・市民が元気にくらし、産業が盛んな元気なま
ち
・人の優しさを感じる、笑顔と幸せあふれるまち
・あらゆるご縁を結び、出雲に誇りを持てるまち

将来像実現への基本方策

将来像実現への基本方策
　安全・安心都市の創造

P１６　体系図「ゆとりと潤いのある居住空間の
整備」の小項目

Ｐ１７　体系図「ゆとりと潤いのある居住空間の
整備」の小項目「下水道の整備」の次に「バリア
フリーの促進」を追加。

P１７　左列１７行目「県内 大の農業産出額を
誇る本市は、水稲・野菜・果樹・花き・畜産など
において多様なブランド品を持つ産地です。生
産基盤の整備と技術開発、生産設備の整備充
実による高付加価値化やブランド化を図り、収
益性の向上と安全な食の提供に努めます。」

Ｐ１８　左列１７段落目「県内 大の農業地帯
である本市は、穀物・野菜・果樹・花き・畜産な
どにおいて多種多様な品目を誇り、県の農業
産出額の1/4以上を占めるなど、この分野の
リーダー役として大きな注目と期待を集めてい
ます。
　土地基盤や生産施設の整備により生産性向
上と高品質化をさらに進め、安全・安心な食の
提供などにより、活力と魅力にあふれた農の環
境づくりを進めます。」

P１７　左列下から６行目「市全体の木材生産
及び消費の拡大に努めてまいります。」

Ｐ１８　左列下から８行目「市全体の木材生産
及び消費の拡大に努めてまいります。」

P１７　右列３行目「さらに”出雲ブランド”の知名
度を生かし、市内企業の製品や伝統工芸品の
販売促進や販路開拓を後押しするとともに、市
場ニーズに応える新たな商品、特産品開発の
促進を図ります。また、地場産業の共通課題で
ある後継者や担い手の育成にも努めます。」

P１８　右列１行目「さらに”出雲ブランド”の知名
度を生かし、農林水産物、市内企業の製品、
伝統工芸品の販売促進や販路開拓を後押し
するとともに、市場ニーズに応える新たな商品、
特産品開発の促進を図ります。また、第1次産
業をはじめ、地場産業の共通課題である後継
者や担い手の育成にも努めます。」

P１７　右列１４行目「観光客の受け入れ態勢に
ついては、温泉の活用やホテル立地を促進し、
滞在型観光の取り組みを進めると・・・」

Ｐ１８　右列１３行目「観光客の受け入れ態勢に
ついては、温泉の活用やホテル立地を促進し、
まち歩きの誘導など滞在型観光のを促す取り
組みを進めると・・・」

P１８　体系図真ん中上「産業の振興と発展」
P１９　体系図真ん中上「商工・サービス業の振
興と発展」

P１８　体系図小項目「製造業（工業）の活性
化」

P１９　体系図小項目「工業の活性化」

P１９　左列１５行目「また、ごみの減量化、資源
化、リサイクルのための施策を実施することによ
り、環境にやさしい・・・」

P２０　左列１５行目　「また、ごみの減量化に徹
底して取り組むとともに、ごみの発生抑制、再使
用、再生利用の３Rの取り組みを強力に推進す
ることでごみの減量化、資源化、リサイクルのた
めの施策を実施することにより、環境にやさし
い・・・」

P１９　右列２行目「芸術文化の振興について
は、・・・」の前に追加

Ｐ２０　右列１行目「また、環境保全施策として、
水環境などの自然環境の向上に努めるととも
に、環境学習の充実を通じて市民の環境美化
意識を高めていく取り組みを推進します。」

P１９　右列１４行目「歴史文化遺産の保存活
用については、出雲弥生の森博物館を拠点と
し、荒神谷博物館と連携しながら・・・」

Ｐ２０　右列１７行目「歴史文化遺産の保存活
用については、出雲弥生の森博物館を拠点と
し、荒神谷博物館や古代出雲歴史博物館と連
携しながら・・・」

将来像実現への基本方策
　交流拠点都市の創造

P２１　右列３行目「交通基盤の整備について
は、鉄道の高速化の推進や海運による物流拠
点機能の強化を図るとともに、災害時に対応す
る救援活動の拠点として出雲河下港の整備を
促進します。」

Ｐ２２　「交通基盤の整備については、鉄道の高
速化の推進や出雲河下港を海運による広域物
流や災害時の救援活動の拠点として整備促進
を図るとともに、近隣市町や関係機関と連携し
ながら利用促進に努めます。」

Ⅵ．出雲市の将来像

将来像実現への基本方策
　産業・観光都市の創造

将来像実現への基本方策
　環境・文化都市の創造

Ⅳ．市民満足度調査結果
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項目 旧 新

将来像実現への基本方策
　健康・福祉都市の創造

P２３　左列１６行目「各種保健施策や疾病予
防対策、健康づくりに関する意識啓発などの充
実に努めます。」

Ｐ２４右列１行目各種保健施策や疾病予防対
策、自殺防止対策、健康づくりに関する意識啓
発などの充実に努めます。」

Ｐ２５　左列１１行目｢確かな学力と豊かな・・・｣

Ｐ２６左列11行目｢確かな学力と豊かな・・・｣の
前に｢また、保育所・幼稚園の幼児が円滑に小
学校に就学できるよう、保育所・幼稚園・小学
校の連携の取り組みも更に推進します。｣を追
加

Ｐ２５　左列１５行目｢さらに、特別な支援を必要
とする児童生徒や障がいの多様化・重複化・重
度化傾向への対応、学校への不適応や・・・｣

Ｐ２６左列１９列目｢さらに、特別な支援を必要
とする児童生徒や障がいの多様化・重複化・重
度化傾向への対応、不登校やいじめといった
学校への不適応や・・・｣

Ｐ２５　右列２行目｢また、ニート、ひきこもりなど
困難を抱える子ども・・・｣

Ｐ２６　右列１行目｢また、ニート、ひきこもりな
ど、子ども・若者が抱える問題が複雑化・深刻
化する中、困難を抱える子ども・・・｣

Ｐ２５　右列２０行目｢町内会、自治会などのコ
ミュニティ活動、NPO、ボランティア活動などの
市民活動を積極的に推進し、多様化・高度化
する住民ニーズ・・・｣

Ｐ２６　右列２０行目｢町内会、自治会への加入
促進の支援などコミュニティ活動の一層の充実
を図るとともに、NPO、ボランティア活動などの
市民活動を積極的に推進し、協働の仕組みづ
くりを構築するとともに多様化・高度化する住民
ニーズ・・・｣

Ｐ２６　体系図｢お互いを思いやり・尊重しあうま
ちづくりの推進｣

Ｐ２６　体系図｢お互いを思いやり、尊重しあうま
ちづくりの推進｣

行政改革の推進

Ｐ２７　３行目「本市においては、平成17年３月
の合併前後からの集中投資により起債（借金）
の残高が急激に増加しており、投資的経費の
抑制により、平成21年度からようやく若干の減
少傾向に転じたものの、平成23年10月斐川町
との合併により公債費は更に増加市平成25年
度にピークを迎え、その後も高止まりの状況が
続く見込みです。
　財政の健全化を表す指標を見ると、斐川町と
の合併後において、実質公債費比率、将来負
担比率ともに早期健全化基準には至らないも
のの、平成23年度の数値はそれぞれ２１．
４％、２３７．７％と県内8市で も悪い状況で、
起債（借金）の抑制に努めなければ、今後更に
悪化していくことが予測されます。」

２０行目「職員の定員管理と給与の適正化、公
債費及び起債残高の抑制など、着実かつ実効
性のある改革を実施し、合併効果を 大限発
揮し行政の効率化、スリム化を図っていきま
す。」

Ｐ２８　３行目「本市においては、平成17年３月
の合併前後からの集中投資により起債（借金）
の残高が急激に増加しましたがており、投資的
経費をの抑制しにより、平成21年度から減少
傾向に転じました。しかしながら、借金返済のた
めの予算である公債費は、依然として増加傾
向にあり、平成25年度にピークを迎えますが、
その後も高止まりの状況が続く見込みとなって
います。
　財政の健全度を公債費負担の状況から表す
指標である、実質公債費比率、将来負担比率
ともに早期健全化基準には至らないものの、平
成23年度の数値はそれぞれ２１．４％、２３７．
７％と県内8市で も悪い状況であり、引き続き
起債（借金）発行の抑制に努めなければなりま
せん。」

１１行目「１０年を経過する平成27年度から段
階的に減額され、平成３４年度平成３３年に
は、５０億円近い一般財源が減少する見込みと
なっています。」

１９行目「職員の定員管理と給与の適正化、公
債費及び起債残高の抑制、公共サービスを受
ける市民の負担の適正化など、市民の理解と
協力を得ながら、着実かつ実効性のある改革
を実施し、合併効果を 大限発揮し行政の効
率化、スリム化を図っていきます。」

平成３３年の目標〈人口・交流人口〉

Ｐ２９　4行目「全国から多くの参拝客、観光客
が訪れることが期待され、表参道の神門通りの
整備・・・」

交流人口のグラフの平成３３年の説明

Ｐ３０　4行目「全国から多くの参拝客、観光客
が訪れることが期待され、ます。また、表参道
の神門通りの整備・・・」

削除

Ｐ３０　１）都市拠点　5行目｢こうした都市拠点
を中心に活力あるまちを創造するため、今後、
状況変化に応じて・・｣

Ｐ３１　　１）都市拠点　5行目｢こうした都市拠点
を中心に活力あるまちを創造するため、今後、
の状況変化に応じて・・｣

Ｐ３１　都市拠点の説明　｢都市計画区域の用
途地域（Ｈ２４現在）（拡大予定地域を含む）

Ｐ３２　都市拠点の説明｢都市計画区域の用途
地域（Ｈ２４現在．拡大予定地域を含む）

プロジェクト

Ｐ３２　「戦略プロジェクトは、基本構想で示した
将来像｢げんき、やさしさ、しあわせあふれる
縁結びのまち　出雲｣を実現するため、特に重
点的に取り組む施策、事業を４つのテーマに分
けて示しています。」

Ｐ３３　「基本構想で示したまちづくりの将来像｢
げんき、やさしさ、しあわせあふれる　縁結びの
まち　出雲｣を実現するための基本方策を進め
るにあたり、市をあげて取り組む４つのテーマを｢
戦略プロジェクト｣として掲げ、特に重点的に取り
組んでいきます。

雇用創出２，０００人プロジェクト

P３３　リード文２行目「企業誘致や起業化支援
に積極的に取り組むとともに、産業構造の変化
や若者層の就業ニーズに対応し、福祉、介護
分野、第一次産業など多様な就業機会の確
保に努め、１０年間で２，０００人の新たな雇用
創出をめざします。」

Ｐ３４　リード文３行目「企業誘致や起業化支援
に積極的に取り組むとともに、福祉や介護、農
林水産業など幅広い分野の人材需要を掘り起
こし、産業構造の変化や若年層などの就業
ニーズに対応した多様な就業機会の確保に努
めることにより、１０年間で２，０００人の新たな
雇用創出をめざします。」

Ⅵ．出雲市の将来像

将来像実現への基本方策
　人材育成都市の創造

土地利用計画の基本指針

戦略プロジェクト
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項目 旧 新

P３３　農林水産業の振興　「本市の農林水産
業は地域を支える重要な産業であり、地域振
興の要であります。なず、農林水産物の生産拡
大と市場性の向上を図るため、生産技術開発
や品質向上対策などの支援に努め、販路拡大
と高付付加価値化に取り組みます。また、食の
安全を守ると共に地産地消を進め、食料自給
率の向上にも努めます。」

P３４　農林水産業の振興「農林水産業は本市
発展の基礎となる重要な産業であり、地域振
興の要です。農林水産の各分野において、働く
者の努力と個性が生きる魅力的な就労環境と
なるよう、生産基盤の整備、新技術の開発、業
務の効率化・省力化、出雲の知名度を生かし
た販売戦略展開などを進めてまいります。
また農林水産業は、住や食などを通して、市民
の健康的・文化的生活に密接に関係することを
踏まえ、安全・安心な地場産品の生産と消費
が進むよう環境整備に努めます。」

P３３　商工業の振興　４行目「また、中心市街
地をはじめ既存の商業集積地においえは、空き
店舗対策、商業環境整備、イベント開催支援
などにより、賑わい、交流の場を再生します。」

P３４　商工業の振興４行目「また、中核都市拠
点の中心市街地や東部都市拠点の商店街な
どにおいては、空き店舗対策、商業環境整備、
イベント開催支援などにより、賑わいや交流の
場機能の再生を図ります。」

P３５　新産業の創出　６行目「また、情報通信
ビジネスなど、創造性と豊かな感性で夢を実現
させる方策を検討します。」

P３５　新産業の創出「また、情報通信ビジネス
など、創造性と豊かな感性で夢を実現させる方
策を検討します。」

P３５　企業誘致の推進　１行目「本市のもつ企
業集積と恵まれた産業基盤、交通利便性の強
みを生かし、既存の工業団地や空き向上など
の低・未利用地への企業誘致を図りま
す。・・・・・」

P３６　企業誘致の推進　１行目「本市のもつ企
業集積と恵まれた産業基盤、交通利便性の強
みを生かし既存の工業団地や空き工場などの
低・未利用地への企業誘致を図りまするととも
に、中心市街地などへIT関連などソフト産業系
業種の誘致も促進します。」

P３６　リード文　後段｢本市に住み続けたい、住
んでみたいと思っていただけるために、市民、企
業、団体、行政それぞれのもてる総合力を結
集して出雲市の魅力を高め、定住人口17万人
台の維持をめざして全力で取り組みます。｣

P３７　リード文　後段｢本市に住み続けたい、住
んでみたいと思っていただけるために、市民、企
業、団体、行政それぞれのもてる総合力を結
集して、縁結び、雇用、子育て、出雲ブランド、
スポーツ、文化、人材など出雲市の魅力を高
め、定住人口17万人台の維持をめざして全力
で取り組みます。｣

P３６　定住支援　5行目｢また、新築住宅に対
する固定資産税の課税免除制度を平成28年
まで延長し、定住促進を図ります。｣

P３７　定住支援　４行目｢また、新築住宅に対
する固定資産税の課税免除制度を平成28年
まで延長し住宅の建設を促進するとともに、既
存の市営住宅などの活用により安定した住宅
を提供し、定住促進を図ります。｣

P３７　市民活動の支援　７行目｢また、出雲市
総合ボランティアセンターを中心に出雲市全域
で広範なボランティア活動の・・・｣

P３８　市民活動の支援　９行目｢また、出雲市
総合ボランティアセンターを中心に出雲市全域
で※広範なボランティア活動の・・・｣

※広範なボランティア活動
個人やグループ、団体などが行う福祉、教育、
文化、芸術、スポーツ、環境、国際協力、まち
づくり、人権など幅広い市民活動のこと

Ｐ３８　タイトル｢縁結びプロジェクト（男女の出会
いの場創出、婚活支援）｣

９行目｢地域の団体、企業などと連携を図りな
がら結婚を望む方が交流できる様々な出会い
の場の創出や、縁結びボランティア団体などへ
の支援を行います。｣

P３８　タイトル｢縁結びプロジェクト（男女の出会
いの場創出、結婚支援）｣

９行目｢地域の団体、企業などと連携を図りな
がら結婚を望む方が交流できる様々な出会い
の場の創出や、縁結びボランティア団体などへ
の支援を行います。市民が主体となった結婚
支援活動を支援します。｣

P３９　リード文後段2行目『・・・｢スポーツ｣｢医
療｣などをキーワードとした、多様な観光客の
ニーズに対応した各種施策を展開し、国内、国
外を問わず広く広域連携による・・・・』

P４０　リード文後段２行目『・・・｢スポーツ｣｢医
療｣などをキーワードに、出雲の知名度向上にも
繋がる全国規模の各種大会や催事の開催、と
した、多様な観光客のニーズに対応した各種
施策をの展開しや、国内、国外を問わず広く広
域連携による・・・・』

P３９　観光ネットワークの構築
1行目「歴史文化、自然、産業などの豊かな地
域資源を活かし・・・」

４行目「観光スポットを巡る移動手段をわかりや
すく整理し、周遊性や利便性を強化します。」

P４０　観光ネットワークの構築　１行目の前に追
加「パワースポットとして注目を集める須佐神
社、江戸期の街並みの面影をとどめる木綿街
道、夏でも冷風が吹き出す八雲風穴、映画「Ｒ
ＡＩＬＷＡＹＳ」の舞台となった一畑電車など、歴
史文化、自然、産業などの豊かな地域資源を
生かし、・・・」

６行目「観光スポットを巡る移動手段をわかりや
すく整理し提供し、観光客の周遊性や利便性
を強化します高めます。」

P４０　歴史文化のシンボル空間の整備　２行
目
「・・・景観の保全と形成を図ります。神迎えの
道などの散策道の美装化、誘導看板の設
置・・・」

P４１　歴史文化のシンボル空間の整備３行目
「・・・・・・景観の保全と形成を図ります。出雲阿
国ゆかりの地などのスポットを結ぶ回遊コース
や神迎えの道などの散策道の美装化、誘導看
板の設置・・・」

戦略プロジェクト

雇用創出２，０００人プロジェクト

定住人口キープ１７万人プロ
ジェクト
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項目 旧 新

P４０「守り育てる」にプロジェクトを追加

タイトル　「出雲ブランドの推進（神在月、地域の
特色を生かした交流推進）」
神在月にあわせ、イベントを含めた様々な情報
を全国に発信します。また、出雲全日本大学
選抜駅伝競走、神在月出雲そばまつり、出雲
総合芸術文化祭など、大型イベントを実施し、
全国からの誘客を図るとともに、出雲発祥の
「ぜんざい」など食文化を通じた交流を推進しま
す。

P４１　広域交通ネットワークの構築　８行目「出
雲河下港については、海運による物流拠点機
能の強化として湾内の静穏度を確保し、年間を
通して、安定的な利用が可能となるように沖防
波堤の整備促進を図ります。」

P４１　広域交通ネットワークの構築
「出雲河下港については、湾内の静穏度を確
保し、年間を通して、安定的な利用を可能とす
る沖防波堤の整備及びアクセス道路の整備を
推進し、国内外との海運拠点としての機能強化
を図ります。」

P４１　スポーツ・レジャー空間の活用　「美しく
豊かな海岸線、宍道湖・神西湖周辺や斐伊
川・神戸川流域の森と水を生かし、市民の憩い
の場として、また交流人口の拡大のため、市内
各種施設と連携しながら様々なスポーツ・レ
ジャー空間としての活用を図ります。休園状態
にある出雲いりすの丘は、日本三美人の湯であ
る湯の川温泉の活性化と連携を含めた民間活
力の導入などあらゆる活用の方策を検討しま
す。」

P４２　スポーツ・レジャー空間の活用
「日御碕、キララビーチに代表される美しく豊か
な海岸線、宍道湖・神西湖周辺、斐伊川・神
戸川流域、さらに絶好のビュースポットである立
久恵峡など山系の森と水を生かし、市民の憩
いの場として、また交流人口の拡大のため、市
内各種施設と連携しながら様々なスポーツ・レ
ジャー空間としての活用を図ります。
現在休園状態にある出雲いりすの丘は、日本
三美人の湯である湯の川温泉の活性化と連携
を含めた民間活力の導入などあらゆる活用の
方策を検討します。」

P４２　リード文７行目『・・・｢すっと出雲市に住み
続けたい」、「出雲が大好き」と思える住みやす
さ№1のまちをめざします。｣』

P４３　リード文７行目『・・・｢すっと出雲市に住み
続けたい」、「出雲が大好き」と思える｢市民一
人ひとりにとって住みやすさ№1のまちをめざし
ます。｣』

Ｐ４３　人材育成（文化・スポーツの振興、学力
向上、特色ある学校教育、ボランティア育成）３
行目｢・・・創造性豊かな人材の育成をめざしま
す。｣

９行目｢・・・主体的な市民活動、コミュニティ活
動、ボランティア活動を支援し、市民が主役の
まちづくりを推進します。｣

P４３　人材育成（文化・スポーツの振興、学力
向上、特色ある学校教育、ボランティア育成）３
行目｢・・・創造性豊かな人材の育成をめざしま
す。特別な支援や不登校、問題行動など困難
を抱える児童生徒への支援など子どもたち一
人ひとりを大切にする教育を実践します。｣

８行目｢・・・主体的な市民活動、コミュニティ活
動、ボランティア活動を支援し、市民が主役の
まちづくり協働のまちづくりを推進します。｣

Ｐ４６　新たなチャレンジにプロジェクト追加

P４６　タイトル「グリーンステップの利活用」
斐伊川放水路事業の残土処理場｢グリーンス
テップ｣については、広大な用地を生かし、地域
の発展に繋がるような利活用策の検討を行い
ます。

P４６　斐川地域の各公民館

P４６　○○コミュニティセンターと記載する。
※斐川地域のコミュニティセンターは、平成25
年3月までは公民館であり、同年4月から名称
変更の予定。

多伎支所周辺 観光都市拠点ゾーンとして位置づける。

湖陵支所周辺 中核都市拠点ゾーンとして位置づける。

わかあゆの里、須佐神社、飯の原農村公園周
辺

緑の交流ゾーンとして位置づける。

地域特性が光るまちづくり
各地域まちづくり計画を記載する。
地域まちづくり計画の説明を追加。

支所の表記（現在：出雲市役所○○支所） 市役所○○支所とする。

その他 全体

用語の統一
　「等」→「など」
　「取組」→「取り組み」
　「さまざま」→「様々」
レイアウトの微調整　など

住みやすさ№１プロジェクト

地域別のまちづくり像

戦略プロジェクト

交流人口１，０００万人プロジェ
クト
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