神門通り2期工事 （出雲大社前駅～大鳥居付近） の担当者
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現在、 電気及び電話の入線作業を実施しており、 年末には電柱がなくなり、 新しい照明灯が点灯
できる予定です。 電柱がなくなった後の石畳舗装と植栽桝を仕上げ、 来年２月中旬には２期工事
区間の全ての工事が完了します。

電気工事
担当

電話工事
担当

照明灯工事
担当

石畳工事
担当

【施工者】

【発注者】

㈱中電工島根統括支社

㈱中国電力松江営業所

現場代理人：金山
☎ 0852-23-2260

担当：寺本
☎ 0852-32-0233

【施工者】

【発注者】

㈱ソルコム出雲オフィス

ＮＴＴインフラネット㈱中国支店

現場代理人：馬明
☎ 0853-20-7822

担当：門脇
☎ 0852-55-8100

【施工者】

【発注者】

神州電気㈱

島根県出雲県土整備事務所

現場代理人：矢田
☎ 0853-22-3344

担当：荒木
☎ 0853-30-5667

【施工者】

【発注者】

まるなか建設㈱

島根県出雲県土整備事務所

現場代理人：伊藤
☎ 0852-60-2288

担当：荒木
☎ 0853-30-5667

神門通り２期工事（出雲大社前駅～大鳥居付近）について
工

種

地中の電線管に配線する工事
電柱を撤去する工事
残りの照明灯を設置して配線する工事
残りの石畳舗装と植栽桝を仕上げる工事

工事主体

11月

平成2７年11月20日

神門通りＰＲ館は１１月３０日で閉館します。
これまで1年半もの間、
ありがとうございました！
！
神門通り第 2 期工事の開始に伴い平成 26 年 5 月 19 日から開館した PR 館も、 石畳舗装工事などが
ほぼ完了したことなどから、 神門通り１００周年記念式典を区切りとし、 11 月 30 日をもって役目を終える
こととなりました。 これまで、 来館いただいた地元の皆様には、 あたたかく見守っていただきありがとうご
※神門通り工事かわら版は２期工事完了まで続けて発行します。
ざいました。

神門通りPR館アルバム

※平成26年5月19日～平成27年11月10日までの総来館者数

観光客や地元の方など、開館からこれまでに延べ7,200人※の方にお越しいただきました！

縁結び人生ゲームでは
PR館もマスのひとつに！

大社小学校・大社中学校での授業や、地元の方々や通りのお店で働く方々への講座を開き
神門通りのこれまでの歩みや取り組みについて紹介しました。

- 今後の工事スケジュール12月

平成27年度

1月

2月

電線管理者
島根県

大社小学校2年生に授業

大社中学校3年生に出前授業

コミセンのみなさんと

石畳に残そう100年のメッセージ記入イベントも多くの方々に参加いただきました。
テレビにも出演

出雲県土整備事務所 都市整備課からのメッセージ
神門通り１００周年おめでとうございます！この区切りの年に神門通りの整備に携われて
いることに心から感謝します。ＰＲ館に寄せられたたくさんのメッセージカードを繰返し
読むにつれ、これまでの工事に協力していただいた沿道の皆さん、携わっていただいた設計
業者、施工業者の皆さん、本当に多くの方々に支えられてこの事業が進められてきたことを
強く再認識いたしました。この生まれ変わった神門通りがこの先１００年も愛される続ける
道であってほしいと心から願います。（2 期工事はもう少しだけ続きます。）
また、かわいがっていただいた「神門通りＰＲ館」も
今月末で閉館することになりました。何度も足を運んで
いただいた地元の皆さん、現場と地元、現場と観光客の
橋渡しをしてくれたナビゲーターの皆さん、これまで
本当にありがとうございました。（荒）
なぎら あらき
こばやし あだち
島根県出雲県土整備事務所都市整備課

ナビゲーターからのメッセージ

神門通り PR 館がオープンして 1 年半、 地元の皆さまをはじめ、 多くの方々に来館して頂き
ました。
地元の方でも何回も来館してくださったり、観光客の中には「石畳にメッセージを書いたから」と
もう 1 回来てくださったりと、色々な方とのご縁があり出会えた PR 館でした。
工事期間中は、ご迷惑をおかけしていたにも関わらず「だいぶん、石畳が出来たねー」「もう少
しで完成だね」 などと声もかけて頂きました。そして石畳記入イベントには 2,125 人もの方々に
参加して頂き、皆さんの思いの詰まった石畳が完成しました。
これからも神門通りが 100 年、200 年ずっと愛される道と
なるようにナビゲータ一一同願っています。
大野有理 園山由紀子 多久和直美 松井直子
ありがとうございました。

神門通り

周年記念式典

平成27年11月7日（土）

が開催されました。

「神門通り100周年記念式典」は天候にも恵まれ、多くの方でにぎわいました。大鳥居をくぐっての
出雲大社までのパレードは、マーチングバンドや 二人で100歳パレード、いずも花嫁道中などが連
なり、地元の方や観光客の方など、たくさんの方が見守る中盛大に執り行われました。

全部で385件のメッセージを
いただきました！

神門通りへの沢山の
メッセージを寄せていただきました
わたしは、 しんもんどおりの石
がすきです。 きれいでうつくし
いからです。 だから、 日本じゅ
うの人にきてほしいです。

大社高校マーチングバンド

しん門通りが 100 年たつということを
はじめてしりました。 200 年後にはもっ
と新しくなってて、 せかいじゅうの人が
来てるといいなと思います。
2人で100歳のパレード

いずも花嫁道中
パレードでにぎわう神門通り

大鳥居をくぐって出雲大社へ

メッセージは当日ＰＲ館前に展示し、
たくさんの方にご覧いただきました！

大社神謡

神門通りはいつも登校するとき
に通る場所です。 毎朝神門
通りを通ると落ち着くことがで
きてとても大好きです。 100 周
年おめでとうございます。
１１月７日、
私の結婚記念日と、
100 年目の松に出逢い
ご縁ですね
感謝いたします
歩道が広がり、 大変歩きやすくな
りました。 石畳も歴史ある出雲大
社にぴったりだと思います。 何十
年先も残していただきたいです。

餅まき

私は石畳の道が大好きで、
毎日通勤時に車で走る際のト
コトコという音色を聞くとワク
ワクしてきて、 今日も一日楽
しく頑張ろうと思えます。
100 年という長い時を守り続けてこ
られたのは、地域の皆様の努力があっ
たからこそだと思います。 これからも
活気あふれる神門通りを目指して更
なるご活躍をお祈り申し上げます。

大鳥居をくぐると石畳の神門通り。
晴れていても雨が降っていても情緒
ある景色が広がって本当に素敵な
空間だと思います。 出雲に住んで
いて良かったなと思う所です。
神門通りの石畳。 100kg 強の重
たい石を一個ずつ丁寧に敷きつめ
て頂いた職人の皆様に、 今更な
がら深く感謝申し上げます。

ぼくはしん門通りのまつの
木がすきです。 みどりのと
ころがすごくきれいです。

神門通りにあるおみせの人がみ
んなやさしくてすてきな町だとお
もいました。

出雲商業高校マーチングバンド

私たちの小さいときからあた
り前にあった風景です。 一生
をこの道と過ごす。 思い出が
つまった道です。

地酒まつりオープニングよさこい踊り

ぼくは、 明るくてきれいな神門ど
おりをみんながえがおで歩いている
ところがすきです。

ぼくは、 しん門通りの石だたみ
がいいとおもいました。 人がよろ
こぶようないしだたみをつくってく
れてありがとうございます。

出雲の通り道
神々の通り道 そして、
僕等の通り道神門通り
最近の神門通りのにぎわいに驚い
ています。 これも神門通り甦りの
会の方々の活動があってこその結
果だと思います。 これからもっと発
展していくことを期待しています。

念願の駅伝を見に来ました。 偶
然にもこの場所に導かれ神門通り
の歴史を知る事ができました。 魅
力的な街づくりをされていると知り
ますます出雲が好きになりました。

神門通りをほぼ毎日通ってい
ますが、 いつもきれいだし皆さ
んあたたかくあいさつをしてくだ
さいます。 とにかく明るく温か
く、 誰からも愛される、 そんな
所だと思います。

神門通り 100 周年おめでとう！
俺もダンスで神門通りを盛り
上げるぞー！！！！

神々のおり立つ
素敵なまち
愛にあふれる
あたたかなまち

石畳のチェック柄が素敵です。
神門通り 100 周年おめでとう！！
この先もずっと維持できれば、 より
何回来ても飽きません。
良い街になると思います。
これからも栄えますように

人間も成長していきますが、
同じように神門通りも成長
していくものですね…これから
も魅力あふれる神門通りで
あってください。

松の寿命は 300 ～ 400 年と言われ
ているので人間でいうと 20 ～ 30 歳。
無くてはならない松並木を今後も
100 年以上残せるように保全に取り
組んでいかれるように望んでいます。

多くの人たちの強い思いによって、
素晴らしい通りとして甦ったと思い
ます。 また 100 年、みんなでこの「み
ち」 を、 この 「まち」 を、 将来の
世代に残していきましょう！！

出雲の地ならではのお店が豊富に
出来てきて活気づいて来ました。
ぶらり一人で歩いていてもまるで観
光客になった気持ちになれます。

「出雲大社神門通り」 と呼ぶにふ
さわしいデザインに仕上がり、 荘
厳な雰囲気で人々を境内に誘う
通りとして定着するであろうすばら
しい事業だったと思います。

道づくりワークショップに参加し、
地域の小さなお子様からお年寄り
まで一緒になって熱心に町づくりに
参加され、 進められたこの事業は
すばらしいです。

今まで施工してきた工事の中で最も
大変な工事でしたが、 完成後は観
光客が増え見違えるような通りに変
り、 苦労が報われ、 また地元住民
として大変嬉しく思いました。
石材の裏に参拝者の皆様が記名な
さった一つ一つを大切に、 「希望 ・
願い ・ 夢」 が少しでもこの神話の国
「出雲大社のご加護」 が多くの皆様
にあるようにと施工して参りました。

