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出雲市総合計画審議会会議録 

 
１．会議の名称等 

会議名  第１回出雲市総合計画審議会 
開催日時 平成 24 年 6 月 26 日（火）15:30～17:15 

開催場所 出雲市役所 3 階 庁議室・大会議室 
 

２．会議の出席者  
（１） 委員（２６名） 

石飛なす子委員、石川昭弘委員、板木正久委員、伊藤國昭委員、今岡久美子委員、 
江田小鷹委員、遠藤充子委員、岡名誉委員、勝部勝明委員、川瀬英委員、 
久家明子委員、倉塚香織委員、杉原成也委員、須田日出男委員、周藤昌夫委員、

手銭白三郎委員、長廻利行委員、成瀬公平委員、錦織文子委員、西森大志委員、

三島一男委員、山﨑順子委員、宮本享委員、米原稔委員、渡部美知子委員、 
渡部洋子委員 
※欠席者４名（今岡一朗委員、落合孝悦委員、塩飽邦憲委員、渡部良治委員） 

（２） 出雲市  
長岡市長、黒目副市長、伊藤総合政策部長、高橋総合政策部次長、橋本政策企画

課主査、片寄出雲ブランド推進室室長補佐、政策企画課職員（古山係長、園山係

長、加村主事） 
 

３．議題 
  １ 市長あいさつ 
  ２ 委員紹介 
  ３ 会長・副会長選出 
  ４ 諮問 
  ５ 議事 

（１） 出雲市・斐川町新市基本計画について 

（２） 新たな出雲市総合振興計画（仮称）について 

① 計画の位置付け、性格 

② 新市建設計画、新市基本計画との関係 

③ 計画の枠組み 

④ 計画策定スケジュール 

  ６ その他   
（１）統計資料（人口推計等） 

   （２）市民満足度調査集計結果速報について 

（３）各地域まちづくり計画について 

 
７．議事の要旨 

   別途資料及び次のとおり 
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《議事》 

事務局から説明 

・出雲市・斐川町新市基本計画について 

・新たな出雲市総合振興計画（仮称）について 

① 計画の位置付け、性格 

② 新市建設計画、新市基本計画との関係 

③ 計画の枠組み 

④ 計画策定スケジュール を説明 

 

江田小鷹会長 

事務局から本日の議題１、２の説明がありましたが、これについて、みなさま方か

らご質問があればお願いします。 

 

須田日出男委員 

  審議会のスケジュールについて、市民が主役ということで審議会において議論、討

議をして、成案を得て、それを市長に答申をして、それを市議会にはかられるという

ことですよね。その答申、市議会にはかるという流れの中で、審議会に議長、副議長

がおられるのはどういうことか、いいか悪いかは不勉強でわからないが、これが当た

り前なのかどうなのか。 

 

伊藤総合政策部長 

  議員さんがメンバーに入っているのは審議会の条例の中に市議会の議員ということ

が明記されており、議長さん、副議長さんにお入りいただいている。行政が各種の計

画づくりをするときに、議会の方から参加いただくことについては、いろいろと議論

がある。先ほどお話にありましたように、執行部が計画をつくるときに、議員にお出

かけいただくと、それによって、すでに議会は承認というか、承知をしておられるか

ら議会としてはどうしようもないのではということなど色々なご意見がある。今回の

この総合振興計画は、議会も執行部も一体となってつくるものだという意味も込めて

当初から議員さんにもご参加いただこうという趣旨で、総合計画審議会条例の中の委

員の中に議会からもお出かけいただく規定を設けている、ということであります。 

最近の傾向を申しあげると、執行部がつくる計画に最初から議会の議員さんにお出

かけいただくのは比較的少なくなってきている。この総合振興計画についていえば、

先ほど申しあげたような趣旨から最初から参加、ご意見をいただいているということ

であります。 

 

 《その他》 

事務局から説明 

（１）統計資料（人口推計等） 

  （２）市民満足度調査集計結果速報について 

（３）各地域まちづくり計画について 
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江田小鷹会長 

ただいま、参考資料について、事務局から説明がありましたが、これについて、み

なさま方からご質問があればお願いします。 

 

須田日出男委員 

  満足度調査ですけど、最終的には、最後の８ページの集計結果の「出雲市が住みや

すいか」「これからも出雲市に住み続けたいか」これが答えですか。というのが、統計

処理をどのようにやっておられるかわからないが、例えば、重要度と満足度のデータ

の優位性とかありますよね。重要であるけど満足していないとか、この数値の優位性

みたいなものを統計的に処理されるのか。最終的に、②（出雲市は住みやすいか）と

③（これからも出雲市に住み続けたいか）のところ、もう少し定性的なこともあるか

もしれないが、どういうことを答えで出そうとしているのか。 

 

伊藤総合政策部長 

むしろ最後の８ページは参考でございまして、各政策で満足度が劣っている部分、

どこがどう劣っているのかということを見つけ出し、それを次の計画に活かしていき

たいという思いが強い。そういう面を見たいと思っています。分析の手法は色々とあ

るので、専門家のアドバイスを仰ぎながら、このデータをきちんとした形でお見せす

るようにしたいと思っています。この資料は単純集計したものであり、これだけでは

なかなか判定しにくいものがありますが、住民満足度調査は、ある意味、今までの政

策の通信簿でございます。そういう面では、悪い部分を、どこが悪いのかを見つけ出

し、それを次の１０年間である程度まで引き上げたい、伸ばすところは伸ばすという

のが普通であります。今の段階で私たちの考えとしては、そういう思いで、これを使

いたいな思っています。 

 

川瀬英委員 

  関連した質問ですが、人口減少社会が来ることは間違いない。日本では、すでに毎

年松江市の人口がなくなっているということは紛れもない事実である。お聞きしたい

のは、この人口推計は、国勢調査の数値なのか、住民基本台帳の人口なのか、それか

らこの統計というのは、あくまでも国勢調査のデータでいくのか。というのは、今  

１７万５千人の出雲市が誕生し、とあるが、実際の国調では、１７万１千しかいない。

その辺、国勢調査の人口と、住民基本台帳の人口、将来推計の人口にどっちが反映す

るのか、どういう風な考え方をすればいいのかを説明してほしい。 

 

高橋総合政策部次長 

  本日お示ししている資料は、国勢調査をもとにつくった資料であります。先ほど部

長から申しあげたように、これがひとつの推測というか推計値であることには変わり

はありませんが、努力していくことによって、これがどのように推移していくかが大

切であります。また、国勢調査と、住民基本台帳の人口は、ほぼ連関しており、若干

の差異はあるものの、連携した数字であると思っています。国勢調査の人口はどんど
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ん増えているのに、住民基本台帳の人口は減っていくといったことにはならないとい

うことです。どちらを基準にしてもおおまかに考えていくことはできると思っていま

す。その部分を詳細に詰めたわけではないが、国勢調査の人口をターゲットにしてい

くということでいいのかなと思っています。 

 

倉塚香織委員 

  他のところの会議のための調査をみたら、もうちょっと調査対象が多かった。この  

２８００人はどういうことをもとにつくられたのでしょうか。 

 

高橋総合政策部次長 

 市民満足度調査の２８００人の数字でありますが、出雲市は１７万５千人であり、

統計的にどのくらいの回答をいただけば、誤差が３％程度までに抑えられるかという

数字を逆算して２８００人としたところです。今回設定したところは、実際に回収率

が４０％あれば、誤差率が３％未満に抑えられるだろうということで推計したところ

です。おっしゃるようにアンケートはたくさんとれば一番いいわけでありますが、限

られた予算や手間の中で、誤差が３％以内であれば、ある程度市民のみなさんの意向

が反映できているだろうと、大きな隔たりはないのではないかと考えて、２８００人

を定めたところです。幸い予定していた４０％を超えて、最終的には、４６％くらい

の回答になり、統計学上の話ですが誤差ももう少し少なくなると、そのように理解を

しています。 

 

《議事内容》（委員自由意見） 

江田小鷹会長 

他にありませんか？ 

それではないようでしたら、最初に事務局から話があったとおり、最初の会である

ので各委員さんから将来の出雲市に期待すること、こんな出雲市になってほしいとい

う思いを一言ずつお願いいたします。なお、時間の関係もありますので、お一人１分

程度でお願いいたします。 

石飛委員からお願いします。 

 

石飛なす子委員 

人口の推移を見ると多伎町は良いところだ、良いところだと言う声を良く聞くが、

住んでいる人は少ないのだなということを感じた。地域のコミュニケーションが叫ば

れているが、もっと掘り下げて、人と人とのコミュニケーション、結びつきを大事に

しながら健康で、かつ長生きするような、そんなまちづくりと、食生活を進めていき

たいと考えている。もうひとつ、私は、子どもとの関わりが多い。子どもが住んで良

かった、生まれて良かったという地域を母性本能で創りあげていきたいと考えている。 

 

石川昭弘委員 

この４月に出雲の建設会社を経て、建設会社を立ち上げた。ローコストの住宅を若
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い人に与えてあげたいという夢をもって、今動いている。私は、公募で応募し、その

作文の中で書いたが、神話博しまねがあるが、出雲大社の街並みをもっともっと良く

して、大鳥居から歩いて坂を登って勢溜り、それから砂利道を歩いて、大鳥居、本殿

という参拝の仕方が本来であると思っている。大きい駐車場を現在の道の駅あたりに

もっとつくって、そこから歩いていけば、もっとたくさんの店が活気づくのではない

かと思っている。そのようなまちづくりをしていきたい。 

 

板木正久委員 

今日の説明をいただいて、かねてから気になるところは、資料３の出雲市全体の人

口が減少してきている、しかしながら、世帯数は増えてきている。その矛盾、矛盾と

いっていいのか今風といっていいのか。それから気になるのは、出生率が、出雲市は

１．７１であるが、結局は２を割っている状況であり、心配である。将来の出雲市の

勢い、経済力に大きく影響を及ぼすと思われる。 

 

伊藤國昭委員 

私は出雲市の最先端に住んでいる。全体的に 17 万 5 千人の人口であるが、人口密度

は高くない。確かに、真ん中は多いが、自分の地域は人が少ない、生活ができない、

若い人が子育てができない、大きな会社もない、状況になっている。出雲市が将来大

きくなるためには、バランスのとれた人口配分が大事である。各地域地域にそれなり

の人が住んで、それなりの人材があってはじめて、その地域があるのではないかなと

思っている。 

市役所に勤めている職員でさえ、地域から出て行っている。人口バランスが非常に

大事であると思っている。 

 

今岡久美子委員 

いろんなデータを見ると、島根県における新出雲市の位置づけは、産業、人口、面

積などすばらしい。島根県を先導していく出雲市である。周りからも言われるがそう

いった意味でも誇れる出雲市にしたいなと思っている。湖陵はコミュニティセンター

事業で、まちづくりアンケートを実施した。選挙人名簿から 500 人を選んだ。その中

でリンクする項目もあるので、地域を大事にするそういった意味でもこのアンケート

を活かしていただけたらと考えている。新しい出雲市が広域化、専門化して、小さな

まちに住んでいた、私たちは、非常に喜んでいる。みなさんと一緒に良いビジョンが

できたらと思っている。 

 

遠藤充子委員 

  私は、芸術文化の関係ということもありますが、インフラ整備とか、衣食住が足り

てからの芸術文化と、とかく後回しにされがちですが、３月１１日の震災のときに、

芸術文化を果たした役割の大きさをメディアを通じて見たときに、人間が生きていく

うえには、心豊かな芸術文化が必要であることを実感した。出雲市はよそに比べたら

恵まれているとは思うが、とかく中心地だけという意見をきくので、出雲市全体に、
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心豊かな芸術文化を幅広く行き渡らせることができればいいなと思う。 

 

勝部勝明委員 

  少子化が進み高齢化がどんどん進んでいる。その中で、出雲市が誕生した。効率性

というと悪いイメージを言われるが、効率性は極めていいことだと思っている。行政

を進めていくことは大切である。圏域一体をみてもあらゆる産業、観光、医療がみな

揃っている。調和のとれた自治体である。そうした計画を進めていくことが大切であ

る。満足度調査については、満足している、どちらかといえば満足しているが５０％

をいけばいいのではと思っている。とかく行政に対する一般の方の批判は必ずでてく

る。そのなかで、このような率は非常に良いのではと思っている。 

 

川瀬英委員 

  私たちは、福祉のまちづくりを目指すと言っているが、最近は、福祉でまちづくり

という言い方をしている。少子高齢化の中で地域社会全体の希薄化、地域社会の中の

昔ながらの付き合いが減ってきた。これをどのように再生していくか。子育ての問題、

介護の問題、そのような福祉を軸にして、新たに地域を再生していこうと思っている。

その中で、ぬくもりある出雲市ができるのではないかと思う。 

 

久家明子委員 

  平田の実家が靴屋であり、そこが店で、毎日、唐川町で靴を作っている。毎日、ほ

とんどを自然に恵まれた大好きなところで靴を作っている。市役所などでこのような

会議というものになれていない。この時間は身のおきように困っている。出雲の夢と

言われてもすぐに出てこない。先ほど石飛さんが母性といわれたことに共通するかも

しれないが、みんなが愛せる場所、みなさん一人ひとりが愛をもって、自分住んでい

る場所を愛せる場所であったり、仕事を愛することができたり、住民のみなさんが愛

を持って住めるような場所になって、愛にあふれた出雲になったらいいなと思う。今

日お集まりのみなさんとそういうまちづくりの一助になればよい。 

 

倉塚香織委員 

  私は、いつもしんどい思いをしている若者と一緒にすごしている。先ほど、満足度

調査の数のことを聞いたのは、若い１８歳未満、それ前後の若い人たちの声をどのよ

うに反映すればよいのかということで聞いた。その声をきちんと聞かなかったら、将

来は語れないのではという思いがしている。しんどい思いをしている子どもたちは、

多様な価値観がない、単一な、若い人はこうあるべきだ、男はこうなんだ、女はこう

なんだ、地域社会の価値観に自己肯定感をもてずに、どんどんエネルギーをくずして

いく。選挙権も２０歳からなので若い人が全員選挙に行っても高齢者に太刀打ちが出

来ない現状が有り、どうしたらいいかと思っている。色々な方法で若い人たちの声が

聞けるような社会になればいいなと思っている。 

 

杉原成也委員 
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  若者世代を代表してやってきたつもりである。ブランド推進市民委員をしている。

正直なところ、これからどうやって生きていこうか。どうやって商売をやっていこう

か。我々の世代は、正直、明日どうやって食べようかを胸に秘めている人は多くいる

ということを実感している。総合振興計画、新市基本計画の説明を聞いたが、これま

でやられたこと、反省を踏まえて次の計画を策定していくというのは非常に大事なこ

とであり、明確な目標設定は絶対に必要である。それがなければ、計画を作った、良

かったねで終わってしまう。青年を代表しているつもりで色々なところに具体的に突

っ込んでみなさんと話が出来る機会をいただけたらと思う。 

 

須田日出男委員 

  ＮＰＯで参加させてもらっている。ＮＰＯの社会工学研究所、社会的な問題を工学

的な方法で検討するというような格好いいことを言っている。まさに総合計画はそう

いうことで、自分のことではあるが携わらせてもらって非常に感謝している。できれ

ば、その中の一つ大きいのは、持続可能な地域社会を担う人材をどう育成するかとい

うことが大きいのではないかと思う。それをローカルであると同時にグローバルとい

う境目のない時代になっているので、そういう人材、造語ではあるがグローカルな人

材をいかに輩出できるような風土をこの出雲市に作っていただけるのかということが

その総合計画の中で少しでも話ができればと思っている。 

 

周藤昌夫委員 

新しく斐川地域も 10 月から出雲市となり、新出雲市には、色々と非常に資源なり、

有効な点がたくさんあるということを聞く。それをいかに伸ばしていくかが重要であ

り、そう意味合いにおいては、どうして作っていくかということに意見を交わしてい

きたいと思っている。具体的には、産業には、商工、農業、1 次産業、2 次産業、6 次

産業とある。この時代のなかで、環境の問題も重要視しなければならないなかで、そ

れぞれの産業なり分野がお互い認識しあう、理解しあうことが大事、それが平均的に

どこでもできるというわけではない。それらが出来るような地域、エリア、ゾーンな

りを作っていく、集約していく、そういう地域が伸びると思う。その伸びるためには、

利益がないと、マンパワーなり、若者と人といってもその部分は大変重要である。経

済的に成り立つ産業、そういう気持ちを具体的にしながら、意見をしていただいて、

地域の総合的な理解をしながら、フレーム産業が発展するような市を作っていきたい

と考えている。 

 

手銭白三郎委員 

色々と思うことはあるが二つのことを申しあげる。林業として出かけている。島根

県は、高知県、岐阜県に続く森林県である。しかし、林業を生業としている人は、ほ

とんど数少ない。しかしながら空気、水、水もコストがかかるが、山林は荒廃の一途

の惨状を呈している。国民的にコストをかけて守っていかなければ大変なことになる

という思いでいる。我々、林業に携わる者は、多くの国民のみなさんのご理解を得ら

れるように歯を食いしばって努力はしている。もうひとつは、長いこと出雲に住んで
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いて、いまさらしみじみと出雲というのは素晴らしいところだと思っている。残念な

がら若い方に尋ねると、まず仕事ということが、どういうことで生活していくかとい

うこと、これが私ども長いこと人生をしているものに課せられた、何か方策はないか

ということで常に頭を痛めている。これは、みんなで考えなければならない。もちろ

ん行政もであるが。全国どこでも同じような問題であるが、せっかく出雲に生まれて、

特に、他の地域と比較してみると余計、いいところだと私は思っている。若い人もそ

ういう風に思っていただけるような方策、手立てを考えなければならないと思ってい

る。 

 

長廻利行委員 

平成 17 年の平成の大合併、昨年の 10 月の斐川町との合併により議会も 38 人の議員

である。議会の中でも、斐川の 6 名を含めて議会は一体感が醸成されてきたと思って

いる。しかし、7年間を振り返ると、それぞれの旧市町村の一体感の醸成が進んだかと

いうと、なかなか進んでいないと思う。これからの総合振興計画では、地域の一体感

の醸成が大変重要なこととして関わってくる。これから重要な問題に取り組んでいき

たい。議会から正副議長が出ていることについて、過去の平成 17 年も出かけている。

今回も議会の中からも正副議長が出ることにいかがかという声はあった。議会の方に

も我々が正副議長としてフィードバックしながら、みなさんのご意見を伝えることも

大事なことであると思うし、それが一番、グランドデザイン策定には重要であると思

っている。 

 

成瀬公平委員 

公募委員として参加させていただいている。出雲は、中病があって医大があってい

いものがたくさんある。しかし、点と点であり、何が中心かもわからないし、何が背

骨かもわからない町であると思っている。それを解決するためには、公共交通を立て

直して、自動車がなくても生きていける出雲市になればもっと魅力的になるのではと

思っている。人口推移を見る限り、この 10 年間は出雲が平田や大社から人を奪ってき

たのかなと思う。出雲市が大きくなってこれからは、松江や米子とかと戦って、魅力

のある町が、人口が減る世の中だからこそ、人口が増えるとこもある。企業も同じで

ある。そういう中で、出雲市総合振興計画で松江から人を連れてくるわけにもいかな

いため、どうやって魅了的なまちにしていくかということで計画を作っていきたい。 

 

錦織文子委員 

人口が減るという問題がたくさん出ているが、大学に行って、出雲に帰りたいとい

うまちづくりをする。あるいは、出雲にそのまま残りたい、そういうまちづくりを進

めないと人口は増えていかない。子どもが生まれることを期待しても、どうしようも

ない。10 年先のグランドデザインであるが、10 年先というと、私たちはそろそろとい

う年齢的なこともある。若い人の意見を取り入れるべき、高校生、大学生の意見を聞

きながら、グランドデザインを作る必要もあると思う。前回のグランドデザイン策定

時もすでに人口減少は始まっていた。魅力あるグランドデザインを作る必要がある。
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若者とお年寄りが一体となった、3月の人災以来、絆ということがいわれているが、絆

は、出雲においても本当に必要であると思う。 

 

西森大志委員 

株式会社ナナイロとして、昨年の 7 月に県の誘致企業として斐川に立地している。

コンピュータで映像を作る仕事であり、山陰でも私たちの会社しかしていない仕事で

ある。東京、大阪から仕事からとってきて斐川町でつくって、フランスのスーパーコ

ンピュータを動かして、ブラジルに納品するといったスピード感のある仕事をしてい

る。職員は 6 名で、Ｕターンで島根の子たちであり、そういった仕事をしている人た

ちは全員県外に出ていたということで、自分の会社がなければ、帰ってこなかった。

若い人たちが求めることと、実際の仕事は乖離していると感じていて、なにかそうい

うものの橋渡しや、そのきっかけが策定に盛り込まれればと思っている。 

 

三島一男委員 

出雲には、伝統や歴史や文化など多くの資源がある。少し前までは、もう一度行っ

てみたいまち、そんなまちづくりが推奨されていたと思うが、これからは、少し先を

見据えて、住んでみたいまち、住みたくなるようなまちをめざしていくことが大切だ

と思っている。その中最近思ったことは、芸術を切り口として、まちづくりを推進し

ていけば、このまちの活性化に繋がるのではと考えている。中海・宍道湖・大山圏域

市長会を立ち上げられたが、その中の大山でものづくりをしている若手の作り手がい

る。出雲市は、若者が活躍する場がないのかなと思う。そういった芸術のまちづくり

を推進していきたい。 

 

山﨑順子委員 

幼い頃から地域でボランティア活動をしてきた子どもたちが、中学生、高校生、大

学生になってふるさとに帰りたいと思っている人が多い。地域に貢献したい、そうい

う人間になりたいって言ってくれる。将来は、コミュニティセンターのセンター長、

チーフになりたいといってくれる子どもたちもいる。そう言ってくれるとうれしいし、

ふるさと大好きの子どもたちが育ってくれたらいいなと感じている。小学６年生の子

どもたちと斐川町の合併について子ども会議をしたことがある。子どもたちが出した

結論は、自分たちが大人になった時に合併して良かったと思える出雲になってほしい

と言いました。その子どもたちは 20 歳になった。この間その子たちに会ったときに、

出雲に帰ってきて出雲は素敵なまちになっているねと言ってくれたのが印象に残って

いてうれしく思う。私はブログをやっているが、出雲が大好きなひとはたくさんいる。

住みます芸人の桂三段さんも鳶巣に住みたいといっている。県立大学の学生も地域と

触れ合うことで地域に残ってくれた例が 3 件ある。これからは、地域と関わることで

人が増えて、心から出雲が大好きといってくれる。そんなまちづくりであって欲しい

と思っている。 

 

宮本享委員 
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議員も総合振興計画に関心を持っている。公募枠も議員でもらおうという話もあっ

た。そのなかで、執行部から満足度調査の結果、中間発表の話を聞いて、出雲に住み

やすいかという質問に対し、住みやすい、まあまあ住みやすいという回答が８０％以

上であった。これからも出雲市に住み続けたいかという問いには、８３％が住み続け

たいという回答であった。今まで、先輩やみなさんがやってこられたことが本当に良

かったということ、私もやってきたことが少しは役にたったかなと思っている。これ

から 10 年間の計画ということであるが、少子高齢化は避けて通れない時代になるが、

老後が生活できるように、楽しくなればと思っている。同時に、若者、子どものこと

が大切である。11 月 20 日に子ども議会を開催する。普段思っていることを発表しても

らう場を設ける。若い方、子どもたちが地域に誇りを持てるそういうまちに、また、

そういうプランができたらなと思っている。議会も常にこの会の後、フィードバック

していく考えである。議会にもお伝えしながら、議会の意見も取り入れてやっていた

だいたい。 

 

米原稔委員 

一番大事なのが定住、その定住できるためには生活ができなければならない。行政

一体となって、今生活ができるのも、川上のみなさんが、山を守り、川を守っていた

だいたからである。そういう環境等を審議会の中でもきっちと検討しながら、どうし

たらそこで残ってもらえるのか、空気がいくらきれいでも霞では食べていけない。食

の安全についても、3 月 11 日にあれだけきつくわかったのに、のど物を過ぎればセシ

ウムの怖さをすでに忘れている。それをきちっと守っているのが、子育てをなさって

いる家庭の主婦のみなさんである。このあたりをどのようにとらまえていくのか。Ｊ

Ａが出雲市がきちっと残っていくための大事な要件である。 

 

渡部美知子委員 

学校教育に携わるものとしての感想ですが、現在、教育現場も家庭環境も地域環境

も 10 年前と比べると激変している。その中で子どもたちが心身のバランスをとって学

力を定着させて人間関係をつくっていくことに四苦八苦している現実は、私たちが想

像する以上のものがある。この会は、これから 10 年を見据えての計画ということです

が、誰にとっての 10 年も大切ですが、将来有る子どもたちにとっての 10 年間が大事

である。その中で、私は大人として、子どもたちに何を守ってやれるのかという視点

で考えてみたいと思う。 

 

渡部洋子委員 

今出雲大社のすぐ近くに住んでいる。神門通りを中心に開発が進んでいる様子を目

の当たりにしている。旅人が何度も訪ねたくなる、そういう観光都市になればいいな

と思っている。そのためには、出雲市の自然や産業を守りながら整理をしていく。新

しいことをいつも考えながらたゆまぬ努力をしていく必要がある。そういうたゆまぬ

努力をしながら熱気あふれる出雲市になればいいなと思っている。 
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岡名誉委員 

市長のあいさつ、満足度調査の結果を見て想像以上に出雲に住み続けたいと思って

いる、非常に良い成績ではなかったかと思う。グランドデザインを見ると関係者のみ

なさまの努力の結果、その計画に向かってまちづくりが進んでいる。今回のグランド

デザインもみなさんの意見をまとめて答申をすれば 10年後にはおそらく今まで以上の

住みやすい町、引き続き住みたいという答えが出るのではないかと思う。また、満足

できないという回答も理解していただけることになるのではと思っている。 

 

江田小鷹委員 

住みやすい、元気のあるまちづくりができればいいと思っている。 

 


