
資料 ３ 

出雲市総合計画審議会会議録 

 
１．会議の名称等 

会議名  第３回出雲市総合計画審議会 

開催日時 平成２４年８月２８日（火）１４：００～１６：１０ 

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（２４名） 

江田小鷹会長、岡名誉副会長 
石飛なす子委員、石川昭弘委員、板木正久委員、今岡一朗委員、今岡久美子委員、

遠藤充子委員、落合孝悦委員、勝部勝明委員、川瀬英委員、倉塚香織委員、 
杉原成也委員、須田日出男委員、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、宮本享委員、山﨑順子委員、米原稔委員、渡部美知子委員、 
渡部良治委員、和田昭男委員 
※欠席者６名 
（久家明子委員、塩飽邦憲委員、周藤昌夫委員、西森大志委員、三島一男委員、

渡部洋子委員） 
 

（２）出雲市  
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

ド推進室長補佐、政策企画課職員（古山係長、園山係長、加村主事） 
株式会社山広（持田、若槻、泉） 
 

３．次第 
 １ 会長あいさつ 
 ２ 資料説明 
  
４．議事 
 （１）新たな出雲市総合振興計画（案）について 

 
５．議事の要旨 
   別途資料及び次のとおり 
 

《資料説明》 

  事務局から説明 

 

《議事》 

事務局から説明 
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【将来像実現までについて資料説明】 

 

 

 江田小鷹会長 

  ただいま、１１ページまでの説明がありましたけれども、何か皆様方からご意見があ

ればお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 須田日出男委員 

  資料のワンフレーズの都市像というのは、これはどこに入ってくるんですか。 

 

 高橋総合政策部次長 

  １１ページに３つの視点と書いておりますが、これをそのまま今の部分と差し替えて

ください。今、委員の皆様から３つの視点をいただいております。ここに今の都市像を

入れ直すというか、そういう形で表現したいと。それを実現するための基本方策として

６本の柱を用意しお見せしたいという考えでおります。 

 

 遠藤充子委員 

  表紙の出雲未来図と書いた下のところの水引がどういうイメージでこれが書いてある

か、ちょっとお聞きしたいんですが。 

 

 高橋総合政策部次長 

  前回も出雲らしさということで何か考えてはということを委員の皆様からいただきま

した。そういう中でいろいろ事務局でも議論し、いろんな案の中から１つ考えたのは、

縁結びという言葉を１つのターゲットにしてはどうかというふうに思っており、それを

表現するにはこのような形で表紙に縁結びをイメージするものを採用してはどうかとい

うことで仮の案としてお見せしているところであります。 

  出雲縁結び空港が、愛称としてできましたが、この空港の入り口にも同じようにこの

縁結びをイメージする図柄が表示されておりますけれども、それを決してまねたわけで

はないんですが、参考にしながら計画の表紙に縁結びをイメージするものを何か取り込

んでみたいという思いでございます。 

 

 長廻利行委員 

  ８ページの出雲市の地域特性の２番目のところなんですけれども、いわゆる世界に誇

る出雲ブランドということの中で、３行目のところから４行目、５行目にかけてですが、

出雲大社や須佐神社、荒神谷遺跡、四隅突出型墳丘墓をはじめとする古社寺、遺跡など

多数の歴史文化資源は、神話を裏付けるように当時の繁栄を偲ばせるものでと、こうい

うふうに書いてありますけれども、私は、やはりこの出雲大社と古代遺跡とを同列に並

べるのはいかがなものかという気がいたします。 

 なぜならば、出雲大社は神代の昔から栄えておりますし、過去のものではないし、も

う少しここのところを表現したほうが。もちろん荒神谷遺跡をああするものじゃござい
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ませんけれども、同列というのはいかがなものかなと考えられますが、そこのところは

どうですか。 

 

 高橋総合政策部次長 

  ご指摘いただいておるとおりではないかと思いますが、その後で古社寺と遺跡という

言い方で表現させてもらっております。ここの表現ぶりが、紛らわしいというご指摘が

あるとすれば、ここを分けて表現したほうがより誤解がないというふうにも思いますの

で、検討させていただきたいと思います。 

 

 今岡久美子委員 

  たくさんの資料をいただきまして、なかなか消化していないのが本音でございますけ

れども、まず前回、市の部長さんからだったでしょうか。これは、市民と行政の連携、

あるいは協働によって新しい市の一体的発展と自治自立のまちづくりを推進するための

羅針盤として作るんだと。そして、市民の周知としてダイジェスト版を全戸に配布する

というお話を伺ったように思います。そこで市民の立場といいますか、この計画の意図

が分かりやすいということがとても大切じゃないかなと思っております。 

  まず本当に大まかなお話で申し訳ないんですけれども、ページを追って言いますと、

流れがスムーズであるかどうかの視点から、少し教えていただきたいなと思って発言さ

せていただきました。まず趣旨、基本理念、計画期間、三層構造、それからその下にプ

ロジェクトが４つございまして、総花的ではなくて実現のためには戦略的なやり方をし

てというふうなお話だったように思います。それで、そこに導くためにその要因として

背景なり、地域の特性がありました。そして、望む姿として、将来像として基本方策が

６本と行革のお話だったように思います。そこで一番大事なのは、１０ページのところ

で、いろんな背景とか、特性から出雲市はこういう課題があるんだよというお話だと思

いますが、前回の資料と比べますと市民参画のまちづくりや安心して暮らせるまちづく

りというのが上のほうに上がっていますが、この順序は、何かお考えがあって、このよ

うになっているのか。それと１２項目と基本方策とのそこに導き出したものが上みたい

で、今まで取り組んだ施策とか、住民満足度の調査というようなことが出ていますけれ

ども、こういったことは住民満足度のことが前のほうに結果として出ているのかなとい

うふうなところがちょっと分からなかったものですから、そこらへんがどのように今ま

での出雲市の状況をまとめて、そして 11 ページに至ったのかなというのが、この１０か

ら１１の展開というのは、少しページを追ってみますと流れが分かりにくいことはない

かなと。知ってる方は、非常に分かりやすいと思いますけれども、そんな感じを受けま

した。 

 

 伊藤総合政策部長 

  できるだけ分かりやすくというのは事務局でも非常に関心事といいますか、重きを置

いてこの計画づくりに取り組もうと思っております。中学生ぐらいの世代でも読んでも

らえるようなものにしたいというのが本音ではあるんですが、やはり書き込んでいくと

どうしてもいろいろな難しい言葉を使ったりというようなところがありまして、構成自
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体もできるだけ分かりやすくしようと思っておりますので、今ご意見をいただきました

ので、少し考えてみたいと思います。 

 

 倉塚香織委員 

  前回に比べてかなり皆さんの意見が反映されたという感想を持っております。特に３

月１１日以降の項目が入ったり、限界集落の数がはっきり書いてあって、そういうこと

をこれから私たちも考えていかなくちゃいけないんだなということを思わせるものにな

ったと思います。 

  ただ、基本理念のところで、市民が主役のまちづくりのところで、情報公開と広報広

聴機能の点について省いてあるんですけれども、これは、省かないほうがいいかなと思

っているんですが。私はここにいるのは、やっぱり広報広聴機能がしっかりしていたの

で周知されて、ここに参加できたというところです。よろしくお願いします。 

 

高橋総合政策部次長 

  ありがとうございます。確かにご指摘のとおり、前回の計画ではもう少し詳しく解説

というか、まちづくりの要点を書いておりましたので、これについて少し検討させてい

ただきたいと思います。決してそれが不十分だから落としたとか、そういうことでは一

切ありませんので。見せ方として整理を、ワンセンテンスでつくったらということで案

をつくっておりましたが、検討させていただきたいと思います。 

 

 勝部勝明委員 

  ５ページの安心安全社会の関心の高まりですけれども、安心な町というのは原発事故

が新たに加わってということで、それを追加したという意味なんでしょうか。それとも、

この出雲地域というのは、水害対策、斐伊川神戸川対策が直面する大きな安全安心上の

課題ではないかなという感じがしておりまして、そのことはかつて書いてあるから、新

たに加わった原発事故のこと、これをここにこのように書けばいいということなんでし

ょうか。 

 

高橋総合政策部次長 

 ご指摘のとおりでありまして、前回のものから、それ以降に起こった不幸な災害につ

いて書いたために、今まで重点視していた治水事業とか、そういう部分が書き漏れてい

るのではないかというご指摘だと思います。修正も含めて検討させていただきたいと思

います。 

 

 江田小鷹会長 

 それと、先ほどワンフレーズの事務局からの案がありましたけれど、これは、ここで

急に言ってもなかなか皆さん思い付かないと思いますので、今日帰られてからお考えに

なったことを次の会に言っていただくとか、ファクスでそれぞれの考えられたことを事

務局までお送りいただくと。そこでまたひとまとめにして皆さんに次の会にお諮りでき

ると思いますので、ワンフレーズについては皆さんいろいろ案を考えて、また事務局の
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ほうに出して、この場でどうということはなしにしてと思っています。事務局、それで

よろしいですね。 

 

高橋総合政策部次長 

 総括的にはそのようにお願いしたいと思いますが、もしこの場でご意見がいただける

ものであれば、せっかくの機会でございますので、若干のお時間をいただくとありがた

いかなと思っております。 

 

 江田小鷹会長 

 これは、この場ですぐというのはなかなかいかないと思います。それぞれ皆さんに考

えてもらってから出してもらったほうがいい意見が出ると思いますので、そういうふう

にしたらどうかなということで。特に意見がある方はどうぞ。 

 

委員 

 それでいいと思います。 

 

 江田小鷹会長 

では、そのようにさせていただきます。 

後に皆さんと総括的にご意見をいただきまして、次の１２ページから２４ページま

でについて、それぞれご説明をお願いしたいと思います。 

 

 

【将来像実現への基本方策及び行政改革の推進について資料説明】 

 

 

 江田小鷹会長 

 ただいま事務局より説明を受けましたけれども、今までのところで委員の皆様方から

ご意見、案等があったらお願いします。 

 

宮本享委員 

  ２４ページの行財政改革の数字。非常に大事なことだと思いますけれども、財政の健

全化を示す指標というところからですけれど、これは、２２年度の数字がそれぞれ 

２１．８％、３６．７％と県内８市で 悪の状況であると。また全国７８０市区中と書

いてありますけれども、全体で現在８１０市ぐらいある中で、現在出雲市はどこのくら

いにあるとか、分かるようにしてもらいたいです。 

 

高橋総合政策部次長 

  ２２年度の決算数値から見ており、２３年度については、まだ整理されていないので

はないかと思っておりますが、財政担当課に照会して、またお知らせできたらと思って

おります。 

5 



 宮本享委員 

  確かに厳しいことは、皆さん承知しなくてはいけないわけですけれども、一方、元気

が出るようなことも私は大事じゃないかなということを強く思うわけでして。せっかく

こういう立派な計画をつくっても、一方では金がない。全国の下から何番目だと書いて

もらうと、はたしてこれは本当に皆さんが読まれてどうかなと思いますけれど、いかか

でしょう。 

 

高橋総合政策部次長 

 どのように読むかですけれども、その前に掲げましたまちづくりの６本の方策という

のは、着実にやっていかなくてはいけないものを前にお示し申しあげております。ただ

一方、本市が抱えている状況というものは、非常に厳しいということも事実でございま

して、書きぶりのところについては、もちろん検討する余地が十分あると思っておりま

すが、率直なところで非常に厳しいので、あれもこれもやっていくということだけでは、

なかなか成り立たないのかなということを考えますと、やはり一方では、このような行

財政改革については、喫緊の重要課題として基本構造の中に掲げていくべきではないか

というふうには思っております。 

  

 杉原成也委員 

  先ほど宮本委員さんがおっしゃったことと、僕は反対で、どちらかというと、この原

稿の中にわざわざ今、もう非常に厳しい状態だよというのを隠してしまわれている状態

にしか僕には見えなくて。むしろ今、本当に厳しいんだ。県内８市で 低だよ。全国で

も下から数えたほうが早いんだよという財政状況をまず出雲市にいらっしゃる市民の皆

さんが、きちんと理解をする必要があるのかなと。元気が出ないというふうにおっしゃ

いましたけれども、確かにそうかもしれませんが、たぶん今までこういったことの積み

上げが今の現状に僕はあるんじゃないかなと思いますので、まずもっともっとこれが分

かりやすい形で一番 初にあって、また金がないという話をすると怒られますけれども、

金がないけん、今やらないといけないんだよ。だから、こういうことをやるんだよとい

うロジックをつくっていただくほうが分かりやすくて、これから頑張ろうと本気で思え

るんじゃないかなというふうに僕は思います。 

 

 勝部勝明委員 

  現状というのは、やっぱり正確に市民に伝えるということは必要なことだと思います

が、それが将来的に、これは１０年の計画ですから１０年後にはこんな形になりますよ

と書くことは、今の時点ではできないですけれど、かねてから産業の振興、そして雇用

の場づくり、活力が出る、そのことによって福祉もできるし、それから環境も整備がで

きると。現実は、確かに極めて厳しいと思いますが、将来的にはどんな形になっていく

という夢のようなものを書くことはできないのかなと。この全体の中でよろしいかと思

いますけれども、そんなことはできないかなと思いました。 
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 倉塚香織委員 

  今日の新聞で見られた方もあると思いますが、県内の中学生の不登校が４６人増加し

て、なかなか厳しい状況にあります。児童精神科医の先生方からのお話を聞いても、不

登校や引きこもりの原因の９割ぐらいは、いじめが原因だというふうにいわれているん

ですけれども、私が若い人たちからの話を聞いても、実感しているところです。 

  お金の話になるんですけれども、日本は教育予算をものすごく少なくしてきました。

それで親の教育費の負担がすごく多くて、学校に導入される教育予算も少なく、特に島

根県なんかも行政予算のたぶん２割に達していない、結構これも下のほうだと思うんで

す。そうした中で子どもたちが大変な状況を強いられて、厳しいことになっているとい

うことも十分考えて、１０年度どうなっていなくちゃいけないかということ。今、どこ

にお金をシフトしなくちゃいけないかということも十分考えていただきたいなと思いま

す。 

  子どもを持てばやっぱりそれだけお金がものすごくかかって、結局貧困に陥る。所得

の再配分もうまく行われていないで、本当はそのことで貧乏な人が少なくならなくちゃ

いけないのに、貧困率が変わらないという現状は、何で起こっているのかということを

私たちが考えていかないことには、１０年後、夢は持てないと思います。 

 

 須田日出男委員 

  結局この総合計画そのものが、出雲市の地域経営をされるための戦略プログラムであ

ると私は思うんです。そうすると、基本的にそういう戦略とか、運営というのは、ネガ

ティブであってはならんと思うので、やっぱり持続可能な成長をするようなものでない

と戦略プログラムにならないんじゃないかなと思います。 

  しかし、現実問題として、今まで総合計画はどちらかと言うと、総花的であれもこれ

も載せるという予算のいろんなことがあったかもしれないので、いろんなことが挫折、

計画離れをしてきたと思うんですけれど。今言ったような財政再建とか、非常に大きな

制約の中では、どちらかと言うと、地域経営を担う人のマニフェストであってもいいよ

うな性格のものではないのかなと私は思います。 

  それで１０年じゃなくて、４年×２で８年でもいいじゃないかなともいう気持ちぐら

いの順応性があると思います。その中でやっぱり計画を立てていく上で、いろんなこと

みんなそうなんでしょうけれど、やっぱりリアルに物を見ておくということは、絶対条

件として必要だと思います。それでここに挙げられている地域課題という１２の課題、

それから今言われた財政再建については、まさにそのとおりだと思います。問題は、こ

れを受けて本当に大変、大変というふうに受け止めるだけじゃなくて、この 12 の地域課

題を克服していくためには、基本方策の６つを立ててそれを克服していってポジティブ

にやっていくようなことでやっていけたらなと私はそういうふうに全体計画を理解して

います。ですから、この数字の文言とか、行財政改革の推進というものは、きちんと謳

っておいていただきたいなと思います。 

 

 米原稔委員 

  今言われるとおりで、これからこういう格好で、こういう厳しい中でもこの出雲は、
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それなりに進んでいきますよということであれば、私は集中と選択が非常に必要だと思

います。そのときにいかに譲り合えるのか、ここが私はこの計画をつくって、そして進

めるときにやはりどこかで辛抱するところがなければ、これはできないと思います。 

  だから、そこら辺りを市民の皆さんにつくることはつくったけれども、しかし、裏づ

けは、ここにこれしかないんだよと。だから、これから進めるうえにおいては、例えば

一つのものを進めるにしても、これは場合によると地区の順番になったり、あるいは遅

れるかも分からないけれども、一方でいいところができるということは、それをみんな

して支えたからできたんであると。であるならば我々が待っていてもと。そして、また

受けたところは、とりあえず今のところありがとうございましたと。次は、また他の地

区というふうな。私は大事なことであって、今、現実を捉まえるということは、非常に

立派なことだと思いますけれども、ただ余りにも表現が現実を見たときに、全国の 

７８８の数番とかいう表現ではなく、お互いに順番をつければそうかもしれないが、順

番というのは例え１％の中にものすごい市が入っていると思う。だから、それだったら

若干表現を、夢を持たせるからには、表現としては若干譲られてもいいかなと思ってい

ます。 

 

 和田昭男委員 

 先ほど議長さんもおっしゃいましたけれども、議長さん、副議長さんがおいでになっ

ていらっしゃいますけれども、私は、こういうのをずっと前から見ておりまして、本当

にいつになったら、何年先になったら改善されるのかなという気がしているんです。い

ろいろな会へ出ますと、もうちょっと我慢してください。今によくなりますからとおっ

しゃいますけれども、本当によくなるのかなと。 

先ほど皆さん方がおっしゃるように、こういうところにこういうことを書きますと、

やっぱり若者が、私は出雲市に住むよというのがなくなると思うんです。市民の皆さん

の要望とか、アンケートをされた高校生の皆さんの意見等を全部読ませていただきまし

たけれども、とにかく若者の皆さんが、何をしてもらいたいかといいますと、やっぱり

就職の支援をしていただきたいというのを一番に掲げておられます。その上で企業の誘

致とか、働く場所づくりの推進、こういうことを掲げておるんです。 

 私もずいぶん農業をやってきましたけれども、高校生の皆さん方は、農林水産業、商

工業に非常に関心が低いわけです、これを見てみますと。だから、やっぱりその辺りを

あんまりのことを書きますと、将来のまちづくり、私はどうかなという気がするんです。 

 

川瀬英委員 

 先ほど２４ページの文章の真ん中どころで、合併後１０年を経過する平成２７年度か

ら段階的に減額され、５０億近い一般財源がということなんですけれども、この５０億

というのは、２７年度から少しずつ減って、合計が５０億減るのか、27 年度から 50 億が

なくなるのか。ちょっと数字自体が分かりにくいと思うということが質問です。 

 それから、財政が厳しいということも事実ですので、どういう表現になるか分かりま

せんけれども、今あるような施設とか、施策とかをもっと効率よく結び付けたり、ある

いはほどいたりして、お金をかけないような施策もどこかで文章表現で必要なのかなと

8 



いう気がしております。 

 

高橋総合政策部次長 

 いろいろご意見をいただいておりますが、 初に先ほどの何位とかいうことを書いて

おりますけれども、決してここで初めて書いているわけではなくて、出雲市のホームペ

ージなどをご覧にいただくと、すでにそういう情報は公開されております。ただ、基本

構想の中にどこまで書くかということについては、再度検討させていただきたいと思っ

ております。 

 それから、先ほど川瀬委員さんからご発言がありました５０億円近いというのは、合

併をして１０年間は、交付税は前の２市４町の状態で地方交付税が算定されております

けれども、合併後１０年までは据え置かれて、その後５年間をかけて、いわゆる合併後

の出雲市の交付税の算定に切り替わっていくと。段階的に縮小していくということで、

５年後には書いてありますとおり、５０億円近い地方交付税が減額になりますので、地

方交付税はまさに地方団体では一般財源として使っておりますから、自由に使える財源

が５０億円近くなくなっていくということを表現しようとしたものでございます。ご指

摘のとおり、少し分かりにくい表現になっておりますので、修正を加えたいと思います。 

 

倉塚香織委員 

 お金のほうはやっぱり教育のほうにシフトしていただきたいということの続きなんで

すけれども、今、引きこもっている若い人たちは、教育委員会の試算によれば８００人

ぐらいとなっております。私たちも毎日そういう若い人たちと向き合っているわけです

が、しんどくなっているのは、やはり仕事さえあれば何とかなる、学校さえ行けば何と

かなるという、今までの価値観でお父さん方が言ってこられることと、現実には仕事が

ない、学校が厳しい状況になっているというところの狭間で子どもたちが病んでいくと

いうのをまざまざと毎日見ております。そういうところの価値観をもっと柔軟に持って

いくような社会に１０年後にならなければ、仕事は絶対になくなります。これだけ合理

化されて、人が少なくなれば。この発想でいったら、必ず行き詰まるのではないかなと

思います。すでに行き詰まっている人がいっぱいいます。 

 

江田小鷹会長 

 それでは、また後ほど、皆さん方のご意見を伺います。 

 それでは続きまして、25 ページから 26 ページまでについて。 

 

 

【目標人口及び目標交流人口について資料説明】 

 

 

江田小鷹会長 

 これは、前回、皆さんのいろいろな意見がありました。それを踏まえての事務局から

の文章だと思っております。これについて、何かありますか。 
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 それでは、この目標人口については、委員の意見を踏まえた記載だと思いますので。 

 続きまして、戦略プロジェクトについて説明して、これについて皆さんからいろいろ

ご意見をいただきたいと思います。 

 

 

【戦略プロジェクトについて資料説明】 

 

 

江田小鷹会長 

 ただいま４つの戦略プロジェクトについて説明がありましたが、これについては１つ

ずつ皆さんのご意見を伺いたいと思います。 初に住みたいまち元気づくりプロジェク

トについて皆さんから何かご意見があれば。 

 

須田日出男委員 

 いっぱい書いてあっていろんな施策が書いてあるんですけれど、この戦略プロジェク

トに選定された経緯。ちょっと前に戻って申し訳ないですが、一般論で考えると、６つ

の創造の柱があって、その創造の柱を達成するために戦略プロジェクトを。それ以外も

いろんな施策をやられると思うんですけれど、その中で戦略プロジェクトなるものを選

ばれて、今回、それを４つの範疇で分けられたと。例えば１番目の安全安心都市の創造

というものを達成するためには、どういう戦略プロジェクトをつけられて、それがリー

ディングプロジェクトの中にあって、全体を押し上げていくとか。それが６つあったり、

あるいは全体として、共通するものとして考えて、全体を押し上げていくためにそうい

うプロジェクトを考えられたのか、それとも過去からずっとその地域で抱えたものを解

決しなくてはいけないので、そういうプロジェクトを戦略的に考えられたのか、あるい

は、もっとほかの理由。 

 要は、どういうことでこの戦略プロジェクトなるものが選ばれたのか。なおかつ小さ

な施策というのがいっぱいありますよね。これは、６本の柱の中のＡ３のこれを見てい

ると、この施策のかなりの部分が入っているんじゃないかなと思うんです。そうすると、

この中に入っているいろんな施策が、はたしてそれは戦略プロジェクトといえるものな

のかどうか。ちょっといっぱいあるなと思ったものだから。 

 

高橋総合政策部次長 

 初に基本の方策として６本の柱があるとご説明申しあげました。ここではどちらか

というと分野ごとの各部局がこれにほぼ納まっているような形での施策の分け方をお示

ししております。ですので、例えば政策企画課の仕事は、どこにあるのかということを

いうと、だいたい一つの柱のところに納まっているようなかたちで施策の体系をお示し

しているというものでございます。後にご説明申しあげました戦略プロジェクトと申し

ますのは、そういう縦の流れで政策を見るのではなくて、例えば１件目の住みたいまち

元気づくりプロジェクト、出雲の元気をつくっていく、住みたいなと思うような町を目

指すというような組み立てで戦略を考えてみたときに、先ほど説明したいろんな事業が
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展開されておりますけれども、そこの中でどれが もそれに効果的な戦略として取り組

んでいけるか、若しくは、横の連携がつけていけるのかというような視点で、今、事務

局の段階で選んだものでございます。 

これが今後どのように連携をとってやっていけるのかということは、まさにこの基本

構想の中で示されたものの中から積み上がっていくような形になろうかと思いますので、

これがすべて戦略プロジェクトとしての完成品ではなくて、そういうふうに表すことに

よってもっと有機的に連携して様々な事業が展開されることを期待しています。そうい

う意味で戦略性を持っているというふうに考えておりますし、逆に先ほど申しあげた基

本方策ではいろんなことが網羅されておりますが、戦略プロジェクトの中ではそのすべ

てを網羅しているわけではなくて、そこの中でも重点的に示せるものを選んで戦略的に

配置していけたらという思いがございます。 

 

 宮本享委員 

 ３番目の商工業の振興というところですけれども、商店街の活性化及び中山間地域う

んぬんと書いてありますけれども、この商店街の活性化というのはどこを想定して考え

ておられますか。 

 

高橋総合政策部次長 

 初に書いております商店街というのは、いわゆる中心商店街を指しているものです。

商店街というといろんな地域にあろうかと思いますが、商業は非常に厳しい環境にある

中で、地域で一生懸命取り組んでおられる中心商店街の皆様がおられますので、そこの

活性化ということで書いております。また中山間地域でご商売をしておられる方もやは

りそれが維持できるかどうかという非常に今後重要な課題になってまいっております。

買い物が簡単にできない地域が、だんだん出来つつあるとも言われております。買い物

難民とか、変な表現で言われることもありますけれども、そういうことに対することで

お示ししたいということでございます。 

 

 宮本享委員 

 私はこの商店街、特に商業の関係は、出雲市は合併して出雲市の中でも今市がやっぱ

り商店街の中心になって活性化ができるのではないかと思います。今日もパラオの跡地

の活性化という陳情に出たところですけれども、もう少しはっきり中心市街地の活性化

ということも私は謳うべきではないかなという気がいたします。 

 

高橋総合政策部次長 

 確かにご指摘のとおりだとは思いますが、中心商店街というような言い回しで表現で

きたらと思っております。 

 

倉塚香織委員 

 これは、こういう方針でもう決まったものということですか。 
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高橋総合政策部次長 

 そうではなくて、自由にご意見をいただきたいと思います。 初に申しあげたように

４つに絞り込んで戦略プロジェクトについてはまとめてみたという考え方ですが、いろ

んなご意見をいただきたいと思います。 

 

倉塚香織委員 

 この特産品の高付加価値とブランド化による生産振興、国産品がどのように選ばれて

いるのか分かりませんが、私は、何十年前から斐川町農協さんから無農薬の米をいただ

いたりとか、今はアイガモ米をいただいていますけれど、農家の有機農業のグループの

方から無農薬のお野菜をいただいたりとか、平飼いの卵をいただいたりしているんです

けれども、いつか農協さんをお訪ねしたときに、無農薬米が関西のほうで売れて売れて

あばかんですわと言っておられて、そういう安全なものを求めている人は求めているん

だなというふうに思いましたし、今の斐川町のお茶のところからも無農薬のお茶をいた

だいているんですが、知り合いによるとそのお茶が、羽田のほうで売れてたということ

も聞いていますので、みんなが知らない都会の人に人気のものが結構あるのではないか

なと思いました。 

 私は、よく斐川町の農家のグループの方から無農薬の米とか野菜をいただいたときに、

農家の方は、たまたま農薬で体を悪くしたから農薬を使わない農法にしたといわれたん

ですけれども、ただものすごく苦労をしておられて。というのは、市場がない、また農

協でなかなかそんなルートをつくってもらえない、お米のモミからあれするときもなか

なか順番を後にされたりとか、なかなか困難を抱えておられたりとか、私たち消費者自

身も周りの人からそんな無農薬なんかでみんなが食べていけるわけがないというような

ことをずいぶん言われました。 

 キューバという国の情報は、なかなか日本にはニュースで回ってこないんですけれど、

２００万の都市が、有機農業で自給しているという本があります。私たちの出雲すこや

か会というグループで吉田太郎さんという作者をお呼びして、何でこれができたのか、

島根でも有機農業で自給できるかという講演会を県のエコファーマーとかという制度を

推進している方もお呼びして講演会を開いたんですけれども、やっぱり価値観を転換し

ていくということで大きく変われる。この国は、貧乏だけれども医療費も教育費も無料

にしている。その医療費も乳児死亡率はアメリカよりも低いという高い医療を過疎地域

でも医者をちゃんと配置して、国民に医療を無料で提供している。これがアメリカの何

とかムーア監督というシッコという映画だったんですけれども、アメリカで医療を受け

られない人が、ここで無料で医療を受けているということも聞いたことがあって、お金

がなかったら何もできないということはないし、できないと思わずにもしかしたらでき

ることもあるんじゃないかというふうに考えていくことも。それは今までの価値観を脱

ぎ捨てていかなくちゃいけないんじゃないか。そこに新しい何かがあるのではないかと

思ったりします。 

 

手銭白三郎委員 

 産業ということになると、商工業と農林水産業ですよね。私は、林業の代表というこ
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とで出ていますけれども、農業は専業農家がたくさんいらっしゃる。水産業もそうなん

ですけれど、林業の場合は、本当に林を生業としている方は、ごく少ないわけです。現

実問題は、森林組合の組合員が８，０００人ばかりおられるわけです。それで山は厳然

としてあるわけです。それで林業の振興等について、どういうふうに書いてあるかとい

うと、有害鳥獣対策、イノシシ、シカです。次のページを見ると、北山山地における総

合対策。これもまた松くい虫、シカ、保存木、山中災害対策とナラ枯れ。それでほかに

ずっと書いてないのかなと思ったら、一番 後のところに農林水産業の人材づくりとい

うのが４７ページにあるわけですけれども、これも林は外してあるわけです。 

 それで林業とはいわないけれど、８，０００人の組合員、８，０００戸、それから木

材協会。現実問題、出雲市としても３Ｆ事業とか、ファイティング事業をやっていただ

いたり、国においては、今、森林計画を立てさせて取り組んでいる。それから、国産で

自給率５０％をめざそうといったようなこと。それから、間伐の推進をしなければ、山

が荒廃しますよと。ナラ枯れも切らないからですよということで、環境保全から何から

もう少し何とかならいないものかと。私はそれでどうして欲しいということは言いませ

んけれども、後ろ向きの対策だけが書いてあるようで、やはり寂しいような思いがしま

す。 

 それから、今、公共事業への利用促進法というのは、これも法律として先般通ってい

ます。ですから、せめてそういうふうにしていただかないと、私も出て何を考えておる

んだと言われかねませんので、あまり期待はしませんけれども、触れておいていただき

たいと思います。 

 

錦織文子委員 

 これは、前のほうの基本方策と関連したプロジェクトと考えていいわけですか。 

 というのは、例えば消防施設整備とありますけれども、前のほうに大震災なのか、あ

るいは原発の問題が出ているにも関わらず、消防体制については、庁舎だけを整備して

いきますというふうな感じで、あまり大規模災害に対する緊急援助体制とか、あるいは

山陰自動車道ができ、これに伴う交通事故の対応、救急体制というようなものがここに

は挙がっていないわけなんですけれども、そういうものはこれには挙げないんですか。 

 

高橋総合政策部次長 

 先ほどの森林の関係も一緒なんですけれども、確かに私どもの拾い方が、まだ不足し

ておるというか、不十分だった点が否めないと思っております。 

 ただ、新しいものの事業について、どこまで示せるかというのは、まだこの後、各部

局との協議を進めなくてはいけませんので、先ほどご指摘いただいたように、必要な施

策は、今後新たなものもいろいろ出てくると思っております。それが今年度、基本構想

を策定する中で、どれぐらい前向きに取り組んでいけるかというのも大事な視点でござ

いまして、十分検討してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

錦織文子委員 

 もう１点。下水道の整備のところで、前も確かアンケートか何かで出雲市の下水道料
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金は非常に高いというふうなものを見たような記憶があるんですけれども、下水道の整

備をされても、その使い方が非常にＰＲされていない。 

 というのは、下水道がついたから何でも流せばいいという感覚に、非常に市民には便

利になったから何でも流しておけばいいというような感じが非常に強いです。要するに

みんながそういう使い方を間違っているから、それに対する処理に経費が高く付いてい

るんだよというような、そういう話がないから、皆さんの使い方次第によっては、下水

道は安くなるんだよというようなうたい方をしていかないと、私はどうかなと。整備だ

けを先走らないほうが、その中に入れるならば、そういうふうなものを入れておいても

いいかなというような感じが。 

 以前は、下水道フェアとか、環境フェアとかがあったんですけれども、今はそういう

のが全部なくなったから、市民にＰＲする場が非常に狭められてなくなってきていると

いうのがあるので、やっぱりどこでそれをやるかというのもあると思いますので、細か

いことかもしれませんけれども、こういうことも必要になってくるんじゃないかなと思

います。 

 

米原稔委員 

 戦略プロジェクトですので、たぶんこういう分け方しかできなかったかなと思います

けれども、先ほど部局からあげますと、たぶん非常に狭い範囲のものしかできないと思

うんです。それで、今の農業振興というのをただ単純に水田農業の振興、そして次は何

かといったら、食の安全対策。この食の安全対策というのは、先ほど倉塚委員さんもお

っしゃったように、まだまだ幅広いものがあるわけです。例えば先ほどのような無農薬

のものが、本当に無農薬でつくったときには収入がどれだけしか取れないんだよと。そ

れであってするのかというのは、今の 低賃金の労賃でやると、これだけのものになり

ますよと。でも、変わりますかと言ったときには今、農家の手間賃というのは、所得と

いう中でしばられておりまして、賃金計算がしてございません。今の商品の中です。だ

から、そこらあたりが基本的に矛盾があるわけです。 

 しかしながら、ずっと長い歴史の中でそういうふうにされておりますので、今、企業

の皆さん方が、いろんな所でやっていらっしゃいます。それらというのは、賃金を払っ

ていきますと、こんな値段ではできません。ところが、市場流通は、それを通っており

ます。そうすると、霞を食って生活はならんので、企業も一度はやりますけど、撤退を

されておるというのが実情です。 

 ただ、そこで管理をＪＡで我々農業協同組合というのは、何を目標でということにな

りますと、今の話で全く無農薬というのはあまりにも少量でリスクがあります。できま

せんので、だから、準農薬という言い方をしています。それは、例えば給食センターに

使っていただいても、あるいは生協へ出荷しても、それだけの物がこれ以下であれば、

堂々と通りますよというふうなのを今出しているわけです。それを外に、今言われたよ

うな、でも無農薬がいいと。あるいは、草が生えても除草剤も使えません。普通、無農

薬、無農薬といいますと、今の話で除草剤も農薬だと思っていらっしゃいます。確かに

一面からすれば、これは農薬です。ところが、普通の以前からいわれている農薬という

のは、虫を殺す。それから殺菌です。これを農薬といっていますけれども、実際に今一
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番困っているのは、その除草剤というのが、地球を汚したということで。 

 しかしながら、これが大変な、その今の話で労力がかかるわけです。というふうなこ

とですので、私は、ちょっと道がそれましたけれども、部局からあげたものはあげたも

の、もう少しここで出すときには、きちんと整理をされて、先ほどの森林組合の組合長

がおっしゃるとおり、山がなければ、我々はきれいな水がないんだよと。そのためには

われわれもきちんと山の木を使いましょうとかいうふうなのを意図して出しながら、そ

ういう町をつくらこいというふうな形でなければ、ただ明日からどうするかというよう

な判断じゃなしに、１０年後をめざすわけです。私は、そこらあたりをもう少し落とし

方を工夫されたほうが。これからまだまだ改善の余地があると言われますので、そうす

るともう少し分かりやすいかたちになるかなと思ったところでございます。ご検討をお

願いします。 

 

高橋総合政策部次長 

 ご指摘のとおり、この後、まだ各部局から出たものを再度降ろしていませんので、事

務局のほうも合わせて今、いろいろ意見をいただいておりますので、再度整理をかけて

まいりたいと思いますし、書きぶりが少し足りない部分がたくさんあるともご指摘のと

おり感じております。 

 

今岡一朗委員 

 観光ネットワーク、あるいはその前の歴史、文化シンボル空間ということで、詳しく

書いてございますし、方向性としても間違いのないところに向かっていらっしゃるなと

思っております。おそらく観光については、前段の部分にもありますように、ＰＲしか

ないんです。出雲にこんな魅力があるよ、出雲に来てくださいといっても、じゃあ、何

があるのというときに出雲にはこんな楽しいこと、こんな魅力があるということを分か

ってもらわないと、なかなか人は来てもらえない。 

 島根県が日本地図でどこにあるのかなんていうぐらいの評価しかないということも言

われているときでございますから、まずやっぱりもっとＰＲをやらないと、出雲は、ぼ

やっとあの辺にあるけども、神話があるけど、何だろうなというだけでは、私はまずい

けないと思っておりますので、しっかりＰＲをするということを書いてございますので、

私は、こういう方向でぜひやっていただきたいなとは思っております。 

 それともう一つ。やはり大社はもちろんどっしりとした横綱でございますからそれは

置いておいて、もっともっとこんないい魅力があるのに知られていないとか、そういう

所もまだまだあるのではないかなと思っておりますので、そういう資源といいますか、

遺産といいますか、そういうものについてももう少し魅力があがるような施策もぜひあ

げておいていただきたいなと。 

 

石川昭弘委員 

 大社の話になると、どうしても言いたくなるんですけれど、４年前に工事をいたしま

した。その時に見ておりましたけれども、やはりバスでどっと来て、それが終わればど

っと帰るという少しも大社の町が恩恵を受けない。また、せっかくいい街並みを見ずに
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帰られているというのが現状のような気がしました。来年、遷宮がありますけれども、

そのために今、町がどんどん変わってきていると思います。 

 ですので、できれば再三言うような格好になるんですが、とにかく歩いて参道をお客

様に通っていただきたいというふうな町づくりをどんどんしていってあげたいと思いま

す。 

 

江田小鷹会長 

 それでは、後ほど皆さんからまたご意見をいただくとして、３番目、未来を開く人材

育成プロジェクトについて、ご意見があればお願いします。 

 

板木正久委員 

 ３番目の幼保一体への取り組みと書いてございますが、これは６月の時点で幼保一体

化という言葉は消えております。民主党と自民党の争いの中でつぶされて、認定こども

園の充実、整備のほうにいったんですが、そのことからしますと、私はここのところを

公立幼稚園の見直しにしたほうがよろしいかと思うんです。 

 それと、項目の中で、今、出雲市で一番力を入れておられる保幼小一貫教育の推進と

いうのが入っていないんです。島根県内でも出雲市はこれを推進している 中ですので、

これをぜひともあげておいてほしいなと思います。 

 

倉塚香織委員 

 この中に子どもの遊び場についてがないので。私などはちょっと出雲市の大津町に生

まれて、土手の斐伊川で、今、ゴルフ場になっている所でも駆け回って遊んで、いろん

な悪いことをして楽しかった思い出があるんですけど、その楽しかった思い出というの

は、親に見守られて遊ぶのではなくって、隠れて遊んだことのほうが楽しかったかなと

思うので、そうしてのびのび遊べるような遊び場が、今は子どもたちに必要ではないか

なと思ってます。 

 それと、学校給食センターの再編なんですけど、これってもう決まっているんですか。

言っても仕方がないのか分からないんですけど、今、センター給食になっていますが、

今治市というところに行ったことがあるんですけれども、そこは市長さんの決断で、そ

れまでセンター給食だったものを自校方式に変えたんです。それはなぜかといったら、

食べ物は楽しく食べることが一番であるということをもとに、食べ物がおいしいのは、

やっぱり食べる人とつくる人が近いことが前提なんです。近ければ近いほどおいしい、

いいものが食べられるというのが前提というのが、今治市長さんのコンセプトだったと

思うんですが、そのことで学校が大変変わりまして、花壇で無農薬野菜をつくるなどの

取り組みやら、周辺の農家の方が自分の孫の野菜をつくるなんていうことで、無農薬の

野菜を一生懸命つくってますみたいな発表を聞いたりとか、校長先生がこうこうこうで、

学校で野菜づくりをしていたり、親が野菜を持ってくることによって、自分も後継者に

なるという子どもたちも出てきたというような発表をされるのを聞きまして、できれば

規模の小さい自校方式になるといいなと思っています。 

 今の保育園では自園給食がほとんどなんですが、私もその自園給食を経験しまして、
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とても栄養士さんとかに教えていただいてよかった記憶があります。センターを自校に

すると、いろんな利点が出てきて、小さい規模で給食施設がつくれるので、地元の工務

店さんに工事を頼める、什器を納めるのも頼める、修理も頼める。また災害のときには

そこですぐに煮炊きができるというようないろんな利点がありますので、できたら１校

でもこういう試みをしていただけたらなと思ってます。 

 

今岡一朗委員 

 芸術、文化、スポーツの振興の関係で、意見をさせていただきたいと思います。スポ

ーツ振興の関係ですけれども、後でおそらく健康づくりプロジェクトのところで出てる

かなと思って、ちょっと見ておりましたけれども、スポーツに関連をする健康づくりと

いうことになっていませんので、できればスポーツ振興には二つの観点があって、健康

づくりも一つの柱にあるんじゃないかというふうに思いますので、そのことも触れてい

ただいたほうがいいのかなという感じを受けております。 

 それと、残念ながら島根県では一流のスポーツを見ることができないような環境にな

るということで、できればそういうふうなスポーツ関係の一流の競技、試合とかそうい

うものを誘致していただいて、子どもたち、あるいは大人たちに感動や夢を与えるよう

な、あるいはそれを見ることによって、さらにスポーツ熱が上がるというようなことも

ぜひお願いをしたいなと思っているところでございます。 

 

今岡久美子委員 

 多様な人材づくりということでたくさんの項目を掲げていただいておりまして、大変

市民の立場ではありがたいなと思いますけれども、ただ１つだけ農林水産業の人材づく

りといいますのは、大方のものが自分の人生を楽しく、豊かにというふうな視点からだ

と思いますが、農林水産業は、業としての人材づくりなんです。ここは、ちょっと視点

が違うのかな、ここに入ってていいのかなという感じをちょっと受けました。業として

の人材づくりをここに入れていいのかどうなのかをご検討いただきたいと思います。 

 

須田日出男委員 

 ちょっと細かいことで申し訳ないんですが、４３ページの学力向上推進への取り組み

①でありますけれど、この中の外国語活動というのがあるんですけれど、これは今、も

うすでにやっておられることではないんですか。私、ちょっと状況が分からないので。 

 

高橋総合政策部次長 

 ＡＬＴですね。外国語指導助手が訪問したりして、子どもたちと簡単なことから始め

てると思いますが、対応しております。 

 

江田小鷹会長 

 それでは、いろいろあると思いますけれども、次、生涯現役健康づくりプロジェクト

についてご意見をお願いします。 
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錦織文子委員 

 先ほどスポーツが健康にいいということなんですけれど、それと似ているんですが、

高齢者が多くなっていくということで、元気でとにかく暮らさないといけないというよ

うなことに重点を置くと、予防医学というものがより必要になってくるんじゃないかと

思うんです。病気にならないことをやっていかないと、どうしても年寄り、年寄りとい

うふうになってくるので、予防医学にもう少し重点を置いてやったらどうなのかなと。 

 

江田小鷹会長 

 それでは、全体で皆さん方で４つのプロジェクトについて、意見を一言言っておいた

ほうがいいという皆さんの意見があればお願いします。 

 

渡部美知子委員 

 基本方策が６本柱であって、色分けをしてあって、次、それが戦略プロジェクトにな

ると、また微妙に違う色合いで分かれていくというのは、私は、目を通してみようと思

ったときに、作り手の意図が伝わりにくいんじゃないかという気がします。 

 例えば子育て支援というのは、６本柱の中では一番右側の茶色の色合いの中に出てく

るんですが、プロジェクトの中では別の色になるというところで、読む者の目の混乱と

いうか、目の混乱は、頭の混乱につながりますので、そこのところを色彩は大事ですけ

れども、基本方策の６種類の色を基本にして、戦略プロジェクトは、縦の構造に横から

の視点を与えるとか、相互関係があるんだということを伝えたいわけですから、もっと

色合いの付け方の工夫というのはあってしかるべきじゃないかと。ちょっと編集的なこ

とですけれど、工夫してみるとよりよくなるのではないか。 

 

石飛なす子委員 

総論ですみません。この資料１を今説明しながら、皆さんのご意見を聞いております

けれども１６ページの将来像実現への基本方策です。そこの一番下に国際、国内交流活

動の推進とありますが、国際交流のところというか、基本方策というのがあまりにも書

かれていないような気がいたしまして。ずっと見ますと一番 後のプロジェクトのとこ

ろに、４５ページの一番下に、そこに国際交流が書いているなと思って見せていただき

ましたけれども、今、夢がない、夢がないというお話もたくさん出ております中で、子

ども交流とか、産業交流にもつながってくるかもしれませんので、今、いろんな交流を

なさっておりますので、16 ページ、そこへちょっと努めますとか、基本方策を何かの形

で夢を持てるような文言を入れていただけたらいいかなと思っております。 

 

倉塚香織委員 

 まちづくりの将来像についてですが、 初にやっぱり産業が盛んな元気なまちをつく

りますといわれると、私の感じでは取り残されたような、産業に無縁な、無縁というの

はおかしいですけれど、それで元気になるかなあと。ちょっと実感できないので、地域

課題の 初のほうを意識したようなのが先に来たほうがいいのではないかなと思ってい

ます。 
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今岡一朗委員 

 交通ネットワークの関係、交通システムというものの中に、検討はおそらくずっとさ

れていることだろうと思いますが、山陰道のスマートインターの設置ということが検討

を以前からされていたと思うんですが、そのこともここにぜひあげていただきなと思う

んですが、あれは、たち切れになっているんでしょうか。ちょっと聞かせてください。 

 

高橋総合政策部次長 

 山陰道のスマートインターチェンジについては、担当の部局のほうで調査をかけまし

たが、現在の国の制度の中では、国のほうの整備の関与がないということが名言されて

おります。そういうことで実際にそれをつくるためには、今の制度のままでは、ほぼ全

額を地方自治体が負担しなくてはいけない。まだ厳密な調査をしたわけではございませ

んが、構造によっていろいろな数字が出ておりますが、数十億円はかかるであろうとい

う結果が推定されておりまして、現段階で今、地方自治体としてその整備費を捻出する

のは、かなり厳しい状況にあるなというふうに受け止めているのが実態であります。 

 

今岡一朗委員 

 ここに山陰新幹線とか、中国横断新幹線の導入という大きなことが書いてあるんで、

やれるかやれないか分からないとしても、せっかくこれが書いてあるなら、それも書い

てあっていいのかなという思いがして、私は質問をしたところでございますので、そう

いう観点ならできるかできないか分からないけれども、必要性としてはあるよという意

味で、あるいは１０年じゃなくても、２０年、３０年の中で、計画の中にもし必要性と

いうものがあるとすれば、私は、あげておいていただきたいなという思いでございまし

た。 

 

遠藤充子委員 

 とにかく分かりにくい言葉はちょっと勘弁してほしくて、分かりやすいのが一番と思

うんです。それで、基本方策がせっかく６本の柱であるのなら、それを推進するための

戦略プロジェクトも、その下にこういうのが来るっていうふうに、さっきも色分けの話

もありまして、６本が、もちろんリンクしているので、それを４つにまとめられたとい

うのもよく分かるんですが、もうちょっと何か整理してあったほうがいいかなと感じる

んですが。 

 

錦織文子委員 

 やっぱり出雲というのは、歴史文化ということが誇っていいものじゃないかと思うん

ですが、その勝ってるといったらおかしいんですけれども、まだまだたくさん文化に伝

統芸能もたくさん出てくるんですが、それをどういうふうに持っていって、出雲づくり

をやっていくかというようなことが非常に落ちている。前に比べてプロジェクトのペー

ジが非常に少ないじゃないですか。それと活字が非常に多いから、非常に見にくいとい

うか見ていても面白くない感じに取れるので、やっぱり写真を入れたりしてやってみた

ら、もう少しこのプロジェクトのほうへ重点を置くような感じに持っていってほしいな
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と思います。 

 それで今まで出てきた中で、やっぱり出雲は、大きい川が二つもあるわけですが、そ

ういうものが非常に落ちているんじゃないか。それに伴って、山があって、川があって、

海があるような、そういう関連するようなものがないんじゃないか。森林組合も出てく

るだろうし、やっぱり山が大事だというようなこともあげられてくるんじゃないかと思

うんで、その辺をもう少し整理していただきたいと思います。 

 

手銭白三郎委員 

 今日びっくりしたのは、もっと財政状態がいいかと思っていたら、911 位だということ

で。いろいろとフリーに話をしていると、やはりお金のかかる話がとかく出てきますよ

ね。それで例として、先例が島根県も大変な財政難で、先般、財政計画は抜きにして語

られておるということは、それはそれで現実そうだなとは思っておったんですけれども、

少なくとも市民全体にこれをやると、元気がなくなるとか、いろんなこともありますが、

議会筋には当然やっておられると思うんだけど、財政計画を立てて、財政見通しで、や

はりどういうものを施策としてやって。島根県は、現に給与カットとか、それから公共

事業の極端な縮減、今はやっていますけれども、日御碕の第１トンネルなどは、もう施

行寸前になってストップになったですよね。そういった荒療治をやったんです。これは

大変難しい問題で、極めてトップというか、市長さんなり、副市長さんなり、全体でや

らなきゃいけないですけれども、議会の協力が不可欠なわけでして、市民全体に知らし

めることと、議会筋が徹底的にオープンにして、対策を立てなきゃいけないと思ってお

りますので、ここへどういうふうに書かれるかということ、さっきいろんな意見があっ

たので、微妙な問題もたくさんあろうかと思いますけれども、私も不明を恥じなきゃい

けませんけれど、まだまだお金があって、私の地元にも阿國座ができるというふうな話

まであって、市庁舎は、全国で飛び抜けて立派な市庁舎です。それはそれで末代のもの

ですから、県庁より立派です。松江市の市役所にしてしかりなわけであって、ですから

ここでいったんふんどしを締め直して、さっき副議長さんには申しあげておいたわけで

すけれども、議会筋とは徹底してやられなきゃいけない重大な課題だと私は思っていま

す。 

 出雲市は、非常に固定資産税や、いろんな負担は、高いほうだと思っております。こ

れは、固有財源だから致し方ないんですけれども、ぜひそのようなことを切望いたしま

す。 

 

杉原成也委員 

 何人かの方がおっしゃっていたんですけれど、やっぱり 後のほうにだんだん見にく

くなるというか、読みづらくなるという傾向があるのかなというふうに思います。これ

を 初から 後までくまなく読んでいくと、 後の戦略プロジェクトなんていうのはい

っぱいあって、こんだけやっていただくと、どんなに素晴らしい町ができるんだろうと

いうふうに思えるほどいっぱいあると思いますが、片方で本当にできるのかなというと

ころもありますし、優先順位はどうなんだろうというところもありますし、いっぱい盛

りだくさんなんですけど、ポイントはどこかというところが、ひょっとして分かりにく
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くなっているかもしれない。その辺を踏まえて編集というか、出し方を見せていただけ

ると、市民としてやるべきことだったりとか、考えるべきことっていうのがずばっと目

に飛び込んで来るんじゃないかなというような印象を受けました。 

 

江田小鷹会長 

 それでは、本日の審議会は、一応ここで終了したいと思います。事務局のほうで今日

の意見について総括をお願いします。 

 

高橋総合政策部次長 

 どうも貴重なご意見をたくさんいただきまして、ありがとうございました。本日いた

だきましたご意見は、この後、内容を修正いたしまして、内部の部局等でも吟味した結

果で、また委員の皆様方に修正したものをご送付したいと思っております。その後は、

各地域協議会へご説明にあがったり、それからパブリックコメントを行って、市民の皆

様方の意見を募集してまいりたいと思っております。 

 それと引き続きで大変恐縮ですが、限られた時間でございますので、この後にまた委

員の皆様方、お気づきの点がございましたら、ぜひ積極的に事務局のほうにお知らせい

ただきますようお願いします。私どももできるだけいただいた意見をどのように反映す

るかということについて、かなり中でも考えてやっておりますけれども、まだまだ不十

分な点があるかもしれませんが、努力していきたいと思っております。意見の出し方に

ついては、メールとか、ファクスとか、それぞれのやり方で結構でございますので、よ

ろしくお願いします。 

 

（以上） 


