
　出雲市のまちづくりについて、自由に記入していただいた意見です。

　便宜的に、市民満足度調査にあわせて7項目に分類してします。

　記入いただいた内容をそのまま入力しています。読みづらい部分があることをご了承

ください。
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市民満足度調査自由意見（都市基盤・機能について）

●水は文化生活の基礎です。家庭菜園、庭に水掛が必要な家庭もあります。出雲市は水が豊富
であり水道料金を少しでも安くしていただくようお願い致します。 （男性 60歳代 斐川地域）

●道路県道市町道の整備、特に町道が手つかずになり町民はこまっています。舗道面と山の木
がしげって枝が車をたたくようになってます。土木委員さんや市職員が点検するとかしてほし
いです。 （男性 60歳代 佐田地域）

●街路樹を植えるなら、必要な空間と地面を考えて100年後の都市計画をすべきである。樹木の種類
や成長をよく学ぶべきではないか。（女性　60歳代 出雲地域）

●下水道整備がなされていない。その為市内各河川、水路の汚泥悪臭には閉口する。赤川や内
藤川（新・旧）の親水化が泣いている。（女性　60歳代 出雲地域）

●道路網も環状線が必要だし、わかりにくい交差点では色分けして車線変更を楽にすること。
出雲市駅前に南北共営業車を優先させすぎ。もっと短時間駐停車する一般車（含県外車）、JR
利用者の送迎の為の駐車場を確保すべき。医大正面←→JR間の道路拡張は？（女性 60歳代 出
雲地域）

●生活バスの回数を増やしてほしい。電車との連絡時間を考慮してほしい。（女性 70歳以上
平田地域）

●住環境という点では下水道の整備を強く求めます。衛生車がこれだけ多い町は全国から見て
も他に例がないのではないかと思います。是非すべての家庭に下水道が整備されるよう望みま
す。（女性 40歳代 出雲地域）

●公共交通機関（バス、電車）の本数や便が少なく、高齢者や運転しない人にとっては不便。
又、バスは通っていない所もあり、 寄のバス停までに1時間以上かかる等不便さがある。（女
性 18歳～29歳　平田地域）

●終バス、終電の時間があまりにも早すぎる。出雲市駅周辺へ自宅（大社町）から飲みに行っ
てもタクシーでしか帰宅する手段がない。余計にお金がかかれば、出雲はおさえたくなる。そ
の結果、消費・購買意欲が下がる。当然の結論であり、負の悪循環と言えるだろう。神門通
り、代官町を廃れさせた原因もそこにあるのではないだろうか。（男性 18歳～29歳 大社地
域）

●ＪＲの駅などの設備をもっと充実させてほしい。（男性 18歳～29歳　斐川地域） 

●現在出雲市に住んでいますが、平田に家があり（先祖代々の家）将来住む予定です。しか
し、バスも減り、店も近くになく運転ができなくなってからの生活が不安です。（女性 50歳代
出雲地域）

●高速道路のおり口を出雲市内に行きやすいように作ったほうがいいと思う。（女性 30歳代
出雲地域）

●都会は車が無くても生活出来るといわれるが、実際の所、田舎でも同様に車が無くても生活
出来る様になるべきである。都会は通勤まで自宅から徒歩（１km未満程度）+電車・バス+徒歩
（１km未満程度）にて会社に到着する。これにより通勤に掛かる時間は３０分から１時間程度
有する。ではこれを出雲で置き換えるとどうなるか？大方の場合は同条件で通勤可能であると
考えられる。車社会にあると１kmの徒歩やバス電車の待ち時間が耐えられないが、都会だから
とはいえやっていることは一緒である。これを踏まえ、もう少し車社会というレッテルを排除
しIターンUターンに生かしてみてはどうか？またその場合「バスの運行ルートと疎遠な地域が
ある」との指摘が挙がるかもしれないので前もって確認の必要がある。（男性 30歳代 出雲地
域）
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●中心市街地の整備については、現在目的や実施の結果が見えていない。駅前の通りはきれい
になったかもしれないが、それによる効果がどのように発生したのか？先頃デパートパラオが
閉店したが、こういう店舗を市が借り開放してはどうか？具体的な例で言うと、道の駅を農家
や工房が場所を借り販売し、旅の休憩として道の駅に立ち寄るのではなく、買い物目的に道の
駅に出向く客が増えることにより成功している例もある。同様の方法で場所を提供してみては
どうか？（男性 30歳代 出雲地域）

●道路の整備（中央線が消えている。道路端が陥没している所がある）（男性 60歳代 斐川
地域）

●道路端の雑草をきれいにしてほしい（伸び放題で汚いです）　（男性　60歳代　斐川地域）

●大社町の細道道路整備 （女性 30歳代 大社地域）

●まちづくりになるのかは分かりませんが、同じ道路を工事ごとに片側通行にしたり、道路を
掘り直すのはお金のむだだと思います。水道管を入れる工事で１年位片側通行にし、道路に穴
を開け工事が終了したかとおもうと次は電話線の工事でまた道路に穴をあけ…の繰り返しで
す。一度穴をあけたら次々と工事に入ってすべて完了したら、道路や歩道を元に戻すという事
はできないのでしょうか。私には、税金のムダ使いになっているとしか思えません。それ以外
では出雲市はとても住みやすい良い町だとほこりに思っています。 （女性 60歳代 出雲地域）

●まず地域の件で有りますが、今更ですが国道の計画が有りましたが一部の反対で出来なく残
念でした。それに代わる道路計画整備を願いまして幹線道路とのネットワーク道路として整備
願いたいと存じます。（男性 70歳以上 大社地域）

●ウオーキングをする人が多くなりましたが、私も手が空いた時間しています。歩いてももう
少し目で楽しんだりして歩ける緑など多いところを作ってほしい。道を大きくする時などに整
備などや無駄な所もありますヨ!! （女性 60歳代 出雲地域）

●交通が不十分。ローカル線が通っていない。（男性 50歳代 出雲地域）

●市道、公道、歩道等の草取誰がするの草取りに経費をかけるなら草がはえないように処置す
べき。舗装化。市役所周辺、毎月職員さんで草取り。用水にフタがしてある所の掃除？下水溝
全町内にあるけどみんなで協力しあって掃除をする様に行政からもはたらきかけてほしい。
（男性 60歳代 出雲地域）

●悪い点は無駄使いが多いと思う。議員さんの力が強いのか道路や建物、誰が利用するのか、
なくても良い物をなぜ作るのか。国道４３１号線のバイパス？あれ程無駄な物はないでしょ
う。よそから来た人から見たら不思議でしかたがない。地方交付税にたよりすぎでは？あほな
議員が多すぎ。議員数削減は良い事だと思う。（男性 40歳代 出雲地域）

●周辺地域はスーパーマーケット等が少なく、住居から離れているため、高齢者にとっては買
い物に行くのが大変です。バスの便が少なくなり（バスが通っている頃は利用者が少ないため
廃止になった例もあるので一概には言えないが…）出かけにくくなっていると思います。 （女
性 50歳代 出雲地域）

●新幹線の開通。市営バスの充実（停留所の増加）（女性 50歳代 出雲地域）

●道路を拡張する場所ですが本当に必要とする場所をして欲しい。すごい税金を使って本町で
すが、一方通行を解除する必要があるのか疑問です。そのために事故が起きそうな場所もあり
ます。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●高速道路で斐川～出雲で出雲は神西なので、もう少し市内の中心部に作ってほしかった。
（女性 18歳～29歳 出雲地域）
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●今、高岡町に住んでいます。一部道路の白線が消えていたり、止まれの文字がなくなってい
たりで、通る時わかりにくい。神門のイズミの所の９号線が道が新しくなってから、こむよう
になった気が…。不便 （女性 30歳代 出雲地域）

●道幅が狭いので有事の際困る。渋滞の緩和よろしくお願いします。 （男性 50歳代 出雲地
域）

●病院とかへのアクセスが不便。 （女性 60歳代 多伎地域）

●道路はつぎはぎだらけで舗装してあってもがたがた。 （男性 40歳代 出雲地域）

●田舎ではバスがあまりこないので、車が利用できない高齢者が買い物etcに行けない。市民バ
スetcをもっと発展させてほしい。（男性 40歳代 出雲地域）

●新幹線がなく不便。出雲神話の観光もパッとしない。せめて飛行機で色々な所へ行けるよう
にすれば、出雲に住みながら若者も暮らせる。（女性 18歳～29歳 出雲地域）

●道路整備の意図が分からない（EX.斐川の道路）何車線対応になるのか??整備中、余計に走り
づらい。（女性 30歳代 斐川地域）

●古土手町の通りが狭い。古土手町の通りを広げて自転車や人が通れるようにしてほしい。
（直江と平田を結ぶメイン道路がだんだん狭くなっているように感じる） （女性 60歳代 平田
地域）

●こじんまりとしていて、この地域から出ずともなんでもそろうのが良いところ。車を運転す
るためバス利用したことがないが本数少なく将来子供たちが通学等で利用することになった時
それで良いのかと思う。運転の仕方に問題あり。他県民だった私からすると直進道路で突然ブ
レーキ踏まれ、その後にウインカーを出すということに理解できない。それを指導しなおさな
いのか？県民性だけで片付けていては他県民に受け入れられない。免許センターや免許更新手
続きの際の指導項目としていちばんにあげて欲しい。あぶなくない町にして欲しい。 （女性
30歳代 出雲地域）

●公共交通（バス）市内中心から学校、病院行き充実してほしい。団地を回る路線が少ない。
道路の整備、中国5県で一番走りにくい。バイパスがバイパスになってない。日御碕を何とか活
性化してほしい。 （男性 50歳代 大社地域）

●不満な所、都会へのアクセスが不便（出雲からだと旅費が高くなる）　（女性 18歳～29歳
平田地域）

●大学を卒業後、地元に帰ってきて思うことは、ここ数年でずいぶんと出雲市の中心市街地の
整備が進んだなあということです。ただ、それでも正直なところ住みやすいとは思えません。
若い人間が地元に残って暮らしていくのには、まだまだ不便と感じるところが多いです。（男
性 18歳～29歳 平田地域）

●バスの停留所の間隔をせまくして欲しい。年寄りが 寄のバス停に行くまで遠い。 （女性
40歳代 出雲地域）

●道路の整備について私有地を提供したにも関わらず 終的なケアが全くされていない。とて
も不満である。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●出雲空港の運賃をもう少し安く出来ないか。 （男性 60歳代 出雲地域）
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●平成2年に夫の郷里、出雲に移り住みました。当初は不満、不安の嵐で、いつかは私の郷里、
さいたま市に戻ることばかり考えておりました。現在は住めば都と申しますか、すっかりなじ
んで、どうでも良いと思うようになっております。が、今でも交通の不便さ、車がないと生活
が成立しない社会には不満があります。公共の乗物の廃止や減少は10分ごとに電車、バスが運
行しているところで生活してきたものには、なんとか少しでも増やしていただけないかと思い
ます。老人、障害をもたれている方、そして、旅行者にとって公共の乗物の充実はとても重要
と思います。住人にとっても県外から来られる人にとってもやさしい都市であって欲しいと
思っています。 （女性 60歳代 出雲地域）

●子育て世代のための公園の整備や都市基盤作りが薄い気がする。ようやく、バイパスや高速
道路整備がすすんでいる気がするが、今だ、他の都市よりは遅れている。人口が少ない町のた
め、財政面でも仕方ない部分もあるだろうが、道路整備を行い流通を活性させ、人、物、金の
流動性を上げなければ、出雲市は活性化しない。北山から大社街道へ向かう431号線の整備も遅
れている気がする。観光名所にもなっているのに、道路は小さく街自体も勢いが薄い。出雲大
社を拠点に活性ができないものか？10年後、20年後人が集まり賑わい利便性が増している出雲
市を望む。 （男性 40歳代 出雲地域）

●交通手段の取組みの重要性を考慮しバス路線を拡充して欲しい。 （男性 60歳代 斐川地域）

●なんと言っても山や川や海の自然環境に恵まれている。また日御碕や出雲大社などの観光資
源もある。これらを守ってもらいたい。道路の片側2車線はどちらの道かわからず走りづらい。
1車線で良い。出雲空港から大阪空港や関西空港を利用して海外に出ることがあるが乗り継ぎし
易いようにしてもらいたい。特に海外からの帰り大阪空港を6時か7時の便があると都合が良い
が。 （男性 50歳代 出雲地域）

●下水道整備を早急に行うべきだと思う。出雲バイパスの高架化（渋滞緩和） （女性 30歳代
出雲地域）

●道路を広くして交通事故を少なくする。 （男性 30歳代 出雲地域）

●県外へ近々引っ越しますが、とりあえず不便。私の住んでいる佐田地区は交通の便は悪い、
道路も悪い、30年間同じです。他の出雲市の地区はまだマシなような気がするので、もう少し
佐田地区を住みやすいように行政は動いてほしいと思います。あと、県外へ行くための方法
（高速バス、やくも）も少なすぎるし高い。私は松江で働いているので出雲にいる時間は少な
いんですが、何よりも不便さが感じられてしまいます。出雲に住んでいる人達は好きなんです
けどね…。あと、佐田にコンビニがほしい。切実に思います。 （女性 30歳代 佐田地域）

●新幹線がなく不自由。大阪方面への交通の便が悪い　（男性 18歳～29歳 出雲地域）

●下水道料金が高い （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●県外へのアクセスが 悪。中心地ばかり整備している。郊外は本当に何も無い。（男性 30歳
代 出雲地域）

●下水道工事を早急に工費でして頂きたい。助成金で４０万出し、個人的に下水道の設置する
とはとても不公平です。維持管理を個人ですることです。早急！！に平野町下水道の環境整備
を一考を願います。 （女性 60歳代 出雲地域）

●バイパスは高架に！！バイパスの意味が出雲市は分かってない。 （女性 60歳代 斐川地域）

●出雲に住んで４０年近くになります。住み良い、いい所と思っています。近年、やたら大き
な道路が出来ますが、ここにこんな道路が必要なのかと思う箇所があります。　（女性 70歳以
上 出雲地域）

●今後の神門通りは、大社町に住む市民にとっては通行が不便になるような気がします。道幅
が狭すぎ！？もっと市民の住みやすい街づくりをお願いします。（男性 30歳代 出雲地域）
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●流通の基礎は道だと思うので、整備したらいいと思います。それに新しい道をすぐに作り直
すのはどうかと思いました。 （男性 30歳代 出雲地域）

●交通の便が悪い。（女性 50歳代 出雲地域）

●歩道など草がたくさんはえて通りにくい場所があります。歩道の役目が果たせていません
（長浜工業団地内など）　（女性 30歳代 出雲地域）

●都市基盤となる国道９号線バイパスの設計が悪く、非常に走り難い。出来ることなら全線複
線とし、合流時の事故軽減を計画してほしい。神々の集う町出雲に住む事は誇りに思うが、公
共交通機関（特にバス）が斐川地域には非常に少なく、自家用車（１人１台）無いと生活に支
障が出るのは不満に思う。 （男性 40歳代 斐川地域）

●不満に思うところ道路の整備。出雲バイパスは信号ばかりで他の都市のようなバイパスの体
をなしていない。全くの生活道路と変らない。駅北道路の拡張。部分部分的に広い道路拡張工
事、道路に対するGDが見えてこない。高速道路の出雲ICの出口が観光客の皆さんには便利と思
うが、住民に対しては全くナンセンス。出雲の住民は斐川ICで降りざるを得ない。中病南のバ
イパス高架はバイパスのみ利便性向上を計り、南北に通過する車は信号が増え待ち時間も増え
何のための高架か意味が分からない。 （男性 60歳代 出雲地域）

●雲南市と出雲市中心地域、平田地域にしか住んだ事がないが、平田地域は道路の大幅整備が
進んでおり大変住み易い。（男性 18歳～29歳 平田地域）

●街がきれい。道が整っている。　（女性 30歳代 出雲地域）

●道路等の工事は短期間で行うべき、無意味に時間をかけて、工事費が増えることが目的とし
か思えない。 （男性 40歳代 出雲地域）

●下水道について、あたしは兄貴を病院に毎日送迎中、神西サンテックの車を2～3台必ず見ま
す。松江で余り見なかったと思います。それくらい下水が遅れると思います。 （男性 60歳代
出雲地域）

●道路・公園・公共施設まわりの草木、雑草が繁っている様子が残念です。中高年をもっと活
用する施策を期待します。 （女性 60歳代 出雲地域）

●公共交通機関の整備が逆行していると感じる。個人の自家用車所有率が高いため、利用者が
少なく維持、運営が難しくなってきている。これにより本数を減らす路線廃止といった公共性
を衰退させ、ますます利用しにくい状況となっている。高速道路の整備も重要かもしれない
が、高齢者など弱者（？）に対する整備を優先していただきたい。また、公共性を利用するこ
とで資源保護やエコロジーにつなげていくべきである。ムダな森林破壊や資源のムダ使いはな
くすべき！ （女性 30歳代 出雲地域）

●街づくり（道路整備を含む）が、イマイチ無理やり感があり気持ちを良く走れず、信号と信
号の間隔がおかしい場所や老人には道路がわかりにくさもあると思う。いずれにせよ、本気で
人口減少を止めなければ老人県に経済的にも観光的にも未来はないと思う。 （男性 30歳代 出
雲地域）

●大社地区は道路が狭いし、まだ下水道が通ってないので不便です。何とかして欲しい。 （女
性 70歳以上 大社地域）

●自然豊かで地震の少ないところが良い。道路をせっかく作っても除草などがされず、印象が
悪い。信号が多く連続して赤で止まらされる。（女性 40歳代 出雲地域）

●バイパスの事故が多すぎる。イズミ周辺の道路整備をして欲しい道路整備をしないまま土地
の持ち主へ建築の許可を出さないで欲しい。（女性 40歳代 出雲地域）
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●無駄な道路は作らないでほしい。 （女性 40歳代 出雲地域）

●下水道の充実。（予定区域外）早期に全区域へお願いしたい。 （女性 40歳代 出雲地域）

●山陰道の出雲ICが不便。中心市街地から離れており、斐川と出雲の間にあっても良いので
は。（中心市街地発展の為）

●斐伊川の河川敷を整備し市のシンボルとしてアピールしてほしい。 （男性 40歳代 斐川地
域）

●出雲市内で走っている循環バスを斐川町でも走らせてほしい。 （女性 30歳代 斐川地域）

●自分の地域はバスなどの公共交通機関がなくて買い物などもタクシーをつかわなくてはなら
なく不便である。 （男性 40歳代 出雲地域）

●出雲市はお金がないと言いながら、あちこちで道路整備、道路拡張、塩冶の下沢道路など交
通量が少ないのに道路が出来ている。（女性 30歳代 出雲地域）

●いらない所に信号が多い。駅付近は異常に信号が多くてもったいない。 （女性 18歳～29歳
斐川地域）

●よく他県へ旅行に行くが高速道路等道路がつながっていると大変行きやすい。また観光でき
ていると思われる人がよくレンタカーで観光地へくるのをみかけます。 近はナビがついてい
るとはいえ初めての道はわかりにくいとおもうので道路整備なども目的地へわかりやすい道を
つくってほしい。松江は一方通行だらけで知らない人はイラッとすると思う。それで交通違反
などでキップをきられたら島根などキライになり悪評につながると思う。 （男性 40歳代 出雲
地域）

●私鉄の便、料金（高すぎる）の見直しを行えば利用者も増えるのではないですか？斐川町⇔
平田便の開通も必要なのではないでしょうか？（老人の方の通院など） （女性 40歳代 出雲地
域）

●不要な道路は作らなくていいと思う。（女性 40歳代 出雲地域）

●身近な道路の整備、自治会内の道路 （女性 60歳代 佐田地域）

●道路→除草作業は市の方でお願いしたい（人手不足でこまっている） （男性 50歳代 出雲地
域）

●出雲市は広い町ですが、中心街がなく若い方高齢の方問わず車がないと移動もできません。
市内の方は割り合い安価で食品など購入できますが路線バスも通っていない町内では少しの日
用品買い物もできないのが日々!!大きな病院への通院をもっと簡単にできる様もう少しこまや
かな路線バスなど旅行客ばかりに便利にするのでなく斐川町も仲間になったことですしもう少
し市民に優しい町づくりお願いします。（女性 40歳代 大社地域）

●1.市周辺の交通路の整備イ）橋梁等災害時の検討（耐震強度等）ロ）う回路等2.水源地周辺
の整備周辺の草刈等 （男性 50歳代 多伎地域）

●下水事業。早く本管を通してほしい。中野地区等近くまで来ているのに荒茅の方はなかなか
進まない。10年は見通しがないと聞きましたがどういう事でしょうか！ （女性 60歳代 出雲地
域）

●電車の各駅本数が少ない　（女性 　60歳代 斐川地域）
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●市内だけでも大型中型病院は非常に充実しており、大変満足しておりますが、交通の便、特
に公共バスの不便さは目立ちます。農山間地に囲まれており自動車が重要でありほとんどの家
庭で複数台数所有の状況も手伝ってかバス利用者が少ないのも理解できますが、２０年前と比
べてより不便になったのではないかと思います。都市開発の過程で中心地が変化し路線の変更
も致し方ないかも知れませんが、現状は不満です。就職、再就職の問題も若年者定住にとって
重要な関係する点と思いますが、県外企業の誘致や地元企業の雇用は松江市と比べる間でもな
く差があります。 近、県外観光客が多く見られるようになり、観光事業は一定の成果が見ら
れると思います。高速道路や幹線道路の相互乗り入れ、拡張はもっと出雲にとって便利になる
よう計画してもらいたい。山陰道は出雲中心地へのアクセスにとって利用しづらいと思いま
す。 （男性 30歳代 出雲地域）

●今土排水コンクリート製品排水に川跡地区 （男性 60歳代 出雲地域）

●県道、市道の改良が一部の地域にかたよっている。 （男性 70歳以上 出雲地域）

●バイパスが出来て渋滞がひどくなった…と思う時がある。スムーズになるようにしてほし
い。林木のバイパス（青木遺跡）あまり意味が無いように思う。それより、Ｒ４３１の国富、
美談のあたり、自転車通の学生のための歩道を充実してあげてほしい。「出雲市」ばかり良く
なる気がする。間６の「出雲市」全体が住み良くなるようにしてほしい。（女性 40歳代 平田
地域）

●中心市街地以外の周辺地域の道路整備、お願いします。 （女性 60歳代 斐川地域）

●公共交通機関（バス）が少なくなりました。廃止された地域もあるようです。病院へ通院す
るのに家族にお願いするしかありません。不便になってしまいました。休んでもらうか、時間
休をもらったりしています。一部の病院は送迎があるみたいですが、そこに通っていないので
困っています。大きな出雲市になったら小さいことには目が向かないみたいですね。以前より
市の対応が悪くなったと聞いています。しょうがない事だと思います。職員さんの仕事も多い
でしょう。以前休日診療に行ったとき皆さん一生懸命対応してもらいました。中には市の職員
さんじゃないそうですね。お休みの時に出ておられて、こちらは助かりましたが大変だと思い
ます。もっと市長さんが助けてあげて下さい。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●農道や排水等の整備は小さなところも早く改良してほしい。下水道の整備はもう少し促進し
てやって下さい。町部のみでなく農村部も家が次々建って排水に困っている。 （男性 70歳以
上 出雲地域）

●老人家庭が多いので何とか住み良い町にしてほしい。特に車に乗らないものが便利に暮らせ
るようにお願いしたいと思います。 （女性 70歳以上 斐川地域）

●斐川にバスが全然走ってないので、駅の近く等にバス停があると便利。 （女性　40歳代 斐
川地域）

●交通機関の充実を希望します。（新幹線、飛行機） （女性 40歳代 出雲地域）

●出雲市には色々観光地があるので、もっと全国にアピールして良いと思う。空港からも大社
などに近いので、アクセスを良くしたり便を増やしたり出来ると良いと思う。子供が生まれた
が、ベビーカーで道路を使うとガタガタ。また歩道が斜めだったり段差が大きかったりする。
通りにくい。車だけでなく、歩いても歩きやすい道路にして欲しい。散歩しにくい。

●道路等予算の都合もあるだろうが、途中で止めるぐらいなら予算がとれるまでやらなければ
よいのでは？必要な物でも中途半端にするぐらいならやらないのも勇気ではないか。市役所の
企画の方々が無能なのか議員が無能なのか？市民が強欲なのか？そのあたりも考えて市政を
行っていただきたい！！ （男性 40歳代 出雲地域）
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●飛行場の駐車場が少なく困ることがあります。飛行場の入り口付近の駐車場には「半日以上
駐車できない」などのしばりが必要だと思います。それ以上の時間の駐車は別の場所が望まし
い。（男性 60歳代 平田地域）

●バスの本数を増やしてほしい （男性 30歳代 出雲地域）

●道路整備について、山間部は道路整備されてすばらしいと思いますが、市街地周辺の町では
道が狭く、下水道の整備もされていない地域があります。下水道の工事について市からの補助
とか順に工事を進めるようにお願いします。（女性 50歳代 出雲地域）

●ボランティア活動グループや公民活動グループ、老人会グループ等が利用する福祉バスの利
用が非常にきゅうくつになった。もう少し柔軟に使えるようにして下さい。やがて車にも乗れ
なくなると斐川町民はもとより過疎地に住む者の行動が非常に不便になる。今でも車がないと
暮らせない。何とかならないでしょうか。 （女性　70歳以上 斐川地域）

●公共交通機関の利用が減っているとは思いますが、特にバスは右回りも左回りも元々便利な
場所しか走っていない。それより、少し外れた場所の人にとってこそ必要な気がします。年を
とって自分で運転出来なくなった時に更に不便になる気がします。外灯も中心部を外れると少
なくなり、自転車道を走るのも怖かったりします。 （女性 50歳代 出雲地域 ）

●暮らしやすさが良いと思います。市内あちこちを通るバスがあれば良いと思う。実際自宅か
ら出雲市駅まで走るバスが無い。（女性 40歳代 出雲地域）

●バイパスが信号が多く走りにくい。一畑電車は風情があっていい。 今後、高層ビルなどの都
会化は望まない。（男性 30歳代 出雲地域）

●出雲市はとても良い所です。医院も数がたくさんあり、住み良い所だと思いますが、道幅が
狭いと思います。ますます良い出雲市になる事を願っております。 （女性 70歳以上 出雲地
域）

●斐川町に住んでいます。出雲市と合併後斐川町の存在が薄れることの無い市、町作りを目指
していただきたいです。下水道、こちらは普及の見込みの無い場所です。何とか対応していた
だけることを望みます。 （女性 70歳以上 斐川地域）

●人口を１人でも多く増やす為の施策を考え増やして欲しいです。斐川の公共交通は年老いた
者にとっても不便です。松江市の様に小型のバスを町内を巡回させてはどうですか。一企業に
任せっぱなしでは利益が先で足元までの配慮には欠けているようにしかみえない。出雲市だか
らこれだけの良さが出せる物をアピールして特徴のある町になれば人はおのずと集まるのでは
ないでしょうか。 （女性 60歳代 斐川地域）

●私はバイパス沿いに住んでいますが、中野東交差点より東の歩道沿いの植え込みの整備が未
だに出来ていませんが、どうしてでしょうか？毎朝散歩している私ですが、草が茂っていてと
ても見苦しいです。一日でも早い整備をお願い致します。又、バイパス中野交差点より西側
は、歩道と自転車道の区別をした整備をされましたが、朝散歩などしていると自転車など区別
無く通行するのであまり意味ない様に感じています。 （女性 60歳代 出雲地域）

●出雲はとても住み良いと思います。生活に密着したところに重点をおいて、生活しやすい道
路整備（自転車通学の生徒が歩道が無く危ない、車道を通る等）、駅まわり等雑草が目立つな
ど細かいところにも配慮して頂きたい。（女性 40歳代 出雲地域）

●私（75才）は夫（75才）と二人で大社町に住んでおります。年金（国民年金）暮らしの高齢
者です。二人とも自動車の運転が出来ません。医院、病院通いに非常に困っております。何か
策はありませんか？ （女性 70歳以上 大社地域）
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●どんどん出雲の中心は発展しているなとは思います。しかし、周りの地域はどんどん勢いを
失っていくように感じます。特に私は平田に住んでいるので目につきやすいのですが、平田を
活性化していきたいと思います。あと、一畑電鉄が料金が高いです！！もう少し乗りやすい価
格にしたらもっと乗る人も増えるのではないでしょうか？平田から斐川に行く交通機関がない
のも気になります。車がある人達はいいですが、ない人にとっては住みにくいなあと思いま
す。 （女性 18歳～29歳 平田地域）

●私は多伎町に住んでおりますが、今のところ特に不満、不自由を感じることはありません
が、１０年、２０年後に車の運転などできなくなった時生活に不安を感じます。 （女性 50歳
代 多伎地域）

●下水道整備をして欲しいです。水路の近くに住んでいますが蚊が大量発生して困っていま
す。

●道路標識が分かりにくいためか、バイパスでの事故が多い気がする。メイン道路は広いが一
本入ったらいきなり狭いのでびっくりします。 （女性 40歳代 出雲地域）

●消防車、救急車等が家の前まで来るような道路、街づくりをして欲しい。軽自動車が入れな
い所が多い！！ （女性 60歳代　出雲地域）

●バスの運行について。市民のバスをもっと中心地だけでなく広い地域に拡大して欲しい。車
に乗れない人などが助かります。下水道を早く出雲市全体に整備して欲しいと思います。（女
性 60歳代 出雲地域）

●バイパスの信号がありすぎです！！バイパスと呼べないのでは？と思います。 （女性 30歳
代 大社地域）

●有名な政治家をたくさん輩出しているのに、鉄道は単線、高速も途中までで信じられないく
らい遅れています。（女性　60歳代 出雲地域）

●島根県に引越しした時に驚いたことが、高速道路の整備が行き届いていないこと。新幹線が
通っていないことでした。他県から来るのにとても時間がかかる…。お金がかかる…。そんな
マイナスイメージばかりでした。高速道路が無料区間になった時は観光客の人も増えたように
思いますが、その制度も終わり上限１０００円もなくなったので高速道路、新幹線の２つに関
しては重点的に取り組んでほしいと思います。もし、島根から出たら帰って来たいけれどもそ
の事を考えると帰りたくなくなる気持ちも正直あります。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●約８年間、県外で暮らし、 近出雲市へ戻って来ました。外から見る出雲は非常に旅行がし
にくい。飛行場、電車はあるものの、車が必須な環境。県外からの旅行者を呼び込むには、公
共交通機関の発展必要。 （男性 18歳～29歳 斐川地域）

●①広島市等に比べ文化密度が低く、高速道の整備を期待している。②出雲空港の一層の活
用、地域住民の利便策を考慮して欲しい。　（男性 60歳代 斐川地域）

●町の中他歩道がせまく平らではない所が大変多い。年寄りさんの手押し車の歩行が出来かね
ます。歩道調査願います。 （女性　60歳代 平田地域）

●良い街と出雲は言われるが、何がどう良いのかわからない。公共交通もとぼしく、中心部
（病院）へ行くにも車がなければどうにもならない。環境問題を語るなら自動車は減らす方向
でバス、電車等の交通の便を充実すべき。（女性 60歳代 出雲地域）

●新幹線が通っていないことが不便…と思ったことは何度かあります。

●病院、買い物に行くのに大変困っています。是非交通の便を検討願います。（男性 18歳～29
歳 出雲地域）

●歩道をきちんと整備して欲しい。（斐川町新川道路など） （女性 30歳代 斐川地域）
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●松江市は老人のバス料金が安いし、観光施設も松江市民だと割引きもある。 （女性 70歳以
上 平田地域）

●外出したいと思うけど、車に乗らない人は足がない。住みやすい市民が幸福だと思える町作
りをお願いします。 （女性 50歳代 出雲地域）

●道路交通のアクセスもよく、島根県下では大変地理条件がよい街だと思っています。 （男性
50歳代 平田地域）

●これから先、一人暮らしの老人が多くなると思います。それに対する対策が必要になると思
います。交通の便も悪いので大変だと思います。（女性 50歳代 斐川地域）

●道路工事がなかなか進まないことが多い。都会は大きな道路工事も早く進むように思うが、
田舎はなかなか進んでいないのが残念。自家用車の利用が多いので、バスや電車の便数が少な
くなると思うが、公共交通機関がもう少しよいと利用者も増え環境にも良いと思う。レ
ジャー、文化施設が少ないので、遊びに来る人が少ない。力を入れて欲しい。 （女性 40歳代
出雲地域）

●出雲市は、海も山も大きな川もあり、自然が美しく食べ物がおいしい、すばらしい所だと思
います。また、歴史的遺産もたくさんかかえています。もっと他県、他国の人に知っていただ
くための上手なアピール、公共交通機関の充実が必要だと思います。わたしは、他市の観光施
設に努めていますが、観光客の方が車での移動でないと行けない場所がたくさんあります。
（平田本陣記念館、出雲伝承間、キルト美術館、キララ多伎など）　（女性 30歳代 出雲地
域）

●出雲バイパスについて、高架バイパスであったら渋滞が少なく利便性が良かった。

●出雲市内の道路も今工事中の所もありますが、よく整備されていると思います。JR出雲市駅
前もきれいな景観ですが、走っている車や歩いている人の姿が少ない気がします。出雲の中心
的な場所なのに淋しく感じます。もっと活気のある地域になればと…。中町商店街に大きな市
場でも出来れば楽しい買い物でも出来るのではないでしょうか？出雲市駅南のビッグハートの
建物は必要とされていますか？駐車場として活用したほうが実用的に喜ばれたのではないかと
思うのです。 （女性 60歳代 出雲地域）

●市外地は発展していていいけど、不便な所もあることを分かってほしい。　（男性 50歳代
大社地域）

●生活バスの導入を望みます。（女性 70歳以上 斐川地域）

●古い建物がそのまま放置の場所が目立っている気がします。何か理由があってその様な形に
なっているのかもしれませんが、その場所を利用できないものかと不満に思います。

●神門通りがきちんと整備され、新しいSHOPが増えにぎやかになった事がすごくいいと思いま
す。（女性 40歳代 出雲地域）

●山陰道無料化　　（男性 30歳代 斐川地域）

●道路等が近年整備され、非常に良い。今後も道路整備を続けていただきたい。中心地域以外
の道路も含めた全般的な整備と遠距離移動のための交通網整備を期待しています。 （男性 18
歳～29歳 出雲地域）

●無駄な道路を作っている（例えば林木あたりのバイパスの延長の道路とか）　（女性 50歳代
出雲地域）
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●出雲は住みやすく大好きです。福祉、医療の充実、自然の多さ便利の良さなど安心して暮ら
していけます。ただ下水が気になります。子供がお風呂でシャンプーをしていて「この水はど
この流れるの？」と聞きました。「川に流れている」と言いにくかったですがそう答えまし
た。 （女性 40歳代 出雲地域）

●出雲は穏やかで住み良い土地がらですが近年中心地域の道路は整備され交通の便もよく見ち
がえる程です。しかし一歩はずれた所では昔のまま整備されずせまい道路を車が行き交い歩道
もない所を小学生達が通学している。又、高齢者は外出するにも巡回バスが通らないなど外出
の手段がなく病院や買い物に行く事が出来ない。中心市街地の整備、スポーツの振興、高速道
路整備など将来像とか新たなまちづくりの前にもっと身近（今の出雲市民の生活）にある重要
な事柄に目を向ける必要があると思います。 （女性 60歳代 出雲地域）

●町全体がコンパクトで役所、スーパー、病院、駅ととても便利だと思います。医療レベルも
高く、とても住みやすい所だと思います。が、唯一、公共の交通機関はややおそまつ。高齢者
はほとんどタクシーを利用しています。また、松江-出雲間の列車も不便です。自家用車を使え
ということなのでしょうが、バスも 終便の時間がはやすぎ。ひどい所では19時台。せめて、
お酒を飲んで帰りもバスでというのが理想です。 （女性 50歳代 出雲地域）

●県外へのアクセスが便利（出雲空港、出雲、斐川IC、出雲市駅）　（男性 60歳代 出雲地
域）

●不満に思うこと　議員さんがいる所は、特に道路が良くなっている。 （男性 50歳代 出雲地
域）

●出雲市と合併して全てが悪くなった。不必要且つ危険な道路を作り過ぎる等の税金のムダ使
いを止めてほしい （男性 40歳代 大社地域）

●高速道路の整備（山陰道のインター見直し）自分自身の希望山陰新幹線開通　（男性 30歳代
平田地域）

●道路が広いしきれいな所が良いです。上下水道もいいと思います。　（女性 60歳代 斐川地
域）

●9号バイパスについていつも利用していますがこの季節から秋にかけての雑草は目に余りま
す。国道なので市とは管理が別なのでしょうかせっかく良い道が付いたのです街をさびれさせ
て見せる雑草を取り美しい街にしたいものです。（女性 60歳代 佐田地域）

●新幹線を是非通して下さい。（もっと都会の方と交流ができます）バスの流れが少な過ぎま
す運転できない人また出来なくなった人達は家に居るしかないです。 （女性 70歳以上 出雲地
域）

●高齢者になり市民生活にバスの利用をしたいのですが、回数が少ないので多く回数をお願い
します。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●下水道の工事について、下水道の工事にともなって受益者負担金を強制的に払わされられる
のは納得できない。 家のローン、教育ローンがあるのに負担金も上乗せ。税金の無駄使いを見
直しそういう所に使ってほしい（男性 60歳代 出雲地域）

●アンケート項目の7（中心市街地の整備）の中心市街地とは旧出雲市内のことなのか合併した
旧市町の者は答えにくい。　（女性 70歳以上　出雲地域）

● 近、市街地では街路樹がきれいにととのえられだんだんと美しい街になりつつあります。
いやされます。 （女性 70歳以上 出雲地域）
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●9号線バイパス全部片側2車線にしてほしい。歩道と自転車用の境の縁石は不要、線だけの方
が良い。旧JR大社線の道にもっと街灯がほしい。桜並木はもう増えない？道路（歩道）にはみ
だした垣根等（公・私共）で迷惑することがある。市民会館西側の街路樹が素敵、もっと延ば
してほしい。 （女性 50歳代 出雲地域）

●出雲市へ転入して5年目になりました。自然が豊かで文化的なものも多い魅力ある町だと思い
ます。不満に思うことを3つほど挙げさせていただきます。①住宅街の道路がせまい。歩道がな
い。→車中心の地域なので、整備してほしい。②上下水道の整備が遅れている→賃貸住宅を探
すときに苦労しました。　（男性 30歳代 出雲地域）

●市中心部と山間部・海岸部との隔差が大き過ぎます。特に道路 （男性 50歳代 出雲地域）

●山陰道の料金が高く利用しづらい （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●佐田町・湖陵町を結ぶ才谷トンネルが開通し大変便利であり、行動範囲も広がった。でも、
公共交通機関がないため、高校への通学は全て自家用車が必要であり、家庭の負担が大きい。
頼みの綱であった佐田分校も募集停止が決まり、今後の対策を検討していただきたい。今年は
雪が多く降る日が何日かあり、湖陵町からの通勤に大変苦労した。佐田町は朝から除雪してい
るのに雪の多い畑村が除雪されていないのはおかしいのではないか。 （女性 40歳代 佐田地
域）

●出雲市の良い所は、自然が多いけど、生活に便利なところ。ただ、車社会なので車に乗れな
い人は不便だと思う。（女性 30歳代 斐川地域）

●道路、交通がもっと良くなれば良い。 （女性 60歳代 平田地域）

●雪道（積雪時）対策が松江市に比して劣っている。特に早朝の出勤前に対応しておいていた
だけるとよいと思う。 （女性 60歳代 平田地域）

●予算がないのか道路の等の整備が中途半端な所が目につく様になった。“パラオ”何とかな
らないか、せっかく回りの道路、公園等良くなりつつあるのに!! （男性 60歳代 出雲地域）

●出雲市程度の市で下水道が出来てない市はほとんど有りません。他市に向けてはずかしい事
です。山間の方が充実しているのに旧市内でさえまだです。早急に取り組んで頂きたい。その
方がよりよい出雲市と云えると思います。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●旧出雲市東地域は一畑電車が通っているためバスの運行が不十分である。充実してほしい。
（老人には住みにくい。車が運転できない人は不便）改善をよろしくお願いします。 （女性
40歳代 出雲地域）

●⑤巡回バス（一人住まいの高齢者の人が生活バスが多い）市役所、病院、駅、スーパーなど
巡回の生活範囲の変更。巡回バスは機能性がない温泉に行くバスより生活バスを巡回させて下
さい。不満とこれから高齢になっていくのに不安でいっぱいです。　（男性 50歳代 出雲地域
）

●下水道加入と整備を促進され、生活排水対策の充実をお願いします。住民が行政に頼りすぎ
ないまちになればいいと思います。 （男性 40歳代 大社地域）

●出雲地域の下水道整備を早急に（斐川地域は全域ほぼ完備されている）不公平感がある。
（女性 60歳代 出雲地域）
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市民満足度調査自由意見（産業・経済について）

●観光地の周辺設備、施設を充実させアクセス向上による観光客数の増加ができるようなまち
づくりが重要だと思います。 （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●長崎出身で東京で5年程勤務した後、出雲に嫁いで来ましたが、とても住み易いと感じていま
す。子育てには良い環境だと思います。人が集う場所が、ほとんどないのが残念です。お店1つ
1つは良くても点在しているので行きにくいです。例えば、姫原などに、若者からおしゃれな大
人までが楽しめる街ができたらいいなと思います。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●観光地がたくさんあるので、もっと都会へ出雲、島根の良さを知ってもらい、沢山の県外、
市外に方にきてもらって欲しい。外貨（よその市・県より）かくとくして増々発展してほし
い。海・山・川・湖の美しさ、食べ物が美味しい事等もっと県外の人に知ってもらいたいで
す。Uターン、Iターンの人が増えると良いです。何年先でも、すてきな出雲の国であるよう
願っています。 （女性 40歳代 平田地域）

●出雲の観光スポットなどのPRが下手な感じがします。『行きたくなる出雲』を他県にもっと
アピールして欲しいブランド化して欲しいです。 （女性 40歳代 出雲地域）

●良いところ…災害も少なく静かなところ。誇りに思うところ…大社の神様の住む地であるこ
と。不満な点…大社の町がまるで活かされていない。吉兆館なんてなんで建てたの？一番の観
光地なのに…今さらながら魅力にかける。（女性 50歳代 出雲地域）

●出雲の人はやさしい人柄だと思う。大型店もあり買い物もしやすいが、若い人がもっと出か
けていける施設があったらいいと思う。（スターバックス、セブンイレブン、アウトレット
モールなどなど） （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●第三次産業の活性化に伴い、就職機会が増え定住促進に関する取組みも進めやすいと考えま
す。（男性 30歳代 出雲地域）

●トキ飼育はムダづかい（市民が見られない）。箱物行政をやめて、ソフト面でお願いしま
す。（市役所の建物は立派過ぎる）  40歳代 出雲地域）

●商店街に活気がほしい！駅前がきれいになっているが統一感が無い街づくりをしてほしい。
出雲は環境が良い、そこそこ便利、おいしい物もあり自然をたくさん感じられる。空気、風邪
が好き。中町も大社の様に整備されればきれいで歩き易く、人と触れ合いながら買い物が出来
てステキになる。なって欲しい！！ （女性 50歳代 出雲地域）

●駅前（特に北側）の商店街をもっと活気づけて欲しい。（広島や名古屋みたいに）出雲市駅
に着いた人が元気になるようにしてくれたら良いと思う。（女性 18歳～29歳 出雲地域）

●地産地消！お野菜、調味料、大豆製品、乳製品などは地元のものをと心がけています。 （女
性 30歳代 出雲地域）

●企業がなく就職がないため人材も育たず定住できない。中途半端な整備は必要なく田舎のよ
さ観光地としてのブランド力をUPして市民の職につながるようにまずは行政が基盤を作ってほ
しい。 （女性 18歳～29歳 出雲地域

●出雲市からほとんど出た事がないので比較できませんが、自然的には恵まれていて住みやす
いところだと思います。しかし、交通手段はといえば自家用車に頼らざるを得ない。農業はと
いえばTPP等、問題はたくさんあります。Ｉターン、Uターンの推進願うもののなかなか難しい
ところですね。農地も荒地が増えています。もっと活用できないものでしょうか!!（女性 50歳
代 平田地域）
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●先日四国の高知市に観光に行ったところ、高知城下で日曜市なるイベントが開催されてお
り、非常に有意義な観光を楽しむことが出来ました。それは、毎週日曜に高松城下の大通り
（主要交通ルートではないが一幅が広い）の片側を封鎖し、そこに露店を並べる、悪くたとえ
るなら発展途上国の繁華街のような風景でした。出店する店は野菜から骨董品に昆虫金魚まで
多種多様な店が並び、島根の祭りでよくある「たこ焼き」「かき氷」「いか焼き」が繰り返し
立ち並ぶ見慣れた露店とは大違いであり、所謂島根のそれと異なる理由は、店主がいわゆる露
店族等ではなく、市に許可をもらえれば一般の人が店を構えられるというスタンスが功を奏し
ているのではないでしょうか？（立派な店構えのフリーマーケットと言ったところでしょう
か？）出雲でも駅通りやアトネス入り口で催しを行っていたようですが、あまり発展しなかっ
た理由を今一度検討してみては如何でしょうか？市民を目的にした催しであれば無料で利用出
来る駐車場が必要であり、駅前だと駅を利用する人に限られてしまう。また仮に、催し開催当
初は活気に溢れたとしても、変化がない同じ事の繰り返しだといずれ飽きて人出が減ってしま
う。高知が成功している秘訣は観光客がメインでそれに市民が集まる形であることが成功の秘
訣だと思われます。つまり観光客にとっては常に新鮮であり、人が集まるところは市民も足を
運ぶ。大社と合併したこれを機に、是非観光を利用した日曜市なる催しを開いてみてはいかが
でしょうか？（男性 30歳代 出雲地域）

●ソーラー他、節電や環境に良いことに補助を！ （女性 50歳代 出雲地域）

●出雲市はよい所がたくさんあると思いますが、全国に向けたPRや誘致に欠けていると思いま
す。神話博をきっかけにもっと魅力ある県、市にしていって欲しいと思います。 （女性 40歳
代 出雲地域）

●「出雲」という名は国的なネームバリューです。（島根が何処にあるのか分からなくても）
古事記１３００年にちなんで出雲全体のアピールをもっともっと発信して欲しいです。
出雲大社ばかりでは如何なものか。出雲圏全域を盛り上げる企画を検討して下さい。

●「神話の国」にこだわるのはそろそろ限界かなと思います。出雲神話を推したいのであれ
ば、いかにもそれらしい街並でもつくらないと盛り上がらないのでは。出雲市はすべてにおい
て中途半端な気がします。しまねっこはすごくかわいくていいと思う。新しいPR方法をどんど
ん打ち出していくか、出雲市の古きよき風合いを強化していくかどちらかに集中したほうが面
白くなりそうですね。 （女性 18歳～29歳　出雲地域）

●商店、企業に活気がなく、先行不安である。（男性 70歳代以上　斐川地域）

●観光地の整備と観光客を呼び寄せる工夫が必要。出雲大社等アクセスが悪い。 （女性　60歳
代 出雲地域）

●神社仏閣のトイレを充実してほしい。高齢者は洋式が良い。（女性 50歳代 出雲地域 ）

●高齢化が進んできているため、これからの出雲市の経済等に不安に感じる。（男性 18歳～29
歳 平田地域）

●出雲市は観光に役立つ所が沢山あるからこれを前向きに広める。（女性 70歳以上　平田地域）

●出雲特産のお土産を新たに作るべきだと思う。（男性 18歳～29歳　斐川地域）

●出雲大社の参道が整備されていっていていいと思います。めざせ太宰府天満宮!!（女性 30歳代
出雲地域）

●林業について、林業とは言えないが樹医の市運営が仕分けで廃止になったと聞く。松などの植え
られた庭を持つ市民にとってのみ有益な仕組みであり、そうでない市民にとっては無駄な税金の使
い道と判断された。しかし築地松をはじめとする綺麗な松の庭は出雲にとって宝であり、美観は市
民にとっての有益な財産である。是非このばかげた仕分けを取り下げて頂きたい。（男性 30歳代
出雲地域）
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●観光として出雲大社周辺が整備されているが、もう少し出雲大社のみでなく周辺商店も賑わ
う取組みが必要である。現在多くの場合出雲大社近隣の駐車場にバスが停車し、参拝をすませ
ればすぐにバスに乗車して帰ってしまう。これでは周辺商店にお金を落とすチャンスをみすみ
す逃しているに過ぎない。その打開案の一つとして駐車場を吉兆館を利用した場合に旅行会社
に謝礼金を払ってみてはどうか？たとえるなら大手販売店は観光バスが立ち寄るごとに謝礼金
を払うケースがある。これと同様な仕組みを周辺商店が協力して行ってみてはどうか？もちろ
んそれが吉兆館でなくても大型駐車場を市が整備するのも大切な整備事業の取組みであると考
える。また、それこそが分かりやすい整備目的であり、現在の状況で中心街・観光の整備がど
うかと聞かれても、目的も結果も全く分からない。（男性 30歳代 出雲地域）

●出雲大社を中心とした観光設備及び整備も考慮願いたいと存じます。色々地権者との件も有
ると存じますが大胆にと思います。（男性 70歳以上 大社地域）

●困難と存じますが松食虫の被害が大で有ります。出来る所から処分整備し虫に強い耐久性の
有る樹木を移植等も考慮願い出来ればと存じます。（男性 70歳以上 大社地域）

●職場が少ない。所得が少ない人が多い。（男性 50歳代 出雲地域）

●観光PRが下手。納税が多い。レジャー施設が少ない。（男性 50歳代 出雲地域）

●広報・チラシ特に観光関係の案内がないので配ってほしい。（男性 40歳代 出雲地域）

●就職活動に関する講座や資格を取得するためのセミナーがない。日本語のしかない。ポルト
ガル語のセミナーなし。 （男性 40歳代 出雲地域）

●松くい虫防除、ヘリでお願いします。（男性 60歳代 出雲地域）

●就職先や大手企業の誘致を増やし人口の低減防止と逆に人口が増える施策をして欲しい。
（30歳代 出雲地域）

●太陽光発電等の家庭向けに対する助成を先行投資を考え思い切った施策をして欲しい。（30
歳代 出雲地域）

●県外のお客さんの観光案内として出雲大社を参拝したら西は三瓶山、石見銀山へ、東は松
江・安来～境港へ、宿泊地も移動してしまい残念です。大社近くに浜を利用したリゾート宿泊
施設があるといいです。（女性 60歳代 多伎地域）

●雇用政策に力を入れて欲しい（男性 40歳代 斐川地域）

●新エネルギーの取り組み期待しています。宜しくお願いします。 （女性 60歳代 湖陵地域）

●もっと、デパートなど増やしてほしい。休みなど人が多いため…（女性 18歳～29歳 出雲地
域）

●出雲の第一産業農業の発展を目指して欲しい。特に斐川地区に比して農業基盤の貧弱者を感
じる。畑作振興には地下水の排除対策が 重要であり対策を願いたい。市長の姿勢は前向きで
あり一層の期待を持って応援をしたい。 （男性 70歳以上 出雲地域）

●全国的に電力不足が予想されているのに国及び自治体による自然エネルギーを何で推進しな
いのか？個人的による太陽光発電等生かせば、今年度電力不足は無かったのでは?皆そう思って
いるのではないでしょうか？国や市よりもっと補助金を支給すれば、企業の活性化、電力の使
用量低下、その他利点が多く考えられると思います。私個人の意見ではなく、ほとんどの方々
はそう考えていると思います。全国に先がけ、出雲市も意見交換されたらいいと思います。
（男性  出雲地域）
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●観光資源に恵まれている出雲市であり、出雲大社、温泉など魅力的な所が多い。更なるPRに
より出雲発→全国への発信をもっともっと力を入れるべきである!!（男性 50歳代 出雲地域）

●出雲市は住み良い町だと思う　観光地でありながら宿泊設備が整っていない。（男性 50歳代
出雲地域）

●雇用の促進のための大手企業などの誘致を積極的に行っていって頂きたいです。 （女性 40
歳代 出雲地域）

●住んでいるのは平田ですが、平田といえば「昼の人口より夜の人口が多い」と言われる程、
仕事は松江市や出雲方面が多いようです。仕事が出来る場所、若者が働ける場所がもっと出来
てもいいと思います。（女性 50歳代 平田地域）

●自然に囲まれ、住み良い所です。が、若い者の働く場所がすくない。（女性 60歳代 多伎地
域）

●出雲市が全国に発信するコンセプトとは何か （男性 50歳代 出雲地域）

●建物を立てても県内者はもちろん、県外者も1回行けばもういいと言われる。税金のむだづか
い。（男性 40歳代 出雲地域）

●出雲市は観光客のお金の落とさせ方を知らなさすぎる。伊勢の「おかげ横町」の様に（又
は、境港の様に）客を車から降ろし歩かせる街路に変えないとお金は落ちない。大社の前の道
は大鳥居～鳥居間は緊急車両以外は歩行者とベロタクシーのみとして、雨天・雪でも歩ける様
に和傘（ビニール傘は×。金をかけてでも和傘を観光客に持たせて写真やTVで場を創り上げ
る）を貸し出し、またそれらを売る店もつくる。観光客から見れば、出雲は非日常なので、
ディズニーシー（ランドは×）のスタッフ（設計・経営）等を定期的にコンサルティングス
タッフとして都市計画設計に参加させる等、保守性を打ちやぶる事。また、出雲の人は、自ら
の歴史をもっと知るべき、小中高に「出雲史」の授業を入れ本物の観光産業をつくる事が次世
代の安定につながる。 （男性 40歳代 出雲地域）

●各地域の商店街の活性化をしてほしい。街全体の活気が出てくる。東京・大阪等、商店街が
元気で足で歩いて街中がにぎやかである。 （男性 30歳代 平田地域）

●我々が住んでいる出雲部においては、これといった特産品がない。このため市外へ発信する
ことが出来なく、平田に限っていえば何が特色なのかわからない。こうした地盤沈下の状況を
打開するためにも特産品をつくることである。特に海岸部の山林は「松くい虫被害」等で荒廃
しており、例えば山陽方面のように「夏みかん」など栽培し、また加工品としても売り出せな
いものでしょうか。気候的にも温暖化しつつあり、行政が主導すれば団地他が可能と思われま
す。このまま金額的に福祉施設等へ支援するだけではやがて地域は衰退するでしょう。 （男性
70歳以上 平田地域）

●北山の松枯れが目立つ。観光地の出雲大社の背後には緑色の松がふさわしい。松くい虫対策
（空中散布）を再開してはどうか。実際、目の痛み等はどこまで空中散布によるものかはっき
りしないのではないか。 （男性 40歳代 出雲地域）

●農業用、用水路の整備を取り組み下さい。 （男性 50歳代 斐川地域）

●良い所観光誘致に関して、広く発信していること。 （女性 30歳代 斐川地域）

●若い人達が働きたいと思えるような職種や企業を増やしてほしい。若者が活躍出来る街作り
をしてほしい。子育て中の親の為に育児休暇をもっときちんとして、産後にまた社会復帰が出
来るようなしっかりした制度をつくってもらいたい。（女性 18歳～29歳 平田地域）

●自然豊かな風土、人情味ある人柄が良いと思います。期待するところは働ける場所が年齢に
関わらず多種に渡り選択出来る環境整備をお願いしたい。 （男性 50歳代 出雲地域）
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●過疎でもなく都会でもない豊かな自然に囲まれて便利な暮らしができる。地方都市のよさの
光る出雲市で生活していることに満足しています。ただ、若い人たちの働き場所がなく、若者
が都会へ出てしまう現状があり、この先発展性があるのか不安に思います。若者が定着できる
まちづくりを期待しています。 （女性 60歳代 出雲地域）

●希望する職種（企業）があまりない（女性 18歳～29歳 平田地域）

●前（先月）40年前にも行ったことがあるけど、種子島、屋久島へ行って来ました。2島共に若
い人が激減して来ていてまるで出雲の田舎の様でした。友人が町議に当選して祝いをかねて会
いに行きましたが、話しは若者の定住の話題でした。離島は本土より深刻です。と言っていま
した。特に種子島は農業以外働く所が無い、屋久島は観光があるがピークは過ぎたとのこと。
離島に人が住まなければ、竹島や尖閣諸島になるのも近い（馬毛島は良く解らない個人が買っ
て飛行場がすでに出来ているとの事）小中学校の頃、太平洋ベルト地帯と習いましたが仙台、
東京、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡、このうち仙台がだめになり次はどこかな？地方がだ
めになり食料がなくなれば都会は食料はどうするんだろう？景気が良い時は田舎も活気があっ
たけど私が20～30才の頃は代官町は両手を振って歩けなかった（人が多くて）今は手をつない
で歩ける。若い人が少ない、働く所がない。第一株式一部上場の企業が少なすぎる。働く所が
有れば若い人も増えるのに、一時村田にも外国の人達がたくさん勤めていたのに今はごく少人
数。やはり働く所第一ですかね…？ （男性 60歳代 平田地域）

●出雲市の合併後の観光資源をもっとPR、活用し、観光客を呼び込むべきだと思う。企業誘致
活動をもっと積極的に行い、出雲市への人口定住をとりあえず人口20万都市を目指して進んで
欲しい。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●就職支援に力を入れてほしい。アーケード街…にぎやかさがほしい。（女性 40歳代 出雲地
域）

●もっと人口増加のための町づくりや、特産品の販売、観光地として他県にアピールしたらい
いと思う。 （女性 18歳～29歳 湖陵地域）

●若い女性が働く場所があれば人口の流れや若者の結婚対策ひいては少子化対策にも役に立つ
と思うのですが…。長岡市長のご活躍を期待し、応援しています。 （男性 40歳代 佐田地域）

●出雲市は歴史が一番だと思う。それに当たり、山などの環境（松など）が良くない。松の重
要さをもう少し考えてほしい。対策をしっかりしてほしい。しかし、海は素晴らしい。この海
を守っていってほしい。 （男性 18歳～29歳　出雲地域）

●出雲をもっとアピールする。就職先が無いので皆県外へ行ってしまう（男性 18歳～29歳 出
雲地域）

●出雲は空気、水、景色、自然、食と、住むには他に負けない一番の地だと思います。出雲の
素晴らしさをもっと全国に広げて貰って、全国からもっと観光客に来てもらえるようPRしても
らいたいです。旅には宿が必要ですが、大社周辺などもっと古民家などがありましたら、温故
知新、古民家再生で旅館を作る、カフェなど若い人からお年寄りまでが集う街並を広げていく
と良いかと思います。食の祭典も、出雲発で何かを発信してほしいです。 （女性 30歳代 出雲
地域）

●不満に思うこと＝インフラ整備はもういいから、山を整備しないといけない（男性 60歳代
出雲地域）

●北山山脈の枯れ松の始末は、新聞記事に依ればもう少し進んでも良いと思うのに全くと言っ
てよい程抛擲されているのは解せない。 （男性 70歳以上 大社地域）

18



●子供がいなくて老人が多い（独居）町になりました。６０才以上の老人でも出来る事で活気
を出していきたい。緑いっぱいの田舎でいいので特農業、漁業を生かした取組みをして下さ
い。中高年は頑張ります。 （女性 60歳代 平田地域）

●働く所が少ないと思う。（男性 30歳代 出雲地域）

●まちづくりには定住促進が欠かせません。人口が減少すると、社会が発展しない。そのため
若年者が増えるような施策が必要です。若年者の雇用の場の拡大が何より大事です。企業の立
地がしやすくなるようあらゆる手段を講じてほしいと存じます。 （男性 70歳以上 大社地域）

●情報が少ない。若者が少ない。活力がない。働く場所が欲しい。 （女性 50歳代 出雲地域）

●私は現在、長浜神戸川流域に住まいしていますが、台風とか大きな被害は今だ経験はしてな
く、出雲大社があるおかげとか思い生活していますが、今感じている出雲市はなんとなく活気
がなく町全体が沈んでいる状況のように思います。若い者が働く場所等があまりにも少なく、
脱原発等の不安な要素が多く地域全体の連携が取れていない感じがします。 （男性 60歳代 出
雲地域）

●出雲市には比較的素晴らしい観光地が数多くあると思っています。もっと観光設備の充実、
宿泊設備の整備etc等行っていけば良いかと思います。（男性 50歳代 大社地域）

●働きが少ない。女性にも働きやすい環境をつくってほしい。（女性 30歳代 出雲地域）

●島根県の中でも出雲市は国内、外へのアピールする場所が多いのに、その魅力をアピールす
ることが、ほとんどできていないと思う。例えば「出雲大社が縁結び～」「須佐神社がパワー
スポット～」などメディアで取りあげられてもそんなに出雲市からのアピールを感じない気が
します。比べる訳ではないですが、鳥取県知事さんは鳥取を知ってもらおうと、働きかけてい
るのが伝わりますが、島根にはあまり感じません。出雲大社ブランドがせっかくあるので、沢
山の人に知ってもらいたいです。（女性 18歳～29歳 湖陵地域）

●職もみつけにくく、みんな県外にでてしまうので、若い人が働きやすい環境にしてほしい。
でも、私は出雲がすきなので、ずっと住みつづけたいと思っているので、もっともっと楽しい
町になるといいなと思う。 （女性 18歳～29歳 大社地域）

●このアンケートにもありましたが、就職支援はかなりなんとかすべきだと考えます。人のこ
とを言えませんが、今現在、働かない若者がとても多いです。理由は人、それぞれだと思いま
すが、若いというだけで、働かせてもらえないこともありますので。このままにすると、ホー
ムレスがふえますね。以上 （女性 18歳～29歳 大社地域）

●原発事故の影響で鹿島の原子力発電所も止まってしまったので、それに代わる新たなクリー
ンエネルギーもの開発・生産拠点を出雲に作れたら嬉しい。（女性 18歳～29歳 出雲地域）

●のどかで住みやすい所です。若い人たちが働ける場所がもう少しあると良いと思います。
（女性 50歳代 平田地域）

●全般的に無駄な建物が多い。企業誘致などに力を入れて欲しい。失業者が多いので就職先を
増やせば税金も入って来るので、出雲市又、市の職員もうるおってくる。もう少し全体を考え
て欲しい。 （女性 30歳代 出雲地域）

●古事記1300年「神話博しまね」で大いに島根県出雲市をPRしていただき沢山の観光客に来県
してもらいたいですね。迎える方の側も本気で（立前ではなく）お迎えのおもてなしを示した
いですね。 （女性 60歳代 平田地域）
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●自分が産まれ育った出雲市は県外の人から見てすごく住みやすいところと言われ海や山の自
然がいっぱいで子育てもしやすい環境にあると思います。ただ子育てしながら働きやすい環境
になると、もっと子供を産む人も増えます。このままだと今後、高齢化になっていくばっかり
だとおもいます。私は現在中小企業と呼ばれる所で働いていますが、正社員でありながらも育
児休暇もなく有給もありません。1才の子育て中ではありますが、この環境での仕事と育児の両
立は難しいです。こころ協賛会社をもっと増やし小さな会社でも子育てしながら安心しながら
働ける出雲市を目指して欲しいと思います。私の様な思いをしている人は他にもいます。就職
先がない為、他には移れないのです。よろしくお願いします。 （女性 30歳代 平田地域）

●出雲大社を中心とした観光整備が特に重要と思われる。現在、神門通りの整備を実施されて
いますが遷宮を終えた平成26年以降をどのように活性化するかが重要ポイントであると思いま
す。その為に、他県からの観光客を1日以上出雲に滞在して頂けるよう宿泊施設の充実と、出雲
大社以外の観光スポット開発をしなければならない。この点を改善すれば外からお金を落とし
て頂け 終的には市政の為にもなると思います。 （男性 40歳代 出雲地域）

●今年の「神話博しまね」や来年の遷宮にあわせ、神門通り等の整備が進んでいますが、あま
りのかわりように寂しさを感じるところもあります。これは時代の流れでしょうが、先を見据
えて昔の古さも生かし新しきも入れても良いのではと思います。吉兆館も生かし街おこしをさ
れたらと思います。日御碕道路を車で走っていて、日本海が竹に邪魔されて見えないところが
あります。出雲人にとって観光客の方にきれいな日本海を見てもらえるには竹の伐採かその竹
を使って特産物として生かすか。良い印象をもってお帰りいただきたいと思います。 （女性
60歳代 出雲地域）

●古事記１３００年のイベントを機に、出雲神話をもっと他県の人に知ってもらえるといいで
す。出雲は歴史があり、自然があり、人もよく、田舎にしては飲食店、病院も充実しており、
住みやすい所です。人口アップに向け定住対策、企業の誘致をすすめられればと思います。
（女性 30歳代　出雲地域）

●２１世紀になって女性の活躍が増えていますが、出雲市内ではどうでしょうか。農村部の活
性化には六次産業化や都市農村交流が重要でありそれらの担い手は女性たちです。女性も含め
た集落ビジネスを推進するため「市民ファンドの設立」を提言します。ファンドでは資金の援
助だけでなく基金側がボランティアで技術支援をしたり、基金の支払いを生産物でする等都市
と農村が支え合う形での振興が可能となります。また法事のお返しなどでは”カタログの本”
が送られてきますが買うものがなくて困ります。市民ファンドの中の商品が提示されれば市内
産業支援にもなりますので喜んで買いたいと思います。お金が「地域で回る」ことが重要だと
思います。（男性 60歳代 平田地域）

●観光面では出雲大社のおかげでしょうが、道路整備のおかげでしょうか県外車を多く見るよ
うになり、発展しつつあると思います。でも企業に関しては、失業者も多いですし企業誘致の
取組みも考えて頂きたいです。（女性 50歳代 出雲地域）

●もう少し活気が欲しい。観客がたくさん来る場所が欲しい。遊園地や娯楽が欲しい。 （男性
50歳代 出雲地域）

●県外からの観光客が観光スポットでもある出雲大社周辺に泊まることをしないで玉造周辺や
松江近辺に泊まることが多い点は残念に思いますし、昔からあった旅館も閉鎖に追い込まれて
る状況は寂しいですね。観光客だけでなく泊まる為のというか客が泊まりたいと感じられる取
組みを出雲市がバックアップしていって欲しいです。 （男性 40歳代 大社地域）

●商業、農業、漁業の調和の保たれた街作りを目指して欲しい。 （男性 30歳代 出雲地域）
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●観光客の増加により、道路整備等推進されているが、観光施設や宿泊施設が不十分なため出
雲市はただの通過地点となっている。近年パワースポットや縁を求める若者が多く訪れている
が、多くは松江宍道湖温泉や玉造温泉に宿泊している。出雲市に長く滞在させるための若者向
けスポット、飲食店、宿泊施設の整備が望まれる。京都や奈良、湯布院や草津など見習うべき
点があるので、勉強に行くとか出雲を訪れた若者に「何があったら良かったと思うか？」「ど
ういう施設を望むか？」などキャンペーン付のアンケートを取るなど工夫すべきだ。若者が多
く訪れる街は元気になれる。元気な街には訪れる人や定住したいという人も増える。歴史的景
観と近代的設備をうまいこと調和させ、訪れる人に魅力を感じてもらえる街づくりをしてもら
いたい。それだけ魅力ある土地、食べ物、自然を有する出雲市だから、それは充分可能だと思
う。 （男性 40歳代 出雲地域）

●出雲市中心部（特に駅周辺）の活性化をしてほしい。大型店等の進出により駅周辺は昔のよ
うな賑わいが失われている。何をどうすべきか、行政のトップに立つ方々の努力を期待する。
こんな状態では人口の減少は仕方ないような気がする。若者が都会から帰って来て働ける場所
を確保してほしい。 （男性 50歳代 出雲地域）

●遷宮を控えているにも関わらず、出雲PRが少なすぎる。（男性 30歳代 大社地域）

●兼業農家です。先祖からいただいた少しばかりの田畑が減反などの規制で利用しきれませ
ん。減反した場合、荒地の管理費（除草等）が出る所がありません。新しいことに目を向ける
のも必要だとは思いますが、大昔から農業にしがみついている者へも目を向けていただきたい
と思います。緑の田畑、山々があってこそ「出雲市」ではありませんか？ （女性 50歳代 湖陵
地域）

●身近で働ける企業がない。 （男性 40歳代 平田地域）

●出雲ブランドとして農作物等PRして全国のみなさまに出雲市を広く知って頂けるように行政
として斐川町も含め連携が今以上に重要と思います。 （男性 30歳代 出雲地域）

●出雲市は、大社という大きなお宮を中心に観光を充実させてはいかがでしょうか。大田とも
連携していくと周りの町も活性化すると思います。 （女性 50歳代 多伎地域）

●観光面では、せっかく良い所がたくさんあるのに生かされていないように思います。 （女性
50歳代 出雲地域）

●人口減にならないように、特色のある仕事、商品等、どこの何を使って都会の人や世界の人
にアピールするのかをもっと真剣に考えないと若い者は残れない。その為には、道の駅では何
をどうするのか等考えるグループを作って（市役所の人は出来ないし、していない）、どんど
んアイディアを出すようにしたい。又、若い者が安心して住めるように。又、年寄りも生き生
きとすめるようにリーダーが欲しい。このままでは出雲市に残りたくても残れないので、「わ
からない」としました。又、農業等は、守るようにとお金をバラまくのは止めてほしい。つぶ
れるだけでは？ （男性 18歳～29歳 斐川地域）

●もっと新エネルギーを普及させていくような政策をして欲しい。もっと出雲市をPRして観光
客を呼び込んでいった方がいいと思います。少子化対策など… （男性 18歳～29歳 湖陵地域）

●洪水、水不足等のない自然の環境の良さ、「出雲大社の神様が守っていて下さる」いたる所
で聞かされる言葉です。本当に住みやすい街だと思っています。食に関しても、海の幸あり山
の幸ありで。きびしい満足度にしていてすみません。財源のないことは分かっているつもりで
す。“若い者が安心して就職でき、力を発揮できるまちづくり”を希望しています。 （女性
60歳代 出雲地域）
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●出雲市は住みやすく良い所、しかし、将来子供が少なくなり人口がどんどん減少しているこ
とに大変心配をしています。もっと今の若いお母さん達が子育てが出来る職場であって欲しい
ことです。帰宅時間が余りにも遅いこと、残業時間をもっと短くして少しでも早く帰られる、
そんな職場作りが重要だと思います。（子供がせめて小学校在学中迄）
男女平等の時代とは言いますが、母が子供と一緒に食事が出来、会話の時間が作れるようにし
てほしいものです。（子供が夜寝てしまってから帰る日課であってはならないと思います）行
政からこの問題に取り組んで欲しいものです。 （女性 60歳代 出雲地域）

●アウトレットを作り、町の活性化（男性 30歳代 出雲地域）

●私は大社町に住んでいます。神門通りに松があるのですが道路沿いの方は毎朝必ず松の葉を
きれいにされています。観光地だからかもしれませんが、毎日きれいにすること…本当にすば
らしいことだと思います。出雲市全体がそうであったらいいなと思います。（女性 30歳代 大
社地域）

●原子力発電所よりも、あの止まっている風車を動かして下さい。 （女性 60歳代 出雲地域）

●松くい虫防除のための空中撒布について稲科植物が原因ということが分かっても、なお分か
ろうとしない亡者がいるため空撒の再開が政治判断でできないようですね。このままではいず
れ出雲市から松が消えることになるのでしょうか。是非思い出していただきたいことがありま
す。空撒により問題発生の後『被害者の子供達』はどうなりましたか。みな医療機関に行き、
適切な治療によりみな完治したのではないでしょうか。きくところによれば、本当に被害者な
のかどうか疑わしい子供達がいるというではありませんか。そもそも今のお医者さんたちはみ
な優秀です。本当の被害者がいたとは思いますが、全員を完治させているのではないでしょう
か。一方、空撒をしない事になった地区でも北山など急斜面がある地区の場合、松枯れが急速
に進み、山の崩壊、土石流の発生などが現実のものになろうとしています。仮に土石流発生と
なれば『命』の問題です。大きな石、岩が落ちてきても家屋被害だけでなく『命』の心配をし
なければなりません。空撒をしない場合は早晩『命を失う人』が生ずることになります。要
は、空撒再開により『病人を覚悟』するか、空撒をしないことの継続により『死人の発生を覚
悟』するかの選択だと思います。後者の選択により親族に死人を含む被害者が発生した場合、
因果関係の立証が出来れば市に対し『訴訟の提起』も考えられます。やはり空撒再開により命
を大切にするという選択が賢明だと思います。（男性 60歳代 出雲地域）

●自然が豊かなところで歴史が深いところを誇りに思います。不満に思う事は、子供たちを育
てて大人になると都会へ出て行き他県へ税金を納めるのは何だか損した気分です。なんとか働
く場所を作り、若者が地元に残るか、または、帰りたくなるような町作りをしてほしい。 （女
性 50歳代 平田地域）

●出雲市が豊かになり、安心できる老後を過せるよう企業の誘致による働く場の確保や納税、
出雲大社を中心とした観光客数増がねらえる事業、もっと県外にアピールをすべきではないで
しょうか。 （女性 50歳代 大社地域）

●文化・自然など環境が良い。他地域から流入し生活する上でプラス面が大きいブランドがす
でにあると思う。経済面の悪いイメージがそれらを相殺していると思う。山陰の中心都市とし
て発展していくために必要なブランドはあると思うので、出雲平野をもっと経済的に活性化
し、財政や税金等の問題を改善すべきと思う。他地域と比較し、税金などのお金の面で不満が
ある（というかイメージが子育て世代の間ではかなり悪い）。他地域との比較情報など、問題
なければもっと出すべきでは？問題がある場合はなおのこと共有し皆で努力する為にも出すべ
きと思います。トータルで、経済面不安がなければ大変良い町だと思います。 （男性 30歳代
出雲地域）

●他県に比べ島根（出雲）は知名度が低いと思う。出雲大社は分かっても出雲が何処にあるの
か分からない状況。出雲から発信できるものを考えてみてはいかがでしょうか？（女性 50歳代
出雲地域）

●出雲平野の美観を活かした観光の充実策を考えて欲しい。（男性 60歳代 斐川地域）
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●就職先の少なさ、教職の狭き門…悲しいです。

●草の生えた荒れた土地が目立っています。これを利用して太陽光の発電施設を作って電力の
増強を計ったらといつも思っています。一考をお願いします。（男性 18歳～29歳 出雲地域）

●買い物をするにも店が集中しています。店舗の充実を是非お願いします。若者の就職先の充
実は絶対必要です。検討是非お願いします。 （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●原発に一言。昨年３月１１日の東日本大震災と、それに続く原発事故という歴史に残る年に
なりました。地震と津波による被害は防ぎようがなかったかもしれませんが、原発事故は人災
です。今まで政府は電力会社はことあるごとに原発は安全だと言ってきました。しかし、今度
のことで今現在人類は原子力を制御する力を持っていないことがはっきりと証明されました。
今こそ原発からの撤退とそれに代わる再生可能エネルギーの道を追求すべきです。・原子力発
電依存から撤退を決断し、島根原発のエネルギー政策の転換を図って頂きたいと思います。
（男性 70歳以上 出雲地域）

●このアンケートは無意味。そもそも出雲市がどの様な取組みをしているのか知らないし、若
い世代はまだ経験していなかったり、関わりが薄いことが多いため分かるわけがない。住みや
すさはとても感じる。水もキレイだし風も気持ちよい。しかし、仕事の面からすると、やはり
不便に思う。給料の安い仕事に就いている人に対して副業を与えて欲しい。ハローワークはと
ても使えると思う。しかし、土・日・祝休み、平日は１７時１５分までしかしていない。これ
では他の仕事を探そうと思っても探せない。せめて土曜だけでもハローワークを営業して欲し
い。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●“観光都市”として、他県にアピールできるすばらしい財物があり、歴史的にも古い街であ
る出雲市に“都会らしさ”はいらないと思う。合併して規模が大きくなった分、出雲市全体と
しての特色がぼんやりするかもしれないが、利便性を追求しながらも景観に十分配慮したまち
づくりを進めていってほしい。神話博は、出雲に興味を持ってもらうきっかけになりうる一大
イベントだと思うが、もっともっとPRしても良いと思う。駅や空港などにPOPやポスターを人々
の目に止まるような形で設置するとより良いアピールになると思う。 （男性 18歳～29歳 出雲
地域）

●出雲市は観光地が少ないので、農産物、水産物に力を入れて食の安全性とおいしい食物、さ
らには健康な町づくり、保健師による指導、青少年育成、助け合いと犯罪の無い社会、美しい
景観、緑と花のある町並み、人口の流出を防ぐ住み良い町に力を入れて欲しいです。若者が地
元で働ける様、いなかの良さをアピールして欲しいです。 （女性 60歳代 平田地域）

●就職支援に関しても、もっと分かりやすいきめ細やかな情報の提供を望みます。新卒の方だ
けでなく、出産後、子育て後の女性の就職支援を期待します。 （女性 30歳代 出雲地域）

●出雲大社や古墳等、素晴らしいと思う。市外から客が呼べるような魅力的なイベントでもあ
れば良いと思う。

●若者の雇用の促進！県外に若者が流出しないようにして欲しい。 （女性 40歳代 出雲地域）

●企業誘致などの就職支援、若者が興味の持てる農林水産業の改革による地産地消、特産品の
ブランド化など必要になってくるかもしれません。（男性 40歳代 出雲地域）

●新エネルギーの促進、普及をし市でのエネルギー確保も必要かと思われます。住みやすい市
なので。 （男性 40歳代 出雲地域）
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●出雲は日本の発祥の地、国造りの国譲り等、歴史に裏打ちされた他の地域には無い観光地で
あるので、積極的にアピールする必要があると思います。日本人の原点を知るためにも修学旅
行地として全国に宣伝する必要が有ると思いますが、市として対策がとられていますか。受け
入れ施設も必要です。神楽は石見地方より出雲が本家である筈です。先頃おくに座の件が話題
になりましたが、歌舞伎は出雲が元祖である。歌舞伎だけではなく、神楽が出雲へ来ればいつ
でも見られる常設座があってもよいと思います。特産品についても出雲に縁のある果物が有る
事をご存知ですか。例えば西条柿は千年以上も前から栽培されていました。出雲には品質の優
れた系統が有ります。掘り起こして下さい。 （男性 70歳以上 出雲地域）

●出雲市は働く場所が全くありません。４０代でリストラされたら再就職が出来ません。パー
トでも年齢制限があり就職口がありません。自殺するしかありません。出雲市でも何とか中年
者の雇用に力を貸して頂きたい。特に正社員としての働き口をお願いします。40歳代 出雲地
域）

●出雲大社以外での観光客の誘致（テーマパーク等） （男性 30歳代 斐川地域）

●農業水産業のこうけい者を育成して下さい。今後、水産業がぜつめつのおそれがあると思い
ます。 （男性 70歳以上 平田地域）

●これと言った地場産業がない。若者にとって魅力がない町。 （男性 50歳代 平田地域）

●自分の住んでいる所で見まわせる範囲での山の松枯れが目立ちゾッとします。（女性 60歳代
湖陵地域）

●出雲は自然に恵まれ歴史あるすばらしい所だと思います。今、全国から観光客の方が出雲の
魅力にひかれて来られるものの、地元に住んでいる住民が出雲の良さをもう少し認識できて愛
せていないように思います。住民こそもっと出雲の良さを知ってもらうべきなのでは…。又、
自然を守る取り組みとして北山の松くい虫対策をしていただければと思います。 （女性 50歳
代 大社地域）

●よいところ…出雲大社、豊かな自然、トキ、山、海etc…私は鳥が好きで、時々トキの学習
コーナーに行くのですが、新聞に載っていたことなどの情報が全くなく常設のものが殆どなの
が気になります。常に 新の情報や前もっての宣伝などがあってもいいと思います。せっかく
日本で有数の地として選ばれたのにどうしてそれをもっと活用するような観光案内（アピー
ル）をされないのですか？何故ですか?市として“出雲に朱鷺を”という考えで招致されたので
はないですか？受付の方にお聞きしたら市とＮＰOとでされているとか。沢山の人が関われば、
その分皆のアイデアで更に良くしていくことは出来ないのでしょうか？今年は古事記1300年…
と、出雲大社の遷宮が重なる今年、来年…ですのでトキも合わせて観光業も充実させていけれ
ばいいのにと思うのですが。ただの公務員ではなく市民のための出雲市、自慢のできる出雲市
になるように是非、力を注いでください！よろしくお願いします。使っているのは税金です。
出雲市を動かしていく大人として自覚をもってください。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●安定した生活ができるように就職支援の取り組みをしっかりやって欲しい。 （男性 50歳代
出雲地域）

●松くい虫対策について空中散布中止後の対策が不十分で被害が拡大。県木・市木の黒松が壊
滅状態。空散を再検討願い度い （男性 60歳代 出雲地域）

●海や山、出雲大社などすばらしい観光地やおいしい物もたくさんあるので観光客を増やす努
力をもっとしてほしい。中途半端な対応が多いような印象をうけます。（観光に限らずです
が） （男性 30歳代 出雲地域）
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●何よりも歴史的な面での出雲は全国でも知られ、これからの時代においても守って行くべき
重要な課題であると思う。また、それらに関連して色々な事を子供達に学ばせ、大人といっ
しょに出雲を発展させて行きたいと思う。ただ産業面などでは、画期的なアイディアで町づく
り、町おこし等をテレビで紹介する他の市町村があるが、出雲は少し元気がないように感じら
れる。ぜひ、出雲ならではの産業なり、観光等で経済を活気づけたいものだと感じている。
（女性 50歳代 出雲地域）

●本当に良いもの（農業物、加工食品等）を地道につくっている人たちにもっとスポットを当
て、情報発信してあげてほしい。何らかのインセンティブ等も必要かもしれない。 （男性 30
歳代 出雲地域）

●やっぱり安定した勤務先（正社員）（男性 18歳～29歳 平田地域）

●現在の人口に対して県外の大型店（ゆめタウン、ニトリ、ドラックストアコスモスなど）が
入りすぎている。出雲市は土地が多いので、大きな店が入りやすい場所だと思うが、今後、老
人が増える一方での大型店の増加は地元産業や地元企業の衰退を招くのではないかと危惧され
る。来るものは拒まずというのもいけないことではないが。今後は店よりも人口を増やす工夫
をしてもらいたい。働く場所・企業が多ければ若者も今よりへることはないのではないでしょ
うか。 （男性 30歳代 出雲地域）

●出雲市はとても住みやすく、大好きな所です。出雲大社は10月には神在月というように全国
でも有名になりました。ご縁をテーマに町づくりも始まり、神門通りもにぎやかになり、どん
なふうになるのかわくわくして待っています。子供達もこの町が大好きです。ずっとここで住
めるよう就職支援など外へ出なくてすむような取り組みをしてほしいです。 （女性 40歳代 大
社地域）

●乳幼児の取り組み（予防接種など）は充実していると思います。我が子が小さい時は集団で
あり病気で行けない時は大変でしたが、今は個別になっており働いている親にとってもよいこ
とですが、今、就職難で困っている若者にもっと情報提供出雲に若者がいなくなります。力を
そそいでいただきたい。出雲市への期待が出来なくなります。 （女性 40歳代 出雲地域）

●働く場所、種類が少なく、地元という以外に魅力を感じない。 （男性 40歳代 平田地域）

●自然に恵まれている。特産品のPR不足（女性 60歳代 平田地域）

●観光客を誘客するための施策を充実すること。海外の誘客もする。近隣の県との連携
（女性 60歳代 出雲地域）
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市民満足度調査自由意見（教育・文化について）

●市立図書館をもっと明るく広々と利用しやすいものにぜひしてください。せめて斐川図書館
並みにしてほしいです。今の状態では残念すぎです。

●人権問題は大切だと思いますが、勉強会が多いのが高齢者には負担になっております。
（女性 60歳代 平田地域）

●男向けの料理教室など高齢者の1人暮らしの為のイベントを多くやってほしい。 （男性 60
歳代 出雲地域）

●出雲市には沢山図書館があり利用している。しかし子供を連れて行くとオムツ交換台が無い
所もあり（平田等）不便に感じる。斐川の図書館のような利便性のよい施設を他にも広げて
いって欲しい。（女性 30歳代 多伎地域）

●7つの図書館で自由に借りたり返却出来るのはとても良いと思います。 （女性 50歳代 出雲
地域

●不満に思うこと＝平成温泉の西隣の野球場は不要（税金の無駄）（男性 60歳代 出雲地域）

●浜山公園にはカミアリーナ、陸上競技場と立派な施設があるのでプロスポーツの試合を積極
的に呼んでほしい。野球場については、島根を代表する球場として両翼を広げたりスタンドを
拡大し、屋根を設置するなどして、プロ野球の試合ができる規模に出雲市として改修してほし
い。スポーツや文化が一流のプロを招くことでより活性化すると良いと思う。

●プロサッカーが誘致できるスタジアムがあると良い （男性 40歳代 出雲地域）

●図書館の貸し出し機関を3週間にしてほしい。旧斐川町の公園遊具の充実化（男性 30歳代
斐川地域）

●スポーツ施設の充実 （男性 60歳代 出雲地域）

●出雲市（２市５町）の運動会をやって欲しい。 （男性 60歳代 大社地域）

●子供達が運動が出来る場所が少ない。出来るだけ家の近くに、地区にあると良い。特に野球
でも出来る様に。 （男性 70歳以上 出雲地域）

●やよいの森にある施設は無駄に思う。もう少し市民が集える交流スペースにしてみてはどう
だろうか。出雲市のよい所は静かで住みやすい所だ（女性 30歳代 多伎地域）

●出雲ドームの活用をもっと考えてほしい。 （男性 30歳代 平田地域）

●学校関係の寄付について、寄付金とは本人の意志によるものなのになかば強制的に感じます
が、子供手当てとか以前にはなかった支援もあるのに、まだ一般から支援をもとめるとは親と
しての目覚めもうすれるのではと心配。 （女性 60歳代 湖陵地域）

●教育文化については素晴らしいと思います。緑豊かで住みやすく、子育てしやすい環境だと思い
ます。（女性 40歳代 出雲地域）

●芸術・文化の振興にあたり、出雲には「出雲なんきん」という日本に誇る４大金魚の一つがあ
る。これを材料にキャラクター化などしてもっとアピールしてみてはどうか？（箱モノは作らなく
てよいが）文化財の保護については生きている文化財の保護、つまり築地松や古い建物（街並み）
などの個人所有物の支援を行い美観保全に努めて頂きたい。（男性 30歳代 出雲地域）
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●小学校、中学校の先生たちの指導的なことをしてもらいたい。安心して子供をあずけれるよ
うにしてもらいたい。（男性 30歳代 出雲地域）

●気候、資源、歴史いづれも全国 高水準の住みやすい土地だと思います。あくまでも条件
は。所得水準や労働意欲、能力については哀しいほど水準が低いと考えます。教育における労
働奉仕の部分が欠けているのではないでしょうか？住民の能力を高めないと企業誘致や産業発
展も不利となると思います。オススメは学生の「草取り作業」です。満足度調査について。過
不足も、不足も「満足していない」を選ばざるを得ない選択肢の設定に不満がありました。念
のため。 （男性 30歳代 出雲地域）

●働ける環境（保育施設とそこで働く人）をもっと向上させて欲しい（30歳代 出雲地域）

●出雲は本当に良い所だし、大好きです。私は子供が3人居るんですが、もっと子育ての事、
子供に関する事に力を入れてほしいです。幼稚園もキレイにしてほしいです。 （女性 18歳～
29歳 大社地域）

●図書館司書のほとんどが嘱託であり、将来に不安を抱えながら仕事をしている。図書館は、
歴史資料を保存してある重要な施設なのに、正規の職員が少ないのが残念。学校司書はもっと
安定していないので、学校司書になりたい人が減ってしまうと思う。鳥取県は、図書館や学校
図書館に力を入れておられるのでうらやましい。出雲市は、病院、お店、ほどよい自然があり
とても好きです。でも司書という仕事を続けていこうと思うと、他県へ移住しないといけない
ので残念。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●私は簸川郡 後の町斐川町の住民です。古代出雲からの簸川（氷川）の名前が消ええてし
まったことには淋しさを感じますが、新出雲市の一員として市を見守り良き協力者になりたい
と思っています。ずっと以前より思っていましたが、斐川町には高校がありません。中学を卒
業するとみんな斐伊川を渡り出雲市、平田市、大社町へと行かなくてはいけません。大雪の時
も風が強い時も自転車をこぎながら橋の坂が大変な時は押しながらの通学です。私が若い時も
そうでした。何故なのでしょう？人口的に言ってあるのが当然のようなきがしますが…。孫の
代、ひ孫の代も高校へは橋を渡るでしょうか？ （女性 60歳代 斐川地域）

●伝統的なものは、しっかりと守っていってほしい（築地松etc） （女性 30歳代 斐川地域

●子供を育てる親として、子供がのびのびとできる場所が足りていないと思います。保育所の
数が少なく、待機児童が多いです。幼稚園は、長い時間預けることができませんし、夏休み等
があるので仕事をしている親としては魅力を感じません。今は、共働きの時代です。親も子供
もみんなが安心して生活できるようになればと思っています。仕事をしたくても子供を預かっ
てもらえる所がなければ定職もできません。将来のことも考え、ぜひ今一度考えて欲しいと思
います。よろしくお願いします。 （女性 18歳～29歳 平田地域）

●私は幼稚園、保育園の充実を期待しています。この事に関しては市内に住む沢山のお母さん
たちが望んでいると思います。受入人数の増員、時間の延長を望んでいます。 （女性 18歳～
29歳 出雲地域

●不登校児童が行き場をなくし、自宅にこもりがち。市内中心部には行き場が用意されていて
も、遠方から自ら行くのは無理です。出雲市内に住んでいる児童がすべて平等というわけでは
ないのでしょうか。中心部から離れた地域に住んでいる児童のことも考えてほしいと思ってい
ます。 （女性 30歳代 佐田地域）

●小学校の制服が廃止されてから、子供たちの規律が大きく失われつつある。又、挨拶も出来
ない子供が多くなった。早く制服に戻してもらいたい。（男性 60歳代 出雲地域）

●少子化対策、教育の充実（道徳教育）。戦中戦後大変な時代を生きてこられたお年寄りにや
さしさを。 （男性 60歳代 出雲地域）
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●出雲市駅前の活性化に向けての取組みを強化することに期待をしています。又、斐川町にも
高校をつくって頂きたく思います。（子供達の通学は大変です）（男性 40歳代 斐川地域）

●大阪市の橋下市長が言っていた教育の改革をして欲しい。高校生・大学生の頭が悪くなって
ると思う。義務教育レベルの学習がきちんとできないままでも、上級の学校に入学できる時代
になっている。もっと義務教育をきちんとさせるべき。その為の留年制度もあって良いと思
う。出雲市独自の教育改革を期待している。（女性 18歳～29歳 出雲地域）

●小学校などで小規模校は、行事参加に人数の点から参加できなかったりすることがある。先
生の人数も減り部活動にも影響がある。子供たちへしわ寄せがくるのがおかしい。 （女性 30
歳代 平田地域）

●新しい街、建物は今からでも造れるが神話、遺跡などはどうにもならないが出雲市には全国
に自慢できるものがある。大田にいたころはそれが大変うらやましかった。それをもっと全面
に押し出してもいいと思う。（男性 40歳代 出雲地域）

●子供の医療制度に満足できない。松江市は小学生も無料。出雲市の小学校教員は全然ダメ!!
教育委員は何をしている？何を見ている?子供をまったく見ていない。子供を追いつめること
しかできない？いじめがあっても対処しない。テストが悪いと全員の前でしうち。何をしてい
る？何を教えている？ （男性 30歳代 大社地域）

●平田に住んで32年の主婦です。図書館とゆらり、子育て支援センターの充実に満足し、この
ままずっと平田で住みたいと思っています。要望があるとすれば、市民の講座の充実を望みま
す。大人はもちろん、子供にも大学生などを先生にして無償の塾のようなものがあれば、親の
経済状態に関わらず高い教育をうけさせることができます。私たち世代は不安定な経済の世の
中しか知らず、給料も上がりません。子供世代には隔差のない教育をしてやりたいです。
（女性 30歳代 平田地域）

●高校がない （女性 60歳代 斐川地域）

●斐川町に高校がないのはおかしい。子供達はほとんどが無理して旧出雲市に通っている。
（女性 70歳以上 斐川地域）

●昔の優しさが消えて今のマイナスの部分が大手を振って通れる町に変わってきた様に思えま
す。（嫌な町が目に付く）教育の中に、たてまえと本音ではなく物の道理をわきまえた発言が
出来る過程を折り込んで欲しいし、家庭にも教えていただきたいです。（女性 60歳代 斐川地
域）

●行財政改革は必要であると思うが、学校教育においては縮小されることがあってはならない
と思う。小、中学校に図書館司書の配置をお願いしたい。 （女性 60歳代 斐川地域）

●旧出雲市とそれ以外の地域では、いろいろな面でまだまだ差があると思います。せめて、教
育については出雲市の中で何処にいても同じ恩恵を受けられるようにして頂きたいです。
（女性 40歳代 佐田地域）

●素敵なまちだが地域格差が大きい。合併したのでその格差が少しでも減ることを望みます。
教育施設（学校）の設備は特に問題だと思います。（男性 40歳代 出雲地域）

●保育所、幼稚園など、子育てに関する現場の環境、向上のための支援をもっとしてほしい
（資金、人員など）。 （女性 40歳代 斐川地域）

●出雲科学館や県立博物館など他では見られない講座や展示物があって魅力的なところがあり
ます。が、私が今まで住んだことのある町には、安い受講料で学べる社会学習の機会がもっと
多くあったのですが、ここではそれが見つかりません。図書館の蔵書も、とても本当に少な
い。市がそういうものに力を入れていないと感じます。（女性 60歳代 出雲地域）
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●新しく合併し出雲市民になりました。特別合併したからといって生活は変わりません。ひか
わの学童保育に今年から末っ子を預けていますが、６時までという時間に余裕が全くありませ
ん。定時から５時半といってもすぐに帰れる訳でもなく、お願いできる両親もいません。ま
た、松江市は学童の料金も低くとても預けやすいと友人から聞きました。もっと、道路整備な
どより重要な部分ではないかと思います。 （女性 40歳代 斐川地域）

●出雲市には全国に誇れる歴史資源や文化財があります。これに基づく観光施設の整備を進め
て頂く事を期待します。（男性 30歳代 出雲地域）

●国際感覚を持った若者を育てるために、義務教育での国際交流を企画、推進して頂きたい。
（男性 30歳代 出雲地域）

●医療に関しては、総合病院、個人病院など多数あり、充実していると感じています。教育に
関して、 近の温暖化により夏場にかなり暑い日があります。公立小・中学校でも夏場に備え
てエアコンの導入も考えていただけたらと思います。子供たちが快適な環境で勉強が出来るこ
とが未来へとつながります。また、教師の質について、ただ教えればいいというものではあり
ません。自分の子供の体験から“教師としてどうなのか？”と疑問を抱く先生が多いです。
（女性 40歳代 出雲地域）

●行政合併によりスポ少で体育館など使う際の使用料がかかるようになり大変不満に思いま
す。未来を担う子どもの活動に大きな制約となっていると思います。今だに行政合併のメリッ
トが見えません。魅力ある出雲市にしていただくようお願いします。 （女性 30歳代 斐川地
域）

●鳥取のように小学校の少人数制を取り入れてほしいです。幼少期の教育は基本であり、とて
も重要と考えます。先生方の負担も軽くなりもっと健康的に（心身ともに）かかわっていただ
けると思います。 （女性 40歳代 出雲地域）

●斐川町に住んでいますが、西野、中部、荘原、出東、小学校の生徒数のバランスが悪くなっ
ている。したがってスポーツ少年団活動にも影響が出ています。校区の見直しをお願い致しま
す。 （男性 70歳以上 斐川地域）

●出雲は歴史や文化的な財産の多い所。市民でも知らない事や場所も多く、それを活用した
小・中・高の教育をして欲しい。子供の頃に学んだ事は、大人になってからも出雲について考
える大切な基礎となるのではないかと思う。古事記を読んだり、地元の古墳などへ行ったり、
学ぶことの多い土地だと思う。子供（5才）が幼稚園のイベントで古事記についての話をきい
てから、稲佐の浜や出雲大社に興味を持ち、古事記の本を読んでいる。出雲のすばらしさを
もっともっと多くの人に分かって欲しい。そのために、まず地元から！！ （女性 30歳代 出
雲地域）

●芸術文化に力を入れてもらっている。情操教育、豊かな心の育成にはとても大切であり今後
も是非推進していって欲しいです。 （男性 70歳以上 出雲地域）
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市民満足度調査自由意見（健康・福祉について）

●田畑の維持、道路交通手段、冬の除雪等、高齢の方（1人暮らしの方）弱者に優しい町づくり
を考えて欲しいです。　（女性 40歳代 出雲地域）

●デパートやコンビニ等の商店も適当にあちこちにあり便利であるが、交通手段が自家用車し
かない地域もあり、高齢者だけで暮す世帯では不便を強いられている。高齢者のタクシー割り
引きなどのサービスがあると良いと思う。 （女性 40歳代 大社地域）

●町のバスを借りるときは簡単であったが…老人クラブにて研修と昼食を食べて帰ったもので
すが、今はなかなか老人には手続きが大変で、バスを借りる事が出来ないようです。簡単に借
りるこは出来ませんか。 （女性 70歳以上 斐川地域）

●健康体操の自治体レベルで普及してほしい！独居老人（長時間一人を含む）方々の食事、コ
ミュニケーションの手助け、有料でも良いと思いますが、手軽に頼める所があったら良いと思
います。 （女性 60歳代 平田地域

●合併がされ地域での生活環境が不便にならないかと思っていたが、あまり感じられなく良
かったと思う。これから高齢化がますます進行していくので、福祉の充実とこの先支所機能が
薄くなってもそのフォローアップをしっかりとしていただきたい。 （男性 60歳代 大社地域）

●老人ホームの充実 （女性 70歳以上 大社地域）

●若い世代が、子供を生み育てやすい環境整備の更なる発展を望みます。（女性 40歳代 出雲
地域）

●保育園の質の向上　斐川は公立の保育園が民営化され、不安に思っている。幼稚園に、働く
親もあずけたいと思っているが行事も平日に多くあり、断念せざるにおえない。 （女性 30歳
代 斐川地域）

●子育て支援は充実していると感じますが、保育園などの施設が身近に感じられないです。保
育園に子供を預けようとした時、審査に落ちる時もあると聞き不安でした。結局諦めました。
将来もう少し”安心できる子育て”を期待します。 （女性 18歳～29歳 湖陵地域）

●出雲市は自然豊かでとっても良い所だと思います。でも、周りとの距離が近すぎて不便な事
もあると思います。保育園ももう少したくさん建てて、子供が病気の時でも行ける病後保育園
を増やして欲しいです。働いていると子供の病気で仕事を休むのがとっても大変です。 （女性
30歳代 斐川地域）

●子育てしやすい環境を整えて欲しい。教育費を安く・保育料の引き下げ・通学路の歩道整備
等

●合併になり介護保険料が倍増したこと、大変驚きました…。 （女性 70歳以上 斐川地域）

●産業・経済・行政については無知で分かりませんが、2児の母なので子育て支援についてはと
ても不満があります。斐川と合併したからなのか、制度が変ったのか分かりませんが、保育園
に入園しにくくなりました。子育て支援課という名前ですが、あまり支援してもらっている気
持ちになれませんし、職員さんの対応もすごく悪く、とても残念です。こちらは入所できず、
不安でショックでどうしようもないのに、職員さんの態度が悪いとよけいに嫌になり、市役所
のイメージも悪すぎです。周りのお母さんたちもみんな言っておられますよ。改善して下さ
い。 （女性 30歳代 出雲地域）

●健康づくりも多くの小学校等の体育館を各種団体が利用しておられ力が入っていると思う。
現在の出雲市で満足している。 （男性 18歳～29歳 平田地域）
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●結婚して、子供が生まれて初めて気付かされる事がたくさんあるんですが、まず、保育園が
いっぱいで希望の保育園に入るのが難しい事。次に子供が小さいと働くのが困難なことです。
私はパートで働いてるんですが、保育園から「熱が出た」と今まで何度も電話がかかってきた
り、手足口病、プール熱、水疱瘡など色々な病気にかかり保育園を休まないといけなくて。で
も幸いに私の実家が市内なので、母に看てもらえますが、さすがに毎日というわけにもいかず
…。それとパートで「更新なし」なので、もし妊娠しても産休、育休もないし妊娠出産したく
ても出来ない状態です。子供が１才になるまでは子供を看てあげたいし、母乳で育てたいと思
うと育休がほしいです。なにか良い制度があればいいなと思います。子供を持つ親が働きやす
い職場が増えることを願っています。 （男性 30歳代 出雲地域）

●保育園の充実（なかなか入れないため）をお願いします。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●高齢者が多い出雲市として高齢者の方が住みやすい町にしてほしいです。介護職のお給料が
少なく離職する方が多いです。（女性 50歳代 出雲地域）

●医療施設の充実（スタッフ、サービスetc）例えば県中の呼吸器科廃止などもってのほか。ドク
ターヘリの騒音問題。中央玄関前の駐車場も交通事故の発生しやすい設計になっている。（女性
60歳代 出雲地域）

●老人施設（入所）の充実をお願いします。医療機関から退院を迫られても受け入れ先がありませ
ん。仕事をやめることもできません。老人県の島根県なのですから全国一入所施設が充実していて
もいいではないでしょうか。金額的な負担が大きくても市民は納得すると思います。（女性 40歳代

●平田は子育ての活動がたくさんあり、情報交換ができ助かる。もう少し、平田方面にも病後児の
利用できる施設を増やしてほしい。（女性 18歳～29歳　平田地域）

●大人には経済力、老人には楽しい安らぎ。世界一の楽町にしたい。（自由な町）（女性 50歳代
斐川地域）

●軽障がい者の子がいるが働く場所がない。（男性 60歳代 斐川地域）

●育児しながらの仕事がない!!coccoro（コッコロ）会員に入っている会社に勤めているが、勤
務時間はフルタイムだし、休みも少なく、全く優しくない。ポリオの予防接種、不活化ワクチ
ンの導入が遅すぎる。もっと子育てしやすい出雲市になって欲しい!!（女性 30歳代 斐川地
域）

●就学援助に基準があいまいで他県に比べて大変分かりづらい。年収がどれ位の人が援助の対
象になるのか線引きを明確にしていただきたい。母子家庭や生活保護を受けている人達はあた
り前に申請されますが、それ以外の一般の方が利用できる様に必ずすべきです。他県を参考に
してどんどん変えて行くべきです。 （男性 40歳代 出雲地域）

●保険料が高い（女性 60歳代 斐川地域）

●老後の生活が不安。（男性 50歳代 出雲地域）

●医療費について、小学入学すると3割負担となり、親の負担は大きいです。先般、2人の孫が
風邪ひき通院で2日で約3，000円。歯科3日通院で3，000円。又インフルエンザ予防接種は2人で
12，000円！比べて私共65才以上でインフル2人2，000円何か申し訳ない気がします。高齢者の
年金格差も大きく、ゆうゆう海外旅行を楽しむ方、又日々の暮らしにやりくりの大変な方、児
童手当に所得制度があるように年金収入制限で医療の負担が決められないものかと思う次第で
す。 （女性 60歳代 多伎地域）

●皮膚科の充実（女性 50歳代 出雲地域）
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●生活保護手当て、不正受給の調査徹底（男性 40歳代 斐川地域）

●少子高齢者時代で大変人生構造の変化して居り高齢者又介護支援者に安心して居られるよう
に国からの支援もありますが、市の方からも、この上考慮願い安心安全に暮らせる様に支援を
お願いたいと思います。（男性 70歳以上 大社地域）

●増々の高齢化、過疎化、介護、地域医療etc…不安ばかりです。これからの出雲市が見えてき
ません。 （女性 60歳代 多伎地域）

●子育て中、市の取り組みには助けられた。情報を 初の1ヶ月目の時にもらえたからだが、そ
うでなければ知らずに妻も不安だらけだったと思う。これからも続けてほしい。 （男性 30歳
代 平田地域）

●外国人にとっては、国民健康保険やその他の制度について理解しづらいことが多々あるの
で、わかりやすい情報を提供してほしい。 （男性 40歳代 出雲地域）

●高齢者なので民生委員の方による家庭訪問を週1回位お願いしたいです。70才以上で1人住い
の家庭でお願いできたらと思います。高齢者の方に聞きますと家庭で聞いた事を他言される様
ですので心配です。高齢者の一人暮らしの方がとじこもりがちですが会場等で顔合わせをしお
話をしてはいかがでしょうか。 （女性 70歳以上）

●現在子育て中なのですが、子育て支援が充実しており、大変有難いと思っております。（女
性 30歳代 出雲地域）

●大社地域に住んでますが、道幅が狭くて…。消防、救急車が通れなくて大変です。高齢者も
多いので地域に救急外来の病院、小さくても良いのであったほうが良いのではないでしょう
か？休日診療は何時までと時間があり、時間外になると、どうしても県中、医大の病院に救外
に行かないと行けなくて…。 （女性 40歳代 大社地域）

●子供が夜間病気になり、中央病院救急部、大学病院救急部に連れて行くと、重症患者も多く
待ち時間が長くなるので、休日診療所へ時々行くが、薬を1日分しか出せないと言われまた翌日
別の病院へ通院しなくてはいけなくなり、医療費が多くかかる。医者の判断で3日分とか出せな
いものか。松江市は医療費の支払いが小学校卒業まで配慮されているのに、出雲市は大人と同
じ3割負担なのはおかしい。もっと子育てしやすい環境にすべきだ。小学生でも、弱い子供は病
気になる回数が多いので。父子家庭、母子家庭へばかり免除や手当てが多くなっていると聞
く。もっと見直さないとシングルになる人は増え続けると思う。（男性 30歳代 出雲地域）

●子育て環境を充実させてほしい （男性 30歳代 出雲地域）

●病院と患者が通院できなくなるとそのままになり、患者をフォローする体制が作ってない。
病院に行かなければ治療は出来ないという体制が何とかならないか。ずっと足腰が元気で、頭
もいつもまともな考えをしているわけではないから。（女性 60歳代 出雲地域）

●介護に関して、不平等な所が不満　 （女性 60歳代 出雲地域）

●介護保険料、国民健康保険料、市税・水道（インフラ料金）他の県より高額。年金者の負担
が大きい。（女性 60歳代 出雲地域）

●高齢者の在宅介護への支援を望む （男性 50歳代 出雲地域）

●育休の充実などを促追してください。（女性 30歳代 出雲地域）

●出雲は高齢者が多いので、住みやすい町にして欲しい。子供も、まだまだ少ないので、子育
て支援の充実拡大をお願いしたいです。（女性 18歳～29歳 湖陵地域）
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●乳幼児に対する予防接種を積極的に推進して欲しい。新たなロタリックス等ワクチンの情報
があれば、早くから情報を入れて欲しい。勿論公費でカバーして頂きたい。（全額ではなくと
も） （女性 30歳代 多伎地域）

●少子化の中、今後子育て支援事業は更に重要となってくると感じる。 （男性 30歳代 出雲地
域）

●介護保険悪用があるようだ生活家庭の考え、見かた国民年金多い。一回生活費をもらうとい
つまでもと考えている人がいる。 （男性 70歳以上 平田地域）

●精神的な障がいを持つ人への施設（病院外）の設備不足。　定期検診のクーポン配布、希望
者への割引き、年齢制度なしなど受診をしやすくしてほしい。（女性 30歳代 平田地域）

●福祉施設（高齢者や障がい者のための）の充実が求められる。量的にも質的にも、足らない
と感じるところがあり、安心して老後の生活が送れるような環境整備を期待しています。 （女
性 50歳代 出雲地域）

●検診等の休日（日曜・土曜等）実施 （女性 40歳代 出雲地域）

●職がみつからず県外に出て行く若い人達が多くいるように思います。年配の方の仕事もなく
生活保護にたよるという事がここ数年増えているようですが、本当に必要な方々が受けられて
いるのか!?と疑問に思います。子供手当て…本当に必要でしょうか？『出雲市』についてでは
なく、日本というのが対象になってしまいますが、そのお金で遊びに行ったり必要以上の物を
買いこんだりと税金の無駄づかい!!他市のことはわかりませんが老人ホームや看護・介護等の
施設が少なく悪い言い方ですが、数ヶ月ごとに病院や施設をたらいまわし状態。仮に施設が見
つかっても入所の金額が高すぎて生活苦になる。もしも!!の時（病気・けが・介護など）安心
して暮らせる市にしてほしいです。 （女性 50歳代 出雲地域）

●出雲市に近い斐川町でも意外に住みづらい。総合病院なし　（女性 60歳代 斐川地域）

●民生委員の活力の無さが気がかり… （男性 30歳代 平田地域）

●医療に関して。もっと検診（ガンに対する）を充実させて欲しい。独自の制度を作って若年
層の検診に対する補助をして欲しい。例えば乳ガン検診は４０代からでは遅いと思う。医療費
（公費）の抑制には、予防していくことが先決だと思う。 （女性 30歳代 出雲地域）

●自然環境は良く住み易いですが、若者定住にはまだ豊富でないように思えます。福祉に対し
て感じております。一人暮らし、老人介護をされている家庭環境の多さに不安を覚えます。
（女性 60歳代 大社地域）

●子供の医療費を就学前まで無料にして欲しい。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●高齢者も増々多くなり生活支援の取組み方も考えて下さい。　（女性 50歳代 出雲地域）

●出雲市は住みやすくて大好きです。でも今病気になってみて検診の重要性をひしひしと感じ
ています。また近くに大きな病院が２つもあってとてもありがたいと思っています。入院して
みて遠くから来ておられる人も沢山おられて、あらためて出雲人は恵まれていると思いまし
た。（女性 50歳代 平田地域）

●介護福祉士をはじめ、資格職員に対する給料が安すぎる。高齢化社会となり、福祉関係の仕
事が重要とされる中給料が安いと担い手がいなくなる。正直今の政治には期待が出来ない。
（男性 30歳代 出雲地域）
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●都会には負けないくらい病院が充実していて安心。（男性 30歳代 出雲地域）

●健康チェック等は住民が満足できるような出雲市にして頂きたい。 （女性 40歳代 出雲地
域）

●平田地域には子供を産める設備がある施設がないように思います。いずれ結婚し、出産した
いと思っている身としては、子供を産める施設が身近にないのは大変不安です。（女性 30歳代
平田地域）

●出雲市は生活保護を受けなくてはいけない人がちゃんと受けているか、受けなくてもいい人
が受けているか疑問です。他の税金もちゃんと使われているかどうかと思います。 （女性 60
歳代 出雲地域）

●子育て環境が悪い。保育所には入れない。入れないから働けない。働けても入れる見込みも
ない。 （男性 30歳代 大社地域）

●休日に検診等が出来る機関を増やして欲しい。（女性 30歳代 斐川地域）

●乳幼児の医療費の負担が少ない事にとても感謝しています。でも小学校に入学したとたん、
急に３割になり負担が大きくなります。小、中学生でもまだまだ病気にかかりやすいので３才
まで無料、就学前の薬代無料よりも、中学卒業まで診察１割や限度額を設けて長期間低価格で
受診できると、もっとありがたいし子供も増えると思います。　（女性 30歳代 出雲地域）

●老人福祉、障害福祉の施設が少ない。自宅で介護することはなかなか負担で、なかなか入所
できないと聞きます。入れても高額で入りたくても入れない方が多い。安くて利用出来る施設
を増やして欲しい。年寄りが年寄りを介護しておられる家がたくさんあり、とても気の毒に思
います。年寄りや障害のある人の家族で、町内のお手伝いが負担で脱会したくても町内の人が
なかなか脱会させてもらえない町内があります。募金や協会費や町内から出費するものがある
ためもあるかと思います。町内から出費するものどうか？ （女性 50歳代 出雲地域）

●総合病院が複数あり、医者を求めて遠くへ行く必要がなく、デイサービスなどの老人施設も
数多くあって老後が安心である。（女性 40歳代 大社地域）

●高齢者が安く入れる住宅をたくさん建てて下さい。松江の様にお願いします。 （女性 60歳
代 出雲地域）

●健康施設の更なる充実を希望します。健康施設の活用で医療費の節減を心得ています。レ
ジャー施設と別と考えます。 （男性 70歳以上 出雲地域）

●長岡市長のお陰で出雲総合医療センターの存続に感謝しています。日本に数台の医療機器が
あるという事ですが、「寂しい病院だよ」と噂を耳にします。病院の活性化を期待します。
（女性 50歳代 平田地域）

●子供が２人いて、２人とも保育園に入園させています。保育園は満足していますが、保育料
が高すぎて子供手当て（？）児童手当（？？）を頂くのもありがたいですが、保育料を無料に
して頂きたいです。（女性 30歳代 大社地域）

●公共施設において、障がい者向け駐車場も大分充実してきてはいますが、しっかりとした管
理が出来ておらず平気で健常者が利用しているのを見かけます。ただ作ってあるだけでは作っ
た意味がありません。障がい者の方が利用しやすい様に配慮改善が必要ではありませんか？
（女性 50歳代 出雲地域）
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●団塊の世代です。将来が不安です。老人ホーム等の施設の充実を。 （男性 60歳代 平田地
域）

●今後高齢社会になりますが、どの様な対策をされるのか早急に考える必要がありますが、高
齢者が困らない様早めの対策をお願いしたいと思います。 （男性 60歳代 斐川地域）

●病気予防のための検診の充実を望みます。 （男性 60歳代 出雲地域）

●女性が（若い年齢であっても）気軽に健康相談できるよう医療の窓口を設けていただきたい
です。乳がん検診、子宮がん検診、不妊その他、なかなか相談できず放っておくケースがまだ
まだ多いように思われます。（女性 30歳代 出雲地域）

●障がい者対策が不十分だと思います。道路にしても、公共の場にしても、そして就労対策も
…。障がい者の理解の面でもまだまだと思います。障がい者へ優しい出雲にしていけると良い
と思います。 （女性 50歳代 湖陵地域）

●少子高齢化対策の推進が必要であり、子育て支援よりも出産に対する支援が重要と思いま
す。出産が出来て初めて子育てに至るのであり、まずは出産第一の支援が必要ではないでしょ
うか。人間社会の形成は男と女が共に相携えて形成されるものであります。婚姻という男女の
関係も重要な社会教育として取り組んで欲しいと思います。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●出雲（島根県）は、２０年後の日本の全体像といわれているそうです。２０年後には全国か
ら老人対策の視察先として注目を浴びている市になっていないといけないと思います。そうな
るには、何にどう取り組めばよいか市政を担う方々に考えて欲しいと思います。 幼児に対する
援助（主に金銭面ですが）は、将来その子が援助に値する人間に育っているか分からないので
必要ないと思います。高校生になって学力が就き大学進学の希望があれば奨学金という形でよ
り多くの子に援助したほうが有効です。（女性 40歳代 出雲地域）

●後期高齢者の保険料のアップについて電話（担当の方に）をし説明は受けましたが、斐川町
の単独の時は低徴収で、出雲市と合併により標準の徴収額であるような説明で、これは高齢者
比率の問題やその他の問題を総合して算出された額だと思いますが、５５％のアップとは、驚
きと、理解が出来ません。 （女性 70歳以上 斐川地域）

●市民税、国民健康保険、高すぎる。（40歳代 出雲地域）

●住んでいる地域周辺にお店や病院が少ない。

●ドクターヘリが飛ばない日はないと言う位飛んでますが、実際にそんなに必要なのかと思い
ます。維持費、管理費等すべて税金でまかなわれているんですよね？ （女性 40歳代 出雲地
域）

●生活保護をもっときびしくするべき。（男性 30歳代 平田地域）

●母子家庭で生活が苦しい。（女性 30歳代 湖陵地域）

●高齢化に向けての福祉の充実化、老人ホーム、グループホーム等数が足りないのでは。 （男
性 60歳代 出雲地域）

●医療圏域など老後の対策施設の充実　　（男性 60歳代 佐田地域）

●特養ホームについて、各ホームで入所待ちが200～400人高級ホームに入れない人が多いのに
もっと増やしてほしい。老健とかグループホームはたくさんできているが料金が高い。それで
も特養ホーム待ちのつなぎで入らざるをえない。子育て支援はよく言われているが、老人支援
もしてほしい。公務員さんのような多額な年金をもらっているのは一部で、年金のすくない者
にとってこれからが不安。　（男性 60歳代 出雲地域）
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●少子高齢社会の現在、低料金で利用出来る施設の充実を計って欲しい。高額で利用出来る施
設はもういりません。 （女性 60歳代 出雲地域）

●みどりがきれいでのどかで大好きですが、高齢化が進み、高齢者の方が今後、安心して生活
できるよう考えて欲しいです。（女性 40歳代 出雲地域）

●まだ子供がいますが児童手当はとてもありがたいですが、保育料の軽減をねがいたいです。
第2子についても第1子が卒園したあとでも半額をそのままつづけてほしいです。もう少し元気
な出雲市、島根県にしてほしい。島根県はJAと自民党に依存している。いいなりだ。 （男性
30歳代 出雲地域）

●おとし寄りが増えて来ていますので家の中に居るのは困ります。仲良く話せる場所があると
良いと思います。 （女性 60歳代 出雲地域）
●一人親世帯へのサービスをもっと充実してほしい。（保育料・医療費） （女性 18歳～29歳
出雲地域）

●もっと福祉の現状を見て、改善を行ってほしい。（福祉従事者への処遇・労働状態の改善。
利用者の費用負担の軽減等） （男性 18歳～29歳 平田地域）

●合併後、福祉についてのサービスが大いに低下したように思います。私達が今後、保護が必
要になった時どうなのか不安に思っています。 （女性 60歳代 多伎地域）

●他市にある様に、子供の医療費の補助があるとうれしいです。（男性 30歳代 平田地域）

●私は、短大に通うため2年間、岡山に通っていましたが岡山は事件も多くとてもこわい所でし
た。出雲市は平和でとても住みやすく大好きな所です。現在、子どもが生まれ（7ヵ月）唯一親
子で行動できるのが日曜日です。私たちだけでは、子どもに経験さしてやることができないよ
うな行動が四季に応じてもっとたくさんあるとうれしいです。親子で参加することで、他の家
族との出会いとなれば、いろんな悩みを言い合ったり、幅広くいろんな経験をさせてやること
ができるのではないかなぁと思います。 （女性 18歳～29歳 斐川地域）

●子供の医療費は中学生までは補助するべきです。子供が大きくなるほどお金はかかります。
だから「２人位で３人目はやめよう」となり、児童手当も全く同じです。義務教育の間は市又
は県がサポートするべきです。チャイルドシートのせいで子供を２人までといわんばかりで
す。そして大きい車の維持費のせいで１人っ子や２人っ子で終わるのです。私が思う出雲市
は、子供には厳しく、お年寄りに優しいとしか思えません。子供には選挙権が無いからですか
ね。 （女性 30歳代 出雲地域）

●介護保険料が今年からまた大幅アップになったが、介護を受ける人が多くなったが職員の待
遇改善なのかわからない。保険料を払う私達は、年金を下げられ公共料金の値上げでお手上げ
である。出雲市も無駄をなくし、人件費を減らし、議員の数も少なくてもよい。介護保険を今
払っている人が、果たして今後介護を受けられるのか不安である。

●出雲市の誇りとは病院の充実で医療が身近で受けることが出来ること、海と山、空港が全て
30分で行ける利便性と自然の共有が非常にバランスよく住みやすいと思っています。　（男性
60歳代　平田地域）

●今、生活保護を受けている人をもう少し内容を見てほしいパチンコ、スロットをしている人
もいる。車の普通車にのっている人もいる今、生活保護の事でさわがれているが出雲市も内容
をけんとうしておられますか？ （女性 60歳代 湖陵地域）
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市民満足度調査自由意見（生活環境について）

●合併してしまうと今市町とか昔の出雲市は発展するけど合併されてしまう市とか町は置き去
りにされてしまう。良い例は自然公園とかは、前の時は木や道や水道・電気とかもよく行き届
いていたけど今は道も悪く山道も通れない様なので歩きづらい。子供等の遠足も少なくなって
いる様です。 （女性　70歳以上 　平田地域）

●市のゴミ袋は今より安く出来ませんか？ （女性 60歳代 出雲地域）

●ゴミのリサイクルの分別を多くすれば燃えるゴミが少なくなる。（女性 70歳代以上　平田地域）

●公園の整備。草刈りなどまめにしてほしいです。（女性 30歳代 出雲地域）

●自然が多くて色んな事に挑戦出来る町だと思う。海、川、山、乗り物関係すべて楽しめると思
う。子供の遊ぶ所が少ない。遊具で遊ぶ事で身体能力向上等、得る物は多いと思うが公園等、体を
使う所が少ない。（幼児、小児）バイパスは完全2車線にしてほしかった。屋内公園も欲しい。基本
的に子供たちの遊ぶ所が少ない。テレビ、ゲーム、パソコン等無くても楽しく暮らせる町作りをお
願いします。（男性 18歳～29歳　出雲地域）

●ゴミ焼却は一般的では禁止農業ではOKちょっと困ります。田んぼ又畑でゴミを焼かれる方はいい
けど、周りの家は煙りが入って来たり洗濯物が汚れたりしています。考えて頂きたいと思います。
ゴミ袋が年々薄くなっています。すぐ敗れてしまいます。昔は強度がありましたが今は裂けてしま
います。せっかくお金を出して購入していますので良い物を皆さんに提供して頂きたい。（男性 50
歳代 出雲地域）

●公園・広場について、出雲ドームにスケボーパークや斐伊川河川敷にラジコンコースがあり
若者にとって有り難いはずが、作っただけでろくに整備も告知もされておらず、認知が広がら
ないうえに老朽の一途である。こういった遊び施設は若者の流出低減にも少なからず貢献する
はずで、いまある施設の保全ならびに、若者が集う施設をさらに充実させる必要がある。（ち
びっこミニ四駆サーキット・ダンスレッスン・ストリートミュージシャン・ドックランなど）
（男性 30歳代 出雲地域）

●鳥取県と比較すると宣伝力、企画に目立たないもっと他県から沢山観光とか人が集まるイベ
ントを起こすべき。 （男性 60歳代 出雲地域）

●市内は公園が多く充実している。3世代に生活できる自然環境が良い。天災が少ない。水が安
心。治安が良い。駐車料がかからない店が多い（男性 50歳代 出雲地域）

●イベント一つ一つが、中途ハンパすぎて笑える。行こうと思えない。出雲市を本気でもりあ
げたいと思えない。出雲大社でのイベントがいい例だ。出雲に住んでいてもイベントがいつや
るのかさえ知らない人がまだまだいますよ！ （女性 30歳代 出雲地域）

●市企画のお見合いパーティーコンサート会場の設立（出雲市で関ジャニ∞のLIVEが見たい
なぁ…） （女性 50歳代 出雲地域）

●7月からの「神話博」おひざもとの出雲での開催はとても素晴らしい事です。全国発信でさら
に出雲の飛躍を期待致します。 （女性 50歳代 平田地域）

●出雲は自然も豊かであり、観光の魅力も多い土地だと思います。車に活性化させるためには
出雲大社周辺ばかりではなく、駅周辺にも賑わいをもたせるべきではないでしょうか。例え
ば、鳥取でも行われている「街コン」など…。縁結びの地ならではの企画を多く取り入れて商
店街なども同じ様に活性化するべきだと思います。 （女性 18歳～29歳 大社地域）

●道路をよくしても出雲市はただの通過点で出雲大社ぐらいしか立ち寄らない。県外者も立ち
寄らせる施設やイベントをしてほしい。出雲市に住んでいてもおもしろくない。（男性 40歳代
出雲地域）
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●緑の多さは残してほしい。公園の遊具等、整備してこわれたのであれば、なおしてほしい。
何年も放置されると余計に危険であるし子供もつまらない。 （男性 30歳代 平田地域）

●もう少し若者の遊びに行けるイベントをしてほしい。子供のための遊び場などの場所を作っ
てほしい。 （男性 30歳代 出雲地域）

●資源ごみですがプラと書いて有る袋等は皆もえるごみに出すようですが、他県では袋等にも
出していますがいかがなものでしょうか。（女性 70歳代以上）

●若者が参加できるイベントをもっとやってほしい（女性 18歳～29歳 平田地域）

●県外、外国からの人々が集客できるイベントを観光資源等を活かしてどんどん実行して欲し
い。 （男性 60歳代 出雲地域）

●娯楽施設も少なく、若い世代はもちろん、子育て世代も、不満を感じているはず。大型店舗
がようやく出店して姫原町付近がにぎわっているが、その他の部分が寂しさを感じるほどであ
る。自分もギャンブルをする人間ゆえ、あまり強く言えないが、パチンコ屋などが多い。子供
が安全にゆっくり過ごせ、もう一度行きたい！といえるような公園や娯楽施設が欲しい。その
ような整備を市を挙げて取り組んで欲しい。 （男性 40歳代 出雲地域）

●生まれてから２０年以上出雲市に住んでいますが、落ち着くので出雲がとても好きですが、
若者の遊ぶ場やイベントなどが少ないので、もっと増やして欲しいです。 （女性 18歳～29歳
出雲地域）

●出雲は他にない良さがあります。今年の県、市共イベントに期待していますが、リピーター
を大切に、おもてなしの心が全市民に浸透する研修、イベントが多く企画される事を期待して
います。 （女性 50歳代 出雲地域）

●もっと有名人を呼んで下さい。もっと、あれに行きたいこれに行きたいと思えるようなイベ
ントを考えて下さい。パチンコ以外の娯楽施設を作って頂ければ良いなと思っています。 （女
性 18歳～29歳 佐田地域）

●平田をもっと若者が住みやすくして欲しい。娯楽施設の充実。 （男性 18歳～29歳 平田地
域）

●ゴミ収集について大変によく出来ていると思います。これは全国にでもほこれるものになっ
たと感じます。（男性 50歳代 出雲地域）

●浜山公園、きれいになっていて使いやすいです。公園へ行く回数も増えました。 （女性 18
歳～29歳 湖陵地域）

●せっかく出雲大社があるのだから、もっと何が良くて、どうして島根に来てほしいのかを全
国的にアピールしてほしい。観光地めぐりをしに来た人にも、出雲大社だけで、あとは何もな
い所だねーと言われないように、特産物とかインパクトのあるものを一緒にアピールできたら
いいと思う。あと、大社にもっとお店をつくってほしい。出雲にでかけても大社まで帰る方法
が車しかないし、困る。遊べる所もあんまりないし、夜になると早々とお店が閉まってしまう
し、行くところがない。高齢者も多いのだから、色々な世代の人が楽しめる町を作ってほし
い。あと、つぶれたお店などをそのままにしておくのは見た目が悪く、さびれた町に見えるの
で何とかしてほしい。（女性 18歳～29歳 大社地域）

●人口減少しているのに若者が定住したいと思えるスポット（設備も含む）がないと思う。ま
た、子育てに力を入れるならば子供連れの家族がいつでも行ける、行きたいと思える場所（公
園や動物園など）もないと思う。県外に行けば島根なんだか鳥取なんだか理解されていない程
認知されていない。（男性 30歳代 出雲地域）
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●古事記1300年のアピールが良いと思います。（男性 18歳～29歳 出雲地域）

●家族で遊べる環境、公園が少ないと思う。学校の校庭などもっと自由に使える場所が欲し
い。 （女性 40歳代 出雲地域）

●出雲市駅周辺の街並みが整備され他の地域と比べても美しく市民として誇りに思います。医
療施設も充実していて比較的安心して暮らせる出雲市であると思います。今後に期待する事
は、情報通信基盤の整備として市内より離れた所でもインターネットが高速で利用できる環境
を整えてほしい。それも安く利用出来る様にしてほしい。旧多伎町などでは高速で利用されて
いるので同程度に環境を整えてほしい。 （男性 50歳代 出雲地域）

●出雲市も全国から注目されるイベントを開催してほしい。出雲と言ったら出雲大社と言った
固定概念はやめてほしい。もっと違うイベントをお願いします。 （男性 40歳代 出雲地域）

●公園が少ない（古い）。子供の遊ぶ施設がない。おもちゃ屋がない。動物園・遊園地がな
い。自然が多くて住みやすい。自然を残しつつ、子供や高齢者に役立つ施設を沢山作って欲し
い。（女性 18歳～29歳 斐川地域）

●ゴミの分別がわかりにくく困っています。（特にビン類）わかりやすい分別表が頂けたら喜
びます。 （女性 40歳代 斐川地域）

●皆が集える大きな公園（緑豊かな）があったらいい。（女性 40歳代 出雲地域）

●次々と、店舗が建っていますが出雲では車での移動手段が主なため、同じ市内に店舗ばかり
あっても意味がないと思います。それよりも。子供が思いきり安全に遊べる施設等が増えると
良いと思います。 （女性 30歳代 出雲地域）

●ごみ収集が徹底され、とてもきれいな町だと思います。資源ごみ（ダンボール、新聞紙）も
回収して欲しいです。（女性 40歳代 出雲地域）

●河川敷公園（武志町）の整備、有効利用を期待します。 （女性 30歳代 出雲地域）

●出雲はパチンコ店が多すぎます。米子、松江の様に公営ギャンブルのＪＲウィンズボートピ
ア松江の様な娯楽施設を作ってほしい。 （女性 50歳代 大社地域）

●せっかく全国にアピールできる観光地があるのにそれを活かせていない。もっともっと「出
雲は楽しい」とアピールする力が必要！！守りに入っていてはダメ！！もっとたのしい施設な
ど建設したほうがいいと思います。今の市長は守りの人だから変えてほしい。もっとエネル
ギッシュな方へ！！希望します。 （女性 40歳代 出雲地域）

●子供が遊ぶ所を作ってほしいです。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●8月に行われるオロチ祭りが、毎年場所や日程が変わり分かりにくい。伝統的な祭りにするな
ら固定化すべきでは？ゴミの収集が業者になってから、その業者の受けとめ方により大変厳し
い所もあれば明らかにルール違反のものでも回収したりとまちまち。不公平感がある。以前、
成人式のあとに飲食物が提供され（６年前位）、式が終わるとすぐに担当の人達がその食事に
群がられ、まだ出席者がいるのにそれを見た若者たちはすごくあさましい気持ちになったと
言っていました。飲食物の提供は無くてもいいのでは？（女性 50歳代 出雲地域）

●お祭りやイベントを増やして外へ出かけるようになれば、家で電気を使うことが無いので
個々の家々が節電になるのでは？ドームなどを利用して、フリーマーケットなどしてほし
い！！する場合は広報に載せてもらいたい！子供が喜びそうな施設があまり無いので増やして
ほしい！（女性 40歳代 斐川地域）
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●地域の環境条件としては、とっても良いと思います。海も山も商業施設も充実していると思
います。人情もあり、人間関係も良好だと思います。平田の町のアピールの仕方に少し問題が
あるように思います。ネット上に町を作り上げ、実際には何も動きのない町なのに、かの様に
創り上げてしまって良いのでしょうか？多額の資金もかけているようです！私個人の考えでは
ありますが、平田のおんぼらとした人情厚い所をアピールしたいと思います！ネット上の町の
事、他県からたずねられても来られても本当に困ってしまいます。聞かれそうになると家の中
に隠れてしまいます！申し訳ないからです！もう少し考え直されたらどうかと思います。 （男
性 50歳代 平田地域）

● 近住んでいる家の廻りで畑を作っている人のゴミを燃やす回数が多くなり、煙や臭いに悩
まされている。庭木等を切ったものを燃やす時等はものすごい煙が１日中もくもくと上がって
大変困っていますが、これを何とか取り締まってほしいと日々思っています。週報等で時々見
かけますが、いつも燃やす人は何とも思わないようなのでもう少し強力な取締りが出来ないも
のかと考えて頂きたいと切に思うしだいであります。よろしくお願いします。 （男性 60歳代
大社地域）

●自然がたくさんあり良い。リサイクルの取組みが充実していると思う。（女性 40歳代 出雲
地域）

●田舎は空気がきれいかと思ったが、ゴミを畑や田んぼで燃やす家庭が多く（信じられな
い）、煙が多い。ぜんそくが多いのも分かる。取り締まらないのは何故ですか？ （男性 30歳
代 出雲地域）

●市営住宅を新しくし、増やして欲しい。 （女性 30歳代 斐川地域）

●私の住んでいる川跡地区は市営住宅がなく公園もとても少ないです。子供が増えてきている
ので、せめて安心して遊べる公園が欲しいです。（女性 30歳代 出雲地域）

●新内藤川に（浜山中～海までの間）ゴミが沢山たまっています。缶やペットボトル、家庭で
使う日地用品やボール（遊具）など、特に浜山中から下流１㎞くらいの川の中の繁みの中に沢
山あります。掃除をしたいのですが、川の中なので危なくて入れません。掃除に参加する気持
ちはあります。住んでいる所がきれいな事は嬉しいので、川の中のゴミに対する対応を一緒に
考えて欲しいと思っています。住民参加型のゴミ拾いイベント等あれば参加します。 （女性
40歳代 出雲地域）

●ゴミの日のカレンダーについて、誰が見ても一目で何の日か分かるものにして欲しい。他の
地区の日は必要ないので地区ごとのカレンダーにし、マークとか色別せずにして欲しい。東京
の知人宅で見たのは、日にちのところに絵が書いてあり（缶とかビンとか）、一目でよく分か
りました。年寄りが多いので希望したい。他県のものも参考に改善して欲しい（女性 50歳代
出雲地域）

●平田小学校区に市営住宅等の整備を行ってもらいたい （女性 30歳代 平田地域）

●現在、JAより放送されていることは、出雲市全体に通じておりますか？通じていなければ全
域に通ずるようにすべきです。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●地球温暖化対策として、製品を作るときにもっと地球に安全なものを使用して作る様に事業
所に望みたいですね。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●ゴミの収集について、粗大ゴミを出すのにわざわざ業者へ個人が連絡しなければいけないと
ころを改善して欲しい。 （女性 40歳代 出雲地域）

●もっとイベントやお祭りを増やして欲しい！！雨でも子供が遊べる場所をもっと作って欲し
い！！！ （女性 18歳～29歳 湖陵地域）
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●公営住宅、障害世帯入居　県内保証人がいなくて困ってます。相談できる所ありませんか？
（男性 60歳代 出雲地域）

●ITを充実し出雲のアピールの充実を望む。 （男性 60歳代 斐川地域）

●出雲市のいろいろな事項について身近に感じていないので分からないことばかりで参考にな
らなくて申し訳ありません。ただ、身近に感じている事は補助金利用のイベント設備が無意味
な状態にあることは二三点感じています。主催者の自己満足のみで盛り上がりがぜんぜんあり
ません。こんなに冷めているのに補助金がおりているのはいかがなものか、実態をもっと調べ
て頂きたい。（女性 60歳代 平田地域）

●今年の大イベント、「神話博しまね」には大きな期待をもっています。県外の友達を呼ん
で、島根アピールをしたいです。

●身近に犯罪など無く平凡に暮らせる所は良い所。子供が雨の時でも遊べる所が増えてくれれ
ばいいなと思う。（女性 30歳代 斐川地域）

●出雲市のウェブサイト（ホームページ）は充実していない。知りたいことが分かりません。

●若者に対しての娯楽が少なすぎると思います。その為に都市部への若者の流出が増えるよう
に思われます。あとは、いらない物を建てない様にしたり、民間に任せられるものは民営化し
て市民への税金の負担を減らすなどし、福祉の充実を図れば、若い家族などが住むようになる
のでは。 （男性 40歳代 出雲地域）

●宍道湖の西岸を公園にしてほしい。（男性 30歳代 平田地域）

●北側の地区には、子供が遊べる公園（小さくて良い）がない。（女性 50歳代 出雲地域）

●斐川町単独の時は、硬いプラスチックの物も燃えるゴミで出せていたのに、合併後分別しな
ければならなくなったのが面倒です。（女性 18歳～29歳 斐川地域）

●ケーブルテレビ契約によって見られるチャンネルも録画できるようにして欲しいです（松江
市のように）ケーブルテレビ契約で設置されるホームターミナルがテレビ1台に対して１台で、
それごとに料金がかかるので1家に１台あれば家中で見られるようになれば、より利用したくな
ります。（今は料金上1台しか契約していない為） （女性 18歳～29歳 斐川地域）

●公園の数は多いけれど、子どもたちが大声で走り回ったりボール遊びをしたり、昔の子ども
のように遊べる場が少なくなり何のための公園か？と思うところがあります。 （女性 30歳代
出雲地域）

●引っ越して来てリサイクルの持ち込み場所がわからなく一年をすぎてもダンボール等、業者
に有料で引き取ってもらっている。もっと詳細な地図でもあれば…と思っている。また、指定
ゴミの日きちんと記入しているにもかかわらず氏名がないと回収されなかったことがあり他市
から転入して不快な思いをしたことがあり以来それも業者に回収してもらっている現状であ
る。 （女性 60歳代 出雲地域）

●全国に誇る出雲大社神話博は今後の出雲にとっての楽しみなイベントです。娯楽施設が少な
すぎる（男性 30歳代 平田地域）

●市民１人1人に合ったまちづくり　きめ細かい対応。住んでいて良かったと思えるような声か
けをしてほしい。住宅の整備をしてほしい。 （女性 50歳代 5.湖陵地

●祭りなどのイベント、市のもりあげ役にもっと若手（20代～40代）が活躍できるような仕組
みを作ってほしい。特定の人（商売人等）に限らず、広く関われるのが理想です。（男性 30歳
代 出雲地域）
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●旧出雲市北部に住んでいます。子供が小さいのですが、歩いていける範囲に公園がなくとて
も不便です。バイパス付近にはたくさんありますがもう少し北の方にも作ってもらいたいで
す。 （女性 30歳代 出雲地域）

●出雲市が私はとても好きです。市外から来た人も出雲は静かで平和で住みやすいと言ってい
るのを耳にします。そのような自然は残していき都会から来た若者が定住するためには、もう
少し娯楽施設があったら良いように思います。自然を残しながら開発は難しいですが、バラン
スをとって良い出雲市になったらいいと思います。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●（防災に関して）市からケーブルTVへ補助金を出し住民のケーブルテレビ利用料を減額する
ことにより全世帯の加入を目指すことが必要。 （女性 60歳代 出雲地域）

●グラウンドゴルフ場　雲南市の田舎でも運動公園の整備が良くできて居るが出雲は設備も無
く大変残念に思う。老人のスポーツはグラウンドゴルフぐらいしかできません。 （男性 70歳
以上 平田地域）

●自然に恵まれている所又、医療関係が充実している県外、国外にアピール力が足りない。レ
ジャー関係が足りない。例えば公営ボートとか若者が夢を持つプロスポーツを例えば女子サッ
カーを作る（男性 60歳代 出雲地域）
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市民満足度調査自由意見（安心・安全について）

●今私は子育て中なので、子供に関する要望ばかりですが、通学路をもっとちゃんと整備して
欲しいです。２０kmの道をすごいスピードで通る車もたくさんいるので、事故が起きる前に
もっと「スクールゾーン」と分かりやすいと良いです。人もたくさんいるので、もっと子育て
しやすい町になれば人口も増えると思います。 （女性　30歳代　出雲地域）

●自転車が安全に走れる道のほうが少ない。道路の工事をする際にはちゃんと整備してほし
い。市がどこを目指しているのか、力を入れているものが分かりにくい。観光なのか教育・文
化なのか福祉なのか…。あれもこれも推進していこうとしても財政が厳しいのに出来るわけが
ないと思う。的をしぼって確実な成果をあげてほしいが、同時に財政の健全化を進めてほし
い。将来も安心して住める市であってほしい。（女性 30歳代 出雲地域）

●県外出身の人が出雲市内は運転がやさしいそうです。道を譲ってくれたり待ってくれたり、
感心したとのことでした。 近努めて自転車又は歩いて移動するようにしていますが、歩道の
段差が多くつまづいたりします。 近整備された道はそうでもないので、良い方向で検討され
ていると思いますが。（男性 50歳代 出雲地域）

●通学路の道路整備（安全面等）を早急に取り組んでほしいです。 （女性 40歳代 平田地域）

●消防団員が不足しており、定数を見直すか市役所の職員は無条件で消防団に入るとかの市が
リーダーシップをとってほしい。 （男性 50歳代 出雲地域）

●合併し消防団活動が縮小されたようで、面白さ、魅力がなくなった。消防団やめます。 （男
性 40歳代）

●駅通りばかり明るくて少しはずれると街灯が極端に少なくなる。特に学校があり通学路に
なっている所はもう少し街灯を増やして欲しい。不審者対策をもっとちゃんと考えてほしい。
（女性 30歳代 出雲地域）

●安心でおいしい食べ物がたくさん食べたい。（女性 50歳代 斐川地域）

●犯罪、いたずらに巻き込まれないようにお願いします。（女性 50歳代 斐川地域）

●外灯を増やしてほしい。（男性60歳代斐川地域）

●子供たちの通学路の安全確保の面でもっと力を入れてもらいたい。危険な通学路はたくさん
あるので早く歩道をつくるなど、対応してもらいたい。何年いいつづければいいのでしょう
か。（男性 30歳代 出雲地域）

●あまり都会化していなくて地域密着型の社会でありとても住みやすいです。夜道が暗く、夜
勤がある仕事もだんだん増えているので夜道が不安である。 （女性 40歳代 平田地域）

●高齢者の危険な運転が多すぎる。毎年、運転テストをする等して、反射神経を確かめて欲し
い（女性 30歳代 斐川地域）

●街灯の増加（女性 50歳代 出雲地域）

●国道横断歩道へ信号機の設置 （男性 70歳代以上 大社地域）

●西浜駐在所が閉鎖になった。交通事情も住宅事情も江南駐在所より、重要かつ必要であっ
た。事前に説明もなく…県への要望は住民がやっても届かない。市から要請が一番。廃止をし
たのなら案内標識等も早く撤去を！ （男性 60歳代 湖陵地域）
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●出雲市は歴史ある所で大好きな市です。人と人とのつながりが深く昔ながらの近所付き合い
などもあります。しかし、夜になれば大きな音をたて爆走する車やバイク、深夜まで営業して
いる所に集まり、さわぐ若者。小さな子供を持つ親としては、やはりもう少し、警察などと連
携し、静かな町にしていただきたいです。（女性 18歳～29歳 出雲地域）

●北山の治水、治山を特に推進。 （男性 70歳以上 大社地域）

●大社署が広域交番となり、少しく治安に対する不安がある。広域交番の広報（拡声器）に依
るは効果があると思われるが、堀川の不法繋留船を「撤去します」と言いながら、一向に進捗
しないのは何故ですか？（男性 70歳以上 大社地域）

●街灯が少ない。夜はまっ暗。 （男性 30歳代 出雲地域）

●不満に思う街灯が少なく、夜道が暗い。不安に思う避難場所が指定されているが、実際には
危険場が多い。その他河川上流の整備拡張はされるが下流域はそのままで、洪水対策はいかが
なものか。せめて海抜表示、警報器（水位危険）の設置をお願いする。 （男性 70歳以上 大社
地域）

●安全な通学路（特に歩道）の整備をお願いしたい。（女性 60歳代 出雲地域）

●平田町内における海岸線の県道には注意の看板は掲げていますが、岩盤が切り立った所等の
点検はやっているのでしょうか。たまに石が落ちているのを見かけます。 （男性 70歳以上 平
田地域）

●公共の道路におけるルール無視が目にあまる。 （男性 40歳代 出雲地域）

●私の心配は 近都市部子供達のもらい事故が多く私の地区に高松小が有、その通学が一部は
一般的道路が有ますがラピタ近辺の通りせまく、又走行車多くお年寄り方が多く心配です。
（男性 60歳代 出雲地域）

●見えにくい道路にはミラーをつけてください（上塩冶町） （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●地震対策や災害に関する対策を市民に公表してほしい。 （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●子どもが2人います。子育てに安心できるまちづくりを願います。歩道がなかったり、すぐ横
に用水路が流れていたり危険な事をいうとキリがないですがこれから小学校に入るので、事故
にあわないか心配です。でも、出雲は住みやすくのんびりしていてずっと住みたい街です。こ
れから自分たちがつながりを広げていってよいまちづくりをしていかかいといけないという気
持ちももっています。 （女性 30歳代 出雲地域）

●出雲市は自然が素晴らしく（山、海、平野等）どこへでも自動車で30分以内で行く事が出来
ます。また、医療関係、介護施設も充実しています。自然環境が良く住みやすい市だと思って
います。（東京へも1時間で行くことが出来ます）反面、青少年等の軽犯罪が他市に比べて多い
のではないかと思います。治安の強化に取り組んでいただき若い女性、老人、子供が安心して
暮らせる犯罪の無い明るい出雲市のまちづくりに積極的に取り組んで下さい。 （男性 50歳代
大社地域）

●朝の通勤渋滞についてお知らせしておきます。コンピューター学院東側の信号を越えた時点
で右折する道があります。朝、通勤時、右折する事が多く、後続車は追い越すスペースがない
為、待ちとなります。信号に近い為、 悪の時は交差点内で信号が変わり危険な時もありま
す。一度、朝のラッシュ時に様子を確認して頂けたら助かります。（女性 40歳代 斐川地域）

●出雲も都市型犯罪が増えつつ有る中、もっと外灯を増やしたり防犯カメラの設置など安心安
全の町づくりが重要だと思う。 （女性 40歳代 出雲地域）
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●子供の安全を守る上で、中学校ですが登下校コース距離が短くても危険なところがある。部
活等で遅くなり危険も多くなる。１km以上は自転車にする等、出来れば自転車範囲を長くして
ほしい。 （女性 30歳代 出雲地域）

●幼稚園、小・中学校、大学の周りの外灯が少ないと感じています。（男性 50歳代 出雲地
域）

●道路の整備は良いのですが、信号が増えたために生活道路への車の進入が目につきます。車
の流れ、時間帯を配慮した信号のタイミングなど、警察と協議されていないのでしょうか（男
性 50歳代 出雲地域）

●震災が起きた時の対処も以前より重要だと思われます。出雲平野ですから水害の時は被害が
大きく大変でしょう。 （女性 50歳代 出雲地域）

●災害時の避難所としても活用できるのかどうかも、しっかり検討していただきたい。 （男性
40歳代 出雲地域）

●学校周りの道路整備、街灯をもっと増やす （男性 30歳代 出雲地域）

●災害時の避難場所がなく不安です。高齢になると体調も悪い人が多いと思うので！！

●外灯の設備など要望しても対応が遅い。学生の通る所でも外灯がなかったり、電気が切れて
直して欲しいと言っても手続きが多すぎてすぐにならない。 （女性 50歳代 出雲地域）

●平和な所だと思う。只、原発が近くにあってこわい。近くなのに保障もないし…。 （女性
70歳以上 平田地域）

●災害時にも一人ではどうしていいのか分からず、心配だと思います。 （女性 50歳代 斐川地
域）

●防災、減災対策。防犯の取組みをお願いしたい。子供が住みやすい街づくりを！！財政の建
て直しもね。 （男性 30歳代 出雲地域）

●出雲市は災害が比較的少なく安心して住める所だと思いますが、いざ災害が起こった時の対
応がどうなのかと心配になることがあります。避難所になっている公民館は周囲よりも低い、
又川の近く…という状況でおそらく当てにならないと思います。いざという時の準備が地区で
考えていけ、市や各町単位でまたさらに考えてもらえれば良いと思います。（女性 50歳代 湖
陵地域）

●今、原子力のことで問題になっていますが、わが息子は今、大学院で原子力の勉強をしてい
ます。この子たちはこの前の福島原発のようにならないよう研究しています。島根ここ出雲も
30㎞圏内で心配なところでもあります。でも、原子力のおかげで生活できている正直なとこ
ろ、あぶないからやめるのではなく、あぶないのならあぶなくないよう考え方とか変える方向
に!!考えて、今年大学院に入った息子の気持ち研究している人々の気持ちを無にしないでほし
い。 （女性 40歳代 斐川地域）

●バイパスの横断、Uターンをみかけます。注意、呼びかけが必要だと思います。時々、高齢者
の多い土地など白線がなくなっているところがあり、道路運転にも目印となるのでお願いした
いところです。 （女性 40歳代 斐川地域）

●安心、安全で住みやすい町づくりを目指してほしい。 （男性 30歳代 平田地域）

●島根原発危険区域内に入っており、絶対『脱・原発』を宣言してもらいたい。 （男性 40歳
代 平田地域）

●大きな災害が無い（出雲の神々に守られている？）（男性 60歳代 出雲地域）
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●治安上、夜間の街灯の充実をお願いします。街灯と街灯の間隔をもう少し短くしてほしいで
す。

●鹿島原発でも爆発して島根県なくなればいいと思う （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●今、 大の不安事項は島根原発が再稼動されるのではないかという事である。人口17万人余
の将来の生活を考えてゆく上で、この問題に目をつぶることは許されない。 （女性 70歳以上
出雲地域）

●灘分小学校通学路の灘分小学校東西線の交通量が大変多く児童の通学を見ていると大変危険
を感じています。何かあってからだと大変だと思います。田の中に専用のスクール・シルバー
道を作るべきだと思います。減反している時代、せまい道一本つけてもいいのではないです
か？ （女性 60歳代 平田地域）

●島根原発の安全稼動に対する市政のあらゆる施策、取組みと万が一の時、市民に安全確保へ
の市政のあらゆる施策、取組みを早急に望む。 （男性 60歳代 平田地域）

●原発再稼動しないことを望んでいます。 （男性 40歳代 大社地域）
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市民満足度調査自由意見（まちづくり・行政サービス、その他）

●出雲市の残念に思うところ　少し前に流行ったパワースポットで「出雲大社」は全国的に有
名になったが、その出雲がどこにあるのか、ましてや何県にあるのか、残念ながらあまり知ら
れていない。そしていざ出雲に来たとき、出雲市駅前の閑散さと、廃墟のような建物が多いこ
と、車がないとどこもまわれない交通網の悪さに驚いた。20代30代の観光客を狙うならば、交
通網の整備をしっかりするべきである。大社前は今、神話博のために参道を整えている 中だ
が、そこに行くまでの足である電車やバスの本数が考えられないほど少ない。観光客である都
会の女子たちには不便でならないし、タクシーは高いというイメージがついている。自動車運
転の経験が少ない女子たちにはレンタカーは対象外である。そして始発駅である出雲市駅前の
閑散さが非常に残念だ。出雲市駅前の道路が非常にきれいなのに対して、電車を待つための時
間つぶしに気軽に入れる喫茶店がひとつもない。少し離れたところにお洒落なお店が点々とあ
るが、せっかくアーケードもあるので集約化できないものか。住民にとってはゆめタウン様様
かもしれないが、観光客にはゆめタウンのようなものは全く用がない。ゆめタウンが誘致され
る時に、アーケードの埃臭いシャッター街も一緒にがんばっていこうといった取り組みは無
かったものか、とにかく駅前の賑わいがないと、観光客は寄り付かないと思う。そもそも市
民・県民・山陰両県民が自分達の街をあまり知らないように感じる。もっと山陰両県がお互い
の見所・観光地に足を運ぶべきではないか。自分達が知らないのに、他県の人に紹介できるわ
けがない。全国的に知られていないことに対して諦めている、もしくは、井の中の蛙な人々が
多く、かわいそうに感じる。 （女性 30歳代 出雲地域）

●道路に事故（交通）にあった動物達の亡がらがそのまま放置してある。見つけたら役場等TEL
をしていますが、大体同じ場所が多いような気がします。町中の猫達はどうしようもないかも
しれないが、農道など野生動物に配慮した環境は作れないものか？（道路の下に「抜け道」と
か）図あり （女性 50歳代 大社地域）

●出雲大社の観光設備を整備し、一畑電車を松江内に路面電車で東の方にのばし、（大橋川改
修工事に併せ線路工事する）、電車に気楽に乗り降り出来るので出雲大社に来やすくなる。国
道４３１を整備境港～出雲大社まで３０分コースにし、クルーズ観光客を大社まで来てもら
う。出雲市を綺麗にして観光客の方に日本で一番きれいだと思ってもらえるようにする。出雲
大社、日御碕神社に宿泊施設の整備する。1.道路の整備2.路面のデコボコや橋のつけ根など。
3.出雲はきれいだと思えるような町づくりをする。4.子供を育てやすい、子供が何人でも産め
る出雲市になるようにする。（男性 70歳以上 出雲地域）

●旧平田市に住む者ですが、玉木造園付近の道路工事が何ヶ月経過するが、信号機の移転もな
く中断状態になっています。片側通行で協力していたのに放置状態では税金の無駄使いにしか
思えません。完成して終わりにして頂きたいものです。　（女性 50歳代 平田地域）

●出雲市は道路にしても買い物にしても住みやすいです。音楽アカデミーとかあったりして良
いなと思います。 （女性 40歳代 出雲地域）

●人が温かく、親切。自然がいっぱいあり神秘的な地域もあります。町おこしなど木綿街道な
どステキな所もあります。一人暮らしの老人の世帯が少しずつ増えており、買い物弱者など増
えてくるので買い物や生活面を支えていく制度を考えて欲しい。若者が魅力を感じる出雲市に
して欲しい。 （女性 50歳代 平田地域）

●住みやすい。基本的に不便はない。治安がいい。駅の近くから高速に乗り降り出来たらい
い。 （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●物造りはこだわりよりも実際的で利便性を重視してほしい。（例：バイパスは美しさより２
車線にしてほしかった。出雲ドームは木作りよりもプロ野球が出来るような大きさにしてほし
かったです。）バイパスも、農道も、南部農道も全て中途半端です。大田、江津等を見習って
ほしい。米子もプロ野球が出来ます。でも出雲市は良い所が沢山有り、周りの市町村よりも誇
りを持って住んでいます。頑張って下さい。 （女性 50歳代 湖陵地域）
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●中心部のパラオが空いているため、高瀬川周辺の人通りが少なく夜も寂しいです。活気が無
く倉敷のような町と川にしてほしい。自転車ｐｖが流行なので、自転車道路の活性化に力を入
れて下さい。 （女性 50歳代 出雲地域）

●あまり市民の意見は聞いてもらえないという話を聞く！各説明会等に出席を求められて質問
しても、部署が違うとか、相談して回答すると一辺等の受け答えしか返ってこない！意見を
言っても無駄だと思う。特に神門通りの整備等。 （男性 40歳代 大社地域）

●国際交流とか観光客の誘客する為にも、案内標識に英、中、韓国語等並記したり、出雲縁む
すび空港や機内での外国語のアナウンス等、積極的におこなったらよいと思います。 （男性
60歳代 出雲地域）

●簸川郡に生まれ簸川郡に嫁ぎ、両方とも出雲市になりました。封建性の中に育ちましたけれ
ど、どんどん変ってゆく出雲市にほど良い住み心地を感じています。今私の住んでいる所も人
口の減少が気になります。今少し交通機関や働く会社などを充実して頂くと少しは活気づくの
では思います。　（女性 70歳以上 湖陵地域）

●中心部ばかり人口が集中し、末端地区は過疎化が拍車がすすむばかりでなく行政も行き届か
ないように思います。また、高速道路が西へ伸びると出雲へも降りる客が減少してくるのでは
ないかと思います。もう少し、末端地区の事も考えて頂きたいと思います。長岡市長のご活躍
を期待し、応援しています。 （男性 40歳代 佐田地域）

●30年以上住んでいます。自然が沢山あって人々が親切で私はすごく気に入ってます。都会で
住んでいた頃より四季が感じられて好きです。車がないと少々不便ではあるけれどその点だけ
です。 （女性 50歳代 斐川地域）

●上下水道の整備、情報通信基盤の整備など期待したいことは多々あるが、出雲市は住みやす
い地であると思う。（女性 18歳～29歳 湖陵地域）

●出雲を離れてみて出雲の人は人情身がありうそをつかない。これは雪が降ったり災害に合う
事がよくみられ助け合いがあるためなのだろうか。やはりいなかでとなり組があるのかよい事
だと思います。平田市三津町の海岸工事について不必要、お金がもったいない。そんな事に使
うなら子供の遊び場を作ってほしい。 （女性 50歳代 大社地域）

●ムダな公共工事は不要だが、何もしないのも地域の活性にならないと思う。使う所にはきち
んとお金を使う。（男性 30歳代 出雲地域）

●大都市に比べ行政をとても身近に感じます。役所の方々もとても一所懸命お仕事に取り組ま
れていてありがたいです。出雲から遠方に旅行に行くとお土産などあまり欲しいものはないの
ですが、県内の道の駅などではエゴマ加工品だったり、いのししの肉だったりお米で作ったパ
ンなど、とてもスーパー等で普段買えないような加工品、新鮮な野菜、肉、魚がたくさんあり
いつもついつい買いすぎてしまいます。広島の両親も島根、出雲はブランドがありとても良い
というのですが、都市部では少し宣伝がもの足りないようです（出雲フェア開催、お祭りに出
店する等）出雲は田舎だからという方もありますが、田舎はスゴイぞ!!と都市部に自慢しては
どうでしょう。モット観光客が来ても良いといつも思っています。そのためにも道路網整備は
とても重要と思います。勿論、医療面でも夜間飛ぶことのできないドクターヘリよりも高速道
路網を早期整備することで医療過疎軽減につながると思います。島根経済がもっと活性化し雇
用が増え定住へつながるようになるとちても良いと思います。皆さん頑張ってください。 （女
性 40歳代 出雲地域）

●（要望）全般的に町内会の加入率が低くなっており、災害時には隣近所の連携が必要と思い
ます。出雲市として行政の役割として、町内会が出来やすくなるように推進していって欲しい
です。（男性 30歳代 出雲地域）

●建築物、道路等古いものをもっと早く改修する予算を取って大事に直して使うようにしてほ
しい。必要性のない大きな工事はやめて上記のような所に金を回してほしいです。（男性 50歳
代 出雲地域）
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●若い人、年寄りさんみんなが住みやすく歴史にあふれた町を目指してほしい。そのために市
民の声を反映してほしい。箱ものばかりではなく本当にみんなが使いたいものを考えてくださ
い。 （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●自然が多い出雲は大好きです。物を作るより逆に何もないのをアピールしてみては…。私は
今、満足に日々を送っていますが、自分で住む所を見て仕事も自分でやっています。大阪にい
る時に定住財団を利用したがはっきり言って何の役も立っていません。県の方に言っといて下
さい。片手間でやるなら、やらない方がまし。その分のお金を民間にまわしてやってもらった
ほうが良い結果が出ると思う。 （男性 40歳代 出雲地域）

●出雲に越してきて１年を過ぎたところですが、移住者の交流会なるものを先日初めてチラシ
を見ました。しかし、すでに終了した行事だったりして情報が手に入りにくい（広報は毎日読
んでいるのですが…）と思います。また、交流会やイベントがあっても平日午前中だったりと
働いている人が参加しにくい状況のため、１年たった今でも行事に参加できておりません。定
住促進をするのであれば、参加しやすい日にイベントを行って下さると喜びます。 （女性 30
歳代 出雲地域）

●近隣の人とのコミュニケーションは良いと思います。が、同時にわずらわしくもあります。
又、他の地域の人を受け入れない閉鎖的な面もあります。医療面では、医大があるせいか一番
良いと思います。（女性 50歳代 出雲地域）

●出雲市のまちづくりは中心地以外のまちも少しは便利になるように配慮してほしい。（女性
70歳以上　平田地域）

●優しく笑顔のたえない健康な町づくりに。子供には大きな夢。（女性 50歳代 斐川地域）

●現在インターネットが普及し、買い物については都会田舎の地域差がほぼ無くなって来てい
る。都会では車がなくとも暮らせるというが、実質ガソリン代以上の交通機関利用料を払った
上に往来にかかる時間は車の比ではない。つまり現在都会に住むメリットはかつてに比べない
に等しいとさえ言われている。言うなれば「都会に住む」というのはもはや只のブランド意識
でしかなく、さらには災害に対する脆弱さから都会に住む危険性が危ぶまれている。これはブ
ランド志向の低下が著しく災害の恐れが消えない現在にあって、田舎の人口流入に取り組むに
は絶好の時期である。よってこれを踏まえ、分かりやすく本質をとらえた出雲をアピールすれ
ば、必ず「57.定住促進に関する取組み」は良い結果が生まれると思われる。（男性 30歳代 出
雲地域）

●コミュニティセンターの行事があまりにも多過ぎると思います。 （女性 60歳代 出雲地域）

●行政の徹底したスリム化が必要。水ぶくれ体質。外から見るとおそまつに近い職員レベル。
（男性 60歳代 斐川地域）

●支所の廃止。行財政改革の推進（男性 70歳以上 大社地域）

●すべての市民が思うことは、自分の将来が不安であること。雇用、老後など。政治は短期的
な次回選挙を目指す。市民は10年後いったいどうなるか、自分は生きていけるのか。解決する
には社会福祉番号しかない。すべての所得をガラス張りにし、生活保護、失業保険、年金、健
康保険のあらゆるものをカバーする。個人情報やセキュリティに対し、現在の技術は完璧であ
るが（暗号化技術）、どこにでも悪意があればそれを外部に漏えいする。何でもリスクがある
が、消費税を上げる前に福祉番号で真に平等な税政をするべきだ。 （男性 50歳代 出雲地域）

●永住にはとても良いと思いますが若者にとっては少し物足りない。活気が不足しているよう
に思います。若い人達にとって魅力ある町づくりに期待します。 （女性 60歳代 出雲地域）

●出雲人の優しさを活かすためにも第一産業でIターン、Uターンができるような産業の展開を
検討してもらいたい。 （男性 50歳代 出雲地域)
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●合併後、都市が大形化し地域住民は、近くの事がわかりにくい。早い話が近く中之島に消防
署が出来ると聞いているが、その課程が知りたい。もっと一寸とした事でも自治会か何かの方
法で知らせてほしい。 （男性 70歳以上 平田地域)

●出雲大社のブランドの 大利用（男性 60歳代 出雲地域)

●昨年、出雲市内から同じ市内ではあるが、永住のため家を建て住んでいる。行政の管轄では
ないだろうが、自治会、町内会の活動について不満を感じる。福祉目的や扶助、公助の観点か
ら仕方ないとは思うが、同じ市内から市内へ転居しただけなのに、ほぼ強制的に自治会に加入
しなければならないのも驚きであったが、活動の多さに驚きである。今の若い世代の自治会で
入会、参加しない原因である一つではないだろうか？友人や知人などと日曜家族ぐるみで過ご
す世代が今多い中、地域活性はわかるが、過剰の関わりもどうか…と思う。 （男性 40歳代 出
雲地域）

●2000億円もの借金がある出雲市なのに、なぜ市職員のリストラを進めないのか？全く分かり
ません。このままでは、第2の夕張になりそうですね。出来ることなら他に住みたい。鳥取は優
秀ですよ。 （男性 50歳代 出雲地域）

●町のコミセンでいろんなことがありますが、地域の公民館ももっと活用して町の催物や市の
講習会などもあると高齢者は参加できると思います。 （女性 70歳以上 湖陵地域）

●財政の健全化を早急に。（男性 60歳代 出雲地域）

●人件費等の比較において、対象される個体が５０人以上の企業とか、大企業の出先とかの比
較になっているが、実情把握の手段としては納得いかない点もある。出雲市における企業の実
態は、零細企業が多いのでそれも含めて数字を出すべき。又、給与だけでなく福利厚生とかも
比較されないと、市民としては納得いかない面もある。 （男性 60歳代 出雲地域）

●交付金によるハコもの作り過ぎによる借金行政により市民サービスの低下で将来が不安出雲
市民の心根が良い事に対し市民に寄贈の押付けが多い行政となっている。全国の借金市下から
５番目？の借金市行財政の大改革し、収入に対する人件費２０％位にすべきではないか。市議
人数半減半給…市議会議は１７：００～外国にあり市長、市職員の減給…ボランティア活動の
積極的に退職者に働きかける（市職員と共に）（男性 60歳代 出雲地域）

●地区の町内会（連合会）に加入しない所帯が多い様ですが、何か良い方法はないものでしょ
うか。空家の管理状況等、不安な面も感じます。老後の医療問題等不安はありますけど、不自
由なく暮らしており幸せと思っています。出雲市の発展を祈ります。 （女性 70歳以上 出雲地
域）

●私は高齢と成り、町内で住みたいと思っています。若い者たちは出雲市内に転居して山間部
は老人ばかりなり。空家ばかりに成ります。何か良い対策をお願いします。 （男性 70歳以上
佐田地域）

●今までに箱物でふくらんだ借金を前倒しで圧縮し、早期に他市に負けない健全な財務運営の
市に生まれ変わり、公共工事への依存度が少なくなる産業改革に努力して欲しい。 （男性 60
歳代 出雲地域）

●私たち市民が支払う税金の使い道を教えてほしい。（男性 50歳代 大社地域）

●多様な人材を採用し、行政の更なる活性化をはかってほしい。水道代が急に値上がった。
（女性 30歳代 出雲地域）

●自治会のあり方を再検討すべき （男性 40歳代 出雲地域）
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●行政改革　特に地方公務員と中小企業の従業員の年間給与の格差の大きさ小生の認識では斐
川町の平成4～5年頃の旧斐川町のサラリーマン。小企業の役員を含めて年間500万以上の給与が
合体の15％と聞いていた。おそらく今までこれより増加しているとは思われない。また役所の
人員の多さ目にあまる。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●1～58のどれも重要ではあるが、どれも満足にとは予算的にも施策、取組みを強化するのはで
きない。市の施策、取組みに関しての情報得ていない…のが当方の現状であるが、特に満足し
ているとは言えないがさりとて、満足していないとも言いかねる。退職して4年。国保料はじめ
とする税金等の出費に音をあげている。貯金ならぬ貯筋に努める願う日々。 （女性 50歳代 斐
川地域）

●良いところは、あいさつをしてどんな方でも返事が返ってくる所です。子供（幼・小）がい
るので近所のおじさん、おばさんなど顔見知りがいると一人で帰るので安心です。不満は、地
区の運動会など若手が少なくないということで5～6つのきょうぎに参加させられたりすること
です。人手が足りないのならやめてほしいです。若い人が地区にいないので仕方ないとは思い
ますが「若いから」と勝手に本人たちなしでエントリーされたりするので困ります！ （女性
18歳～29歳 出雲地域）

●1.出雲市は神社・お寺の宮割・お寺割を年間強制的に払っています。2.お宮、お寺は税金を
納めていますか？3.お宮、お寺税金を払っているなら納得します。 （女性 70歳以上 出雲地
域）

●住みやすさと神話の舞台を両立させた街づくり→これはとても出来ていると思う。京都のよ
うにステキな市になってくれたらと思う。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●市道等の修繕事業は全て陳情による方法がとられていますが、これ事態、地区の有力者でに
ぎりつぶされて陳情さえ出来ません。市が本来管理、修理する市道をこの様な形で行っている
のはおかしい。自治会も市の下に協議会を各地区で作っており自治会の入会の支障になってい
る（協議会の会費が年間25万円程度）この現状を市は知っているのでしょうか合併後、旧役場
は、かんさんとしています。もっと職員を配置すべきです。現代はインフラ情報網も整備され
ています。どこでも仕事は出来ます「人と人がふれ合う行政」をするべきです。

●自営業者にも定年が欲しいと思います。大手の会社が来ると不安で商売の跡継ぎをお願いす
る事ができません。町づくりも新しい物ではなく現状を維持していく推進を。 （女性 60歳代
斐川地域）

●年配には住みやすいけど、若い人達には物足りなく又、U・Iターンしたくても働く場所もな
く、もっと若い人達に居心地の良い町になれば…残念です。活気ある出雲市になってほしいで
す。 （女性 60歳代 出雲地域）

●近年空き地、空家等が中山間地域で見られ市の行政も含め活用の場を広げる方向に成れば活
性化の一部にもなるし家の持てない人、生活の苦しい人達に取って心にゆとりが出来ると思
う。特に、近ごろ出費多様な時で有るので物を大切に使用する事にも繋がるし人間関係も幅広
く成って助け合う心がより強く成って自治の発展にも非常に良い事と思う。 （男性 60歳代 出
雲地域）
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●出雲市に生まれ育って65年です。住めば都か井の中のカワズか、他と比べて申し上げられな
くて残念ですが、でも中位良い所に生まれ育ったとも思っています。変わり様をこの目で見て
将来どうなっていくのかとても興味あります。出雲市も広域になっていても、そう変わらない
でも良いのではないかなあと思っています。他の地域に自慢する事は変わる事ではなくて、
人々が住んでみたい、住んで良かった所だと言ってくれる事ではないかなと思います。例え
ば、リサイクル日本一とか、事件、事故が日本一少ない事とか出雲市はやっているなあと言わ
れたい。現在生活保護支給が問題になっています。多分出雲市でも不正受給があると思われる
が、税金が使われて法律が認めている事だから、受給者側は100％開票すべきなのに執行側は立
ち入ってあれこれ調べられないとか、出雲市として100％ガラス張りにする位努力すべきだと思
います。税金を払う立場の人間は喜んで義務を果たしたいのです。そういう人々に、市側も受
給者も応えるべきです。でないと人を信用しなくなる法律があるかぎり守るべきだと思いま
す。※人々の尊敬を受ける事になると思います。そうして出雲市は良い所だ立派だと。 （女性
60歳代 出雲地域）

●週報は不要だと思う。市の運動会、中止してほしい。 （男性 50歳代 出雲地域）

●56.出雲ブランド化について。（地域の魅力…。）とありますが情報の発信により魅力となる
そのものが何なのかよくわかりません。価値感が多様化する中で施策、取組みについて考える
事が大変になってきているような気がしました。ご苦労様です。 （男性 40歳代 出雲地域）

●不況の中収入は減る一方、支出（税金等）が多い。本当に必要なところへ税金が使われてい
るかどうか？山間部の不便で生活しにくい。 （女性 30歳代 平田地域）

●行政については、他にない程努力されていると思われるが、それに繋がるコミセンに対して
は平田市時代に比べ不自由な点が多々ある様に思われる。例をあげれば、８時より対応がなさ
れていない。上がりは５時というサラリーマン対応がまったく無視された。お役所仕事が地区
の世話をする際にはまったく理解出来ないところである。みんなの町、市、いずも市に少しで
も近づけて頂くように希望すると共に活力のある出雲市にして頂く様に希望してメッセージと
致します。 （女性 60歳代 平田地域）

●平成の大合併が行われたが、平田市とその近くしかわかりません。地域を一体化する為にも
市報の中に各地の概要と活性化の取組み等の紹介を載せられたらどうでしょうか。より親しみ
がわくと思います。（例：コミセン単位）（男性 60歳代 平田地域）

●地域の活性化のためには「まず地域への愛着と誇りの醸成」が必要です。また各地で取り組
まれているような「寺子屋塾」「いなか塾」も出雲市には必要だと思います。 （男性 60歳代
平田地域）

●高齢者が多くUターンIターンに期待したい。 （女性 40歳代 出雲地域）

●都会から出雲市駅に降りられた時「思ったより田舎じゃなくてびっくりした」と言った人が
います。私にはそんな出雲に生まれ幸せに思っています。 低限の生活が出来るシステムさえ
あれば、都会並みにならなくてこのまま素朴な出雲市、素朴な子供たちがずーっと育ってくれ
る事を望みます。私は今５４才ですが、都会帰りの友人がやっぱり田舎の出雲市に帰ると「生
きている気がする。都会は住むところじゃない！！」と何人もの人が言います。Uターンで帰り
たい！！とも言っている。そんな人達の相談所をアピールしてはどうかと思う？（もう実行中
ならゴメンナサイ！）一度も出雲から離れたことの無い私は、出雲市が大好きです！乱筆乱文
で失礼 （女性 50歳代 出雲地域）

●自然に恵まれた良い市であるが、合併によりきめ細かい行政サービスが低下していると思い
ます。あまりにも“タテ”が強く“ヨコ”の連携がないのではないのか。もっともっと行動化
をしてはどうかと思うばかりである。 （女性 50歳代 多伎地域）

●経済状況に市政の運営がついていっていない。親方商売の様に見え危機感がない。全国の自
治体の中には、きちんとしている自治体もあるが、出雲市は何でもやり過ぎ。今より良くでは
なく、本当に必要なことをするべきであり、予算をつけ市民が参加する事が重要。（男性 40歳
代 平田地域）
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●市の財政に不満がある。財政の状況は安閑としている状況ではないのでは。もっと先の事ま
で考えた政策を行ってほしい。無駄な金遣いが多いと思う。今の行政は駄目だ。 （女性 40歳
代 出雲地域）

●コミュニティセンターの名称について　コミュニティセンターは、法律上は社会教育法第５
章に規定する『公民館』と先日聞いたところである。何故『コミュニティセンター』という名
称でなければならないのか、残念ながら理由が分かりません。公民館では古臭いといったイ
メージなのか、仮に、地域社会における積極的な交流をイメージなり意図したものであるなら
ば、『交流館』とか、『○○地区交流館』であってもいいのではないでしょうか。カタカナに
すればよいというものではないと思います。カタカナが『カッコいい』のであれば、出雲市図
書館は『出雲市ライブラリー』にすればよいと思います。公民館は身近な存在であるだけに気
になります。長岡市政も２期目に向かって驀進中ですが、前市長の老廃物といえるコミュニ
ティセンターは元の名称に戻してもよい時期ではないでしょうか。
●コミュニティセンター自主企画事業一覧（計画）について平成23年度コミュニティセンター
自主企画事業で『北山探訪』初版本を発行し、所要の予算を使用した。同年度は初版本を各町
内に１冊配布し、次年度事業として希望者に有料配布するという事業である。平成２４年度コ
ミュニティセンター自主企画事業一覧（計画）に『北山探訪』の有料配布することの記載がな
いので質問したところ、「『北山探訪』における２年目の事業はコミュニティセンター事業と
しては経費を要しない事業なので計画書には記載しないが同誌の有料配布自体は行う」という
回答であった。また、「計画に予算不要の事業を記載して市役所に提出すると計画書が認めて
もらえない。」という解説もあった。変ではないでしょうか。むしろ、ハナシは逆で、予算を
要しない事業をドンドン推進して行くべき今のご時世ではないでしょうか。市からの予算は減
額し、事業は従来通りないしはそれ以上にして欲しいというのが御当局の本音ではないでしょ
うか。だとすると、『北山探訪』における２年目の事業は予算０円としてでも計画書には記載
すべきではないでしょうか。仮に、予算不要の事業は計画書に記載させないという事であれ
ば、各コミュニティセンターの現実の事業活動には計画及び実績表に現れない『幽霊事業』と
いえるものがあることになり、御当局が各コミュニティセンターの実態を管理する観点からは
問題があることになりませんか。速やかな是正指示を期待しております。（男性 60歳代 出雲
地域）

●施策が住民に分からない。もっと情報開示をすべきである。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●税金を安くして欲しい

●高齢化、少子化をとめる対策をして欲しい。観光や道路整備より先に若い方に定住してもら
う為の就職支援や空き家活動を進めて欲しい （女性 30歳代 出雲地域）

●若者の出会いの場所作りをお願いします。 （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●開かれた行政を見えるようにして頂きたい。本調査や市長ポストもその一環であり、とても
好感が持てますが、一方で行政サービスの顔である市役所での職員さんの対応については、民
間企業に学び改善を続けて欲しいと思います。 （男性 30歳代 出雲地域）

●出雲、平田、斐川が合併し更に大きな市となりました。しかし、内情はいつまでたってもバ
ラバラな歩みでまとまり感がありません。この先も「おらが町が一番」のままでは、市として
発展していけるのか疑問です。若い世代から交流会、研修会でもっと横のつながりを強化して
垣根を失くすことが大事だと思います。子供の頃から始めれば、しがらみがない分スムーズだ
と考えます。 （女性 40歳代 平田地域）

●県にしろ出雲市にしろ、予算が少な過ぎると思う。正規の職員や教員が手いっぱいなのに臨
時職員の予算をどんどん減らして…事務でも学習支援でもできる人間がいても予算がないから
クビにされて残念で仕方ない！学校司書の予算も来年度カット（0になる？）とはどういうこと
でしょうか…松江では授業支援の取組みの様子がニュースで放映されていたのに、出雲市は時
代のニーズに逆行してますよ!!市長含む管理職の給料を減らして雇用の推進に回してほしいで
す。 （女性 50歳代 斐川地域）
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●身近なところでコミュニティセンター（公民館）の主事さんを変えてほしい。斐川にある一
部ですが、自分の好きなこと好きな人とは付き合うがそうでないと、しない、あいさつもしな
い。これで主事とは言えない。公民館の電話長い。役場の人とかに聞くのではなく、まわりの
人にいろいろ聞いて調べてみてはいかがですか。 （女性 40歳代 斐川地域）

●市内のコミュニティセンターの整備で特に平田コミセンは古く設備も悪く少しでも早く（順
番もあるとか聞いていますが）建設（建て替え）するように検討を強く要望します。 （男性
70歳以上 平田地域）

●国保が高い（数年前から知らないうちに8期が9期に…）出雲に住むしかありません。子供や
孫が安心して暮らせる町にして下さい。 （女性 50歳代 出雲地域）

●良いと思うところとしては特になし　税金の使い方をもっと市民目線で考えるべきである
（男性 30歳代 平田地域）

●借家しているけど自治会の付き合いが辛い。自治会の奉仕作業が多すぎる！自治会いらな
い！ （女性 30歳代 湖陵地域）

●行財政改革の推進について事業の本庁集約化や職員削減等を徹底推進願い度い（男性 60歳代
出雲地域）

●名所旧跡がたくさんある。不安に思う事は、年金はだんだん下るし、税金等は上るし将来の
生活の事です。（これは全国どこでもありえる事だと思いますが？）合併して短い時期です
が、なるべく楽しく安心して住める町、市にして頂きたいと思います。 （女性 70歳以上 斐川
地域）

●合併したのですから同じような施設（たとえば温泉等）はあまり作らなくても良いと思いま
す。大きな公共事業をする時は一部の人達で決定しないで住民投票で決めて下さい。大切な税
金を使うのですから。反対者がいじめられないよに説得したいときは気長く人権を重んじて下
さい。（女性 60歳代 斐川地域）

●週報をもっと多くの場所に置いて欲しい。 （女性 50歳代 出雲地域）

●出雲市も福祉の町と言われるような取り組みをして又、UターンIターンをしやすいような町
を作ってほしいです。 （女性 50歳代 出雲地域）

●③TVの関係かもしれないが、鳥取の方が元気が良く頑張っているように見える。→出雲・島
根にもっと頑張ってほしい。④なかまち商店街など閉店している店も多いので若者に支援して
色々な店をやらせる機会を与えては。もっと若者を呼び込んだ方が良いと思う。4つになってし
まいました。すみません。 （男性 30歳代 出雲地域）

●市財政に余裕がないことが気がかりです。自治基本条例について早急に施行すべきではない
と思います。とくに市民の定義や外国人参政権など、ほんとうに議会（議員）で真剣に議論が
なされているのか不安です。流行（はやり）で進める事案ではないのでご注意を！ （男性 50
歳代 出雲地域）

●不安に思うことは、のどかな田園風景が少なくなっていくのではという不安、農業の大切さ
はすごくよく分かるがその際、跡継ぎ問題に詰まる。血縁関係で守るのではなく、地域全体で
農業を守ってほしい。その時、外からこられたIターン者に対してもオープンになるような風と
おしのいい地域づくりが必要。 （女性 30歳代 斐川地域）

●合併以前に各市町で建てられた施設が多すぎて今後それに費用がかかり財政的に苦しいと思
う。それに高齢化が多くなるなかで福祉に掛かる割合も増え、今後市はかなり経費を減らして
いかなければいけないと思う。市の債務をどこまで少なくできるのか人件費を削る努力が必要
と思う。税金を出雲市として一律に上げていけば今まで単独でやっていた市民は不満ばかり大
きくなる。コミュニティセンターの使用料などは無料にする必要はなくもっと市の収入を考え
ることは他にもあると思う。 （女性 60歳代 斐川地域）
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●住みやすい地域づくりのため・自治会の見直し（家族のあり方がこれ程変っているのに、そ
のどれにも答えがない）・コミセンの活用に出雲市のまちづくりに対する提案の吸収と指示が
必要。・このアンケートに市民の参加目線では答えが出ず、客観的に答えました。（男性 60歳
代 平田地域）

●出雲ブランドの創出には賛成です。足元の産物に人の工夫とアイディアを取り出し地域の経
済にまわしてほしいです。とことんあきらめないで出雲人一人一人をブランド化するための施
策を考えて下さい、土の中でつらなっているいもの様に見えないけどおいしい人材を市政に取
り組んでいただきますよう要望いたします。 （男性 60歳代 平田地域）

●平田のコミュニティセンター平田市所の建物を別にした方が良い。コミュニティセンター町
の中心地にあるべきです。

●道路、施設等、箱物が沢山あるので新しいものを作るのではなく改良改修して使っていける
ようにしてもらいたい。経済的には新しく作るのがいいかも知れないが活用するものは活用し
てもらいたい。 （男性 60歳代 出雲地域）

●平田の住民だが、合併されてから病院は良くなったが他の公共施設（旧市役所、警察）が寂
しい。こうして、周辺の地域にも十分な目を注いで欲しい。先日、排水路の掃除があったが高
齢化の中で思い石のフタを上げ下げするのは大変である。こうした点にも気くばりをしてほし
い。不況の中で、財政は大変だが、いろんな工夫で福祉の充実を願いたい。 （男性 60歳代 平
田地域）

●出雲は他へ自慢できる良さがいっぱいあるので、出雲ブランドの全国発信をがんばってもら
えたらと思います。 （男性 30歳代 平田地域）

●①合併したのに市職員の人員削減がなぜないのか？出雲市役所の他は機能していないし不便
です。②全国屈指の老人市なので、市の職員に介護の資格を取らせ全国一の老人施設（医大
制、看護大学制、介護の学生などの勉強の場所を造ってください。公私混同している職員さん
を見ると腹が立ちます。③市役所駐車場の街頭の省エネをして下さい。④介護保険料が高すぎ
る。 （男性 50歳代 出雲地域）

●多伎町は子育てをするのにも大変いい地域である。人情も厚く地域で助け合いの精神がとて
もあり暮らしやすい。合併してから各所がさみしくなって来ているので、有効活用の仕方を考
えていくことが重要。町内で活動している団体に貸し出したりはどうか。 （女性 50歳代 多伎
地域）

●都会に出た若者をUターンさせる施策を充実すること◎国、県との連携 （女性 60歳代 出雲
地域）

●コミュニティセンターの使用料を徴収すべきと感じる。使用者はほぼ固定住民のため（女性
60歳代 出雲地域）

●市が事務局となっている任意団体について市の関与を統一すべきと思う。市が関与しなくて
もよい団体にも過去からの流れで市が事務局をもっている住民へ事務局を移行できない団体に
ついては住民のニーズもそれほどないと判断し廃止、解散すべきと思う。（～祭実行委員会、
～協議会、～協会、～の会）市の経費（人件費、消耗品、郵便代）を使わないように。 （女性
60歳代 出雲地域）

●「特産品の振興」→特産品って何？→項目をしぼるべきであり、18才の人が理解して回答す
るとは思えない→重要性の判断の前に意味が理解できないとアンケートの意味がない→経費の
ムダ!!（このアンケートにいくら経費を利用したか開示して） （男性 50歳代 出雲地域）
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●出雲大社、須佐神社、韓竈神社など、たくさんの110パワースポットがある出雲市は素晴らし
い可能性を持った地域であると思います。出雲市に住んでいる人全てが出雲市民であることを
誇れるような郷土愛を持つ人づくりが大切であると思います。市長さんをはじめ皆さん、出雲
市の発展に大変力を注いでおられると思います。これからも頑張って下さい。（女性 30歳代
平田地域）

●イ.都市計画税の廃止毎年税額上がっている　ロ.固定資産税の軽減この分説明をしてもらい
たい。 （男性 70歳以上 平田地域）

●中心部にあるパラオが閉まったままでさみしいかぎりです。何か活用方法はないものでしょ
うか。 （女性 40歳代 出雲地域）

●合併後も旧市町との一体感が醸成されていない。各地域の市民が交流できるよう市にリー
ダーシップを期待する（ex.特徴ある施設の配置、イベントが重ならないような日程調整etc）

●連絡もうの不備。書類など重要物個人用などがおそい。もっと親切な対応が必要。 （女性
70歳以上 斐川地域）

●住民税が高い （女性 18歳～29歳 平田地域

●税金未納・滞納者の督促強化（男性 40歳代 斐川地域）

●住民税が高すぎる!!（女性 30歳代 斐川地域）

●税金が高すぎる！！！（男性 60歳代 出雲地域）

●出雲市も広い市となり佐田の山奥は余り行政の方は気にしておられない様に思う。佐田町時
代の方が何かと住みやすい様な気がする。 （女性 60歳代 佐田地域

●高齢者と呼ばれる身分になっても息子や娘が40代にもかかわらず思わしい就職先に恵まれず
彼らに経済的援助をしなげればならない現実をなげいています。（夫は80才すぎた年金生活
者）息子は現在市内の交通関係の会社で運転手をしていますが、多くの人の命をあずかる仕事
にもかかわらず驚くほど低賃金で3年たっても昇給もありません。又、娘は10年ばかり前に夫に
先立たれ、子供4人をかかえて生活に苦労しています。勉強して資格をとってもそれを生かす職
場もなく、また働く場所どこでもいいといっても給料は安く大変です。義務教育の小・中学で
も非常にお金がかかります。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●生活水準が低いので、出雲の生活が不安である。（斐川の苦しみを出雲で取り除き人間らし
い生活をしたい。させたい。）（女性 50歳代 斐川地域）

●斐川町と合併して税金が上り、介護保険が上がり合併によくなったとは思えない。反対に苦
しくなった！生活が苦しい！ （男性 70歳以上 斐川地域）

●集落は年のいった人で若い人は町の方へ出て行かれて生活されます。交通の便が悪いので、
だんだん人数が少なく空室の家があります。学校も人数が少しになり合併の話もあります。
（女性 60歳代 出雲地域）

●出雲の食材を使った料理講習会が開催してほしい。JAや商工会や一般の飲食店等が開催でき
るようにきっかけをつくってほしい。地元でもっと知ることが大切。 （女性 60歳代 出雲地
域）

●一般的な助成補助事業は、今少し現実と実態を直視した上で将来の結果、成果を慎重に精査
考慮して実行されたい。何か一部の小利巧な人達に利用されているに過ぎない気がする。時代
と世代の変化に即応した施策を望む。 （女性 70歳代以上 出雲地域）

●箱物が多すぎると思う。 （男性 18歳～29歳 出雲地域）
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●出雲市は古き良き風土、伝統、歴史ある街であり、人々も穏やかで物腰低い方が多く、生活
環境も無理が無く過し易い土地柄だと思います。又、将来的には国の施策は当然ながら地方の
税に対する出資の軽減策又健康で若い人が働ける環境の整備及び安心して子育て出来る街を望
みます。 （男性 50歳代 斐川地域）

●出雲市に住んで2年弱なので、まだいいところがあまり発見できていないようです。もう少し
アピールして下さるともっとよいのではと思いました。 （女性 30歳代 出雲地域）

●高齢化がこれからも急速に進むであろう出雲において、高齢者の住みやすい街づくりをして
いくのはもちろん、出雲を元気にしていく若い人にとっても住みやすい街づくりをしていく必
要があるなと感じます。余談ですが、パチンコ店が多すぎて、それにヒマがあれば通う同世代
や高齢者を見てるとなんだかなあと思います。他に娯楽施設を増やせばいいという訳じゃない
です。他に関心をよせる働きをしてほしいです。 （男性 18歳～29歳 平田地域）

●地域の活性化は大事だが箱モノにばかりお金をかけるのはどうかと思う。合併したばかりだ
が、合併効果に期待したい。 （女性 40歳代 斐川地域）

●市政の推進を新聞、公報紙程度の情報レベルで知っていますが、例えば市庁舎の建設を現時
点で市民投票すれば反対が多いでしょう。古い権力機構（保守だんさん）にとらわれず、市長
直轄で少しずつではなく思い切って早くかえてください。もう箱物は不要です。温泉もいりま
せん。道路も修理維持で結構です。市職員も早く大幅カットしてください。だって住民税も高
いでしょう。すべてが右肩下がりの時代に大きな借金を抱えた出雲、斐川が合併しましたので
早く返して正常な形にしてください。以上です。 （男性 60歳代 出雲地域）

●箱物は少ない方が良い。（女性 70歳以上　平田地域）

●経済効率が優先され、人が置き去りにされているように思います。（男性 40歳代 平田地域）

●元斐川町民です。合併には賛成していましたが、周囲には反対派が多く、今でも“合併した
からこんなサービスが受けられなくなった”“合併にデメリットの方が多かった”という声が
聞かれます。聞くたびにとても残念に感じています。ハード面よりもソフト面です。一人一人
の声に耳をかたむけていただけたらと思います。大きな町になってしまいましたが、細やかな
サービスが行き届いた出雲市であってほしいと思います。 （女性 40歳代 斐川地域）

●旧斐川町民の立場から申しますと、旧出雲市偏重でまちづくりが行われていないか？危惧し
ています。助成金の廃止などは段階をふんで廃止していくべきことだと思いますが、合併して
すぐに廃止となり残念です。地域振興策は各地域で事情もそれぞれ異なると思うので支所ごと
に議論していく課題だと思います。 （男性 30歳代 斐川地域）

●高齢化社会に現在向かっていると思うが、施策や財源は問題ないのか？不安に思うところが
あります。（30歳代 出雲地域）

●市職員は公務員としての心構えを忘れずに頑張っていただきたい。大きな期待と感謝の思い
で記しました。（女性　60歳代 出雲地域）

●学校で職場のマナー（例えば職場の人たちに対する話し方、部屋で話す時に何処に座るか
等）を教育してみると良いと思います。犯罪の無い皆が仲良く支え合う事や、暴力団のいない
出雲市になってほしいです。出雲を良くしようと思いこのようなアンケート調査をして頂き有
難うございます！老若男女も障害者も差別されず、そして反対に偉い職業の人を崇めたりする
事無く、皆平等に扱っていく愛ある町になっていって欲しいなと思います。（女性 18歳～29歳
平田地域）

●合併したが、良さが全く思えない。（男性 70歳以上　斐川地域）

●町議から市議に変ったが、広域となり相談しずらくあきらめムードになった。（男性 70歳以
上　斐川地域）
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●出雲市があまりに肥大化した弊害が現れて来たように危惧しております。（男性 40歳代 平
田地域）

●各地域の特色を活かす事無く、マニュアル化（平準化）されることで、対等合併の真価が守
れるのでしょうか。（男性 40歳代 平田地域）

●地域によっての格差が気になる。住みやすい地とそうでない差がかなりある。昔ながら…の
やり方を大切にしすぎるあまりに、新しいもの本当に必又、逆に何でもかんでもやりすぎてし
まっている地域があるのも問題と思う。要なものを取り込もうとできない。若い人達が住み続
けたいと思う地域が限られていると思う。（女性　40歳代 出雲地域）

●大好きな出雲に住めたことを誇りに思います。有難うございます。（女性 50歳代 斐川地
域）

●出雲のことが、まだ生活してまもないので、迷惑かけてしまうことが不満である。楽しい生
活を望んでいる。（健康一番）（女性 50歳代 斐川地域）

●出雲市職員さん接遇研修されたらいいと思う。窓口対応いまいちです。（女性 30歳代 出雲
地域）

●新庁舎になって、なじめない感じがします。合併して行政が薄くなったような気がします。
合併して具体的に何が良くなったのか分かりません。（女性　40歳代　出雲地域）

●人間関係が良く非常に住みやすいです。里見佳奈名人が誕生して誇りに思います。　　（女
性　70歳以上　出雲地域）

●このアンケートは記入しずらかった。市の広報はズッシリと記入してあり見にくい読む気が
しない。大都市中心型にしないで!!市役所へ行ったことがない。（女性 60歳代 斐川地域）

●市長の顔をあまり見ない（身近ではない）。若者が少ない。（男性 50歳代 出雲地域）

●出雲には豊かな自然があふれている問題はそこに住む人間の心が豊かであるか否かである。
会社員の私も含めて、行政に携わる人達があまりにも規則、規律等のコンプライアンスに縛ら
れすぎではいないか。もう少し自分の頭で考え規則を踏まえた上で人間味のある対応が望まれ
る。道徳教育からで時間はかかるかもしれないが、出雲の人々が皆そうであればきっといい町
ができると思う。 （女性 30歳代 出雲地域）

●病院などでの通訳者を配置してほしい看板（主要なところでも）がない。※ポルトガル語の
看板（男性 40歳代 出雲地域）

●高齢者が多い出雲市ですがそろそろ世代交代をし、若者がどんどん町を活性化する時代だと
思います。 （女性 40歳代 出雲地域）

●街づくりには、ちょっとちがうかと思いますが（父は大田在住です）先日、うちの主人の父
が大田の市立病院に入院しました。島根県東部の病院は全部とはわかりませんが、改装、いろ
いろされていて、とてもきれいになりましたが、大田の病院は古いままで腹が立つほど頭にき
ました。きたないし、せまいし、出雲に生まれ、住み、とても誇りに思いました。大変なの
に。やはり何といっても病院がきれいでないとこまります。大田市立病院もヘリポート作られ
てもどうかなと。すごく私は、きれいな病院が多くてうれしいです。病気も治るのが早い気が
します。※欄がもっと広いとまだ言いたいことあります。（女性 40歳代 出雲地域）
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●現在40歳代、50歳代の未婚の男性（又は離婚をした男性）が、市内にはたくさんおられる気
がします。その人達が、その人達にふさわしい女性に出会い結婚出来る環境を市として積極的
に設ける等、人的な環境作り等考えられると、もっとより住みやすい出雲市に発展すると思い
ます。高齢者にとって「まあまあ住みやすい町」であって若い人達が、より活気があって幸せ
な町であれば将来の夢多い誰でも住みやすい町になると思います。よろしくお願いします。
（女性 70歳以上 出雲地域）

●私は湖陵に住んでおります。大池の西のはずれにあるブタの舎にはほんとに困っておりま
す。朝夕のにおいには閉口です。ブタさえいなければキララから東、大池板津と、 高のリ
ゾート地になると思います。どうかお願いですからブタをのぞいて下さい。（女性　70歳以上
湖陵地域）

●大阪から出雲に来て５年、自然も多く、大変住みやすい。今では大阪に行った時の方が息が
つまる。（男性 40歳代 出雲地域）

●佐田町で生まれ斐川町に住んで32年、土地買い、家を建て住む時、よそ者と…とても住みに
くい思いをして来ました。今でも少しその事がある様な気がしますが…ある一部の方この出雲
地方は、災害も少なく人がらも良いので、とても好きです。合併までの道のりは大変でしたが
二市一郡でずっと何事も過ごして来た今まで本当に合併に向けて進んで来て合併し良かったと
思います。どうかこれからも住み易い出雲市がいつまでも続き、孫達にすばらしい未来があり
ます様に宜しくお願い致します。 （女性 60歳代 斐川地域）

●商業的に何もない出雲だが、住むにはいい所だ。しかし、若者にはたいくつな街だろう。住
宅が目立つようになっては来ているがよその土地へ行くまでとは考えてなくあきらめてここに
住んでいる様に思える。（女性 30歳代 出雲地域）

●政策取組の質問が多く58問の意味が（政策等）わかりにくい!!現在の取組の紹介をして質問
するべき（男性 50歳代 出雲地域）

●市長を始め皆様の一層のご活躍を期待申し上げます。 （男性 70歳以上 出雲地域）

●戦前生まれな者で今の若い人が都会に出て行かれる。そして各家庭に考えさせられるものが
ある。今は国全体がどうなって行くのか…心配　少子高齢化も問題（色々あると思うが安心し
て子供が生まれるような支援対策も望まれる。それ以前の問題点も…結婚のこと色々な催しも
のも行われているがそれに参加されることがなんとか出来ないものかとも考えられる。 （女性
60歳代 出雲地域）

●静かでよい　出雲弁がきらい。 （男性 50歳代 出雲地域）

●不満に思うこと。市役所が土・日・祝日休みであること。ローテーションで休みをとり土・
日・祝日も出入りが出来るとうれしいです。市民と同じ休日では利用をしたくてもできないこ
とが多い。 （女性 50歳代 出雲地域）

●「2市1郡」がやっと出雲市となりよかったと思います。広域になり不便と言う人もいるかも
しれません。効率化の図れる面も多々あると思うので、行政と市民が一体となって、より住み
やすい出雲市となるよう願っています。 （女性 60歳代 出雲地域）

●出雲地方は気質はおだやかで、ゆったりしていると思います。そのよさを市の活動に合わせ
たらすすめてほしいと思います。必ずしも先に走るのではなく自然を大事にしたPR活動もして
ほしいと思います。大きくなった市ですが、細部への気遣いもぜひお願いします。 （女性 60
歳代 斐川地域）

●市役所の公用車が多すぎる。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●市議に対する報酬が高くありませんか？そもそも、どこかの会社の役員が市議が出来るシス
テムに納得いきません。年収の高い人達が集まっても底辺の生活をしている我々の本当の辛さ
を理解出来ているのでしょうか？ （男性 30歳代 出雲地域）
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●斐川町が出雲市と合併する事により、どうなるのか、どうなったか今のところあまり実感は
ないがこれからどうするかが必要な問題となってくると思う。出雲市と合併して個人的にはう
れしい。ますます住みやすい市となってほしい。 （女性 30歳代 斐川地域）

●少子高齢化による様々な問題!! （男性 40歳代 平田地域）

●良い所　自然豊か、食べ物が新鮮（魚、野菜など）なところ（女性 18歳～29歳 平田地域）

●自然災害が少なく安心して住みやすい。 （女性 60歳代 出雲地域）

●出雲市は自然の豊かなところは自慢できます。今の生活が将来も同じように出来るかが不安
です。 （女性 50歳代 平田地域）

●若い人に活力がない。静かな人が多い発言する人に陰口を言う。前へ前へ進む人を育てて欲
しい。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●斐川町寿生大学にて女性教師の方が毎日15分づつ本を大声にて読むように、と教わりまし
た。ずっと続けています。老化に良いようです。新聞（明窓）（天声人語）等もそうしていま
す。本当に有難うございました。 （女性 70歳以上 斐川地域）

●良い所は自然が多いことのみ。あとは悪すぎ。雇用の無さ、無駄な税金の使途、道路作りの
み税金を課して生活の苦しいものに対し何ら福祉制度が整っていない。住むには不便であり
悪ですね。若者の市外県外流出をせざるを得ない道路なんてもう十分だ。生活に職に困ってい
る人達を救うのが大前提。市長なんて誰でも出来る。印鑑さえ押していれば、イベントさえ出
ればというおいしい仕事。橋下大阪市長のような市長、県知事を若者代はもう望む。知事選に
しても、県民投票にしろ！東大卒が好きなだけで今の知事、出雲市長も存在感信頼感全くな
し。参考にしろ！ （男性 30歳代 出雲地域）

●欲を出したらきりがない。その昔は道も下水道も無く不便なことでしたが、皆が当たり前に
不便なことに対処してきました。不便なことがあるから皆知恵を出したり、体を使って頑張っ
てきたのだと思います。そして今、この社会がいいと思われますか？表ばっかり良くて、拝金
主義で、皆白痴以下の愚鈍です。上の人達は自分のことばかりで下々の生活の苦しさなんて見
て見ぬふりです。 大多数の 大幸福とは言いますが、何でも多数決で取り決めるから楽な方
に流れ衆愚政治になっているのは、下々の者にでさえわかります。そして、行政には裏があり
ます。民間はボーナスも出ず七苦八苦しているのに税金をたっぷりとフトコロに入れている人
達がいます。不公平です。財政破綻は近いと思います。誰が責任を取るんですか？ （女性 60
歳代 多伎地域）

●よりよい街に早くして下さい。市民のために取り組んで下さい。景気の良い出雲にして下さ
い。（自殺者軽減）市長に期待しています。期待を裏切らないで下さい。 （女性 30歳代 出雲
地域）

●出雲市の良い所＝何でも有るところ（男性 60歳代 出雲地域）

●市の職員は土日祝日も休日なのに、自分の職場の掃除もしないで業者に任せている。自分の
仕事場ぐらい自分で掃除しろ！と言いたい。市の職員にボーナスなど必要ない！と言いたい。
パチンコ税を導入してみたらどうですか。（男性 60歳代 出雲地域）

●自然豊かで平野部なので住みやすいです （女性 70歳以上 出雲地域）

●出雲市のこれからが心配。出雲大社くらいしか観光地が無く観光客が来るように思えない。
（男性 30歳代 出雲地域）

●良いところ温泉施設が多い。誇りに思う出雲大社がある。（男性 70歳以上 大社地域）
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●大型ショッピングセンターへの集中化は疑問である。町のコミュニティーが失われ、横のつ
ながりが薄れている。（男性 60歳代 出雲地域）

●時々、市役所へ行きますが、自転車の駐輪場が少ない様に思う。いつも満杯気味である。重
要…職員が止めていて、来場者の駐車スペースが制限されている様である。 （男性 60歳代 出
雲地域）

●災害など今の所あまりなく、昔までではないが近所がまで分かり合える地域だと思う（女性
60歳代 出雲地域）

●私、こちらに来て２６年になりますが、今だかつて好きになれない町です！！なぜか人を寄
せ付けない町ですね。若者は一度はよその県に行って出雲を見て、自分の町を見たらいいと思
います。子供たちは外から見て島根は良い所と言っております。

●私は斐川町に住んでいます。合併により出雲市となり、より良い町になるよう頑張って下さ
い。 （男性 50歳代 斐川地域）

●正直、出雲市のこれからの方向性が全く分からない。このアンケートも生かされる気がしな
い。上辺だけのような気がする。市民まかせ、国まかせで市としての独自性、行動力がない。
これからの市議、市長には期待できない。大学駅伝での９号線工事、全国放送は何年連続放
映？出雲市駅から大津９号線までの道路工事完成まで何年掛かっているのか、他県の方から馬
鹿にされている現実が分かってますか？管轄は違うかも知れませんが、出雲市をなめられてい
る気がしてなりません。又このスペースに誇りに思うことを書かせてどうするつもりですか？
出雲市を本当に良くするつもりなら、不満、不安を聞く事が一番大切と思います。それを方一
番に誇りに思う事を、良いところを先頭に持ってきてる事自体あなた方は本気に出雲を良くす
る気があるのですか。あまりにも無神経さにあきれます。 （男性 50歳代 出雲地域）

●このようなアンケートを実施されることはよいことだと思います！どんどん声を反映させて
下さい。

●私は２００８年に結婚し、鳥取市から出雲に住み始めました。神々の神話など古式ゆかしき
土地、あたたかい人柄、なんともほっとする素晴らしい出雲。おいしいものもたくさん！！鳥
取とおとなり、島根でも知らなかった魅力がたくさんです。でも私のアンテナ具合がゆるいた
めかまだまだ知らないことも多々あり、他県の方もたくさん来られるのにせっかくの魅力を充
分にお伝えしきれないのでは！？まちがったまんまの事をそのまま情報として受けとめておら
れます。素晴らしい出雲、住民の一人として私も発信していきたいと思いますが、行政として
もどんどん発信して頂き、また来たい！どんどん他県からも来られ、来やすい出雲にしていき
たいです。（女性 30歳代 出雲地域）

●市役所の方、対面される時などもっと笑顔があってもよいのでは！？と思います。（女性 30
歳代 出雲地域）

●出雲市はとても住みやすく日本一だと思います（いろいろ含めたものです）。このままであ
まり街を変えないでほしい。他県にもそれぞれとても良いところたくさんあると思いますが、
住むのには申し分ありません。他県の人達は島根県分からない４７番目だそうですが、それが
どうした…です。結構じゃあないですか。出雲市このままでよいと思いますが…医もよし、食
もよし、住もよし、出雲市は気配りされています（高齢者には）。 （女性 70歳以上 出雲地
域）

●あまりわかりませんが２市５町？合併後高齢者が楽しく交流をもって楽しい人生を送りたい
ものだと思っております。 （女性 70歳以上 多伎地域）

●悪い所の封建的な事は直してほしい。政治家の力で市政を動かさないでほしい。公務員の
方々は、自分の出世のために政治家、上司の事を聞いて、市民の声をもっと聞くべきと思いま
す。正しいと思う事はもっと信念を持って貫いてほしいです。 （男性 50歳代 出雲地域）
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●素晴らしい素材に恵まれた地域だと思う。市政は、さまざまな会議も必要だと思うが、こ
こ！という所ではきっぱり決断、しっかり実行が大切だと思う。 （女性 50歳代 大社地域）

●高いマンション等が建つがもっとひくい建物にしたら。15階とかが…。個人の物ですが。10
階から8階くらいに押さえることはできませんか。 （男性 60歳代 出雲地域）

●出雲大社を中心に観光文化都市であることを誇りに思います。（男性 40歳代 出雲地域）

●市長の名前知りません。どんな市政の考えなのか知りません。そんなことで良いのでしょう
か。今後に期待しています。 （男性 18歳～29歳 斐川地域）

●空気が良くて災害の少ない出雲市は大好きです。 （女性 60歳代 出雲地域）

●出雲市駅南の南口すぐ前の古いビルに落書きがされたまま放置されているので、通るたびに
不愉快な気分になります。大きな落書きなので消すのは大変でしょうが、なんどかしてもらい
たいと思います。 （女性 50歳代 出雲地域）

●今現在、子供が減っているということですが、この出雲市も毎年かなりの子供が減っている
ので、こんごのことを考え、なんとかしたがいいと思います。このままでは、数年後…子供が
居なくなってしまいます！（女性 18歳～29歳 大社地域）

●行政合併後、市職員の減員でいちじるしい。地域密着型が薄れて行っている。 （男性 50歳
代 斐川地域）

●出雲市と合併したが（斐川町）、なにが変ったのか分からない。変化がないということは、
不満が増えたなどと言うことではないので良い事なのかもしれないが、ずっとこのままでは合
併しなくても良かったと考える。 （男性 70歳以上 斐川地域）

●このようなアンケート自体、何か重要なことの様な位置付かもしれませんが、私はどれほど
のものか疑問です。ムダ使いではないですか!!予算はどの位ですか人件費も含めて。 （女性
40歳代 斐川地域）

●市役所の窓口の接客態度、応答している人はいいと思いますが、中で事務を取っている人が
ニヤニヤ笑ったりこちらを見て何やら話しておられ、不愉快に思います。市長の職員に対する
教育がなってないと思います。そんな職員さんに税金を払いたくありません。 （女性 60歳代
出雲地域）

●満足度調査を有効に活用してください。 （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●出雲市には出雲大社があります。大社駅に降りて門前町を歩いて参詣していた頃は時間が
ゆったりと流れて大社のすばらしさが門前町とともに満喫できました。もう一度あの頃のよう
な状況がつくれればそれだけでも将来にわたって全国に誇れる市になれるような気がします。
（男性 50歳代 出雲地域）

●住み良い町づくりは先ずは行政に携わる市の職員からでは？ 近、職員の中に態度が横柄な
人が多いと耳にします。 （男性 50歳代 出雲地域）

●歴史については誇りに思う。高齢化が進むことに不安がある。 （女性 50歳代 出雲地域）

●5月に障がい者の方の自転車で3000㎞の駅伝をする方達がいらっしゃったとき、市役所がゴー
ル地点だったとき、市役所の人に聞くと「場所をかしただけなのでわかりません」と言われま
した。出雲はそういうのに力を入れてないんだなとショックをうけました。 （男性 18歳～29
歳 斐川地域）

●役所の建物のあまりにも豪華過ぎるではないかと思っている。建物は消費だけです。もっと
しっそでも良かった。 （男性 70歳以上 平田地域）
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●本所に機能が集中し過ぎている様な気がします。支所に活気がない。 （女性 30歳代 斐川地
域）

●市役所職員が多すぎる一般職場で働いている者の立場考える。市議会員が多すぎる全体で27
名で良いと思う（男性 70歳以上 平田地域）

●斐川を合併したのに逆に出雲市の人口が減って来ている。これは何故か疑問点である。（女
性 30歳代 出雲地域）

●出雲市に合併してから悪くても良い事はない。色々な税金はあがるし老人はこれから年金で
暮すのはどうしたらよいか。市会議員が多すぎる。 （女性 70歳以上 多伎地域）

●歴史のロマンを感じることのできる環境は他にはない良いとこ。景観を大事にした故郷づく
りを目指してほしい。街中心部。商店街のさびれようは、かなしいかぎり、なにか町を活性化
するアイデアがあればと思う。 （男性 30歳代 出雲地域）

●豊かな自然を誇りに思う。今、釣り好き若者の間で海でのルアー釣りがブームになってお
り、大社・平田の漁港や磯などに県外からたくさんの釣り人がやってきている。その人たちに
もっと島根のすばらしさをアピールするとともに釣り業界へもっと出雲市の釣りフィールドを
アピールしていったほうがいいと思う。特に大社、アオリイカ（エギング）が全国的に有名。
（男性 30歳代 平田地域）

●先日、市長がゴミ拾いを朝早くからしておられ、信号待ちの時、目が合い会釈をしたら、会
釈をして下さった。ありがたかったです。市民の為に先頭になって行動をすることは大切で
す。継続して下さい。親しみやすい市長でいて欲しい。（女性 40歳代 出雲地域）

●今、出雲市が何に力を入れて取り組んでいるのかを多くの人々の耳にはいるようにして欲し
い。出雲市全体で出雲大社のアピールをしていることは良いと思った。 （男性 18歳～29歳 大
社地域）

●大好き☆出雲！・自然が豊か・衣・食・住他県にくらべ誇るほどでもないがでも良い環境と
思います（特に食の方が）・自然災害に対して（山くずれ、がけくずれ）不安

●大型ショッピングセンター（ゆめタウンいずも）の進出により市民の楽しみ便利活気などが
増えたが、周辺住民の生活環境の悪化は深刻である。出雲市行当局はその実態を知り早急な対
策が必要である。1.交通騒音が激しい。暴者車両、渋滞、駐車アイドリング立体スロープの重
複騒音や加速減速繰返しなど。2.店舗からの騒音も激しい。空調、汚水汲取り車、立体駐車場
からの爆音や損傷ヶ所、ガードマンの誘導声など。3.照明による安眠ができない。民家へのま
ぶしい光が深夜まで。4.自動車通行多数による埃、来店客によるポイ捨てなどまだまだ多数※
あまりにも市当局は無策ではないでしょうか。 （男性 70歳以上 出雲地域）

●出雲市をどうしたいの？全々市民に伝わっていないと思う。今の生活がいっぱいいっぱいな
のに、他に何ができるのか、お金もないのにいろんな事をしてもダメなのでは…1人1人の生活
安定、心の豊かさがほしい。お金持ちばかりが楽しんでいる。 （女性 40歳代 大社地域）

●出雲市に住んで40年これからも住み続けたいとおもいます。 （男性 70歳以上 出雲地域）

●出雲市に引越して2ヶ月なので満足度はわからないが多いです。半年以上くらいからアンケー
トの対象にされた方がよいのでは！と思います。 （女性 40歳代 出雲地域）
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●出雲市広すぎる。信号多すぎ、急がなくて良い所直しすぎ、歩道橋全て自転車用スロープが
ついたものにするべき特に小中学が近くにある所　斐川町の合併はしないほうが良かったと思
う。出雲市の独立と斐川町の独立でこの地域を2本の柱でしっかりと立って守っている方が今、
一番ぐだぐだの国の政治の中将来性があったのではないかと思う。1つにまとまってしまうより
しっかりとしたまちが2つでこの出雲地方を守った方が安全だったのではないかと思う。一つに
なった以上つぶし合うのではなく認めあってより強い出雲地方にしていただきたい。施策・取
組みが短文すぎて理解・解答に苦しむ市が本当に知りたいです。アンケートではなくとりあえ
ず、やった事にしたと言う感じに思える！ （女性 30歳代 出雲地域）

●役所内の人員が多すぎるように思う。パソコンに向かって仕事をしておられるように思う
が、本当に仕事をしているのかよく分からない。あまり市役所へ行く用事はないのですがもう
少し支所でも入りやすい雰囲気にしてほしい。 （女性 60歳代 平田地域）

●スーパー大型店、出雲市に比べると高い（女性 60歳代 斐川地域）

●災害は少なく、海あり、山あり、神社あり、寺院は多く…自然環境は本当に素晴らしいまち
だと、本当に感謝しております。交通事故もあまりなく、住みやすい町です。出雲大社のお陰
かなと思ったり…も。一つ不安な事は、田舎のお付き合いと伝統行事…。今の若い者が続いて
やってくれるかが不安です。 （女性 60歳代 出雲地域）

●出雲市中心部以外の周辺地域の活性化をお願いしたい。商業（特に飲食店（外食が多くなり
つつある状況をふまえて）が少ない平田周辺。 （男性 60歳代 平田地域）

●政策企画課の担当者へ　いつもお世話になっております。出雲市に引っ越してからもう３ヶ
月ぐらい経ちました。その街はきちんと整っていてきれいな街であると思っています。それ
に、みんなが親切で、仲間に入れてくれたり外国人を尊重してくれたりしていてここに滞在し
ている外国人の妻と私にとってはここでの生活はとてもしやすく素晴らしい街だと思っていま
す。今後よりも、宜しくお願い致します。（男性 18歳～29歳 出雲地域）

●都会へ行っても（遊びに）やはり出雲に帰ってくると落ち着く。山も海も近く、子供にとっ
ても良い。 （女性 30歳代 出雲地域）

●長岡市長の行政を支持します。過疎化地だから行財政が難しいと理解しています。 （男性
60歳代 出雲地域）

●市民満足度調査結果を広くＰＲお願いします！

●出雲市は、水と空気が素晴らしいです！このまま美しい出雲市であり続けるためにはを政策
にしてほしいです。 （男性 40歳代 出雲地域）

●それぞれの問に解釈に困り1問1問時間がかかりました。わからない事が沢山あり充分なおこ
たえができません。私だけでしょうけど。１/2800に選んでいただき有難うございました。出雲
市民の一員。政策企画課の皆様ご苦労様です。 （女性 60歳代 平田地域）

●鳥取県は商売上手ですが、我が島根県は下手ですね。もっとイベントも色々と考えて数多く
して他県よりの集客を考えるべきだと思います。今の所鳥取県のする事を指をくわえて見てる
だけです。 （男性 40歳代 出雲地域）

●合併して出雲市だけが活性化するのではなく、他の町、村にも平等にしてほしい。 （女性
40歳代 斐川地域）

●前市長はイケイケドンドンで何をしているのかわかりやすかったが、今の市長は何をしてい
るのかわかりにくい。 （男性 60歳代 出雲地域）
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●高齢者がゆとりを持って暮らしてゆけること。若者達が家庭を持てるような職に就くことを
皆で成し遂げねばなりません。何はともあれ、皆で気持ちだけでも抱けばそれなりになびいて
ゆくでせう。人間の大切さをもっともっと皆で都合よい解釈はやめて、根本理念をそれぞれの
場で少しでも思うだけでも自分自身を見つめるだろうに。例え物を作る（育てる）時でも考え
に考えて作ればそれなりに出来ると思います。 （男性 70歳以上 出雲地域）

●島根から来ました。といりより出雲市から来ましたという方がイメージがよくて、よく自己
紹介の時は出雲を連呼します。このイメージ（？）を崩さない町づくり、お願いします。 （女
性 40歳代 出雲地域）

●市役所庁舎は雰囲気も気軽に入れない、職員の方も話しづらい雰囲気に思えます。笑顔で気
持ちのこもった対応をして頂きたいです。（女性 40歳代 出雲地域）

●３０年後出雲市が豊かで住みやすい町になる事を心より願っております。未来を考えながら
全てのことを考えてほしいと思います。「只」今より出雲の自然がなくならない様に山、海、
川、平地を大切に、温故知新に皆で出来たら良いと心より思います。私はこの出雲が大好き
で、全世界の方々が尋ねてくる町になって欲しいです。ヨーロッパの国々のような自然のある
心のある人々が、少々不便でで貧しくとも心が暖かい互いを思いやる国に、そんな「ふるさ
と」に！都会でなくてもいいのです。「田舎」と言われてもいいのです。もう一度あんな「ふ
るさと」に帰りたいと思われたいです。 （女性 50歳代 出雲地域）

●市長のリーダーシップが感じられない。行動に対してのスピード感がない。（男性 30歳代
大社地域）

●行政に関しては不満は感じませんが、唯一不信の念を抱く所は、出雲の将来像があまり良く
見えない事です。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●斐川地域の住民です。合併推進で運動続けて来ました。出雲市になって安心しています。子
や孫のため未来のために合併は必要でした。出雲市がますます発展しますように祈っていま
す。 （女性 70歳以上 斐川地域）

●出雲市は人も町も穏やかで優しく住みやすい所だと思いますが、活気、インパクトという点
ではどうかなと思います。買い物好きな私にとっては一畑百貨店が縮小された事、 近ではパ
ラオも閉鎖された事は残念に思います。需要と供給の問題はあると思いますが、百貨店は無理
としてもパラオの後の運営に期待します。ゆめタウンが若者向きなのに対し、熟年向けのお店
がもう少し充実したらと思ったりしています。 （女性 50歳代 出雲地域）

● 近の出雲市は縁結びのイメージが昔より強くなって、若い観光客が増えた気がするので、
良い傾向があると思う。一方で、他県から見れば他の市も含めてまだまだ田舎でパッとしない
街というイメージも強く、これから“出雲”という街を盛り上げていくには若い世代が住みや
すく、また他県からも魅力的に感じてもらえるような取組みをするべきであると思います。年
配の方も多く、産業や自治会などこれから衰退していくところであると思いますが逆に今こそ
転換期であると感じますので、これからも住み続けたいと思えるよう一市民として何かしたい
と思いますし、出雲市へ期待をしております。 （男性 18歳～29歳 大社地域）

●全然 悪！！ （男性 40歳代 出雲地域）

●このアンケートに答えるため、出雲市の市政について調べましたら、出雲市自治基本条例
（仮称）が全国的に大きな議論を呼んでいる事が分かりました。市民の定義に関連する外国人
への地方参政権については意見の別れる所です。パブリック・コメントでは、否定的な意見も
寄せられていましたが、市民懇談会の会議概要を検索しても、調べた限りでは一度だけわずか
に触れられているだけでした。外国人地方参政権については、賛成、反対それぞれの論理があ
り、議論の結果解決する性質のものではないと考えます。だからこそ開かれた環境で議論を行
い、その結果を広く公開し市民の判断にゆだねる必要があると考えます。残念ながら、現在の
状況は全く不十分であると思います。この点については市政に不満足です。 （男性 50歳代 出
雲地域）
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●私は、旧久多美地区に住んで５０年近くになりますが、斐川や出雲市と合併してからは色々
な面において不都合な事が沢山あり困っております。舞台が大きくなりますと、なかなか意見
を聞き入れてごされず、何一つするにも遠方まで行っても物言が思うように行かない事が多々
あります。年老いて行くと余計にその事が思われます。 （女性 70歳以上 平田地域）

●将来へ「ツケ」を残さない姿勢が見えないので、市民へ歩み寄る様希望します。子供の事今
より不便でしたが「幸福度」はブータンより上でした。こんなアンケートにいくらかかってい
るか？その価値があるのか。それが必要かどうかを考えて下さい。今後の市の運営よろしくお
願いします。子供達の為に。 （男性 40歳代 平田地域）

●魅力ある人づくり、まちづくり、出雲に戻って来たいと思える風土づくりをして下さい。
（男性 30歳代 佐田地域）

●出雲市民が増える魅力のある街になっていく事を希望します。 （男性 40歳代 出雲地域）

●特に斐川の人ですが、上から物言を言ったり、自分のした事を謝らない年寄りが多いと思い
ます。 （男性 18歳～29歳 斐川地域）

●若い人達が夢と期待が持てるような街作りを心掛けて欲しい。その為には財政的な豊かさも
必要だと思う。出来るだけ借金を減らして精神的な豊かさが必要だと思う。 （女性 60歳代 斐
川地域）

●市役所の各課の対応は良く思います。 （男性 18歳～29歳 出雲地域）

●出雲市としてスタートしたのだから、平等に物事を進めるべきだと思います。 （女性 50歳
代 斐川地域）

●昨年、合併により出雲市民となりましたが、まだ出雲市民という実感がないのが現状です。
合併により町時代の行き渡ったサービスが受けられるのか？という不安が大です。

●平成の大合併により出雲市民となった旧平田市、旧簸川郡の発展なくして出雲市の発展はな
いと思います。今後、それらの地域（旧斐川町含む）にもっと目を向けるべきである！ （男性
30歳代 斐川地域）

●出雲は、大きな病院もあり空港にも近く島根県の中では恵まれていると思います。「出雲大
社」は全国でも有名なのに、「出雲市」の認識は薄いように思われます。（他県から見ると）
地域の子供の数が減る一方で、息子家族（小山町在住）を帰したいと思っても、近所に遊び友
達もいない（孫１才児）現状ではかわいそうで帰って来いとは言えないです。周辺を見ても若
夫婦は町部に住んでいる人が多く、農村地域では子供が全くいなくなる心配さえあり、淋しい
限りです。 （女性 50歳代 出雲地域）

●出雲は古代から発展し、豊かな歴史・文化遺産に恵まれている地域であり、その歴史・文化
を次世代に引き継いで行かなければいけないと思います。今後この地域を守っていってくれる
であろう子供達への教育により一層力を注いでいただきたいと思います。 （男性 40歳代 平田
地域）

●一般企業が不況で苦しむ中、公務員だけが汗もかかずに仕事を行っている。（一部の者だ
が）出雲市だけでも市役所業務を土・日も行われたら？２４H開所されたらと思います。何を
持って「大好き出雲」なのか？このアンケートは第一歩かもしれないが、インフラ整備こそ重
要ではないのか？ （女性 60歳代 出雲地域）

●それでもやはり島根が好きです。自然が豊かで、人があたたかくて、町はほど良い田舎くさ
さを残しつつ、少しずつ発展。

●より良い出雲をつくるのは、みんなの役目ですね！ （女性 18歳～29歳 平田地域）

66



●今、世の中大変厳しくなって市民の生活も苦しくなってきています。そういう現実を本当に
分かっていられるのか？疑問です。

●市長をはじめ職員の方々は、物事に対してもっと迅速に対応することをお願いします。

●若い方が自立でき、結婚、子育てができるような町を作っていただきたい。

●一部の人が大声で言ったことに惑わされず、大局的な立場で力強く市政を進めて下さい。
（男性 70歳以上 出雲地域）

●現在住んでいるところは環境も良く、自分自身は勿論、まわりの人達も“いいところ”と満
足している。時折帰ってくる大阪、名古屋の者たちも“出雲はいいところ”と言う。地元にい
てまだまだ気付かぬいいところがあるように思います。 （女性 70歳以上 出雲地域）

●住み良い所だとは思いますが、市が何をしようとしているのか住民にはあまり伝わって来ま
せん。例えばこのアンケートにしても、重要かどうか？或いは満足しているかどうか聞くだけ
ではなく、具体的に取り組んでいることの例をあげてほしいと思います。せっかくの機会を市
は逃していると思います。また、各項目の横に意見を書く欄もあれば良かったと思います。で
すから、私はこのアンケート結果が公表されたとしても特に何が分かるのか、殆ど期待してい
ません。 （女性 50歳代 出雲地域）

●空気も良いし、水もきれいで住みやすい。 （男性 60歳代 出雲地域）

●御努力されていることに感謝します。住み良い出雲市である事を願います。 （女性 70歳以
上 出雲地域）

●出雲とは関係ありませんが、私は実家が福岡の山の中にあります。大きな総合病院まで車で
３０～４０分かかります。でも誰も文句を言いません。とりあえずの開業医がいますし、現状
を受け入れています。大田市の方々は不満を言いすぎです。 （女性 40歳代 出雲地域）

●出雲に住み目まぐるしいほどに発展していきました。住み始めの頃はなんと人間関係の良い
所かと思いました。市役所の対応もそのように思っていました。それは大きな間違いでした。
言葉のちがい、学校ではいじめ、町内ではよそ者あつかい。それは何年経っても同じです。表
の付き合い、裏の付き合い、出雲人の特徴だとか。出雲市民になって３０年以上でも、市に住
んでいるというだけです。よそ者に差別の無い市になるといろいろな意味で温かい行政の町に
なるのでは？と思います。心開いて話せる町内から市へと。今のままだと道が良くなっても市
がきれいになってもよそ者はよそ者。 （女性 60歳代 出雲地域）

●項目が多すぎる。満足度については、何をされているのか分からないので点数のつけようが
ありませんでした。 （男性 40歳代 出雲地域）

●私にとって出雲地方はとても住みよい処と思います。広大な田園風景、山、川、湖、海、又
奥の深い神話伝説あり。一年を通しても大きな災害も無く、どれをとっても素晴らしい環境に
恵まれていると思います。それなのに何故、人が少なく、人が来ないのか不思議です。此処以
外に暮らしてないので、「井の中の蛙……」でしょうか？ （女性 60歳代 斐川地域）

●自然豊かな土地で、山、川、海、空港、神社、仏、寺院など名所、旧跡も多く人情豊かでい
い所です。今年は古事記編さん1300年で、大社、歴博付近でのイベントが間近になり、県外か
らの観光客も多く期待されていますが、市としてももてなしの心を大切に“出雲へ行って良
かったまた行こう”と思われるような心づかい気づかい配慮に一層力を入れていただきたいと
思います。（男性 70歳以上 平田地域）

●長年、良い地域に住み満足しています。孫の代にもこの様であってほしいです。発展を祈り
ます。 （女性 70歳以上 斐川地域）

●間もなく“神話博しまね”が開始になります。全国からいらっしゃる皆様に喜んでいただけ
るよう笑顔の大社であってほしいです“おもてなしの心”大切に （女性 70歳以上 大社地域）
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●改めて一項目一項目考えてみると、自分自身があまり市政のことについて知っていない事に
気づきました。自分達の生活に必要な事、身近な事については、考えられるものの、そうでは
ない事については“わからない”が殆どです。すみません。私の嫁は関西から来ましたが、出
雲はいいところと常々言っています。住みなれるまでは、いろいろと関西の方が良いことも
あったようですが、こちらのがちゃがちゃしていない雰囲気や人柄はなんとなく落ちついた街
を作っているように思うようです。将来を背負っていく子ども達に住み良き街、暮らしやすい
街になるよう、特に教育・文化・人権・医療について充実したものとなるようご尽力いただき
たく願います。 （男性 30歳代 出雲地域）

●少子高齢化社会に思うことは、経口で食事が取れなくなった時、点滴、チューブ栄養、胃ろ
う等の延命治療は止めて身体だけは清潔に保ち、静かに 後を看取って頂くわけにはいかない
だろうか。本人、又は家族が望む場合だけ行ない。かかる費用は本人又は家族の自己負担で、
ということで…。生きる喜びを感じることのできなくなったお年寄りを生かし続けことの方が
罪のような気がする。 （女性 60歳代 斐川地域）

●ハローワークを広い場所へ移転するべきだと思う。 （女性 40歳代 出雲地域）

●全ての取組みを水準以上にすることは財政的にも困難だと思いますが、出雲市だからできる
（観光等）特色を出してほしい。出雲市のイメージは他市に比べて閉鎖的に感じます。 （男性
40歳代 出雲地域）

●出雲に生まれ育ってきました。都会のよさもありますが、やはり自然の豊かさ空気、空、
山、海、出雲が大好きです。せっかくの出雲の歴史や自然が他県へＰＲがうすいように思いま
す。若い人が住める出雲、出雲らしい出雲でいいと思います。よそと同じことをしなくても出
雲は出雲でいてほしいです。 （女性 50歳代 出雲地域）

●これほど自然に恵まれ、山、海、川、湖とても誇りに思っています。特に近年、出雲大社周
辺での神話博の主会場となる事など、国内外に大きく“出雲”を知らしめることうれしいです
…。子育てを終え、今は福祉関係に…これからの子供、終末をむかえようとされる方々にやさ
しい“いずも”にと願います。 （女性 60歳代 出雲地域）

●合併しても名前が変わらなかった所　たくさんの古い歴史がある中心地も遠地でも平等に暮
らせるように低所得者の痛みがわかる行政を （男性 50歳代 斐川地域）

●出雲大社という全国でも知名度が高い場所を有効活用して欲しい市役所の職員という市民と
関わる事が多い公務員がその場しのぎでデタラメを言ったり、嘘をつく以上不満しかない。
（男性 18歳～29歳 出雲地域）

●強い心をもって出雲の良いところを出す人々が欲しい。公務員になったらと云う保身の人は
ダメ！ （男性 60歳代 出雲地域）

●出雲市の温和なイメージ、癒しのイメージ、パワースポットなイメージでリラクゼーション
リゾート地の様な別荘地の様なそんな市になって欲しい。市民全体の生活の向上、収入の向上
を文化の向上を期待します。 （女性 50歳代 出雲地域）

●自治基本条例についてＰＲが不十分です。基本的に反対です。どうしても導入されるのであ
れば日本国民にのみに投票資格をあたえて下さい。現在選挙権がある方、出雲市に住んでいる
方のみを対象にして下さい。本来、市議会議員の方々が行うべき事なので必要性を感じませ
ん。市民の意見は議員投票や議員を通じて伝えれます。

●出雲に住つづけて55年になります。私は街から南部の方へ嫁に行きました。こちらの方は高
齢者が多く子供たちがすくないです。同じでもいろいろあります。住みやすい出雲でありたい
と思います。 （女性 50歳代 出雲地域）
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●私の住まいする多伎町では、支所の役割機能がはっきりしません。福祉は社協地区活動はコ
ミセン、農業は農協では市役所多岐支所はいったい何をしているの？学生の夜道が不安全と外
灯の不具合を連絡すれば迷惑そうな対応。発電風車の非稼動について尋ねれば、それは本庁に
聞いてくださいとそっけない。防災無線切り替えの説明会では5000円の出費があるのに、ほん
の数人の出席者への説明で強行実行。広報内容はローカル性全くないので興味が薄い。「住民
による住民のための市政運営」とはどんなことだろうかよくわからなくなります。学校関連、
福祉関連、自治組織関連、コミセン関連、市委嘱役員ほんの一握りの人たちで計画されほんの
二握りの人たちの参加で活動しているように見えるのは私だけでしょうか？市内にいる一人暮
らしが近年特に増えているあるいは一人暮らし予備軍が増えていることに社会性の危機感を感
じます。殊に男性の一人暮らしは閉鎖的になりがちでかわいそうです。男女共同参画社会を目
指すのに、手を差し伸べる必要があるのは男性だと思います。 （男性 60歳代 多伎地域）

●市役所庁舎がとてもきれいだが、市財政は大丈夫なのか。公共施設の建設に多くの市民の声
を聞いては。市役所に行った時。職員さんの対応が丁寧だった。外国に行った時、住み慣れた
出雲が一番いいと思った。 （男性 40歳代 平田地域）

●出雲は住みやすくて、大好きです。でも、全国的に知名度はまだまだだから、ピーアールで
きるといい。良い所…海の幸、山の幸がたくさんある。おいしい。不安に思う所…過疎化。若
い世代が都会に就職し、高齢化が上っている。 （女性 18歳～29歳 出雲地域）

●①現在就職難です。市の職員の天下りを廃止していただきたい。②ポイ捨て（缶がら、たば
この吸殻）等の罰則の強化 （男性 70歳以上 出雲地域）

●住環境　安心して住める町　子供がすくすく伸びる町 （男性 18歳～29歳 平田地域）

●出雲の良いところ…高齢者に対してやさしい。誇りに思うところ…水がおいしいところ。不
満…他県からの観光客のおもてなしの（心）意識が欠けているところ。不安…島根県は高齢者
が多いのに社会に対応しているのか？交通事故が多い （女性 18歳～29歳 斐川地域）

●他市町村などの連携により、合併した旧町がどういう状況にあるか、綿密な調査が必要。平
坦地の多い大社町ですら合併して良かった点は皆無いという声がある。ましてや山間部の窮状
たるや眼に余るのもがある。東日本（東北）のがれき処理について、出雲市は受け入れの要請
があった当日に「満杯」で受け入れることは出来ないと言った。なんと情けない発言か。小生
なら「いま満杯で直ちに受け入れることは出来ないが、5年～10年の間に○○トンくらいは対応
できると思う」と言うだろう。PS.投函日を間違えていました。無効回答でも構いません。
（男性 70歳以上 出雲地域）

●人と人のきずなはとってもあたたかい。 （女性 60歳代 出雲地域）

●母が高齢者のデイサービスに勤めているが、介護度に認定があやふやで、おかしなケースが
多いと思います。例：介護度⑤なのに牛引きで歩いて認知もほとんどない人とか…。とにかく
サービスをたくさん受けたいということで、ケアマネとかに市の聞きとりがあったら何もでき
ないように寝たきりのふりをしなさいという指示も出ているとか。あと、生活保護を受けてい
るのに、自分たちよりもぜいたくな生活をしている人が多すぎです。市役所の職員さんは、マ
ニュアル通りの聞き取りしかされておらず、本当の事情がよくわからずに、私達の税金をばら
まいておられるような感じです！！もう少し、調査を厳しくされるべきだと思います。不公平
な感じがします。本当に助けてあげなければならない人はけっこうがんばりやさんです。 （男
性 18歳～29歳 出雲地域）

●出雲市のよさをもっと全国へ発信してほしい。 （女性 40歳代 出雲地域）

●期待しても改善は望めませんので、あまり期待していません。 （男性 30歳代 出雲地域）
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●小さい子供を三人育てています。子育てと仕事の両立がとても難しく困んでいます。あいに
く頼る人がいないので、子供の行事、病気があると私1人が常に休まなければなりません。休み
易い仕事はシフト制の仕事ですが、土日祝は出て欲しいと言われるので子供をみてもらえる所
がないので無理ですし、家に帰れば子供の世話以外にも山のような家事と保育園や地域関係の
提出物などに追われ何がどうなっているのかわけが分からないくらい忙しくなります。昼も夜
中もしっかり自分の体を休める時もないので体調をよく崩しますが熱があっても自分の休みは
もったいないので無理して出ます。休みが多いとやはりリストラされますから。毎日、何とか1
日をこなすことで精一杯ですが、本当は可愛い我が子と一緒にいたいんです!!後から後悔して
も戻っては来ません。でも生活もあります。パートで数万では保育料のもとも取れないので、
ある程度働かなくてはなりませんし、子供の事、母親の事、本当の幸せとは何か考えて欲しい
です。今の状況では本当に大変で少子化になるのも当然ですよね。 （女性 30歳代 出雲地域）

●市の臨時職員と正規職員の給料の差がありすぎる臨時職員（常勤）の給料を島根県職員なみ
にしてほしい。

●長岡市政には魅力がありません。文化を大切に出来ない事には町の発展ありません。市職員
の皆様には神様かもしれませんが、市民にとってなんのことのないただのおじさんです！ （男
性 50歳代 出雲地域）

●細かい部分ではいろいろ不満に思うことはあったにせよ。私は斐川町民であることに誇りを
持っていました。出雲市民としてまだ誇りを持つには至っていません。その理由のひとつは出
雲市があまりにも大きくて全てが見わたせないことや市政の状況がわからないことがありま
す。他地域のよいところをもっと教えていただきたいと思います。また、斐川町の時には役場
に行ってもお互いに顔がわかっていて対応してもらえていたので安心して相談することもでき
ましたが、現在は、知らない職員さんもあられて、また質問してもすぐに答えられない状況で
市役所にきいた方がいいかと思ったりすることがたびたびです（子どもが身体障害者で福祉課
にお世話になっています）先日、初めて市役所に行きましたが、とてもなじめず、やはり支所
が頼りです。支所の充実をお願いします。これまでのようにきめ細かい対応をお願いします。
対応はきちんとしていただきましたが初めてでこちらが緊張していたので。 （女性 50歳代 斐
川地域）

●出雲市長期待しております！ （女性 30歳代 多伎地域）
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