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出雲市総合計画審議会会議録 

 
１．会議の名称等 

会議名  第２回出雲市総合計画審議会 

開催日時 平成２４年８月８日（水）１４：００～１６：１０ 

開催場所 出雲市役所３階 庁議室・大会議室 

 

２．会議の出席者  
（１） 委員（２５名） 

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

遠藤充子委員、落合孝悦委員、勝部勝明委員、川瀬英委員、倉塚香織委員、 
塩飽邦憲委員、杉原成也委員、須田日出男委員、周藤昌夫委員、手銭白三郎委員、

成瀬公平委員、三島一男委員、山﨑順子委員、米原稔委員、渡部美知子委員、 
渡部洋子委員、渡部良治委員、和田昭男委員） 
※欠席者５名 
（久家明子委員、長廻利行委員、錦織文子委員、西森大志委員、宮本享委員） 
 

（２） 出雲市  
伊藤総合政策部長、高橋総合政策部次長、橋本政策企画課主査、藤原出雲ブラン

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

３．次第 
 １ 会長あいさつ 
 ２ 委員の交代 
 ３ 経過報告 
  ・出雲市総合計画審議会会議運営規程、傍聴規程について 

・第１回出雲市総合計画審議会会議録について 

・市民満足度調査集計結果（中間報告）について 

・審議会委員からの意見について 

・みんなで描こう「未来の出雲」「大好きな出雲」図画コンクールについて 

・出雲市のまちづくり高校生アンケートについて 

 
４．議事 
 （１）新たな出雲市総合振興計画の構成について 

（２）施策の体系（案）について 
 （３）戦略プロジェクト（案）について 

 
 

資料 ４ 
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５．議事の要旨 
   別途資料及び次のとおり 
 

 《委員の交代》 
  事務局から報告 

 

 《自己紹介》 
  和田昭男委員（新しい委員） 

  今岡一朗委員（前回欠席） 

落合孝悦委員（前回欠席） 

塩飽邦憲委員（前回欠席） 

渡部良治委員（前回欠席） 

 

《経過報告》 

  事務局から説明 

 

《議事》 

事務局から説明 

 

江田小鷹会長 

 この議事の１番でございますけれども、市の将来像とか、基本指針の一番大事なこと

だと思いますので、皆様方のご意見をそれぞれといいますか、どんどん意見をお聞かせ

願いたいと思っておりますので、どなたからでも結構でございますので、思いを述べて

いただきたいと思います。 

 どなたからでも結構です。成瀬さんどうですか。 

 
成瀬公平委員 

 出雲市の将来像・理念の６つの柱をあげていただいていまして、このとおりだろうな

とは思うんですけれども、どうなんでしょう。合併して何年かたって、今回この計画を

決めてこれからの１０年を考えるにあたって、先日も言いましたけれども、これから高

齢化も進みますし、所得も下がりますので、まちのあり方自体、例えば産業都市の創造

にしても、山を切り開いてつくるような工業都市はやめて、もっと中心に人を集めるよ

うな。中心市街地を活性化するという意味ではなくて、出雲市としては中心に人が集ま

るような導線を、道路であってもいいし、バスでも、公共交通を使ってでも、民間の力

を真ん中に集めるような施策をとっていくことで、ここにある産業都市も郊外型からも

う一度中心にぎゅっと集めて、交流拠点都市にしても、てんでんばらばらにあるのを整

理して、出雲市自体が産業を興すのではなくて、民間がこの場所で事業をしたい、この

場所に集まりたいと思うように導線を引っ張っていただく事業をしていかないといけな

いのかなと思います。 
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三島一男委員 

 抽象的なんですけれども、キーワード的には自立したまちとか、持続可能なまちとか、

出雲だけでの自立したまちづくりというのが１つのキーワードにしていくべきかなと感

じております。 

 

倉塚香織委員 

 １つ質問ですけれども、３つめの黄色いバナーのところに自己決定、自己責任という

のは誰の自己決定でしょうか。 

 

高橋総合政策部次長 

 ここで申しあげておりますのは、いわゆる自治体をつくるということで、地方自治の

本質というのは団体自治と住民自治といわれています。ですから、団体自治の決定にお

いても、住民自治の決定においても、やはり自己決定、自己責任が求められる時代であ

るということがまさに地方分権時代ということになろうと思います。 

 

倉塚香織委員 

 分かりました。ここに書いてあることとかをこうして読んでみると、あまり女性から

見た感じではなくて、男の人たちが年々とつくってこられた社会の図だなというふうに

読み取れます。 

 それで、ないのはやっぱり多様な価値観とか、多様な生き方を認め合うというような

ところがないかなと思います。具体的に言うと、うちの近所での話なんですけれども、

公園が新しくなったんですけれども、子育てを経験した者が、実際に遊ばせた者がつく

るとこういう公園にはならないよねみたいな公園のつくりになっているというのがある

んですけれども、それが社会全体にも行き渡っていて、なかなか女性や若者が生きづら

くなっているという現状があると思います。 

 総合振興計画では、例えば町内会の加入率が低いとか、そういう意見がありますけ

れども、これまでどおりの町内会だったら、私たち女性は、ちょっと入りにくい。例え

ば町内会に参加しても、私は女性センターの委員もしていますので、よくそういう苦情

を聞くんですが、女性が出たら座布団がなかったとか、女性が出たら大事な話はお父さ

んが出てこないと駄目だとか、私が出たらがっかりされたとか。ある老人会組織では、

女性の人が活動のための交通費をお願いしますと言われたら、ちょっと言っていいか分

かりませんが、女性には金を渡さなくてもいいわねと言われたような苦情がいっぱい起

こっていまして、そのずっと揚げ句の果てにいろいろあるんですけれども。 

 やっぱりそういうことは、あっているのになかったことにしてつくっていっても、

やっぱりまた同じことの繰り返しになって、何か市のほうでしておられるわ、私たちは

関係ないわみたいな話になって、町内会もそう言われてもやっぱり男の人がやっておら

れたら、ちょっと入りにくいみたいなところがあるので、その町内会組織が大事なのは

分かりますけれども、やっぱり新たな価値観をそこに加味していかないと、これまでど

おりのものを引きずったままで町内会、町内会といっても、誰も新たな加入者が出てこ

ないのではないかなというふうに感じております。 



4 

杉原成也委員 

 いろんなことを言うかもしれませんが、前もってお断りをしてから話をさせていただ

きます。 

 まず、この本ができた時に、恐らく出雲市にいらっしゃる市民の皆さんが、これを見

て将来こうならないといけないから頑張ろうよということが、第一の目的だとは思うん

ですが、恐らくこのままつくられると、よく分かるようで分からない、３０年後はこう

なるのかみたいなところが、何となく見えるものにしかならないのかなと思います。 

 というのは、やっぱり一番最初に押さえるべき基本指針であったり、目的というもの

が、何となく我々出雲市民が思っていかないといけない部分なんだろうなという気がす

るんですが、恐らく出雲に限らず、全国どこでも持たれている問題であって、課題であ

って、目的としないといけない部分だと思いますので、非常に分かりにくいということ

がまずあってしまうと、恐らくその後にいくらいいことが書いてあっても、みんなでそ

こを目指していこうということにはなかなかならないのかなというふうに思います。 

 ですので、前回のグランドデザインというものがどれだけ達成されていて、どこに目

標が置かれて、どこまで達成されていて、現状はこうなんですよというお話が、やはり

一定程度はあるべきなのかなと思いますし、それがなければ恐らく同じものをまたつく

ったよね、じゃあ、１０年後、２０年後、３０年後、あんまり変わっていないよねとい

うようなことが、平気で起こっちゃうと思いますので、その辺をここにいろんな方がい

らっしゃいますので、昔はこうだったよねから始まって、今はこうだよね。目指すべき

ところは、やっぱりこうだよねというお話をしていかないことには、本当の意味での総

合振興計画というものにはなかなかならないのかなという気がしてなりません。 

 分かりやすいか、分かりにくいか、分かりませんけれども、私は広告屋ですので、例

えば最近あった話なんですけれど、とある専門学校の入学案内というものをつくらせて

いただきました。つくっていくうちにいろんな要素を入れて、こんな話もあるよ、こん

な話もあるよという話をいっぱい載せて、立派な入学案内ができましたということをや

るんですけれども、振り返ってみると学校の名前を変えても、ほかの学校で使えてしま

う入学案内ができるんです。これっておかしな話なので、やっぱり出雲オリジナルだっ

たり、出雲市じゃないとできないことというところを列挙していきながら、われわれの

目指すべきところというものをきちんと明示していくということかなと思います。 

 ですので、最初に６本の柱というふうに言われましたけれども、出雲市の将来像・理

念のこの６つの柱というのは、この細部が出てくるとまた話は全然違いますけれども、

この６本というのは、全国どこでも言うことだと思います。ですので、この辺りをどう

肉づけできるかとかという話をここでしないといけないと思いますし、本当にできるこ

とじゃないとあげるべきではないと思います。 

 前回のお話の中で、今、市の財政がこうだよという話も少しだけご説明があったかと

思いますが、私の感覚では市の財政、出雲市の市民がこれから生きていくための使える

お金というのは、非常に貧しい状態になっているのかなと。ですので、出雲市長もこの

前、一番最初のご挨拶の中で、今は切ることばかりをやっているというお話をされたか

と思いますが、まさに今そういう状況だと思いますので、いろんなものを切っていただ

いて、要らないものは要らないという選択をしていただいたうえで、その上にここで話
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したことが本当に生きていくように、何をすべきかというところをつくるべきだと思い

ますので、僕もとりとめのない話になってしまいましたが、まずは、目的と過去のこと

を振り返りながら新しい目的というものを明確に分かりやすく見ていただいた方が、こ

れで頑張ろうぜといっていただけるような目的・指針というようなものをぜひつくるべ

きじゃないかなというふうに感じております。 

 

須田日出男委員 

 今、杉原さんが言われたことと同じようなことなんですけれども、ただ、何かヒント

がないと理念というとなかなか難しいので、特に我々も合併したばかりで斐川からやっ

てまいりましたし、今は営農全体がどうなのか、ちょっと分からないところもあります

ので、ちょうど今言われたように、例えば２１世紀の出雲のグランドデザインなんかで

は、どういうふうな出雲をめざして、前回お決めになったのか。それは、言われたよう

に、今、形としてどういうふうな状況なのかという、そういうヒントでもあれば、ちょ

っと考えやすいかなと思っていたところです。 

 

勝部勝明委員、 

 まちづくりの方向性といいましょうか、出雲市としての進むべき方向性なんですけれ

ども、出雲市というのは工業、それから商業、農業、観光、そうした整備された、そう

いうものがまとまった町であると思っております。 

 そうした産業と観光。この活性化によって出た果実。これをもって、今ここには、安

心安全都市の創造と、産業都市の創造、交流拠点の都市の創造とか、人材育成とか、環

境。いろいろ６本の柱からなっておりますけれども、基本は、出雲市にあります産業と、

そして観光。これの活性化をいかにして図っていくのか。企業１つ誘致をいたしますと、

例えば斐川町には４，０００人の企業がおられますが、この企業というのは、何と言っ

てもその４，０００人に企業が賃金を払っておられます。その賃金というのを考えてい

きますと、極めて大きな活力につながっていく。その賃金というのが、地域で消費され

る。そして、消費されたところが、またさらにそのことによって、商業なり、いろんな

ところに波及していきますから、何にしてもそうした産業振興、そしてその果実をもっ

て健康とか、あるいは環境とか、福祉とか、そうしたことの安定を図っていくという、

そういうことが必要ではないのかなと。 

 将来像という理念ですけれども、出雲市というのは、出雲の既存の産業とかいろいろ

なものがありますから、それを充実、整理をしていく。このことが第一義的なことでは

ないかと感じたところでございます。 

 ６本の柱というのは、全て大切でありますが、その中でさらに大切なのは、やはり産

業の振興。このところにあるのではないかと思います。 

 

倉塚香織委員 

 すみません。今の産業振興のお話ですけれども、もちろん大事なことではあると思い

ますが、それが最もこの中で大事とは私には思えない。というのは、私たち女性は産業

の果実とか、そういうものとほど遠いところで生きてきたわけです。子どもたちなんか
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もそうです。 

 私は、「ぷらりねっと」というところで、毎日引きこもりや不登校の子どもたちとボラ

ンティアスタッフとして過ごしておりますが、いくら誘致されてきても、今のこの日本

の全体の構造を考えたら、必ず仕事のない若い人たちがたくさんできると思います。出

雲だけがそれが達成できるということもないと思います。 

 だから価値観なんです。働き方を考えてみないか、もっといろんな働き方があると思

うよというような新しい価値観。それから、働かない人もアンペイドワークで社会を支

えている人もいるんだよということもいつも話します。 

 そういうことで必ず男だったら１日バリバリ８時間働いてみたいな価値観にいつまで

もとらわれていると、実現できないわけですから、若い人たちのエネルギーがだんだん

下がるばかりで、若い人たちに新しい多様な生き方、多様な価値観をもっと私たちが考

えて、提供していかなくてはならないのではないかと。それは、産業だけでなくて、い

ろんな分野で必要ではないかなと思います。 

 

渡部洋子委員 

 ほんとに今お話を聞いていると、どちらも納得してしまって、私もどちらも大事なん

だなというふうに思っています。 

 

塩飽邦憲委員 
 ちょっと形式的な話なんですが、総合振興計画ということなので、将来像という目標

を立てて、その目標を達成するためにどういう目的を立てて、その目標を定め、それに

向かってどういう手法でやるかということが総合振興計画に書かれるべきで、私ども大

学も法人化しましたので、そういう５カ年計画をたてながら年度ごとのさまざまなこと

を執行していっているわけです。 
 まず、振興計画の中の基本指針というのが、言葉としてあんまりすっきりこないなと。

基本理念なら分かるんですが、指針というと理念とそのツールとしての方法とが一緒に

なったような考え方で、例えば住民が主役のまちづくりが目標なのか、それはその方法

なのか。それから、地域特性が光るまちづくりというのは、一般的にはこういうことが

言えるけれども、目的とするともうちょっと明確にその特性を発見しないといけないと

思いますし、地方分権というのも住民が主役のまちづくりと重なるところがあるので、

こういううたい方をしたほうがいいのかどうかということになったわけですが。 
 基本理念として、出雲ではどういう基本理念を３つ程度うたうのか。それに基づいて

目的というか、最終年度にどういう像を持つのかということを明確にして、それの方法

としてここの課題を絞らないと、計画としてのＰＤＣＡが回らないんじゃないかなとい

うことを感じました。 
 それから、もう１つ。杉原さんがおっしゃったように、前回の総合計画に私もちょっ

とだけ関与しているわけですけれど、それをやってどうだったのかということがないと、

総花的に希望を述べるというのではちょっと振興計画としてはいかんのではないかと。 
 ただ、あんまり現実味を帯びると、今度は市長さんや議会の政策とどう関係するのか

ということになるので、それよりはもうちょっと大きくとらえて、その中で行政なり、



7 

議会のほうで優先順位をつけていただくとかという作業があってもいいのかなと思うん

ですけれど。それにしても、基本理念、目的、目標、それからその方法というかたちで

計画はつくっていただいたほうがいいんじゃなかろうかと。その中の優先順位とかどう

見るかというのは、さっきちょっと一部議論が出ましたけれど、それをもうちょっと基

本の目的に応じてどういうふうに考えるか。 
 例えば、私は邑南町に関わっていますけれども、邑南町では日本一の子育て村という

ことで定住対策とかを総合的に進めるという、ワンフレーズのまちづくりをやっておら

れます。海士町で関わっておられる方もおられるし、そのワンフレーズのところは首長

さんのお考えかもしれませんけれども、その方法論は定住や産業化にしてもいろんなや

り方があるわけですので、そこの議論はまたさまざまな角度からやったほうが。 
 あんまり今、委員の皆さんが、自分の専門分野で主張されないほうが短期間で議論す

る場合にはいいので、ちょっと立場性をある程度捨てながら、だけどなおかつ大事な理

念的なものはシェアしながらやっていったらいいんじゃないかなというふうに思います。 
 

手銭白三郎委員 

 今、基本指針か、基本理念かというような話もあったんですけれども、４７都道府県、

それから全国の行政単位の市町村、全てそれなりの名前はいろいろでしょうけれど、振興

計画なり、計画を持って、それに向かっていく。今回もある程度の期間が来て、改める時

期だから、こういった会があっていると思うんですけれど、この６つの柱にしてもそれぞ

れ重要なことであって、出雲市の将来像、理念となっていますが、松江市の将来像、理念

としても何ら違和感がないわけであります。 

 さればと言って、それぞれ重要なことで外すわけにはいかない。全部重要なことです。

その中にあって、じゃあ、出雲市の独自のことをどれだけ、これはこれで押さえて、力点

を置いていくかということが、多少われわれが考える余地のある部分じゃないかというふ

うな思いがします。 

 そういった意味から、さっき勝部委員さんがおっしゃったように、もちろん産業がなけ

れば飯が食っていけないと。ものの考え方ということもそれぞれ非常に重要なことではあ

るわけですけれども、産業とやはりこの地域に、松江市もそうでしょうけれども、固有の

ことといえば、交流人口。なかなか定住人口の増加は見込めないけれども、交流人口、す

なわちたくさんの皆さんに来ていただいて、昼間利用とか、あるいは宿泊される人々が多

くなって、これは観光という名前もあるでしょうし、いろんな呼び方があると思うんです

けれども。 

こういった計画は、あまりすばらしいものができるものではないですよね。私もこの間、

島根県の開発審議会に関わったりすると、４年前とどうだったのかといっても、なかなか

難しい。さればと言って、ないというわけにもいかないわけであって。ですから、そこら

へんを押さえたうえで繰り返すようですけれども、出雲市圏域の独自性とか、特異性とい

いますか、特徴、すばらしい点を少し強調して、肉づけをしていったらいいのではないか

なというふうな思いがしています。 

今岡一朗委員 
 今、皆さん方がおっしゃったように、それぞれの柱というのは大事なものばかりですか
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ら、当然のことだなと。どこでもこれが使えるとおっしゃいましたけれども、そのとおり

じゃないかなと思っております。 
 それを踏まえたうえで、私は、１０年後の出雲市を考えると、スーパーの超ではないで

すけれども、超といっていいかどうか分かりませんが、かなりの高齢化社会になってくる

と思っているんです。そうすると、その時に人口の３割になっているでしょうか。もっと

増えているかも分からないですけれども、そんな社会の中で出雲市がどうあるべきかとい

うようなことも少し角度を変えて考えておかなきゃいけないのかなと、そういう気がして

おります。当然でございますけれども、産業だとか、教育だとか、そういう点は大事なこ

とではないかと思いますから、それはそれぞれの中で議論されればいいことですけれども、

私は、大きい意味でその部分をぜひ頭の中に入れておきたいなと思っています。 
 
 
【施策の体系（案）について】 

 
 
石川昭弘委員 
 それでは１つだけ。ゆとりとうるおいのある住空間の整備ということでまちづくりされ

ておると思いますけれども、単に都市計画で道路だけつくられているんじゃないかと。少

なくとも都市計画をするうえでは、道路と建物が一体となって都市計画じゃないかと私は

思っています。 
 もし、できれば都市計画をされている中に建築の方も加わっていただいて、拡幅された

建物に対して、出雲市の特性を生かした町並みをつくっていっていただけたらと思ってお

ります。 
 あと、ちょっと細かい専門的なことになるんですが、木造住宅の耐震化ということで、

公共の建物はどんどんと耐震化されていますけれども、民間の住宅に対しては、それほど

行われておりません。だけど、やはり耐震化をどんどんしていかなければならないという

観点から、今、工事費の２３％で上限が４０万という話なんですが、以前アパートのリフ

ォームで国のセーフティネットのリフォーム補助を受けた折に、工事費の３０％、上限が

１００万でした。やはりそれぐらいの規模のことをしないと、耐震化というのは生きてい

かないんじゃないかと思いますので、ご検討いただけたらと思います。 
 
倉塚香織委員 

 先ほどの邑南町の日本一の子育て村というのは、これは出雲市でいうと、この１番上

のほうになるんですか。目標になるんですか。 
 
伊藤総合政策部長 
 邑南町のことは分かりませんので、お答えはできませんが、たぶんワンフレーズのま

ちづくりとおっしゃっていましたから、１つのまちづくりの将来像を言葉で表したもの

ではないかなと私は想像していますけれども。 
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倉塚香織委員 
 すごく分かりやすくて、人とか守らなければならないものを大事にすることによって、

地域が活性化するというのがすごくいいかなと思いました。 
 それと防災について、今、女性のほうから言っちゃまずいかなとは思いましたけれど

も、男女共同参画センターでは、女性が防災検討会議にいないということが問題になり

まして、男女共同参画からの視点の防災対策という講演会とか、避難所を体験するとい

うようなことをさせていただいたんですけれども、これに限らず全てにおいて女性の声

が反映されていないということから問題が起きているということが多々ありますので、

男女共同参画というのは重要度が少なくなっていますけれども、それによる弊害とか、

そういうことがなかなか見えにくいので、皆さんの関心が下がっているんじゃないかな

と思います。そういう分かりにくいところを下支えしていくというのが行政の仕事でも

あるかなと思いますので、よろしくお願いします。 
 
成瀬公平委員 
 安心安全の防災都市の整備の中に治水治山事業の促進というのがあるんですけれど、

北山の北側に回ると森が死んで、木が白くなってしまって何もないような、お化けが出

そうな状況になっています。恐らくここの治山事業というのは、森を守っていったり、

山を守ったりすることで、ここから見た北山もはげ山ですけれど、その北に行くとさら

に悲惨な状況ですので、その北山の整備というのを入れていってもいいのかなと思いま

した。 
 

石飛なす子委員 
 ゆとりのうるおいのある住空間のところです。公園と緑地整備とありますが、つくっ

ていただいたり、整備したり、いろいろなことは割と進んでいると思うんですけれども、

見てみますと管理というか、なかなか後のことにつながっていないような気がして。荒

れている所が多いので、整備だけじゃなくて、管理とか、そういう後まで続く言葉とい

うのは入れてほしいと思います。 
 
米原稔委員 
 大きい意味の産業というわけではございませんけれども、私は農協ございますので、

私は、農業ということも一つ大事だと思います。先ほど来出ております、山、川、そし

て地域。これらがやはり一体となって出雲市とはこういう方針で進むんだという態度で、

そこの中にそれぞれここに今、大中小とありますのは、これは施策でございますので、

我々が例えばそういう分野で何ができるのか、どういうふうなかたちでお手伝いができ

るのか、そういうのが当然これから考えていかないかんだろうと思っております。 
 そういう中で１つ私のほうから提案というよりも、お願いでございますけれども、先

ほど共同参画、あるいは産業の構成の中の、要は、子育てあるいは地域の活性化、例え

ばコミュニティーセンターに入る今の自治協会の加入率、これらがやっぱり基本的にも

う少し私たちがつくる出雲市だよというのをどこまでこういうものを出すときにきちん

とその理念をくんでいただけるのかというふうなものを私はつくっていって、必ずきち
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んとこういうものをつくりますよというのが本当に大事なのか、こういう理念の中で、

とりあえずこういう方向からは、進んでいませんかと。それが、この前１７年にできた

グランドデザインで、あれはそれぞれの地域で案外細かくおとしてあったんです。そう

しますと、今でもやはり地域の中であの時にこうであったなと。これとこれとこれは出

来たが、これがまだだな。だけども、財政の関係でこれは無理だろうなというのをお互

いにある程度の容認はしていかないと、私のところはこれだけはという言い方をしたも

のをつくり上げますと、一方では出来ないというところで出てくると思いますので。 
 先ほどの基本の中に、もう少しそういうふうな「おんぼらと」になるか分かりません

けれども、言われるような出雲市では幸いに、山も、海も、川も、そして都市もある。

そして、田園地帯であるというものをいいかたちであらわせたらなと。そしたら、これ

も産業ということと若干かけ離れたかもしれませんけれども、私はそういう思いをして

おるところでございますので、またご協力をいただけるところがあれば、私もお手伝い

をさせていただきたいと思います。 
 
手銭白三郎委員 
 私は森林組合長ということで出ておりますけれども、この農林水産業の振興と発展と

いうところに、この一番右にありますが、北山山地における総合対策ということで、成

瀬委員もさっきおっしゃったんですけれども、この北山山地にしましても、林業は、今、

業としていわゆるそろばんに合わない世界なんです。何でそれを今力を入れてやってお

るかというと、安全安心のためが主なことでございまして、決して森林林業施策を推進

することの線上にあるものではないように思うわけであります。ちょっと履き違えと言

ったら大変失礼ですが、見方が少し現実と違うのではないかなという実感を持っており

ます。 
 ですから、あれを産業、あるいは林業の推進のためにやっているというふうな思いが

あれば、とても守っていけないので。確かに私有林もあるとは思うんですが、あの恩恵

を受けているのは、空気にしても、水にしても、そしてその周辺。この間も佐田町で崩

落事故といいますか、ああいったことを防ぐ意味でも山を守っていかなきゃいけないと。

これは、そろばんの世界ではないわけでして、ちょっと認識をその辺にも移していただ

ければと思っております。 
 
今岡一朗委員 
 産業の振興という観点から、出雲ブランドから貿易、商業、製造業、企業誘致とあり

ますが、地場産業というのはどちらかというと商業だとか、工業だとかということに携

わっている方は、なかなか支援といいますか、そういうものが受けにくい立場にありま

す。自分たちの力でやらなきゃ支援はなかなか受けられないということでございまして、

ここに確かにあがってきて、中身はこんなことをやるんだよと言われても、直接みんな

こういう恩恵はなかなか受けれないというところがあるんです。一部のところでそうい

うものがあるかとは思いますけれども。 
 それで、やっぱりこういうところを今後考えていくんだったら、何か画期的に、例え

ば商業分野ではこんなふうなことがあるよとか、製造業、工業でもこうだよというよう
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な、そんな夢が、実は欲しいなといつも思っています。これに限らずですが、なかなか

そういうことが難しいということを分かりながらも、もしここであげておくならば、将

来、商業あるいは工業で頑張ろうという人たちのためにも、何か画期的な施策をぜひお

願いしたいなと思っております。 
 じゃあ、何があるかと言われると、とてもじゃないけれども、何とは言えません。そ

れは、商業にしても、工業にしても、応援態勢というのは非常に難しい立場にあります。

だけども、何らかの格好でこの業界が頑張らないと、出雲市全体の底上げにはならない

というふうになりますので、企業誘致については、またこれは大きい企業がどっと来て、

いろんな支援策もあろうかと思いますけれども、また大きい雇用の確保もできるという

ことで、多いに結構だと思います。そういうところでぜひ何かお考えいただきたい。要

望、意見とします。 
 
杉原成也委員 
 そもそも６本柱となっていますけれども、僕はブランド推進市民委員会にも入らせて

いただいていまして、そこでも１回話をさせていただいたことがあるんですけれども、

まず金もうけをして、次が始まるんじゃないかという持論を自分で持っておりまして、

そういう持論を展開しようとすると、産業都市の創造というのは、ほかの５本と並列に

並ぶのではなく、ひょっとして１番上にあげてもいいのかなと思ったりもします。 
 先ほど、手銭さんがおっしゃいましたけれども、森林の整備ということは、実は産業

的な見方ももちろんできるんだけれども、治山事業というのは環境にとてもいいことな

んだよ、都市の安全対策としても重要なことなんだよというところにつながるというこ

とを考えても、今、施策の小とか、施策の主な内容に入っていることというのは、全て

が柱、柱で分かれるわけではなく、全てがリンクし合うことだと思います。並列の６本

柱ということよりも、やっぱりここをやれば金もいっぱい入ってきて、公園もつくれる

とか、１つ企業を誘致してきたら金がいっぱい入って、もう１つ誘致できるみたいな話

をするほうが、非常に分かりやすいのかなと。 
 その話をしていくと、塩飽先生がおっしゃったように一番頭に分かりやすい言葉で、

ここを目指していこうよというものを誰もが分かる言葉でつくってあげると、みんなし

てそっちを向いていって。非常に言い方は悪いですけれども、みんなで金稼ごうぜなん

ていうのは、分かりやすいことだと思うんです。市に税収がばあっと入ってくると、こ

んなサービスができると市役所の皆さんに言っていただいて、先ほどの例えば伝統工芸

の助成をこういうふうにしていこうよとかという話が、今は１００万しか渡せないけど、

この目標で頑張って、本当にいっぱいもうかったら１，０００万あげるみたいな話がで

きて、これが夢がある話じゃないかなというようなことも思いました。 
 ですので、僕は、この産業都市の創造というのは、１個上に上がってもいいのかなな

んて思っております。 
 
川瀬英委員 
 ３ページの健康環境都市の創造ということですけれども、この２つのドッキングとい

うのが、私はいかがなものかということで。最初の２１世紀のグランドデザインという
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のは、健康というのはどこでもつけられるみたいで、この間は健康文化というふうに引

っ付けられていまして、今度は、健康と環境が引っ付けられています。 
 また詳しく読んでみると、普通に健康福祉都市とまた読みかえる部分もありまして、

ちょっと細かい点に入ると、どう見ても野生動物と地域医療というのは結び付かないん

じゃないかなというふうに思いますので、さっきから６つの柱というのをいつ言おうか、

いつ言おうかと思っていたんですけれども、ちょっと無理があるんじゃないか。むしろ

さっきの環境分野でいけば、産業にも引っ付いてもいいのかなと思います。 
 それから、いろんな議論が出ていますけれども、出雲特有のものと、全国特有のもの

というのがあるわけでして、さっき今岡委員さんがおっしゃったように、もう高齢化社

会とかというのは、出雲だけの話じゃなくて日本全国の話で、じゃあ、そのスタンダー

ドの目標について、どういう独自性をつくっていくのか、どういう方法論があるのかと

いうのが、たぶんこの辺の議論だろうと思いますので、出雲らしさイコール日本国の課

題であるということもいえると思います。 
 その辺でさっきの出雲というのは、医療圏域が非常に優れているということと、福祉

もかなり進んでいるんじゃないかということでありますので、１つ健康と福祉というフ

レーズでまとめていただいて、ちょっと環境について整理していただければなというふ

うに思います。 
 
渡部良治委員 
 ２ページの観光文化都市の創造の部分の芸術文化の振興についてでございます。出雲

市は、平成１７年、ちょうど合併の年でございましたけれども、２１世紀出雲芸術文化

のまちづくり条例が制定され、これまでいろいろ事業を展開していただいておりました

けれども、平成２３年の３月にこちらに来ていらっしゃいます遠藤充子さんが、会長と

なられ出雲市芸術文化振興指針が策定されました。 
 その中では、豊かな芸術文化遺産を通じてのブランドの確立、芸術文化活動の担い手

の育成、文化団体や活動を支える人材育成等々が挙げられておりまして、どちらかと言

いますと、もう一度出雲市内の文化遺産をもう少し見直そうというような立場から指針

が示されておりますので、今後はこれらを元に策定をお願いしたいと思っております。

以上でございます。 
 
成瀬公平委員、 
 ２ページ目の交流拠点都市の創造の中の広域交通網の整備の中で、空港の整備、利用

促進というところで、国内路線の充実という項目があるんですが、飛行機をよく使う立

場からすると、地元の方は大変だと思うんですけれども、出雲空港って運用時間が短く

て、東京から帰ってくるときは、米子で帰ってくるケースが非常に多くて、路線の充実

とともにもう少し最終便が遅くなるような利用時間の延長というのも検討していただい

たらよりいいのかなと。日帰りができるようになりますので、ご検討いただきたいなと

思います。 
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【戦略プロジェクト（案）について】 

 
 
塩飽邦憲委員 
 今のプロジェクト案を大くくりにすると、快適な定住環境づくりということで環境と

か、それから健康福祉とか、場合によっては交通や安心安全なところが入るのかなと思

っています。 
 それから、歴史文化自然を生かしたまちづくりの出口として観光あたりを考えたり、

観光にからむ特産品づくり、ブランドづくりなんかを入れた大くくりのもの。 
 それから、人材育成や活力創造ということでの産業化というような３つぐらいに大く

くりにできるんじゃないかなと。そうすると、網羅的よりはもう少しメリハリのきいた

戦略プロジェクト的になるんじゃないか。 
 要は、お金もなくて何かするときに、バラバラにするんじゃなくて、目標を１つにし

ていろんな観点で一緒にやるというのが戦略ですから、そういう面ではあまりバラバラ

と出るよりも目標を明確にして、それに向かって各課で、それから市民も含めてどうい

う目標をもってやるかということがはっきりしたほうがいいんじゃないかなと考えてい

ます。 
 私たち島根大学でも古代出雲文化ということを１つ大きな柱にしながら、これから大

学の教育や地域貢献を考えていこうとしておりますので、そういう意味で地域の特性を

生かしてぜひ歴史文化とか、非常に地方都市で環境のいいところを生かしてまちづくり

の目標を明確にしていただけるといいなと。快適な居住環境の中に文化なんかも含めて

考えていただけるといいなと思います。 
 
手銭白三郎委員 
 もともと総合振興計画には、財政予測とか、財政計画はないものということで、それ

はそれで良としなければいけませんけれども、このプロジェクトの中に我々市民が努力

すれば可能なもの、他力本願なもの、予算は青天井で考えるというのが混在しているわ

けです。 
 例えばごみ減量化とか、再資源化の推進などというのは、市民レベルで努力しようと

いうことでいいと思うんですけれど、一方、山陰新幹線、中国横断新幹線の実現などと

いう。これは、たえてできっこない。私はあきらめているんですが、こういうのを混在

させると、はたしてそれでいいのかどうかという疑問を持つんです。 
 それはそれでそういったものがだいたいどこもそうなんだけれど、出雲市の戦略プロ

ジェクトも他の行政と同じようにご多分に漏れず、混在してごちゃ混ぜにして出してお

こうということでよろしいかというふうには若干思いますけれど。到底できないような

ことは、むなしくなるだけなので、ちょっと申しあげておきたい。 
 
勝部勝明委員 
 大変単純なことを申しあげるようなんですけれども、この１番、２番、３番、４番、

５番と番号が振って８番までありますけれども、これには強弱があるのかどうなのか。
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一番大切なのは、やっぱり住みたい町、元気な出雲プロジェクト。住みたいまち、元気

な出雲というのがやっぱり出てくるんではないかと思いますけれども。 
 そうした意味で考えると、例えば１番と５番、活力創出出雲プロジェクト、それから

３番の世界に誇る出雲プロジェクト。言ってみれば産業の振興として、１つのくくりの

中に入るような感じがします。どれを見ても強弱があるわけではないかもしらんけれど

も、順番に並べてあると１番が１番という感じがしないわけでもない。さっきどなたか

言っておられましたけれども、これをそういうようにまとめてみてはどうかという感じ

もいたしました。 
 それと安心安全快適なプロジェクト。この辺も多少意味合いが違ってくるかなと。そ

れから、交流ネットワークづくり出雲プロジェクトも故郷のことをいっていると思いま

すから、そういうようなくくりの中で検討いただけたらという感じがいたしました。 
 これがそれぞれ同時に進むと思いますので、要はバランスが大切ではないかという感

じを持ったところでございます。 
 
須田日出男委員 
 私は、このプロジェクトということに関して言うと、一般的にプロジェクトを構成す

る要件として特殊性というんですか、個別性というのか、目的が明確であるということ

があるんです。あと、期限を区切ってやる。そういう意味で言うと、ひとくくりにする

ものというのは、その上の６つの柱なりなんなりでできると思いますので、プロジェク

トはできるだけ分かりやすい戦略目標を掲げてあるので、無理してくくる必要はないの

ではないかなと。そういう観点でつくられたんじゃないかなと思います。 
 そういう中でひとつ言いますと、前の２１世紀のグランドデザインを見ていたんだけ

れど、今回のでは世界に誇る出雲プロジェクトというのは、何となく戦略目標が明確で

ない。神話観光大国創造というのは、これは明らかに出雲の大きな明確な戦略目標に、

どこでも分かることなんで。私も日本中へ行きましたし、世界もだいぶ行きましたけれ

ど、はたしてそれが世界の出雲なのかどうかというのは不明なので、プロジェクトとい

う名前をつけられるんであれば、明らかに目標が明確になる命名をされたほうがいいん

じゃないかなというふうに思いました。 
 
川瀬英委員 
 私もグランドデザインに関わったんですけれど、最終的な将来像というのがあるんで

す。西部日本海域の中心都市というのがこの目指すイメージ。そこから組み立てられて

いますから、今、世界発信というのは、当然その流れの中でつくられたということです。

今回、まだ将来像が決まっていないから、いろんな方向性が出てくると思いますけれど

も、このときは、日本海の西部中心都市というイメージで、光り輝く世界の出雲という

ことで組み立てられた事業でございます。 
 
須田日出男委員 
 それでいいということですか。 
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川瀬英委員 
 いえ、このときはそういう意味です。前の考えということです。 
 
杉原成也委員 
 話が全く変わるかもしれませんけれども、皆さんの中で神話博行きましたという人は、

どれぐらいいらっしゃいますか。半分にもいかないですね。あれは県の予算がどれぐら

いかかってるんですか。２５億ですか。今聞く話は、ほんと散々な話しか聞かないです。 
 僕は、出雲大社がよくないとかそういう話ではなくて、２５億かけて県が一生懸命宣

伝をして、つくってやった出雲大社の横で行われる神話博というのが、皆さんも薄々感

じられているかもしれないですけれど、コケているんじゃないかというのがありますよ

ね。本当にそれでいいのかというところも非常に大事なところで。 
 出雲市というのは、出雲大社、出雲大社、世界に誇るというやり方を今までずっとや

ってきたというところも、ひょっとしてこれは今見詰め直さないといけないことかもし

れないですし、出雲大社がいけないということではなくて、出雲大社というものを、私

も含めてですけれども、今、出雲にいらっしゃる方が、誇りに思っていない状況という

のがひょっとしてあるのかなと。 
 そういう話をしだすと、教育も大事だよとか、何も大事だよとかという話になりがち

だと思いますけれども、１回そこを真面目に考えてみるのが大事かなという気がしてお

ります。 
 そういうところを全部寄せ集めたうえで、戦略プロジェクトというのがたぶん出来て

くることだと思いますので、ぜひ皆さん、神話博に１回行っていただきたい。僕の感想

は、今は惨状だと思いますので、惨状を見ていただいて、次、どうするのかと思ってい

ただくのに非常にいい機会かなと思います。 
 
石飛なす子委員 
 今、杉原さんが神話博のことをおっしゃっていただきましたが、８月２日に私たちも

見るほうではなくて、芸能のほうで参加させていただいたんですけれど、とても暑い日

でして、見ていただく方にも悪いなという感じで出演させていただいたんです。 
 私は、前から漠然と思っていたことなんですが、島根は、観光ＰＲというか、あれが

下手じゃないかなと思う気がするんです。どこが下手なのか、交流人口がどれだけある

のかということは分からないんですけれども、このプロジェクトを今から立ち上げて実

行していくうえで、やはりいろんなことを感じながら、考えながらしていかないと、せ

っかくの広告宣伝費というか、たくさん使っても、いろんな島根、出雲をＰＲするのに

それだけの価値を発揮しないともったいないような気もいたしますので、プロジェクト

から実行というところをみんなで掘り下げていければと思いました。 
 
 
手銭白三郎委員 
 こうして委員がいろいろ意見を発して、それで考えることがひとつ重要で、そしてそ

の過程で、実際は、頭のいいお役所の方々がだいたいつくっていくものです、県でもど
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こでも。それはそうであっても、私は、問題はその先だと思うんです。恐らくこれは議

会にもかけられて、承認なのかどうか分からないですが、結局、市民にどういうふうに

して伝わっていくのかと。心といいますか、目指すところの精神が。そこらへんをちょ

っと先に聞いておくと、もっと発言が真剣になる。もちろん今も真剣ですが。 
 結局、でき上がった、終わったと。御担当の方は、これが完成すると今度はどこかへ

異動されるんですよね、だいたい。ああ、できた、できたと。我々は大変な苦労をして

振興計画をつくったなと。次、頼むよってなことで、また次に来た人は、しろっと新し

いことを。 
 これだけのことが、どう市民の皆さんの、あるいはコミュニティか、公民館単位でや

るのかとか、そこら辺をちょっと聞いておきたいですけどね。 
 
伊藤総合政策部長 
 今までいただいたご意見の中で、市の側でお答えすべきこともありましたので、まと

めてお答えいたします。１つは杉原委員さん須田委員さんがおっしゃいましたが、今ま

でグランドデザインや総合振興計画の検証とかがあって次のステップがあるのではない

かというご意見をいただきました。それはごもっとも話であって、実は形容的にできる

ものについては、５年ごとに基本計画をつくっておりまして目標値を設定して、その検

証を行っております。いまグランドデザインの前期計画が終わり、後期に入っており、

まだ途中でありその数値目標の達成度というのは評価しておりませんが、少なくとも前

期５年については、例えば工業出荷額とか商品販売額とか、男女共同参画であれば審議

会等への女性の参画率であるとか、そうした目標を掲げながらその達成度というのは、

市ではその量りとものさしをもって検証してる。ただ、全てが数値、計量化できるもの

ではなく、かなりの部分がそうでない部分が多いと思っています。今回住民満足度調査

をしましたのも、ある意味ひとつの評価というか、これが全てではありませんが、各施

策に対する市民の皆様の評価ではないかと思っており、これを受け止めて次のステップ

に生かしたいという思いで、満足度調査を行ったのも事実です。その点ご理解をいただ

きたいと思います。 
 塩飽委員からご意見がありました理念と基本指針、基本方策の組み立て方が少し曖昧

ではないかというご意見をいただきました。このことについては、もう少しきちんと整

理をしてお答えをしないといけないと思っておりますが、基本的には先ほどお話があり

ましたが、めざすべき将来像があって、それを貫く理念がある。基本指針の３つものは、

やはり手段、方策に近いものではないかと我々は理解をしております。その下に、６つ

の基本方策がぶら下がっており、それは一つずつ下の段階から実現することによってめ

ざすべき将来像が一歩ずつ近づくのではないかという組み立て方をしています。 
 手銭委員さんのお話で財政計画がないということで、財政計画があるかないかという

と、実際は中期財政計画を平行して作成しており、これも一応１０年計画というとで作

業しております。この総合振興計画を下から支える財政計画がないと全て空論に終わっ

てしまうので、きちんとしていきたいと思っておりますが、ただおっしゃるように山陰

新幹線なるものは、確かに伯備線のフリーゲージトレインが唱えられてから１０年や 
１５年じゃないと思いますが、それが全然実現しないような状況の中で、こういうこと
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を言うのはどうか、詮無い話ということはわかりますが、ご存知のとおり鹿児島まで短

時間で行ける時代になり、札幌までも整備新幹線のゴーサインが出た、長崎ルートもゴ

ーサインが出た。３．１１以降、国土保全という中で、新しくまた再び日本海国土軸と

いうものが打ち出されるというような動きが国である。どこかで誰かが言い続ければ、

将来なにか芽が見えるのではないか、もちろん１０年後、２０年後というのは詮無い話

だとわかっていますが、少しそういう芽があってもいいかなと思い、このプロジェクト

で書くのはどうかと思いますが、そういう思いがあったということで、お許しをいただ

けたらと思います。 
 周知の方法については、この計画を策定する途中において、各地域に地域協議会があ

りますので、ある程度の中身が固まった段階で、各地域に出かけ、お話をしようと思っ

ています。そこでも意見いただきたいと考えています。特にそこに出かけますとそのエ

リアといいますか旧市町単位のまちづくりの話が中心になるのではないかと思っていま

す。その後は議会のほうでご審議いただきます。また、全世帯にダイジェスト版を配付

いたしますが、まちづくり懇談会に４３ヵ所出かけますので、その中で新しい総合振興

計画の全てをお話しすることはできませんが、エッセンスだけでもお話ししながら、 
１０年後の出雲を思っていただきたいと思っています。 
 
板木正久委員 
 この前の資料でもご覧のとおりですが、出雲は将来にわたって人口が減ってくるとい

うことが予想されていますよね。その中で例えば中山間地域、佐田、もし該当の方がお

られたら大変失礼なんですが。あるいは、海端の方なんかで特に人口が減ってくること

が予想されております。そこの中で出雲の振興計画を立てるということは、しんどい部

分があるなというふうなことを考えながら、ましてや一方で少子化の時代を迎えてきた

と。 
 先ほど出雲空港の利用促進の話があったが、例えば東京行きの出雲号がなくなってし

まったというふうなのはどういうことかといったら、やはり利便性のいいほうにお客さ

んが流れていく。やがて人口が減ってくると飛行機そのものも利用客が減ってくるとい

うふうな流れになってくるんじゃないか。要は、鉄道会社では通学定期は、やがて１０ 
年後はもっと半減するんじゃないかといわれております。ＪＲにしても、一畑にしても。 
 これは、やはり少子化ということが大きな影響を受けていることだろうと思うんです

が、人口が減ってくるというもの。今、現状をどうやって維持していくか。予測では減

ってくるという、その辺の難儀なところをどう解決していくかというような、何か夢を

描けるものがないものだろうかというようなことをちょっと私は、気掛かりでならない。 
 
倉塚香織委員 
 今、少子化のことが出ましたので、言わせていただきます。どうしても産業とか、お

金を儲けないと始まらないみたいな話が先にきてしまって、そうすると島根って、太刀

打ちいかないような。今の人口の話じゃないですけれども、それだけを追っかけている

と今度の神話博みたいに、別に楽しくないから行かないと思うんですよ。あれが、みん

な一人ひとりが楽しいとか、そういうことがあれば、そこに生きていて良かった。お金
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が少なくても、何とか食べていければそこで生きていてよかったみたいな感じが持てる

と思うんですけれども、どんと県がお金を出して、ほら、神話博、楽しいだろうと言わ

れても、みんなが楽しいわけじゃない。神話に対して興味のない人もいるし、もっと違

うことに興味のある人もいる。もっと多様な価値観をすくい上げて、そこにお金をポン

ポンポンと配っていかないといけないのに、何か大きいことに１つポンとお金を費やし

て、そこで喜んだ人はほんの一部の人で、あとの私たちのようなあまり関係ない者は、

新しいねっていわれて、あとになって今ちょっと初めて聞きましたが、２５億も使って

おられたということを聞いて、また驚くんですけれども。 
やっぱりそういうことをもっと違った価値観で見ていかないといけないと思うのは、

以前、ネットで見たんですが、長野県の川上村の村長さんが書いておられたんですが、

いろんなことをやったと。ブランドとか、特産品とか、いろんなことを試して農業を生

かしていこうと思ってやったけれども、若い人が来ても生活が成り立たない。例えば天

候が変わったら、その年は収穫がゼロになるということで若い人は定住しないというよ

うなことを言っておられて、その村長さんが、打開策で述べておられたのは、今、国会

でもちょっとずつ議論が始まっているんですけれど、ベーシックインカムという基本的

なお金を配っていくという方法なんですけれども、そういうことでしか打開策はないの

ではないかみたいなことを国会でも議論されはじめて、村長さんも自分で述べておられ

たりしたんです。 
 多様な人はいるのに、それが生かされていない。そういうところにお金が配られてい

ない。ないお金なのに、配れていない現実が何とかならないかなといつも思っています。 
 
石川昭弘委員 
 言葉として基本指針に住民が主役のまちづくり、住民が施策決定に参画する開かれた

行政システムを構築するとともに、住民と行政双方がそれぞれの役割と責任のもと、協

働のまちづくりをするなどとありますけれども、もうちょっとやわらかく市民の皆さん

が主役のまちづくりとか、そういうふうな文言にしたほうが、あまりにも上から目線じ

ゃないんですが、そういうふうにとれるような気がします。 
 例えば出雲弁でも交えたり、要はこれを読んでもわからなきゃいけないわけですから、

その点も加味されて、ただ単に言葉を並べたり、かっこいい言葉をどんどん並べるんじ

ゃなく、本当に住民の言葉でこれをつくられていったほうがいいんじゃないかなと思い

ます。 
 
和田昭男委員 
 いろいろと皆さん方の御意見を聞いておりまして、やっぱり新しい出雲市のまちづく

りの基本というのが、私は全ての災害から市民を守り、安心安全なまちづくりというの

が基本ではないかなと思っているわけです。 
 そのうえで農林水産業の振興あたりを進めていくということが必要でないかなと思っ

ております。先ほどどなたがおっしゃいましたけれども、神話博しまねが始まっており

ますけれども、それを契機にやっぱり出雲の観光振興というのをしっかりと進めていっ

て、そのうえで斐川町は非常にすばらしい企業がたくさんございます。出雲もやっぱり
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企業誘致をして、若者が働く場所づくり、それから若者の定住対策ということを進めて

いかないと、だんだん高齢化が進んでおりまして、これからいろんなことを推進してい

っても、なかなか無理だと思います。 
 だから、いろいろと学校の問題もあるようでございますけれども、やっぱりそういう

企業なんかの誘致をどんどん進めて、若者の定住対策というのをしっかり進めていくと

いうのが、私は一番大事なことではないかと思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 
 
 
【人口減少について】 
 
 
委員 
 人口は、多いほうがいいんですか。市としての。 
 
高橋総合政策部次長 
 一概に多ければよいということではないと思うが、地域を支えるのは人でありますの

で、どんどん減っていくとようでは、なかなかその地域の振興は図れないと思っていま

す。そこら辺はそれぞれの委員のお考えの中でご意見をいただければと思います。 
 
手銭白三郎委員 
 人口のパイは、小さくなってきますよね。それで出雲市が増えるということは、近隣

の雲南市とかのところを衰えさせるということですから。行政は、やはり少なくとも島

根県は、みんな手に手を携えて。島根県も総合計画を持っています。私は、よく聞くん

ですけれど、県庁の人は、みんな邑智郡から出て、あなた、どこに住んでいるかと聞く

と松江へ家を建てましたと言う。松江は増えているわけです。すると、どこかが減って

いく。結局そういうことなんです。それをあえて出されるのがいいのかどうか。出雲市

は島根のエンジンですか、機関車か、ということもあったんだけれど、十分考えられた

うえでそういう書き方は。 
 会長さんもよく相談されてお書きになったがいいんじゃないですか。私はそう思いま

す。雲南市も一生懸命でこんな計画を立てています。それから隣の大田市も、邑南町も、

どこもこういう計画、同じような計画を立てています。ちょっとずつ独自性があるけれ

ども。 
 だから、その中にあって、あえてそういうことをどういうふうな書き方をされるか分

からないけれども、慎重にしていただきたいと私は思います。 
 
勝部勝明委員 
 人口増加は、先ほどおっしゃっておられたみたいに、何としても働く場所づくりなん

です。その働く場をつくると例えばかつての斐川町ですけれども、大企業が来ておりま

す。斐川町の大企業は、今７，０００人、誘致企業３４社かな。それに働いておられる
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のがざっと７，０００人。遠いのは安来のほうから。それから雲南市はもとよりですけ

れども、奥出雲町、それから大田市。そういうところからも来て、働いておられるんで

す。実際には、旧出雲市が一番多いんです。出雲の中心地から斐川に行って働かれる人

が多い。ゆくゆくは、先ほどおっしゃたように吸収するんです。だんだんと近くがいい

わということで、土地を買い、家を建て、そこに住むようになる。したがって、だんだ

んそれが周辺の市町は減少していって、出雲市が太るというそういう構図なんです。 
 
手銭白三郎委員 
 結果論としてそうなるのは、やむを得ないというか、心の中で歓迎しなきゃいけない

けれど、大上段から出雲市の人口は、上昇していきますよということは、結果論として

そうなったときにはめでたしめでたしと。日本だったら東京です。島根県だと松江市だ

と。日本の人口が、パイが小さくなるなかで、どこかが強調すればそこへ集積の不利益

というのは、必ず今度東京でも起こっているわけ。 
 だから、ちょっとそれ以上のことは言いませんけれども、よく考えたほうがいいです。 
 
川瀬英委員 
 国勢調査のことを言った記憶があるんですけれども、さっき板木委員さんがおっしゃ

いましたけれども、少子化が進んでいて、今日の新聞ですけれども、日本全国で昨年 
２６万人も減っているわけです。３０万人、すごく減るというこれは事実です。そうし

たときに、さっきの地域の中に子どももいなくなっている地域がある。５年後、１０年

後、２０年後、たぶん限界集落だ。そういった現実というのをやっぱり私は、今日あえ

て言いませんですけれども、そろそろコンパクトシティみたいな構想を出雲も持ってい

いんじゃないかというふうに思っています。 
 ですから、そういったところで基本的に人口の動態が一番大事だろうと思っています

ので、僕は、そこはずっとこだわり続けたいと思いますので、よろしくお願いします。 
 
倉塚香織委員 
 人口のことは、やっぱり前提として必要と思いますので、減ったときにどんな不利益

が出るのか、増えたときにはどうなのかというようなことをちょっと整理していただく

ことが必要じゃないかなと思います。 

 それで、大企業を誘致すればどうにかなるということには、ちょっと私は、今は若い

人たちの労働状態とかすごい厳しくて、苦痛になったりとかしている人たちがいたりと

か、大企業が低賃金で雇うので、そのまた地元の企業まで年商１億ぐらいの企業でも、

最低賃金以下で働かせておられる現実があったりとかするので、若者の労働環境は、す

ごく劣悪になっています。 

 そして、うちのほうからも斐川に働きに行く人たちがたくさんいますけれど、日本人

もいますがブラジルの人とかが多くて、やっぱりモチベーションが違うんです。貨幣価

値が違うので、こっちで稼いだお金で向こうはちょっと稼げば、向こうで家が建てれる。

けど、こっちの若者が同じように働いても、カツカツの生活しかないみたいなことにな

って、精神を病んでしまうみたいな人も多々あるので、もう少し人を大事にするような
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グランドデザインというか、その計画ができたら、ありがたいなと思っています。 

 

江田小鷹会長 

 住みやすい出雲になれば自然にそうなったという結果を今ここで人口が増える、減る

んじゃなくて、住みやすい出雲になったら結果的には増えたんだなあとか、やっぱりつ

まらなかったんだったなあとか、そういうふうに皆さんの中でもそれぞれ意見をお持ち

でしょうから、あまりにも減った考えでやりましょうとか、増えた考えでやりましょう

とかというようなことにあまりこだわりすぎると。 
 ですから、そういう住みやすいというようなことを考えて、結果的にはそういうふう

に現状維持だとか。 
財政問題でもあるかもしれませんが、どのぐらい減らせばいいんだとか、そういうふ

うになりますので、それはもう一度考えてからのほうがいいんじゃないかなと。 
 
伊藤総合政策部長 
 目標人口といいますか人口フレームについては、非常に大事な要素であるとは思って

いますが、先ほどおっしゃるようにいろいろな不確定要素がある。片方では、人口問題

研究所が出している１０年後には１万人近く減るというシミュレーションがある中で、

今回こういう計画を立てますので、少しぼんやりとした目標といいますか、例えば１７

万人台という数字があるのかないのかわかりませんが、少しぼんやりとした数字の目標

設定があってもいいのかなという今思いであります。今日いろいろご意見をいただきま

したので、これからの考え方の参考にさせていただきたいと思います。 
 
高橋総合政策部次長 
 人口のフレームについては、仮に減るとしてもということと、先ほどご意見がありま

したが、限界集落とか地域経営の問題にも言及していかないといけない思っており、必

ずしも人口が維持できたからといって地域間で大きく地域経営ができない地域ができて

もこれはこれで困ると問題点として理解している。 
 本日限られた時間でありましたので、今日言えなかったことや後でお気付きになった

点などありましたら、随時ご意見をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願

いします。 


