
出雲市総合計画審議会会議録 

 
１．会議の名称等 

会議名  第４回出雲市総合計画審議会 
開催日時 平成２４年１０月１６日（火）１４:００～１５:５０ 

開催場所 出雲市役所３階 庁議室 
 

２．会議の出席者  
（１） 委員（２２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、今岡一朗委員、今岡久美子委員、遠藤充子委員、

勝部勝明委員、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、

手銭白三郎委員、長廻利行委員、成瀬公平委員、錦織文子委員、宮本享委員、 
山﨑順子委員、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８名 
板木正久委員、落合孝悦委員、川瀬英委員、久家明子委員、周藤昌夫委員 
西森大志委員、三島一男委員、米原稔委員 

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

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

３．議題 
  １ 会長あいさつ 
 ２ 経過及び資料説明 

 
４．議事 
 （１）新たな出雲市総合振興計画（素案）について 

 
５．議事の要旨 
   別途資料及び次のとおり 
 

《議事》 

事務局から説明 

・新たな出雲市総合振興計画（素案）について 
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【Ｐ１４将来像までについて資料説明】 

 

 江田小鷹会長 

  それでは、１４ページまでについて説明がありましたけれども、委員の方、何かあり

ますか。ご意見がありましたらどうぞ。 

 

 石川昭弘委員 

  それでは、３点ほど。８ページの高度情報化の進展のところなんですが、 後のほう

の Twitter などのＳＮＳもありますけれど、このごろ Facebook 等も利用されております

ので、そのへんも入れられたらいいんじゃないかと思いました。 

  次に、（５）の環境問題のところ、３Ｒというリデュース、リユース、リサイクルとあ

るんですが、今、５Ｒというのも結構言われておりまして、リペア、修理する、リフュ

ーズ、不要な物は買わないという、そういうような取り組みもされてはいかがかなとい

うふうに思いました。 

  次に１２ページ。市民満足度調査の結果で、重点改善分野の赤い印、要はニーズが高

い部分がいつも赤く書いてあるんですが、それが隣のページの主要な課題のほうに何か

リンクされれば、もっと分かりやすく取り組まれるというふうに思いました。 

 

 高橋総合政策部次長 

  ありがとうございます。確かにＳＮＳは、いろんな新しい物が生まれておりますので、

検討したいと思います。３Ｒのご指摘ですけれども、本市でも一時期、４Ｒというよう

なことも言ったころもありましたが、担当部署と協議をして検討したいと思います。 

  それから、市民満足度調査の結果のご指摘でございます。確かに地域協議会でも似た

ようなご指摘をいただいております。せっかく市民満足度調査の結果でニーズ度が高い

ところが分かっているので、それが具体的に基本構想のどこの部分に該当するのかとい

うことをもう少し分かりやすく表現できたらというようなご意見がありましたので、こ

れもあわせて検討させていただきたいと思います。 

 

 

【Ｐ１５～Ｐ３１土地利用の基本指針までについて資料説明】 

 

 今岡一朗委員 

  前に質問が出ていたら大変失礼かとは思いますが、再度お聞かせいただきたいと思い

ます。斐川町と合併をしてから、行財政改革大綱というのは見直しがされているんでし

ょうか。それとも以前のままで推移しているんでしょうか。 

  もし、これが見直しされているとすれば、ちょっと具体的に、例えば定員をどうする

のかとか、そういうようなことが分かれば教えていただきたいのですけれども。 

 

 伊藤総合政策部長 

  行政改革大綱というのは、２市４町が合併いたしまして、平成１７年の１２月だった
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と思いますけれども、策定をしております。それが基本的には生きておりまして、合併

協議の中でも出雲市の現在ある行政改革大綱を基本にしていくということになっており

ます。 

合併後に行政改革推進委員会という会議がございまして、その中でもそういう議論を

していただきましたけれども、２市４町といいますか、１７年につくった行政改革大綱

を基本に、斐川町合併後もやっていこうということになっておりますので、大きくは変

わっておりません。ただ、おっしゃいますように、個別の目標値といいますか、これは

変わっております。いま職員定数のお話が出ましたけれども、２市４町の時は、１０年

間でできるだけ早く２５５名を減らすという目標をたてました。そういうことは前提に

ありましたけれども、それが途中で斐川町さんと合併をするという事態に立ち至りまし

たので、その際に再度見直しをいたしまして、平成２２年の職員数、斐川町と出雲市の

職員数の状況から１１０名を削減するという目標を立てました。この１１０名というの

が 終的にどういう数字になるかといいますと、平成１６年の４月１日、２市４町が合

併する前の状況、斐川町も含めた状況からすると、３１７だと思いますが、そのぐらい

の総員を減らすという目標になるかと思っております。 

  実は、平成２２年までのところで２市４町、旧出雲市というのは１８３名を減らして

おりました。斐川町さんは、斐川町さんで独自の定員削減数をやっておりまして、二十

数名の職員数を減らしていらっしゃいましたので、その時点で２００名強の職員が減っ

ていたわけでございます。そのプラス１１０名を減らすという目標を立てたところでご

ざいまして、個別にはそういうような目標を立てて、行政改革に取り組むということと

しているところでございます。 

  現在、中期財政計画をこの作業と並行してやっておりますけれども、その中でも支所

の問題ですとか、補助金の問題ですとか、並行して見直しをしているという状況でござ

います。 

 

 今岡一朗委員 

  それと先般、新聞で都市計画税がどうとかこうとか話題に出たというか、そういう記

事を見たんですが、おそらく下水道とか、街路整備とか、そういうものを目的につくら

れたものだと私は承知しています。例えば下水道事業が現状どのようになっていて、今

後はこういうものの中にうたわなくてもいい状況なのかどうなのか。都市計画税云々が

どうなったのかということとあわせて、下水道はもうたわなくてもいいよという状況に

なっているかどうか、その２点ほどお聞かせください。 

 

 伊藤総合政策部長 

  都市計画税の件につきましては、この前の９月議会の中で市としての今の段階での考

え方といいますか、都市計画税の今後のあり方について説明を申しあげたところでござい

ます。都市計画税というのは、平成８年に旧出雲市の用途地域に０．１％という税率でも

って賦課をしておりまして、税収としては約２億円あります。 

 これは、その当時、ちょうど出雲地域では、駅周辺の土地区画整理事業、駅高架事業、

北部の第１、第２の土地区画整理事業、それから、ちょうど都市計画事業、下水道事業
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が本格化する直前でございましたので、それらを前にして順調に事業をこなしていくた

めには、やはり特定の財源が必要であろうということから導入したという経過がござい

ます。 

  その結果、ご承知のようにこれだけ出雲地域の市街地というのは、都市基盤が整備を

されたということがありますが、八百数十億円の事業費を投入したということでございま

す。 

  その後、整備がされますと徐々に都市計画事業の事業費も当然ながら落ちてまいりま

すし、実はこのたび都市計画区域の見直しをしております。例えばゆめタウンの周辺、そ

れから西出雲の周辺、これらを新たに旧出雲の用途地域に取り込もうという、今、検討と

いいますか、計画を持っております。それともう一つは、合併をいたしまして、大社、平

田、斐川にも用途地域があります。そういう他の用途地域との税制上のバランス、新たに

用途をはりつける場所との税制上のバランス。それと都市計画税というのは、一つには目

的税でございますので、そういう都市計画事業がだんだん落ちてきたと。そういう中で引

き続き取るのがいいのかどうなのか、用途地域とそうでない地域とのバランス。そういう

ような３点の視点から、この都市計画税の事業のあり方について、今後どうしたものかと

いうことを一昨年来、内部ではありましたけれども、検討を続けてきたところでございま

す。やはり税制上の負担といいますか、負担のあり方としては、このまま税を取り続ける

というのは、少し無理があるのかなというようなところから廃止に向けた検討をしたらと

いうことで、先立っての９月議会でご報告をさせていただいたというのが実態でございま

す。 

これから税条例をどうするかという、正式な議案をどうするかということはあろうかと

思いますが、議会の皆様方のご意見を聞きながら、この方向について。２億円は、いま財

政が非常に厳しい中でございますので、貴重な財源でございます。これが抜けてなくなる

ということは、またすぐに代わるべき財源というのは、別途考えなければいけませんけれ

ども、それはそれとして、あくまで税制上の観点からいえば、このままこの都市計画税を

維持するのは難があるのではないかなというような考えでおりまして、これから議会の皆

様と検討していくというのが現状でございます。 

それと下水道についてお話がありましたけれど、ちょっと今、市全体の普及率を持って

おりませんけれど、七十数％になっていると思います。旧出雲の用途地域の中でも、下水

道はまだこれから整備をして行かなきゃいけない、まだ事業認可がとってない部分も確か

にございます。これについては、１０年ぐらいのところで、少なくとも都市計画税をかけ

て賦課をして、下水道も一緒に整備をしていくと言ってお願いをしたところでございます

ので、仮にそれがなくなったとしても、予定どおり事業計画を執行していきたいと思って

おります。下水道事業というのは、生活基盤の非常に大きなウエイトを占めていますし、

これについては、計画的にやっていきたいというふうに考えております。 

 

 勝部勝明委員  
  ２７ページの借金体質の改善なんですけれども、借金体質の改善というのは起債と交

債費、この関係の借金と借金の返済の関係だと思います。合併の時、いろいろ財政計画

を見させてもらっておりまして、今、どんな状況だったかなと思っておりますが、私は、
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順調にこの借金と、それから起債と交債費の割合というのは、進んで行く。そういう計

画になっていたような感じがいたします。 
  さらにここで書かれております行財政改革大綱、職員を減らす云々ということなんで

すけれども、これが進むとものすごい勢いでどんどん改善されるような感じがしており

ます。じっくりと時間をかけて改善をされるのか、それとも市民の皆さん方に短期間、

３年ぐらい我慢をしていただきながら、この借金体質の改善をされるのか。この書き方

でいうと、我慢をして、さらに我慢をして借金体質の改善というように受け取れますけ

れども、そんな感じで受け取ってよろしいでしょうか。 
 

 伊藤総合政策部長 

  おっしゃるとおりではないかなと思います。確かに合併時の財政計画を立てる際にも、

平成２５年度をピークにしています。暫時、交債費も現実問題として、毎年借金返しの

ために払っていくお金も減ってまいりますので、それはそれなりに順調に減らせていく

のではないかなと思っております。 

  ただ、片方で歳入側がご承知のように、交付税が合併の算定替が終わるということで、

暫時減っていくと。歳出側の公債費は、計画どおり落としていけばいいわけですから、

自然にある程度、普通建設事業に新たな借金を起こすのを少し抑制していけば、順調に

減っていくとは思いますけれども、片方でやはりその歳入の一番大事な普通交付税とい

うのが、平成３４年度には５０億円近く減ってしまうという現実があるわけでして、歳

出と歳入のバランスをどう取っていくか。社会保障費は、確実に増えていくというなか

でございますので、それらを総合的に勘案しながら、この先だけの面だけではなくて、

歳入、歳出のバランスを取りながら、財政計画を立てていきたいと思っております。い

まその作業をしておりますので、この計画と同時にお示しできるのではないか。１２月

議会にはお示ししたいと思っております。 

  公債費というのは、出雲市は、全国的に非常に高水準にあるということはいえると思

います。平成１５年に地財ショックというのがあって、その後、他の団体は、相当絞り

込みをかけてきたと。投資的経費を相当絞って、借金の返済をかなり減らしたというこ

とがありますが、２市４町についていえば、合併前後、いろいろな懸案の課題もあった

りして、少し他の団体に借金を減らすスピードが遅れを取っているということは事実で

ございます。そういう面では全国的な姿からみると、出雲市はまだ高借金体質であると

いうのは、現実としてあるわけでございますので、それらは当然やっていかなければい

けないと。それは決意を持ってやっていく必要があるのかなということをここでうたっ

ているということでご理解いただきたいと思っております。 

 

 倉塚香織委員 
  安全安心都市の創造のところで、原子力防災については、こちらのほうに具体的に挙

がっていませんので、今、稼働はしていないのですが、実際にあそこにあることは現実

ですので、求めるだけでなく、市民参加で原子力防災をどういうふうにしていくかとい

う検討が必要ではないかなと思います。すでに北海道のニセコ町では、あそこは３０キ

ロ圏内で出雲市と同じなんですけれども、すでに市民参加でそういう検討を始めている
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ということです。 
  先日、松江市の安全対策協議会が開催されまして、それに傍聴にいってみたんですけ

れども、委員さんのもうちょっと広域に周辺の市も含めた安全協定を結ぶべきではない

かという質問に対して、松江市長さんが、それは松江市だけがそういう区域になるんだ

ということで強硬に言われていましたので、もうちょっとそれは変えていただくみたい

にもっと力強い活動が必要ではないかなと思いました。 
  それと、産業の農業についてですけれども、これは県の総合計画のパンフレットなん

ですが、この中に有機農業の年間取り組み面積というのがあって、平成２３年が２７０

ヘクタールで、平成２７年が３１０ヘクタールとなっています。こういうのはリンクし

ているのかなということと、先般の委員会の時に除草剤の件についてご意見があったと

思うんですけれども、やっぱり有機農業といえば、除草剤もなしでやるというのが普通

だと思います。実際、そういう農薬やら化学物質に弱い方々は、除草剤にもやっぱり弱

いので、そういうところで手間をかけて、付加価値をつけるというところで、商品とい

うか、できた産物がたくさんの人に行き渡るという、人気のあるものになるというふう

になるのではないかなと思っています。この３月１１日の震災以降に、仁多の有機米は、

３０キロで２万円近くだったと思うんですけれども、すぐになくなって、こっちの人た

ちが手に入らないぐらいの人気ぶりでした。 
 
 
 
【Ｐ３２～最後まで資料説明】 

○雇用創出２，０００人プロジェクト 
 
成瀬公平委員 
 この雇用創出２，０００人プロジェクトで、守り育てると新たにチャレンジというふ

うに分けてあるんですけれども、新たにチャレンジというのも例えば企業誘致であれば、

今もやっておられますよね。その中の斐川中央工業団地をこれから整備されるのでしょ

うけれども。守り育てると新たにチャレンジという全般的にですけれど、両方にまたが

っているけれども、あえて守り育てるに入れられたり、あえて新たにチャレンジに入れ

られたりしているものがあると思うんですけれど、これはどうなんですか。実際、新た

にチャレンジというところは、ほとんど現状でもやっておられて、やっているけれどこ

れからもっと頑張りますということですか。 
 

 高橋総合政策部次長 

 ご指摘の部分は、すべての部分にございます。こういう表し方がより分かりやすいとい

うご意見もございますし、今言われたようにどういうふうに整理されているんだというご

意見もいただいていると思います。 

新たにチャレンジの部分については、必ずしもすべてが新規に取り組むものではなくて、

重点的に力を入れて取り組んでいこうと。じゃあ、そう言ったら守り育てる部分は、重点

的じゃないのかというご意見もございますでしょうが、一応そういうふうなかたちで、新
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たにチャレンジの部分については、新たに取り組むものも含みながら、特に頑張って力を

入れてやるものというようなことで、整理をしてみたということでございます。 

 分かりにくいというご意見があれば、また修正する必要があるかなというふうにも思い

ます。 

 

倉塚香織委員 
 守り育てるということも必要だと思いますけれども、お金や物が地域内で完了するよ

うな仕組みをつくっていかなくちゃいけないんじゃないかなと思います。例えば学校給

食なんかで例を取ると、数年前までは島根米を使っていなかった。ほかのものを使って

いたとか、小麦粉も海外のものを使っていたとか、野菜も１万食そろえられないからブ

ラジルから持ってくるとか、そういうことがありましたので、もうちょっときめ細かく

見て、そういうところをちゃんと物とか、お金が回っていくような仕組みをつくって。

この前の会の帰りの時にも手銭委員さんだと思いますけれども、木材がこういうところ

には使っていないということをおっしゃったんです。地域のものが、せめてこういうと

ころではちゃんと使われていくような仕組みも必要ではないでしょうか。 
 

 高橋総合政策部次長 

  おっしゃるとおりだと思います。それぞれの取り組みの中で、しっかりやっていく必

要があるように思います。 

 

宮本享委員 
  新たなチャレンジのところ、３５ページですけれど、企業誘致の推進ということで、

斐川の中央工業団地、これはやっていただくといいと思いますけれども、そのほかに斐

伊川の整備事業で上塩冶町のグリーンステップの土地がありますよね。例えば刑務所と

か、自衛隊の誘致とか、いろんな話がございましたけど、メガソーラーの話もあるわけ

でございますけれども、行ってみますと非常に広く見晴らしもいいし、いろんな企業を

誘致するのに環境は非常にいいところではないかなと思っています。グリーンステップ

の跡地もやっぱり企業誘致の中に入れていただいて、積極的に紹介していったらどうか

なと思うんですけれども、いかがでしょう。 

 

 伊藤総合政策部長 

 議長さんからのご質問で大変答えにくいんですけれども、おっしゃるようにグリーン

ステップの残土跡地の平場というのが、三十数ヘクタールと広大な土地が３つの谷にで

きます。この土地については県有地ということでございますけれども、将来先々、出雲

市の大きな財産になるのではないかということで、利用検討について県のほうにも検討

してほしいということでお願いをしております。 
一方で、先ほど議長さんのほうからお話があったように、メガソーラーの候補地とし

て非常に適地ではないかということで、市内の企業の方がグループになって計画をして

いらっしゃるという話があります。企業団地といいますか、そういうものとしてどうか

ということになると、実は一つは大きな盛土をした土地であるということ。 大７０メ
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ートルぐらいの盛土がしてあるというふうに聞いておりますけれども、そういうような

状況で、あと水道とか、そういうインフラの整備がこれから必要だと。排水とかですね、

かなり高い所ですので、そういうようないろいろなプラスマイナスの面があると思いま

す。そういうような可能性をもちろん残しながら、当然これからの利用、一番いい利用

方法を検討していかなければいけないと思っております。 
 ここに造成地の企業誘致のところで記載をするかどうかということには、いろいろな

議論があろうかと思います。先ほど議長さんのほうからご意見をいただきましたので、

産業サイドのほうにもそういうご意見を伝えまして、内容のところで書き込めるかどう

かということについて、検討をさせていただきたいと思っております。 
 
 
○定住人口キープ１７万人プロジェクト 

 
倉塚香織委員 
 この素案を送っていただいてから、自分の所属する団体や周りの人にこれを見ていた

だいて、意見をいただいた中で一番多かったのは、バス交通についてもうちょっと具体

的な記述がほしいし、これからどうなるのかすごく不安に思っているという方が多かっ

たです。 
 

 伊藤総合政策部長 

 バス交通というのは、非常に各地域に出掛けますと、いろいろご意見をいただいてお

りまして、要望も強うございます。もちろんこれは、経費の問題もございますけれども、

昨年、公共交通システムといいますか、市内のバス交通のあり方については、基本的な

考え方を出しておりまして、それぞれ維持する路線、それから乗車率が非常に低い路線

がありますので、それをどうするかというようなことについてもある程度の方針を出し

たところでございます。基本は、各路線と関わっている地域と一緒に運行協議会を立ち

上げていただいて、そこでその路線の維持、存続といいますか、それらを検討していく

ということとしておりまして、各地域で既にそういうような運行協議会を立ち上げてい

ただいている段階でございます。 

 高齢化が進みますと、やはり運転免許を持っているけれども運転が今後厳しくなると

いうような中で、やはり公共交通を何とかしてほしいというようなお話もありますし、

各地域でバス路線はあるけれども、バス停まで５００メートル、１キロ、下手すると４

キロぐらい離れていて、あってもなかなか役に立たないというような話も聞いておりま

す。そういうところについては、今年いろいろな地域、具体的に申しあげますと、乙立

と古志ですけれども、試行的にデマンド型のバスを動かして、需要調査といいますか、

実態調査もしようと思っております。非常に大事な施策の一つであると。特に今、高齢

化が進み、合併をしてこれだけの広域の市域になったということからすれば、ネットワ

ークの交通網として非常に大事な施策であると思っておりますので、これについてはき

ちんと取り組んでいきたいと思っております。 
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○交流人口１，０００万人プロジェクト 

 
倉塚香織委員 
 交流人口ですけれども、結局、都市周辺の乙立とか、佐田とか、限界集落はああいう

ところが多いですか。遠い将来、なるかもしれないという状況があるようですけれども、

例えばちょっと周りのほうの人に、ああいうところに住んでもらうためにはどうしたら

いいかということを皆さんに聞いてみたんです。そうしたら、いろんな案が出まして、

今、子育てが大変なお母さん方がいらっしゃるので、例えば何歳かになったら、バスに

集めて市内からそういうところにいって、廃屋とかでお昼寝をさせて、お母さんをリフ

レッシュさせてあげるような、そういう事業とかをやってみたらどうかっていうような

意見もありましたし、そういう意見がすごく多かった。 
 あとは、遊び場。やっぱり自然に触れ合うことが少ないので、そういう自然体験をさ

せるような試みを佐田とか、乙立とかでどんどんやっていって、プレパークのような事

業を立ち上げていくというふうな案もいただいております。 
 市内に来て住んでいただく、住むように、もしかしたら人口は流れるかもしれないけ

れども、やっぱりそこのいろんな文化や伝統、神社、山、畑なんかを守っていくために

は、誰かがやっぱりいていただかなくてはいけないということで、それを前提にこうい

う計画をたてていくとよかったのかなというふうに思いました。 
 
成瀬公平委員 
 交流人口１，０００万人プロジェクトのところで、前の基本方策の産業観光都市の創

造、１７ページですけれど、そこを見ると観光客の受け入れのところで、ホテルの使用

促進についてだとか、滞在型の観光を推進するようなことが書いてあります。そういう

ことをこの交流人口１，０００万人プロジェクトの中に入れられると、基本方針と一致

していいですし、その前の雇用創出にもつながるので、観光をこの地域を盛り上げる一

つの材料として、ここでも意見が出ているので、そういう方策を入れるといいかもしれ

ないと思いました。 
 
高橋総合政策部次長 

 ありがとうございます。ご指摘のとおりだと思います。少し漏れていた部分だと思い

ますので、プロジェクトのほうにもつけ加えたいと思います。 

 
 
○住みやすさ№１プロジェクト 
 
倉塚香織委員 
 人材育成とかそういうところにもう少し具体的に何か施策がほしいかなと思います。

というのも、２、３日前ですけれども、引きこもりや不登校の子どもたちの居場所であ

るぷらりねっとの私はスタッフなんですが、そこに来所している利用者の人たちをどう

いうふうにサポートしていくかということで、市の担当課の健康増進課とか、思春期外
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来のお医者さんとか、子ども若者支援センターとか、教育委員会から出てきて、ケース

検討をやったんですけれども、やはりそこの一つの人だけをどうにかしてもどうにもな

らない。その親とか、家族だけをどうにかしてもどうにもならない。やっぱり地域ぐる

みでいろんな生き方があってもいいよ、ちょっと休んでもいいよ、学校はもうちょっと

居心地をよくするよっていうような、何かメッセージがこの中に入ってくると、もうち

ょっといいかなと思いました。 
 というのも、その時に教育委員会の不登校の担当の方がおっしゃっていたんですけれど

も、島根県は日本で１番に近いぐらい不登校の率も多く、県内の中でも出雲市が高いとい

うふうにおっしゃっていたので、それについては何か具体的なことが必要ではないかなと

思いました。 
 
高橋総合政策部次長 

 不登校に限らず、 近、非常に支援を必要とする子どもたちの数が増えているというこ

とを教育委員会のほうから知らされておりまして、今ご指摘をいただいた部分については、

やはり補強する必要があるかなと感じましたので、この後、また検討させていただきたい

と思います。 
 
 
 
○地域別のまちづくりについて 

 
 意見なし 
 

 
○会議全体について 
 

 伊藤総合政策部長 

 倉塚さんのほうからお話をいただいた安全安心のところで、まず一つに原子力のことが

あったと思っております。原発についていえば、基本的には国がきちんとしたこれからの

エネルギー政策なり、原子力政策を打ち出すということではなかろうかなと思っておりま

す。せんだって一定の方針が示されたということですが、今、ニュースを聞いております

と、まだまだ流動的ではないのかなというような受け止め方を私どもはしておりまして、

きちんとそういうものが示される中で市民をあげての合意形成というもの、そういうもの

が必要ではないかなと思っております。 
 それから、立地市並みの原子力安全協定をということで、ここについては引き続きそう

いう努力をしていくというような表現になっております。ご承知のように先立って中国電

力のほうから回答がある中で、現時点では回答できない、引き続き協議というような回答

でございました。実質的にはゼロ回答ではないかなと思っておりますが、これを電力会社

にばかり持っていくのかということがあろうかと思います。全国には立地市ではない 
３０キロ圏内の都市というのが数十団体あるわけでございますから、そういうふうなとこ
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ろ、同じような気持ちでいると思っておりますので、やはり国に対してきちんとそのこと

は、ものを申していく必要がこれからあるのではないかなという考えでおります。先立っ

ての回答はそういう状況でありましたけれども、この計画の中では引き続き立地市並みの

安全協定を求めていくという方針で臨みたいと思っております。 
 それと先ほど倉塚さんのほうから、１，０００万人の交流のことで限界集落の人の交流

というようなお話が少しあったかなと思っております。１，０００万人のところで特に意

識をしている人口交流というのは、市内外の交流人口を増やしていこうというような意図、

テーマとして、プロジェクトとして項目を挙げております。限界集落の問題についていえ

ば、その前段の人口キープ１７万人プロジェクトの中ではないかなと思っておりまして、

おっしゃるように市の中でもそういう中山間地の集落維持が困難な地域とそうじゃない

地域との人が交流することによって、定住が進むということはあろうかと思います。それ

を行政としてどういうような応援ができるかというのは、少し勉強してみないといけない

なと。それを即、中山間地、維持が困難な集落の定住につながるかどうかというようなこ

とがあるかどうかということは検討が必要ではないかなという感想を持っております。 
 
高橋総合政策部次長 

 それと有機農業のことをご指摘いただいていましたが、なかなかこの有機農法というの

は、大変厳しい決まりの中でやっていく部分もあれば、さまざまな段階を踏んでやってい

くということで、一律にこうだよということが難しい。また行政のほうで勝手に計画を立

てても、市民の皆さんの協力でやっていくものだと思いますので、そこらへんはもう少し

出雲市としての取り組みについて、十分研究が必要ではないかなと思ってお伺いいたしま

した。 
 
倉塚香織委員 
 県のこれとはリンクしていないということですか。有機農業の年間取り組み面積の平

成２３年が２７０ヘクタールで、２７年が３１０ヘクタールというふうに。これは県の

総合計画ですけれども。 
 
高橋総合政策部次長 

 ちょっと見ておりませんので、また勉強させてやってください。 
 
須田日出男委員 
 元へ戻ってもらって恐縮ですけれど、戦略プロジェクトで３２ページの一覧表なんで

すけれど、４つのプロジェクトがあげてあって、雇用創出２，０００人、定住人口キー

プ１７万人、交流人口１，０００万人と非常に数値目標がはっきりしていて分かりやす

くてプロジェクトらしいなという感じがするんですが、住みやすさＮｏ．１プロジェク

トじゃちょっと定性的なような感じがするんだけれど、聞こえはすごくよくて、私もい

いなとは思うんだけど、ちょっとこの３つと１つ。いずれ評価をすることになると思う

プロジェクトなので、どういうかたちで評価されようとしているのか、ちょっとお聞き

したいと。 
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高橋総合政策部次長 
 まさに私どもがプロジェクト名を考える際も苦労したところでありまして、上の３つ

については明らかに目標を掲げてということで、住みやすさＮｏ．１ってどこでＮｏ．

１なのかというような議論もいたしましたが、やはり戦略プロジェクトの一つの大きな

柱として住みやすいということは、重要なテーマであろうというふうに受け止めており

ます。何か指標が具体的にいいものがあれば、それを掲げたらとは思っています。 
 雇用創出２，０００人のプロジェクトの雇用創出も、いわゆる新規雇用なのか、正規

雇用なのか、いろんな議論がありました。すべての市内の新たな雇用が何人創出できた

のかというのは、ある面では数が数えられますし、ある面では数えにくい面もあります。

というのは、なくなっていく雇用もあるわけです。それといわゆる正規雇用に限るとか

いうようなことをおっしゃる意見もありますし、そうではなくてというようなご意見も

あります。出雲市としては、正規というか、新たに創出していく雇用を対象に掲げて検

証してはどうかということがございますし、１７万人のほうと、それから１，０００万

人のほうの２つについては、ある程度検証は可能な数字ではないかというふうに受け止

めております。特に 後の住みやすさだけで歯切れが悪いんですが、そのようにご理解

いただけたらと思います。 
  

伊藤総合政策部長 

 初に石川委員さんのほうからお話がありました、情報社会の進展のところでＳＮＳ

で Facebook というのもあるのでというようなお話がありましたけれども、今年になりま

してから、市の行政におきますソーシャルネットワークサービスのどういう利用法があ

るかという検討をしました。そういう中で Twitter、Facebook、それからブログ等、検討

いたしましたけれども、この１０月から実際に Twitter を使って情報発信を始めました。

それ以外のものについては、もちろん全国的には使っているところもありますけれども、

公式なものとして使うのには、少し躊躇したといいますか、なりすましの問題とか、さ

まざまな問題があるというようなこともあって、今のところは Twitter のみで情報発信

をしたところでございます。将来的には、そういう可能性はありますけれども、現実問

題として、今そういう状況にあるということでのご紹介をさせていただきます。 

 それから、次長のほうから先ほど須田委員さんの住みやすさ云々という話がありまし

たが、なかなかきちんとしたお答えは難しいですけれども、 終的には住んでいらっし

ゃる方が、１０年後、この出雲市に引き続き住んでいきたいという思いを持っていただ

くこと。住民満足度調査をしたわけでございますが、それぞれ８割程度はあったと思っ

ておりますが、それが少しでもあがるように努力をするということではないかと思って

おります。住みやすさというのは、いろんな指標が現にありまして、毎年、某雑誌が住

みよさランキングというものを発表いたしておりますけれども、これもこの物差しが本

当にいいのかどうなのか分かりませんし、やはり住んでいらっしゃる方の価値観がそれ

ぞれ違いますので、その評価も違うと思いますが、やはり１０年後なり、途中経過もあ

ろうかと思いますが、そういう住民の皆様の気持ちといいますか、それを調査するしか

ないのではないかなと思っているところでございます。 
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須田日出男委員 
 さっきの Twitter とかのあれなんですけれど、Facebook というのは、結局固有名詞で

すよね。だから、この Twitter とか、ＳＮＳというのは一般名詞というか、こういうと

ころに載せるのには、このほうが僕はいいんじゃないかなというふうに思ったものです

から。 
 
塩飽邦憲委員 
 住みやすさの今の議論なんですが、内向きに示すのか、外に向かって出雲はこんない

い町で、こういう戦略性を持っているよと。だから、ぜひここに来て住んでほしいし、

一緒に産業も興そうよという向きなのか。話を聞いていると割と内向きの話のように感

じるんです。そういう意味で私はコメントに東洋経済を引用させていただいたんですけ

れども、指標としてもそういう意味では客観性に耐えるような指標で、全国に打って出

るような指標を使っていただきたいなというのが１点です。 
 それから、申しあげませんでしたけれど、ＩＴ関係ですと松江のＲｕｂｙ等を力に入

れているのに比べると、この出雲は、ＩＴといってもデバイスの素材的なものと組み立

てぐらいしかないので、そういう面は弱いんですが、医療の今、総務省のＩＣＴ事業と

かでＭＹ病院カードみたいなかたちで、かなり医療面での利活用は全国に先んじてやっ

ているわけで。ただ、それが富士通さんとか大手で、出雲からの参加は医療機関ぐらい

しかないという弱さがあって、活用ができていないという側面があるわけです。 
 それから、そういう面では何を育てるのかという点が、もうちょっと絞り込まれない

と新産業といっても誘致企業も、私は産業医をしていますけれど、開発部門をほとんど

持っていないものですから、非常に基盤としては弱いところがありますので、農林水産

業の六次化でもなんでもいいんですけれど、ここの強みをやっぱり生かすような部分で

幾つか目玉をつくっていただけると力が入るかなと思って、感想程度ですが、よろしく

お願いいたします。 
 
高橋総合政策部次長 
 今、ご指摘があった東洋経済なんかの話も内部的にはしておりましたが、毎年見てお

りますと、評価のポイントが変わっているようです。それと経年的に上がったわ、下が

ったわというのが、公正になかなか評価できていないのかなというような評価もうちの

ほうでしておりましたので、あえてそのような話は、ご説明しなかったということでご

理解いただければと思います。 
 六次産業化とか、新産業は、やはり具体的な取り組みが求められているというふうに

思います。それぞれの分野でしっかりと目標を定めて取り組む必要があるというふうに

思います。ありがとうございます。 
 
今岡久美子委員 
 いろいろご意見を伺って、とても参考にしておりますけれども、これからのことなん

ですが、市民も共有しながらこの未来像づくりに加わることがとても大事だと思ってお

りますので、これからの展開をパブリックコメントとか、いろいろございましたけれど
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も期待をしております。 
 次に合併で拡大して、あらためて出雲らしさとは何かというふうなことをスケールメ

リットもありますし、地域資源もいろいろあるわけです。そういうふうな意味から４０

ページの地域別のまちづくり像というのは、こんなまちに住みたいとか、次代に残して

あげたいとか、そういうふうな視点では自分の住んでいる地域が出雲市全体のどんな役

割を担うのかというところで、それぞれ皆さん、関心のあるところでもありますし、合

併効果を実感するところでもあると思うんです。 
 ４６ページ、４７ページの地域別のまちづくり像は、イメージ的にはとても分かりや

すいと思っておりますし、基本理念の地域特性が光るまちづくりというふうなことがと

ても大事というふうな視点でも、一体感や総合力をあげるためには、やはり地域連携で。

例えば地域力増進ゾーンは、役所の人の理解も得ながら、地域がやっぱり連携しながら、

計画づくりにも実践活動にもしていったほうがいいのかなというふうなことを思ってお

ります。 
 そこで地域力というふうな言葉が、よく出てまいりますし、聞くこともあるんですけ

れども、この平面図を見ますと、大変ほかの言葉は、ああそうなのかと。観光とか、都

市拠点とか、非常に分かりやすいんですけれども、いったい水と緑を生かした地域力増

進ゾーンとか、地域力とはどういうふうな概念をもって推進するイメージなのか、少し

教えていただけたらなと思います。 
 私が思いますのは、少子高齢化が進んでいる地域。残念ながら若者が地元で就職する

ことがとても難しい地域。多少高齢化というふうなこともあったりしたり、地域が広い

ということもあってあきらめたり、それと外発的な、外から何とかしてくれというふう

な気持ちの強い地域が、この広い出雲市全体の半分以上を占める地域になっているのか

なというふうな感じもしております。人口は非常に少ないんですけれども、大事な出雲

市のまちづくりの地域でもありますので、ぜひこの地域力増進というふうなことが、端

的には分かるという方は、とても難しいと思いますけれども、自然とか、人とか、ある

いはインフラとか、金融とかいろいろ基礎的なものもあると思うんですけれども、内発

的に地域住民が主体的に独創的な特別なものがいろいろ地域シーンがあるわけですから、

それを生かした内発的ないろんな取り組みができるような、何かビジョンのようなもの

があると、とてもいいのかなというふうな感じがいたしました。 
 
伊藤総合政策部長 

 地域力という言葉は、いろいろなかたちで使われておりますが、今回、こういうかた

ちで言葉を使ったのは、やはりその地域での課題、防災ですとか、福祉ですとか、教育

ですとか、自治ですとか、そういういろんなさまざまな課題を抱えている地域。そうい

う課題を解決していく力、総合的な力といいますか、そういうようなものを高めていか

なければいけない。それは住民自治であったり、住民同士の連携であったりというよう

なことではないかなと思っておりますが、そういう意味で特に高齢化や人口減少が激し

い中山間地域、海岸部についていえば、そういう総合的な力を高めていくことが、まず

必要ではないかなという思いから、こういう言葉を使わせていただいたということでご

ざいますので、いろいろな定義が地域力というのはあると思いますけれども、今回はそ
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ういう意味で使わせていただいているということでございます。 
 
渡部美知子委員 
 先ほどのどなたかの意見と重なると思いますが、私も出雲の現状をきちんとここに述

べるということには賛成で、経済状態の厳しさを述べる一方で、プラス的な発信ができ

るものがあるといいなと思っていたところ、先ほどの週刊東洋経済の資料を見て、ちょ

っと気持ち的には明るく、うれしくなったんです。 
 ただ、事務局側の説明を聞くと、この資料の指標になっているその指標が、いま一つ

確定しない、揺らぐということで載せにくいということをおっしゃっていましたけれど

も、東洋経済に載っている高齢者の住みやすさ８位、出産、子育て１９位などというよ

うな数字は、もしもここに将来的にもっと確実な指標をもって載せられるようであった

ら、私は非常にプラスになるのではないかと思います。 
 特に出産、子育て１９位というこれは、意外と私たちが思っている以上に高い数字で

はないかという気がします。今、全国的に里帰り出産などが難しい時代になってきてい

る時に、この出雲市はそういうことを受け入れる体制が整っていますよとか、そういう

面で何か明るい指標みたいなものを４３ページの子育て支援のところ、高齢者の支援の

ところ、ひいては先ほどの３２ページの住みやすさＮｏ．１をうたっていくところに反

映できたらいいんじゃないかという気がします。 
 ２点目は表現のことなんですけれども、３８ページの縁結びプロジェクトの中の括弧

の中で、 後、婚活支援とあるんですけれども、この婚活というのは略語で、ちょっと

ちがうんじゃないかなと。３４ページには就業支援という言葉がありますが、就業支援

は違和感がないんですけれども、婚活支援といわれるとあれという気がするんですけれ

どいかがでしょうか。 
 
高橋総合政策部次長 
 先ほどの東洋経済の話も情報に触れるたびに、一喜一憂しておるわけです。その部分

だけではなくて、さまざまな分野でこの出雲市は、全国的にそれなりに評価をいただけ

る点をとっている分野があろうかと思います。そこらへんは、確かにご指摘のとおり、

明るい部分というか、他の地域に誇れる部分として自慢していきたいなと。それは先ほ

ど内向きのというご指摘をいただきましたけれども、そうではなくて外向きに出雲は子

育てが例えば非常にしやすい地域であるとか、それから医療の部分では非常に健康を守

るという意味で、十分な施設が整っているというふうに明らかにわれわれがひょっと考

えても気付くような良い点がたくさんございます。もちろん自然や歴史、文化、さまざ

まな分野で日本に誇れる魅力の一つではないかと思っております。 
 この基本構想の中でどういうふうにお示しするのがいいのかは、ちょっと分かりませ

んが、出雲ブランドということで「大好き☆出雲！」というようなメッセージを発しな

がら、出雲のブランド力を高めようという取り組みを一生懸命、今始めたところであり

ますので、そういう部分でしっかりとした情報発信に努めていけたらと思っております。 
 婚活支援は、確かにご指摘のとおり、ちょっとこなれていない言葉かもしれませんが、

何か分かりやすい言葉があれば、考えてみたいと思います。ありがとうございます。 
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石川昭弘委員 
 ちょっと細かな話で、交流人口のプロジェクトに含むかどうか分からないんですが、

出雲市出身で山代さんという建築家がいらっしゃいます。この間、おもてなし広場のワ

ーキングプロジェクトをやられた方で、私が Facebook をやっているので、この方が

Facebook をとおしていろんな方を募ってワーキングショップをして、おもてなし広場の

壁面をつくられた。今度、また木綿街道のほうで、造り酒屋さんでもワーキングショッ

プをされています。そういうふうな情報をどんどん市民の方に発信されれば、もっとい

ろんなことができるんではないかというふうに思いますし、またいろんな有名な建物が

市内にまだまだ残っています。これの有効活用をどこかの中に入れられたらと思います。 
 あと、全然関係ない話で、空き家対策ということで、これは不動産屋さんが本当のこ

とを言っておられるのかどうか分からないんですが、アパートの空き家が４割あるとい

うふうな話もされております。このへんも民間がやっているからそうなんでしょうけれ

ども、例えば官の方が、そのようなものを使って市営住宅的なものにするとか、そうい

うふうにされれば、もっといいことにできるのではないかなと思いました。 
 
高橋総合政策部次長 

 先ほどの Facebook のお話は、先ほど部長がご説明したようなところがございますが、

それぞれに市民の皆様方の情報発信も増えていったらなというふうに感じたところです。 

 それと空き家対策は、市営住宅も民間の住宅を借り上げて市営住宅に使うというよう

なことも実際はできるんですけれども、現実、今ある市営住宅自体も若干の空き家があ

るというところがございます。やはり建物の管理がありますので、今すぐそういうこと

ができるのかなというような感じを持ちましたけれども、必要があれば、その場所によ

ってはそういうことも検討できるのかなというふうに感じました。ありがとうございま

す。 
 
須田日出男委員 
 あまり唐突で恐縮なんですが、表紙の出雲未来図という國づくり計画で、表紙で絵が

あって、鉛筆があって、これは、これからこの計画をここに書き込んでいくんだと、つ

くり上げていくんだと。よく人に聞かれるものですから。１０年後にこれが完成する未

来図。ここからスタートするんだよという、私は適当なことを言っているんですけれど。

聞く人は、未来図っていうのは、中のものをこういうふうに見える化して、ちゃんとこ

んなかたちにするんだよという人もいるし。これだとどう見ても、たぶんこれから１０

年かけて、さっき私が言ったようなことなんだけど、そういうことでいいですかね。 
 
高橋総合政策部次長 
 表紙の絵なものですから、地域協議会のほうでもかなりご質問をいただきまして、う

ちの地域が入っていないんじゃないかとか、それからこの山の中にこんなに道路ができ

るのかとか、さまざまなご意見をいただきました。あくまでもまだ素案の段階で、仮の

絵ということで、気持ちとしては今後の出雲の未来図を描いていくんだということを表

現したかったわけですが、すでに描かれている絵にいろいろな思いが市民の皆さんは受
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け止められたということで、ちょっと反省しておりまして、ここの部分も 終的にはも

う少し分かりやすい書きかけの未来図ではどうかなというふうに事務局では話している

ところであります。 
 
須田日出男委員 
 高速道路がないと言った人もいたので。 

 
高橋総合政策部次長 
 そのようなご指摘もありますし、川がないとか、道路があるとか、いろいろご指摘を

いただきました。 
 
錦織文子委員 
 斐川に環境センターがあるわけですが、ああいうところの活用が挙がってないし、斐

川は環境を一番先にやった町だと思うので、そういうところを拠点とした活動を繰り広

げてほしいと思います。 
高橋総合政策部次長 
 担当の部署と十分協議してみたいと思います。ありがとうございます。 
 
長廻利行委員 
 ２０１５年の２１世紀出雲のブランドデザインの中の表紙の中に、神話の夢舞台出雲

とタイトルが載っているわけなんですけれども、先ほどのお話のように、一目瞭然でこ

の出雲というのをうたうためにも、私は、やはり継続性を持ってやるべきだと。その時

その時の一過性でしまうようなものでは、まちづくりの中では、私はいかがなものかと

思います。これは、やはり大事に、神話の夢舞台出雲というものが、一番キーポイント

だということをぜひとも入れてください。お願いします。 
 
高橋総合政策部次長 
 これは観光のほうのキャッチフレーズということで掲げておったと思います。載せる

ことはできるんじゃないかと思いますので、検討させてください。 
 
倉塚香織委員 
神話の夢舞台という言葉の意味というのは。 
 

長廻利行委員 
昔から踊っておられますと、神様が。 

 
勝部勝明委員 
 ３１ページのところなんですけれども、図面の中で赤っぽいところと、黄色のところ

がありますね。３１ページの図面の中で。黄色というのは、周辺市街地ということなん

ですけれども、その周辺市街地といっても、農業振興地域の中の農用地区域の中に入っ
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ていると思いますけれども。とかくなかなか農業振興地域除外、あるいは農地の転用に

は、大変厳しいものが、今いわれておりますけれども、この図面の中でこういうように

黄色で塗ってありますと、ここに住む皆さん方というのは、農用地区域、農振地域、農

業地区域だけれども、周辺市街地として転用がさせてもらえるかなという、大変期待を

持ってみられるのではないかと思います。それに比較して、元の出雲市のところでは大

変広い地域が取ってありまして、斐川地域のほうは帯のようになっておるわけなんで、

これは将来の農地の転用なんかをある程度拘束するものなのか、どんな感じで今後受け

取られるのか、そこらへんをちょっとしていただくとよろしいんですが。 
 
高橋総合政策部次長 

 確かにご指摘のとおりでございまして、明確に用途地域と示しているのは、このピン

ク色の地域であります。ご指摘のとおり、この黄色の部分は、本当は緑じゃないかとい

うお話だと思いますが、現実的には都市計画の所管のほうとも協議をしまして、そこの

用途地域の周辺部で、すでに点在するようなかたちで宅地化が進んでいる地域は、いっ

たいどこだろうかという部分を調整しました。その結果を表しているところでございま

す。 

 ご承知の方あるかと思いますが、斐川町のほうでは農用地区域の線引きと、用途地域

の線引きを非常に適切にというか、しっかりと区分をされてきた経過があろうかと思い

ます。それは、やはり農業に対して、しっかり取り組んでいくという旧斐川町の一つの

姿勢ではなかったかというふうに感じておりますし、出雲や平田が、しっかりしていな

かったのかということではないんですが、そこらへんの土地利用の進め方に若干の差異

があったのかなというふうに思っておりますので、必ずしも黄色の部分は、何かを表す

のではなくて、現状、市街地の周辺で宅地化が進んでいる地域であるというふうにご理

解いただけたらと思います。ありがとうございます。 

 
和田昭男委員 
 この出雲市の総合振興計画の素案が、今までこの審議会で３回、検討をなされました。

先般、各地域の地域評議会でも説明をされましたし、自治会連合会でも説明をいただき

ました。 
 それで、皆さん方から非常にいいご意見等をいただいて、それを取り入れられて素案

というものが出来あがっておりますので、素案というのは本当に素晴らしいものだなと

いうふうに私自身も感じております。 
 ただ、今後１０年間の出雲市の財政状況。それから、人口の推移、それから高齢化率

とか、若者がどのくらい定住するかというようなことが、今後大きな要因になるのでは

ないかなということで、私の意見とさせていただきます。 
 
 
江田小鷹会長 
 今日ご意見いただきましたけれど、ちょっと皆さんにご相談ですが、審議会は一応今

日で終わって次の答申ということで考えていましたけども、いま地域協議会の意見、今

18 



19 

日いただいたご意見ということで一回修正内容の確認するために、答申までにもう一度

この会を開いたらいかがかと思っておりますが、皆様方いかがでしょうか。 
 
 

異議なし 
 
 
高橋総合政策部次長 
 次回の第５回審議会は１０月３１日の２時からではどうかと考えていますがいかがで

しょうか。 
 現在行っているパブリックコメントや本日いただきましたご意見の中から修正を加え

られる部分について修正いたしまして、次回お示しできればと考えています。 
 

了解 


