
新たな出雲市総合振興計画（素案）へのご意見（地域説明会）

項目
項目
番号

意見内容

表紙 表紙 1
表紙の写真について、出雲未来図と描いてあるが、
中心だけで多伎地域が描かれていない。

1
合併前と合併してから今までの問題点等について
具体的な反省があると良い。

2
21世紀のグランドデザインの達成率についてどのよ
うに考えているのか。

3
21世紀のグランドデザインに対する満足度、達成率
はどのくらいあるのか。

4

合併後8年間の都市計画の達成率はどうか。地域
間格差が広がってきていると思う。地域別のまちづ
くり像（Ｐ４６）のピンクで着色したところはかなり力を
入れて発展している。海と緑を生かした、水と緑を
生かしたゾーンの部分は後退している（人口減少、
高齢化の進展、少子化など）。その中でその地域に
今後どのように力を入れていくのか。

1
基本理念に自立するまちづくりとあるが、税制と権
限委譲の問題がある。

2
基本理念にある自立するまちづくりはプロジェクトの
どの事業になるのか。

1
財政状況は厳しい。計画の財政的な裏づけを教え
てほしい。

2 「基本計画」、「実施計画」はいつ策定するのか。

3
全体としては基本構想、理念であるので良いと思っ
ているが、それを具現化するための市の今後の計
画はあるのか。

4
アクションプログラム（基本計画）は、別途作成され
るのか。財政的な裏づけもなければならないが、そ
れは年度ごとに考えるのか。

Ⅱ．出雲市をとりまく時代背景 意見なし

1
Ｐ10に「世界に誇る出雲ブランド」とあるが、これまで
使っていた「世界にはばたく出雲ブランド」はどこにあ
るか。「はばたく」が「誇る」になったのか。

2
Ｐ１０（２）に「大山隠岐国立公園の一角をなす」こと
を盛るべきでは。

1
高校生アンケートの内容、結果はどうなっているの
か。

2
市民満足度調査ニーズマップ内の項目毎の番号
は意味があるのか。必要があるのか。

3
市民満足度調査の結果が計画にどのように反映さ
れているのかを、詳しく載せて（説明して）ほしい。

Ⅴ．出雲市の主要な課題 意見なし

策定の趣旨

基本理念

構成

Ⅲ．出雲市の地域特性

Ⅳ．市民満足度調査結果

Ⅰ．総合振興計画について

資料７
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項目
項目
番号

意見内容

まちづくりの将来像 1
まちづくりの将来像で「縁結び」とあるので、行政とし
てもっと未婚の男女の縁結びを進めてほしい。

1

原発だけではなく地域住民が安心して生活できるよ
うにしていくべきである。原発については、再稼動、３
号機建設などあるが、市としても住民のことを考え
て国、県、中電に対応していただきたい。この１０年
計画と原発の２０３０年代という話もあるので、状況
を見ながら舵取りをしていただきたい。

2
山間地への道路整備がないのではないか。具体的
な道路、佐田へ行く道路など、重要な道路は、掲
載する必要がある。

3
Ｐ15の「原子力安全協定」については、最近いろい
ろ報道もされているが、このままの表現でいくのか。

1

産業・観光都市の創造について、合併した斐川地
域とは、農地を比較としても格差がある。農業公社
もあり規模も違う。斐川とそれ以外の地域につい
て、今後どのように土地の有効活用などを考えてい
るか。

2

６つの基本方策は、全て横並びではなく、産業・観
光をメインに特化すべきである。基本方策の全てを
実施するのは財政的に非常に厳しいと思う。観光
は、出雲大社というブランドがあり、観光の核となる。
次は産業である。所得が向上していくような施策を
実施してはじめて、市民であって良かったと感じるよ
うになる。

3
６つの基本方策に産業と観光が一緒になった経過
はあるのか。産業と観光は別に２つ柱を立ててもい
いのでは。

1
ごみの減量化（P19）の中に３Ｒ運動の文言を入れ
てほしい。

2
Ｐ１９の文末「研究の成果を時には県立古代出雲
歴史博物館を活用して情報発信し、」（情報発信の
舞台は広く大きいところを生かすべきでは。）

将来像実現への基本方策
　交流拠点都市の創造

1
Ｐ２１の３段落目　「出雲大社、及び日御碕神社周
辺については、」（日御碕の景観こそは、最大限ＰＲ
すべきでは。）

将来像実現への基本方策
　健康・福祉都市の創造

意見なし

将来像実現への基本方策
　人材育成都市の創造

意見なし

Ⅵ．出雲市の将来像

将来像実現への基本方策
　安全・安心都市の創造

将来像実現への基本方策
　産業・観光都市の創造

将来像実現への基本方策
　環境・文化都市の創造
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項目
項目
番号

意見内容

1

市はもっと情報公開すればよい。財政状況を市民
は知らない。今の公債費比率からどういう将来像が
描けるかということである。地方債の額などもはっき
りと示すべき。10年先は分からないのでまずは5
年。立派な計画をつくっても現実とのギャップがでて
くる。財政状況を市民に出して大変だと理解しても
らい共通認識を持ってはじめて意味がある計画とな
る。今のままでは実効性がない。

2
行財政改革として人員削減は必要ではあるが、人
がいないのも問題である。

3

「行財政改革の推進（P27）」は、斐川町との合併に
よって財政状況が悪くなったようでイメージがよくな
い。斐川町もいろいろ努力してきた。どのように修正
するのか。

4

「行財政改革の推進（P27）」は斐川町との合併に
よって悪くなったように読める。そうであれば「出雲
市」と「斐川町」それぞれ個別に具体的な数値で示
してほしい。

5
６つの基本方策と行財政改革は別立てで考えてい
るのか。

1
目標人口について　我が集落では、２１戸　平均８０
歳を越えている。後継ぎはいるが、仕事がないため
出ていくような現状である。

2
目標人口について、書くことは簡単であるが、17万
人台維持は現実的には難しいと思う。どのような発
想で17万人台を達成するのか。

3
人口減少は避けれらないので、思い切って歯止め
をかけつつ、減ることを前提に計画をつくったら如何
か。そのような計画でないと信憑性がない。

4

人口減少することは特に周辺は目に見えている。現
在、北浜地区では集落の問題点等をまとめている
が、ある集落では１０年後は、４５戸あったものが５
戸位になると予測している。海に生活を求める状況
がなくなっており、都市に出て行く。都市部では増え
るところもあり、トータルとして17万人確保できるかも
しれないが、周辺では、先述の状況であり、市全体
としては乖離があると思っている。

1
平田の東部拠点ゾーンについて、どのような形で進
めていくのか。

2

基本理念では地域の特性が光るまちづくりとなって
いるが、多伎の地域特性が光っていない。多伎は
「西部の健康交流拠点」でもあり、考慮いただきた
い。

3
本市の南北の地域は手つかずである。このような図
面を示されると、南部に住んでいる若い人は元気が
出ない。

4

土地利用の山間緑地の中で、温泉などの資源を生
かした保養空間の活用を図るとしている。例えば老
人ホームや住宅地、病院など大きいものを環境が
よい所へ持ってくるというのもよいのではないか。期
待したい。

行政改革の推進

平成３３年の目標〈人口・交流人
口〉

土地利用計画の基本指針

Ⅵ．出雲市の将来像
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項目
項目
番号

意見内容

1

漁業者の後継者対策については以前から言われて
いるが、何もしてきていない。計画の表現も曖昧で
ある。後継者対策を講じる必要がある。自分たちも
頑張るので協力をお願いする。

2
福祉・介護分野は、若者の就職ニーズがない。そ
れ以外の就職について、ニーズを掴んでやってもら
う必要がある。

3
農業について、インパクトが弱く、書き足りない。表現
を工夫してほしい。

4
雇用創出について、職場体験を含めて介護や看護
分野への就職に支援をお願いしたい。

1

若い人が結婚しない、子どもが育てられない、これ
を何とかしなければならない。介護保険の世話に
なっている人が増えており、財政を圧迫している。少
子高齢化対策、具体的な施策を市民をあげて実施
していかなければ、計画の実現が難しくなる。

2

定住維持は、住んで暮らしていけるのが前提。農業
では生活できないので、会社に勤めて家を建てて出
てしまう。極端なことを言えば、リフォーム助成では
なく、家を建てて住ませてあげるような定住施策が
あってもよい。

3
行政は人事異動があり人がすぐ代わる。住民がす
べきことは自分達で行う必要があり、新たな地域組
織をつくり、どこに主体性を置くかが大切である。

4

活力あるまちづくりのためには人口対策である。10
年後に本当に17万人がキープできるのか。高学歴
の者は市外へ流出していく。17万人を維持しようと
思えば、若者が定住できるまちづくりを進めてほし
い。

1
交流人口について、多伎地域を通過するのは150
万人いる。多伎地域を明確に西の拠点として位置
づけてほしい。

2

Ｐ４０　に以下の事柄を盛るよう提案します。
①出雲を歌舞伎の始祖「出雲阿国」生誕の地とし
て伝承していく。
②阿国塔のある奉納山に立てば、眼下に国譲りの
舞台、遠くに国引き神話を彷彿させる眺めを望むこ
とができる。
③歴博の活用（施設は県立ではあるが）
　・学会の誘致を働きかけること。（効果）研究者が
集えば、交流人口を増やせる。書き物を通して「出
雲」を語れば、学生を初め来訪者が生まれる。

1

また、団塊の世代の人の知恵や力を生かしてほし
い。プロジェクト名も住みやすさ№１プロジェクトを団
塊の世代№１プロジェクトとするなど、団塊の世代を
地域のボランティアとして活用してほしい。

2

実際には地域の経営者は萎縮している。一番の原
因は人材が少ないことによる。計画と実態との差が
ありすぎると思う。財政的な支援ではなく、人材育成
をしてほしい。人口減少はこれからも続き、市外に
出ていくのを止めるのは難しい。レベルの高い人づく
りが必要である。

戦略プロジェクト

雇用創出２，０００人プロジェクト

定住人口キープ１７万人プロジェ
クト

交流人口１，０００万人プロジェクト

住みやすさ№１プロジェクト
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項目
項目
番号

意見内容

1
斐川地域は「公民館」になっているが、「コミュニティ
センター」に変更するのか。

2

基本理念として地域の特性が光るまちづくりとなって
いるが、多伎地域の地域特性が光っていない。多
伎は、西部の健康交流拠点であり考慮してほしい。
多伎は、海と緑を生かした地域力増進ゾーンでは
区域が広すぎる。多伎は多くの人が集まって交流し
ている。大社は文化、歴史的な交流で大切である
が、多伎も健康を中心とした交流や多伎櫻井家と
いう文化的なものもある。それらを勘案し健康、歴
史的な西部の拠点として位置づけてもらえれば、多
伎地域の方々も地域特性が光るとして納得すると
思う。

3
海と緑を生かした地域力増進ゾーンは、多伎、湖
陵、佐田地域と広い。例えば大社の観光交流ゾー
ンを多伎地域まで広げてほしい。

4

多伎地域は西の玄関口と合併時から言ってきた
が、この計画ではそうなっておらず残念である。西部
健康交流ゾーンや、海を生かしたまちづくりというよ
うなことを盛り込んでほしい。

5
中央が中心である。しかし現実は、各地域をサテラ
イトにして、周辺も生きがいにつながるような仕組み
ができないか。

6
遥堪がゾーンから漏れているが、どのようなまちづく
りをされるのか。

7

佐田は、現在水戻せ運動をやっている。これが実
現しなければ20年間神戸川は水が戻らず、そんな
中でどうやって水を生かすのか。このようなことは考
えていないのではないかと思う。

8

合併前は佐田町において夢のある計画があった。
現在、過疎が進む一方であり、佐田地域の方向付
けをしっかりしてほしい。特に医療拠点の整備を行っ
てほしい。

9 ゾーニングはこれから味付けをしていくのか。

1

「支援をします。取り組みます。図ります。進めま
す。検討します。」等あるが、これから具体的なこと
を市民に示せるかが問題である。その際、行政だけ
ではなく、関係諸団体としっかりと話し合い、方向付
けをして、それをしっかり市民に発信するという進め
方をすればまちづくり構想の成功につながると思う。

2
計画はいいが、誰がするのかを明確にしてほしい。
基本計画に盛り込めないものか。

3

地方交付税が減少し、財政難の状況で、過疎債も
いつまで続くのかわからない。田舎が切り捨てられる
可能性もある。今やらなければならないこともある。
事業をピックアップして進めてほしい。

地域別のまちづくり像 地域別のまちづくり像

その他 今後の進め方
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項目
項目
番号

意見内容

1
多伎地域のまちづくり計画の内容を計画に盛り込ん
でほしい。

2
斐川地域のまちづくり計画との整合性はどうなって
いるか。

3 斐川地域のまちづくり計画は反映されているのか。

1
審議会委員の構成はどうなっているのか。（人数、
斐川地域の委員数など）

2
３０人の審議会委員は、色々な分野の専門的な立
場の人が参画しているか。

1

精神的なものが強調されている。それを具現化す
るためには、事業化されて議会が予算を通してはじ
めて実現できる。計画の全てができればよいまちが
できると思うが、行財政改革のことも謳ってあり、全
ての施策ではなく特化すべきである。

2

審議会の中で地域特性が光るまちづくりとして、新
出雲市の地域特性や地域バランスの審議がされた
のか。合併してから中心部を中心にした施策が目に
つく。周辺部、他の地域については施策のバランス
が悪く、合併してあまり良くなってないとの意見が多
い。十分に地域の声を聴き、地域バランスを考えな
がらつくってほしい。

3

市民がこれからの出雲市をどのように発展するよう
考えているのか。少し我慢して借金体質を改善する
のか、どんどんやっていくのか。今がよければではな
く、孫の世代まで考えることが必要であり、それには
リーダー的存在の市役所、議員の舵取りが大事で
ある。例えば小中学校の再編にしてもやるべきとこ
ろはやらなければ、これから先に汚点を残すと思う。
リーダーシップを発揮していただきたい。

4

計画は行政だけでできるものではなく、市民がやる
気になり協力してもらってはじめて花が開くものであ
る。もう少し夢が描ける、メリハリのある計画にしてほ
しい。

5

市の底力というのは、個人個人ではなく、地域として
のまとまりである。高齢化社会の中で市を支えるた
め、自治会の加入促進や普段の活動を通して力を
出せるような地域づくりについて、計画の具体化に
取り組んでほしい。

6

自治会加入については、見直しをする必要があり、
早急にその取り組みをお願いしたい。地域のよりどこ
ろとしてのコミュニティセンターは重要な役割を果た
している。今回の計画の中でもコミュニティ活動につ
いて議論されていると思うが、計画よりも実際はどう
かというのが問題である。少子化、高齢化という今
日的な課題の中で10年間の長期計画は難しいか
もしれないが対策をお願いする。

7

出雲市の発展の中で特に地域の人と人のつながり
が大事だが、自治協会未加入世帯が増えてきてい
る。これでは、まちづくりといっても進みにくい。孤立、
孤独の問題もあり、人と人との関わりが薄まってお
り、これをどのようにするかが問題である。

その他

地域まちづくり計画

審議会

全体
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項目
項目
番号

意見内容

8

予算がないなどの理由で事業が縮小されていく中
で、10年間の計画で自主的にやる気がある人に夢
を持ってもらう、一生懸命にやっている人の意欲に
繋がることが大事であり、もっとその部分が見えてほ
しい。

9

中心商店街は大変な状況である。大型ショッピング
センターもどんどんできるが、出雲市においては、自
主的に国の制度とは別に17万人に応じた店舗にな
るような仕組みに出来ないか。実際、イズミができて
仕事を止めた人がたくさんいる。その上でイオンの
増床計画、成り立つのか。17万人が暮らしやすいシ
ステムをつくっていかないと、未来でなく危機が来て
いるのではないか。そういう意味でも未来に夢が描
けるものが出来ないかと思う。

10

前から言われているが、企画と財政はマッチしない
ものである。市の財政について厳しいという人もいる
が、何とかなる（お金はある）という人もいる。それを
はっきりと図表等を用いて示すべきである。もうお金
がないということならば、辛抱し、市民で地域特性と
資源を生かして細々とやっていくというこの計画で仕
方がないが、お金はあるけどそれを上手に使ってな
いということならば、不満がある。やり方によっては、
お金がつくれると思う。それを真剣に考えて、全市で
使っていきたいという思いがある。

11

お金がなくてもできることを考えれば良い。市民が主
役のまちづくり、お金がないならないで、自分たちで
考えて自分たちのまちを住みやすいまちにしようとい
う部分があってもいいのではないか。

12

この計画は素晴らしいと思う。一番大切なのは、市
民と一緒に実行できるかであり、地域に出かけていく
ことが大切である。行政と地域のつながりも肝心なと
ころでかみ合っていないと感じる。計画に書いてある
強化や支援がどうしたらできるかを、市民との間の
ネットワークづくりをもっと密にすることで、一緒に考
えることができる。思いを顔を見て伝えることが大事
であり、その積み重ねが実現に向かうことになる。計
画はこれで良く、これ以上文言が立派になっても、
実現できなければ意味がない。

13

この計画では、市民生活はどうなるかという人間の
部分が見えてこない。今の生活水準よりも高くする
ための計画か、現状を維持するための計画か、い
わゆる市民生活がどのように変わるのか、どの程度
をめざす計画かという部分があってもいいのではな
いか。

14

人口減少が加速している。実施段階では、肉付け
があると思われるが、高齢化が進み、国土保全、水
源涵養など人が手を加えなければ維持ができない
状況。人口減少に歯止めをかける策がなく難しい問
題となっている。

15
計画では、治水治山と記載されているが、治山治
水と使うほうが正しいのではないか。

16 佐田地域がどのようになるのかイメージがし難い。

17
この１０年で出雲市は大きな政府を目指すのか、そ
れとも小さな政府を目指すのか。

その他 全体
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項目
項目
番号

意見内容

18

出雲市にはもともと「グランドデザイン」があり、その
後に合併協議の中で「新市基本計画」が策定さ
れ、これをベースとして今回の「新たな出雲の國づく
り計画」があるという認識でよいか。よって計画の中
身はほとんど決まっているものと承知している。

19

パブリックコメントについて、素案の冊子は公民館に
置いて市民に広く周知するということであるが、膨大
な内容で市民にはなかなか理解できにくい。ダイ
ジェストにするなどわかりやすくして、市民に周知す
べき考えはないか。

20

多くの項目で、「します」調の文末になっています
が、たとえ少数であっても、予算オ裏付けを伴った
具体案が用意されているだろうかとの率直な疑問を
いだいた。

21

全体的な印象として、勧告地としての「日御碕」が
取り上げられていないことが気がかりです。全国有
数の景観に加えて、国の重要文化財「日御碕神
社」があります。検討していただきたい。

その他 全体
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