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第４回 出雲市総合計画審議会 会議録 

１. 開催日時  

令和 4年 5月 27日(金)  14時 00分から 15時 00分 

２. 開催場所 出雲市役所 6 階 全員協議会室 

３. 会議の出席者 

委員（14 名） 

三吉 庸善会長、吉田 美智子副会長 

青山 博之委員、伊藤 繁満委員、岡 彩子委員、落合 のり子委員、河上 史子委員、齋藤 茂子委員、

高砂 明弘委員、萬代 輝正委員、堀江 泰誠委員、森山 恵介委員、山根 善治委員、山本 富子委員 

※欠席者 8 名（安喰 愛委員、金築 千晴委員、北村 功委員、塩飽 邦憲委員、田邊 達也委員、   

福島 沙織委員、松林 亜希子委員、水師 幸夫委員） 

出雲市 

伊藤副市長 

藤原総合政策部長、内藤総合政策部次長、杉原政策企画課課長補佐、山内政策企画課係長、 

松浦政策企画課係長、濱村政策企画課主任、若手職員ワーキンググループ（石田消防士長、 

加藤副主任、大野主事、和田主事） 

総合計画策定支援 委託事業者 

（株）バイタルリード 代表取締役 森山、岩崎次長、森山主任 

 

４. 次第 

１ 副市長あいさつ 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

 

 

 

（1） 次期出雲市総合振興計画の素案について                …資料 1  

① 公聴会（4/28 開催分まで）での意見の反映 

公聴会意見等一覧表 

② エリア別将来像 

 

…資料 2  

…資料 3 

４ 報告  

（1） 私の感じる「#出雲力」フォトコンテストについて 

  募集期間 令和 4 年 3 月 25 日～5 月 10 日 
 

…資料 4 

（2） 「出雲力」ロゴマークの公募について  

５ その他  

（1） 今後の策定スケジュール 

  パブリックコメント 6 月上旬～7 月上旬 
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５. 会議経過 

開会 

事務局（内藤政策企画課長） 

ただいまから、第４回出雲市総合振興計画審議会を開催いたします。この４月から人事異動により、前

任の安食に代わり総合政策部次長を兼ねまして、政策企画課長を拝命いたしました内藤雅超でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。議事に入るまでの間、進行をさせていただきます。 

それでは初めに伊藤副市長がごあいさつ申しあげます。 

 

１ 副市長あいさつ 

伊藤副市長 

皆さんこんにちは。副市長の伊藤でございます。第４回の出雲市総合計画審議会、ご案内申しあげまし

たところ、委員の皆様方には大変お忙しい中こうしてお出かけいただきましてありがとうございます。まず

もって御礼申しあげます。 

こういう会で冒頭お話をさせていただくと、いつもコロナの感染状況の話をさせていただくようになり、３

年が経とうとしています。そんなコロナ渦中での大型連休も終わり、大社周辺では４０万人の方にご来訪い

ただき、コロナ前の９割ぐらいまで戻ってきました。 

出雲空港の搭乗者も８割程度まで戻ってきたという状況で、皆さんご承知の通り少しずつ、いろいろな

場面で緩和の方向になりつつあります。ただ市内の感染者数の数字だけ見ると、なかなか減らないと実感

しています。そういった中で私どもとしてはしっかり感染対策、ワクチン等の接種も含め、もう一方で地域経

済や社会経済活動をまわしていくことにも心を配りながら、市政を前に進めていきたいというふうに思って

今、様々な取組をしているところでございます。 

そういった中で、今後８年間の大きな総合計画という、市政の中で要となる計画のご審議を皆様方にい

ただいているということでございます。２月に第３回の審議会を開催し、議会の各常任委員会の皆様と意見

交換をさせていただきました。さらには、市内１４ヶ所に市長がすべて出かけ、公聴会を開催させていただき

ました。こういった計画策定の中でこれだけの数の公聴会を実施するのは、私の知る限りでは、合併の時に

各地区を説明して歩いていた時以来かなという感想も持っておりますが、大事な計画でありますので丁寧

に、市民の皆様や各層の方のご理解を得ながら良いものを作りたいという思いで市長もおります。 

この間の状況についてご意見等々説明申しあげ、また新たな資料として、各地区のエリア別将来像の素

案を作成しましたので、皆様方の忌憚のないご意見を頂戴したいと思っております。 

この会も第４回ということで、９月議会には成案を提案したいと思っております。現状８合目ぐらいまでき

たところですので、皆様方から引き続きご意見等々いただきながら、最終仕上げに向けて進めて参りたい

なと思っているところでございます。 

もとより、パブリックコメント等も予定をしておりますが、積極的なご審議賜りますよう冒頭お願い申しあ

げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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２ 会長あいさつ   

事務局（内藤政策企画課長） 

続いて三吉会長からごあいさつをいただきます。 

 

三吉 庸善会長 

審議会委員の皆様方には、いつも大変お忙しい中ご参加いただきまして大変ありがとうございます。 

この審議会がスタートしたのが、昨年の１０月でございます。先ほど副市長がお話されましたように、コロ

ナの感染拡大については一向に変わらず、収まっておりません。ただ、昨年１０月と現在では世界情勢が全

く異なり、今まで起こりえなかったことが今、目の前で起こりながら、いろんなバランスが崩れたり流れが変

わってきたりと、非常に変化の時だというふうに自覚をいたしております。 

そうした変化の時に、本当にすばらしいメンバーの皆様方にお集まりいただきまして、出雲の未来を語る

この場があることは非常に意味あることだというふうに思っております。また何よりも、平和あっての暮らしで

あり、仕事であり、また未来であるということを深く感じる昨今でございます。 

このメンバーで集まったことに感謝をしながら、また、審議会の結びに委員の皆様全員の総意でもって

「平和を願う」という一文を入れていただければいいのかなと思っております。 

この審議会も本日とパブリックコメントを挟んで、もう１回を残すのみとなっております。思いつかれたらす

ぐに事務局の方にご要請をいただきまして、より実りある答申ができるよう、どうかよろしくお願いをいたし

ます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

委員紹介 

事務局（内藤政策企画課長） 

ここで新委員の紹介をいたします。名簿の３番目、伊藤繁満様でございます。出雲市議会において前任

の板垣成二様から、副議長の交代がありましたので、ご紹介をいたします。伊藤様、どうぞよろしくお願いを

いたします。 

 

伊藤繁満委員 

伊藤繁満でございます。先日５月９日から、交代いたしましたところでございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  

  会議成立報告及び資料確認 

事務局（内藤政策企画課長） 

本日の審議会の出席者は１４人でございます。委員の過半数の出席をいただいておりますので、出雲市

総合計画審議会条例第５条第２項の規定により、本日の審議会は成立していることをご報告申しあげま

す。 

続いて本日の資料の確認をさせていただきます。お配りしておりますのは、本日の審議会の次第、委員

の名簿、それから資料１から４までナンバリングがしてございます。計画書素案から２、３、４と右上の方に資

料番号が振ってありますのでご確認をお願いいたします。併せてもろもろ報告の資料もお付けしております

が、後程説明をさせていただきます。 
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それでは、ここからの進行は三吉会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

３．議事 

（１）次期出雲市総合振興計画の素案について 資料１,２,３から説明  

三吉 庸善会長 

それでは、議案の審議に入らせていただきます。どうかよろしくお願い申しあげます。 

議事の１番目、議題（１）次期出雲市総合振興計画の素案について、公聴会での意見の反映及びエリ

ア別将来像について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

事務局（杉原政策企画課課長補佐） 

次期出雲市総合振興計画の素案について、資料１から資料３までを説明 

①公聴会（4/28開催分まで） での意見の反映 

②エリア別将来像  

 

三吉 庸善会長 

ありがとうございました。それでは、ただいまご説明をいただきました内容につきまして、ご質問ご意見ご

ざいましたら遠慮なくお聞かせをいただきたいと思います。 

 

伊藤 繁満委員 

エリア別将来像の３頁目の水産資源についてですが、この水産資源というのは内水面のことでしょうか、

それとも外海のことでしょうか。このエリアについては、やはり中海・宍道湖・大山圏域といったものがエリア

の中にはないと、これからのこの地域の活性化はやっていけないと思います。それと緑の線について、宍道

湖の中、斐川も平田もですが、行政区域界がまだ外へ出ています。こちらももう少し東の方へ移してはいか

がでしょうか。中海・宍道湖圏域は、全体的にもう少しエリア別将来像の中にきちんと位置付けをされた方

がいいのではないかなというふうに私は思います。 

 

三吉 庸善会長 

ありがとうございました。何かコメントございますか。 

 

事務局（杉原政策企画課課長補佐） 

ありがとうございました。先ほどの３頁目の環境配慮型産業クリエイトエリアの水産資源は、外海も内水

面も含んだものとしております。それから中海・宍道湖・大山圏域の件につきましては、こちら基本構想の中

の３８頁１１番の【あのまちこのまち出雲を結ぶ】ということで、広域連携でスケールメリットを最大限に発揮

ということでこの基本構想に記載しております。このエリア別について、これを落とし込むというところは検

討させていただきたいと思います。行政区域界については、もう一度確認して修正させていただきたいと思

います。ありがとうございました。 
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伊藤 繁満委員 

各自治協会から（自分も）問い合わせがあり、どういったものを挙げたら良いかという声もあり、議論が

まだ消化不良になっているようです。丁寧に時間をかけてインターバルを取って進めていくべきかと思いま

す。お願いします。 

 

事務局（藤原総合政策部長） 

確かに書き方や中身については各地区でまちまちというところがあるようです。他の地区の内容もご覧

いただきながら修正や書き加えていただこうと思いますので、一旦各地区にお返ししようと思っております。

その上で、また修正を加えていただいたものをお出しいただくということにしたいと思っております。ありがと

うございました。 

 

三吉 庸善会長 

ありがとうございました。その他、何でも結構でございます。 

 

落合 のり子委員 

資料１の２７頁、十六島海苔を追加して欲しいということで、よかったなと感じた反面、こういった固有名

詞のときに「出雲」を知っている方は認識しやすいですが、ルビがないと正しく読めないこともあると思いま

す。この資料１についてはほとんどルビが使われておりませんが、何かルールを考えていらっしゃるのでしょ

うか。やはり出雲以外の方やお子様など様々な方に見られると思ったときに、ルビがあった方が全体的に

読み間違いをなくした方が良いのではないかと感じました。 

それから、資料３の３頁について、ピンクで囲われている大社、日御碕エリアについて先ほど詳しく説明を

していただいた際、「市内全域で魅力あるコンテンツにつなげる」というふうにありますが、そこからどうつ

なぐとなるのかの意図がうまく汲み取れませんでした。交通機関というのもここから直接的につながってい

ないのではと思うと、これを見た時にピンクの矢印が広がっているというのがとても強調されているので、そ

の意図が何かというところを、趣旨がはっきりとわかるように明確にご説明いただけたらさらに分かり易くな

るのではと感じました。以上でございます。 

 

事務局（杉原政策企画課課長補佐） 

ルビにつきましてはおっしゃる通りでございます。今は全くついてない状態ですので確認をさせていただ

いてルビを振りたいと思っております。 

それからエリア別将来像の滞在型観光エリアのところでございますが、おっしゃるようにもう少し分かり

易いように工夫をして検討をさせていただければと思います。ありがとうございます。 

 

三吉 庸善会長 

どうもありがとうございました。その他ございませんでしょうか。 
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齋藤 茂子委員 

資料１の１４頁の【安全安心なまちづくり】という課題について、「大規模災害や感染症等に対応する防

災減災対策、地域防災力の強化」とありますが、感染症というのはどちらかというと健康危機管理になる

かと思います。災害も感染症も、防災減災対策よりは危機管理かなというふうに思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

事務局（杉原政策企画課課長補佐） 

ありがとうございます。確かに危機管理体制だと思われます。３２頁のところにも、「危機管理体制を拡充

します」というふうに表現しておりますので、そこのところは矛盾がないように整理して書き込みをさせてい

ただければと思います。検討させていただきます。ありがとうございます。 

 

三吉 庸善会長 

ありがとうございました。その他ございますか。吉田副会長お願いします。 

 

吉田 美智子副会長 

同じく１４頁のところで、人口減少少子化対策、少子高齢化対策の中に「多文化共生の取組」というの

が入っていますが、人口減少や少子高齢化対策ということでの多文化共生ではないような気がいたしまし

て、どちらかといえば「すべての人が暮らしやすいまちづくり」の中ではないかなというふうに感じたところ

です。以上です。 

 

三吉 庸善会長 

ありがとうございました。 

 

事務局（杉原政策企画課課長補佐） 

ありがとうございます。おっしゃる通りだと思いますので、その辺も含めて検討させていただければと思い

ます。ありがとうございました。 

 

三吉 庸善会長 

その他ございますか。 

 

森山 恵介委員 

２１頁のイラストについてですが、これは全体的にはまだイメージということで承知しました。その他のとこ

ろも、イラストに統一感がなかったので同じような形で統一感があれば見やすいなと思ったところでした。そ

こだけ確認でした。 

 

三吉 庸善会長 

どうもありがとうございました。その他、よろしいでしょうか。 
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それでは、公聴会での意見の反映及びエリア別将来像については、概ねの方針として、本日ご説明いた

だいた内容でよろしいでしょうか。ご承認いただきます方の挙手をお願いいたします。 

 

＜承認＞  

 

三吉 庸善会長 

ありがとうございました。ご承認をいただいたということで、処理させていただきたいと思います。 

その他今までのところで、またその他のことに関するご発言がございましたら何でも結構ですのでいた

だきたいと思います。 

 

＜質問等なし＞  

４．報告 

（１）私の感じる#出雲力フォトコンテストについて 資料４から説明 

 

三吉 庸善会長 

それでは、報告の１番目【私の感じる#出雲力フォトコンテスト】について、事務局からご説明をお願いい

たします。 

 

事務局（松浦政策企画課係長） 

報告（１） 私の感じる「#出雲力」フォトコンテストについて、資料４で報告と委員への審査のお願い 

 

三吉 庸善会長 

ただいまご説明いただきましたフォトコンテストにつきまして、ご質問ご意見ございましたらお聞かせいた

だきたいと思います。 

＜質問等なし＞  

 

（２）出雲力ロゴマーク（文字デザイン）の公募について 

 

三吉 庸善会長 

それでは続きまして、報告（２）出雲力ロゴマーク（文字デザイン）の公募について、事務局からご説明お

願いします。 

 

事務局（杉原政策企画課課長補佐） 

  報告（２）「出雲力」ロゴマークの公募について説明（資料なし）  
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資料はございませんが、議題（３）出雲力ロゴマーク（文字デザイン）の公募についてご説明をさせてい

ただきます。将来像にもありますこの出雲力という言葉を、先ほどのフォトコンテストと同様により多くの方に

知っていただいて、出雲の持つ魅力や価値などを再発見し、出雲の持つ力を再認識していただくことを目

的にしまして、同様に出雲力文字デザインを公募する予定としております。そしてこのロゴマーク(文字デザ

イン)を総合振興計画への掲載や、今後市の情報発信やグッズなどに活用したいと考えております。詳細

につきましては６月２日に市長の定例記者会見で発表する予定ですが、フォトコンテストと同様に、審議会

の委員の皆様にも審査をお願いしたいと考えております。７月頃を予定しておりますが、詳細につきまして

は後日お知らせをさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

三吉 庸善会長 

ありがとうございました。この件につきまして、ご不明な点がございましたらお尋ねをいただければと思い

ます。 

 

＜質問等なし＞  

 

５ その他 

 

三吉 庸善会長 

それでは続きまして、その他スケジュールについて、事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局（杉原政策企画課課長補佐） 

次第５その他 今後の策定スケジュールについて、お話しさせていただきます。本日の審議会でいただい

たご意見と、５月の公聴会でのご意見を踏まえまして、６月上旬から約１ヶ月間パブリックコメントを行う予

定としております。次回第５回目の審議会におきまして、このパブリックコメント等での意見を素案に反映

し、ご審議をお願いしたいと思っております。次回が最後の審議会となっておりまして、日程は次第に書いて

おります通り７月２９日金曜日の１４時から開催いたします。その後８月上旬に市長へ答申する予定としてお

ります。引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。以上でスケジュールの説明を終わらせていただきま

す。 

 

三吉 庸善会長 

ありがとうございました。全体を通して、また今までの経過の中でのご意見、ご質問ございましたらお聞

かせをいただきたいと思います。 

＜質問等なし＞  
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三吉 庸善会長 

それではご説明がありましたように、今後パブリックコメントを経て、次回が最後の審議会ということで、

大詰めの段階に入って参ります。引き続き、委員の皆様方のご協力をよろしくお願い申しあげまして、第４

回の審議会を終了させていただきます。本日はありがとうございました。事務局にお返しします。 

 

事務局（内藤政策企画課長） 

会長、そして委員の皆様、ありがとうございました。今回この計画素案、ご承認をいただいたところでは 

ございますが、またお帰り後にお目通しいただき、何かお気づきの点等がございましたらメールなどどのよ

うな形でも構いませんので、事務局の方へお申しつけていただければと思います。なお、スケジュールの都

合上、６月１５日までにご意見等いただければと存じます。 

次回第５回目が最後の審議会となります。次第にも記載がございますが、７月２９日金曜日の午後を予

定しております。お忙しいことと存じますが、ご予定のほどよろしくお願いをいたします。本日はありがとうご

ざいました。 

 

 

 
 


