
No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

1 表紙 全般
表紙の絵が未だに仮だが、中身と整合性をとったものを
早く出すべき。

次回の総合計画審議会では正式な表紙にします。

2 p１ 全般
「市長メッセージ」を早期に掲載され、市長の目指す出
雲市の姿、目標を明示されることを求めます。

議案の中で、構想本体に掲載し、一体としてお示しします。
（時期は市長答申後）

3 p１ 全般

市長メッセージが入っていないので先に入れてほしい。

⇒総合計画審議会の答申を受けて記入する方針で進めて
いる。ご指摘の件については、記入するかどうかは検討
する。

No.２に同じ

4 p１ 全般 市長のメッセージが欲しい No.２に同じ

5 p１ 全般

「出雲新話」「出雲力」「人財力」などの言葉の使用に
は、その意味を明示されるとともに、様々な解釈が一人
歩きしない配慮を求めます。

「出雲新話」及び「出雲力」については、表現の仕方を工夫す
るとともに、市長メッセージでも記載します。
「人財力」などについては、まちづくりの施策名としてインパ
クトのある造語を配置し、ルビを振ることで印象づけていま
す。

市議会議員からの意見（総務委員会、全員協議会等）と対応

資料３
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No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

6 p６ 全般
「出雲新話」の説明を記載すべき。
（神話ではなく新話にした理由）

No.５に同じ

7 ― 全般
基本理念「誰もが」「どこでも」「いつまでも」の赤文
字だけで良いのでは。 理念は頭にすぐ浮かぶようにすっ
きりと。

「誰もが」「どこでも」「いつまでも」をより大きく表示しま
す。

8 p４ 全般
基本構想、基本計画、財政計画及び毎年度予算の関係性
をよりわかりやすく示されることを求めます。

以下のとおり変更し、見せ方を工夫します。

基本計画に掲げる具体的な取組は、中期財政計画に盛り込み、
毎年度予算において具体化します。

9 ― 全般
デザイン、配色、字体など、統一感を持ったものにブ
ラッシュアップすべき。未だに写真が仮のものが入れら
れておりイメージが掴みにくい。

ブラッシュアップを行います。

10 ― 全般 全体の色がぼやけている 分かりやすい色に修正します。

11
p８
～

p１３
全般

世界情勢、地方分権・地域主権の流れ、広域連携など
「出雲未来図」から継続する分野があるのではないか？

「出雲未来図」の評価検証を行い、合わせて社会情勢、市民
ニーズを把握したうえで課題を整理し、基本構想を策定してい
ます。
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No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

12
p１０
～

p１３
全般

０３市民ニーズ、０４課題の記載がここで必要か？
資料として後ろに添付でもよいのでは？

Ⅰはじめに　で、03市民ニーズと04課題を把握し、Ⅱの将来像
及び基本方策を策定したというストーリー性を示しています。

13
p１４
～

p１５
全般

「出雲力」の説明をもっと詳しく前のページでした方が
良いのでは？例えば、市長メッセージの中で。

市長メッセージの中でも示します。

14 p８ 全般

グローバルな視点は、どの程度深められたのか。海外に
うって出る視点がないと出雲の経済は立ち行かなくな
る。わさびの効いたように入れておかないといけない。
エリア別将来像も、世界の中の位置付けを考慮すべき。

「出雲市を取り巻く社会情勢」の中で、環境・エネルギー問題
やＳＤＧｓの推進でグローバルな視点は入っています。
ともに創るの産業面、ともに結ぶの国際交流においても、グ
ローバルな視点を入れています。
また、一つ一つの取組をすることで達成されれば、全体的にグ
ローバルな視点が入ると考えています。

「市長メッセージ」の中で、グローバルな視点を含めて記載し
ます。

15 ― 全般
出雲未来図に慣れ親しんでいた。映像的な印象。若いビ
ビットな感覚への対応を写真等で配慮してもらえれば

対応します。

16 ― 全般

新しい話のシンワを使っているが、神の方のシンワも大
切にしてほしい。
⇒（若手ワーキングチームの検討の中で、神の方の出雲
神話を十分意識して、新しい話としていく方向性が出
て、審議会でも意見を求めて決めたものです。神の方の
シンワ）も十分意識したものですのでご理解ください）

（回答済）
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No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

17 p１６ 目標人口
目標人口は、「Ⅱ将来像と基本方策」より前に掲載する
とともに、１７万人台キープと世代別人口構造の目標を
新たに示されることを求めます。

Ⅰはじめに　の最後に０６として掲載します。
あわせて、目標人口に、以下を追記します。
「本基本構想に掲げる施策を着実に実行することで、令和１２
年（２０３０）の目標人口１７万人台キープをめざします」

17万人台キープは変更しません。
世代別人口構造の目標については、「まち・ひと・しごと創生
第２期総合戦略」との整合性を図るため、見直しを検討する時
期としては、新たな総合戦略を策定する令和６年度と考えてい
ます。

18 p１６ 目標人口

目標人口、将来人口の記載があるが、整合性が取れてな
いと感じる。将来的には、雇用はキープ、人口キープが
歌ってあるが、生産年齢人口が減っているようだ。
⇒（まち・ひと・しごと創生第２期総合戦略と整合性を
とったためであるので、ご理解をいただきたい。）

No.１７に同じ

19 p２５ ともに創る
新規雇用創出（８年間）2,000人の目標設定。目標が低い
のではないか？

様々な取組を行って達成しています。目標が低いとは考えてい
ません。

20 p２５ ともに創る
「農林水産業」に魅力アップでやりたい職業へ
　⇒　稼げる産業とすべき

魅力アップでやりたい職業にするために、まずは担い手の確
保・育成を進めます。その積み重ねがひいては稼げる産業につ
ながるものと考えています。

21 p２６ ともに創る 「みどりの食料システム戦略」という国策との折り合い 基本計画または個別計画で検討します。

22 p２６ ともに創る
農業について、実際の市民のニーズとかみ合っているの
か。実際の生の声とすれ違う感覚があるのが実感。

ご意見は参考とさせていただきます。

4



No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

23 p２７ ともに創る
「海・山・大地の恵みに新たな発想を」の中に、個別の
品目名は必要ないのでは？

個別の品目の記載を止め、次のとおり追記します。また、イラ
ストを入れます。

〇出雲が誇る豊かな農林水産資源に新たな発想を加え、・・・

24 p２７ ともに創る 多伎イチジクや平田の柿の記載がない。 No.２３に同じ

25 p２８ ともに創る

「魅力度No.1」の企業立地環境の視点は市民の視点なの
か企業の視点なのか？市民視点ならば前項の「出雲で働
きたいをかなえる」と同意。企業視点ならば、出雲へ進
出したいと企業が思える環境整備について記載するべ
き。

企業の視点です。次のとおり追記します。

〇日御碕サテライトオフィスなど企業の進出意欲を高める立地
環境の整備を行いながら、若者の就業ニーズ・・・

26 p２９ ともに創る
「人財力」、ここだけ”前へ”の違和感。「人財力」と
人材との整合性

”前へ”についてのご意見は参考とさせていただきます。地域
産業の重要性を強調した表現です。「人財力」も同様に強調
し、造語であるため、ルビを振っています。

27 p２９ ともに創る 人財力とIT人材の使い分けに意味があるか。
人財力は造語であるので、使い分けているわけではありませ
ん。

28 p２９ ともに創る
労働者協同組合法が施行になるので、関係人口と絡めな
がら記載を加えてほしい

基本構想には入れませんが、今後施策展開する中で、担当課で
検討します。

29 p３１ ともに守る チャレンジ46％（CO2の排出量削減）の実現性？
世界規模のグローバルな脱炭素に向けた流れの中で、国も同様
の目標で、本市としてもチャレンジしていきます。個別計画に
したがって、進めていきます。
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No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

30 p３２ ともに守る

０６「誰もが「安全・安心」に暮らせるまちに」

18歳成人　事故、事件、被害からの安心安全という視点
が必要

基本構想には入れませんが、今後施策展開する中で、担当課で
検討します。

31 p３２ ともに守る

０６「誰もが「安全・安心」に暮らせるまちに」

防災および災害対応は、災害ごとに専門性を高めること
が必要

基本構想には入れませんが、今後施策展開する中で、担当課で
検討します。

32 p３２ ともに守る

０６「誰もが「安全・安心」に暮らせるまちに」

地域を守る消防団は子どもたちがあこがれる消防団とな
るように組織改革

基本構想には入れませんが、今後施策展開する中で、担当課で
検討します。

33 p３６ ともに結ぶ

０８「期待(来たい）が膨らむ観光のまち出雲」

「地域が誇る観光スポット」を取り入れた周遊型観光に
言及すべき

以下を追記します。
「・・湯の川温泉、そして「地域が誇る観光スポット」など、
出雲の・・・」

34 p３７ ともに結ぶ

０９「「住みたい」、「住み続けたい」の縁結び」

「結婚したい」を後押しするため、結婚や子育てで得る
ことのできる新たな価値や素晴らしさを教育にも

基本構想には入れませんが、今後施策展開する中で、担当課で
検討します。

35 p３７ ともに結ぶ
縁結び空港の国内及び国際路線の開設については、既に
開設されているのではないか。

以下のとおり修正します。

「・・国内及び国際線の新規路線の開設により・・・」に表現
を改める。

36 p３７ ともに結ぶ

１０「ヒト、モノ、コトを短時間でつなぐ」
「短時間」だけを重要視しているわけではない。

（縁結び空港のこと）

出雲縁結び空港については、短時間だけでなく、利用促進につ
いて触れています。
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No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

37 p３８ ともに結ぶ

１０「ヒト、モノ、コトを短時間でつなぐ」

出雲河下港については港以外に多目的に利用して認知度
と利用者の増加を狙う。

基本構想には入れませんが、今後施策展開する中で、担当課で
検討します。

38 p３８ ともに結ぶ

もっと夢を描いてほしい。
みんながワクワクして見るようなものに。

⇒スマートインターチェンジは個別の設置場所は書いて
いないが記載している。

（回答済）

39 p３８ ともに結ぶ

・道路網の整備についてはもっと力強く表現してほし
い。
５つの道路（大動脈）について記載してほしい。

⇒道路については、３８ページ以外にも記載している。
なお、個別の事業については記載をしない。

基本計画で検討します。（一部回答済）

40 p３８ ともに結ぶ

道路整備についての表現が弱いと思う。

⇒ともに結ぶ、ともに守る、ともに支える　に分けたた
め弱いイメージになるかもしれないが、担当課と書きぶ
りについては相談する。
また、個別具体的な道路名を挙げることは難しい。

基本計画または個別計画で検討します。

41 p３８ ともに結ぶ
高規格道路、8の字ルートについて地元の声が入っていな
いのでは

ご意見は参考とさせていただきます。

42 p４１ ともに支える
チャレンジ2.1＆1年　合計特殊出生率の実現性に無理が
あるのではないか。出生数目標の方が適切な目標設定で
はないか。

まち・ひと・しごと創生第２期総合戦略と整合性を図っていま
す。人口減少に果敢に挑戦するための、目標設定です。

7



No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

43 p４６ ともに支える

１８「地域特性を生かして安心な医療を」

開業医の後継者や医師が不足していることを前面に出す
べき

基本構想には入れませんが、今後施策展開する中で、担当課で
検討します。

44 p４６ ともに支える

１９「地域とともに持続可能な中山間地域を」

「中山間地域に新たな風を」の中で”４つの支部”と記
載があるが削るべき。今後のことも考え”４つの支部”
に限定すべきではない。

”４つの支部”は削除します。

45 p５２ ともに育む

２２「家庭・地域・学校で育む出雲の教育を」

自然・歴史・文化とのつながりが深い一次産業が有する
機能などをより教育に反映すべき

基本構想には入れませんが、今後施策展開する中で、担当課で
検討します。ふるさと教育の充実については、基本構想に記載
しています。

46 p５２ ともに育む

２２「家庭・地域・学校で育む出雲の教育を」

家庭・地域と学校が手をつなぐため、家庭教育に対する
支援が必要ではないか

基本構想には入れませんが、今後施策展開する中で、担当課で
検討します。

47 p５２ ともに育む

２２「家庭・地域・学校で育む出雲の教育を」

「学びの場を整える」について、学校施設だけが学びの
場ではないという視点も必要ではないか。

「ともに楽しむ」の２６「誰もの「学びたい」を実現」の中
で、生涯学習について記載しています。

48 p５３ ともに育む

２２「家庭・地域・学校で育む出雲の教育を」

出雲未来図には「学校の適正規模化を図る」との記載が
あった。出雲新話にも記載が必要だと思う。

既に策定している「出雲市立小中学校再編方針」により進めて
います。基本構想には記載しません。

49 p５４ ともに育む

２３「人が地域を、地域が人を育てる」

自治会加入を促進するために防災（共助）に関連する内
容も盛り込むべき

「自治会は安全で安心なまちづくりの実現に不可欠な・・・」
に含んでいます。具体には、基本計画で検討します。
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No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

50 p５７ ともに楽しむ
生涯学習等施設利用者数2,200万人を目標値とすることに
疑問を感じる。

文化・スポーツ活動等を楽しみ、施設を活用することを一つの
指標としてチャレンジ目標としました。

51 p５９ ともに楽しむ

2030年の国体は600億円ぐらいの経済効果がある一大イベ
ントなので記載場所は先頭でもよいのではないか。

⇒記載場所については検討する。

先頭にします。

52 p５９ ともに楽しむ

２５「スポーツで元気な出雲を」

「自分を超えろ、神話をつくれ」は県のスローガン。こ
こでの利用は適切か？注釈など必要では？

以下の注釈を追記します。
〔※「自分を超えろ、神話をつくれ」は、島根県で令和12年
（2030）に開催予定の第８４回国民スポーツ大会及び第２９回
全国障害者スポーツ大会のスローガン。「島根かみあり国ス
ポ・障スポ」は両大会の愛称。〕

53 p６０ ともに楽しむ

２６「誰もの「学びたい」を実現」

生涯学習（文化・スポーツ）ともに記載すべきではない
か。興味を持つことができる、体験することができる取
組が必要。

２４、２５で文化及びスポーツの取組について記載していま
す。

54 ｐ６１ ともに楽しむ
２７「出雲の魅力、発信します」

「いずもな暮らし」に多拠点居住を入れるべき。

「いずもな暮らし」は移住定住施策であるため、基本構想には
入れませんが、今後施策展開する中で、担当課で検討します。
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No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

55
p６２
～

ｐ６３
エリア別将来像

地元の人は良さを感じないことがあるので、外部の方の
目も加えていただきたい。
また、若い人の意見も加えていただきたい。

⇒自治協会へヒアリングを行って、その聞き取り結果を
改めて各地域へ確認してもらっている。
また、高校生を対象にした意見も調査して反映してい
る。
今後、市長は各中学校へこの計画に対する説明を行うの
でまちづくりに生かしていきたい。

対応済みのため、記載を変更しません。

56
p６２
～

ｐ６３
エリア別将来像

エリア別将来像で流れがつまづいた印象がある。
ＱＲコードやイラストを追加していただければ。

ご意見は参考とさせていただきます。

57
p６４
～

ｐ６５
エリア別将来像

出雲グランドデザインのように、もう一歩踏み込んでい
ただきたい。

⇒同じように見えるかもしれないが、産業別のエリア別
将来像を示すなど変えるべきところは変えている。

（回答済）

58
p６４
～

ｐ６５
エリア別将来像

南部や北部が一括して色分けされていて個性がなくなる
ように見える。

⇒合併後、年数もたっておりあえて地域の垣根を超えた
計画としている。

（回答済）

59
p６４
～

ｐ６５
エリア別将来像

高浜、鳶巣の北山エリアは何のエリアにも入っていない
ので、入れてほしい。

⇒修正する。

修正します。
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No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

60
p６４
～

ｐ６５
エリア別将来像 北山の遙堪北部が空白地帯になっている No.６２に同じ

61
p６６
～

ｐ７０
エリア別将来像

エリア別将来像は多層のものを表現しようとして、異な
る要素を混在させているため理解しづらいものとなって
いる。ページ数を増やし要素を分けて表現するなどの工
夫を求めます。

・多層のものと、個別のものを別ページで表現します。
・産業ごと(一次産業～三次産業）に分けたものを掲載しま
す。

62
p６６
～

ｐ７０
エリア別将来像

交流人口・関係人口など、ヒトが行き来するように道路
をしっかりやっていただきたい。農業については、中山
間地域についても守っていかなければならないので記載
を修正してほしい。

中山間地域の農業について、環境配慮型産業クリエイトエリア
に下記のとおり追記します。

豊富な森林資源や水産資源を有効活用するとともに、多面的機
能をもつ中山間地農業を振興し、自然環境を生かした持続可能
な産業の発展をめざします。

63
p６６
～

ｐ７０
エリア別将来像

大規模農業を平地でやるということにしてあるが、中山
間地も農業をやるということを伝えないと誤解を生む。
記載方法を工夫してほしい。

⇒エリア別将来像には記載していないが、中山間地域の
農業は２６、２７ページにも記載している。

No.６０に同じ

64
p６６
～

ｐ７０
エリア別将来像

産業構造をしっかり把握してほしい。
小売業やサービス業について産業別のエリア別将来像に
記載が全くないので記載を考えてほしい。

ご意見は参考とさせていただきます。

65
p６６
～

ｐ７０
エリア別将来像 見やすくなるように色づかいを工夫してほしい 修正します。
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No. ページ 項目 意　見（⇒以降は、会議時に回答した内容） 対　応

66
p６６
～

ｐ７０
エリア別将来像

みどりの食糧戦略については農業の大きな変革なので記
載が必要ではないか。

No.２１に同じ（基本計画または個別計画で検討します。）

67
p６６
～

ｐ７０
その他

出雲市の産業構造を十分に把握した上で、産業全般に対
する配慮が必要。

本文に記載しています。重点的なものについて、エリア別将来
像に記載しています。

68 ― その他
都市計画税について言及がない。
都市計画税は都市計画に基づくものであり、総合振興計
画でなぜ触れられない？

財源については、別途、中期財政計画を策定するなかで検討し
ます。

69 ― その他

「出雲は島根のエンジン」が以前、南神立橋の西詰に掲
げられていた。スローガンは市民と一緒になって盛り上
げる意気込みが必要である。どのように今回はされる
か。

⇒９月議会で承認されれば、その後看板の書き換えを行
う。また、「出雲力」をＰＲするために、インスタグラ
ムや、文字デザインを募集している。今後もＰＲし、浸
透させていきたい。

（回答済）
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