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第 5 回 出雲市総合計画審議会 会議録 

１. 開催日時  

令和 4年 7月 29日(金)  14時 00分から 14時 45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 

（１） 委員（16 名） 

三吉 庸善会長、吉田 美智子副会長 

青山 博之委員、安喰 愛委員、伊藤 繁満委員、岡 彩子委員、落合 のり子委員、金築 千晴委員、

齋藤 茂子委員、高砂 明弘委員、田邊 達也委員、萬代 輝正委員、福島 沙織委員、堀江 泰誠委員、

水師 幸夫委員、森山 恵介委員 

※欠席者 6名（河上 史子委員、北村 功委員、塩飽 邦憲委員、松林 亜希子委員、山根 善治委員、

山本 富子委員） 

（２） 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、若手職員ワーキンググループ（錦織副主任、福間主事、小村副主任） 

（３） 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案について                …資料１  

① 公聴会（5月開催分）での意見と対応 

② 市議会議員からの意見と対応 

③ 審議会委員からの意見と対応 

④ パブリックコメントと対応 

…資料２ 

…資料３ 

…資料４ 

…資料５ 

４ 報告  

（1） 私の感じる「#出雲力」フォトコンテスト審査結果について …資料６ 

（2） 「出雲力」文字デザインの審査結果について 

  募集期間 令和 4年 6月 2日～6月 30日 
…資料７ 

５ 副市長あいさつ  
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５. 会議経過 

開会 

事務局（内藤政策企画課長） 

それでは予定をしていたお時間が参りましたので、第 5回出雲市総合計画審議会を開催いたします。

私は総合政策部次長兼ねまして、政策企画課長の内藤雅超でございます。議事に入るまでの間、進行役

を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

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。本日は大変お忙しい中、こうして第５回の出雲市総合計画審議会にお出かけいただ

きましてありがとうございます。 

このマスク生活、コロナ生活ももう２年半ということで、こういった会議の冒頭でいつもこれらの状況につ

いてお話しするというのが通例になって参りました。第７波ということで全国的にご承知のような状況で、 

２０万人を超える感染者が出ています。島根県、出雲市も、先月末から、全国に先駆けてということが正しい

かどうかは分かりませんが、新規感染者が増えました。BA.5 という感染力の強い変異株がこの島根県に

おいて広がったということで、今比較的数字が落ち着いているとはいえ、出雲市でも２００人前後の新規感

染者が毎日出ているという状況でございます。予断は許しませんが、先般の島根県知事より、もうこの爆発

的な拡大という山は乗り越えられたのではないかなというご発言もありました。しっかり感染対策をして経

済社会活動を回すという大変難しいテーマでありますが、国全体で見ても今のところ行動制限もなく、少し

ずつ状況が変わってくるとは思います。市としてもしっかりとした感染対策を講じなくてはいけないというふ

うに思っております。 

今日は大変暑く３６度ぐらいになるという予報が出ています。今年は異例な梅雨明けで、またその後長雨

があり、やっと夏本番のような感じがありますけども、熱中症や熱射病など、いろいろな救急事案もあるよう

ですので、その辺はまた対応していかなくてはいけないという時期でございます。 

この総合計画審議会、昨年の秋からお世話になっておりまして、先般５月に第４回を開催させていただ

いた後にパブリックコメントをいたしました。それから６月議会の中でも多くの議員の皆様方から様々な立

場でご意見をいただきまして、事務局の方でも調整をさせていただき、本日段階でほぼ最終案に近いもの

をご提案させていただくというところまで参りました。本日の第５回が最後の会と予定をしておりますので、

委員の皆様にはしっかりご覧いただき、忌憚のないご意見頂戴した上で、この案をまとめたいと思っている

ところでございますので、どうぞよろしくお願い申しあげます。 
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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 

昨日から熱中症アラートが出ており大変暑い１日ではございますが、またこのコロナ禍の中でお出かけ

にくい中、たくさんの皆様にお出かけをいただきまして本当にありがとうございました。 

早いものでありまして、先ほど副市長もおっしゃいましたが、本日この５回目の審議会がこのメンバーで

集まっていただく最後の審議会ということになります。最後と言いますと少し名残惜しい気持ちもあります

が、いつまでもお忙しい皆様方の手を取るわけには参りませんので、今日の最終のとりまとめを持って最後

の修正も図りながら、答申へという運びになっております。 

皆様方にはそれぞれのお立場にありながら、貴重なご意見また本当に真摯なご指摘もたくさん賜って参

りました。皆様方の気持ちをしっかりと形にするべく、最終の審議会ですのでこれだけは言っておきたかった

と言うことがないようにご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願い申しあげます。以上でございます。 

  

会議成立報告及び資料確認  

事務局（内藤政策企画課長） 

ありがとうございました。それでは本議会の審議会の成立宣言でございます。先ほど、出席予定でありま

した北村委員は欠席のご連絡がございました。本審議会の出席者は 16名でございます。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。 

それでは議事に入る前に、資料の確認をさせていただきます。まず、お配りしております次第、そして次第

の裏に委員の名簿をお付けしております。資料は 1から 6 までございますが、資料 1がカラー刷りで仕上

がっております。基本構想部分の計画をまとめたものでございます。そして資料 2、こちらは先般 5月 27日

の第 4回審議会の際には、公聴会、4月開催分の 6回分までを整理をして提出をしておりました。今回は

この 4月分を除いた、5月開催分の 8回分、公聴会でいただいた意見とその対応についてまとめたものが

資料 2でございます。資料 3につきましては、6月議会で説明をさせていただき出雲市議会議員の皆さん

からいただいたご意見等をまとめ、その対応をまとめたものでございます。資料 4につきましては、第 4回

の審議会の後、審議会の委員の皆様からいただいたご意見とその対応をまとめたものでございます。資料

5につきましては、パブリックコメントを 6月 8日から 7月 7日の 1 ヶ月間受け付けております。そこでいた

だいたパブリックコメントの意見とその対応をまとめたものでございます。そして資料 6, 7につきましては、

基本構想とは別にはなりますが、この計画をこれから周知していくために行いました出雲力フォトコンテスト

の審査結果と、出雲力文字デザインの審査結果をまとめた資料になります。以上がお配りしている資料に

なります。もし不足しているものがございましたら、事務局までお願いいたします。 

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。よろしくお願いいたします。 
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３．議事 

（１） 次期出雲市総合振興計画案について 資料１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。 

議題（１）次期出雲市総合振興計画案について、①公聴会から、④パブリックコメントの対応まで一括し

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案について、資料１から資料５までを説明 

①公聴会（５月開催分） での意見と対応 

②市議会議員からの意見と対応 

③審議会委員からの意見と対応 

④パブリックコメントと対応 

 

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。ご説明された以外の点でも、何でも結構です。本

日は最後でございますので、よろしくお願いいたします。 

 

吉田 美智子副会長 

14頁の下の黄色い部分について、今までもこの言葉としては示されていたので、早く気付かないといけ

なかったとは思いますけれども、歴史・文化・自然の魅力という大きなタイトルが打ってございます。4頁の

基本理念の前段の 4行目に、出雲の豊かな自然・伝統文化という位置付けがされておりまして、また、10

頁の高校生のアンケートを拝見しても重要にすべきものが歴史文化遺産や伝統文化というフレーズがござ

います。そしてまた、まち・ひと・しごとの総合戦略の中でも、伝統文化歴史というフレーズが謳われて重要

な課題として取り上げられておりますので、ここを歴史・伝統文化としたらいかがではと思いました。併せて

36頁の 08にも同様の歴史文化という表現がされておりますので、合わせて歴史・伝統文化としていただ

けたらなと思ったところです。以上です。 

 

三吉 庸善会長 

ありがとうございました。事務局からご説明はございますか。 

 

事務局（杉原政策企画課課長補佐） 

伝統文化というところにつきましては、全体を確認して整合性がとれるように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。その他ございませんでしょうか。 
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落合 のり子委員 

素敵なフォトコンテストの結果、それから文字デザインの結果もできたかなと思いますけれども、最後の

70頁の次に資料編という頁があって、6番目のところにフォトコンテストの結果というところがございます。と

ても素敵な写真が使ってある表紙の裏側にその解説がありますが、せっかくであれば受賞された方のお名

前や、フォトコンテストの結果というところで詳細が書かれてはどうかなと思います。そういうふうに考える

と、15頁目になるんでしょうか。文字のデザインというところもありますが、このコンテストの結果がこういう

ふうに出ましたということを載せる権利は出雲市さんにおありなんだと思いますが、この写真については何

かお名前があってもいいんじゃないのかなという気がしました。他のところでどういうふうに扱われるものか

はわかりませんが、どうかなと思ったので検討していただければと思いました。以上でございます。 

 

三吉 庸善会長 

ありがとうございます。 事務局、お願いいたします。 

 

事務局（杉原政策企画課課長補佐） 

ありがとうございます。先ほどの資料編のところは文字デザインの結果も載せる予定です。目次として入

れておきます。それからお名前につきましては、全体の出雲力文字デザインをどのように入れるかというとこ

ろが、ここは文字デザインをドンと、出雲力というところを表現したい部分ですので、このあたりはフォトコン

テストの表紙の裏の部分も併せて検討させていただきたいと思います。 

 

三吉 庸善会長 

ありがとうございます。その他、何でも結構ですので、お聞かせをいただければと思います。 

 

＜質問等なし＞ 

 

４．報告 

（１）私の感じる「＃出雲力」フォトコンテスト審査結果について  

それではただいまフォトコンテストについてのご意見もいただきましたので、フォトコンテスト及び文字デ

ザインの審査結果について、報告事項として挙がっております。こちらをご説明いただいてから、全般的なこ

とでまたお聞きする点あれば承りたいと思います。 

では続いて、お願いいたします。 

 

事務局（松浦政策企画課係長） 

フォトコンテストの審査結果について、資料６を説明   

 

（２）「出雲力」文字デザインの審査結果について 

三吉 庸善会長 

続いて文字デザインの部分をお願いいたします。 
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事務局（山内政策企画課係長） 

「出雲力」文字デザインの審査結果について、資料７を説明 

 

三吉 庸善会長 

それではただいま説明をいただきましたフォトコンテスト、文字デザインの審査も含めまして、これまでの

ところで何でも結構ですのでこれだけは、ということ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＞  

 

皆様方には今まで各分野から代表していただきまして、本当にたくさんのご指摘、また、貴重なご意見を

いただいたところでございますので、本日最後ということではございますが、以上をもって最終の形というこ

とにさせていただきたいと思います。 

本日承りました件についての修正等は、この上まだ皆さん方に集まっていただくわけにはいきませんの

で、私と吉田副会長、また事務局の方に一任をしていただきたいと思います。また、併せまして市長への答

申でございますが、私と吉田副会長が代表して行わせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

よろしければ拍手をもってご承認をいただきます。 

 

＜承認＞  

 

ありがとうございました。それではご意見もないようですので、進行を事務局にお返しをさせていただき

ます。皆様、ありがとうございました。 

 

事務局（内藤政策企画課長） 

ありがとうございました。それでは最後に、副市長がお礼のごあいさつを申しあげます。 

 

５．副市長あいさつ 

伊藤副市長 

本日は、様々なご意見をいただき、ありがとうございました。先ほど、御承認いただきましたとおり、最後の

修正につきましては、会長様、副会長様と事務局で取りまとめをさせていただきたいと思っております。また、

取りまとめた最終案は、委員の皆様へお送りいたします。 

委員の皆様方におかれましては、昨年の１０月以降、５回にわたって、熱心にご審議をいただき誠にあり

がとうございました。また、フォトコンテストや出雲力の文字デザインの審査も含め、重ねてお礼申しあげる

次第でございます。おかげをもちまして、今後８年間のまちづくりを示す、出雲の新しいストーリー「出雲新

話 2030」が、完成形になったと思っております。 

今回の計画策定にあたって、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

が、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ではないかと思っております。大
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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した。 

今後、８月上旬に、会長・副会長から市長へ答申いただき、それを踏まえて、９月議会に、議案を提出する

予定としております。 

今回が最後の審議会でありまして、これを持って、審議会は終了ということになります。 これまでの委員

の皆様のご協力に対しまして、改めて感謝を申しあげる次第でございます。 

まだまだ暑い日が続きます。委員の皆様におかれましては、くれぐれも健康に留意されますとともに、益々

のご活躍をお祈り申しあげ、最後の審議会にあたっての私のあいさつとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

事務局（内藤政策企画課長） 

それでは以上をもちまして、第５回出雲市総合計画審議会を終了いたします。 

重ねて皆様ありがとうございました。 

 

 


