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  第１回松江市総合計画審議会会議録 

 

１ 日時 令和３年７月２日（金）１０時００分～１２時００分 

２ 場所 松江市役所西棟５階 防災センター 

３ 出席者 

（１）委員  田部長右衛門会長 

       泉明夫委員（代理 河原賢氏）、岩田英作委員、植田祐市委員、大田美穂委員 

       奥原展芳委員、尾花主望委員、亀城幸平委員、岸本武士委員、坂田健一委員 

       鷦鷯侑委員、佐藤薫委員、佐藤和彦委員、塩谷夏輝委員、瀬崎輝幸委員 

       高島恵美委員、武部幸一郎委員、中尾禎仁委員、原田陽子委員、広野正充委員、 

藤田達朗委員、松本朝子委員 

（２）事務局 山根政策部長、松尾歴史まちづくり部長、佐目政策部次長、井原政策企画課長、 

大谷情報政策推進室長、今岡政策係長、橋本情報政策係長、野々村主幹、平井主幹、 

本田主任 

 

４ 議題 

（１）会長の選出 

（２）会長の職務代理者の選任 

（３）議事 

①松江市総合計画審議会の運営に関する事項について 

②松江市総合計画条例第４条に基づく基本構想の策定について 

 

５ 議事の要旨 

  （１）会長の選出について 

    委員の互選により、松江地区商工会・商工会議所連携協議会会長、商工会議所会頭 田部 

長右衛門委員が選出された。 

（２）会長の職務代理者の選任 

    田部会長の指名により、島根大学理事 藤田 達朗委員が選出された。 

（３）議事 

①松江市総合計画審議会の運営に関する事項について  資料２により確認 

②松江市総合計画条例第４条に基づく基本構想の策定について   

 継続審議となった。 

 

６ 会議経過 

    別紙のとおり 

 

７ 所管課等 

    松江市政策部政策企画課 

    電話 ０８５２－５５－５１７３   
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（別紙）会議経過 

 

 

１ 開会 

事務局（井原政策企画課長） 

ただいまより、第 1回松江市総合計画審議会を開催します。 

本日の会議は、松江市情報公開条例及びそれに基づく審議会等の公開に関する要綱の規定により、

すべて公開として開催します。 

それでは次第に従いまして、開会にあたり上定松江市長がご挨拶を申し上げます。 

 

２ 市長あいさつ 

上定市長 

本日は、松江市総合計画審議会に、お忙しいなか、ご参加いただきありがとうございます。 

皆様の貴重な時間を頂戴し審議をしっかりさせていただき、次期総合計画を作ってまいります。 

今、地方都市は非常にピンチの状態を迎えています。人口減少、少子高齢化、そしてコロナ禍にお

いて、今立ち上がらなければこの松江の未来はないという危機感を非常に強めております。 

私、市長選挙から市長に就任した後の現在まで、たくさんの市民の方とお話をさせていただきまし

た。また、できるだけ現場に足を運び、市内を隈なく巡らせていただいたという自負がございます。 

その中で本当に松江にはいいものがいっぱいあるなということに改めて気づかされました。伝統歴

史文化はもちろん、市民の皆さんの穏やかな気質、コミュニティは非常に団結力も強く、若い方も非

常に活発に活動されています。 

ただ、それらがすべて「点」であり、有機的に結びついて相乗効果を生む補完関係が、まだできて

いません。私が思うには、それらをまとめる、照らす灯台、道しるべ、が無いからだと思います。 

仮に今あったとしても、市民の皆さんに知られていない、どこ向かっていいのか、どこに向かって

いけばいいのかわからない、そういう状態にあると思っています。 

ぜひ、その「道しるべ」を次期総合計画で示したいと思い、本日、松江市総合計画審議会へ諮問を

させていただきたいと思っています。 

「松江市」で生まれ育ち、そして暮らす市民の皆様が、ここ「松江」にいることに誇りを持って、

そして自慢したくなる、世界に誇りたくなる、そんなまちを目指していきたいと思っています。 

ぜひ、皆さんのお力をお貸しください。 

それぞれの分野で非常に深い経験をお持ちの皆様にお集まりいただき議論をさせていただいて、よ

りよい松江に向かって一緒に歩みを進めていきたいと思っています。 

私からも意見を述べさせていただきたいと思います。皆様からも、ぜひ忌憚のないご意見、そして

前向きで建設的なご意見をいただきまして、皆さんと一緒に、新たな松江を作っていきたいと思って

います。よろしくお願いいたします。 
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３ 委嘱状交付 

事務局（井原政策企画課長） 

続きまして、委嘱状の交付ですが、お手元の配布にて代えさせていただきます。 

本日は、名簿№１ 松江市医師会会長 泉明夫委員に代わり、松江市医師会事務局長の河原賢様に

ご出席いただいておりますのでご報告申し上げます。 

 

４ 審議会成立宣言 

事務局（井原政策企画課長） 

松江市総合計画条例第 8条第 2項の規定により、本審議会の定足数は定員の半数以上となっており

ます。本日の審議会は成立していることをご報告申し上げます。 

 

５ 会長の選出 

事務局（井原政策企画課長） 

本審議会の会長は委員の互選によって定めることとなっています。 

会長選出にあたり皆様からご推薦等ありますか。 

無ければ、事務局案を提案したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

＜承認＞ 

 

事務局（井原政策企画課長） 

それでは、松江地区商工会、商工会議所連携協議会会長、松江市商工会議所会頭の田部 長右衛門

委員に会長をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

＜承認＞ 

 

事務局（井原政策企画課長） 

それでは、田部委員、お願いします。 

 

６ 会長職務代理者の選任 

事務局（井原政策企画課長） 

会長の職務代理者の選任については、松江市総合計画条例に基づき会長の指名となります。 

田部会長様、ご指名ください。 

 

田部会長 

職務代理者については、島根大学理事の藤田達朗委員にお願いしたいと思います。 

藤田委員よろしいでしょうか。 

 

藤田委員 

よろしくお願いいたします。 
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７ 諮問 

事務局（井原政策企画課長） 

続いて、上定市長から松江市総合計画審議会に対して諮問を行います。 

 

上定市長 

松江市総合計画の策定にあたり、松江市総合計画条例第４条の規定に基づき、基本構想について、

貴審議会の意見を求めます。 

 

＜諮問書の交付＞ 

 

事務局（井原政策企画課長） 

ただいま、上定市長より、松江市総合計画審議会会長宛に総合計画の策定について諮問を行いまし

た。委員の皆様に諮問書の写しをお配りさせていただきます。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

田部会長からごあいさつを承ります。田部会長、お願いします。 

 

田部会長 

皆さんおはようございます。 

ただいま、会長に選任されました松江商工会議所の田部でございます。よろしくお願いします。 

私、商工会議所の会頭に就き２年が経ちました。この２年間で、様々な審議会、会議に出させてい

ただきました。その中で、松江とはとても良いところで、ポテンシャルがある、歴史がある等と言わ

れます。しかし、この 10年間、まちづくりの中で何か大きく変わったという認識がありません。 

松江市の中心市街地、水辺、駅前、伝統文化振興、いろいろ課題がありますが、誇りが持てるまち

づくりをするために、一つ一つ歩みをすすめていかなければならないと思います。次の世代、子ども

の世代、孫の世代に、素晴らしい歴史あるまち「松江」というものを引き継いでいきたいと思いま

す。 

総勢２２名、議論ができるメンバー、知見のあるメンバーにお集まりいただいています。お忙しい

なかですが、２年間の委員の任期、忌憚のなく議論し、市長や市の幹部の方に直接意見をぶつけて、

このまちを一歩すすめていく一番大きな計画の策定を進めてまいりたいと思います。どうぞよろしく

お願いします。 

 

８ 議事 

事務局（井原政策企画課長） 

議事の進行は、条例第 8条第 3項の規定により、会長が議長を務めることとなっています。 

田部会長、よろしくお願いします。 

 

田部会長 

まず、議事に入る前に、議事の進行についてお願いがございます。 
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本会は先ほど市長からございました諮問に応じて、次期総合計画の基本構想の策定について調査

し、審議することが役割です。これから皆様と次期総合計画について議論をして、令和 4年 2月には

答申として、審議会の意見をまとめることとなります。 

委員の皆様におかれましては積極的にご発言をいただくとともに、審議において市に対するご意見

等は最小限にとどめていただき、委員同士で議論を深めて参りたいと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

また、事務局におかれましては当審議会の審議が円滑にすすむようご配慮いただけますようお願い

を申し上げます。 

それでは議事に移ります。 

議事（１）松江市総合計画審議会の運営に関する事項について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

議事（１）松江市総合計画審議会の運営に関する事項について説明。 

 

田部会長 

本件についてご質問等ございますか。 

 

＜質問等なし＞ 

 

田部会長 

  続いて、議事（２）松江市総合計画条例第 4条に基づく基本構想策定について事務局から説明をお

願いします。 

 

事務局（山根政策部長） 

議事（２）松江市総合計画条例第 4条に基づく基本構想策定について 

資料３，資料３－２により説明。 

「１ 策定の趣旨」について、事前の意見提出では、次期総合計画のねらいや根拠がわからない、

といったご意見があり、今後これまでの評価、策定する根拠やねらいを趣旨においてさらに明確にす

る必要があると考えています。 

  「２ 総合計画と総合戦略の一体化」について、一体化とは、例えば第１章を総合戦略とし、第２ 

章を総合計画とする形ではなく、総合戦略を総合計画に包含するイメージで考えているところです。 

一方で、特に人口減少対策に資する事業やＫＰＩなどがわかるように総合戦略部分の見える化も図

っていきたいと考えています。 

「３ 総合計画の計画期間」について、計画の終期を包含する総合戦略に合わせ、2029年度までの

８年間を計画期間にしたいと考えています。一方で、アフターコロナや急速に進むデジタル化など短

期間での検証も求められるところであり、国が策定する第三期総合戦略を見据えて、方針を出すと思

われる 2024年に、一部改定に向けた見直しを行いたいと考えています。 

 「４ 次期総合計画のコンセプト」 

（１）対話による市民目線を重視、わかりやすい計画とします。 
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（３）将来のまちの形を示し実現のためのロードマップを示す。現在、中心市街地活性化、地域のバラ

ンスのとれた発展、これらを踏まえた土地利用などについて、中心市街地活性化協議会や都市計画

審議会で議論が深められる時期を迎えています。 

総合計画では、将来のまちのかたちにおける決意を表明し、共有し、その実現のための視点や手

順を盛り込みたいと考えています。 

（４）ＳＤＧｓの理念を取り入れます。 

（５）ＰＤＣＡサイクルをサイクルによる徹底した施策評価 

事前意見では、基本施策単位ごとの PDCAサイクルも必要ではないか、あるいは、評価をわかり

やすく継続的に情報発信する必要があるといった意見をいただきました。 

（６）社会経済情勢や、新たなニーズに的確に対応する 

先ほど計画期間で申し上げましたが、3年後に計画の見直しを行う予定でございます。 

「５ 計画の構成」について 

人口ビジョンや目標につきましては、本日の意見も踏まえ、第 2回の審議会で、提案をさせていた

だき、さらに議論を深めたいと思っております。 

また、「まちづくり」については、現行の総合計画では、第２章の基本施策に位置付けています

が、将来像として位置づけることを考えています。 

第 1章は分野横断的重点的に取り組む事項として、4項目を記載しております。 

文化条例の制定、デジタル化の推進、アフターコロナこういったところを意識しています。 

第 2章の基本施策では、「しごとづくり」など 5項目を記載しております。 

これらは右側の第二次総合戦略、及び現行の総合計画の構成を踏まえて構成したものです。 

別冊では、主要事業、ＫＰＩなどをまとめて掲載する考えでおります。 

 

本日は、特に総合計画策定にあたっての６つのコンセプト、あるいは、構成案について、様々な意

見をいただければと考えているとこでございます。 

 

田部会長 

それでは、本議事について、資料の 3－2を参照いただきながら議論を進めて参りたいと思いま

す。資料 3について、事前意見への補足や、他の委員の皆様のご意見をご覧なられていかがでしょう

か。 

 

瀬崎委員 

過去の総合計画の成果を検証した際に、各計画項目に関する評価は高いが、最終的な人口目標の成

果とは乖離があり「計画が結果にコミットできていない」との重要な指摘がなされました。次期計画

ではこのギャップを整理して臨むことが重要だと思います。将来の人口目標もこれまでと同じ考え方

でよいのかどうか。重要な論点だけに、共通認識の整理が必要ではないでしょうか。 

日本全体が人口減少に転じている今日、人口目標をテーマとするのでは、松江市らしく輝く定住都

市をどう目指すのかを大きな課題として委員で共有できれば良い議論ができると思います。 
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また、評価のあり方として、コンサル的な評価より、当事者である市民的な評価を重視すべきだと

も考えますし、新市長が示されている政策をどう反映するのかなど、大枠の認識を整理してから議論

に入りたいと思います。 

 

事務局（山根政策部長） 

人口の目標については、事務局でも 2回目の審議会に向けて検討を行っています。 

今後、検討をすすめていくうえでも、皆様方からいろいろご意見がいただければと思っています。 

 

瀬崎委員 

人口目標について意見を補足しますと、人口減少社会においては、「交流人口」や「関係人口」な

どをどのようにカウントして次期計画に組み入れ、まちづくりに生かしていくのかも大切だと感じま

す。山陰の中核都市で国際文化観光都市と言う松江市の特色を考えますと、この二点については今ま

で以上に真剣に議論してみなければならないと思います。 

 

田部会長 

資料３をご覧になられて、皆さん、どのように思われましたでしょうか。 

わくわくしましたか？ どういうまちを目指すのか、その将来像をもうちょっとわかりやすい言葉

で示したいと思います。 

上定市長、いかがでしょうか。 

 

上定市長 

皆様の貴重な時間をいただいていますので、本日の議論を進めたいので、資料 3－2の事前意見か

ら２つ、ご発言をお願いしたいと思います。 

まず、中尾委員から「奇抜な松江モデル」について。 

総合計画は、若い人がパッと見て手に取りたくなると思われるものでなければ意味がないと思いま

す。中尾委員からご発言いただければと思います。 

もう一つ、人口減少とは結果論であると思っています。今ここに住んでいる人が幸せだと思わなけ

れば、人口が増えたとしても意味がないと考えます。そこで、高島委員からいただいている、松江で

暮らすことの幸福度について、ご発言をお願いしたいと思います。 

 

田部会長 

では、中尾委員。 

 

中尾委員 

総合計画は大抵、型が決まっていて、全国どこの市町村を見ても金太郎飴みたいな感じというのが

定説です。個性をどれだけ出していくのかがどこの世界でも勝ち組になると思います。 

「奇抜な」といったのは、やはり市民が参加して結果を出せるような計画でなければならないと。 
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自分たちが住んでいる楽しさ表現をするだけで、それが広告塔となり観光客が増えれば、これは市

民の手柄です。このように、目標には、根拠のある、何か取組がある、市民ががんばれるものを掲げ

ていく、市民参加ができる計画を「松江モデル」として書かせていただきました。 

 

田部会長 

高島委員。 

 

高島委員 

コロナの影響もあり、地方へ関心が向けられている時代。今までの都会で高い収入を得るという人

生のモデルが、近年は、暮らしやすさに人の目が向いてきたと思います。 

若い人が就職先を選ぶ際も、高い給料だけではなく、働きやすさやその後の自分の人生に関心度が

変わってきていることが、コロナ禍以降、顕著になってきていると思います。 

松江市は、一つ一つが全国に比べてものすごく秀でているかというと、なかなかそうではないと思

いますが、総合力では、かなり暮らしやすさ、生きやすさ、市民の幸福度は高いのではないかと思い

ます。 

取材で、松江に移住された方に話を聞いても、ここの土地の暮らしやすさは皆さんおっしゃいま

す。そこに私たち市民が気が付いてないということがありますので、市民が松江市での暮らしに対し

自己肯定感を持つことが大切だと思いました。 

たとえ、企業誘致をして働く場所ができたとしても、安い労働力として労働が消費されるような傾

向が結構あったのかもしれないと思います。個人所得を増やす方向に向けて人口の定住を図るのか、

共働き家庭が働きやすい方向に向かい、世帯の収入としてそこそこの所得が得られて、その暮らしも

安定するという方向に向くのか、目指す方向で変わってくると思いました。 

これから子供を産み育てていく世代、10代から 30代ぐらいの方が、どういう人生を描きたいのか

をこの計画に反映できればいいなと思います。 

 

田部会長 

ありがとうございました。 

他にご発言ありますか。鷦鷯委員。 

 

鷦鷯委員 

島根県、鳥取県では県境があまり無いと感じています。総合計画において、周辺の都市が協力し合

いながらできるようなもの、松江市周辺が盛り上がるような方向性も考えていけると良いと思いま

す。 

また、暮らしが良くなると、人口や観光客も増え、注目度も高まります。そして、市民の皆さんが

発信する情報が、観光の大きな情報源になりますので、そうしたところを推す計画になると良いと思

います。 
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田部会長 

コンセプトは非常に大事で、ここがちゃんと決まらないとこの後の議論に行けないので、活発に意

見をお願いします。 

坂田委員。 

 

坂田委員 

見せ方はいろいろあります。 

車の CMを例にすると、高級車は情報量が少なく生活のシーンで高いイメージ、一方、軽自動車

は、燃費が良く安いイメージ。わかりやすさが、こんな車乗ってみたいとか、この車を持ち続けたい

ことにつながるのではと思います。 

ある意味ＣＭのように、非常にわかりやすいものが必要だと思います。 

 

田部会長 

やはり、市民の方が見て、わかりやすい、コンセプト、キャッチフレーズ、施策を示す必要がある

と思います。 

他にご意見ありますか。岩田委員。 

 

岩田委員 

この審議会の公募委員として県立大学の学生の尾花君を加えていただき、ありがとうございます。 

今回の計画策定では、本学それから島根大学の学生の意見をどうぞ聞いてください。上定市長と一

緒に話ができるような機会がいただけたら、本当にありがたいことだと思っています。そして、そう

いう若い人の声を、この松江市の活性化に生かしていただきたいと、切に希望しています。 

県立大学松江キャンパスの在学者 635人のうち、松江市出身が 154人、4人に 1人ということにな

ります。一方で、この何倍もの数の松江出身の高校生が不合格になっているという現実があります。

これは島根大学さんも同様の現象が起きていると思います。特に学力選抜で顕著に現れています。進

学には、親の考えや高校での進路指導の方針など、様々な背景があると思いますが、子どもたちの学

力の問題もあると思います。郷土愛だけでなく、学力をある程度底上げしていくことが必要であると

考えています。 

松江市立皆美が丘女子高出身の学生が県立大学松江キャンパスに 19人います。毎年 5人程度です

が、本学とは学びの面で考えても様々な親和性がありますので、今後、よりパイプを太くし、例えば

毎年の入学者を 5人から 10人に増やしていくにはどうしたらよいかというようなことを、より具体

的に一緒に考えていけたらよいと思います。 

さらに、直近のデータでは、県内出身のうち、5人に 4人は県内で就職します。県外出身のうち 7

人に 1人は県内に残って就職しています。在学中に世界等との繋がりを持ち、様々な経験をさせて、

地元に残したいと思っています。人口を増やせばいいというわけではないが、やはり若い人がいるの

は、町が活気づく要因の一つだと思いますので、具体的に検討できればと思います。 

松江市と県立大学は、包括連携協定を結んでいますので、今後は、もっと具体的に連携したいと思

っていますので、よろしくお願いします。 
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田部会長 

佐藤（和）委員。 

 

佐藤（和）委員 

人口の目標についてです。 

総合計画の基本構想に、人口の目標、出生数が 2000人、社会増 270人と数字で示されています

が、市民の方が数字だけ見ても何か行動に移すにはなかなか難しいと思います。 

また、幸せな暮らしを実現するために、すごく我慢しなければならない部分があることも当たり前

のことではないかなと思います。 

先ほどの高校生の話に関連して、島根県が取り組んでいるコンソーシアム構想に、松江東高校、松

江農林高校が動いておられます。松江市もやっていくべきだと思います。 

 

田部会長 

尾花委員。 

 

尾花委員 

学生の進学について、中学生など早い段階で、松江市の風土に触れ、魅力に気づいておかないと、

結局、学力で進学先が決まって県外へ出てそこで就職してしまうということに繋がります。そこで、

兵庫県教育委員会の「トライやる・ウィーク」を提案します。市内でも職業体験はされていると思い

ますが、このトライやる・ウィークの特徴は、地域の目が集中的に向けられる点です。駅周辺に「ト

ライやる・ウィーク開催中」という旗や看板がおいてあり、就職体験する職場に行く途中で、地域の

方に声をかけていただく、地域の温かさに気づくことができました。松江市でも、このように職業体

験だけでなく、地域が中学生を見守り支援するという取り組みを計画に取り入れてはどうかと思いま

す。 

 

田部会長 

大田委員。 

 

大田委員 

私は宮城県の石巻から 2007年に、松江市に移住しまして、県外から見た松江市というのもすごく

意識して暮らしています。 

今回の計画をぱっと見て思ったのが、すごく難しそうだなという感じがしました。 

また、高校生や学生など若者は、もしかすると外へ出ていく方かもしれませんが、その方たちが外

へ出られた際に松江の魅力を伝えていけるように、何か工夫ができたらいいなと思いました。 

 

田部会長 

県外に行ってもまた松江に戻ってきたい。外で勉強して、僕は絶対戻ってきますよと言える地域で

なければ駄目だと思います。ただ、戻ってくるためにはどうするのかということのが一つヒントだと

思います。どうやったら戻ってくるのでしょうか。尾花委員、お願いします。 
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尾花委員 

県外から松江に来て驚いたのが、横断歩道で自動車がきちんと止まってくれることです。松江市の

人の温かさを感じました。 

また、初めて一畑電車に乗った際に、窓から宍道湖が見えますが、ちょうど夕日が、水に照らされ

てキラキラ輝いていてとてもきれいでした、これも松江の魅力だと思いました。 

 

田部会長 

  大田委員、お願いします。 

 

大田委員 

尾花さんもおっしゃっていた人の温かさというのが、最初に感じたところですね。 

大学進学で、松江市に来まして、松江市の良いところを大学生なりに、調べるようにしていまし

た。そのときに、郊外へ連れ出してくれたのが松江市の大人の人でした。 

バイト先で出会った方が、一介の大学生を、市内のお祭りや観光スポットなどに連れていってくれ

て、説明をされたことが、自分が松江市をよく知る、好きになるきっかけだったと思います。 

一度、心を開くと、皆さんが心の奥にある自分の好きなまちを紹介してくれる。それでどんどんフ

ァンを増やす、知ることがファンに繋がることを感じた体験でした。 

 

田部会長 

この松江が生き残る一つの手段としては、徹底的にその地域にあるいいものを磨いていくことだと

思っています。どのまちにも絶対にいいものがあります。一つ決めたらそれを徹底的に磨くことが出

口だと思っています。外に出たってやっぱり松江が好きだから戻ってきてくれる地域をつくれるの

か。そういう視点でご意見をいただければと思いますが、いかがですか。 

佐藤（薫）委員。 

 

佐藤（薫）委員 

磨きをかけるものは、他の地域に奪い取られないものであり、それは、出雲風土記で、神話で、物

語ではないかと思います。昔から今まで続いているものは、どの地域からも生まれないものなので、

大事に面白く伝えていけるといいのではと思っています。 

 

田部会長 

武部委員。 

 

武部委員 

私、普段は福祉、介護事業、特別養護老人ホームなど、運営しております。 

就職ガイダンスなどで学生さんと話す機会がありますが、限られた 20分の中で会社の魅力を伝え

る、うまく外に発信することは非常に難しいと感じています。 

私も松江に帰ってきて 10年ですが、人の良さを感じています。 
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素晴らしい施策やミッションを作ることはもうできていると思いますが、どのように外に出すかは

プロの仕事だと思います。 

また、福祉はまちづくりに繋がっています。福祉の事業者だけではなく、一般の企業、NPO法人な

ど、様々な方と繋がり住みやすいコミュニティを作る、それが、住みやすさに繋がり、松江の魅力に

なる。そして、それらの出し方も考えていけたら、なお強いのではと感じています。 

 

田部会長 

原田委員。 

 

原田委員 

人口についてですが、岸本委員の事前意見にあった結婚や出産にこだわらない女性も増えており、

「独身の女性でも生涯暮らしやすいまち」をコンセプトに掲げてみてはどうかという点に共感してい

ます。誰もがここにいたいと思えるようなまちになって欲しいと感じました。 

また、次期総合計画の６つのコンセプトですが、（１）の対話による市民目線を重視したというの

は基盤であると思いますので、他の５つと位置関係が違うのではないかと思いました。 

 

田部会長 

ここまでの議論を踏まえて、市長、いかがでしょうか。 

 

上定市長 

キーワードだけ申し上げると、子どもたちに対するふるさと教育とは、実はグローバル教育で、グ

ローバルを伴っていないとふるさとが見えないというふうに私は思っています。外から見たときの風

景、そして、今自分が住んでいるときに何が見えるかっていうのを客観的にとらえることも重要だと

思います。 

愛着とか誇りを育てることが実は一番の肝ではないでしょうか。 

 

田部会長 

植田委員。 

 

植田委員 

松江から一度出ると帰ってこない理由として、親の考えが挙げられます。30年前の話ですが、松江

は公務員か銀行員になれなかったら帰ってこなくてもいいと言われていました。そこには所得が考え

方の基準になり、民間が脆弱だというのが一つあると思います。民間も努力して所得を上げる施策を

取らないといけないと思います。 

また、それができていない理由として、松江は競争がないまちだなと思いました。競争がないとい

うことは、一見、幸せに感じるかもしれませんが、それは成長しないということです。環境を変えて

いくことが必要だと感じています。 

そして、最終的にはうまく付加価値の創造ができてないということです。付加価値を創造する仕組

みを取り入れ、企業がそれだけの付加価値を作っていかなければ、帰る場所がない、働く場所がない
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ということになると思います。また、市もスタートアップ企業を増やす取り組みを積極的に進めるべ

きだと思います。 

 

田部会長 

岸本委員。 

 

岸本委員 

労働者にも幅があり、余裕がある者もいれば、目の前の生活だけを見て日々、働いている方もいら

っしゃる。そういった方たちは、なかなか明日を見ようと言っても見られない現実もあります。 

様々な不安を抱えている人が暮らしやすいまちをつくるということ、ボトムを上げていくというこ

とが必要だと思っています。「悪いところがない」というのを一つストロングポイントにできるので

はないかと思っています。 

コンセプトとしましては「不安がないから、ファンになる」というふうなことも一つの観点として

必要なのではないかと思いました。 

 

田部会長 

 奥原委員。 

 

奥原委員 

農協という組織の中で、人といろいろと触れ合う場が多くありますが、一方で高齢化しているのも

事実です。また、自然の中で子供を教育していくことも必要だと思っており、近所の子どもたちに山

羊など動物との触れ合いの場を提供し始めたところです。 

高齢化が進展する中で、また、自然との関わりをつくっていくなかで、松江というまちが他にない

色が出てくると考えます。温かく、繋がり合うコミュニティも必要なのではないかと思います。 

 

田部会長 

広野委員。 

 

広野委員 

総合計画のコンセプトについて、基本的には、人口を数値化して目標を掲げるというのは、総合計

画として、私は大事ではないかと思います。 

ただ、40年後に 18万人を目指して、出生数 2000人、社会増 270人が掲げられていますが、これは

過去 5年間で 1回も実現されておりません。そうしたものを、計画の基本の数値として掲げるという

のは、おかしいと思っています。 

それと議論にありましたように、人口は定住人口だけではなくて、交流人口や関係人口など、様々

な人口のとらえ方があると思いますが、それらも数字として計画で示しておく。様々な施策の結果と

して、人口に現れてくると思うので、計画としては人口を掲げておく必要があると思います。 

もう一つは、ワクワクして面白い計画。 



14 

 

これはですね。相当具体的なもので、それから泥臭いものでなければならないと思います。そうす

ると、今までの総合計画の作成の考え方ではなくて、こういうものが落ちているなど批判があるかも

しれませんが、みんながわくわくして面白い、ぜひやってみようというような泥臭い、具体的なもの

を列挙していく必要があるのではないかと思います。そして、そのためには、たたき台が大事になろ

うかと思います。ですから、それぞれの市の担当課で、ある程度自分の思い、自分がこの 3年間この

政策をやるとすれば、こういうことをやりたいというものを挙げていただいて、それらを集めて、ス

ローガンを示し、体系づけをしていくと、本当にわかりやすい市民の方に関心を持ってもらうような

計画になるのではないかと思います。 

 

田部会長 

亀城委員。 

 

亀城委員 

我々、自治会・町内会は、地域住民の皆さんの安心安全、そして、気候変動により激甚化する災害

に対応する、安心の部分が大事な仕事だということで、市内 881の自治会に頑張っていただいていま

す。 

この地域は、非常に人情にあふれる場所で、そういう場を守り育てていくのは自治会であると思っ

ています。ただ、若い世代では体協や子ども会などの組織がありますが、中学校、高校など、平素の

コミュニティが図れない部分もあります。 

町内会自治会は、最小の自治組織であり、一番住民に密着した組織ですので、積極的に子どもたち

を巻き込み、体験活動など郷土愛を育む取組に改めて力を入れ、次期総合計画にどのように具体的に

入れると良いか、考えていきたいと思います。 

 

田部会長 

いろいろご意見が出ましたけれども、広野委員が言われたように、従来型の総合計画ではなく、も

う少しわかりやすさがないと市民の方にも伝わりにくいので、市民の方に伝わらないということは、

市民の意見を聞くことに繋がらないのではないかと思います。 

ある程度、市民に理解してもらい、様々なご意見をいただいてまとめていくことが大事です。 

今日の議論を踏まえて、わかりやすいキャッチコピーやコンセプトをまず一つ、それから基本的な

柱をある程度決めていただいて、それでまた事前に意見を集約する。委員の皆様も、それぞれにコン

セプトや計画の柱を考えていただいたうえで、次の審議会で議論したいと思います。 

また、説明に使う資料は少なくしてください。 

委員の皆さま、個々の情報量に差がありますので、クリティカルな意見というのは難しいかもしれ

ません。これから慣れていただきながら、今日の議論を踏まえてもう一度、市民の方にわかりやす

く、ご自身が市長になって説明される場合、市民の方にプレゼンを 10分間やると想定して、まとめ

ていただけるといいかと思います。 

限られた時間で全部決めるのは難しいので、会議の間のところで意見をぶつけたりしながら、委員

の皆様のご経験と知見をいただきながらまとめていきたいと思いますので何卒ご協力をよろしくお願

いいたします。 
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最後に上定市長、まとめをお願いします。 

 

上定市長 

非常に皆様から建設的な前向きな意見、市の執行部側にとっては耳の痛い意見いただき、本当にあ

りがとうございます。議論を深めて、市民の皆さんにわかりやすい、市民の皆さんが、これはぜひ進

めて欲しいと思われる計画にしていきたいと思っています。 

ただ、私、市長に就任して市役所で働きはじめましたが、市の職員も捨てたものではありません。

いろいろ考えていますし、私だけが突っ走ろうとも思っていません。本日の資料については、行政の

入口から入っていますが、出口はワクワクするものにします。 

皆さんもぜひ、忌憚のない意見を教えていただいて、そしてみんなで作り上げていきたいと思って

います。 

本日は、ありがとうございました。 

 

田部会長 

それでは、委員の皆様、本日は長時間にわたりまして、たくさんの貴重なご意見をいただき、本当

にありがとうございました。はっと気づかされること、納得されること、問題に思うこと、たくさん

お話があったと思います。今日の議論を踏まえて、事務局でまとめていただき、それを踏まえて、次

回、熱い議論をしたいと思います。 

審議会では、もう何を言っても構いませんし、何を言われてもすべて受けとめていただける土壌が

あると思いますので、遠慮される必要はございません。また、次回、全力でぶつかっていただきたい

と思います。皆様よろしくお願いいたします。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

田部会長、円滑な議事進行ありがとうございました。 

また、委員の皆さんから、大変貴重なご意見いただきましてありがとうございました。 

これをもちまして第 1回松江市総合計画審議会を終了します。 

 

 


