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  第２回松江市総合計画審議会会議録 

 

１ 日時 令和３年１０月１日（金）１４時３０分～１６時３０分 

２ 場所 松江市役所西棟５階 防災センター（ただし、会議は WEB上で行った。） 

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、黒目敏行委員、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、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 上定昭仁市長、山根政策部長、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、本田政策係長、橋本情報政策係長、野々村主幹 

藤本副主任、狩野主任主事 

 

４ 議題 

（１）議事 

①次期松江市総合計画「基本理念」「将来像」について 

②分野別の２０３０年のありたい姿について 

③松江市人口ビジョン（令和２年２月策定）の取り扱いについて 

 

５ 議事の要旨 

  （１）議事 

①次期松江市総合計画「基本理念」「将来像」について 

②分野別の２０３０年のありたい姿について 

③松江市人口ビジョン（令和２年２月策定）の取り扱いについて 

 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   

 

（別紙）会議経過 
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１ 開会 

事務局（井原政策企画課長） 

ただいまより、第２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。 

本日の審議会は、松江市総合計画条例第８条第２項の規定により定足数は定員の半数以上となって

おりますので、成立していることをご報告いたします。 

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 

市長の上定でございます。 

本日は、本当にご多用の中、皆様、お時間いただきましてありがとうございます。 

前回７月に開催しました、第１回の松江市総合計画審議会以降、特に若者を対象としたワークショ

ップを行い、庁内でも若手職員、中堅職員を中心とした活発な議論をして参りました。 

８月には、高校生や大学生、社会人など、将来の松江市を支える若い世代の方々から松江市の将来

像について意見を積極的に聞かせていただくため、「ミライソウゾウ会議２０２１」をオンラインで

開催いたしました。参加された高校生からは「つながりがあるまち」や「挑戦できるまち」、大学

生・専門学校生からは「チャレンジし続けられるまち」や「若者が社会をつくるまち」と言った意見

がございました。また、私も社会人を対象とする回に参加し、若い方々の未来への希望やまちづくり

への想いを数多く聞かせていただきました。 

こうした意見を参考にしまして、次期総合計画に掲げる将来像、そして基本理念、また、わくわく

する計画の考え方と、総合計画の具体的なイメージを検討して参りたいと考えております。 

皆様に今日お示しいたしますので、忌憚のないご意見をいただければと思っております。 

前回の審議会におきまして、次期総合計画の位置付けについて、私の方から、これからの松江の未

来を照らす、「灯台」であり、「道しるべ」であると述べさせていただいております。 

松江市が目指しております夢を実現できる松江、或いは市民が誇れる松江の「道しるべ」となるよ

うに、皆様としっかり議論させていただきたいというふうに思っております。 

本日、活発な意見交換となりますよう、田部会長、委員の皆様、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

３ 会長あいさつ 

田部会長 

田部でございます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 

上定市長様はじめ市の幹部の皆様、そして委員の皆様、本当にお忙しい中ありがとうございます。 

先程、上定市長様からもございましたとおり、この会議の冊子を見ても「わくわくしないぞ」とい

うお話をさせていただき、そのわくわくする計画も含めて、将来像を分かりやすく、水のように駆け

込むようなイメージで立てていただきたいとお願いをしておりました。 
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その中で、今日は基本理念、将来像について、委員の皆様にお示しをして、そのイメージを共有し

ながら、委員の皆様に肉付けをしていただいて、分かりやすい、市民の皆様に伝わる計画にしていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

４ 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 

 早速ですが、議事に移ります。 

議事（１）～（３）について事務局からまとめて説明をお願いします。 

 

事務局（佐目政策部次長） 

議事（１）次期松江市総合計画「基本理念」「将来像」について説明。 

「ミライソウゾウ会議２０２１」（高校生、学生、２０－４０代の社会人）の皆様や松江市総合計

画審議会委員の事前意見を踏まえ、「基本理念」「将来像」を提案します。 

基本理念は「想いをツナグ・未来をソウゾウする」 

ツナグには、人と人を繋いでいく、未来へと引き継いでいくということ、ソウゾウには、未来を思

い描く、作り上げるという意味を込めています。 

将来像は「夢を実現できるまち・誇れるまち松江」といたしました。 

誰もが明るい未来を描けること、松江らしさを見つめ直し、誇りや愛着を抱くということの大切

さ、その思いを将来像に込めています。 

 

議事（２）分野別の２０３０年のありたい姿について説明。 

  わくわくする計画としては、チャレンジする、チャレンジしたくなる具体的なイメージの共有や、

前向き、建設的な内容といった点がポイントになると考えています。 

これまでの計画は、現状を把握し、課題を如何に解決するかという視点でまとめていましたが、先

ほどのポイントを踏まえ、まず、目指す将来の姿を描き、そこに向かってすべきことをまとめる、挑

戦的な内容も盛り込むという視点で組み立ててまいります。 

まず「２０３０年のありたい姿と市民の実感」を示し、その構成要素となる社会の変化や、本市が

挑戦する取り組みを掲げたいと考えています。 

詳細は、資料３－２を参照 

 

事務局（大谷情報政策推進室長） 

議事（３）松江市人口ビジョン（令和２年２月策定）の取り扱いについて説明。 

令和２年国勢調査速報値の本市総人口と人口ビジョンを比較すると、ほぼ乖離がない状況でこれま

できているため、現行の人口ビジョンを継続し、次期総合計画に包含していきます。令和２年の国勢調

査を踏まえ、社人研が新たな人口推計を示した場合には、本市人口ビジョンを見直す予定です。 
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年間出生数２，０００人、社会増２７０人の挑戦は毎年度達成するものではなく、２０６０年に人口

１８万人を目指すための条件として、人口ビジョンの全期間の平均値を捉えて設定したものです。今後

は、よりわかりやすい説明方法について、松江市総合計画審議会で議論をしていきます。 

 

田部会長 

  それでは、説明をいただきました（１）から（３）につきまして、広く皆様のご意見をお願いした

いと思います。 

それでは、先に私から少し質問をさせていただきます。 

「最近、県外から松江に引っ越してくる人増えたよね。」という話があったと思いますが、「引っ

越してくる人増えた」というのは、人口流入に関する目標数値化はされるのでしょうか。 

 

事務局（佐目政策部次長） 

ここに挙げている施策につきましては、目標値を設定していく考えでございますが、現時点では何

人というものは持ち合わせておりません。 

 

田部会長 

  瀬崎委員。 

 

瀬崎委員 

  以前に比べて各界で活躍できる松江や島根の人材が減っていると言う指摘を良く耳にします。こう

した傾向は学力低下にも表れており無縁ではないと思います。その要因を考えると、高等教育以後の

ことに目が行きがちですが、かつての松江市には義務教育段階から、知識だけではなく、松江市民と

しての誇りや豊かな心、チャレンジ精神を育む環境があったように思えます。民間ではこの観点から

山陰合銀さんなどが私塾を開設され。商議所でも類似の人材育成の動きが始まっています。郷土への

理解や愛着を育みながら、確かな知識と教育に支えられ、各界で活躍し、将来の松江を担う人材を得

るために、今計画にはぜひ、義務教育も含めて、高等教育、社会教育へとつながる、教育の充実に力

を入れる仕組みを取り入れではどうでしょう。チャレンジするには、戦闘力のあるスキルとキャリが

必要です。 

  松江市人口ビジョンにおける比較検証の方法については、表１のように１クールで政策を検証し、

次の手立てをやっていくという方法が良いと思いました。 

 

事務局（山根政策部長） 

２０３０のチャレンジということですので、少し抽象的になりますが、ここの表し方は、決して一

通りでなくて、委員に言われたような視点からも作ることができると思っています。 

総合計画ですので、一つは夢の部分、もう一つは、それを実行するために着実なスキルを身につけ

る、或いは義務教育から高校、大学という一連の流れの中で取り組んでいくといったことを書き込ん

でいきたいと思っています。また、今日そういったことをいろいろ意見いただいて、そういった角度

からの、また、まとめ方というものも検討していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたし

ます。また、今日は、いろいろ意見をいただいて、検討していきたいと思っています。 
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人口ビジョンについては、これまで出生数２，０００人、社会増２７０人が一人歩きをして、達成

していないじゃないかといったご意見があったのは、説明不足であったと認識しています。次期総合

計画を策定する中で、分かりやすい説明を心がけたいと思っています。 

 

田部会長 

  都会に出た経営者の皆さんとお話しする機会が多々ありますが、出雲高校出身の経営者の方は多

く、松江出身の方は少ないイメージがあります。松江だと起業しにくいのか、そういうマインドがつ

くれないのか。松江は城下町の風土で保守的な人が多いのか分かりませんが、２０３０年までには取

り除いていきたいと思います。 

その他、ご意見ございましたらどうぞ。中尾委員。 

 

中尾委員 

  いただいている基本理念案、将来像案についてですが、資料１の右の方で、高校生、大学生、それ

から一般から、「わくわくする未来とは？」という問いに、挑戦とかチャレンジといった表現があり

ました。 

そこで、若い人達が本当にチャレンジできるような、そういった攻める姿勢の表現にならないかと

いうことを思いました。 

続いて資料３の中で、市民の実感ということで、非常に伝えやすい言葉にはなっていますが、この

表現に関しても、若い人が本当にチャレンジして、今後、１０年、２０年、３０年と作り上げるんだ

というような攻める姿勢をもう少しこの中に表現として入れていった方がいいと思います。 

 

田部会長 

  岩田委員。 

 

岩田委員 

  資料３－２にある全体像を拝見しまして、分野別のありたい姿が本当にわかりやすく親しみやすい

言葉になり、随分印象が変わったと思います。 

そういう目で、じっくり拝見しますと、まず並んでいる項目の数ですが、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに比べてⅣの

どだいづくりの項目がかなり多いと感じます。項目が少ない方が一つ一つのインパクトは強くなると

考えていますが、もう少し整理の仕方はないのかということを思いました。 

また、分野別のありたい姿の言葉が非常にソフトになったのに比べて、「しごとづくり」、「ひと

づくり」、「こころづくり」といった表現は、昔っぽいというか、堅いイメージがあり、特に「ここ

ろづくり」という表現には個人的に違和感があります。 

例えば、「しごとづくり」でしたら、「わくわく」という言葉を使って「わくわく働く」とか、

「わくわく学ぶ」とか、「わくわくつながる」と言い換えみてはどうでしょうか。 

また、Ⅳの「どだいづくり」という表現も「わくわく暮らす」などもっと良い言葉で言い表せない

かと思いました。 

また、Ⅴの「なかまづくり」が１項目だけですので、Ⅲの「つながりづくり」に加えても良いと思

いました。 
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田部会長 

  植田委員。 

 

植田委員 

  人材還流について、大学生を中心に１回県外に出た人に何とか帰ってきていただくような施策で、

確かにそれで帰ってきていただければいいと思いますが、都会でキャリアを積んできた方々が１０年

後にキャリアを積んでスキルを磨いて帰ってきていただけるような仕掛けが必要ではないかと感じま

す。 

 

田部会長 

先ほどおっしゃったようにキャリア形成を積んだ方、特に海外経験のある方にイノベーションをし

てもらう仕掛けが必要ですので、何か考えていきたいと思います。 

その他、ございますでしょうか。 

佐藤（薫）委員。 

 

佐藤（薫）委員 

  ごうぎん島根文化振興財団というところで、尚風館という私塾をやっています。 

そこでは週に１回、子どもたちに集まってもらい、地域の偉人についての話、地域に伝わる話、論

語の話、そういったところを勉強しながら、自分たちで物事を解決できるような思考といったところ

も含めて、学びの時間を作らせていただいております。 

しかしながら、こうした学びの機会を広く皆さんにできるかというと少し難しいと思っています。

資料３の教育のところで子どもたちだけにフューチャーするのではなく、世代もまちも超えた交流の

場を作り、その中でお互いの寛容性を育てることも必要になるのではと思いました。 

また、資料２のデザインイメージについて、「こんなチャレンジをしてほしい」という表現は、市

から市民へ与えるというイメージがついてしまうので、表現を変えてもらい、やりたい人たちのやり

たい気持ちを煽るような表現になるといいなと思いました。 

 

田部会長 

  原田委員。 

 

原田委員 

資料３－２の全体像の案についてですが、今までの総合計画に基本姿勢としてあった共創・協働の

まちづくりについてはどうなっていますか。 

ＮＰＯや市民活動の立場から、松江市に対して共創・協働の大切さを訴え続けてきて、ようやく今

の総合計画に基本姿勢として盛り込んでもらえるまでに至ったという歴史があります。 

この共創・協働ということ自体は、目的を達成するための手段、方法であるがゆえに、すごく見え

にくいですが、実は見えていない部分ですごく大切なことだと、私自身も感じています。 
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また、共創・協働というのはどこかのテーマ、どこかの施策だけに関係するということではなく、

どのテーマにも施策にも関係してくることですので、全体の基本姿勢として掲げられていたのだと思

います。 

今回の総合計画は、市民にわかりやすくてわくわくする総合計画ということで、分かりやすく変わ

っていくのはいいと思っていますが、今までやってきた共創・協働は、様々なセクターの人たちがつ

ながって、まちづくりをしていくという面ではすごく大切なことだと思いますので、案に盛り込んで

いただきたいと思いました。 

 

田部会長 

  坂田委員。 

 

坂田委員 

  キーワードの話になりますが「かっこいいやつが多い」というのが、あったらいいと思います。か

っこいいみたいな抽象的な言葉だとわかりにくいですが、「松江は自然に恵まれていて感性を育める

他よりも良いところ」という視点も入れていけるといいと思います。 

 

田部会長 

田舎を田舎っぽくしないというのは大切です。そのためにも様々なものに触れて、感性を磨くこと

が大切だと思っています。 

尾花委員。 

 

尾花委員 

  学生としての意見になりますが、総合計画を知っている学生がそもそも少ないので、まずは手に取

ってもらえるようにデザインなどを工夫する必要があると感じました。 

 

田部会長 

  佐藤（和）委員。 

 

佐藤（和）委員 

松江市内においてもそれぞれ地域の実情に合わせた地域版総合戦略が策定されています。これは、

それぞれの持つ地域の区政に合わせた課題解決のためのアイデアや企画がなされています。総合計画

と総合戦略の一体化の中では総合計画は総合戦略を核にしながら・・・とされ、その別冊として作る

ということですが、地域版（地方版）総合戦略は★印をつけて区分とあります。 

今回資料３のところでは★挑戦する取組となっているものが地域版総合戦略に該当するものではな

いと思われますが、地域版総合戦略に該当する項目も入れていただき解るようにお願いしたい。 

地域版総合戦略も各地域でのまちづくり会議の中で話し合いをされ、それぞれすばらしいわくわく

するアイデア企画で挑戦をされている地域もあります。この資料３の将来像の実現に向け、取り組む

施策の方向性において、地域性があるもの、（地域版総合戦略での事業）と松江市全体での取り組み

のものと分けていただきたい。特に、地域性がないものについては（松江市全体で取り組むべきもの
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については）地域を限定する表示はしないでほしい。例えば・・グリーンスローモビリティー等の運

航は中心市街地と限定されている。また、Re-Project事業については、まちの・・と記載があり、ま

ちに限定されている。地域限定の施策については表の右欄にでも地域限定のマークがあると見やす

い。 

また、SDGｓの理念を取り入れるとあるので、右欄に SDGs NOを入れるのも良いと考える。 

 

事務局（山根政策部長） 

当然、次期総合計画は総合戦略に密接に繋がっている計画だということになります。従いまして、

総合戦略との繋がりを整理して、それをどういう形で表すか今後検討し、見える形にしていきたいと

考えています。 

また、ＳＤＧｓの理念も同様でございますが、ＳＤＧｓとどういうふうに繋がってるかということ

の見せ方、繋がり方というのも今後整理したいと思います。 

また、先ほどおっしゃった「中心市街地での」といった表現は少し検討して、改めるところは改め

ていきたいと思います。 

 

田部会長 

  広野委員。 

 

広野委員 

計画ができ上がった段階で、分野別に関係する人たちに自分の計画だと思ってもらうことが大切だ

と思います。また、計画の推進役としては市の職員、市そのものになろうかと思います。 

そうすると、従来のような表現だけじゃなくて、具体的に今後５年間でどういうことができるのか

というものを具体的に入れ、松江の企業さんの意見を取り入れるなど、もう少し自分の計画だと思っ

てもらえるような形に持っていく必要があるのではないかと感じました。 

 

田部会長 

  武部委員。 

 

武部委員 

  今回の基本理念や将来像に出ている挑戦とか創造という表現がすごく大事な部分だと改めて感じて

います。これは所管される部や課において、行政の職員さんが、こういった想いや考え、価値観をい

かに理解され、実務に想いをどうやって反映させていくかが大切だと感じています。 

 

田部会長 

  河原委員。 

 

河原氏（泉委員代理） 
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資料３について、医療、福祉には「わくわく」や「チャレンジ」という表現は馴染みにくいところ

です。しかしながら、医療、福祉は大切なことなので、いかに計画に落とし込むかを今後考えていた

だきたいと思います。 

例えば、現在、医師会ではがん検診などを進めており、早期発見、早期治療することによって健康

寿命を伸ばすといったことを進めています。そういったことも落とし込んで計画が作れればと思いま

す。 

 

田部会長 

  鷦鷯委員。 

 

鷦鷯委員 

  新庁舎の建設工事で、ＳＤＧｓの「この部分をやっています」という看板が立ててあり、他でもＳ

ＤＧｓのどの部分に関わるのか表すことが増えてきていると思います。 

総合計画ができあがった段階で「総合計画のこの取り組みの内容をこの事業でしています」といっ

たように総合計画に基づいて事業を進めていることを表に出せば市民に伝わりやすくなるかと思いま

す。 

 

田部会長 

  黒目委員。 

 

黒目委員 

資料１にあるとおり、アンケートで「つながり」という言葉が特に多く挙がっていると感じてお

り、人と人のつながりについて松江市として取り組んでいかなければならないと考えています。２０

３０年に向けて、人と人なのか、人と物なのか、人と社会、会社なのか、様々なものがつながること

が見えるような作りにしていただくと、計画を見る側としても良いと思いました。 

 

田部会長 

  塩谷委員。 

 

塩谷委員 

  一点目は、人口ビジョンの捉え方について、出生率や人口増の目標を提示されすぎると、プレッシ

ャーになりかねないので、出産したい人が出産したい気持ちになる表現にされていると良いと思いま

す。 

  二点目は、掲げられている分野ごとに担える人材を育成していかなければならないと感じていま

す。プレイヤーが増えていくと思いますが、プレイヤーをまとめる人材の育成にも力をいれていく必

要があると感じました。 

  三点目は、誰に伝えたいかを考えた時に冊子だけではなく、ムービーやＳＮＳ、様々なインフルエ

ンサーとつながって広報していく必要があると考えています。 
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田部会長 

  大田委員。 

 

大田委員 

  資料２のデザインイメージをはじめ、全体的に文章がとてもやさしい言葉でわかりやすくなってい

ると感じます。若者に分かりやすい表現になっていますが、小学生にも分かりやすい表現というもの

考えても良いかと思いました。 

現在、小学生でもＳＤＧｓに対して関心が高いので、松江市総合計画を例にして、身近でもＳＤＧ

ｓに取り組んでいるというように使えるのではないかと思いました。 

 

田部会長 

  松本委員。 

 

松本委員 

市民の実感という一言でのキャッチコピーがとても分かりやすいと感じています。例えば、「和菓

子屋のおばーちゃん、英会話はじめたって」という実感に対して、インバウンドや発信といったこと

に加えて「おもてなしの心」といったものも加えていただきたいと思います。 

  同様に「やさしさ」と「ありがとう」があふれてるね、には教育分野にあるような具体的な例を掲  

載すると良いと思いました。 

 

田部会長 

  前回に比べ、相当分かりやすくなっているし、まとまってきていることは委員の皆さんも実感され

ていらっしゃると思います。ただ個人的には、まだまだおとなしいと思いますし、委員の皆様の話を

聞いていると、もう少し尖ったものをつくってもいいのではないかと思います。 

  また、デザインイメージの中で「この企業と組んでやります」といったイメージを具体的に掲載す

れば、さらに分かりやすくなると思います。 

  ここまでの議論を踏まえて、上定市長いかがでしょうか。 

 

上定市長 

  本当に皆さんありがとうございます。 

皆様からいただいたご意見が鋭い意見ばかりで、私にとってものすごく貴重な時間でした。本当に

皆さんありがとうございます。 

心に刺さったご意見の中から、特に深く刺さったご意見についてお話します。 

中尾委員からいただいた「責める覚悟、姿勢といった表現をして欲しい」というご意見、まさにお

っしゃる通りだと思います。どちらかというとやさしい表現を使って、親しみやすい、手に取っても

らいやすいということを心がけて作ったつもりでしたが、逆に言うとインパクトという観点も手に取

っていただきやすいという点では、当然意義深いと思いますので、考えていきたいと思います。 

それから、岩田委員から、全体像のバランス、整理について意見がありました。どういう切り口で

整理をしているか、どういう項目立てをしているのか、というのは何を考えているかを表現する最た
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るものだと思います。この表であれば、確かに「どだいづくり」に力入れていく、曲解すれば、従来

型の公共投資、箱物投資ではないかと見れるわけです。そういった見せ方、見られ方はもう少し考え

ていきたいと思います。 

また、佐藤（薫）委員からいただいた「こんなチャレンジをして欲しい」という書き方について

は、おっしゃる通りだと思いました。できるだけ市民の皆さんの目線に立ってと言っておきながら、

確かにこちらからものを求めてしまっています。他のところも含めて、行政だけでは何もできません

ので、市民の皆さんがこれに共感して、そして一緒にやっていこうと思っていただけるようなものに

していきたいと思っています。 

それから坂田委員からいただいた「感性を磨く、格好が良い」というご意見について、私は松江は

それができる町だと思っています。例えば、「上質」とか「上品」とか「洗練された」、英語では

「sophisticated」といった表現になります。そういった潜在性があるところを薄利多売型で、せっ

かくいいものを安く売っているというところが、実はマーケットプライスと乖離しているようなとこ

ろもあると思います。それを感性が磨くことができる町であり、かっこいいクールな街であるという

切り口は若者にも刺さると思うので考えていきたいと思っています。 

それから、尾花委員と塩谷委員に言っていただいた「手に取ってもらえるデザイン」であったり、

「ＳＮＳやインフルエンサー」といったヒントもいただきましたので、今からアウトプットをきちん

と考えた上で何らかの肉づけをしていきたいと思います。これは市民の皆さんにメッセージを発信し

ていくというのももちろんですが、武部委員にご指摘いただいたように、市職員が想いを共有してい

なければ、結局、絵に描いた餅になると思います。市民の皆さんに発信する前段として、私が職員に

対して、想いを共有できるかにかかっていると思うので、しっかりファシリテートしていきたいと思

います。 

各部で想いが共有できた暁には、鷦鷯委員が言われたように、バイブルである総合計画のこの部分

が実際に実行されているといった関連づけ、実行したことが計画のどこに当たるのかという整理はＰ

ＤＣＡサイクルを回していく上でもすごく重要ですので、やっていきたいと思います。 

最後に、私も国際交流の観点は非常に同感です。おもてなしの心が必要であり、国際文化観光都市

７０周年を今年迎えていますが、松江市民の観光、国際、文化といったマインドが無いままに、名前

だけが付いていても意味がないと思いますので、追いついていかなければならないところだと思いま

す。せっかく小泉八雲さんが国際文化観光都市にしてくださった松江ですので、名前についていける

ようなキャッチアップできるような取り組みを進めていきたいと思います。 

全体として、本当にいい意見をたくさんいただきましてありがとうございました。ブラッシュアッ

プのしがいもあり、皆さんに「なかなか面白いのができてるな」と思っていただけるように磨きをか

けていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

田部会長 

上定市長ありがとうございました。 

まだご意見をいただいていない委員の方、ご意見いかがでしょうか。 

奥原委員。 

 

奥原委員 
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  農林水産業の実態として、総務省が農業労働力の確保に関して調査したところによると、新規就農

者の３５％は離農しており、資金面のほか技術の習得が大きな課題となっています。これは県、市、

ＪＡが一体となって取り組むべきことだと考えています。「農水商工連携」といった表現があるよう

に地元企業と連携してものを作っていくため、どこかが架け橋となっていくことが必要だと考えてい

ます。私どもとしてもそこに向かって頑張っていきたいと思っています。 

 

田部会長 

  その他ございますか。 

  藤田委員。 

 

藤田委員 

  地域に人材を供給する立場でどういった責任が果たせるかを考えており、「地域でどう人材を育て

るか、枠組みを作るか」といったものがあっても良いのかなといった印象を持ちました。 

 

田部会長 

  民間企業の計画においては、具体的な数値、提携先、具体的な策が盛り込まれます。こうした行政

の計画は議会にも通さなければならず、イメージや理念、通念でできあがっていくものが多いようで

す。ただ「最近、松江に引っ越して来る人多いよね」といった実感であれば、「５，０００人増やし

ます」とか、他にも「新規就農者数は何人増やす」とか「提携先はここです」といった具体的なイメ

ージを明示しないと分かりやすくならないのではないかと思います。前回に比べれば、計画がかなり

進歩していますので、もう一段階お願いをして、これからの未来を担う２０代、３０代の希望が開け

る計画にしていってほしいと思います。 

  それでは、３０代を代表して鷦鷯委員いかがでしょうか。 

 

鷦鷯委員 

  中浦食品に産休、子育て中のお母さんが多くいますが、「松江は子どもを育てやすいよね」といっ

た言葉はあまり聞きません。バランスのとれた政策がとられているかとは思いますが、他の都市から

注目を浴びるような尖った政策があれば面白いと思いました。 

 

田部会長 

  それでは、もう少し若い世代から尾花委員いかがでしょうか。 

 

尾花委員 

  良い総合計画ができても手に取ってもらえなければ、意味がないと思っています。例えば、冊子で

はなく巻き物風にしてみれば、若者に刺さるのではないかと思っています。見る人が楽しめるような

デザインも求められるのではないかと思っています。 

 

田部会長 
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  巻き物でも良いですし、動画が良いのではないかと思います。冊子では読むのも大変ですので、動

画、アニメ、漫画といったアプローチもご検討いただければと思います。 

  それでは、もう一度、上定市長いかがでしょうか。 

 

上定市長 

様々な世代に伝えるためには、ＹｏｕＴｕｂｅだけでは恐らく伝わらない先もあろうかと考えてい

ます。市長に就任して以来、松江市からの行政情報をお届けするのに、市報や市役所の１階にあるモ

ニターを活用しているほか、イオンにもデジタルサイネージを入れるなど、様々な取り組みを進めて

います。 

そういった手段を利用しながら、読んでもらえる見てもらえるコンテンツを作っていかなければな

らないので、まずは土台となる中身を作り、それをどういうふうに表現して、見せていくのかという

ところを市職員、市民の皆さんと練っていきたいと思います。 

田部会長に言っていただいたとおり、できるだけイメージではなく具体的な数値を示し、「こうい

ったアイディアがあるんだな」と受け取ってもらえるような肉付けをしていくのが次のステップだと

考えています。その点についても次回までご期待をいただければと思います。 

 

田部会長 

本当に政策部の皆さんには頑張っていただいており、前に進んでいることを実感していますので、

今後すばらしい計画ができていくと思っています。 

  委員の皆様、その他いかがでしょうか。 

  中尾委員。 

 

中尾委員 

計画ができた後にどうやって実践していくのか、やり方も計画に載せてはどうかと思いました。プ

レイヤーが見える、掬い上げていくようにしていかなければ実践ができないのではないかと思いまし

た。想いをつなぐ、チャレンジ、挑戦、実現するためには、市民、民間企業、行政がプレイできる環

境である「松江モデル」ができることが重要だと感じています。計画を実行できる体制づくり、参加

するきっかけづくりについても計画への掲載を検討いただきたいと思います。 

 

田部会長 

  岩田委員 

 

岩田委員 

  学生を様々な場に引っ張り出していただきたいと考えています。県では高大連携をすごい勢いで進

めており、高校生と大学生がつながりあっているので、市と大学でもつながりあって様々な仕掛けを

していただき、大学生を様々な場に引っ張り出していただきたいと思います。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 
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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 

  市長としても一人の市民としても、皆さんが考えていらっしゃることが共感するものばかりでし

た。市長として、一人の市民として、どういうふうに市民の皆さんとありたい未来に近づけていくか

ということを今日も考えさせられましたし、非常にたくさんのヒントをいただいたと思います。 

田部会長にも言っていただきましたとおり、皆さんのおかげでかなり具体的に検討を進めることが

できております。さらに具体的に数字、具体的なアライアンス先なども含め、皆さんに見ていただ

き、表現の方法についても考えを深めた上で次回、ご意見をいただければと思っております。 

また、思いつかれたことや言っておきたかったことがあれば、政策企画課の方に寄せていただい

て、それも反映させていただいた上で、さらにいいものを作っていきたいと思っています。 

本当に今日はありがとうございました。 

 

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２回松江市総合計画審議会を終了します。 


