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  第３回松江市総合計画審議会会議録 

 

１ 日時 令和３年１２月２２日（水）１３時００分～１５時００分 

２ 場所 松江市役所西棟３階 第１常任委員会室 

３ 出席者 

（１）委員  田部長右衛門会長 

       泉明夫委員（代理 土江庸雄氏）、岩田英作委員、植田祐市委員、大田美穂委員、 

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、高島恵美委員、中尾禎仁委員、 

原田陽子委員、広野正充委員、松本朝子委員 

 

（２）事務局 上定昭仁市長、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、今岡政策企画官、大谷情報政策推進室長、本田政策係長、 

橋本情報政策係長、高岡副主任、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」（案）について 

 

５ 議事の要旨 

（１）議事 

①次期「松江市総合計画」（案）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 3回松江市総合計画審議会を開催させていただきます。 

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。 

また、会議録作成のために、録音させていただきますので、ご発言いただく際は挙手していただ

き、事務局スタッフからマイクをお受け取りの上ご発言いただきますようお願いします。本日の会議

は、概ね 15時ごろを終了予定時刻としておりますので、円滑な進行にご協力をお願いいたします。 

続きまして本日の欠席についてご報告いたします。奥原委員、亀城委員、武部委員、藤田委員につ

きましては、欠席というご連絡をいただいております。また、泉委員におかれましては、代理といた

しまして、松江市医師会事務局次長の土江様にご出席をいただいております。 

なお、松江市公民館長会の佐藤委員につきましては、30分程度遅れる旨の連絡をいただいておりま

すので、会議を開催させていただきたいと思います。 

そうしますと、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。 

開会にあたり市長の上定よりご挨拶をお願いします。 

 

２ 市長あいさつ 

上定市長 

皆様こんにちは。この年末の大変お忙しいときに松江市のためにお出かけいただきまして本当にあ

りがとうございます。 

今日初めて松江市総合計画という形で皆様のお目にかけられるものを提示させていただくことがで

きました。これまで市役所職員、私も含めてですが、市民の皆様とできるだけ話を持つということ

を、まずはスタートラインに置いて、ミライソウゾウ会議という、若い方を中心として話を直接お聞

きする機会を設け、また、タウンミーティングという名前で、この後も説明がありますが、地域ごと

に幾つかに分けて、そこでお話を聞く機会を、これは図らずして手を挙げていただく方が結構年配の

方が実は多くて、結果的に、若い方から年配の方までいろいろなお話が聞けているという実感を持っ

ております。私もその場には、できる限り参加して、また私からも発信をさせていただき、ご意見を

いただきました。市民の皆様と実際に話をする中で、今松江市に対する期待感にお応えするものを作

っていかなければならないと、使命職責というのは非常に重く感じています。松江の総力・英知を結

集して、この松江市総合計画を作り上げていきたいというふうに思っています。 

皆様のお立場、そしてまた、皆様市民のお 1人お 1人として、この 2時間という限られた時間です

が、ぜひ厳しいご意見をたくさんいただければと思っていますので、何卒よろしくお願いします。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

続きまして、田部会長よりご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

３ 会長あいさつ 

田部会長 
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こんにちは。大変お忙しい中今日もお集まりいただきまして本当にありがとうございます。松江市

総合計画ですが、最初に申し上げたように、どうしてもこの松江市総合計画を作ることが仕事になっ

ていて、松江市総合計画をどう進めるか、どういうふうに実現していくか、具現化していくか、がや

はり欠けていたと思います。今までも松江市総合計画はありましたが、我々市民が実感できてない。

松江市総合計画は多分いろいろ変わっているのですが、目に見えて実感していかなければならない、

そのあたりを強く今回の事務局の方にも私からお話をしました。 

昨日、事前に説明をしていただいたのですが、よくできていると思います。本当に読みやすくてわ

かりやすいものになったと思います。だけど、具体的に何年後にこうなる、何年後にこういうものが

できます、何年後にこうなっていくべきだ、みたいな部分がやっぱり欠けていると思います。だから

そこを、今日皆様の、この町に住んでいらっしゃる市民の皆様のご意見を、魂を注入していただい

て、完成していきたいと思っています。 

どうしても、行政の方は約束しにくいという性格があり、こうなりますって言えばいいと思うもの

の、いやちょっとまだ、みたいなとこがあるので、そこを今日お集まりの皆様が、いや、やればいい

と言ってやってください。その責任は、最終的に会長である私とか市長がとります。それが僕らの仕

事です。そこを鑑みて、厳しいご意見を、市長と実現可能でかつ実効性があって、想像しやすくて、

皆様が実感できるプランに仕上げていきたいと思いますので、皆様もぜひ、忌憚のないご意見を、ぜ

ひよろしくお願いします。 

 

４ 議事 

事務局（井原政策企画課長） 

では、これから議事に入ります。議事につきましては条例第 8条第 3項の規定により、会長が議長

となることになっていますので、以降の進行を会長にお渡ししたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

田部会長 

  はい。では、早速議事に移りたいと思います。議事 1です。事務局から説明をお願いします。 

 

議事（１）次期「松江市総合計画」（案）について説明。 

事務局（山根政策部長） 

はい。前回まで様々なご意見をいただいており、これから担当から説明がありますが、私からはそ

の大枠についてご説明します。 

1つは将来像・基本理念について若者たちがチャレンジする、こういった視点を考えて欲しいとい

うご意見があり、今回は基本理念を再提案させていただきます。そして、そこには共創協働の理念も

含めて、ご説明をしたいと思っています。 

また、基本施策として 24本提案いたしましたが、基本目標ごとにバランスが悪いのではないか、

松江市総合計画であるということを踏まえて設定をして欲しいとのご意見がございました。 

また、わかりやすく、わくわくしながら手に取ってもらえるデザインというご意見を踏まえ、今回

はその点についてもご提案をさせていただきます。 
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また、本編に掲載する情報量をなるべく少なくして、KPI・主要施策は別冊としてまとめさせてい

ただいております。 

また、今後の将来像を考える中で、大切な土地の利用制度、まちのかたち、或いは、2060年 18万

人という目標にしておりました人口ビジョン、これらについての考え方も、改めてご提示をさせてい

ただきます。 

これらを計画案としてご提案させていただきますので、厳しいご意見を頂戴して、最終回に向け

て、事務局として取り組んで参りたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

それでは個別のところを各担当より説明します。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

私からは資料 1についてご説明します。 

若者の価値観やご意見を聞くために、計画策定の検討資料とすることを目的として、ミライソウゾ

ウ会議、ミライソウゾウ若者合同会議を開催しました。ミライソウゾウ会議は高校生も大学生・専門

学校生も社会人も対象に 3世代ごとのカテゴリー別に 3回実施しています。それから、その 3世代が

一緒になる若者合同ワークショップをオンラインで 2回実施し、合計で 94名の方に参加いただいて

います。そうした若者からご意見をいただいた中で、多く上がったキーワードとして、挑戦、チャレ

ンジ、やりたいことを制限なくできる、というような前向きな意見と、もう一方で、コロナ禍という

こともあったかもしれないですが、人との繋がり、地域の繋がり、繋がりというキーワードを多くい

ただいたところです。 

資料 1の右側のタウンミーティングですが、こちらは、幅広い世代の方にご参加いただきました。

松江市総合計画を策定する背景や、将来像、基本目標等をご説明させていただき、グループ単位で意

見交換会、それから市が示す案に対するご意見等を伺ったところです。開催については、記載の通り

公民館のブロック単位ということで、5回開催させていただき、延べ 61名にご参加いただきました。

また、オンラインでも 8名の方に参加いただきました。 

参加者の方から、UIターン施策、地域のつながり、都市基盤の整備、子育て・教育環境の充実、高

齢者福祉の充実、スマート自治体といったようなご意見を多数いただいたところです。現在、取り組

み中のものとして、名刺サイズの「ゆめカード」を配布し、「あなたがワクワクする松江の未来と

は」という 1文だけのアンケートを行っています。昨日までのところで、1,521件の回答をいただい

ていて、そのうち 9割以上が中学生高校生からご意見いただいています。非常に若い方の意見を多数

いただいていますので、こういったものを、引き続き、松江市総合計画等に反映をしていきたいと思

っています。 

 

事務局（佐目政策部次長） 

私からは資料 2についてご説明します。 

まず表紙の部分ですが、「MATSUE DREAMS 2030」としております。計画最終年の「2030年の松江の

あるべき姿」、これをサブタイトルとしました。 

次に 1、2ページをご覧ください。「8年前、あなたはどこで、なにをしていましたか。」としてい

ます。今から 8年前、2013年の自分に向け、問い掛けるところから始めています。 
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次に 3、4ページをご覧ください。「8年後、2030年の自分を想像してみよう。」としました。こ

のように、未来の自分に向けた手紙をイメージしたストーリー構成にしています。 

次に 5、6ページをご覧ください。「バックキャスティングで未来をソウゾウしてみよう。」とし

ました。従来の課題解決型の発想ではなく、まず松江の未来のあるべき姿を描き、それを叶えるため

に今何をすべきか、ということを考えるということ。そしてそのためにも、松江市総合計画を新たな

道標として共有するという考え方です。またご覧の通り、ソウゾウをカタカナにしています。2つの

意味を込めており、1つは、新たにつくり出す創造、クリエーション。もう 1つは思い描く想像、イ

マジネーションということにしています。 

次に 7、8ページをご覧ください。「バックキャスティングで未来の「松江のあるべき姿」をみん

なで考えました。」としました。現在もゆめカードで、皆様方からご意見をいただいている最中です

が、これまでも、ミライソウゾウ会議、タウンミーティングなどで、まさに十人十色の未来の姿を語

っていただいています。 

次に 9、10ページをご覧ください。松江のあるべき姿、将来像についてです。市民の皆様からのご

意見は挑戦、誇り、といった意味合いのキーワードを数多くいただきました。松江のあるべき姿、将

来像は、「夢を実現できるまち、誇れるまち松江」としました。 

次に 11、12ページをご覧ください。将来図、松江のあるべき姿としまして、水の都松江を夢のあ

る表現で描いたものです。明るい未来や様々な可能性、こういったものを伝えていきたいと考えてい

ます。 

次に 13、14ページをご覧ください。松江にしかない強みは当たり前の日常の中にあります。歴

史、伝統、食文化、自然、温かいコミュニティ、新しい要素としては Rubyがあります。未来を見据

えつつ、今一度、松江の日常、当たり前に感じていることを見つめ直すことで、松江の持つ強みに気

づき、それらを魅力として再認識していこうという考え方です。 

次に 15、16ページをご覧ください。まちづくりの基本理念です。先ほど政策部長から説明があっ

たように、強いメッセージとなるように変更しまして「松江のジダイをつくる」としました。これも

ジダイには 2つの意味を込めており、右のページに記載していますが「新しい時代を築く先導者とな

り、古（いにしえ）からのバトンを次代につなごう」としました。また本文中ですが、下の方に行

政、企業、NPOもみんなで手をつなぎ、という表現があります。基本理念の中に、共創協働を大切に

する考え方を含めています。 

次に 17、18ページをご覧ください。ここは将来像を実現し、新たな松江のジダイをつくる、5つの

柱、基本目標について説明をしています。5つの柱は、1.しごとづくり、2.ひとづくり、3.つながり

づくり、4.なかまづくり、5.どだいづくり、として、それぞれの柱ごとに、松江の目指す姿、2030年

にどのようなまちになっていたいか、を記載しています。 

次に 19ページをご覧ください。人口ビジョンについてです。これまでもご説明していますが、何

もしなければ、少子高齢化を伴いながら人口は減少し続け、2060年には約 15万 4000人、さらに、

2115年に 9万 2000人という国の推計が示されています。よって、挑戦的な目標になりますが、豊か

な時代をつくるために「2060年に総人口 18万人をめざします。」としました。また中ほどに記載し

ていますように、長期的には人口減少に歯止めがかかる年齢構造、四角形に近い人口ピラミッドを目

指します。詳しくは後程、人口ビジョンの検証方法の中でご説明します。 
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次に 20ページをご覧ください。将来のまちのかたちについてです。まず「新たな時代への対応と

まちづくり」では、本市の将来像、夢を実現できるまち、市民が誇れるまち、これを実現するために

は、どのような、まちのかたち、都市構造がふさわしいのか。そして、人口減少少子高齢化への対応

強化、人や企業の地方回帰といった流れを踏まえ、改めてまちのかたちと土地利用制度を議論する時

期を迎えている、としました。また、中ほどの「まちのかたちの考え方」では、市域内のバランスの

とれた発展と、コンパクト・プラス・ネットワークを目指す、としました。そして、令和 4年度末を

目途に、今後の土地利用制度の考え方を決定します、としています。 

基本構想の説明は以上ですが、冒頭に田部会長の方からありました、将来こうなっていたい、とい

う具体的なビジョンをビジュアルでお伝えするために、イメージ図を今後加えていきたいというふう

に考えています。例えば、親水護岸などでのにぎわいの風景であるとか、職人商店街や、また、まち

の至るところでバスケットボールやテニスを楽しまれている風景など、ワクワクする未来を表現して

いきたいというふうに考えています。 

21ページ以降の基本施策については、担当から説明いたします。 

 

事務局（本田政策係長） 

私の方から、21ページ以降の基本施策部分の説明いたします。 

21、22ページでは、18の行政分野に係る市民の実感をループ図で表しています。左側が「夢を実

現できるループ」、右側が「誇れるループ」、そしてそれを支える「安心・安全ループ」ということ

で構成しています。こちらに掲載の市民の実感については、前回の審議会でもある程度お示しをさせ

ていただきました。そこから少し変化もあり、先日のタウンミーティング等では、市民の皆様からこ

ちらについてのご意見も頂戴したところです。この市民の実感については、好評をいただいておりま

す。 

続いて、これらの 18本のすべての行政分野で推進することとして、3本の柱を立てさせていただき

ました。1つ目が「人口減少対策」、2つ目が「文化力を生かしたまちづくり」、3つ目が「デジタル

技術の活用（DX）」です。いずれも松江市としてこれから 8年間、重点的に取り組むべきものという

ことで掲げています。 

次に 25、26ページをご覧ください。こちらについても前回の審議会でご覧いただいているものに

なっています。人材還流のページです。左側の中ほどには「最近、松江に引っ越してくる人が多い」

という 2030年の市民の実感を書きました。そして、その周りには「「はたちの集い」が盛り上が

る！」、「若者と行政、若者と企業のつながりが生まれた。」など、5つの項目を書いています。こ

ちらについては、ビジュアルと文章ということで、表現しておりますが、これらは、行政がこれまで

取り組んできた施策のうち、これから強化をしていこうと考えているものになります。 

そして右側ですが、前回の審議会でもご意見がありました、市民の実感に対する目標値というもの

を定めてはどうかということで、18本すべてに目標値を定めています。人材還流については「UIタ

ーン者数 年間 1,230名」という目標を置きました。そしてその下ですが「行政のチャレンジ」とい

うことで、18本すべてに、1つから 5つくらい、行政がこれから新たに取り組んでいきたいと思って

いるチャレンジを、文章で書いています。それから 1番下ですが「私のチャレンジ」ということで、

こちらにスペースを設けていますが、総合計画は市民の皆様と一緒になって取り組んでいきたいと考
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えていますので、市民の皆様にこちらに何か書いていただいて、一緒に取り組んでいただけるきっか

けになれば、と考えています。 

27、28ページをご覧ください。残りの 17本すべてについても同様な形で、このようなイラストに

するのですが、本日のところは、一覧ということでお示しをさせていただきました。「産業振興、起

業・創業」では、「あの面白い企業って松江発って知ってる？」ということで、数値目標は「創業数

145社」を目指す、というふうにしています。白抜きの①から⑤、これがこれまで市も取り組んでい

ましたが、今後強化をしていこうと考えている施策です。そしてその下の黒の❶、こちらについて

は、挑戦をしていく施策ということで書いています。これらにつきましては、若干まだ行政的な表現

でまとめていますが、イラストに展開したときにはもう少しわかりやすい、やわらかい表現にしたい

と思っています。 

以降の 27ページから 34ページまで、18本の施策ごとに挑戦したい目標や、チャレンジしていく内

容をちりばめさせて書いています。 

最後の 35ページ、36ページですが、これは先ほどの説明の中で触れています。手紙のようなスタ

イルで構成をしていますので「8年後、あなたはどこで何をしていたいですか？」と、市民の方に問

いかけるような中身としました。 

37ページ以降については資料編となっています。 

それから、本日お配りしている資料 2－2ですが、こちらの方では、先ほどの 18本の基本施策にぶ

ら下がる KPIや主要施策の一覧をつけています。こちらについては、毎年ローリングをかけてまいり

ます。今までの赤い総合計画では基本施策や主要事業といったものは総合計画の中に記載をしていま

したが、総合計画書本編の方では情報量をなるべく少なくしたいと考えており、このような形で構成

しようと考えています。私の方の説明は以上となります。 

 

事務局（大谷情報政策推進室長） 

私からは資料 3についてご説明します。 

左上のグラフをご覧ください。まず人口の現状からお話をしたいと思います。国勢調査の確報値

が、昨年の 10月 1日現在の数値が発表になっていまして、これが 20万 3,616人、ということでし

た。これは我々が推計していました数値 20万 3,016人から 600人多い、という結果になっていま

す。 

続いて下の表をご覧ください。これまで 2つの挑戦目標ということで「出生数 2,000人/年、社会

増 270人/年」、こちらの方を設定していましたが、こちらについては 1度も達成をしていないとい

うことをお伝えしておりました。まずこの目標値のお話ですが、これは下の表にある通り「2060年に

人口 18万人をめざすための条件として、2060年までの期間の平均値を捉えて、わかりやすく設定を

したもの」ということです。そしてその検証については松江市の住民基本台帳、こちらに報告のあっ

た異動を元にカウントしたもので、これまで検証として報告してきました数値を下の表に載せていま

す。平成 28年から令和 2年、ご覧の通り目標値は達成していないということになっています。 

そこで右のページの上の方のグラフをご覧ください。緑色の推計人口と書いているのが先ほどお話

しました住民基本台帳の異動を元にしていたものです。スタートは平成 27年の国勢調査の確報値を

スタートとしています。そして今回国勢調査、令和 2年ですが、その確報値が 20万 3,616人となり

ましたので、この差が 1,271人ということになっています。要は我々が把握しておりました数よりも
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人口が 1,271多かったということです。この理由について、一番下をご覧ください。まずこの人口の

動きというのは先ほどからお伝えしている通り、自然増減の出生・死亡と社会増減の転入転出という

ことで、このうち出生・死亡については、届出はおそらくほぼなされているだろうと考えていますの

で、確実に把握できているものというふうに考えています。ただ、社会増減についてはそこに書いて

いる通り、やはり市外から転入する学生や単身赴任者と、住民票の異動をされない方というのは一定

数おられるということで、実際、国勢調査が、その 10月 1日現在にそこにお住みの方をカウントし

ているものなので、実際にそこに住んでいる方をカウントすると、こういった実績になるというふう

に見ています。 

そこで、検証方法ということですが、2ページ目をご覧ください。左上の方ですが、今後は 5年お

きの目標となる数値を設定して 5年おきの国勢調査をもとに検証を行うということが 1つ。そして先

ほどの通り、これまでの出生数 2,000人/年、社会増 270人/年、こちらによる検証は、一旦ここで止

めたいというふうに考えています。その下の表をご覧いただくと、そこに例としまして、2020年と

2025年ということで載せています。我々の推計が 5年ごとの推計となっていまして国勢調査の 5年ご

との推計、ちょうど 2020年、2025年はこれに合致しているということです。 

そこで例えば、2020年、2016年から 2020年の 5年間ということで我々も推計をしていました。そ

の推計が青色で囲ったところです。出生数が約 8,000人/5年間、社会増が約 900人/5年間というこ

とで設定をしました。実際にこの推計がどうだったかということを、この 5年間の動きに限って見て

みます。右のページをご覧ください。こちらの表の中の網掛けのところですが、ここが実際の住民基

本台帳の実績値です。そして左側にある目標出生数、これが先ほどお話をしました出生数 8,000人、

そして社会増減が 900人ということですが、結果を見ると、出生数の方は 8,103人ということで、実

はこれは達成しているということです。そして下の方の社会増減については、マイナス 157人が住民

基本台帳で把握している数ですが、対しまして国勢調査で計算しますと、1,114人の社会増というこ

とが把握できるわけです。ということで、今回のこの 5年に限ってみると、推計以上の実績だったと

いうことがいえるかと思います。 

そこで今後の検証としまして、左のページの一番下をご覧ください。まず毎年の実績報告というこ

とで総人口、そして出生数と社会増減の報告をする。そして 5年ごとの検証ということになると、人

口の構成、年齢 3区分、そして 5歳階級の人口、そして実績値を入れた今後の検証のあり方、推計と

いうものについてご説明、或いは検証していきたいというふうに考えています。説明は以上となりま

す。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

以上で説明終了です。 

 

田部会長 

はい。ありがとうございました。 

ただいま説明をしていただきましたが、少し質問ですが、人口ビジョンの検証について、実際は減

ってないというか、微増ということで結果はよかったのですが、なぜこうなったか、こういうふうに

したからこうなったのか、その辺は何かあるのでしょうか。 
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事務局（山根政策部長） 

少し繰り返しになりますが、国勢調査というのは、それぞれ 1軒 1軒回って住んでいらっしゃる、

いらっしゃらない、というのを確認しています。従って、実数と捉えてよろしいかと思います。住民

票の方は、届出をされずにこちらで住まわれると、どうしてもその数がカウントされないため、そこ

に差が出てきます。なぜ松江市は国勢調査の方が多くなるかというと、これは推測になりますが、や

はり島根大学とか、県立大学とか、大学がある都市というのは、どうしても若い方はこちらに住んで

いただくけども、住民票までは異動せずに住んでいらっしゃるという場合があります。そのような、

実際の数と住民票の数が異なる中で、私どもは毎年住民票の数でご報告をしていたというところに、

1つ問題があります。 

もう 1つは、2060年までの長期のスパンの中で、いわゆる出生数 2,000人/年、社会増 270人/年と

いう数字を独り歩きさせていたというところに誤解が出たということで、今後はそれぞれ 5年間スパ

ンというものを期間として、皆様と検証していきたいと、こういう考え方です。 

 

田部会長 

実は私も松江に住んでいるのですが、住民票が松江にないというのは、多分松江商工関係者の中で

も私だけだったかと思います。わかりました。 

 

上定市長 

つまり、住民票を移してもらえる、実際に住んでいる人を増やすということでいいですか。 

 

事務局（山根政策部長） 

住民票を移してもらって、ここで選挙権も行使してもらって、市にももちろん貢献してもらい、こ

こに腰を据えて家族も次世代までずっと住む、というふうに思ってもらう人を増やしてきたいと思っ

ています。 

 

田部会長 

ただいま説明をいただいた資料 2の総合計画のビジョン、非常に見やすくなっていると思います。

これについてご意見がある方はおっしゃってください。いかがでしょうか。 

植田委員どうぞ。 

 

植田委員 

読みやすい形になっていて、よかったと思います。1点ですが、例えば 26ページの人材還流で、30

ページのところにそれに対する施策が書かれていますが、この中で見ると、松江に少しいた学生が外

に出て行って、その学生が Uターンで帰ってくるとか、そういう学生に着目されていると思います

が、前に少し話したと思いますが、私の年代の同級生の子供たちは大体 30歳前後で、ポイントは実

は 30前後です。ここで都会に出た人たちが 30歳前後のところで、やっぱり両親のこととか、友達の

こととか、いろんなことでこっちに帰ってきたいと思う気持ちを持つのは 30前後です。それを超え

てしまうと家族ができたりして、なかなか帰ってこられない。やはり私の同級生は、息子や娘が帰っ

てきたいと思っているみたいだけど、どういうふうにしようか、どのようにしたらいいのかな、とか
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いうことで悩んでおられた例が多数ありますので、ここのところで言うと、学生も大事なのですが、

一旦松江を出た方が 5～10年以内のところで、帰ってこられるような仕組みみたいなものが必要でな

いかな、というふうに考えています。この学生という言葉だけではなく、社会人の方が帰ってこられ

るスタイルというのが必要ではないかなと思いますので、そういうところを少し付け加えていただけ

たらな、というふうに思います。 

ただそこには、例えば、施策としては、何か挫折感で帰ってくるのではなくて、キャリアップして

帰ってこられるような、こういう仕組みみたいなものがあった方がいいなと思っています。 

 

田部会長 

ありがとうございます。私も東京から帰ってきたのが 30歳で、ちょうどそういう時期であり、そ

れ以上いると、子供が生まれて子供が小学校入ってしまうとなかなか難しくなってしまうと思いま

す。幼稚園や保育園ぐらいだとまだ移動しやすいので、そのあたりの具体的施策について、どうやっ

たら戻ってきてくれるかっていうところを、その辺りも含めて考えないといけないと思います。 

瀬崎委員どうぞ。 

 

瀬崎委員 

瀬崎です。本当にすごくわかりやすくまとめていただいて、わかりやすい計画になっていると思い

ます。その上で、今のお話にも関係あるのですが、最初の会議でもご意見として申し上げたと思うの

ですが、やっぱりこの地域で住みたいという繋がりとかがあると、孤立をしないとか、仲間がいると

いう意味でいくと、やはりコミュニティの形成が重要になります。例えば子育てのコミュニティなの

か、仕事のコミュニティなのか、ということも含めて、歴史や文化も踏まえたまち、暖かいコミュニ

ティの中にあるまち、という未来像がとても大事です。18歳というのは、大きなポイントだと思うの

ですが、今さっき 30歳とおっしゃられた部分で、そういうコミュニティがあるかどうかというの

は、仕事の場面でも、子育ての場面でもすごく大事だと思いました。 

全体の計画の中で、13ページの「松江にしかない“強み”」というところで「人と人とが支えあう

温かいコミュニティがある私たちのあたり前の日常」と書いてありますが、このコミュニティはやは

り社会全体でいうと薄れつつあって、ちょっと言い方は適切でないかもしれませんが、昔はすごくい

っぱいコミュニティがあったと思いますが、やはりデジタル文化というか、デジタルコミュニケーシ

ョンの進展とか、その中でのコミュニティがあるのかもしれませんが、やはり若い人が群れないと

か、集まらないとか、なかなか接点が持ちにくいという印象です。結婚年齢の高齢化も進んでいるこ

とも含めると、やはりこの計画の中でも、松江らしいコミュニティを育むとか、あるものをもうちょ

っと拡大していくという書きぶりがほしい。基本構想全体を見ると、コミュニティという言葉が出て

くるのが、この 13ページだけになっている。意味としては、全体にちりばめてありますが、言葉と

して明確にした方がよりわかりやすい。ただ、コミュニティというのは、人が作ってくれるものでは

ない、という側面もあるのですが、今は社会で先導していかないといけない。あと、17、18ページの

ところの、これは多分上定市長の政策にもしっかり書いてあることですが、「5つの柱」、こういう

土台をつくるということで、この形でいいと思いますが、この「つながりづくり」とか「なかまづく

り」というところに、そういうコミュニティというものの、しっかりとした書きぶりがあるとよりわ
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かりやすいのかなと、その 1点だけ強く思いました。ぜひ加えていただきたい。柱の 1つにしてもい

いぐらいだと思います。以上です。 

 

田部会長 

ありがとうございます。強いご要望をいただきました。 

尾花委員どうぞ。 

 

尾花委員 

  公募委員の尾花です。先ほどのお 2人の意見に少し似ていますが、私自身はちょうど就職活動の時

期なので、人材還流について意見を述べたいと思います。すべての大学生に言えることではないとい

うのを大前提にして聞いていただきたいのですが、大学生の就職先の決定というのは、その大学生が

小学校、中学校、高校の学習の中で、どのようなことを感じたかとか、どんなことに影響を受けた

か、というのに割と左右されていると思っています。その小中高の間に、例えば、将来は都会に出て

就職したいと思った人は、多分県外の大学に出てもそのままそこで就職すると思われるし、逆に、そ

の小中高の間にやはり田舎や松江が好きだな、というふうに思った人は、たとえ県外に少し出たとし

ても、それは多分自然に地元とか松江に帰ってくると思います。 

なぜこういうふうに思ったかというと、先月地元で成人式があり、同級生と話す機会がありまし

た。私の地元は、兵庫県の中でも、もう本当に真ん中に位置しており、世間からど田舎と言われるぐ

らいの地域に住んでいるのですが、同級生の中には、中学校時代から兵庫県が好きだから将来的には

市川町の付近で就職したいというふうに言っていた人は、今でもその県内の就職先を探しており、逆

に市川町は本当に田舎だから早く出て行きたいというふうに中学校時代から言っていた人は、割と大

学から県外に出て、もうそのままそこでの就職先を探すというふうなことになっています。 

先ほどの 26ページにあるように、大学生を中心にしたというふうに書いてある人材還流は、これ

は消すべきか、というと全然そんなことはないと思いますが、島根県出身の方で、近畿地方の大学に

通っている方のお話を聞いたことがあり、その方は将来島根県での就職を希望しているのですが、そ

の大学の企業の合同説明会とかは、島根県の企業が来ることは当然なくて、近畿圏内の企業の方が来

られて近畿圏の企業のことを知ることになっており、島根県の企業が全然わからなくて不便だったと

いうふうにおっしゃっていたことがありました。そういった面については、今後、県外に行った学生

については、そういう面は強化していくべきだなというふうに思います。 

長々と意見しましたが、人材還流というと今こういうふうに書かれているように、大学生を中心に

して、重点を置かれているというふうにイメージを持ってしまいましたが、私としてはそれ以前の小

中高の学習に影響を受けていることの方が大きいと思うので、共同学習、就労体験、企業訪問にもっ

と力を入れていただければなというふうに思います。以上です。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

アプローチとしては、やはり小学校、中学校、高校の時に地元のことが本当に好きで、そこのコミ

ュニティがあれば何だかんだ戻ってくる。あとは、ご両親たちが帰ってこなくていい、と言わないこ

とも大事だと思います。 
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瀬崎委員 

話が戻りますが、国勢調査のところで、松江はブランチが多く、やはりブランチのつなぎとめはす

ごく大事であると前にお話させてもらったのですが、学生だけではなくて、転勤者というのが多いと

思いますので、目を配っていただきたい。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

塩谷委員どうぞ。 

 

塩谷委員 

ウィメンズプロジェクトの塩谷です。私もまさに 30歳で、Uターンで戻ってきており、先ほど田部

会長がおっしゃったように、親には戻ってこなくていいと言われていた人間ではあるのですが、「行

政チャレンジ」のところで帰省時にいろいろと取り組みをされるというふうに書かれてはいるのです

が、私自身、関東に行った時にそこで島根県のコミュニティとか、そういった行政がやってくださっ

たイベントとかに出る機会があって、大学で出たけども、継続して島根のことを思い出せる機会があ

ったことが、返ってくるっていう最後の後押しになったと思っているので、何かそういった取り組み

を 1番最初にやるべきであるというふうに思っています。おそらく、帰りたいという欲出てくる帰省

時には、地元の企業を回り、行政の方に相談するという動きが出てくると思うので、もう 1歩先の、

帰るか帰らないか迷っているような方へのアプローチもすごく必要ではないかな、というふうに思っ

ています。そこら辺は、別冊とかでご記載いただくかもしれませんが、そういったところがあるとい

いかなというふうには思いました。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

佐藤（和彦）委員、どうぞ。 

 

佐藤（和彦）委員 

公民館の佐藤です。先ほどあった 26ページのことで、大学生だけではなくて、35歳ぐらいで帰っ

てくる方について、私も帰ってきたのですが、挫折して帰ってきています。ひと疲れしただけです

が、この教育のところで夢がかなうって思える教育、これは非常に重要なことで、いいなと思ってい

ます。その夢をかなえるために、県外へ一旦出て行ったとしても、そこで夢がかなわなかった時に、

松江では新たな夢がかなうよ、みたいな部分、そういった視点もあれば、ちょっと疲れた人が帰って

こられるのではないか、という気がしました。 

それともう 1点、コミュニティの問題があったと思いますが、公民館ですのでコミュニティは非常

に重要な部分です。今の若い人は、大きなコミュニティを嫌っていて、やはり小さなコミュニティで

自分らの仲間内で持つコミュニティ、そこにやらされ感とかそういったものが出てくると離れていく

という部分があろうかと思うのですが、やはり小さなコミュニティがたくさんあり、それをどんどん

地域で探し出すという作業があると、離れた点が、案外大きなコミュニティに繋がっていくのかなと
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思っています。なので、そういった小グループから拡大していく施策というか、そういったものも必

要かなと思いました。以上です。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

中尾委員どうぞ。 

 

中尾委員 

中尾です。本当に皆様が言われる通り、見やすくなって、デザインもいいかなと思っています。こ

れを市民に、この中身をこれからどういうふうに伝えていくのかというところが、すごく大事である

と思います。冒頭で会長が言われた通り、どう実現していくのかということを考えると、本当にこの

内容を、市民 1人 1人それぞれのターゲットに合わせて、広聴広報していくことはすごく大事なこと

である思っています。 

我々企業人からすると、松江を誇れる人づくりというものを、この総合計画と同時にしていかなけ

ればならないと思います。我々企業人というのは、県外も海外も行く人たちが多く、そういう人たち

は必ず先方に名称を出して挨拶をする際に、松江はこんなところですと紹介し、そういう市民 1人 1

人が、観光大使のようになる方が、1番コストもかからなくて、人が人に伝えるというのが、1番説

得力があると思います。そういうことを考えると、企業から市民、それから子供たちの目線に落とし

た松江の魅力というものを、いろいろなツールで、いろいろな場面に分けて伝えて、皆で 8年後を作

り上げるということが、どこかに記されてあって、それを実践していくということができると、松江

を作っていると感じられるのではないかなと思います。 

それが、数値的に人口も増えれば、さらに市民としてのモチベーションも上がるし、何かそういう

大きな目標とそれに向かう実践力という道筋を立てていくような総合計画であって欲しいと思いまし

た。 

 

田部会長 

昨日、具体的に 8年後にこうなるというのを差し込んでほしいと事務局には言っています。水辺が

こうなりますとか、スポーツでは、テニスがもっと活発になりますとか、バスケットコートがいっぱ

い増えますとか、何かそういう未来予想図が間に差し込まれていると、それが 1番わかりやすいと思

います。何か具体的に入れてもらうといいと思います。中身としては、8年以内に何か水辺が良くな

るらしいよ、みたいな情報の方が引っかかるので、そういう何かわかりやすい引っかかりが欲しいと

思います。 

 植田委員どうぞ。 

 

植田委員 

少し教えてほしいのですが、人口ビジョンの検証方法で平成 28年から令和 2年のところで、数字

というのは、例えば、会社であれば社長が決めたから従業員は関係ないという数字は駄目だと思いま

す。ここもやはり市長が決めたからということではなく、住民の人たちが理解しないと駄目だと思い

ます。やはり数字は自分ごとになっていないと多分達成しないと思います。そういう意味では、この
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結果を発表するのではなくて、何かこうリアルに自分たちのものにしていく施策が必要だと思いま

す。例えば、変な言い方ですが、毎日数字が把握できると自分ごとに思えると思います。基本的に今

のデジタルの時代にできないことはないと思うので、自然増減の部分と住民票の異動というのは毎日

出るので、それをリアルにカウントして、上げ下げしていけばいい話だと思います。 

 

田部会長 

要するに、全部の施策が市民のものにならないといけないということだと思います。 

事務局お願いします。 

 

事務局（山根政策部長） 

我々も非常に悩ましいところがそういった市民の皆様と共有しなければならないのに、それがどう

なのだろうか、というところを考えています。1つの考え方として、国勢調査を基にしていますが、

極端な話、ダブルスタンダードで住民票をもとにして、本当に住民票の異動でやってみるというのも

ありだと思います。ただ、実際には、住民票と国勢調査で 4,000人ぐらい違うので、それをよしとす

るのか、参考にするのか、それと今のやり方でも、出生数など確実にされる届出については、毎年追

えるというところもあり、このあたりをどのような形でご説明をして、どう共有するのかは、少し検

討課題だということも思っていますが、なるべくわかりやすい形で表していきたいと考えています。 

 

植田委員 

数字は動いていくため、どこかで調整は入ってくると思います。細かな調整は入ってきていいと思

うので、1人少なかったらそれは間違っているという話は全く関係ない話だと思っています。自分ご

とになっているかどうかという数字がないと、他人ごとになっている数字感というのは全く結果論で

しかないので、それは施策では全くないということです。 

 

田部会長 

ありがとうございます。見える化ということですね。 

松本委員どうぞ。 

 

松本委員 

子育て世代の広報誌、ねぇみちょっての松本朝子です。先ほどから出ていた話をするのですが、コ

ミュニティとか、ふるさと教育というものを大学生だけでなく、小中学生とかその前から強めていく

という話にプラスしてですが、親の意識を変えていくということが先ほど田部会長からもありました

が、ねぇみちょってでも子育て世代に向けて松江で子育てしていてよかったってことを、いかに知っ

てもらうかということをテーマによく記事を載せるのですが、やはり教育現場での子供に向けた教育

もすごく大事だと思います。普通の大人の市民の方に向けて、その間の親世代というのが、少しぽっ

かりと抜けてしまっているところがあります。例えば公民館で地域の方に、この総合計画をワークシ

ョップとして年間何件届けていくというふうに、意識的に親を教育していくことも必要ではないかな

と思っています。そういった数字を、別冊でもどこかでも入れていただけたら、より浸透率が上がる

のではないかなと思います。 
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28ページから 30ページまでのところで、教育のことも書いてありますが、ワークショップという

形で、本当に私は公民館などが、このような広報誌を使っていただきながら、広く展開するのがいい

のではないかと思っています。有志の団体が行っていくとか、そういうものではなくて、全部の地域

に何件という目標を立てて行っていく方がいいのではないかと思っています。よろしくお願いしま

す。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

坂田委員どうぞ。 

 

坂田委員 

株式会社サカタの坂田です。この計画はすごくわかりやすくなっており、本当に見やすくなってお

り、すごく考えられたなというふうに思いました。私が日常的に行っている仕事の中で、1つ要素と

して入れた方がいいかなと思うことがあったので、お伝えできればと思います。私は不動産業です

が、最近は高齢者の方がアパートに入りたいと言われても、所有者の方からお断りされることが多く

て、実際はアクティブシニアとか、活動がまだまだできる方の居住空間というのが、今どういうふう

に整えていくべきだろうかと思っています。私がちょうど団塊のジュニアの前後ぐらいの年になり、

今 46歳ですが、直近では 2020年問題があって、これから 2040年問題がくる時に、そのような方々

の環境であったり、そういうコミュニティの場であったり、そのようなものが仕事に繋がる、そのよ

うな人たちを何らかサポートするような仕事自体が大きく産業ともなり得る可能性があったり、松江

がそういう意味では過ごしやすい場所として近いのではないのかなと思っています。 

コミュニティも、私もいろいろな不動産関係の先輩から、ここには昔このようなものがあったと

か、昔はこんな依頼があったということを聞きます。松江で過ごしたことがあるご年配の方から聞い

て、松江の理解が深まるため、そのコミュニティの高齢者の方から、いい部分とか昔の情景とか大事

な部分を聞くような、いわゆる若者とそういった年代が繋がることができたらいいなと思っていま

す。経極端なこと言うと、聞くためだけのコミュニティも、コミュニティづくりの中では持っていた

方がいいと思っています。ちょうど 2030年になると私は何歳になるのだろうと思ったら、55歳で

す。2040年で 65歳になると考えると、私自身がここで年齢を重ねていく際に、何か住む場所がない

と寂しいとか、知り合いが横断的にいた方が個人的にうれしいなとか、自分目線で考えることもある

ので、このような要素をどだいづくりなど、その他の統計データのジダイをつなぐ部分とかも含めて

要素のきっかけとして 2030年を、それを目標にして次の 2040年には確実にくるという話になると思

いますので、その前段としての計画を織り込むことは、面白いと思っており、必要なことであると思

っています。 

それともう 1つ、デジタル技術の活用ということで物件調査とかで違う行政のところにも行くので

すが、活用されているところは、非常に短時間で必要な情報が得られるなど、必要なことができてお

り、窓口対応は人が対応しないといけない部分に限ってサービスをされていて、それ以外の時間は他

のことに没頭できるような、そのように見えるところもあります。なるべくデータを活用して、より

精度の高いものを内部的に持っておくと、雑誌で見たようなデータとかではなくて、そのような部分

を活用していく素地土台を作ることがいいなと思っています。以上です。 
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田部会長 

ありがとうございます。 

岩田委員どうぞ。 

 

岩田委員 

  県大の岩田です。この冊子は一目見て今までと全く違い、ワクワク感が伝わってくる中身になって

いると思いました。細かい事ですが、3つほど感想を申したいと思います。 

1つは「松江のあるべき姿」が 10ページに、「夢を実現できるまち 誇れるまち 松江」と出てくる

のですが、そこにたどり着くまでが長いという印象を持ちました。その手前のところでバックキャス

ティングがかなり印象的な言葉として出てきて、その説明が結構入っており、大事な主題にたどり着

くまでのところが、バックキャスティングの方がむしろ目立っていて、こっちに気が行ってしまい、

大分めくってからやっと出てきたという印象を持ちました。バックキャスティングという手法につい

て、その方法論を説明する必要があるかどうかと思いました。2030年にあるべき姿を描いて、そこか

ら今を、ということが伝わればいいと思いましたので、お考えいただけたらと思いました。 

それからもう 1つは 13ページ、14ページのところですが、14ページの絵が寂しいと思いました。

全部神社かお城みたいな感じで、強みとしてこれだけの絵だと、隣の言葉では、それ以外にも ITの

ことが出てきたり、食文化が出たり、祭りや伝統行事があり、あとコミュニティとかも黄色くマーカ

ーがしてありますので、ホーランエンヤとか、食文化も様々であり、和菓子とかも含めて、もう少し

賑やかでもいいのかなというふうに思いました。 

最後に 3つ目ですが、これはさらに細かくなりますが、資料 2-2の 9ページになります。9ページ

の数字のことですが、9ページの上から 4つ目の学力の部分について見ると、小学校 6年生で全国学

力の全国平均値以上の学校の割合が、2021年で 36%が、来年度には 50%になっています。それから中

学校の方も、現在 38%が、来年度には 50%を目標値としており、目標なので大風呂敷を広げてもいい

のかもしれないが、他の数字に比べてすごくはね上がりが大きいです。本当にそこまで持っていける

のかなと思いました。前からこの会議でも、この学力の問題と松江に残る若者たちの数ということに

相関関係があるかもしれないということは、申していたと思いますが、この学力の向上の設定の仕方

は、あまりアバウトにならない方がいいと、この数字を見て感想を持ちました。以上です。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

黒目委員どうぞ。 

 

黒目委員 

東部地協の黒目です。委員の皆様が言われる通り、今回のものは非常によくわかりやすく作られて

いると思っています。私からは、8年後、2030年のあるべきペーシというところの観点から、手に取

った市民が 8年後にもう 1回この冊子を見る形でないといけない。その意味では、35ページで「8年

後、あなたはどこで何をしていたいですか?」想像してみましょう、という作りが生きてこないと思

います。せっかくイラストで非常にわかりやすく作られているのに、ここにきて何か少し硬いという



17 

 

か、書き込み式で絵の中に書く、または箇条書きなど、2030年に過去に何か書いたな、という振り返

りができるような構成にした方がいいと思います。8年前、あのような目標掲げて、今はどうだろ

う、自分も含めてどうだったのだろうともう 1回手に取る、見返そうというような冊子になれば良い

かなと思いました。以上です。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

原田委員どうぞ。 

 

原田委員 

松江 NPOネットワークの原田です。私も拝見して、すごく読みやすくて素晴らしい計画が作られて

いるなと思い、どちらかというと中尾委員がおっしゃったみたいに、これをどう生かしていくかと

か、どれだけの市民の方に手に取っていただくかっていうことを考えていまして、その 1つとして

SDGsのマークがすごくわかりやすく、目に入りやすく表についているので、いいなと思いました。先

日、県の共同の研修で SDGsが取り上げられており、講師の先生が、何で SDGsを学ばないといけない

かというと、まず子供たちが学校で勉強しています。今学んでいる子供たちと一緒に何かをしようと

思った際に、今後その子供たちが社会に出たときに一緒に何かをしようとしたときに、大人側が同じ

意識を持たないと取り組めないというふうに言われました。なので、例えば、この SDGsのところに

特化して、子供たちとか、いろんな企業とか、NPOとか、いろいろな立場の人が、それをきっかけに

総合計画を見てみるという取り組みをしても面白いのかなと思いながら見ていました。 

あともう 1つ、Uターンのお話を聞きながら思っていたのですが、私も Uターンしてきたという意

味で、20代半ばだったのですが、私はどちらかというと強制的に両親から帰らせられたという感じだ

ったのですが、それから何年か経って、私は宍道出身ですが、厄年の年に必ず中学校単位で同窓会を

するのが恒例であり、その時に県外の人たちもいっぱい帰ってきていて、地元に帰りたいという人が

何人かいて、私はその時はそうかというぐらいで終わってしまっていたのですが、そういう人がいる

など、あとは県外で就職してバリバリ頑張っている人も、さっき中尾委員がおっしゃったみたいに、

自分は松江の観光大使だと思って、すごくいろいろな松江のお店の話をしたりとか、和菓子の話をし

たりしているという人がいたりして、さっき全員が県外で観光大使になってもいいのではないか、と

いうお話があったときに、このことを思い出しました。帰ってきて欲しいけれど、出て行っている人

とも何か繋がっているという感覚が持てるというのもすごくいいなと思い出しました。以上です。 

 

田部会長 

  ありがとうございます。 

高島委員どうぞ。 

 

高島委員 

  山陰中央新報社の高島です。全体的にデザインが若い人向けの目線になったので、タウンミーティ

ングも高齢の方が多かったということだったので、より若い人に向けた訴求というのを意識した総合

計画のデザインの作りかなと思いました。そうなった時に、松江にしかない強みというところが、例
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えば中学生、高校生たちがこれを読んで実感として、これが松江のいいところだよね、というところ

に、何かもう少し通り一遍というと言い方が悪いですが、何かそこに訴える力が少し弱いような気が

して、それが何かを悩んでいたのですが、今の中高生たちが、8年後、それこそ 20代半ばとかになっ

ていくような子たちが、進路選択に向かう子たちが、何かもう少し実感を持って魅力を感じられるキ

ーワードが入るといいなと思いました。 

あと、28ページ以降の教育のところで「夢は叶うって思う」というところも、どちらかというとボ

トムアップ式の項目が多いと思われ、意欲的な子供たちのその意欲を伸ばすというような視点のとこ

ろが少し弱いという気がしました。スポーツに関しては子供たちを伸ばすというような項目があった

のですが、学力であったり、その他の今で言うとプログラミングであったりとか、いろいろな分野が

あると思いますが、そのような少し秀でた子供たちのチャレンジという部分について何か引っかかる

ようなものが感じられなかったと思いました。 

あと、人口が何年に何人という目標がありましたが、それが持続可能な市民生活を営むという、い

わゆる行政的な言葉がよく使われるのですが、それを読んだ市民が実感を持って感じられるかという

と少し言葉が難しいと思うので、今のこの生活とか、これ以上減ると集落が 1つずつ消えていくと

か、そのような何か実感が込められないかなというふうに思いました。 

和暦と西暦が入りまじっており、比較する時にすごくわかりづらくなっています。このような細か

いところも利用者目線があるとありがたいなと思いました。以上です。 

 

田部会長 

  ありがとうございます。 

瀬崎委員どうぞ。 

 

瀬崎委員 

  20ページの「今後の土地利用制度の考え方」というのは、これは何を示唆しているのか、いろいろ

な難しい問題があるのですが、「令和 4年度末を目途に今後の土地利用制度の考え方を決定します」

と書いてありますが、これは具体的に言うとどういうことですか。 

 

事務局（松尾歴史まちづくり部長） 

「まちのかたち」と書いて記載しておりますが、この土台を作っていくというところで、土地利用

制度というのは大きな道具だと思っています。この「まちのかたち」においては、8年後の姿を目指

して様々な分野についてこの計画で記載していきます。それらを実現するための手段となる土地利用

制度についても、これまでは線引き制度が高度成長時代を前提として作られた制度でしたので、もう

1度しっかりと検証なければならないため、土地利用制度の考え方について令和 4年度末目途に決定

します。それをもとに、手段を決定させていただいた上で、どのような具体的手法で実現していくの

かというのを次のステージとして取り組んでいきたいと思っています。方針を決定するのが令和 4年

度末です。 

 

田部会長 

  ありがとうございます。 



19 

 

大田委員どうぞ。 

 

大田委員 

  皆様おっしゃられていたのですが、すごく可愛らしくすっきりしたデザインであり、ワーク形式の

ところも多くあり、今すぐにでも書き始めたいくらいです。そのチャレンジの部分ですが、私のチャ

レンジとか、8年後の姿とか、ここに記入したものを、その場で自ら確認する場所というか、何か共

有する場所とか機会というのは設けられるのでしょうか。 

  例えば、SNSでハッシュタグを使って自分のチャレンジを発信したりとか、他の人のチャレンジを

見てみたりすることでコミュニケーションが広がり、そこがコミュニティになるのではないかなと思

い、活用について質問しました。 

 

事務局（本田政策係長） 

今年度もこの計画策定にミライソウゾウ会議ということで若者の皆様にオンラインで集まっていた

だいて、いろいろな議論をさせていただく場を設けましたが、ぜひこのような機会を今後も続けてい

く中で、自分はこの分野にこういうチャレンジをしていきたいというのをご発言いただけるような場

の創出ということをしていきたいと考えています。大田委員のおっしゃられるように SNSの活用や、

オンラインのミーティングの場の提供などに努めていきたいと考えています。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

鷦鷯委員どうぞ。 

 

鷦鷯委員 

  総合計画が完成したら市民の皆様にお配りするという認識でよろしいですか。 

 

事務局（山根政策部長） 

別途、概要版を作らせていただいて、或いは市報を使って市民の皆様に周知します。プラスとし

て、冊子が欲しい方、望まれる方にはお渡しするということですが、全世帯に向けてというところま

では今までしておりません。 

 

鷦鷯委員 

わかりました。38ページに「デジタル化を進めます」と書いてありますので、ぜひ、紙ベース以外

で、デジタルツールを使って、今こういう状況でこういうふうな SDGsも絡めてやっています、とい

う何か仕組みを入れてもらいたいと思います。 

あと、田部会長が言われた通り、やはりリアルな目標、なかなか難しいかもしれませんが、実際、

企業の中にいると、松江市のシジミの漁獲高が日本一とか、そういうランキング的なものは良い意味

で全国に発信できると思いますので、何かそういう 1位とか、そこまでこだわる必要はありません

が、何かその中で松江市がある程度全国に発信できるようなワードみたいなものが、今後 8年の中で

出てくることを期待したいです。いいニュースが全国で流れると、松江市が何々で 1位をとりまし
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た、というような、計画の中に 1位を目指します、とか、日本一と書くのは難しいかもしれないです

が、何か全国の皆様にいいニュースとして届けられるようなワードがもっと増えればいいなと思って

います。 

あと、皆様おっしゃられていましたが、県外の方々に、私も企業として PRでいろいろ行くのです

が、島根県出身者の同じような年代の松江、出雲、雲南、奥出雲の 70人ぐらいの人たちと、就活に

向けて企業懇談会をしたのですが、島根県もいろいろなことをやっていますので、松江市単独でもい

いとは思いますが、せっかく島根県が動いていますので、何かそのような包括的な大きな枠組みでい

ろいろ考えてみてもいいかなと思います。以上です。 

 

田部会長 

鷦鷯委員が言われたことは、中尾委員や原田委員も言われましたけど、やはりこの計画をどうやっ

てわかりやすく伝えていくかがすごく大事で、冊子を作って配るというのもいいと思うのですが、私

は私の故郷の吉田町を、ここは 1,000人しかいないまちですが、何とか人口を増やすために全部して

いくという、たたらの里プロジェクトというのを始めており、松江市と比べ物にならない小さなコミ

ュニティで、そこを全部変えるということをしています。手前みそで申し訳ないですが「たなべたた

らの里」のホームページを見ていただくと非常にわかりやすく全部まとめてあって、コンセプトから

何をやるのか、どういうふうに数値が進んでいくか、どういうプロジェクトがあるのか全部わかりや

すくしたコンセプトムービーで 2分半ぐらいにまとめてあります。そこで具体的におそば屋さんを誘

致したのでいつオープンします、来年の秋にはイタリアンレストランができます、パン屋さんができ

ます、今度ここの空き家をリノベーションして、ここはギャラリーにします、これはホテルにしま

す、というのをそこでしています。そういうふうにしていくとすごくわかりやすく、実感が湧くの

で、伝えやすいです。もちろん紙も大事なのですが、やり方も見ていただいて、桜の木を植えて 30

年後に、山桜が 7,000本の山を作りましょうとか、そういう掲示を極めて具体的に書いています。や

はりそういう動き、市民の方への伝え方というものすごく大事なので、そのあたりをもう少し検討し

ていただくといいかなと思います。 

佐藤（薫）委員どうぞ。 

 

佐藤（薫）委員 

山陰合同銀行の佐藤です。この総合計画に載せる話ではないとは思うのですが、たくさんの施策を

出していただいていて、ただそれぞれが個別になっているわけではなくて、例えば起業家が増えれば

人も増えて、イベントが増えて、中身が楽しくなって子供も楽しくなって、親が楽しそうだから子供

も楽しくなって、みたいな全部影響がある施策同士だと思うのですが、これを作成されるにあたっ

て、その影響度が大きい、小さいかはわからないのですが、ここからまず力を入れて松江市としては

取り組んでいきたい、そうすると複数の課題が解決できるのではないか、みたいな、そういった取り

掛かりの強弱というか、順番とかそういったものは何かイメージができておりましたらお聞かせくだ

さい。 

 

事務局（山根政策部長） 
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今時点で、この中のここからやろうとか、そのような順番というのは正直つけておらず、先ほどお

見せした、それぞれがループ的に関連しているというのが今の状況です。今度は何々づくりという形

で、上定市長をトップにして、それを目指してそれぞれの部が取り組み、その下にまたそれぞれのマ

スタープランや個別計画がずっと連なっていくというイメージになります。これは、最上位計画であ

り、皆が頑張って取り組むための位置付けになっていますので、この中での順番というよりは、下の

ところで優先順位をつけながらこれを目指していくというようなイメージです。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

上定市長どうぞ。 

 

上定市長 

佐藤（薫）委員のご指摘はとてもありがたい指摘であり、すでに少し考えていること、政策部の方

から提案を受けていることとしてお話しします。各部がいろんな政策に取り組んでいますが、何のた

めに取り組んでいるかと言えば、大きく言えば市民のため、この松江市か良くなっていくためです

が、ただ、それぞれがやっていることが、それぞれになっています。当たり前ですけど、いろいろな

部署でいろいろ分かれています。その目標の最終地点は共有しているのですが、そこにつながる、そ

こに到達するプロセスでは絶対どこかでシンクロします。例えば、観光振興部がしていることと歴史

まちづくり部がしていることと都市整備部がしていることなどです。それらを見定めつつ、皆が見定

めないまましてしまうとそれぞれが勝手にしていて結果的にそのゴールにたどり着いているかもしれ

ませんが、総合力を発揮できてないというか、縦割りの弊害というのがすごく出てくる部分だと思い

ます。 

例えば、さっき人口減少対策ということに取り組みますと、それは各部がしているどの施策とどう

いうふうに繋がっているのか、という分析を、これは私が依頼したわけではなく、政策部が取り組ん

でいます。ただ、わかりにくいです。行政内部のものとして考えていくのは重要だと思いますし、行

政内部でまだ咀嚼できていないので、出していません。ただ、そういう思考は絶対必要だと思ってお

り、行政としてきちんと向かっていくべき目標とそのプロセスというのをきちんと見た上で取り組ん

でいきたいと思っていますので、綺麗にまとめることができれば、できるだけわかりやすく皆様にお

目にかけたいと思いますし、そうではなくても、内部では、この総合計画を進めていくにあたってそ

ういうコンセンサスをとっていくことはすごく重要だと思っています。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

広野委員どうぞ。 

 

広野委員 

タウンミーティングやミライソウゾウ会議等で、いろいろな人のご意見を聞かれて、本当にわかり

やすい計画になったなというふうに見させていただきました。これだけ立派なものができつつありま

すが、せっかく作ったものを、先ほどの市報に載せるだけだと本当に中身の薄いといいますか、それ
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だけ見ても本当に関心が持てないようなものになろうと思います。マスコミに定期的に載せていただ

くとか、或いは市報も分冊といいますか、分けてテーマごとに何回も載せるとか、或いは出前講座、

地域に出て説明するとか、小学校、中学校あたりの教育の場で生かすというふうなことを、これを作

るまでの手間と同じぐらいの手間をかけていかないと、せっかくのものがもったいないなというのが

1つです。 

それからもう 1つは、人口ビジョンの検証方法について、住民基本台帳と国勢調査に 4,000人、2%

ぐらいの誤差があり、過去の 5年間は 1回も戦略目標が達成されてないが、もう一方の国勢調査で見

れば達成されているということで、その結果として、今後は挑戦目標を廃止していくという方法が出

ておりますが、いろいろな施策を打った結果として人口がどうなっていくのか、この人口の検証をし

ていくのだと思いますが、やはり 5年に 1回では、特に市の職員は 3年ぐらいで転勤するので、自分

が担当している施策の結果について掴めない中でしていくようなことは、せっかくのこの目標が達成

できたのかできないのか或いはもう少しどこをどうしたらいいのか、というところがわかるように、

やはり山根政策部長がおっしゃっていたようにこの人口ビジョンの扱いについては、もう少しご議論

をいただいて、結果として出ている数字を 5年ごとに見るというのも大事ですが、やはり毎年どうだ

ったのかという傾向ぐらいはつかめるようなことを考えていただきたいなと思います。 

 

田部会長 

ありがとうございます。非常に重たいご意見をいただきました。 

実はある転勤族の方が、松江に 3歳ぐらいの子供とこられて、5年ぐらい松江に住んでおられまし

た。松江がすごくいいから、すてきだから、環境的によくて風光明媚で全部そろっている。自分は仕

事で松江を離れるものの、妻と子供だけ残して松江で高校生まで育てようと思ったけど、子供たちと

一緒に松江を離れることにしましたということです。理由を聞いたら、やはり教育の水準が低いと言

われ、その人は東大のご出身ですが、教育水準が低いここのまちでは教育を受けさせられないと言わ

れてすごくショックだったことを覚えていて、ふと思い返しました。私は北高でしたが、私の同級生

で東大と京大に受かった人が 15人ぐらいいて、早慶を合わせて受かった人が 30何人いたと思いま

す。今ほとんどそんなことないと聞いています。昔と今と何が変わってそうなっているかというと、

都会地の塾とか受験対策システムみたいのがものすごく整っていて、傾向と対策が練られています。

市内には県外の塾もありますが、やはりレベル感が違う。それが単純にいいというわけではなく、そ

れだけが教育ではないですが、そこをバシッと言われた時にすごくショックを受けましたので、さき

ほどの KPIで書いてあったところももう少し詰めたほうがいいと思いました。 

別に塾がよければいいというわけではないですが、例えば、山陰合同銀行の私塾がありますが、そ

こに子供たちを行かせていたら、松江城を調べて発表するとか、自分の家のルーツについて調べてみ

る授業をしてもらっていて、それで地域愛が醸成されていて、やはりその辺のこともベースとして大

事だと思いました。さきほどの KPIは教育部門でもう少し練り直していただいたほうがいいかなと思

います。 

上定市長、今日のお話を踏まえて、思いも含めて、少しお話をお願いします。 

 

上定市長 
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  はい。今日は本当にありがとうございました。今日いただいたお話というのは、すべて受けとめさ

せていただき、ブラッシュアップさせていただきます。 

まずコミュニティの話を瀬崎委員からいただき、また、公民館の佐藤（和彦）委員からも、坂田委

員からもいただいたと理解しています。私もこの地においてコミュニティの繋がりの深さというのは

すごく強みだと思っています。島根町加賀の火災や、7月、8月に警戒レベル 5の情報を発信させて

いただきましたが、その時の市民の皆様の団結、防災力は、もともと都会でもあったと思いますが、

それが完全になくなっている状態の中で、この地域の極めて素晴らしい特徴だと思います。よくある

話ですが、我々は自然に普通であると思っていることが、都会の非常識であることはよくありますの

で、そこをもう少し客観的な目線で見た上で、我々はすごいということが自慢できるような、そうい

う内容にしたいと思っています。ブラッシュアップした内容をいかに見せていくか、いかに皆様のも

のにしていくかという話も今日多くいただいたと思っています。 

その中で、田部会長からも言っていただきましたが、やはり具体的なイメージしやすい、わかりや

すいものということで、今回ビジュアルは対応して、できるだけ小学生から見てわかってもらえるも

のにしているつもりではありますが、まだ説明的なところもあるので、皆様のご意見を踏まえてもう

少しわかりやすくしていきます。例えば、岩田委員からいただいた、バックキャスティングの言葉が

印象に残って本題にたどり着くまで長いとか、そういうテクニカル的なところもすごく重要だと思っ

ていますので、いかに皆様に受け取ってもらいやすくするかというところの努力を、絵が寂しいとか

そういうところも含めて取り組んでいきたいと思っています。 

また、完成したら、どのように市民の皆様に共有するか、というところは、鷦鷯委員にもいただい

たところですが、私が独断で言うと少し大変になりますが、前にも田部会長からおっしゃっていただ

いたと思いますが、動画を作りたいと思ったりしています。手づくり感のあるものでいいと思います

が、わかりやすく、今日最終回を迎えるドラマのクオリティみたいなことではなくて、例えば、市役

所職員が登場するなど、1月号の市報から新しい漫画が出ますが、何となくそういうイメージで、コ

マ送りをしている漫画のような感じの動画を作って訴求していくというのは面白いと思います。もと

もとは我々市民のものですが、できれば全国にも訴求していくようなものにしたいと思います。 

他にも、海外からいらっしゃった人が美保関はいい場所だというふうに言っておられて、そうなの

か、美保関はいいところであると思えたりします。最近では、例えばサバゲーの取り組みがいろいろ

なところで取り上げてもらっているなど、大手門に 500万円の懸賞金をかけている話があるなど、奇

をてらっているわけではないですが、松江の本来的な取り組みというのが、先進的な面白い取り組み

であり、それが全国から見てもニュースにできるようなものと捉えられると、「このまちは何かでき

るのではないか」と周りの人からも思われると思います。ただ、間違ってはいけないのは、周りの人

がきて我々のまちを良くしてくれるというのは妄想であって、まずは住んでいる我々がここのよさを

実感して、ここは本当に暮らしていいところだと思っているのを、外から見ると青い芝に見えて、実

際に来てみたら本当に良かったというふうな、それが持続可能性になると思います。持続可能という

言葉がわかりにくいというご指摘もありましたので、そこも考えていきたいと思っていますが、この

総合計画は何のために作るのかは、田部会長が最初に作るために作るのではなくて、バイブルなり道

標になって、皆に共有されて、この方向で皆一緒になって頑張っていこうと思えること、そして松江

の魅力がそこに凝縮されていて、ここは面白いところだと外からも思ってもらえるようなもの、とい
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う意味では、メディアにもご協力いただいて対外的な発信というのもこの総合計画についても取り組

んでいきたいと思っています。 

高島委員に言っていただいた松江にしかない強みというのが足りないというのは、私も言われてお

っしゃる通りだなと思いました。若い人に特に訴求するのは何かと考えた際に、例えば錦織圭選手と

か、Official髭男 dismとか、きっとここに載せると高いだろうなと思ってしまいましたが、そうい

う面も含めたアプローチについて、いつも私も思いますが、少し遊び心を持ちたいと思っており、そ

れが何となくこう柔軟で機動的でいろいろなことができるまちという、そういう雰囲気で受け取られ

る面もあると思います。メディアとか芸能界とか、そういうところの繋がりも含めて、できるだけ若

い人にも訴求できるような形にしていきたいと思っています。 

それと意識しておかなければならないとずっと思っていますが、デジタル化が進展するなど、我々

は若い人に向けてのメッセージという感じになりがちですが、やはりそれだけではないので、デジタ

ル媒体だけだと、そのメッセージを受け取れない人もいらっしゃるわけなので、難しい言葉が並んで

いたらそれでは理解できないと一蹴されることもありますが、20万人の皆様それぞれに訴えかけられ

るということを、最大公約数にどうしてもなってしまいますが、やはり未来を見据えた 2030年の目

標なので、少し若い世代によって考えていきたいと考えているところです。 

私からは以上でございますが、本当に皆様には感謝が絶えません。自分のこととして皆様に捉えて

いただいて大変ありがたいと思いますので、さらにブラッシュアップをかけていきます。次が最終回

になりますが、今日はお配りするのも遅くなり、初見でいろいろとご意見をいただいておりますの

で、じっくり見ていただいたところで、ぜひご意見いただければと思います。その上で我々も今日い

ただいたご意見をすべて受けとめて、しっかり議論をした上で、もう 1段、グレードの高いものをお

目にかけたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。 

 

田部会長 

上定市長、ありがとうございました。 

今日は皆様、貴重なご意見いただき本当にありがとうございました。先ほど上定市長も言われたよ

うに、もう 1回じっくり見ていただいて、家に帰って週末でもゆっくり見ていただいて、また、事務

局の方にご意見をお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。 

それでは予定していた議事は以上ですので、事務局の方にお返しします。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

田部会長の議事進行ありがとうございました。 

1点事務連絡をします。資料 4として「今後のスケジュールについて」をお配りしております。年

明け 1月 7日から、少しブラッシュアップしてパブリックコメントを取らせていただき、議会の方の

特別委員会の方でお諮りをして、1月 31日に第 4回目の松江市総合計画審議会を開催させていただき

たいと思っています。そのあと、議会の方へ議案としてこの総合計画を上程しまして、議会の議決を

経て完成という形になりますので、引き続き、お手数をおかけしますが、審議会等へのご出席をよろ

しくお願いします。 



25 

 

なお、先ほど田部会長からもありましたが、本会議において追加のご意見等ありましたら、意見書

をつけております。提出期限を 24日としておりますが、非常に短い期間ですので、週明けでも構い

ませんので、ご提出いただけたらと思います。 

また、次回の開催についての開催通知出欠につきましては、改めて文書等発送させていただき、お

伺いしますので、よろしくお願いします。 

それではこれをもちまして松江市総合計画審議会を閉会します。ありがとうございました。 

 


