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  第 4回松江市総合計画審議会会議録 

 

１ 日時 令和 4年 1月 31日（月）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（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）、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、佐藤和彦委員、塩谷夏輝委員、 

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 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、 

藤本副主任、狩野主任主事 

 

４ 議題 

（１）議事 

①「松江市総合計画」（案）について 

 

５ 議事の要旨 

（１）議事 

①「松江市総合計画」（案）について 

 審議会における意見を踏まえた計画案の修正を会長に一任することとなった。 

 

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 4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。 

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。 

はじめに、上定市長からご挨拶を申し上げます。 

 

２ 市長あいさつ 

上定市長 

  本日はご多用の中、第 4回松江市総合計画審議会にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

ご案内のとおり、島根県全域が先週の 27日から、まん延防止等重点措置の適用を受けており、本

日の総合計画審議会も当初は対面で開催する予定でございましたが、急遽オンラインでの開催とさせ

ていただきました。 

皆様には急な変更にも関わらず、ご対応いただいたことに、まずもって感謝を申し上げます。 

次期「松江市総合計画」につきましては、前回までに皆様からいただいた貴重なご意見やアイデア

を踏まえ市役所の総力を結集して、知恵を絞って、計画の最終案として示させていただきます。 

現在、2月 2日までの予定でパブリックコメントも同時並行で実施しているところですが、本日の

審議会では前回の審議会からの変更点を中心に最終の計画案についてご説明をさせていただきます。 

委員の皆様からはコメントやご質問などをぜひいただきたいと思っております。活発な意見交換と

なりますよう、田部会長様、委員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

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をいただきたいと思います。田部会長よろしくお願いします。 

 

３ 会長あいさつ 

田部会長 

皆様、大変ご多忙の中、そしてまん延防止等重点措置の中、ご参加いただき本当にありがとうござ

います。 

松江市総合計画の策定を始めた時から、皆様からご意見をいただき、市の方でかなりブラッシュア

ップをしていただき、かなり分かりやすく具体的な将来像が想像できるものになってきたと思いま

す。イラストや文言など、かなり精査して作っていただきました。 

松江市民の皆さんがこれを見て、ワクワクして、松江の未来予想図が頭に浮かぶものにするため

に、本日は最後の仕上げをしていただきたいと思います。忌憚のないご意見をいただき、最後の総仕

上げに花を添えていただけると大変助かりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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４ 議事 

事務局（井原政策企画課長） 

では、これからの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と

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 

  早速ですが、議事に移ります。議事（1）について事務局から説明をお願いします。 

 

議事（1）「松江市総合計画」（案）について説明。 

事務局（山根政策部長） 

まず、私から本日の議事のポイントについて説明をさせていただきます。 

前回 12月 22日の第 3回審議会でいただいたご意見を踏まえ、次期「松江市総合計画」（案）とし

てとりまとめたところです。1月 20日からパブリックコメントを開始し、本日時点で 3名の方からの

ご意見を頂戴しております。 

前回の審議会からの変更点を中心に、パブリックコメントでお寄せいただいているご意見等を含め

て、ご説明をさせていただきます。 

また、前回の審議会で、人口ビジョンの検証方法についてご意見をいただきました。本日は、改め

て人口ビジョンの検証方法をどのようにしていくかご説明申し上げます。 

また、前回の審議会以降、都市構造として掲載する「まちのかたち」に、今期策定する中心市街地

エリアビジョンを加えたいと考えております。これについては、担当部長からご説明をさせていただ

きます。 

最後になりますが、次期「松江市総合計画」については、松江市総合計画条例に基づき、議事案件

となっております。本日、審議をいただいたうえ、審議会として市長に対して答申をいただきたいと

考えております。そして答申をもとに、2月議会への上程、議決とすすめさせていただければと考え

ております。 

それでは、担当から具体的な説明を申し上げます。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

私からは、資料 1、資料 1-2をもとに前回の審議会からの変更点につきまして、説明させていただ

きます。 

まず、資料 1について、前回の審議会で委員の皆様からいただいた意見をどのように反映したかと

いうことも併せて説明させていただきます。 

資料 1の 7、8ページの前のところに前回はバックキャスティングの説明を入れていましたが、前

回の審議会で「バックキャスティングの説明が目立ってしまって、将来のあるべき姿、松江の姿に辿

りつくまでが長い」というご意見をいただきました。そのため、バックキャスティングの説明は、63

ページの資料編のところで簡単に触れさせていただく形に修正させていただいています。 

続いて 9、10ページでございます。松江にしかない強みにつきまして、前回、委員の皆様から、達

成した時に松江市が全国に発信できるような目標、全国ニュースに流れるようなものが計画にあると

良い、中高生に対する訴求力があるものを記載した方が良いというご意見をいただきました。そこ
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で、日本一の宍道湖のシジミであったり、国宝の松江城天守、全国で唯一の神在月といったものを中

高生のアンケートをもとにして、全国に発信したい事柄をピックアップして掲載させていただいてい

ます。 

基本構想の部分の主な変更点は、この 2ヶ所です。 

続いて、基本施策について、15ページをご覧ください。つながりづくりやなかまづくりといった 5

つの柱がありますが、こちらのページに「コミュニティというキーワードがないが、年代につながる

キーワードとして、コミュニティが必要ではないか」というご意見を踏まえ、15ページのひとづくり

のところに「多様なコミュニティが形成され～」とキーワードを追記させていただいています。 

続いて、23、24ページをご覧ください。2030年の市民の実感として、5つの柱、18の基本施策を

お示ししています。 

続いて、27ページをご覧ください。18本の基本施策をそれぞれイメージしてデザインしていま

す。前回は、1つの基本施策だけデザインしてお示ししていましたが、今回は 18すべての基本施策を

デザインしてお示ししています。 

まず、しごとづくりの産業振興について、市民の実感を「あの面白い企業、松江発って知って

る？」とさせていただき、その周りに、個別の実感をちりばめ、右側の目標は創業数とさせていただ

きました。 

チャレンジを「起業や新しいビジネスに挑戦する人を、地域全体で支援する MATSUE起業エコシス

テムを形成します。」としています。また、2つ目に「Rubyを軸に世界で通用する企業が集積し、革

新的な技術・商品・ライフスタイルを生み出します。」というチャレンジ目標を掲載させていただい

ています。 

このページ以降は、18の基本施策ごとに同様の視点で記載をさせていただいています。事前に資料

をお配りしていますので、前回の審議会でご意見をいただいて修正した部分についてのみ説明をさせ

ていただきます。 

37、38ページをご覧ください。教育の分野ですが、「夢は叶うって思う」という実感の周りにキー

ワードを追加しています。小・中学校、高校で郷土学習、就労・職場体験に力を入れる必要があると

いうご意見をいただき、「ふるさと教育が充実。」というキーワードを入れさせていただきました。 

38ページのチャレンジ目標は、若者が求めている「挑戦できる。刺激がある。人との繋がりがあ

る。」を叶えるために若者の支援をもっと充実させて欲しいというご意見から、ICT機器の活用、伝

統文化芸術といったキーワードを掲載しています。 

続いて、41、42ページをご覧ください。前回の審議会で、「30歳前後が Uターンするのに一番悩

む時期のため、キャリアアップとして松江に帰ってくる仕組みがあると良い。」というご意見をいた

だきました。そこで、「移住相談や、移住イベントが活発化！ 移住希望者の個性にあったサポート

が充実。」とし、個々の移住希望者に合わせたサポート体制を展開するといったキーワードを掲載し

ています。また、Iターンについては「地元に帰るか帰らないか迷っている人が多く、そういった人

向けのアプローチも必要ではないか。」というご意見をいただいていました。そこで、2つ目のチャ

レンジとして、「都会地における松江の認知度が向上し、魅力あるまちとしてブランド力を定着させ

ます。」と新たに掲載させていただきました。 

続いて、59、60ページをご覧ください。前回の審議会で、「市民一人一人が観光大使のようになる

ことが理想。」というご意見をいただき、チャレンジ目標の 3つ目を「SNSの活用など、市民参加に
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よる市の広報体制を整えます。」という表現に変えさせていただきました。基本施策については以上

です。 

続いて、63、64ページをご覧ください。前回の審議会で、「2030年に振り返って書き込めるよう

な構成にした方が良い。」とご意見をいただいたことから、2030年の「私」の姿として、「2030年

に何歳になっているか」、「私のなりたい姿」、「その実現に向けたチャレンジ」というものを書き

込める形にさせていただいています。 

基本構想、基本施策について、前回の審議会でご意見をいただいて、修正した部分は以上でござい

ます。人口ビジョンについても、ご意見をいただいていましたので、後程ご説明させていただきま

す。 

策定後の活用について、この計画をどのように市民に伝えていくか、どのように使っていただくか

というところですが、先程、説明した 63、64ページで書き込んでいただきたいということ、18の基

本施策のそれぞれに「私のチャレンジ」という形で書き込める部分を設けています。そうすること

で、中学校や高校の授業等でも活用できるような形にさせていただいています。 

それに合わせて、今後は市報への掲載はもとより、動画を作成して基本目標ごとに市の公式

YouTubeなどにアップしていくようなことも考えています。そういったところも含めて、今日ご意見

をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、先週までのところで、パブリックコメントでどういったご意見をいただいているか簡単

にご紹介したいと思います。パブリックコメントは、1月 20日から 2月 2日までの期間で実施してい

ます。先週の金曜日までのところで 3名の方からご意見をいただいています。主には、歴史・伝統・

文化・芸術に関して、「埋蔵文化財の管理や活用について、検討を進めて欲しい。」というご意見、

「国宝松江城を総合的に理解するためのガイダンス、高齢者や身障者の方にも配慮したガイダンスが

あった方が良い。」というご意見をいただいています。また、自然・環境に関して、「宍道湖・中海

の汽水環境をどのような姿にするか、目標を示して欲しい。」というご意見、教育に関して、「夢は

叶うって思う。とあるが、夢を見つけた。としてはどうか。」というご意見をいただいています。ま

た、「伝統文化芸術」というキーワードが前回お示しした時は「伝統文化」だけでしたが、「芸術と

いうキーワードも入れてはどうか。」というご意見をいただいています。具体的、細かい部分につい

ては、担当課と協議、検討して、反映するかどうかを含めて考えて参りたいと思います。現在のとこ

ろで、反映できるところは反映させていただき、提案させていただいています。 

総合計画案について、説明は以上でございます。 

それでは、資料 1－3をご覧ください。これは、前回の審議会で、会長から「具体的な施策のイメ

ージを共有するページがあった方が良いのではないか。」とご提案をいただき、作成をしたもので

す。大変申し訳ありませんが、現在デザインを検討している最中であるため、このようなイメージと

いうことでお示しさせていただきます。未来の松江を描くとして、本市が挑戦する具体的な 5つの柱

ごとの施策の将来イメージをしごとづくり、つながりづくり、ひとづくり、どだいづくり、なかまづ

くりごとに掲載させていただきたいと考えています。ひとづくりの ICT教育の充実、なかまづくりの

圏域をつなぐ 8の字ルートは現在作成中です。完成の際には、仕上がったものをご提示したいと思っ

ていますので、今日のところは、ご覧の内容でご意見をいただきたいと思います。 

私からの説明は以上です。 
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事務局（大谷情報政策推進室長） 

資料 2をご覧ください。人口ビジョンの検証について、ご説明させていただきます。人口ビジョン

については、本編の 17、18ページ、別冊の 25ページ以降にも掲載していますので、併せてご覧くだ

さい。 

人口ビジョンについては、「出生数：年間 2,000人、社会増：年間 270人」といった 2つの目標を

ここで止めて、検証するのではなく、5年おきの国勢調査をもとに検証を行うということをご説明さ

せていただきました。そして、毎年の検証については、住民基本台帳の数値を用いて報告させていた

だくとの説明をさせていただきました。 

本日は具体的な内容として、説明させていただきます。まず、人口ビジョンの検証について、国勢

調査を元に検証を行う場合についてです。具体的な検証には、総人口、5年間の出生数、社会増減を

検証することに加え、より詳細な分析として人口構成（5歳階級別の人口）の確認、年齢 3区分の確

認を行って参りたいと思います。そして、国勢調査実績値が出ますので、実績値を入れて再計算した

ものと現行の推計の比較を検証し、皆様にお示ししたいと考えています。 

5年置きの検証の例として、6つの例を挙げさせていただきました。まず、例 1の総人口です。こ

ちらは人口ビジョンで設定した目標値である総人口 203,016人に対して、国勢調査の実績値が

203,616人でした。結論として 600人上回って推移をしているところです。 

続いて、例の 2、3が出生数と社会増減です。出生数は、5年間の出生数の目標 8,000人に対して、

国勢調査による実績値は累計で 8,103人と 103人上回りました。社会増減は、5年間の社会増減の目

標 900人に対して、国勢調査による実績値は累計で 1,114人と 214人上回っています。 

続いて、人口ピラミッドについてですが、こちらは人口構成を表示したものです。国勢調査の 2015

年と 2020年を比較した 5年間の動きであるため、大きな変化は見て取れませんが、今後も 5年ごと

に推移を確認して参りたいと考えています。 

続いて、例の 5は年齢 3区分別人口です。赤い折れ線グラフが 65歳以上の高齢者の割合、そして

青が 14歳以下の割合です。ご覧のとおり、本市の場合、1995年（平成 7年）からいわゆる少子高齢

化が進んできていることが見て取れると思います。 

続いて、例の 6は人口ビジョンに国勢調査の実績を入れて再計算したものと現行の人口ビジョンの

比較です。2020年の数値である 203,616人を入れて再推計しました。その結果、2060年のところを

ご覧ください。推計上は 183,592人となり、こちらは目標を推計上達成しているということが見て取

れます。 

資料 2の 2ページ目は、毎年の実績報告として住民基本台帳をもとに報告させていただく内容で

す。自然増減である出生と死亡については、住民票の異動でほぼ正確に把握できるものと考えていま

すので、住民基本台帳の異動から出生数、死亡数、合計特殊出生率を報告させていただきます。 

社会増減について、住民票の異動は転入出届が未届の方、例えば学生や単身者の方々で未届の方が

一定数いらっしゃると見ています。必ずしも正確に把握できないため、こちらについては、年代別・

移動理由別の移動者数や UIターン者数をもって、社会増減の傾向を報告、検証させていただくこと

にしました。 

例として 4つ挙げています。まず、例の 1は出生・死亡数です。0から上が出生数、0から下が死

亡数です。本市の場合、2005年（平成 17年）から死亡者数が出生数を上回る状態が続いている、い

わゆる自然減の状態になっていることが分かります。死亡者の方が多い状態というのは、まず高齢者
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の数が最も多くなるのが 2040年前後であろうと考えていますので、そこ前後までは、こうした傾向

が続いていくと見ています。 

続いて、例の 2は合計特殊出生率です。合計特殊出生率は、15歳から 49歳の女性が生涯に産む子

どもの数を推定したものです。オレンジが松江市、黄色が全国で、オレンジの折れ線グラフを見ると

全国よりも松江市が若干、上回って推移しており、近年はほぼ横ばいと見ています。ただし、こちら

で注目されるのが、青い棒グラフで、こちらは出生数、生まれる子どもの数を表していますが、ご覧

のとおり、年々だんだんと減ってきています。例えば、2010年の合計特殊出生率をご覧いただくと

1.54という数値になっています。そして、2020年は 1.53であり、数字上はさほど変わっていません

が、出生数は少なくなってきています。これは女性の転出と少子化によって母親の数自体が少なくな

ってきていることで、出生数が減少していると分析しています。 

続いて、例の 3は年代別・移動理由別の移動者数です。年代が横、数が縦、棒グラフがどういった

理由で移動しているかということを示しています。移動理由としては転勤、就職、就学、住宅といっ

た理由を示しています。一昨年の 1年間と昨年の 1年間を比較すると、例えば 15歳から 19歳の就

学・卒業による転入超過数は 135人減少、20歳から 24歳の就職による転出超過数は 144人減少した

といった傾向が見てとれます。 

したがって、今後こういった傾向を掴んで、裏側にある理由を深掘りして分析して参りたいと思い

ます。 

最後ですが、例の 4は UIターン者数です。黄色い棒グラフが Uターン、緑が Iターンです。若

干、年によって上下はありますが、総じて減少傾向であると把握していますので、今後はこういった

ところも深掘りし分析して参りたいと思います。 

人口ビジョンの検証、毎年の実績報告については、以上です。 

 

事務局（松尾歴史まちづくり部長） 

私からは、都市構造、まちのかたちについてご説明させていただきます。資料 1の 19、20ページ

をご覧ください。 

前回の審議会では、将来のまちのかたちとして、まずは新たな時代に対応したまちづくり、時代が

大きく変化するにあたって、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ことを

お示ししました。そして、まちのかたちの考え方として、市域内のバランスのとれた発展が求められ

る中で、市街地や集落など既存のコミュニティを公共交通などで結ぶコンパクトプラスネットワーク

の形成を目指すということをお示ししました。 

今回は、これに加え、新たに中心市街地の再生についても、総合計画に掲載させていただければと

思い、ご提案させていただくものです。この中心市街地の再生については、これから松江市が魅力あ

るまちづくりを進めていく中で、例えば新しいアイデアに基づく挑戦が繰り返されていくこと、イノ

ベーションの創出、これまでのつながり（コミュニティ）を大切にしながら、新しいつながり（コミ

ュニティ）が形成されていくということも必要になってくると思います。 

そのためには、この中心市街地に多様な人材、関係人口が集うこと、交流すること、滞在すること

が求められてくると思います。その舞台として、居心地が良く歩きたくなるまちなかを目指したいと

考えています。この歩きたくなるまちなかは、全国で多くの自治体が取り組もうとしています。松江

市としては、これまで松江市がどういった形で町並みを作ってきたのか、どういった営みが繰り広げ
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られて今に至っているのかといった、松江市にしかない固有の歴史を踏まえ、松江駅から殿町に至る

Ｌ字のところを中心に 6つのゾーンに分け、今般、エリアビジョンとしてお示しさせていただきまし

た。 

このエリアビジョンについては、市民の皆様と共有し、お互いに同じ目標を持って、今後、取り組

んでいくために総合計画に掲載させていただいたところです。まちのかたちとしては、大きく見ると

コンパクトプラスネットワーク、ミクロで見ると中心市街地の再生、この 2つが重要になってくると

考え、今回このようにご提案させていただいたところです。説明は以上です。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

事務局からの説明は以上です。 

 

田部会長 

はい。ありがとうございました。 

ただいまの説明を踏まえ、皆様からご意見をお願いしたいと思います。事務局から説明がありまし

たが、最後の総合計画審議会ですので、本日のご意見をもって、答申に進んでいきたいと思います。 

 

原田委員 

今日は、総合計画の完成に向けて最後の審議会ですので、まず松江 NPOネットワークとして、改め

て想いをお伝えしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

まず、1月 14日に「市民発！総合計画にリアルパブコメ」を開催し、市長をはじめ、政策企画課の

皆様にご協力いただいたことに感謝申し上げます。当日は、急遽オンライン開催となりましたが、

様々な立場の市民の方々と総合計画や市民参画について、意見交換をする機会を設けることができま

した。ありがとうございました。 

松江 NPOネットワークからは、審議会の当初から「共創・協働」ということを次期総合計画ではど

う扱い、どう盛り込まれるのか、明記するべきではないかという意見を述べさせていただいてきまし

た。1月 14日も後半で市民参画はどこまで進んだかというテーマを取り上げて、松江市における市民

活動推進の歴史、協働についての意見交換をさせていただきました。市長からは、「仕組みづくりは

市役所の役目であり、市民が活躍することが市としての意義である。また、そういう意味で共創・協

働は土台の意味もあるが、それが実現できている部分が実際はそう多くないのではないかという問題

意識も持っている。」というお言葉もいただきました。 

そこで、松江 NPOネットワークとしては、まちづくりの羅針盤といえる総合計画に市民参画、協働

がどのように盛り込まれて、それがどのように市民に伝えられるのかということが、松江の未来にと

って、とても大事なことだと考えています。市民の力をまちづくりに生かすために、策定中の次期総

合計画に明確に協働推進の方向性が示されることを期待して、また、総合計画に限らず、松江市の市

民参画と協働がさらに進むことを願って、提言を提出させていただきました。暮らしやすい松江のま

ちづくりをより多くの市民が自分ごととして取り組めるように、私たち NPOも知恵を出して、力を合

わせていく所存です。そうした市民の思いや力が最大限生かされることを願います。 

 

 



9 

 

田部会長 

このことについて事務局からお願いします。 

 

事務局（山根政策部長） 

原田委員ありがとうございます。こちらこそ、リアルパブコメを開催していただいたことに心から

感謝を申し上げます。 

「共創・協働」の総合計画での取り扱いについて、ご意見をいただいており、政策部、市民部が一

緒になって重く受けとめ、議論をしてきたところです。おっしゃるように「共創・協働」という言葉

を掲げて、これまでまちづくりを進め、具体的には「共創・協働マーケット」を続けてきました。 

しかしながら、共創という言葉は何通りも言い換えができることなどもあり、これからのまちづく

りでは、多様化、複雑化する課題を解決するために、異なる強みを持った市民の皆様、町内会・自治

会、NPO法人、企業が対等な立場で同時に連携して、新たな力を生み出す視点が必要ではないかと考

えたところです。そこで、今回の総合計画では、「共創・協働」の考え方をしっかりと踏まえなが

ら、お互いが平等な立場でまちづくりを考えていくこととしています。そこで、市民部からは今後、

「共創・協働マーケット」という名称を「まちづくりを考える日」、「まちづくりでつながる日」と

いった形でリニューアルを図っていきたいという想いを聞いているところです。 

それらのことを踏まえ、今回の総合計画では、新しい時代を築く先駆者となり、先人から受け取っ

たバトンをしっかりと次代につないでいくという想いを込めて、記載させていただいたところです。 

そこで、基本理念を「松江のジダイをつくる」として、市民も、行政も、企業も、NPOも手を携え

てやっていくという表現にさせていただきたいと思います。これからも「共創・協働」という理念

は、しっかりと持ちながらやっていきますので、ご理解をいただければと思います。 

 

田部会長 

そのほかご意見はありますか。 

坂田委員どうぞ。 

 

坂田委員 

44ページにある「トップセールス」という言葉について、一体何をするのかが人によっては分から

ないのではないかと思いました。これを※印で説明をするか、違う言葉にすると分かりやすいと思い

ました。併せて、54ページの「アクティビティ」という言葉も何かわからない人が案外いるかもしれ

ません。 

また、「カーボンニュートラル」という言葉が 52ページと 62ページに出ていますが、「カーボン

ニュートラル」についても、市民全員には分からないと思いますので、この言葉の定義もあれば良い

と思います。 

続いて、42ページにある松江のチャレンジが 2項目しかないので、漁業、農業、林業に関するチャ

レンジ目標があっても良いと思いました。 

最後になりますが、可能であれば別冊において人口密度に対して、幸福度がどうなのかを出すと、

どういった人口密度のエリアが幸せになるのかといったことが客観的に分かると思っています。 

 



10 

 

田部会長 

ありがとうございます。文言、農林水産業に関するチャレンジに関してご意見をいただきました

が、事務局から何かありますか。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

文言について、用語の説明を入れさせていただきます。また、1次産業のチャレンジ目標について

は検討させていただきたいと思います。また、人口密度ごとの幸福度も調べさせていただきたいと思

います。 

 

田部会長 

「トップセールス」というのは、県外に出ている起業家の方、例えば東京で上場されている会社の

社長さんといったイメージでよいでしょうか。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

そういったイメージです。 

 

田部会長 

そのほか、細かいところでも結構ですので、ご意見いかがでしょうか。 

  大田委員。 

 

大田委員 

  35ページのイラストに女性が多いように思います。左上に「男性の育児参加が当たり前になっ

た。」という文言もありますので、男性の存在感を高めるようなイラストがあると良いと思いまし

た。 

また、55ページに「国宝松江城までの道のりの歩き心地サイコー！」という表現があり、すごくフ

ランクでイラストに合った分かりやすい表現だと思いました。ただ他のところには、そうした柔らか

い表現がないので、こうした表現を他にも増やすと良いと思いました。 

 

田部会長 

この点については反映をお願いします。 

そのほか、ご意見いかがでしょうか。 

  中尾委員。 

 

中尾委員 

人口ビジョンの検証に関して、合計特殊出生率のグラフで、出生率は 2010年に 1.54、2020年に

1.53となっているものの、実際には出生数がかなり減少していると説明がありました。全国の中でも

出生率が高いものの、出生数が少ないということから、今後、出産する女性の母数を増やしていくこ

とが必要になると思いますので、ひとづくりの 35、36ページ、つながりづくりの 41、42ページのと
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ころで UIターンや若い女性が松江に残るという意味合いでの強いメッセージが更にあると良いと思

います。 

もう 1点、細かいことになりますが、27ページに「Ruby City Matsueプロジェクト 2.0」というイ

ラストがあります。ルビーの石がイラストになっていて、Rubyの意味が分からない方の中には、宝石

のルビーがどう街を良くするのかと思う人もいるのではないかと感じました。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

Rubyに関するご意見について、事務局から何かありますか。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

Rubyがどれほど市民に浸透してるかということもありますので、注釈をつけるなどして分かりやす

くしたいと思います。 

 

田部会長 

全体的に専門用語などには注釈を入れた方が良いかもしれません。 

尾花委員。 

 

尾花委員 

  資料に関しては、非常に読みやすく何も文句ありませんが、紙、印刷代が非常にもったいないなと

感じました。私は、スマートフォンやパソコンを使い慣れている方なので、資料が添付されたメール

が届いただけで資料の把握が十分できました。 

総合計画案で SDGsに触れてあることからも、資源を大切にするという観点をもう少し大切にすべ

きだと感じました。第 1回の審議会で、田部会長が総合計画を紙 1枚でまとめてもいいのではないか

とおっしゃっていましたが、簡単に伝えるという効果のほかに資料の無駄遣いを防ぐという効果もあ

ると改めて認識しました。 

 

田部会長 

その他、いかがでしょうか。 

  植田委員。 

 

植田委員 

33、34ページの観光振興について、インバウンドをイメージされていると思いますが、国内の観光

も推進していかないといけないと思います。また、観光振興においても国内で知名度を上げていかな

ければならないと考えていますので、国内向けの文言も少し入れていただいて、国内外の両方で知名

度を上げていくという表現を入れていただけると良いと思います。 

また、9、10ページの「松江にしかない強み」に関して、松江しんじ湖温泉は 50周年を迎えていま

すが、玉造温泉があって、松江しんじ湖温泉がないのは残念との声も聞いているところです。 
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田部会長 

コロナで良いことは無かったと思いますが、唯一良かったのは国内の観光の良さが見直されたこと

だと思います。インバウンドだけではなく、逆にアウトバウンドして日本に呼んでくる、国内に住ん

でらっしゃる方々に国内旅行を見直していただく良い機会だと思いますので、そういった観点からの

追記をお願いします。松江しんじ湖温泉についても追記をお願いします。 

その他、ご意見ありますか。 

  広野委員。 

 

広野委員 

大変分かりやすく親しみやすい計画になっていて、大変うれしく思います。この計画を作るにあた

って、ミライソウゾウ会議やタウンミーティングやアンケートなどで約 2,000人の意見を聞かれ、計

画をお作りになったということですが、2,000人といっても松江市民 200,000人の 1％です。この計

画を市民一人一人に自分の計画だと思っていただくためには、今後、お作りになる努力と同じくらい

の努力をして、広報普及を図っていただきたいと考えています。 

もう 1点、この総合計画には、市民の皆さんに取り組んでいただく方向づけをする役割が大きくあ

ります。この計画を作るにあたって、今後 8年間で市として取り組んでいくという具体的な施策をこ

こで挙げ、検討しておき、庁内で議論しておかないと絵に描いた餅になってしまいます。そのために

も、もうひと工夫、もうひと努力、市で取り組んで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。 

先程、尾花委員からもご意見をいただきましたが、紙で配るという方法ではなく、市民の方に理解

していただいて前に進むように、作りっ放しではなく、さらなる努力をお願いしたいと思います。 

  河原委員。 

 

河原氏（泉委員代理） 

49、50ページについてです。 

健康寿命を延ばすのは大変重要な話だと思っています。ただ、実はコロナによる影響で、受診率が

落ちるのではないかと心配しています。そうした意味で、健康寿命を延ばすためには、KPIにありま

すが、各種健康診断の受診率を確実に上げていくことが大事だと思っています。コロナによる影響も

ありますので、ぜひそういったこともチャレンジに入れていただく、方向性として明確に打ち出して

いただき、啓発していただければと思います。 

 

田部会長 

  ご意見ありがとうございます。 

  武部委員。 
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武部委員 

計画そのものは、大変すばらしいものだと感じています。内容も見せ方もこれまでの計画と比較し

て、大変充実していると感じます。現行の総合計画についても、広報戦略についてご意見させていた

だいていましたが、事務局から今後、様々な媒体を通して、しっかり発信をされていくということを

伺い、非常に期待をしていますので、よろしくお願いします。 

私どもは、高齢者福祉、いわゆる介護保険事業等の業界にいるため、高齢者福祉計画や介護保険事

業計画に触れる機会が多くあります。そうした各部での計画があると思いますが、そうした計画への

落とし込み、この総合計画を前に進めていく上で各部の計画にどのようにつながりを持っていくの

か、現段階でイメージがあれば、お伺いしたいです。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

総合計画は、本市における最上位計画ですので、各部での個別の計画については総合計画を反映し

て、作っていくことになります。 

25、26ページにすべての行政分野で推進することとして、3つの項目を記載しています。総合計画

のみならず、すべての行政分野で推進していきますので、高齢者福祉の計画や産業分野の計画にも反

映していくことになります。 

 

田部会長 

ありがとうございます。 

その他、ご意見いかがでしょうか。 

松本委員。 

 

松本委員 

39、40ページの「松江市民のモットーは寛容」についてです。松江チャレンジの 2つ目、「多文化

共生社会を実現し、だれもが社会参加できる環境を作ります。」という表現を可能であれば環境とマ

インドを育てると追記してはどうかと思いました。多様性があって、多様なバックグラウンドを持つ

人が住んではいても、人の意識が変わらなければ共生には向かわないと日々実感しています。 

先日、聞いた話では、アメリカの政権が変わってトランプになった途端に、コミュニティの分断が

起き、人々の住む環境は変わらなくとも、1、2年で人々のマインドが変わってしまったそうです。環

境だけでなく、人々のマインドが大事だと思いますので、表現を検討いただきたいと思います。 

 

田部会長 

その他、ご意見いかがでしょうか。 

高島委員。 

 

高島委員 

15、16ページの 5つの柱について、表現を「いきいきと活躍しています。」とか「楽しんでいま

す。」と現在進行形にされた理由は何でしょうか。恐らく 2030年はこういうまちにするというイメ
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ージでこうした表現にされたと思いますが、このページを何回か読んでも、しっくりこないところが

あります。 

他のページでは「～しています。」というのは、現在を時間軸の基準として語られていますが、こ

のページだけは 2030年が時間軸の基準になっているので、ズレを感じます。何かこの表現に込めら

れた想いがあるのではないかと思い、お伺いします。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

こちらのページは、8年後にこういうふうに思っていただきたい、こういうふうになっているとい

う視点で表現していましたので、今一度、表現を検討したいと思います。 

 

田部会長 

時間軸は、非常に大事な部分ですので、今一度、全体を見直し、表現をチェックしていただきたい

と思います。ページによって差異が多少あるのかもしれませんので、全体的なチェックをお願いしま

す。 

  その他、ご意見ありますか。 

塩谷委員。 

 

塩谷委員 

  全体的にすごく分かりやすく、自分自身ワクワクしました。 

これを市民の皆さんにどう伝えていくかですが、本当に 8年後これが実現できるのかなというとこ

ろに少し疑問を感じたところです。どの施策も各担当課がこれから取り組んでいくところですが、関

心のある人が総合計画を見た時に、各担当課が実際にこういうふうに進めていく、これからのイメー

ジみたいなものを見に行ける場所、サイトがあれば良いと思いました。 

また、事務局から動画を活用して広報するとの説明がありましたが、10分、20分の長い動画を作

られてもおそらく観ないと思いますので、基本施策ごとに動画を作るのは良いと思います。特に政策

全体というよりはスポーツ、子育てといった自分が関わる分野、関心のあるものをピンポイントで見

れる場所があった方が良いと思いました。 

せっかく動画を作られるのであれば、学校教育機関などの授業で取り組んでも良いと思います。ま

た、大人をターゲットに絞って、総合計画を学べるようなイベント、知る機会を提供するものがあれ

ば良いと思います。 

 

田部会長 

  おっしゃるとおりだと思います。動画は短めに、伝えたいことがたくさんあれば分けて作るべきで

すので、長くても 3分程度だと思います。それを見に行く場所があるのが大事だと思いますので、検

討いただければと思います。 

その他、ご意見ありますか。 

黒目委員。 
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黒目委員 

今後は、この総合計画を広める仕組みづくり、松江市で生活する人が 8年後を見据えて、どういっ

た目標があって、どういうイメージで、どうなっていくのかということを浸透させる仕掛けづくりが

最も重要だと思います。他のご意見にあったようにイベントなどを通じて、伝わるように取り組んで

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。 

その他、ご意見ありますか。 

それでは、私から発言させていただきます。 

各基本施策には一つずつ具体的な目標が掲げられています。例えば、「中心市街地商店街の店舗利

用：93.6％」、「創業数：年間 145社」といった目標があるので、毎年、進捗がどうだったか、その

目標に向けてどういうアプローチ、どういう対策をしているのかということを分かりやすく○か×で

市民の方に伝える仕組みを考えていただきたいなと思います。 

当社での中期経営計画の評価の際には、項目ごとに○か×かで説明するようにしています。△が多

いと分かりにくくなりますので、基本的に○か×かで評価していく形が良いと思います。また、それ

を市民の方にどういうふうに広報するのかが非常に大事ですので、そうした仕組みの検討をよろしく

お願いします。 

その他、ご意見ありますか。 

佐藤（和彦）委員。 

 

佐藤（和彦）委員 

やはり、ひとづくりが一番難しいなと感じているところです。15ページにあるひとづくりの説明で

「生きる力を身に付けています。」という表現、37ページの「子どもたちが松江の未来を考えたり、

話し合ったりしている。」という表現についてです。松江の未来も大事ですが、自分の未来が一番大

事ということもありますので、自分の未来を考えたり、話し合ったりしている場所があるというよう

な言葉のにする方が的確ではないかと思いました。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

ご指摘の点を含め、全体的に今一度、表現を検討したいと思います。 

 

田部会長 

その他、ご意見ありますか。 

鷦鷯委員。 

 

鷦鷯委員 

20ページの将来のまちのかたちにある中心市街地の計画について、「2022（令和 4）年度末を目途

に、土地利用制度の考え方を決定します。」とありますので、決定した際の連絡、周知について市民

の皆さんに分かりやすく補足してあれば良いと思います。 
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事務局（松尾歴史まちづくり部長） 

  2022年度末を目途に、まちのかたちを具現化するために、道具として土地利用制度の考え方を決定

したいと思っています。このことについては、資料 1－2の別冊にもう少し詳しく書いています。資

料 1-2の別冊、40ページをご覧ください。ここで、土地利用制度の考え方と今後の進め方として、

2022年度にどういった議論を行うかということ、2022年度末に考え方を決定すること、2023年度以

降にいずれかの方法で松江市にふさわしい土地利用制度を進めていくということを記載しています。 

ご意見いただいた考え方をどう皆さんにお伝えしていくかということついては、2022年度の議論を

踏まえながら、最も良い形でお伝えできるように検討していきたいと思います。 

 

田部会長 

その他、ご意見ありますか。 

藤田委員。 

 

藤田委員 

私ども大学としての事情もありますが、学生たちにこの計画をしっかり伝えるために私たちとも力

を合わせて、ここで生活する魅力など実感を持てるような形で伝える努力をぜひお願いしたいと感じ

ているところです。 

もう 1点、若者目線で自分の住んでいる街を語る、自慢するという形で学生たちに関わってもらう

ような仕掛けを作っていただくと、総合計画の発信力を彼らの力でうまく高めることができるのでは

ないかと思います。いずれも今後のことになりますが、ぜひ知恵を出し合って頑張って進めていけた

らと思っています。 

 

田部会長 

それでは、ここまでの議論を踏まえた総括を上定市長お願いします。 

 

上定市長 

本日も皆様から非常に鋭いご意見をいただき本当にありがとうございます。松江市の将来を一緒に

考えていただいていることを非常にありがたく思っています。 

本日いただいたご意見と現在募集中のパブリックコメントのご意見を反映させたものを最後に作っ

ていきたいと思っています。答申には至っていませんが、皆様からいただいたご意見を踏まえて総合

計画の策定がやっとスタート地点にたどり着くことができたという認識を持っています。作ることを

目的にはしておらず、作ったものをいかに使い倒していくかということを思っています。 

学生時代のことになりますが、勉強ができる同級生の英和辞典がマーカーで塗りたくられ、たくさ

ん付箋がついて使い倒されボロボロになっていました。8年間という非常に長い計画ですので、使い

倒してボロボロになるくらい計画自体を皆様に読み込んでもらい、計画に込められたマインドを共有

できるような形にしていきたいと思っています。 

先程、委員の皆様からご意見をいただきましたが、羅針盤、道標として、市民の皆様と共有するこ

と、同じゴールに向けて一緒に歩みを進めていくことが重要だと思っています。市役所の職員も当然

自分のものにしていかなければなりません。 
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今後 8年間を経て、陳腐化していかないような計画を作ったつもりです。塩谷委員から、「本当に

できるのかな。」という言葉をいただきましたが、すごい褒め言葉だと勝手に思っています。実現で

きるものを作っても意味がないと思っていますし、一方で、「本当にできるのかな、松江だったらで

きるんじゃないかな。」という期待感を表現できたような気がしています。 

ただ、今後、市民の皆様と密にコミュニケーションを図りながら、日々、内容についてブラッシュ

アップしていくことが重要だと思っていますし、何度も委員の皆様からお話いただきましたが、検証

にあたって、分かりやすく○か×を付けるといったことも含めてやっていきたいと思っています。ま

だどういった形でということを完全に固めているわけではありませんが、ぜひそういったところにも

委員の皆様のお力をお貸しいただきたいと思っていますので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。 

我々、経済界もここに書いてあることが絵に描いた餅にならないように一緒にやっていきたいと思

います。また、イラストでお出しいただいた「水辺のにぎわい」「バスケのまち」「職人商店街」と

いったものは、我々の方でも調整をしていかなければならないと思っています。 

今回で総合計画審議会での議論は終了となりますが、委員の皆様にはこれをご縁に市役所の政策部

の方から色々なご相談が個別にいくと思います。その時は色々なご意見、厳しいご意見も含めていた

だければと思いますので、これで終わりということではなく叱咤激励していただけると大変助かりま

す。 

他にご意見はよろしいでしょうか。無ければ、後程、思い出されてでも結構ですので、事務局の方

にご連絡をいただければと思います。 

これまで 4回にわたる審議会を本当にありがとうございました。市の政策部の皆様が本当に心血注

いで、約 2,000人の皆様からの意見を聞いて、そして我々の意見を反映して、作った総合計画です。

最後に市役所の皆様に拍手をいただけるとありがたいなと思います。ありがとうございます。 

本日は、皆様から貴重なご意見いただき本当にありがとうございました。先程、上定市長からもあ

ったように、もう 1度じっくり見ていただいて、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。 

本日のご意見を踏まえて、修正等を加えていただき、最終案については、紙ではない形での示し方

の検討もお願いします。 

今後の修正につきましては、最終的には私の方にご一任いただいて、事務局と最終調整を行った上

で答申を行っていきたいと思いますが、委員の皆様この点もご了承願えますでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 

＜承認＞ 

 

ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。また、欠席されている委員の

皆様にも、最終確認をさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

それでは、事務局の方にお返しします。よろしくお願いします。 
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事務局（井原政策企画課長） 

田部会長、議事進行ありがとうございました。 

田部会長からもありましたとおり、総合計画については、本日皆様からいただいたご意見を踏まえ

修正して、田部会長と相談させていただき、2月議会に計画案として上程をさせていただきたいと思

います。それに向け、2月の上旬に田部会長から市長への答申をお願いする流れになります。 

2月議会で、議決を得られましたら、計画書を印刷、製本して、皆様の方へ速やかに送付させてい

ただきたいと思います。その際、ご意見をいただいたとおり、分厚いものにならないように、検討さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

会長からありましたとおり、委員の皆様にお集まりいただくのは、本日が最後となります。再度に

はなりますが、田部会長より一言ご挨拶をお願いします。 

 

田部会長 

委員の皆様、長きにわたり本当にありがとうございました。総合計画を作るに当たり、本当に委員

の皆様にご協力いただき、たくさんのご意見、ご指摘をありがとうございました。 

どうしても会議や審議会となると固くなりがちですので、多少は柔らかい進行を目指してやって参

りましたが、皆様のご協力で無事 4回を終えることができました。今後、この計画が血となり肉とな

って、松江市のこれからの市政に反映されていくと思います。 

ここからは、上定市長はじめ、我々経済界を含めた腕の見せどころですので、今後 8年間をご期待

いただいて、松江市の発展していく様、変わっていく様、そういったものを皆様に実感していただけ

るように私も市長と協力しながら、そして市役所の皆様と連携しながらやって参りたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

田部会長におかれましては、長時間にわたる会議を 4回にわたって、円滑に議事進行いただき、本

当にありがとうございました。 

それでは、最後に上定市長より、委員の皆様にご挨拶をさせていただきます。 

 

上定市長 

皆様の貴重なお時間と示唆に富む鋭いご意見によって、総合計画策定に漕ぎつけることができまし

たことをまずもってお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

形式ではなく、実質で皆様とご議論をさせていただけたことを大変うれしく思っています。皆様の

ご期待にお応えすべく、市役所職員一丸となって力を尽くして参ることをここにお約束しまして、私

からのお礼のご挨拶とさせていただきます。 

田部会長、委員の皆様には、本当に親身になってご意見をいただき、ありがとうございました。松

江市役所は、これからも精進して参りますので、いつでも意見も受け付けさせていただいています。

直接、私に言っていただいて全く構いませんので、何卒ご協力のほどよろしくお願いします。 

ありがとうございました。 
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事務局（井原政策企画課長） 

それでは、以上をもちまして、第 4回松江市総合計画審議会を閉会します。長きに渡り、委員の皆

様ありがとうございました。 


