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  令和４年度第１回松江市総合計画審議会会議録 

 

１ 日時 令和４年１０月１７日（月）１０時００分～１２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 

       岩田英作委員、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、佐藤尚士委員、竹田尚子委員、武部幸一郎委員、 

中尾禎仁委員、中村 隆委員、広野正充委員、細田眞司委員（代理：土江庸雄氏）、 

松村健次委員 

 

（２）事務局 上定昭仁市長、山根理事（政策部長）、井原政策企画課長、岡田 SDGs推進課長、 

大谷デジタル戦略課長、今岡政策企画官、本田政策係長、吉田 SDGs推進課推進係長、 

高尾副主任、立脇 SDGs推進課副主任、狩野主任主事 

 

４ 議題 

議事 

（１）令和３年度松江市総合計画の実施状況について 

（２）令和３年度地方創生関係交付金事業の実施状況について 

報告 

（１）令和２年度、３年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の効果検証について 

（２）松江市における SDGsの推進について 

 

５ 会議経過 

    別紙のとおり 

 

６ 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（本田政策係長） 

ただいまより令和４年度第１回松江市総合計画審議会を開催させていただきます。まずはじめに、松

江市総合計画審議会につきまして、改めてご説明させていただきます。本審議会は松江市総合計画条例

第５条に基づき設置をしております。所掌事務は、市長の諮問に応じて、総合計画基本構想の策定また

は変更について調査審議すること、また、本年６月の条例改正により、総合計画の実施状況に関する事

項、その他総合計画に関し必要な事項について、皆様からご意見をいただくこと、と追加をさせていた

だきました。よって本審議会では、総合計画の策定と検証に対するご意見をいただくこととなっており

ます。 

なお、これまで総合計画と総合戦略の検証を行っていた松江市総合計画・総合戦略推進会議は、同条

例の改正を踏まえて、廃止させていただいております。 

次に、本日の議事とタイムスケジュールについてご説明をさせていただきます。議事案件は「令和３

年度松江市総合計画の実施状況について」、「令和３年度地方創生関係交付金の実施状況について」の２

件です。報告案件は「令和２年度、令和３年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の効

果検証について」、「松江市における SDGsの推進について」の２件です。 

議事の目安としては、議事１「令和３年度松江市総合計画の実施状況について」に、概ね 90分程度

を予定しています。その後、その他の議事案件、報告案件を討議した後、概ね 12時終了予定とさせて

いただいております。 

なお本日の会議は、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、すべて公開にて行います。 

続いて、今年度に入り一部委員の方の交代がございましたので、この場で報告させていただきます。 

11番委員 松江環境市民会議代表 佐藤尚士様、 

13番委員 松江 NPOネットワーク代表 竹田尚子様、 

17番委員 島根県農業協同組合くにびき地区本部副本部長 中村隆様、 

20番委員 一般社団法人松江市医師会会長 細田眞司様、 

22番委員 山陰中央新報社論説委員長 松村健次様。 

以上５名の方に新たにご就任いただいております。 

続いて、本日の欠席について報告いたします。 

植田委員、大田委員、亀城委員、塩谷委員、藤田委員、松本委員については、欠席の連絡をいただい

ております。また、細田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

様にご出席いただいております。 

よって本日の審議会は、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させていただきます。 

それでは開会にあたり、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 

皆さん、おはようございます。今年度第 1回目となる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。 
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ご存知の通り、昨日は松江祭鼕行列を 3年ぶりに開催することができ、多くの方で賑わっていまし

た。また、私は明後日から台湾に出張いたします。中海・宍道湖・大山圏域の 5市と、もともと連携関

係にあった台北市とは協定を結んでおり、今後物産・観光・産業面での連携を一層深めるための出張で

す。こうしてコロナ禍が少しずつ落ち着いてきたこともあり、コロナ禍を言い訳にできない状況になっ

てきています。 

松江市総合計画は、審議会委員の皆様をはじめ、たくさんの方に関わっていただいて、今年の 3月に

策定いたしました。計画の中ではアフターコロナを見据え、今後松江が飛躍的に発展していくプランに

していますが、その一歩が踏み出せる環境が徐々に整ってきていますので、この環境を追い風にしてい

きたいと考えています。 

皆様に携わっていただいた[松江市総合計画 -MATSUE DREAMS 2030-」ですが、たくさんのところで好

評をいただいており、大変うれしく思っております。 

公民館や自治会、また小学校や中学校、出前講座等に出かけさせていただき、そこで本計画を用いて

説明をしております。市民の皆様からご意見をいただき、日々ブラッシュアップしていますが、非常に

わかりやすいということに加え、掲げている目標が、市民の皆様がやる気を持って取り組んでいただけ

る内容になっている、という評価もいただいております。 

今後も「夢を実現できるまち 誇れるまち 松江」の実現に向け、市民の皆さんと一緒に歩みを進め

たいと思っております。それには、まずは立てた目標についての検証をしながら、また新たな目標を立

ててブラッシュアップを図ることが常に必要です。 

そういった活性化を図る場として、本審議会では PDCAサイクルを回す役割を担っていただくべく、

今回も皆様にお諮りするところでございます。 

皆様からはぜひ忌憚のない厳しいご意見をいただき、会議を進めていきたいと考えております。田部

会長、委員の皆様、是非ともよろしくお願いいたします。 

 

事務局（本田政策係長） 

続きまして田部会長様からご挨拶いただきたいと思います。田部会長様よろしくお願いいたします。 

 

３ 会長あいさつ 

田部会長 

皆様おはようございます。会長を仰せつかっております松江商工会議所会頭 田部長右衛門でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

総合計画については、皆様からご意見をいただき、市長が言われたように、素晴らしい計画ができあ

がりました。本審議会の役割は、この計画を絵に描いた餅にしないよう、優しさを持って厳しく審議し

ていただくということが基本でございます。 

新しく委員になられた方も、是非忌憚のないご意見をお出しいただければと思います。 

先日私が福岡に行った際に、水辺を歩いてみたんですけども、福岡は中州を中心に水辺に多数のお店

が出店していて、人々が集まるための仕掛けができていているように感じました。松江にもこのような

風景ができるためにはどうすると良いか、と感じました。このように委員の皆様が感じておられること

も踏まえてご発言いただけると、より濃厚な総合計画になっていくと思います。 

皆様の忌憚ないご意見を、よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。 
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事務局（本田政策係長） 

田部会長様、ありがとうございました。ではここからの議事進行につきましては、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おりますので、以降の進行を会長にお渡ししたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

田部会長 

それでは議事に移ります。議事 1「令和 3年度松江市総合計画の実施状況」について、事務局から説

明をお願いします。 

 

４ 議事 

事務局（山根理事） 

※議事 1「令和 3年度松江市総合計画の実施状況について」説明 

今回の検証は、新たな総合計画を策定した際の目標及び KPIについて検証していきます。また、本検

証はまち・ひと・しごと創生第 2次総合戦略の検証を含めることとしております。これは、国の人口減

少対策として、全国の自治体に総合戦略の策定を求めております。これまで松江市も総合計画と別に定

めておりましたが、今回から人口減少対策と総合計画を一体化して進めることとしております。よって

今回の検証は、総合戦略の検証も兼ねております。 

続いて、2021年度の実績値と評価についてご説明いたします。今回の検証は、達成を○、未達成を×

という、2区分で評価をしています。これまでは、達成度の割合に応じて、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの四段階評

価をしておりましたが、わかりやすさを優先するという視点から、このようにしております。 

また今回の検証にあたり、コロナウイルスの影響というのは、非常に大きなものがあったと認識をし

ております。適正な評価という観点から、コロナ禍による行動制限や事業の中止等で実施できなかった

事業については、評価対象外としています。 

また、本計画で新たに実施する施策の KPIは、2021年度の目標値が未設定であるため、同じく評価対

象外としています。これにより、KPI総数 108項目のうち、評価した KPIが 57項目、コロナウイルス感

染症の影響により評価対象外とした KPIが 34項目、目標値未設定の KPIが 17項目としております。 

評価外の KPIについては、例えば商店街活性化、観光振興等の分野で入国制限により外国人観光客が来

松できなかったことや、イベントの中止等がございます。 

続いて実施状況でございます。本計画では 5つの基本目標を掲げており、この目標別に円グラフで達

成度を示しています。時間の都合上、主要な項目をピックアップしてご説明を申し上げます。 

基本目標Ⅰ「しごとづくり」は、KPI19項目のうち、評価した KPIは 11項目、うち達成した KPIは 9

項目であり、達成率は 81.8％です。 

「産業振興、起業・創業」分野では、新分野チャレンジ支援件数が目標を達成しています。松江市の

支援策を活用された結果、1件の目標に対して実績は 3件となったものです。 

今後は主要施策である「MATSUE起業エコシステム」の仕組みづくりをさらに加速させたいと思っており

ます。 

誘致・新増設企業数は、13件の目標に対して実績 14件で目標を達成をしています。 
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コロナ禍で停滞していた企業の投資意欲が回復基調にあると事務局では見ております。コロナ禍前には

アサヒヒルズ工業団地の価格を下げるなど適正化を図りましたが、コロナ禍以降、営業活動ができてい

ません。アフターコロナを見据え、こういった活動をさらに強化していきます。 

「商店街活性化」分野では、空き家店舗等への新規出店件数が目標を達成をしています。 

「松江市チャレンジショップ事業補助金」、いわゆる家賃補助等々の活用をこれまでも図ってきたと

ころです。現在、「職人商店街」の形成に向て支援制度を設けたところであり、実効性の高い支援を今

後も継続していきます。 

「農林水産業振興」分野の第 1次産業新規就業者数は未達成でした。農業、林業は目標達成していま

すが、漁業就業者が未達成でした。漁業者においては、地域に居住することが漁業権取得の要件となる

こともあり、現在、支所と本庁の空き家対策の部署が連携を図り、Uターン Iターンで漁業権を取得し

ようとする方への住まいの提供に取り組んでおり、今後も力を入れていきます。 

続いて、基本目標Ⅱ「ひとづくり」では、KPI37項目のうち、評価した KPIが 21項目、うち達成した

KPIは 6項目であり、達成率は 28.6%です。 

「ワーク・ライフ・バランス、子育て支援」分野では、子育て支援策の満足割合が目標を達成してい

ます。市の施策としては、現在保育所の入所手続き、24時間対応の子育て相談等について、AIを使っ

たデジタル化等を進めています。こういった取組をさらに進めて満足度向上につなげていきたいと思っ

ております。 

「教育」分野では、『まつえ「子ども夢☆未来」塾』の受講者の割合として、子どもたちに夢を持っ

てもらうという視点の KPIを設定しています。一方で、全国学力・学習状況調査における全国平均値以

上の学校の割合としては、学力向上という視点の KPIを設定しています。『まつえ「子ども夢☆未来」

塾』については、松江で活躍される事業所の皆様に様々な取組を紹介していただいており、子どもたち

からも多くの感想が寄せられています。今後も、この取組の大切さを学校とともに共有をして進めてま

いりたいと考えております。また、学力向上については、一朝一夕でできるものではありませんが、教

育委員会としては、学習と日常生活との関連性の理解、あるいは「○」「×」だけでない記述式問題に

粘り強く取り組み、生徒児童自ら深く考えるよう、授業改善を図っていきます。 

「共生社会、地域コミュニティ」分野では、「ふくしなんでも相談所」の設置数が目標未達成となり

ました。しかし、4月 1日の時点では、目標である 35か所に対し、47ヶ所を設置したところであり、3

月 31日時点の結果では未達成としておりますが、順調に開設をしているものと見込んでいます。 

障がい者の雇用率については、法定雇用率 2.3％を超え、2.59％で目標を達成しました。本日の山陰

中央新報でも、障がい者の方の地域移転や社会活動参画の重要性が取り上げられており、全国的な課題

であるという記事もありました。松江市としても、インターンシップの促進や関係機関等との連携を進

めて参りたいと考えております。 

続いて、基本目標Ⅲ「つながりづくり」では、KPI20項目のうち、評価した KPIが 8項目、うち達成

した KPIが 6項目であり、達成率は 75.0%です。 

「人材育成・還流」分野では、松江に愛着を持つ高校生・学生の割合が目標未達成でした。地域の若

者たちに、様々な市民活動で地域活動に参加していただくことが重要だと考えています。ミライソウゾ

ウ会議を今年度も引き続き開設することに加え、地域へのトップセールスを若者たちに繋げるための努

力をしていかなければならないと思っております。 

「関係人口、副業・兼業人材」分野では、ふるさと納税寄付者数が目標を達成しています。 
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一方で金額については、2020年の 8,000万円が 2021年は 1億 5,000万円まで上がっておりますが、目

標は 2億円としております。今後は特産振興と産業振興を結びつけることに力を入れてまいります。 

「歴史・伝統・文化・芸術」分野では、歴史・文化資源のまちあるき参加者数が目標を達成していま

す。これについては、6地区の公民館区で、まち歩きマップが改訂増刷されたこと等が実績に繋がって

ると考えています。マイクロツーリズムに加え、地域に誇りを持ち、地域の歴史を振り返る、という視

点でも、この活動を進めて参ります。 

「関係人口、副業・兼業人材」分野と「スポーツ」分野では、コロナの影響で対象外としたものを参

考に載せさせていただいております。 

続いて、基本目標Ⅳ「どだいづくり」では、KPI26項目のうち、評価した KPIが 16項目、うち達成し

た KPIが 9項目であり、達成率は 56.3%です。 

「健康・医療」分野では、健康づくりに取り組んでいる市民の割合が目標未達成でした。年代別に見

ると、30歳代と 70歳以上の方が健康づくりに取り組めていないという結果が出ています。30歳代の方

は仕事がお忙しいことも原因と考えられます。これを改善するため、事業所の方との協力関係の中で、

普段のお仕事の中でも健康づくりに取り組める環境づくりを進めていく必要があると考えています。 

70歳以上の方については、ご自宅で引きこもってしまうと、健康寿命も短くなると考えられるため、地

域参加・地域貢献も含めて、社会参加を啓発していくことが必要であると考えています。 

「都市デザイン（水辺・公共交通）」分野では、水辺の公共空間活用日数が目標を達成としていま

す。ミズベリング縁日等、民間企業の皆様方に利活用をしていただくという視点で取り組んでおり、今

後も官民連携のもと進めてまいります。また、大橋川改修や千鳥南公園の再整備等が控えておりますの

で、こういった環境づくりにも引き続き取り組んでまいります。 

「安心・安全、社会資本整備」分野では、防災出前講座の実施件数が目標達成、自主防災組織の結成

率が目標未達成となっています。ここ数年、コロナ禍も含め、水害をはじめとした各種災害に対する市

民の防災意識は非常に高まっていると感じております。一方で、高齢化が進む中で、どうやって共助し

ていくのか、という視点では非常に苦慮しているところです。自主防災組織結成率の高い法吉地区の取

組も参考に、地区の特性に合った対策を講じることが必要であると考えております。 

「行財政改革、スマート自治体」分野では、地域ブランド調査認知度ランキングが目標を達成してい

ます。ブランド総合研究所が行う松江市の認知度を KPIとしているものです。2021年度は 110位の目標

に対して 110位で達成となりましたが、2030年にはこれを 30位にする目標を設定しています。観光振

興等の情報発信を含め、媒体の特性に合わせた様々な取組が必要とると考えております。 

続いて、基本目標Ⅴ「なかまづくり」では、KPI6項目のうち、評価した KPIが 1項目、達成した KPI

が 1項目であり、達成率は 100.0%です。 

分野は「広域連携」のみで、KPIは圏域内への移住者数が目標を達成しました。田部会長にも先陣を

切っていただき、8の字ルートについて行政・経済界が一体となって要望していきたいと考えていま

す。この度、圏域 5市の政策部長による 8の字ルート研究会も発足いたしました。各道路で個別に要望

していたものを、5市連携のもとに要望活動していく所存です。また、今週台湾に 5市の首長・副市長

が出向き、今後物産・観光・産業面での連携を一層深めるための協議を行ってまいります。 

最後に、本計画の今後の推進について、総括いたします。 

今回評価した各項目についても、何らかの形でコロナ禍による影響があった項目が複数ありました。

そのような中においても、コロナ禍による地方回帰、またはリモートワークも含めたデジタル化等の社
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会変化を顕著に感じております。松江市としては、そのような変化を的確にとらえて施策に反映させる

ことを最初に述べさしていただいております。 

また 5つの基本目標ごとの総括として改めて申し上げます。「しごとづくり」については、「夢を実現

できるまち 誇れるまち 松江」実現に向けたチャレンジが「MATSUE起業エコシステム」の仕組みづく

りであり、現在具体化している「MIX」や「キラボシプロジェクト」を中心に進めてまいりたいと考え

ております。また観光についても、アフターコロナを見据えた観光戦略を作る必要があり、今年度は国

県市で玉造温泉及び松江しんじ湖温泉や美保関の旅館お土産店において、高付加価値化を図っていま

す。アフターコロナを見据えたおもてなしの環境整備に取り組み、松江観光戦略プランの素案をほぼ完

成いたしました。具体的な実効性のあるプランになると自負しております。このプランにも市民・事業

者・行政が一体となって取り組んでいきます。 

「ひとづくり」については、教育分野におけるデジタル化への対応が必要です。これには児童生徒だ

けでなく、教職員のレベルアップも重要になろうかと思っております。また地域共生においては、市民

活動・地域活動を共有する「まちづくりを考える日」と提案する「まちづくりでつながる日」の開催に

力を入れてまいります。 

「つながりづくり」については、現在ワーケーションに力を入れており、本年 6月には富士通様とワ

ーケーションパートナーシップ協定を結んだところです。また、松江市内の事業者の皆様にも環境づく

りに取り組んでいただいています。松江市としても、関係人口の拡大に向けて今後も取り組んでまいる

所存です。 

「どだいづくり」については、様々なインフラ整備をしていくことになります。今年 6月にはカーボ

ンニュートラルに関し山陰合同銀行様、中国電力様と、3社の連携協定を締結いたしました。再生可能

エネルギー導入モデル事業等、カーボンニュートラル実現に向けた取組を進めてまいります。また、水

辺のにぎわいづくりは先ほど申し上げた通り、松江湖畔公園の再整備を進める中で、官民が連携して取

り組んでまいります。 

「なかまづくり」についても、先ほど申し上げた通り、圏域 5市連携のうえで取組を進めてまいりま

す。この後委員の皆様からは忌憚のないご意見をいただき、さらなる改善に努めたいと思っておりま

す。説明は以上です。 

 

事務局（大谷デジタル戦略課長） 

私からは松江市の人口動態についてご報告させていただきます。 

2021年 10月 1日現在の松江市の推計人口は、202,280人で、1年間で 1,336人、0.66％の減少でし

た。2020年 10月から 1年間の人口動態では、343人の社会減少となり、転入が 6,050人、転出が 6,393

人でした。 

自然減少については、亡くなる方が多いことから、933人の自然減少でした。 

松江市人口ビジョンについては、2025年・2060年で目標値を定めており、直近の実績値は、2020年

の国勢調査により総人口 203,616人です。この総人口につきましては、国勢調査が 5年ごとに発表され

るため、そこで総人口を確定・検証してまいりたいと考えております。松江市の場合、住民基本台帳に

おいて住民票を移動していない方がおられることから、社会増減については参考値ということをご承知

おきください。 
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続いて 10代後半の移動理由別移動者数のグラフをご覧ください。特に動きがあるのは、やはり就

学・卒業であり、特にこの 1年間の就学・卒業による転入者が減っていることが分かります。この理由

は多々考えられますが、特にコロナ禍の影響で外国人留学生の転入が少なくなったことが要因のひとつ

と見ております。 

また、20代前半の移動理由別移動者数のグラフをご覧ください。20代前半では、やはり大学等を卒

業された後の就職による移動が多くなっております。ここ 3年間、転出による大きな動きがありました

が、これについては、より長期的な視点で検証しない限り、明確な理由がわからないため、今後の検証

課題として整理しております。 

続いて、UIターン者数のグラフをご覧ください。Uターン者数については年々減少しています。一方

Ｉターン者数については 2019年から微増となっており、Uターン者数とは異なる傾向が見て取れます。

これについては様々な理由によるものと推察できますが、「場所を問わない働き方」や「転職なき移

住」等、社会情勢の変化によるものが影響していると思われます。また、2020年から移住コンシェルジ

ュを配置し、Uターン希望者からの相談に対応しております。実績としては、2020年度の相談件数 58

件のうち、実際に移住された方が 14名、24.1％が実績となりました。2021年度には、98件の相談のう

ち、実際に移住された方は 36名、36.7％が実績となり、徐々に成果が上がってきています。 

続いて、自然増減についてご説明いたします。出生・死亡者数のグラフをご覧ください。これについ

ては出生数が徐々に減少し、死亡数が増加しているのが現状です。特に 2005年から死亡者数が多くな

り、現在に至ります。この理由の一つとしては、婚姻数の減少、特に 20代 30代の若者の総人口の減少

が挙げられます。2010年からの 10年間で、20歳から 39歳の人口が 7,894名減少しています。 

続いて、合計特殊出生率のグラフをご覧ください。本年 10月に確定値として 1.54という数値が発表

され、わずかに増加しましたが、ほぼ横ばいという結果でした。一方で出生数は減少傾向でした。 

続いて、本市の 2020年人口ピラミッドのグラフをご覧ください。先ほどの死亡者数増加について、

団塊の世代、特に 70代の人数が多いこともあり、死亡者数増加の要因となっています。推計では、

2040年ごろまで死亡者数の多い状態が続くと見ています。 

最後に今後の分析ポイントですが、新型コロナウイルス感染症のピークアウトが見られる一方、「場

所を問わない働き方」や「転職なき移住」といった社会的な動きは当面続くと予想されます。こういっ

た動きを念頭に置きながら、分析を進めて参りたいと考えております。島根県においては、島根県以外

の 4県を Uターン就職の「最重点地域」に位置付け、様々なアプローチを強めているため、本市もこれ

に連携して取り組んでいるところです。加えて本市では「まつえ IT女子インターンシップ・プログラ

ム事業」の対象者を、今年度から進学者数の多い山陽・西近畿地方にも広げる取組を進めています。今

後も、社会情勢の変化や島根県の取組など動向を注視しながら、人口動態について分析を進めて参りま

す。 

説明は以上です。 

 

田部会長 

議事 1について事務局の説明が終わりましたが、委員の皆様からご意見・ご質問等ございませんか。 

中尾委員、どうぞ。 

 

中尾委員 
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個々の KPIを見ると達成率が高いもの、低いものがありますが、俯瞰的に見た際に、達成した KPIの

主たる原因と、未達成となった KPIの主たる原因について、見える化が図られているのかどうかを伺い

ます。個別の内容を伺うとお時間もかかるかと思いますので、全体としての原因を伺いたいです。 

 

事務局（山根理事） 

原因の一つ一つについて、定量的な分析が未だできていないのが現状です。今回ご意見をいただき、

各部署とも情報共有しながら、詳細な分析をしていく作業が必要であると考えております。 

また、先に申し上げたように、コロナ禍の影響と、これにどのような対策を講じてきたか、というこ

とも、細かい分析を続けています。コロナ禍の影響も踏まえた総合的な検証作業が今後必要であると考

えております。今回の検証では、先ほど説明させていただいたとおり、施策ごとに力を入れるべきポイ

ントの説明でご審議いただきたく思います。 

 

田部会長 

他にございませんか。竹田委員、どうぞ。 

 

竹田委員 

まずは、本計画を策定する審議会の後、市民の声やパブコメをしっかりと計画に反映してくださった

ことに感謝申し上げます。 

続いて、基本目標「ひとづくり」についてです。ご承知の通りコロナ禍の影響はいたるところにあり

ますが、子どもへの影響は大変大きいものであると考えています。コロナ禍によって 3年間を失ってい

ると言ってもいいほど、その影響は大きいのではないかと思います。 

子どもたちは、コロナ禍で行事等ができず、期待せず、諦めてしまう傾向が強くなっていると教育関

係者の方からも聞いています。子どもたちの回復力を信じてはいますが、長い目で子どもたちのケア・

応援が必要であると思っています。市民活動としても頑張りますので、行政からもどうぞよろしくお願

いします。 

続いて、基本目標「つながりづくり」についてです。ミライソウゾウ会議を、また開催してくださる

ということで、若者を大事にしていただき、大変ありがたいと思っております。ただ、市直営の若者会

議も大変大事ではありますが、もともと長年にわたって子ども若者支援を行ってきた市民活動というも

のもございます。その子供たち、若者たちからの声も拾えるのではないかと思いますので、これについ

ても応援をお願いしたいと思います。 

また、KPI分析の中で、市民活動や地域活動に参加している人ほど、まちへの愛着を感じる度合いが

高いと分析しておられます。「まちづくりを考える日」「まちづくりでつながる日」のお話もありまし

た。まちづくりを継続してきている市民をさらに元気づけ、そこに若者が入っていく、という繋がりを

作っていきたいと NPO側としても考えておりますのでどうぞよろしくお願いします。 

最後に、地域づくり団体の交流研修というものが毎年あります。今年は長崎県で全国大会があります

が、来年は島根県で開催されることになり、松江市も分科会を一つ持つことが決定しております。地域

づくり団体のまちづくり、松江でのまちづくりの様子を、ぜひ発信したいと思っております。総合計画

にあるように、文化力を生かしたまちづくりをテーマに、分科会の中身を現在計画中ですので、一緒に

松江市を宣伝していければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 
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事務局（山根理事） 

松江 NPOネットワーク様には、市民活動について、これまでも様々な側面から応援していただいてお

ります。今後も行政と一体となって継続していかなくてはならないと考えています。 

また、地域づくり団体交流研修の全国大会成功に向けては、NPOの皆様方のご協力なしでは達成でき

ないものと認識しておりますので、引き続きのご指導等よろしくお願い申し上げます。 

 

田部会長 

他にございませんか。坂田委員、どうぞ。 

 

坂田委員 

人口動態説明の際に「まつえ IT女子インターンシップ・プログラム事業」について説明いただき、

非常に良い取組であると感じました。当社でも求人を出す機会がありますが、学生であれば、大学 3回

生のインターンシップの際には、就職先をほぼ決めることもあるほど、インターンシップで様々な情報

が入ってきます。例えば農林水産業に従事する際も、その地域への理解だけでなく、その地域にあるコ

ミュニティについて、インターンシップのプログラムに含んだ形にすると、住み心地等の仕事以外の部

分も知ることができるのではないでしょうか。 

また、観光や就職においても、インターンという言葉の中に、本来の目的である観光や、定住以外の

過ごし方・住まい方等をプログラムの中に含んだ形にすることで、しごとづくりやどだいづくりに繋が

ると考えます。こうしたプログラムを横断的に取り入れることが、より良い結果に繋がると思いますの

で、提案させていただきます。 

 

事務局（山根理事） 

ご提案ありがとうございます。IT関係企業の方とお話すると、現代はプログラム言語を技術的に覚え

て打つ時代ではなく、当該プログラムのように、アルゴリズムの考え方がしっかりしていれば十分通用

する時代であり、今後さらにそれが進むだろうと伺っております。様々なチャレンジができる環境づく

りという視点からも、当該プログラムを是非進めていきたいと考えています。 

またインターンシップのプログラムづくりについても、その企業を知ることに終始せず、松江の魅力

や地域の魅力を知ったり、地域での生活という視点から考えていくということをご提案いただきまし

た。関係部署にもこのことをお伝えし、プログラムづくりという視点から協議を進めていきたいと思い

ます。 

 

田部会長 

他にございませんか。黒目委員、どうぞ。 

 

黒目委員 

基本目標ひとづくりの教育分野に関しては、未達成となった KPIが多いとのことでしたが、教育現場

の先生方も、人員が不足していると聞いてます。こうした中で、今後は学力向上に向けた授業改善を行

うとのことでしたが、人員が不足する中でイメージされてるものがあれば伺いたいです。 
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事務局（山根理事） 

教育を行う環境については、ご指摘いただいたとおり、教員が定数に達しておりません。まずはここ

を解決するため、島根県にも要望しているところです。デジタル化も含め、そのようなサポート体制を

いかに作るかが重要であると認識しております。しかし教員の皆様においては、非常に負担が大きい

中、松江の子どもたちをしっかり育てたいという思いを持っているため、今回はこのようにまとめさせ

ていただきました。 

 

田部会長 

他にございませんか。岩田委員、どうぞ。 

 

岩田委員 

現在、島根県立大学松江キャンパスには、500名程度の文系女子がいますが、島根県立大学の学生の

うち、IT女子を育てるという松江市の取組に、何名程度の学生が関わっているのか伺います。 

 

事務局（井原政策企画課長） 

令和 3年度に当該取組に参加いただいた方が全体で 17名、うち島根県立大学からは 6名の方にご参

加いただいています。 

 

岩田委員 

分かりました。地元高等教育機関と行政間の連携は非常に重要であると認識しており、IT女子等の仕

組みについても、さらに進めてほしいと思います。 

続いて、基本目標「つながりづくり」の KPIである、松江に愛着を持つ高校生・学生の割合が目標未

達成となっていますが、この指標には、本学の学生も関わっていると思います。最近の具体的な取組と

して、小泉八雲旧居で怪談を聞く機会を作りました。その際参加した学生の一人は県外出身ですが、こ

の取組への参加が松江に愛着を持つきっかけになったと語っています。他にも、県民会館で開催される

「子どもアート Day」や、育児の日制定についても、学生が関わりを持っています。このような取組を

増やすことが、松江への愛着を育むことに繋がると思いますので、特に学びの面においては、教育と観

光 2つの側面で行政と学生の接点を軸にしながら、つながりづくりを推進してほしいと思います。 

 

事務局（山根理事） 

ありがとうございます。ご意見をいただいた教育・観光分野におけるつながりづくりに加え、

「MATSUE起業エコシステム」、インターシップにも引き続き力を入れてまいります。 

 

田部会長 

他にございませんか。武部委員、どうぞ。 

 

武部委員 

基本目標「ひとづくり」でご説明いただいた『まつえ「子ども夢☆未来」塾』については、私も「夢

☆未来プレゼンター」として、小学校でお話する機会があります。その際、仕事の魅力や、松江で暮ら
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すことの魅力についてお話しますが、このような取組に一定の効果を感じる一方、中学校における総合

学習のように、専用の時間を設ける必要性を感じます。 

例えば介護の分野では、学習指導要領改訂に伴い、家庭学習でも介護を学ぶ機会が生まれ、このこと

をきっかけに医療・介護分野に興味を持った生徒もいます。やはり生徒・学生とのつながりを作ること

が重要であり、伴走的な支援も含めてご検討いただきたく思います。 

また、プレゼンターが県外に出向き、松江で働くことの素晴らしさを発信できるような機会も作って

いただきたいと思います。 

続いて、「ふくしなんでも相談所」についてご説明いただきましたが、今後こども家庭庁が設置され

た際、このことに対応した施策を、松江市総合計画にも盛り込んでほしいと思います。 

子育てや介護に従事する職員の育成も、より重要度の高いものとなることが予想されるため、是非ご検

討ください。 

最後に、基本目標「どだいづくり」の防災に関することです。今後も後期高齢者の増加が予測される

中、ご自宅にこもる方に対しては、地域の社会福祉法人や福祉施設とも連携し、個別の支援計画を立て

ていくことが求められます。実際に、自主防災組織の結成率が高い法吉地区では、地域住民・事業所・

行政が支え合うための仕組みづくりが確立されていると私は認識しております。こういった防災意識が

高い地区の事例も参考にしながら、そのような仕組みづくりにも取り組んでいただきたいと思います。 

 

事務局（山根理事） 

ありがとうございます。いただいたご意見について、所管課、関係機関だけでなく、地域とも連携の

うえ、各取組を進めてまいります。 

 

田部会長 

他にございませんか。佐藤尚士委員、どうぞ。 

 

佐藤尚士委員 

基本目標「どだいづくり」でご説明いただいた、カーボンニュートラルについて伺います。山陰合同

銀行様、中国電力様、松江市の三者で連携協定を締結された、とのことですが、これ以外の民間企業等

への広がりについて、どのように考えておられますか。 

 

事務局（山根理事） 

ありがとうございます。カーボンニュートラルを含めた SDGsに係る取組として、現在「SDGs未来都

市」の認定に向けた取組を進めております。その中では、民間企業との連携について、実効性のある計

画づくりを行っていく予定としています。 

 

上定市長 

市民の方の意識向上を図るためにも、行政だけで取組を進めることなく、市民の方とも一体となって

取組を進めていきたいと思います。 

カーボンニュートラルに係る具体的な取組といたしましては、本市の環境エネルギー部において海洋

ごみをアート化する取組を行い、中学生の方にもご参加いただいています。他にも、本年 6月には HOYA
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㈱アイケアカンパニーさんと協力し、コンタクトレンズのカラーケース回収を行いました。また、本年

8月には株式会社パイロットコーポレーションさんと協力し、リフィルできないボールペン・シャープ

ペンシルの回収を行いました。さらに本年 10月には、島根スサノオマジックのスポンサーであるバン

ダイナムコさんと協力し、ガンダムプラモデルの枠の部分の回収を行いました。ひとつひとつの取組は

地道かもしれませんが、やはり市民の皆様が主体性を持って取り組まないと、長続きしないと考えてい

ます。 

環境市民会議の皆様におかれましては、市民参加型のプログラムを数多く実施しておられるので、引

き続き本市とも連携のうえ、市民参加のもとで取組を進めてまいりたいと思います。 

 

田部会長 

 委員の皆様、今回の審議会では、紙ベースでお配りしている概要版の資料に加え、お手元の iPadで

は KPIごとの詳細な分析内容を記載した個表をご覧いただけます。こちらのデータも是非ご参照いただ

き、設定した目標値の妥当性や、詳細な分析内容に対するご意見なども頂戴したく思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

それでは佐藤薫委員、どうぞ。 

 

佐藤薫委員 

今後、UIターン者増加を図るためにも、空き家バンクの活用が必要だと思いますが、松江市の空き家

バンク登録件数は非常に少ないと認識しています。登録数増加のためにどのような喚起を行っておられ

ますか。 

 

事務局（山根理事） 

昨年、空き家対策に関する計画を策定しました。これにより、今後は空き家調査を行って収集した情

報を不動産業者につなげる作業が必要です。地道な活動にはなりますが、地域の皆様にもご協力いただ

きながら、空き家バンク登録件数増加に努めてまいります。 

 

田部会長 

他にございませんか。尾花委員、どうぞ。 

 

尾花委員 

本年 7月、私が在学する島根県立大学で、上定市長に講演会を行っていただきました。これをきっか

けに「松江市で何かしてみたい」という学生が数名おられましたが、具体的な手法が分からないという

のが現状のようです。このような学生に対しては、行政からも積極的にアプローチを行っていただきた

いと思います。 

 

上定市長 

ありがとうございます。「ミライソウゾウ会議」をはじめ、学生の皆さまを含む市民の方にも是非ご

参加いただき、柔軟な思考で一緒に取組を進めてまいりたいと考えています。そういった取組により、

行政からのアプローチはもちろん行いますが、それだけではなく、学生の方からも、是非松江市へ積極
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的にアプローチをしていただきたく思います。市民の皆様のお考えに、行政職員が追い付いていけてい

ない可能性もありますので、学生の皆様も、能動的にアプローチをいただければ、必ずお応えいたしま

す。そのようにご認識いただき、是非学生の皆さまからもご意見をいただければと思います。 

 

田部会長 

他にございませんか。佐藤和彦委員、どうぞ。 

 

佐藤和彦委員 

基本目標「しごとづくり」でご説明のあった「松江市チャレンジショップ事業費補助金」により、新

規出店者への支援制度としては効果的な制度であると感じる一方、継続する店舗については十分な支援

制度がなく、私も心配するところです。継続する店舗への補助制度についても、さらに充実を図ってほ

しいと思います。 

また、学力向上や、松江への愛着を育むことも確かに重要ですが、学生の皆様が社会に出ていくため

にも、生きる力を身に着けることができるよう、早急に手を打つ必要があると考えますので、行政にも

是非ご協力いただきたく思います。 

続いて、SNSを利用した会議を開催する機会も増えてきていますが、50歳代以上の方の中には、これ

についていけていない方も多くおられます。新たなコミュニケーションツールとして、SNSの活用を広

く利用していくためにも、行政と公民館が協力して、高齢者の学習機会を積極的に増やしていく必要が

あると思います。 

若い世代の方々は、大小様々なコミュニティをたくさん持っておられるので、まちづくりを進めるた

めにも、行政と地域が一体となって、活発な意見が出やすい、小さいコミュニティを増やしていきたい

と思います。 

 

事務局（山根理事） 

ありがとうございます。ご指摘いただいた補助金制度につきましては、今後も様々な視点から支援策

を検討してまいりたいと思います。また、地域の方とも引き続き接点を持ち、少人数での意見交換会等

も検討してまいります。 

 

田部会長 

「松江市チャレンジショップ事業補助金」については、出店される際の支援制度があっても、補助金

ありきで収支を考えるようになっては効果がないと考えます。よって、ランニングコストの支援策では

なく、イニシャルコストの支援策に切り替えることも検討いただきたく思います。 

他にございませんか。松村委員、どうぞ。 

 

松村委員 

基本目標「しごとづくり」の新規就業者数について、漁業のみが目標未達成とのことですが、新規漁

業者を希望する相談件数がどの程度あるのか伺いたく思います。 
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また、基本目標「なかまづくり」において、今後も新幹線の整備に向けた要望活動を継続していく、

とご説明いただきました。このことについて、直近の具体的な要望内容と、市民の方が新幹線について

どのようなご意見を寄せておられるのか、伺います。 

 

事務局（山根理事） 

ありがとうございます。ご質問いただいた件につきましては、現在お答えできる資料がございません

ので、早急に担当部署へ確認し、後日回答させていただきたく思います。 

 

田部会長 

他にございませんか。鷦鷯委員、どうぞ。 

 

鷦鷯委員 

松江市総合計画においては、特に基本目標「しごとづくり」の中で、新たな取組を進める内容が中心

となっているが、製造業の中でも、ゼロゼロ融資期間が満了を迎える企業も少なくありません。 

こうした動向にも気を配る体制を整え、各施策にも反映していただきたく思います。 

 

事務局（山根理事） 

ありがとうございます。ご指摘いただいた問題を解決するにあたっては、松江市だけでなく、国・県

への要望も含めて取組を進めていく必要があります。こうした要望活動を進めるためにも、市民や企業

の皆様からの要望を集約する仕組みを複数作っております。この場におられる委員の皆様をはじめ、松

江市が一丸となって課題解決にあたりたいと思います。 

 

田部会長 

委員の皆様、多くのご意見をいただき、ありがとうございました。 

その他の議事及び報告について、事務局から一括して説明をお願いいたします。 

 

４ 議事 2 

事務局（井原政策企画課長） 

議事 2「令和 3年度地方創生関係交付金事業の実施状況について」 

 

５ 報告 

報告 1「令和 2年度、3年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の効果検証につい

て」 

事務局（岡田 SDGs推進課長） 

報告 2「松江市における SDGsの推進について」 

 

６ その他 

事務局（井原政策企画課長） 

その他『「ミライソウゾウ会議」の開催について』 
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※事務局から一括で説明。 

 

田部会長 

ありがとうございました。今回の審議会では、事務局からの説明時間が約 60分を占めていました。 

お集まりいただいた審議会委員の皆様から、より多くのご意見をお聞きするためにも、説明時間は合わ

せて 30分程度に収めていただきたく思います。 

最後に、上定市長より、ご挨拶をいただきたく思います。 

 

上定市長 

審議会委員の皆様、本日はお忙しいところお集まりいただき、貴重なご意見をいただきましたこと

に、改めて感謝申し上げます。 

本日のご意見の中で、若い世代の方が活躍する機会についてのご意見をたくさんいただいたことが、

特に印象的でした。松江市としても、可能な限り若い世代の方が市政に関わる機会をつくり、そのご意

見を取り入れていきたいと考えています。特に地域活動については、高齢の方が中心となっている活動

も多いように感じますので、世代を分離することなく、幅広い世代の方に参加いただけるような仕組み

づくりを行ってまいりたいと思います。 

今回委員の皆様からいただいたご意見を重く受け止め、今後も施策を展開してまいりますので、引き

続きご協力のほど、お願いいたします。 

 

７ 閉会 

田部会長 

ありがとうございました。それでは、本日予定していた議事を全て終了いたしました。事務局にお返

しいたします。 

 

事務局（本田政策係長） 

田部会長、円滑な議事進行ありがとうございました。また、委員の皆様におかれましては、貴重なご

意見をいただき、ありがとうございました。 

本日の会議において、追加のご意見等がある場合は、この後送付する意見提出書にて、10月 24日ま

でに事務局までお寄せいただければと思います。 

それでは、これをもちまして「令和 4年度第 1回松江市総合計画審議会」を閉会いたします。 

ありがとうございました。 


