
 

 
 

 

 

 

 

１．茶の湯文化を発信するまちづくりについて 新 規 

 平成 30年度に迎える不昧公没 200年を契機に、松江の茶の湯文化を感じられる

拠点施設やまちなみの整備が必要である。現在、南殿町一帯の再開発が検討され

ているが、中心市街地活性化の視点からも、殿町にお茶の文化が集積するような

長期的なまちづくり構想についてともに検討され、積極的に支援いただきたい。 

 

【回答】 

平成 27 年 7 月に松江城が国宝指定を受けて以来、天守への登閣者が 50 万人を超え、殿町

周辺への来街者が増えてきていることを踏まえ、不昧公没 200 年を契機に殿町エリアの再活

性化を図っていくためにも、駐車場や核となる施設などをはじめとする都市機能の再配置を含

めたまちづくり構想の策定が求められていると認識しています。 

現在、南殿町において、民間事業者による、商業・業務・駐車場・宿泊機能を備えた複合的

な施設整備を行う開発計画の相談も受けていることから、この開発計画を契機に再活性化を図

っていくためにも、点を線、さらに線から面に広げるために、広範囲でのまちづくりのコンセ

プトや面的な整備の構想を、関係者の知恵を出し合って作ることが重要だと考えています。 

ご提案のありました、お茶の文化が集積するようなまちづくり構想も、松江城周辺が不昧公

以来のお茶の歴史と文化を知り、体験できるゾーンであることから、主要なコンセプトの一つ

だと考えています。 

今後、民間の発想を生かし、様々な立場の皆さんの意見をうかがいながら、多様な観点での

議論が行なわれることを期待しています。 

本市といたしましては、民間主導での殿町エリア活性化計画の策定・実施、さらに、その計

画と連携したまちづくりが効果的に進んでいくよう全面的に支援していく考えです。 

 

（都市政策課） 

 

２．松江市総合戦略について 

中海・宍道湖・大山圏域市長会事務局の組織体制が強化され、独立、固定化さ

れた。経済界からの人材派遣により官民の連携もより強固になったことから、今

後も引き続き中海・宍道湖・大山圏域の総合的な発展に向け、県境を越えた広域

連携により、圏域のリーダーとして地方版総合戦略を着実に実行していただきた

い。 

平成２９年度   

松江市に対する重点要望事項および回答 



 

【回答】 

日本海側で 3 番目となる人口 66 万人を有する中海・宍道湖・大山圏域は、日本海側の陸・

海・空の重要な戦略拠点となるポテンシャルを備えており、圏域全体で発展していくことが地

方創生に繋がるものと考えております。 

その要となる圏域市長会の事務局体制を強化するため、貴商工会議所から事務局に職員を派

遣いただいており、改めて感謝申し上げる次第です。 

総合戦略に位置づけている施策については、インド・ケララ州での産業技術展や山陰いいも

のマルシェの開催などの産業振興、インバウンド対策といった観光振興など、国内外への事業

展開に積極的に取り組んでいるところです。 

 特に、今年度は圏域版 DMO の設立に向け、貴商工会議所をはじめとする関係機関の皆様の

ご意見を伺いながら、官民あげて取り組んでまいりたいと考えております。 

 本圏域の強みは、県境を越えて、行政だけでなく、経済界の皆様との緊密な連携であり、引

き続き、貴商工会議所と一体となって、圏域版総合戦略を着実に実現してまいる所存です。 

（地域振興課） 

 

３．基盤整備の促進 

 本県の高速道路ネットワーク網は、中国横断自動車道尾道松江線が全線開通と

なるなど、順調に整備されてきてはいるものの、全国的には依然立ち遅れている

状況下にある。これは、都市部との経済格差を一層拡大させることから、次の幹

線道路の建設を促進されるよう引き続き働きかけていただきたい。特に、山陰自

動車道の全線開通に向け、未着手区間（浅利～江津区間、益田～山口県境区間）

の早期事業化ならびに事業中区間の着実な推進を引き続きお願いしたい。さらに

は、山陰自動車道及び中国横断自動車道尾道松江線の４車線化の推進はもとより、

安全確保の観点から、中央分離帯やワイヤー式防護柵の設置、対向車線へのはみ

出し防止施設設置を備えた付加車線の設置を働きかけていただきたい。また、出

雲空港については既に国際線が就航している米子空港との棲み分けを図りながら、

国内路線及び便数の拡充について引き続き注力していただきたい。とりわけ、利

便性向上の観点から、東京便の最終便到着時刻を遅くするダイヤ調整や、名古屋

便についてその利用率の向上を図るとともに、名古屋発第１便の出発時刻を早め

るダイヤ調整について働きかけていただきたい。また、国際化に向けては、チャ

ーター便への支援等を引き続きお願いしたい。 

① 境港出雲道路 

② 山陰自動車道 

③ 中国横断自動車道尾道松江線 

④ 国道４３２号（大庭バイパス） 

⑤ 国道４３１号（手角－美保関間）の改良整備促進 

⑥ 出雲空港の利便性向上 



 

【回答】 

① 境港出雲道路 

境港出雲道路は、中海・宍道湖・大山圏域を８の字に結ぶ高規格道路網を構成する道路です。 

毎年出雲市、松江市をはじめ両市の商工会議所等で構成しております「出雲・美保関間幹線

道路整備促進期成同盟会」から早期完成に向けた事業推進を要望しております。 

境港出雲道路は、圏域の観光振興はもとより、産業の発展に大きく寄与するとともに、災害

時や緊急時の代替え路線となるなど、安心して安全に暮らせる圏域づくりに大きな効果をもた

らすものです。 

今後も引き続き要望してまいります。 

また、圏域中央に位置する松江市においては、境港出雲道路の一部である 

「松江北道路」の早期建設を県に要望しております。市街地北部では未だ恒常的な交通渋滞

が発生しており、市内企業の物流、観光客の流入、緊急時救急車両の通行などの障害となって

います。 

また、原子力発電所立地自治体である松江市において、災害時における複数の避難路・物資

補給路を確保することは喫緊の課題です。こうした松江市の課題を解決するために必要不可欠

な道路と考えております。 

今後も「境港出雲道路（松江北道路）建設促進期成同盟会」をはじめ様々な機会をとらえて

早期建設を島根県に要望してまいります。 

 

② 山陰自動車道 

これまでに全線開通した尾道松江線とともに、高速道路網のネットワーク化を図ることは地

域の産業振興、観光交流の促進、地域の更なる活性化にとって非常に重要であると考えており、

山陰自動車道の整備は欠くことのできない社会基盤の整備です。 

このことから、沿線の７市で構成する期成同盟会により、関係機関に対し、山陰自動車道の

早期全線開通を、最優先課題として毎年２回要望しております。 

平成 28 年 12 月には浜田・三隅道路の西村～石見三隅間６．４ｋｍが３か月前倒しで開通

する予定となりました。また、平成２９年度に朝山・大田道路６．３ｋｍ、平成３０年度に多

岐・朝山道路９．０ｋｍが開通する予定であり、現在、着実に工事が進められているところで

す。 

なお、平成 28 年度に福光・浅利道路が事業化され、現在島根県において整備がされている

浅利・江津間の現道活用区間を含めれば、安来から益田の市街地までが走行性の高いネットワ

ークで繋がる目途がたったところです。 

松江市としても、山陰自動車道の建設促進に向け、道路整備に必要な安定財源が確保される

よう引き続き関係機関に強く働きかけてまいります。また、暫定２車線区間の中央分離帯の設

置などの安全対策についても、併せて要望していきたいと考えております。 

 

 



 

③ 中国横断自動車道尾道松江線における付加車線の整備促進 

 中国横断自動車道尾道松江線は急勾配が続くうえ、ほとんどが暫定２車線であるため、大型

車両等の速度低下が要因で、一定の高速性を保てない状況です。 

 国では、平成 27 年度から、口和ＩＣ～高野ＩＣ間の竹地谷付近の 1,600ｍと、世羅ＩＣ～

尾道北ＩＣ間の川尻付近の 2,000ｍで付加車線設置工事を行われているところです。今後も機

会あるごとに、付加車線の早期整備に向けて、関係機関へ働きかけてまいります。 

 

④ 国道 432 号（大庭バイパス） 

国道 432 号大庭バイパスは、地域の骨格を形成する道路であり、また、古志原工区を含め

広域的な幹線道路でもあります。防災・災害対応はもとより、地域間交流の促進にも大きく期

待されることから、県により事業が進められています。 

平成 27 年は宇竜谷土地区画整理事業区域内が供用され、多くの事業所が集積し、雇用の受

け皿としての成果が出ております。平成 28 年度も平成 27 年度に度着手された馬橋川周辺の

整備工事が続けて行われており、順調に事業が進められているところであります。 

今後も早期進捗を目指して、地元関係団体と組織する「国道 432 号（大庭バイパス）建設

促進協議会」とともに、引続き島根県に強く働きかけてまいります。 

 

⑤ 国道 431 号（手角―美保関間）の改良整備促進 

国道 431 号は、中海圏域北部を東西に結ぶ幹線道路であり、平成 25 年春に松江だんだん道

路とつながり、高速道路網とのネットワーク化が図られ、中海圏域の産業・観光振興にとって、

ますます重要な路線と考えております。 

しかし、手角・美保関間については、急カーブや幅員が狭小な区間も多く、日常の生活道路

としてはもとより、物流・観光路線として十分な安全性が確保されていない状況で、地元住民

からも早期整備を要望されています。 

現在、万原工区はルートが確定し平成 29 年度事業化に向けて進められているところです。

また、杢井工区についても平成 28 年度に幅員拡幅が完了する予定になっております。 

当該区間の改良促進に関しては、美保関町内の自治会及び観光等関係諸団体で構成される

「一般国道 431 号・主要地方道境美保関線道路改良促進連絡会議」からも毎年、県に対して

要望活動が行われております。 

市としましては、今後とも連絡会議との連携を図り、本路線の早期整備を島根県に強く要望

してまいります。 

（国県事業推進課） 

 

⑥出雲空港の利便性向上 

 出雲－東京便は利用者数、利用率とも高水準で推移しており、また、出雲－札幌便や出雲－

名古屋便もそれぞれ、引き続き、高い実績を残しています。 

このような中、国内路線及び便数の拡充、大型化による安定した座席数の確保などにつきま



 

しては、利用者の利便性を維持・向上する観点から「21 世紀出雲空港整備利用促進協議会」

において、ＪＡＬに向けて要望活動を行っていきます。 

 

東京最終便の到着時刻を遅くするダイヤ調整については、環境面での課題などもありますので、

県と一緒になり引き続き検討していきます。 

（地域振興課） 

 

４．産業集積の推進 

（１）企業誘致の促進 

ソフトビジネスパーク島根等への企業誘致を引き続き促進され、地元での新規

雇用創出を図るとともに、圏域において産業集積を図り、優秀な人材が流出しな

いよう学校教育段階から地元就職を促進させるような施策を検討いただきたい。

また、人材確保の観点からＩターンの促進策を検討いただきたい。 

また、地元の雇用創出、ＩＴ産業振興の観点から既存の地元ＩＴ企業にも県外

からの立地企業と同等の優遇制度が受けられるよう島根県にも働きかけ、条件の

緩和を実現していただきたい。  

 

【回答】 

企業誘致については、優遇制度等を周知し、引続き島根県との連携を密にして、商工会議所

の会員をはじめとする企業の皆様と一緒に、ソフトビジネスパーク島根等への市内外からの企

業立地を推進し、産業集積を図ってまいります。 

地元就職については、小・中学生を対象とした地元企業の社長等による出前授業「まつえ『夢

☆未来』塾」、中学生の職場体験、進学を希望する高校生を対象とした企業ガイダンスの開催

などにより地元就職の促進に努めてまいります。 

人材の確保につきましては、首都圏で行う UI ターンフェアや IT 技術者と企業の交流会、

人材不足業種（建設業・介護業・情報サービス産業）を営む事業主に対して、UI ターン者の

転居に係る費用の助成などにより UI ターンの人材の確保に努めてまいります。 

市外企業を優遇する制度として、家賃補助があります。これは、立地企業の立上りの支援と

本市への誘致促進を目的としており、市内企業への適用は困難と考えます。 

一方で、雇用を伴う新設・増設・移設への支援について、地元企業も対象に含めることや、も

のづくりアクションプランによる地元 IT 企業への支援策を拡充してきたところです。さらに、

前述の雇い入れた UI ターン者の転居に係る費用の助成は、地元企業を主に想定した制度であ

りますので、ぜひ活用をいただきたいと思います。 

（定住企業立地推進課） 

 

（２）理系分野に進む学生の増加について 

 全国的に学生の理系離れが進む中、島根県も例外ではなく、ものづくり企業に



 

就職を希望する学生が今後さらに減少することが懸念され、「技術人材不足」が企

業の成長を大きく阻害することになる。松江市では職場体験学習を通じて先端技

術に触れる機会の創出、環境教育、工場見学等様々な施策を講じていただいてい

るが、今後より多くの子どもたちの理系分野に対する興味・関心・知識が高まる

よう、引き続き松江市教育委員会・島根県教育委員会・教育現場が一体となって

施策に取り組んでいただきたい。 

 

【回答】 

 科学技術の進展が目覚ましい社会において、子どもたちの理系分野やものづくり分野への興

味関心を高める学習を行うことは必要と考えています。先頃行った子どもたちへのアンケート

において、主要教科の中で一番好きな教科を問うたところ、小学校・中学校とも理科や数学が

上位を占めましたが、進路選択に際して医系や工業技術者、あるいは基礎研究分野を目指す子

どもが少なくなっているという指摘もあることは承知しています。 
こうしたことを受け、現在、市立全中学校で実施している職場体験学習において、特に工業

関係の職場へ出かけた生徒たちは、例えばセラミックス加工の先端技術に触れる等の機会を提

供いただいたり、小中学校で実施している「まつえ『子ども夢☆未来』塾」では、地元の企業

の方等に自分の仕事について価値観ややりがい等を語っていただいたりしています。また、学

校の先生方には、それぞれの仕事に人が一生をかける思いや値打ちがあること等のフォローア

ップをしてもらい、子どもたちのキャリア感覚を育てています。 

 併せて、従来から実施している国の「放射線教育支援事業」を活用した中学校の放射線に関

する学習のための実験機器の購入、島根大学と連携した「宇宙の学校」等に加え、今年度から

は、科学技術やものづくりに関する校外学習の交通費を補助する事業も始めました。その他、

毎年夏休みに行っているペットボトルロケット打ち上げ大会の上位入賞者をＪＡＸＡ筑波宇

宙センターへ派遣するなど、学校内外で理数教育や科学技術に触れる機会の充実を図っている

ところです。 

こうした取組が、次代の松江市の産業発展にも少なからず貢献するよう、引き続き地域の皆

様と連携するとともに、関係機関が一体となって諸施策に取り組んでまいりたいと思います。 

（学校教育課・生涯学習課） 

 

５．観光の推進 

（１）広域観光連携の推進 

①松江市における観光客誘致および消費拡大を図るには、広域連携がより重要で

ある。ついては、情報発信・人材交流・インバウンド事業等を展開している中海・

宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会の活動に対し、引き続き財政面等での

支援をいただきたい。 

 

 



 

【回答】 

連携協は、圏域の「インバウンド計画の策定」や「観光動態などの調査分析事業」「ホー

ムページを活用した情報発信」など、圏域の広域観光推進にとって重要な役割を担っていた

だいております。 

 一方現在、今後の圏域観光振興をリードする DMO を官民で設立する予定となっておりま

す。 

したがいまして、連携協事業の在り方については、今後 DMO 事業の中に発展的に継承する

ことなども含め、検討する必要もあると認識しています。 

（観光文化課） 

 

②広域観光の推進には、二次交通の充実が不可欠であり、シャトルバスのような

点と点を結ぶ交通体系だけでなく、圏域を面的に循環させる交通体系の整備を引

き続き検討いただきたい。また、当圏域における観光客の動向を踏まえて、一層

の利便性の向上と誘致を促進するため、ＪＲと地元交通機関（一畑電車、バス等）

で相互に利用可能なエリアパスの作成を検討いただきたい。 

 

【回答】 

圏域を面的に循環させる『縁結びパーフェクトチケット』や『松江・出雲ぐるりんパス』

に加え、平成 27 年からは、国宝松江城や出雲大社などの人気スポットを巡る定期観光バス

（中国ＪＲバス、一畑バス）や、秋の期間限定で米子空港と美保関町を結ぶ「ゑびすライナ

ー」、松江駅を発着地として“たたら製鉄”ゆかりの地を巡る周遊バスの運行を開始したと

ころです。 

さらに、平成 29 年の世界遺産 10 周年を見据えて、石見銀山と松江を結ぶバスが、平成

28 年８月から運行されるなど、民間事業者による２次交通の利便性がさらに充実してきた

ところです。 

平成 28 年に、フランスを訪問しセールス活動をしましたが、その際にも旅行会社から一

定期間エリア内で利用できる「交通周遊パス」があるとよいとの意見をいただいており、よ

り快適に周遊できるインバウンド向けも含めたエリアパスについて、関係機関とともに検討

を進めてまいります。 

 また、JR 西日本は、IC カード乗車券「ICOCA」を導入されることから、より利便性の

高い IC カードのあり方についても交通関係者と勉強会を開いており、引き続き検討を進め

ていきたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

③中国やまなみ街道と瀬戸内しまなみ海道を利用し、観光客を南北軸で周遊させ

るため、花やサイクリングをテーマとした一体的なＰＲが実施されている。松江

城の国宝化等の後押しにより、観光客が増加していることから、その多様なニー



 

ズに応えるためにも、松江－尾道－松山に共通する観光資源等を活用したストー

リー性のあるコース設定を検討いただきたい。また、本地域に観光客を滞留させ

るような一体的なＰＲを全国に向けて更に推進いただきたい。 

 

【回答】 

中国やまなみ街道と瀬戸内しまなみ海道を利用し、観光客を南北軸で周遊させるため、松

江－尾道－松山を一体的にプロモーションすることは、重要なことだと考えています。 

松江－尾道－松山の周遊観光の主要コンテンツの一つとして期待されるサイクリングに

関しては、やまなみ街道・しまなみ海道サイクリングロードの連結によって、全国有数のロ

ングコースが完成したところです。 

平成 28 年 8 月には、その発着地である松江しんじ湖温泉駅に、世界的自転車メーカー“ジ

ャイアント”の専門販売店（ジャイアントストア松江）がオープンし、また、島根県による

「ご縁サイクルステーション」の設置が進められるなど、サイクルツーリズムに係る環境も

整いつつあります。 

また、本市が活動を支援する「山陰・山陽花めぐり街道協議会」による「花」をテーマに

した取り組みが、平成 28 年 8 月、“第２回ジャパン・ツーリズム・アワード”プロモーシ

ョン部門賞を受賞するなど、これまでの取り組みが評価されたものと認識しています。 

“サイクリング”や“花”など、しまなみ－やまなみ連結によるスケールを活かした魅力

的なコンテンツを、今後も松江・尾道・松山・今治の４商工会議所によるネットワークや「し

まなみ・中国やまなみ沿線観光協会連絡協議会」などの関係諸機関と連携しながら、一体的

な観光ＰＲを展開し、観光誘客に繋げたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

（２）インバウンド観光の推進  

 ①中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会が策定した「インバウンド

実施計画」を着実に実施するための圏域ＤＭＯと連携を図りながら、インバウ

ンド観光推進のため、受入環境の整備やプロモーション活動を強化し、引き続

き積極的に実施していただきたい。 

 

【回答】 

 中海・宍道湖・大山圏域におけるインバウンド観光推進のため、圏域 DMO の立ち上げを

官民挙げて進めていきたいと考えています。 

設立後は、圏域 DMO と連携を図りながら、この圏域が山陰におけるインバウンドの中心的

役割を果たすべく引き続き積極的に推進していきます。 

（国際観光課） 

 

②年間１００万人超の外国人観光客が訪れる広島からの誘客を図るため、引き続



 

き広島・松江間の高速バスの格安料金設定について引き続き支援いただきたい。 

 

【回答】 

10 月までの半年で広島・松江間高速バス（片道料金 500 円）の外国人の利用者数は 1,690

名あり、徐々に増えており、年間では 3,000 人近くになると見込んでいます。 

 インターネット（協会 HP、SNS、スマホ広告配信）やチラシによるＰＲ、旅行会社への周

知などにより本事業の認知度が高まってまいりましたので、今後更なる増加が期待できるもの

と考えています。 

 また、外国人利用者に対するアンケート調査により、台湾、中国、香港は広島空港、欧米は

関空、成田、羽田から入国する旅行者が多いこと、バスの情報の入手方法はインターネットが

圧倒的に多いこと、訪れた観光地は松江城、次いで出雲大社が多いことなどがわかりました。

今後、更にデータ収集、分析を行い、松江訪問のきっかけや動機なども把握し、今後のＰＲ戦

略につなげたいと思います。 

 広島を訪れる外国人観光客は、平成 28 年 5 月のオバマ大統領の広島訪問などで増加してお

り、広島方面から松江への誘客に一層力を入れていきたいと考えています。そのために、今後

も引き続き、広島－松江の縦軸ルートの認知度を高めていくための取組みを行ってまいりたい

と思います。そして、訪日外国人旅行者のうち個人旅行者の割合が高まっている中、本ルート

を結ぶ交通機関として高速バス利用の拡大の可能性が期待できます。 

 平成 29 年度についても、観光協会や旅館組合など関係各所と協議し実施に向けて検討した

いと考えています。 

（国際観光課） 

 

新 規 

③当市は国際文化観光都市である中、外国語表記の誘導看板や外国語の施設看板、

館内案内板等は非常に少ない。更にまちあるきを推進していることから、外国人

一人でもまちあるきできるよう観光経路を誘導できる看板設置が必要である。中

海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会で策定された「中海・宍道湖・大

山圏域インバウンド実施計画」では、圏域での看板、案内板等の多言語化整備を

進めることとしている。松江市におかれましても実施計画に基づき、引き続き圏

域と一体となって外国人観光客目線の看板、案内板等の設置に向けて取り組んで

いただきたい。 

 

【回答】 

観光施設につきましては、各施設の状況や観光客のニーズに考慮しながら、「ボランティア

ガイド」の皆様の案内や「音声ガイド機器」「リーフレット」「説明看板や展示物の説明プレー

ト」「スマートフォンアプリ」など、観光施設の特性によって様々な方法で外国語案内を進め

ております。 



 

 道案内のサインについては、JR 松江駅から松江城方面までの誘導を中心に、実際に国際交

流員に歩いてもらい、彼らの意見を踏まえ、英中韓の案内標識を整備したところです。 

今後は、景観も考慮し、多くの言語を併記するのではなく、日本語と英語の表示を基本に整

備し、絵記号を用いて外国人にも一目でわかる標識にしていく方針です。 

 

道案内には、スマートフォンの地図情報や道案内アプリを利用する人も増えています。これ

に対応するためにはやはり Wi-Fi 環境の充実が不可欠であり、現在整備を進めているところ

です。 

また、引き続き、5 言語で作成しているマップも利用いただき、外国人に不便なくまちある

きを楽しんでいただきたいと思います。 

（国際観光課） 

 

（３）松江城国宝化に伴う周辺整備について 

 国宝松江城天守の文化財としての価値を更に高めるため、学術的調査研究や史

実に基づいた松江城の周辺整備を引き続き進めていただきたい。また、松江歴史

館を中心に、松江城を含めた松江の歴史を語る資料収集を積極的に行っていただ

くとともに、松江城天守とともに国宝附指定となった祈祷札、鎮宅祈祷札および

鎮物を収蔵する松江歴史館を引き続き全国にＰＲしていただきたい。 

 

【回答】 

平成 27 年７月松江城天守が国宝指定されたことに伴い、松江城の更なる調査・研究を推進

するため、平成 28 年４月に組織再編を行い、歴史まちづくり部内に史料編纂課とその内室と

して松江城調査研究室を新設し、加えて松江歴史館を産業観光部から移管し、一体的な調査研

究を進めるための体制整備を行いました。新たな体制のもとで連携して調査研究を進め、その

成果を松江城周辺の整備に反映させていく考えです。 

平成 28 年度末には「史跡松江城保存活用計画」の策定が完了しますので、この計画に基づ

き、天守の耐震化、石垣の補修をはじめとする史跡内の整備を年次的に進めると共に、平成

29 年３月には新たに北殿町惣門橋通りを景観計画重点区域に指定するなど周辺のまちなみ保

全にも継続して力を注いで参ります。 

更には、松江城天守国宝化の恩人である故西和夫先生の「天守を大事にし、天守の価値を高

めていくためには、町全体を大切にし、町全体の価値を高めていくことが必要である」との言

葉を重く受け止め、市域全体の歴史を活かしたまちづくりについても、平成 29 年度から新た

に「歴史的建造物保全継承事業」に着手し、各地域の歴史的建造物やまちなみなどを活かした

魅力あるまちづくりに取り組むこととしております。 

また、市史編纂事業の推進や松江歴史館の設置など、松江市の歴史を活かしたまちづくりが、

市民の中に浸透し、市民理解が高まったことから、市民を中心とした多くの皆様から歴史資料

の寄託や寄贈が増えており、引き続き、松江歴史館を中心に歴史資料の収集に努めてまいりま



 

す。 

 今後は、収集した資料の調査研究を松江歴史館での展示に活かし、情報発信など市民啓

発を進めて、松江歴史館の魅力を高めてまいります。 

当面は、平成 28 年 12 月に名古屋で開催する「松江城天守国宝指定一周年記念シンポジウム」

において、松江城の国宝附指定物件を収蔵する松江歴史館のＰＲを行うとともに、引き続き全

国に情報発信する機会を見つけて松江歴史館のＰＲを積極的に行ってまいります。 

（まちづくり文化財課、史料編纂課、松江歴史館） 

 

（４）誘客対策について 

①観光入込客数を増やすには、東京 ・ 大阪 ・名古屋など大都市からの観光客

誘致が不可欠である。平成３０年に開催される「山陰デスティネーションキャン

ペーン」では、ＪＲグループや県内市町村、観光関連団体、事業者等が一体とな

り広域的な観光誘客を行うこととなっている。ついては当地においても「国宝松

江城」「トワイライトエクスプレス瑞風」「不昧公２００年祭」「ホーランエン

ヤ」など、この地ならではのテーマに沿って、大都市圏に向けて官民一体となっ

たプロモーション活動を引き続き実施していただきたい。 

 

【回答】 

松江城国宝化により、テレビ番組や雑誌など様々な媒体に取り上げられる機会が増え、全

国的な注目を集めている今こそ、大都市圏への観光プロモーションを強化する絶好の機会だ

と認識しています。 

さらに、平成 30 年度の「山陰デスティネーションキャンペーン（山陰 DC）」、その前後の

「プレＤＣ」、「アフターＤＣ」が決定し、全国的な注目を集める絶好の機会であることから、

平成 29 年度の「トワイライトエクスプレス瑞風の運行」、平成 30 年度の「不昧公 200 年祭」、

平成 31 年度の「ホーランエンヤ」を見据えた戦略的な観光プロモーションに JR や島根県と

連携して取り組むこととしております。 

特に首都圏では、「秘密結社 鷹の爪」で有名な㈱ディー･エル･イーとのコラボによるユニ

ークな観光プロモーションを実施するほか、FDA の２便化を見据えた中京圏、JR 西日本と

の連携による関西圏においても、国宝松江城を中心に、「茶の湯文化」や「怪談」、「神話」と

いったこの地ならではのテーマにより、観光プロモーションを強化したいと考えています。 

また、行政・観光協会・宿泊施設・観光施設が一体となって効率的な観光プロモーションを

実施するほか、JTB グループの国内旅行キャンペーン「日本の旬」が平成 30 年 4～9 月に山

陰・瀬戸内で開催されることから、旅行会社との連携により魅力的な旅行商品を造成し、観光

誘客・宿泊に繋げたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

②観光面での閑散期(冬季、ゴールデンウィーク後、小中学校の夏休み後)におい



 

て、観光関連業者は厳しい状況に直面することから、引き続き宿泊客数増加に向

けた補助制度の充実や誘客対策を実施していただきたい。特に冬季の誘客対策と

して、「食」に関するイベント等に対し引続きの支援と宿泊施設などの官民で組

織する「松江市誘客推進協議会」に積極的な支援をお願いしたい。また「ＭＩＣ

Ｅ」の誘致事業に引き続き取り組まれるとともに、全国で合宿補助金制度が充実

され、大学生の合宿地の選定の幅が拡大している中で、県外の大学等の合宿誘致

における補助金制度の拡充を検討いただきたい。 

 

【回答】 

観光入込客数 1,000 万人と年間宿泊客数 250 万人の目標を達成するためには、閑散期対

策は重要な課題だと考えており、「まつえ食まつり」や宿泊施設などの官民で組織する「松

江市誘客推進協議会」の事業に対して例年どおり支援をしてまいります。 

MICE につきましては、平成 28 年 11 月に姉妹都市である大口町内立地企業（10 社）を

対象にした「MICE 担当者招聘事業」を島根県観光連盟と連携して実施しました。 

引き続き、コンベンションビューローや島根県などとも連携を図りながら、国内外から

の誘致強化を図りたいと考えています。 

 また、合宿誘致につきましては、一定の制度拡充を行っており、その成果を検証しながら

検討してまいります。 

（観光文化課） 

 

６．「縁むすびスマートナビ」事業の拡大について 

（１）「縁むすびスマートナビ」認知度向上に関する施策の支援について 

 現在、縁むすびスマートナビは着地型のツールとして松江を訪れた観光客をタ

ーゲットに運用しているが、観光客誘致のための広報媒体の一つとして大きな可

能性を秘めている。国内のみならず、まずは本アプリが言語対応しているフラン

ス、中国地域を対象に You Tubeや Facebook等へインターネット広告を出稿する

ことにより「縁むすびスマートナビ」の認知度を向上させ、発地への「松江」の

魅力発信を検討いただきたい。                                     

 

【回答】 

「縁むすびスマートナビ」については、圏域の豊富な観光情報や宿泊、飲食、交通、買い物

情報を発信するツールとして、より多くの外国人観光客に利用してもらえるよう PR に努める

必要があると考えています。圏域の観光協会など関係機関の HP やブログ、フェイスブック等

での PR により、一層の利用者の拡大を図りたいと考えています。 

 また、松江市観光協会の外国語 HP（VISIT MATSUE）にも「縁むすびスマートナビ」の

PR を掲載する予定にしております。 

（国際観光課、観光文化課） 



 

 

 

（２）「縁むすびスマートナビ」の機能の充実に対する支援について 

中海・宍道湖・大山圏域市長会では、今年度、縁むすびスマートナビの圏域に

おける整備を決定され、来年度より広域での運用が開始されるところである。そ

れに伴い、運用開始後は、利用者に安全に縁むすびスマートナビを利用していた

だくためにも、機能の充実に対する支援をお願いしたい。 

 

【回答】 

「縁結びスマートナビ」については、平成 26 年度に整備費用を、27 年度には、外国語に

対応するための機能改変作業や Wi‐Fi の商店街への拡大をするため、追加支援を行ってお

ります。 

また、平成 28 年度、中海・宍道湖・大山圏域市長会では、エリアを松江市のみから構成

市への拡大を図られております。 

今後、環境省が進める満喫プログラムのナショナルパーク、国引きジオパーク構想、大山

開山 1300 年祭や松平不昧公 200 年祭など、外国人観光客にも魅力のあるインバウンド観光

施策などを情報発信するための多言語化対応など、機能改変が必要な場合に支援を検討した

いと考えています。 

（観光文化課、地域振興課） 

 

７．中心市街地活性化の推進 

 平成 24年度に作成された２期中心市街地活性化基本計画に基づき、松江市中心

市街地活性化協議会と連携を図りながら、その事業や活動が確実に推進できるよ

う引き続き支援いただきたい。 

 

【回答】 

2 期中心市街地活性化基本計画に掲げている「住んでよし、訪れてよしの“松江らしい”ま

ちづくり」を目指し、計画に掲載された事業や活動が確実に推進されるよう松江商工会議所が

事務局を担われている松江市中心市街地活性化協議会と引き続き連携してまいります。 

（商工企画課） 

 

８．大橋川改修に伴うまちづくりについて 

（１）大橋川改修工事に伴う南岸整備 

 大橋川改修に伴う、大橋・新大橋間及びその周辺の南岸整備については、当所

で松江水縁プロジェクトチームを立ち上げ、検討を行い、賑わいのある空間をつ

くる方針を確認した。今年度は当プロジェクトで商業者等の意見収集を行いなが

ら、賑わいのある空間として具体的な水辺の活用方法を検討中であり、この実現



 

に向けて引き続き協力いただきたい。 

 

【回答】 

 大橋川改修を契機とした上流部南岸の「魅力的な水辺空間の創出」につきましては、松江商

工会議所の皆様にも「水縁プロジェクトチーム」を立ち上げていただき、大橋川沿岸の賑わい

づくりについて、様々な検討とご意見をいただいてきたところです。 

治水事業は住民の安全の確保に直結する事業であることから、河川の構造については様々な

法規制や基準などがありますが、大橋川の設計に当たっては「水の都・松江」らしい水辺空間

のありかた、松江駅から大橋川、カラコロ広場、松江城へとつづく導線の賑わいづくり、そし

て賑わいの波及によるまちづくりなど、今後の利活用を踏まえた整備を目指して進めてきてい

ます。 

水辺空間の活用については、各地で民間の皆様が主体となって様々な取り組みが行われてお

り、大橋川においても、市民の皆さんにとって利活用しやすい水辺空間の形やしつらえ、使い

方について、商工会議所を始め、民間の皆様方と共創で取り組んでいきたいと考えておりご協

力をお願いします。 

（大橋川治水事業推進課） 

 

（２）ＪＲ松江駅前の整備について 

 ＪＲ松江駅前の整備構想については、当所に事務局のある松江市中心市街地活

性化協議会において、充実した機能や役割を備えたエリアとなるよう検討を重ね

ている。これに対し引き続きご協力をお願いしたい。 

 

【回答】 

現在、JR 松江駅前周辺整備構想検討委員会においては、日常的に利用する市民からの視点

や観光客としての視点で松江駅前の課題について検討をいただいており、平成 28 年度末には

それら課題の解決に向け、松江駅前のあるべき姿について複数の提案をいただけることになっ

ています。 

市ではこの提案をもとに、整備の実現性についてまちづくりの専門的な視点で課題の整理を

行うとともに、より具体的な駅前整備構想の策定をしていく必要があると考えております。 

やはり駅前には、交通結節点として必要な機能を整備することはもとより、民間投資により

市民にとって魅力的な商業施設などが整備され、それを目指して駅前周辺に人が訪れ、大きな

経済効果が表れる仕掛けをつくっていくことが大切であると考えています。 

今後は、国・県・JR との調整を行うことで民間事業者が進出しやすい環境を整えたり、必

要な機能や施設の整備について官民での役割を明確にするなど、次年度以降も引き続き連携を

しながら取り組んでいきたいと考えています。 

（都市政策課） 

 



 

９．地場産品の販路拡大並びにＰＲの強化 

松江産の生鮮品ならびに松江市で製造・加工されている特産品の認知度向上、

消費拡大を図るため、「山陰いいものマルシェプロジェクト」等の取り組みを活用

した大消費地とのマッチング、プロモーションについて一層強化していただきた

い。また、まつえ農水商工連携事業推進協議会により開発された商品の販路確保

について、取り組みを強化していただきたい。 

 

【回答】 

山陰いいものマルシェは、回を重ねるごとに高い評価を得つつあり、引き続き圏域市長会で

連携して支援してまいります。 

今後は、地域資源の掘り起こし、資源の生産振興、商品の磨き上げなど関係者が一丸となっ

ての取り組みが必要と考えており、事務局を担っていただいている松江商工会議所の皆さんと

地域経済の活性化につながるよう協議を進めさせていただきたいと考えております。 

本市では、地域の食材・加工品など地域の良いものを、多くの方々に伝えていくことが重要

と考え、これまで首都圏で開催している「松江特産品フェア」で商品 PR と観光プロモーショ

ンを積極的に取り組んでまいりました。 

また、「農水商工連携事業」では、地域の資源と事業者をつなぎながら、商品開発をするな

ど地域振興も併せて積極的に進めているところです。 

平成 28 年 10 月には、首都圏で展開している小ロットでも魅力のある産品を取り扱ってい

る２社のバイヤーと商品アドバイザーを招聘し「松江市産品相談商談会」を開催したところで

す。 

松江の商品の素材に対し高評価をいただき、直ぐにでも販売につながっていく商品もあるこ

とがわかりました。 

今回、商談会には松江商工会議所にも参加をいただき、事業者と伴走しながらバイヤーとの

商談を行ったところです。引き続き、こうした商談会などを通して販路開拓を進め、外貨を稼

げる仕組みづくりを松江商工会議所と連携して取り組んでまいります。 

（商工企画課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆詳細項目◆  
 

 

 

 

１．産業廃棄物処理施設の早期建設に関する支援について 

 (財)島根県環境管理センターを中心とした公共関与による、アスベスト処理機能を備えた最終処

理施設を早期に松江地域に建設されるよう、島根県との協議の場を設けるなど、引き続き島根県へ

積極的に働きかけていただきたい。 

 

【回答】 

産業廃棄物処理施設は、環境保全及び公衆衛生の向上の観点から必要不可欠なものでありま

す。公共、民間を問わず、アスベストの処理機能を持つ施設は、島根県内で不足していること

から、引き続き関係団体等へ働きかけを行います。 

また、平成 25 年度に島根県から許可を受け、松江市新庄町地内で民間の産業廃棄物処理業

者により、アスベスト（廃石綿等）の処理機能を持つ管理型最終処分場が稼働している状況で

す。 

（環境保全課） 

 

２．松江市内における市有地の有効活用について  

遊休市有地の利用を引き続き促進されるとともに、市立病院跡地については、売却後の残地を含

め、周辺一帯の遊休市有地が中心市街地の重要な位置にあるので、地域のまちづくりの課題に沿っ

て、本格利用の実現について取り組んでいただきたい。 

 

【回答】 

遊休市有地の利用につきましては、引き続き売却に努めるとともに、貸付も含めた活用を進

めてまいります。 

（資産経営課） 

 

市立病院跡地については、日本放送協会（NHK）松江放送局と松江放送会館の老朽化によ

る建て替え用地として一部売却することについて、基本合意に至りました。 

公共性の高い松江放送会館が、地域のまちづくりや文化の向上につながる核として地域や市

民に広く開かれた施設となるよう NHK に対しては、要望してまいります。 

また、周辺一帯を文化あふれる地域として中心市街地の活性化につなげるよう今後、地域の

皆さまをはじめ、松江商工会議所や NHK とも協議しながら、検討をすすめてまいります。 

（政策企画課） 

 

都 市 基 盤 整 備 



 

 

３．市道西津田馬潟港線の未改良部分並びに県道馬潟港線の中海大橋から跨線橋までの区間の道路

拡充について 

市道西津田馬潟港線ならびに県道馬潟港線の中海大橋から跨線橋までの未改良区間について早

期整備を引き続きお願いしたい。 

 

【回答】 

市道西津田馬潟港線の道路改良につきましては、矢田の渡し乗り場付近から県道馬潟港線跨

線橋前までの概ね１．５キロメートルの区間を、国の大橋川改修事業の進捗に併せ、拡幅改良

工事を実施することとしています。 

 平成 28 年度につきましては、矢田踏切付近から下流に向かって約１２０メートル区間を改

良する計画です。また、平成 29 年度以降も護岸整備の完了した箇所から順次整備を進めてま

いります。 

県道馬潟港線の中海大橋から跨線橋までの整備については、松江市から島根県に対し要望し

ております。 

 本路線の整備（拡幅）については、鉄工団地等への物流の利便性向上や通行車両の安全上の

観点から、今後も引き続き早期整備（拡幅）に向け要望してまいります。 

（土木課、国県事業推進課） 

 

４．環境対策について 

（１）太陽光システムの普及および推進について 

太陽光発電システムの設置の普及・推進は、環境の改善に寄与するものであるため、個人住宅用・

事業所用ともに設備に係る補助制度を継続されるとともに、容量の要件緩和等によりさらに利用し

やすい制度にしていただきたい。 

 

【回答】 

本市での太陽光発電システムの補助制度は、平成 15 年度の補助制度創設以来、平成 27 年

度末現在で、住宅用 2,010 件、事業所用 17 件、合計 2,027 件で、合計電力容量は約 9,280kW

となり、電力量に換算すると約 9,196,480kWh で、約 2,550 世帯が賄える発電量となってい

ます。 

平成 27 年 4 月に策定した「松江市地球温暖化対策実行計画」では、再生可能エネルギー導

入にあたって最大の課題になる初期投資について、補助制度により支援することで、家庭や事

業所における再生可能エネルギーの導入を促進することとしています。 

平成 27 年度からは、ペレットストーブ・薪ストーブ・太陽熱利用設備（ソーラーシステム）・

エネファームを対象設備に追加し、再生可能エネルギーの導入促進を図っており、これらの補

助制度の継続を考えています。 

 なお、国、島根県に対しても、再生可能エネルギー等の導入促進について、支援制度の拡充



 

などの施策を充実するとともに、必要な財政措置を講じるよう要望しています。 

（環境保全課） 

（２）熱環境の改善について 

 ヒートアイランド現象の緩和や中心市街地の魅力アップは、住民や観光客の歩行環境への配慮に

もつながることから、中心市街地の緑化を積極的に行うとともに、保水性のある道路舗装を積極的

に行っていただき、引き続き熱環境改善を図っていただきたい。また、緑化に伴う雑草処理や剪定

などのメンテナンスについても引き続き積極的に実施していただきたい。 

 

【回答】 

これまで、歩道舗装については景観に配慮しつつ保水性等が期待できる舗装も取り入れてき

たところですが、これらは相対的にランニングコストの増を招いている状況にあります。 

 今後は、この様な状況を勘案し、効果や必要性を見極めるとともに、維持管理コストの削減

の観点も含め、調査・研究を進めていきたいと考えております。 

 また、道路の緑化については、国の技術基準が、景観を重視していた旧基準から、通行上の

視距確保を考慮した新基準が平成 27 年 4 月に改定されたことから、今後は、この基準を考慮

しながら設置する必要があるものと考えております。 

なお、道路の除草や街路樹剪定につきましては、景観向上や安全確保の観点からも定期的に

行って参りますが、引き続き道路愛護団等、市民・企業の皆さんのご協力も得ながら道路美化

活動の推進に、取り組んでいきたいと考えております。 

（管理課） 

 

５．公共交通機関での新しい決済方法の導入について 

 キャッシュレス時代を迎え、市民及び観光客に対する利便性を向上させるべく、市営バス、一畑

バス等公共交通機関の運賃等のＩＣカード、おサイフケータイ等での決済方法の導入について、官

民一体となった研究会を早期に立ち上げ、当地域にふさわしい決済方法の導入に向けて調査研究を

行い、早期実現をお願いしたい。 

 

【回答】 

 ＪＲ西日本が、平成 28 年 12 月 17 日に導入する IC カード乗車券「ＩＣＯＣＡ」は、電子

マネーとして、全国チェーン店や JR 駅・コンビニ等で買い物もできますが、路線バス運賃決

済には対応していません。 

路線バスでＩＣカードを利用できるようにするためには、 

○ＪＲ西日本によるＩＣＯＣＡの路線バス運賃決済システムの開発 

○地域独自ＩＣカードの開発 

○広島地区の「ＰＡＳＰＹ
パ ス ピ ー

」の様な他地域で導入しているＩＣＯＣＡと相互利用（または片

利用）できるシステムの導入が必要となります。 



 

 JR 西日本によりますと、ＩＣＯＣＡの路線バス運賃決済に対応するシステムの開発につい

ては、未定であり、また、広島地区のＰＡＳＰＹは、運賃決済機能のみで、買い物利用など独

自利用への展開はできません。 

 ご承知のとおり、ＩＣカードの導入・運営には多額の費用負担を伴いますので、運行補助を

受けながら路線を維持している市内バス事業者が、新たな運賃決済システムとしてＩＣカード

を導入することについては、極めてハードルが高いと考えております。 

 現在、一畑バス㈱、一畑電車㈱、交通局と市で、通信事業者等の提案があった際に、先進事

例を伺うなど情報収集を行う勉強会を開催しておりますので、今後開催する際には金融機関・

ＩＴ企業等の関係機関にもご案内したいと考えています。 

 今後とも公共交通の利便性向上につながるＩＣカードのあり方の検討を進めてまいります。 

（都市政策課） 

 

６．中国横断自動車道尾道松江線及び山陰自動車道の全線無料化について 

 現在、中国横断自動車道尾道松江線及び山陰自動車道については、事業主体が異なることから、

有料路線と無料路線が混在する状況となっている。ついては、道路利用者の利便性向上ならびに地

域活性化に繋げるため、有料区間と無料区間混在解消（全線無料化）を関係機関に引き続き働きか

けていただきたい。 

 

【回答】 

中国横断自動車道尾道松江線及び山陰自動車道の高速道路料金は、無料区間と有料区間が混

在しており、利用者にとって分かりにくく、割高感がある状況にあります。 

平成27年に発表された国土幹線道路部会の中間答申では、将来の高速道路の利用者負担の

あり方として、整備の経緯から料金を徴収している区間と徴収していない区間が混在している

路線や、現在は無料となっているものの、渋滞緩和などの課題を解決するため、利用者負担の

あり方について検討が必要な路線については、有料・無料の整理を検討すべきであるとされて

います。 

このことから、島根県東部の 5 市町と 8 団体及び島根県で構成する島根県東部高速道路利

用促進協議会から、国土交通省等関係機関に対し、高速道路料金の無料化への検討を、平成

27 年に引き続き平成 28 年 10 月に要望を行いました。 

松江市としても、当地域の実状を鑑み、山陰道、尾道松江線において、公平性及び交通流動

の適切な管理の観点から、高速道路料金について検討するよう、引き続き関係機関に働きかけ

てまいります。 

（国県事業推進課） 

 

７．自転車走行時安全対策の啓発について 

 松江市は自転車利用者の割合が全国平均より高い状況にある中、交通ルールの認識や安全意識の

欠如による自転車事故が後を絶たない。こういった状況を考慮し、交通ルールが守られ、自転車事



 

故が減少するよう、「松江市自転車安全利用条例」の周知および啓発を引き続きお願いしたい。 

 

【回答】 

松江市では、春と秋の全国交通安全運動に合わせ、自転車マナーアップ街頭活動を行い、中

高生を中心とした自転車利用者に対し、交通ルールの遵守・マナーの向上を呼びかけています。 

また、各地区、学校ごと等に行う交通安全教室において、小・中学校の児童・生徒及び幼稚

園児の保護者並びに高齢者等へ、自転車の安全利用の指導を行っているところであります。 

今後も、本条例の趣旨に基づき、自転車の安全な利用について市民の理解が深まるよう、広報

及び街頭啓発活動を行うとともに、松江警察署等の関係機関・団体と連携し、自転車関与事故

の減少及びマナーの向上に取り組んでまいります。 

（総務課） 

 

８．サイクリングコースの検討について新 規 

 中国やまなみ街道サイクリングロードの発着地点に、今年８月ジャイアントストア松江店が出店

した。このことを受け、ツーリングやサイクリング客を呼び込み、地域の活性化及び交流人口の拡

大を図るため、関係機関や利用者等と連携しながら、路面案内表示の設置など、走行環境の整備を

図っていただきたい。合わせて、市内観光施設やレクリエーション施設、景勝地を結ぶ宍道湖周遊

等の具体的なサイクリングコースの設定を検討いただきたい。また、宍道湖北岸のサイクリングロ

ードの環境整備について、関係諸機関に働きかけていただきたい。 

 

【回答】 

平成 28 年 8 月の「ジャイアントストア松江」のオープニングでは、松江しんじ湖温泉と

出雲大社を結ぶ新たなコース「縁結びライドコース」を試走され、全国に情報発信された

ところです。 

「出雲大社まで、往路はサイクリング、復路は電車」といった楽しみ方が可能であり、ま

た、「ジャイアントストア松江」では、スポーツバイクのレンタサイクル事業も展開してい

ることから、ビギナーサイクリストにとっては心強い環境となっています。 

また、本市には、「やまなみ街道サイクリングロード」と「中海周遊サイクリングコース」、

隠岐には「隠岐ユネスコ世界ジオパークサイクリングコース」といったサイクリングコー

スがあるほか、コース周辺には、国宝松江城や大山などサイクリストにとって魅力的な観

光地も豊富にあります。 

今後は、島根県や関係機関などと連携し、サイクリストに対する情報発信の強化や旅行商

品の造成などに取り組むと同時に、案内表示や「ご縁サイクルステーション」の整備など、

走行環境の充実を図ることで、サイクリングによる観光誘客に取り組みたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

  



 

 

 

１．地元公共施設への地元産木材使用について 

公共施設の木質化は、木材の需要拡大による森林整備の促進や地域経済の活性化、雇用の創出に

つながるため、引き続き、地元産木材の利用促進および予算確保、あわせて、適正な納期・工期・

価格に配慮をされた発注をお願いしたい。 

 

【回答】 

本市では、平成 25 年 11 月に「松江市木材利用推進基本方針」及び「松江市木材利用行動

計画」（以下、「行動計画」という。）を策定し、公共建築物等の木造化・木質化を推進してい

ます。 

特に、地元産木材の積極的な利用は重要と考えており、行動計画の中でも木材使用量のうち

50%以上を市産・県産とするよう目標に掲げています。 

 平成 27 年度から、島根県木材協会松江支部及び島根県と、適正な納期・工期・価格に配慮

しつつ、いかに地元産木材を活用するかという視点で協議をしてまいりました。 

平成 28 年度からは、木材の伐採・搬出を担う松江森林組合も加え、平成 33 年 4 月開校予

定の「玉湯まがたま学園」を具体的な事例として協議を行っています。協議に当り、「一般社

団法人 木を活かす推進協議会」から助言を得るなど、地元産木材の活用について研究してい

ます。 

 まずは「玉湯まがたま学園」整備への円滑な木材調達に取組み、これをモデルケースに他の

公共建築物等への積極的な地元産木材の活用につなげたいと考えております。 

（農林基盤整備課） 

 

２．地域ものづくり力向上への支援について 

（１）農業機械関連分野への支援について 

松江市の農業機械製造関連企業を取り巻く環境は厳しい状況が続いている。そのような中、地元

農機具メーカーが海外資本との協業の一環として部品の相互供給の実施に向けて検討が行われて

おり、今後コストダウン要請及び発注量減少が予想される。行政としても、地元の企業に発注して

いただくようご協力をお願いしたい。 

 

【回答】 

 農業機械製造関連企業については、島根県、商工団体、その他の支援機関と連携を図り、継

続的な情報収集・情報共有に努めています。 

 現時点では、部品の海外調達による地元発注量の減少など具体的事案は確認されておりませ

んが、引き続き地元農機具メーカーの発注動向等に注視するとともに、あらゆる機会をとらえ

て、地元協力企業への情報提供や発注の働きかけを行っていきたいと考えています。 

（まつえ産業支援センター、商工企画課） 

産 業 振 興 



 

（２）四国地方との工業関連企業との交流事業への支援について 

尾道松江線開通以前より当所では福山を中心とする備後地域との交流を図り、ネットワーク構築

と取引拡大に向けた取り組みを実施してきたところであるが、その効果が徐々に現れてきた。全線

開通に伴い、今後一層山陽側との地域間交流を促進し、中海・宍道湖・大山圏域の工業活性化を図

る必要があると思われる。県外企業からの受注増と外貨獲得を目指すため、備後地域との継続的な

交流とあわせて、四国地方の工業関連企業とのネットワーク作りを図るための交流事業の実施につ

いて支援いただきたい。 

 

【回答】 

本市を含めた中海・宍道湖・大山圏域の自治体は、圏域内及び山陽側との交流を進め、広域

的な産業間連携を図っていく必要があると考えています。 

松江商工会議所におかれては、尾道松江線の全線開通を見据え、以前から圏域内の連携、備

後地域とのビジネス交流に取り組んでこられました。 

平成 27 年は福山商工会議所主催ビジネス交流フェアや備後ものづくりネットワークとの交

流事業に当圏域からも参加し、また圏域ビジネスマッチング商談・展示会の発注企業招致活動

のため岡山・広島・四国方面の商工団体や農業機械関連企業を訪問させていただき、開通前に

は 14 社だった参加企業が昨年は 24 社と増加したところです。 

本市としても、松江商工会議所が備後、四国地域との交流事業を更に展開され、新たなビジ

ネスが生まれるなど、仕事や雇用の増加につながることを期待しており、引き続き連携し、取

り組んで参りたいと思います。 

（まつえ産業支援センター、商工企画課） 

 

３．宍道湖・中海水域の水産資源の回復について 

松江市が誇るブランド産品である宍道湖の「大和しじみ」や中海の「サルボウガイ」などの重要

な水産資源は、昨年その漁獲量の回復を見せたが依然ピーク時に比して低い水準となっている。食

品加工の原材料確保、また観光資源としての活用を図るためにも、水産資源の回復に積極的に取り

組んでいただきたい。 

 

【回答】 

 宍道湖の「大和シジミ」の資源量については、島根県水産技術センターが平成 28 年 6 月に

実施された調査によりますと、約 5 万 4 千トンと推定され、調査を開始された平成 9 年以降

の平均値の 1.4 倍となっており、平成 25 年以降高い水準を維持しています。また、漁業者は

現在も資源保護や増大のための漁獲制限（採捕量、休漁日、操業時間などの規制）や漁場の保

全（湖底耕運、藻刈りなど）に努めておられます。このため漁獲量については、大きな増加は

見込めませんが、急激な環境変動がない限り、安定した漁獲が期待できるとされています。 

 中海の「サルボウガイ」については、施設の増設や人工採苗の技術向上による種苗の増産な

どにより、平成 28 年度は平成 27 年度の倍増となる 10 トンの生産を目標に取り組んでおられ



 

ます。また、漁業者は水産技術センターの指導により、平成 28 度から貝殻の付着物除去の効

率化のため、養殖の場所ごとに水質観測と付着物調査などにも取り組まれており、今後の更な

る増産を期待するところです。 

 市としては、漁協や関連機関と連携し、稚魚放流や漁場環境の改善により、さらに資源の増

大や回復が図れるよう、引き続き支援を行いたいと考えております。 

（水産振興課） 

 

４．ふるさと納税制度の充実について 

ふるさと納税において、寄付者へ特産品を提供することは、地元企業の商品利用による地域活性

化につながるだけでなく、国際文化観光都市・松江を全国にＰＲできる機会でもある。ついては、

多彩な特産品の確保や松江ならではの観光サービスを提供する商品の導入を引き続き進めていた

だきたい。 

 

【回答】 

 ふるさと納税の寄附金額は、平成 26 年度には約 6,200 万円でしたが、昨年は 8,000 万円を

超える額をご寄附いただきました。これは、皆様のご協力により、返礼品の品数を昨年の 39

品目から 51 品目に増やすことができたことが大きな要因であります。 

今年は、83 品目まで増えたこともあり、全国的に激しい競争となっていますが、現時点で

前年度並みの寄付金額となっている状況です。 

こうした寄付金額の伸びに比例して、特産品をお返しする件数も増加しています。 

件数が増えることは、「松江市」を全国に PRする機会の増加に直結しますので、貴商工会議

所、商工会、産業支援センターなどと連携しながら、特産品の拡充や山陰いいものマルシェで

評価を得た品々、人間ドックなどの医療と観光・宿泊をセットにしたプランや水郷祭と宿泊を

セットにしたプランの提供など、松江らしい特典についても導入に向け検討を進めるとともに、 

様々な機会を捉えて「松江の魅力」をＰＲし、本制度を活用して松江自慢の特産品を全国へ発

信してまいりたいと考えております。 

（地域振興課） 

 

５．公園・街路樹等の植栽管理業務の入札制度について 

 平成２７年４月より、植栽管理業務を含む除草等業務委託の発注方法が、「物品・役務の案件公

開方法入札方式」に統一されているが、植栽管理業務等は、的確な管理対応が不可欠である。近年、

樹木の衰弱、枯死および枯死落下、倒木による人的被害が発生していることから、植栽管理業務な

ど専門的な知識技能を要する業務については、従来どおりの造園施工管理技士はもとより、植栽・

樹木の生体に精通している技能士ならびに造園基幹技能士が所属する地元専門業者への発注をお

願いしたい。 

 

 



 

【回答】 

建設関係コンサルタントへの業務委託を除くその他の業務委託については、平成２７年度か

ら役務業務による発注方法に統一したところで、植栽管理業務を含む除草業務委託についても

同様の取扱いとしております。 

 この入札参加資格については、1級又は 2級造園施工管理技士の有資格者を雇用し、かつ業

務管理者として配置することを参加条件として定めておりますので、今後も植栽管理業務を伴

う委託業務については、専門性を考慮したうえで市内業者への発注を行ってまいります。 

（契約検査課） 

 

 

１．観光と歴史文化を中心とした街づくり 

（１）ライトアップの整備 

 市内主要施設間を照明で結び、観光客の誘導にもつながるよう、光のマスタープラン「結ぶ・光

のストーリー」で示された施設、特に嫁ヶ島をはじめとする名所・旧跡の常設のライトアップの整

備について、引き続きお願いしたい。合わせて、名所・旧跡以外の常設ライトアップについても、

その集客効果を検証される中、引き続き検討いただきたい。また、JR 松江駅から松江城に向けて

「松江水燈路」が松江市全体に拡がるよう、平日開催の内容充実やエリアの拡大について引き続き

検討いただきたい。 

 

【回答】 

平成 28 年の「松江水燈路」では、平日の 10月 7日(金)をメイン開催日として初めて実施

したほか、塩見縄手や地ビール館周辺でイベントの開催、県庁庭園での「結いとうろ」、島根

ふるさと館の夜間営業、カラコロ工房での「粋に呑まＮｉｇｈｔ！」開催など、内容を充実

させると同時にエリアを拡大することで、官民連携して賑わいの創出に取り組んだところで

す。 

松江城周辺のライトアップ整備では、平成 28 年度より常設化に向けて年次的に取り組む予

定であり、まずは国宝松江城内の魅力的な景観照明を構築し、年間を通じた夜の魅力を創出す

ることで、観光誘客と観光消費の拡大に繋げていきたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

（２）松江城周辺の駐車場対策について 

 山陽並びに四国方面から自動車を利用した観光客が増加している中、特にゴールデンウィークや

盆等には大手前駐車場に多くの自家用車が並び渋滞を引き起こす原因となっている。観光客へのお

もてなしという観点からも、繁忙期だけではなく、恒常的で中長期的な駐車場対策（駐車場の確保、

駐車場誘導標識の設置、駐車場所在地や混雑情報等の WEB発信など）について引き続き実施してい

ただきたい。 

 

観 光 振 興 



 

【回答】 

 松江城国宝化や中国やまなみ街道全線開通により、多くのマイカー観光客が来訪している

ことから、松江城大手前駐車場周辺への警備員の配置や周辺駐車場マップの配布による誘導

案内を行っているほか、臨時駐車場の開設やシャトルバスの運行などの駐車場対策を行って

いるところです。 

また、松江城大手前駐車場、城山西駐車場、県民会館有料駐車場に導入している「満空情

報配信システム」をタイムズ一畑殿町駐車場（旧一畑立体駐車場）が導入したことから、こ

のシステムを活用し、民間駐車場の位置や営業案内についても最新の情報を提供していると

ころです。 

国宝化により今後も駐車場需要が高まると感じていることから、金沢市など他市の事例も含

め駐車場のあり方について調査・検討をしていきたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

２．堀川遊覧船事業の推進 

（１）堀川遊覧船を活用した「まち歩き観光」の推進 

松江城の国宝化をはじめ、誘客対策の効果により観光客の入込が増加している今、来松者のニー

ズに即したまち歩き観光の推進やコンベンション誘致対策の一環として、堀川遊覧船は重要な観光

資源である。 

ついては、乗降場の増設及びコースの拡大は、周辺商業地への経済波及効果を高め観光客等の利

便性向上にも繋がるため、この機を逃さぬように引き続き検討され実現していただきたい。 

 

【回答】 

松江城の国宝化により、堀川遊覧船など周辺観光施設の利用者も増加しており、この国宝

効果を継続させるためにも、国宝に相応しい松江城周辺の魅力アップに引き続き取り組む必

要があると考えています。 

堀川遊覧船やレイクラインバスのほか、レンタサイクルや大橋川の水上交通などの２次交

通を利用し、駅や駐車場と松江城周辺の観光スポットを結ぶことで、観光客の回遊性を高め、

滞在時間の延長を図るためには、新たな乗船場の増設やコースの拡大は必要だと考えていま

す。 

平成 27 年 12 月、堀川遊覧船を管理している松江市観光振興公社が、島根大学や島根県立

短期大学部の学生 15 人による「みんなの堀川委員会」を立ち上げ、堀川遊覧船の活用策に

ついて検討しているところです。 

観光振興公社や「みんなの堀川委員会」などと連携しながら、コースの拡大や乗船場の増設

について引き続き検討し、堀川遊覧船を活用した「まち歩き観光」など国宝松江城の新たな魅

力を創出したいと考えています。 

（観光文化課） 

 



 

（２）夜間運航の拡大と軽度の飲食について 

松江のまちの夜の魅力作りのため、堀川遊覧の通年での夜間運航並びに軽度の飲食について、早

期に実現していただきたい。 

 

【回答】 

年間宿泊客数 250 万人を実現するためには、夜の魅力作りが必要であり、堀川遊覧船の夜

間運航は誘客に繋がる事業の一つだと考えています。 

水燈路開催期間中の夜間運航を継続すると同時に、松江城周辺のライトアップ常設化とあ

わせて検討していきたいと考えています。 

軽度の飲食については、平成 27 年度「まつえ食まつり」で実施して好評だった「松江堀

川グルメ船」の運航を、平成 28 年度も内容を充実させて実施したいと考えています。 

 通年での夜間運航や軽度の飲食については、平成 30 年の「不昧公 200 年祭」や「山陰デス

ティネーションキャンペーン」を見据えながら、「みんなの堀川委員会」の活動や平成 28 年

度より年次的に行う松江城周辺のライトアップ常設化の状況なども踏まえて、引き続き研究し

たいと考えます。 

（観光文化課） 

 

３．歩行者、自転車に対する通行環境整備の促進 

観光客を含めた通行者の安全確保の観点から、「安心・安全歩行空間創造プラン」に盛り込まれ

た「松江市自転車ネットワーク計画」並びに「自転車安全利用条例」に基づき、国・県などとも連

携を図られ、引き続き着実な通行環境整備を推進していただきたい。合わせて、塩見縄手など主要

観光地周辺のまちあるき観光の促進にもつなげていただきたい。また、「第４次松江市歩道整備計

画」が最終年度を迎えることから、今後の整備スケジュールについても検討いただきたい。 

 

【回答】 

平成 25 年 3 月に策定した安心・安全歩行空間創造プラン（第 4 次松江市歩道整備計画）に

基づき、国・県とも連携を取りながら対象路線の整備を着実に進めてまいります。 

 また、今後の整備については、これまでの検証を踏まえ、次期歩道整備計画の中で検討して

いきたいと考えております。 

（管理課） 

 

４．不昧公２００年祭記念事業の実施ならびに関連事業への支援 

（１）茶の湯文化の顕彰について 

平成３０年に松平不昧公没後２００年を迎えるにあたり、多くの市民参加のもと、今後の観光振

興につながるような記念事業について着実に実施していただきたい。また、不昧公にちなむ茶文化

の顕彰を図るため、茶の湯文化をテーマとした新商品開発への協力・支援をお願いしたい。 

 



 

【回答】 

「不昧公 200 年祭記念事業」を開催する平成 30 年の 7 月～9 月に、JR グループによる

大型観光キャンペーン「山陰デスティネーションキャンペーン」の開催が決まりました。JR

グループの持つ強力な情報発信力を活用し、「不昧公 200 年祭記念事業」はもとより、この

地の観光素材を全国に情報発信する絶好の機会だと考えています。 

「不昧公 200 年祭記念事業」の内容としては、平成 30 年の 4 月 21 日から 6 月 17 日の期

間に東京の三井記念美術館で、9 月 21 日から 11 月 4 日の期間に島根県立美術館で、「没後

200 年 松平不昧展（仮称）」を開催することを決定しており、具体的な内容については、茶

道部会などの各部会で検討している状況です。 

また、菅田庵の修復事業に着手しており、平成 31 年度のお披露目と記念茶会の開催を予

定しております。 

新商品開発への協力・支援については、地域資源法に基づく「ふるさと名物応援宣言」を

11 月 28 日に行っており、茶の文化をテーマにした和菓子や工芸品などの新商品開発に対す

る支援について、関係部署と連携して取り組みたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

（２）茶道文化の発信について 

「不昧公２００年祭記念事業」において記念茶会や記念展示会が計画される中、その会場の一つ

となる松江歴史館が、「松江の茶の湯文化」を発信する拠点となるよう、定期的な茶会やイベント

の開催等により、貸施設である茶室の有効活用とＰＲを引き続きお願いしたい。 

 また、茶道を通じて子供たちが礼儀作法やおもてなしの心を学び、茶道文化が継承されるよう、

茶道学習支援について検討され、将来的な茶道教育導入の足掛かりとしていただきたい。 

 

【回答】 

松江歴史館では日本文化を継承するため、これまで親子向けに和装や茶道の体験教室を開

催しています。不昧公の足跡や茶の湯を紹介する施設として松江歴史館を拠点と位置付け、

観光客や地元の若い世代が気軽に茶の湯を楽しむ場として活用していく計画です。 

こういった取組みを通じて「不昧公 200 年祭」が終了してからも、松江歴史館が茶の湯

文化の継承や若い世代への裾野の拡大につながる拠点となるものと考えております。 

（観光文化課） 

 

 

 

１．公共工事事業の予算確保について 

建設業界を取り巻く経営環境はいまだ厳しい状況である。近年頻発している自然災害等に対する

防災減災対策は、費用対効果という数値で計ることのできない、市民の安全を確保する重要なイン

フラ整備である。また、老朽化した社会資本の維持管理・更新や土木工事など様々な工事に対応す

中 小 企 業 創 造 育 成 



 

るためにも、中・長期的に人材の確保・育成と経営基盤の強化が課題である。 

 このため、平成２９年度公共工事予算については、前年度を上回る予算確保をお願いしたい。ま

た、冬場の除雪作業については、除雪機械をリースで確保するケースも増えており、実態にあわせ

た単価設定をお願いしたい。 

 

【回答】 

本年 10 月に策定した中期財政見通しにおいては、今後も歳入の大幅な減少が続くため、市

の財政運営は当面厳しい状況であると見込んでいるところです。こうした状況においても一定

規模の普通建設事業費の確保は必要であると認識しており、予算編成にも反映してまいりたい

と考えております。 

（財政課） 

 

冬季の除雪作業等の単価については、島根県除雪単価を基準に設定をしておりますが、新

たな単価設定等が必要となった場合には、島根県と協議するなどして検討したいと考えており

ます。 

（管理課） 

 

２．地元企業への発注について 

（１）公共工事の担い手確保、経営基盤の強化につながる適正な発注について 

 公共工事の減少及び受注競争の激化は、収まるところを知らず、建設業の経営を取り巻く厳しい

環境は、未だに回復の基調が見えていない。このことにより、安定した企業経営が成り立たず、中

長期的な現場技能者の雇用、若年労働者の計画的雇用など企業存続に直結する問題の解決の糸口さ

えも見えていないのが現状である。よって、地域建設業の再生、技能労働者の継続的な雇用を維持

するために、下請け業者を含めた地元企業への優先発注をお願いしたい。また、当地域の市場に適

した単価の設定と、その妥当性の確認をお願いしたい。 

 

【回答】 

平成 27 年 4 月に、改正公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく発注者共通の発注

関係事務の運用に関する指針が、運用開始になりました。 

この運用指針に基づいて、本市が発注する建設工事費の積算にあたっては、最新の設計労務

単価及び資材単価により島根県建設工事積算基準を用いて積算し、地元優先発注しています。 

労務費については、毎年 10 月に国が行う実態調査に基づき、また、資材単価については、

島根県が行う地域の市場価格調査等に基づき、その都度改定しておりますので、市場の実態を

反映した単価の設定となっていると考えております。 

（契約検査課） 

（２）公共工事の発注時期の平準化について 

 公共工事の繁忙期と閑散期の落差が大きく、労働力や機械が効率的に利用できないため、経費が



 

増加し、慢性的に経営が厳しい状況が生じている。改正品確法でも示されたとおり、適正な履行期

間を確保し、発注・業務実施時期等の平準化をお願いしたい。 

 

【回答】 

工期の設定に当たっては、改正品確法に基づく発注関係事務の運用指針に基づき、建設労働

者の休日日数、降雨日等における作業不能日数等を見込んだ適正な工期設定になるよう設計を

行うとともに、現場の施工条件等の変化に応じて工期変更を行うなど適切な設計施工管理に取

り組んでいます。 

公共工事の発注の平準化については、4 月・5 月の閑散期の対策として、平成 26 年度から

第４四半期に年度繰越工事として、早期工事の発注を行うことにより、現場工事の早期着手や

発注時期に偏りが出ないようバランスのとれた工事発注に努めています。 

特に平成 28 年度は早期発注に努めており、上半期で年間工事発注予定件数の７４％を発注

したところで、例年 50～60％台で推移していたものと比較して、高い発注率となっています。 

（契約検査課） 

 

（３）印刷物の地元発注について 

 地元企業の育成、地域経済活性化の観点から独立採算制をとっている上下水道局、ガス局、交通

局、市立病院についても、これまでと同様に松江市が設けている入札参加資格要件を満たす事業所

に印刷物を発注していただきたい。 

 

【回答】 

市と同様な資格要件で入札を行っているところであり、今後とも引き続きこの資格を満たす

事業所に発注を進めてまいりたいと思います。 

（上下水道局） 

松江市が設けている入札参加資格要件を満たす事業者に印刷物を発注してまいります。 

（ガス局） 

基本的には、松江市が設けている入札参加資格要件を満たす事業所に印刷物を発注しており

ます。 

しかしながら、本局の印刷物は、バスカード等の特殊な印刷物もあるため、それらについて

は、市外を含めた事業所に発注することをご理解いただきたいと考えます。 

（交通局） 

 機器にセットして使用する専用の用紙以外の印刷物については、市内の事業所に発注してお

ります。 

（市立病院） 

 

（４）請負契約と最低制限価格の導入について 

 印刷物は工業製品であるという観点から、物品購入ではなく製造請負として契約する自治体が全

国的に増えてきている。その情勢を踏まえ松江市も製造請負として契約するよう変更していただき



 

たい。  

また極端なダンピングの発生を防止するためにも、最低制限価格の導入を引き続き検討いただき

たい。 

 

【回答】 

印刷物の発注について、製造請負とした場合には、多種・多様な印刷業務について、発注者

として適正な印刷費を積算する必要がありますが、印刷物の設計積算については、建設工事の

ような統一された歩掛りや単価などの積算基準や積算体系が整っておらず、市で設計積算がで

きないために、現状では見積金額を基に設計額を設定している状況です。 

こうした状況から、従来から印刷物の発注は、すべて物品購入として発注しているところで

あり、製造請負として市で設計積算し発注することは難しいと考えています。 

また、最低制限価格の導入につきましては、設定基準となる明確な根拠がないことから、導

入は難しいと考えていますが、物品購入又は製造請負の入札区分の取扱いと合せて、引き続き

研究してまいります。 

（契約検査課） 

 

（５）公共事業での建築業務に係る監理監督業務について 

工事監理による品質の確保は、設計内容に即した適切な施工が求められる。発注者において、工

事監理業務が行われる際には、設計者、工事施工者そして工事監理者の緊密な連携が図れるよう、

設計意図伝達業務として関わらせていただきたい。 

 

【回答】 

松江市の工事監理業務については、基本的に発注者の責任において監督職員により実施して

います。 

昨年 4 月に改正品確法に基づく発注関係事務の運用指針が運用を開始され、発注者と施工者

及び設計者との連携による設計意図伝達が図れるよう三者会議の実施について示されたとこ

ろであります。 

 本市としましては、特殊な案件がある場合、設計思想の伝達及び情報共有を図る手段として

三者会議等が有効でありますので必要に応じて開催するよう努めてまいります。 

（建設工事監理室） 

（６）公営企業の入札制度について 

 上下水道局発注工事において、松江市と同等となるような最低制限価格の見直しも含め、入札制

度の検討をお願いしたい。 

 

【回答】 

 現在、市と同等の最低制限価格制度を試行しています。入札の方法についても、引き続き前

金払適用の拡大、適切な労務単価の早期適用等、市の制度も参考にしながら検討してまいりま

す。 

（上下水道局） 



 

（７）発注設計料の見直しについて 

 建築産業は長く続いた市場の低迷により、受注競争が激化し低価格競争により疲弊している。建

築設計事務所においても若年技術者不足等の課題を抱え、中長期的な人材の確保・育成により、技

術・経験を継承する活力ある基盤の強化が望まれる。公共事業における設計の業務委託について、

国交省告示１５号による業務量に基づき設計料を確保されるとともに、最低制限価格の引き上げや

低入札調査における第三者照査の実施など、条件の厳格化をお願いしたい。 

 

【回答】 

設計委託料の積算については、本市では、国土交通省告示第 15 号の考え方に基づき、島根

県総務部営繕課の「島根県営繕工事設計業務等積算基準」に準拠して業務量に応じて算定して

います。 

また、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度については、国の設計積算基準の経費率の

引き上げに伴い、今年 3 月に最低制限価格並びに調査基準価格の設定基準を引き上げる見直し

を行ったところです。 

低入札調査価格を下回った場合の措置については、「松江市建設工事関連業務委託低入札

対策実施要領」に基づき適正に実施しております。 

なお、建築設計業務の設計図書においては現在、照査技術者は求めていませんが、国や島根

県の状況を見ながら調査、研究してまいります。 

（建設工事監理室） 

 

３．中小企業への金融支援の強化について 

 少子高齢化による労働力減少を補うための設備投資や雇用の創出、維持、拡大を可能とする金融

支援措置がより重要となっている。地域産業の活性化のため、融資に伴う信用保証料補給の継続を

お願いしたい。 

 

【回答】 

本市はこれまで、中小企業が融資を受ける際の初期負担を軽減するため、島根県中小企業制

度融資のうち創業や設備投資等を目的とする融資について信用保証料の補給を実施してまい

りました。 

 中小企業の資金繰りや業況については、一部において改善傾向にあるものの、依然として厳

しい状況にあり、市内産業の活性化のためには、中小企業の積極的な設備投資や新規創業、資

金繰り安定化に対する金融支援は必要であると認識しております。 

 今後も経済動向・経営環境の変化を踏まえ、信用保証料の補給を継続してまいります。 

（商工企画課） 

 

４．松江市ものづくり補助金について 

 製造業の生産活動において付加価値を高め、競争力を向上させることは必要不可欠の要素であり、

そのためには設備改善が重要であるが、島根県が行っていた設備投資の助成制度が昨年度をもって

終了した。現在松江市では、ものづくりアクションプラン支援策の「設備導入支援事業補助金」を



 

設けていただいているが、更に設備投資を促すためにも補助金の拡充をお願いしたい。 

 

【回答】 

 「設備導入支援事業補助金」は、企業ニーズの高い施策であり、さらに企業の設備投資を促

進するために、平成 28 年度からは従来の制度に加え「小規模企業者支援事業補助金」、「ソフ

トウェア導入支援事業補助金」の２つのメニューを新設したところです。 

 今後も予算の範囲内において、ニーズに応じた柔軟な予算運用により、効率的かつ効果的な

企業支援に取り組んでまいります。 

（まつえ産業支援センター） 

 

５．小規模事業者の IT化推進について 新 規 

 ＩＴ化推進支援事業として「小規模事業者支援事業補助金」を設けていただいているが、特に 

ＨＰの作成、改修についてのニーズが非常に高いため、小規模事業者のＩＴ化推進のためにも、実

績に基づいた予算の確保を引き続きお願いしたい。 

 

【回答】 

 小規模企業への支援については、平成 28 年度要望を踏まえ、アクションプラン改定に際し

て「小規模企業者支援事業補助金」制度を創設したところです。 

 本制度は、市内製造業の 8 割以上を占める小規模企業の経営持続化を目的として、「人材育

成」「設備導入」「IT 化推進」など幅広い内容をパッケージ化し、より企業ニーズに合った、

利用しやすい支援として設置いたしました。 

 今後も予算の範囲内において、ニーズに応じた柔軟な予算運用により、効率的かつ効果的な

企業支援に取り組んでまいります。 

（まつえ産業支援センター） 

 

６．運送業界における取引環境の改善及び人材確保対策の推進 新 規                                                                  

 運送業界を取り巻く経営環境は、原価管理に基づく適正運賃の収受が困難な上に、安全規制の強

化や環境対策によるコスト負担の増加も加わり、長時間労働等をはじめ、労働力不足の問題も顕在

化し大変厳しい状況に置かれている。そうした状況を考慮し、中小・小規模事業者への若年者雇用

対策の観点から、平成２９年３月から新たに導入される準中型免許の周知をお願いしたい。併せて、

特殊車両通行許可申請手続きに時間を要し、運行計画に支障が生じていることから、道路情報便覧

への市道未収録路線の早期収録をお願いしたい。 

 

【回答】 

若者の地元への就職を促進するために、「合同就職ガイダンス」や「高校生・保護者と地元

企業との交流会」、「高校の進路指導教諭と地元企業との情報交換会」など、若者に地元企業を

知ってもらい、就職につないでいく取り組みを行っているところです。 

運送業界におかれては、こうした場を周知の機会として活用していただき、一緒になって人



 

材の確保をしていきたいと存じます。 

（定住企業立地推進課） 

松江市では、国や県の機関から許可申請のあった案件のうち、市道にかかる箇所について、

通行条件等の協議を受けています。 

回答にあたっては、期限内の回答を遵守しておりますが、協議頻度の多い路線については、

道路情報便覧への収録を検討して行きたいと考えております。 

（管理課） 

 

 

 


