
 

 
 

 

 

 

 

１．茶の湯文化を発信するまちづくりについて 

 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。南殿町一帯の再開発を含め、中心

市街地活性化の視点から、殿町にお茶の文化が集積するようなまちづくり構想に

ついて積極的に支援いただきたい。 

 

【回答】 

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、新たな

商業施設の誘導や駐車場の配置、公共交通の在り方などを含む、殿町を中心とす

るまちづくりのコンセプトや整備の構想を、民間事業者、経済団体や県などの関

係者のご理解、ご協力をいただきながら、検討する必要があると考えています。 

現在、関係行政機関、経済団体などと一緒になって多様な視点で殿町の構想を

話し合う場の設置に向け調整を図っているところです。 

早期の設置に向けて貴所にもご協力をお願いいたします。 

ご提案のありました構想についても、こうした場で議論を行い、できるだけ早

く殿町のまちづくり構想を策定したうえで、市としてもさまざまな支援を行って

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・大山圏域の総合的な発展に向け、圏域のリーダーとして地方版

総合戦略を引き続き着実に実行していただきたい。また、７月に設立した中海・

宍道湖・大山圏域インバウンド機構を中心に、広域観光振興を推進していただき

たい。 

 

【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

ことが地方創生につながるものと考えております。 

また、昨年度から、圏域市長会の事務局体制の強化のため、貴所から職員を派

遣いただいており、深く感謝申し上げる次第です。 
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圏域の総合戦略に位置づけている施策については、インド・ケララ州との経済

交流や山陰いいものマルシェの開催などの産業振興、境港に寄港するクルーズ客

船のおもてなし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、7月に設立しました中海・宍道湖・大山圏域インバウンド機構へも圏域市

長会同様、経済界から職員を派遣いただき、心より感謝申し上げます。 

 官民一体となって立ち上げました本機構を圏域の司令塔に据え、尾道市や今治

市、松山市といった瀬戸内側との広域連携を図りつつ、国内外へのプロモーショ

ン、外国人観光客受入環境整備を加速化させ、誘客を促進していきたいと考えて

おります。 

日本海側の重要な戦略拠点として、行政だけでなく、経済界の皆様とともに総

合戦略に取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続きご指導・ご協力

をよろしくお願い申し上げます。 

（地域振興課・国際観光課） 

 

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。中海・宍道湖・大山圏域経済圏はもとより、更に広域にわたる経

済的発展を図るためにも、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引き続き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

する道路であり、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、災害時や緊急時の避難路や輸送路として、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。 

こうしたことから、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、今後も引き続き要望してまいりたいと考えており

ます。 

また、境港出雲道路の一部である「松江北道路」については、今年５月に幅５

００ｍのルート帯が決定し、現在、平成３０年代前半の新規事業化を目標に、地

元説明会の開催や各種調査・設計、また関係機関との調整を行っているところで

す。 

原子力発電所立地自治体である松江市においては、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あり、こうした松江市の課題を解

決するためにも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」をはじめさまざま

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。 

現在、工事が進められている朝山・大田道路６．３ｋｍは平成２９年度中に、

また多伎・朝山道路９．０ｋｍは平成３０年度中に開通する予定であります。 

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つながる目途がたったところです。また、益田

～県境間の小浜～田万川間が平成２８年６月に計画段階評価の手続きを開始し、

平成２９年８月には須子～小浜間が優先区間に追加選定されたところです。 

山陰自動車道の整備については、沿線の７市で構成する期成同盟会により国に

対して毎年２回の中央要望を実施しており、本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４車線化や付加車線整備などの

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により一定の高速性を保てない状況です。 

 現在、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

すが、国は新たな付加車線設置の基準案に基づき、米子道などが検証路線に決定

し、今後、付加車線の試行設置が行われ、効果が検証されることとなっておりま

す。 

こうした国の検証を見極めながら、付加車線の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広域的な幹線道路であり、

防災・災害対応はもとより、地域間交流の促進にも大きな効果が期待されている

ところであります。 

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２９年度においては馬橋川

周辺の整備工事が継続して行われており、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。 

このうち、万原工区は平成２９年度から事業に着手され、現在、調査や測量が

進められているところです。 

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 

出雲縁結び空港の路線及び便数の拡充や利便性・利用率の向上については、経

済団体や周辺自治体などで組織する「21 世紀出雲空港整備利用促進協議会」を通

じて取り組んでいます。 

平成 28 年度の同空港の利用者数は、これまでで最も多かった平成 25 年度の

834,378 人を大きく上回る 891,889 人となり、過去最高を記録しました。これは、

東京便、大阪便や昨年 7 月に複便化された名古屋便が特に好調であったためと考

えています。 

利便性の向上については、日本航空やフジ・ドリーム・エアラインに対して要

望を行っており、その成果として名古屋便の複便化が実現しました。ご指摘いた

だいた、空港運用時間の延長を伴う東京最終便ダイヤの繰り下げや、名古屋第１

便ダイヤの繰り上げ、国際チャーター便の支援についても、貴所とともに、利用

促進協議会として取り組んでまいります。 

（交通政策課） 

 

４．産業集積の推進 

（１）企業誘致の促進並びに地元企業への支援充実について 

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。

合わせて、人材確保の観点からＵＩ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、産業振興の観点から既存の地元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、優遇制度などを周知し、引き続き島根県との連携を密に

して、貴所の会員をはじめ企業の皆様と一緒に、地元企業の市内移転も含め、企

業立地を推進し産業集積を図ってまいりますので、これまで以上のご協力をお願

いします。 

市外からの立地 IT企業に対しては、ルビーシティ松江プロジェクトを推進して

いる本市として誘致促進の優遇策を講じてきているところです。 

一方で、雇用を伴う新設・増設・移設への支援については、地元企業も対象に



 

含めるなど、これまで拡充をしてきたところです。また、ものづくりアクション

プランによる各種支援策などについても、ぜひ活用をいただきたいと思います。 

地元就職促進の取り組みとして、今年初めて市立女子高の教職員を対象とした、

市内企業の見学会を実施いたしました。学生の進路に大きな影響力を持つ教職員

が松江の企業を知り、その経験を生徒へのキャリア教育において活用することと

しております。次年度以降も継続する予定でありますが、今後は地元企業につい

て生徒の保護者も情報を共有するための取り組みが必要と考えております。 

UI ターンの促進として、首都圏などで行う相談会への参加、人材不足業種のう

ち自ら確保に取り組む建設・介護・情報サービス産業の事業主に対する転居費用

の助成に加え、ふるさと島根定住財団と連携した市内事業所などの見学時の交通

費助成を試みたところです。 

本年度は若者の人材確保について、現在、アクションプランを策定中であり、

地域ぐるみで地元就職の促進に努めてまいります。 

（定住企業立地推進課・市立女子高） 

 

（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る。既に求人を出

しても応募がなく、人手不足が深刻化しており、仕事があってもヒトが居らず

物が作れない、納期を守ることが精一杯という現状で、「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。島根大学学生の地元就職割合は２割～３

割であるが、その大半が地元出身者であることから、地元から島根大学理系学

部へ入学する学生を増やす必要がある。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】 

全国的に「学生の理系離れ」が進んでいると言われていますが、例えば松江市

の中学生が卒業後に理系の高校などに進む割合はここ数年２１％程度でほとんど

変わっていません。また、県立高等学校における理系学科も、県全体の生徒数減

に比して減ったとは言えない状況にあります。さらに、市内の高等学校の進路指

導担当者にも問い合わせてみましたが、高校卒業後に理系を目指す生徒数に大き

な変化はないとのことで、必ずしも「理系離れ」が進んでいるとは言えないと思

います。 

後継者不足は理系に限ったことではなく、文系人材も含め、多くの業種で人手



 

不足となっています。このことは、ハローワーク松江のデータで、商品販売業や

ホームヘルパーなどの介護サービス業、警備員などの保安業、自動車運転業など

で求人数に対して応募者数が大きく不足している状況からも窺え、行政としまし

ても理系・文系を問わず後継者育成のための施策は必要だと思っています。 

その中で、例えば教育委員会では、地元の企業人や自営業の方々を学校に派遣

して、子どもたちに地元で働くことやものづくりの楽しさなどについて語ってい

ただく事業を行っています。 

この事業の実施後に学校から教育委員会に届けられた子どもたちの感想からは、

７０％を越える(72.2%)子どもたちが、それぞれの職に対して興味を持ったり、自

分が働くことに対して前向きな感想を持ったりしていることが窺えます。 

本市の地域経済は、多様な業種・業界によって支えられており、今後も商工会

議所の皆様と一緒になって、人材育成と魅力ある働き場づくりに努めてまいりた

いと考えています。 

（学校教育課・生涯学習課・定住企業立地推進課） 

 

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中海・宍道湖・大

山圏域インバウンド機構と連携して展開している中海・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支援をいただきたい。 

  

【回答】 

観光振興を行うにあたり、広域連携は重要かつ有効な手段であると考えていま

す。 

中海・宍道湖・大山圏域インバウンド機構と中海・宍道湖・大山圏域観光連携

事業推進協議会が連携して行う、情報発信や観光誘客をはじめ、圏域の観光消費

の拡大につながるような取り組みを、引き続き支援していきたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

②民間事業者による『縁結びパーフェクトチケット』や『松江・出雲ぐるりんパ

ス』、『ゑびすライナー』等、圏域を面的に循環させる仕組みが充実してきたとこ

ろである。今後も、当圏域をより快適に周遊できるインバウンド向けも含めたエ

リアパスの作成や、二次交通体系のさらなる充実について、引き続き検討いただ

きたい。 

 

【回答】 



 

「縁結びパーフェクトチケット」については、島根県が外国人観光客向けに通

常３,０００円を１,０００円の特別価格で５月から販売しており、９月までに約

２,５００枚を販売するなど非常に好評で、広島－松江間のワンコインバスとセッ

トでＰＲしています。 

来年の「山陰デスティネーションキャンペーン（山陰ＤＣ）」にあわせ、ＪＲ西

日本が鳥取から出雲の区間を走る観光列車「あめつち」の運行や山陰エリアの特

急・普通列車が３日間乗り放題になる「山陰３デイパス」の発売を予定していま

す。 

また、ＪＲ西日本のＩＣカード乗車券「ＩＣＯＣＡ」は、平成２８年１２月か

ら松江・米子・伯備地区（出雲市～伯耆大山駅間、根雨駅、生山駅、新見駅）で

の利用が開始されていますが、平成３１年春には、ＪＲ境線（米子～境港間）に

も「車載型ＩＣ改札機」が導入され、ＩＣカードが利用できるようになる予定で

す。 

今後、ＩＣカードも含め、エリアパスや二次交通の充実について、市長会・圏

域ＤＭＯとも十分に連携し、バス事業者や周辺自治体などとともに調査研究を進

め、実現に向け努力してまいります。 

（観光文化課・交通政策課） 

 

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】 

サイクリングについては、島根県が作成したサイクリングマップや、松江を拠

点にして周辺のサイクリングコースを周遊してもらうために本市が作成した「松

江サイクリングガイド」がサイクリストに好評を得ています。 

また、現在、尾道市、今治市と連携してサイクリングをテーマに外国人観光客

の誘客に取り組んでおり、台湾の旅行会社との商談会やサイクリング協会への情

報提供、ブロガーの招聘によるブログでの情報発信などに取り組んだところであ

り、今年度は、サイクリストを招聘し、自然景観を楽しみながら、その土地なら

ではの食や伝統文化などを体験していただき、その魅力を情報発信してもらう予

定です。 

 「花」をテーマにした取り組みについては、本市が活動を支援している「山陰・



 

山陽花めぐり街道協議会」において、フジトラベルサービスによる旅行商品を期

間限定で販売したところであり、さらに、岡山の後楽園やバラ園などが新規で加

入を検討するなど、広域的な観光誘客の取り組みが広がりを見せているところで

す。 

こうした“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

ールを生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、観光誘客につな

げたいと考えています。 

さらに、国内外からの集客地である広島を中心とした松江－広島－松山のコー

スについても、「城」をテーマにバスとフェリーを活用した周遊コースなどを検討

していき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、中海・宍道湖・大山圏域インバウンド機構

を中心に、引き続き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

ション活動を積極的に支援していただきたい。 

  

【回答】 

インバウンド観光推進については、引き続き、中海・宍道湖・大山圏域インバ

ウンド機構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、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】 

昨年度は広島・松江間高速バス（片道料金 500 円）の外国人の利用者数は 3,369

名で、一月当たりの利用者数は事業実施前の 4 倍となるなど、広島方面からの誘

客に一定の効果があったものと考えています。今年度も、インターネット（協会

ＨＰ、ＳＮＳ）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

度が高まり、4 月から 9 月までの利用者数は昨年同時期と比較して約 2 割増加し、

年間では 4,000人近くになると見込んでいます。 

 また、外国人利用者に対するアンケート調査により、広島空港からの来日が多

いこと、高速バスの情報源はインターネットが多いこと、高速バスの格安料金も



 

松江訪問の動機付けになっていることなどがわかりました。今後、さらにデータ

収集、分析を行い、ＰＲ戦略につなげたいと思います。 

 広島は年間 117 万人もの外国人観光客が訪れるエリアです。また広島空港は、

今年 10月に就航したシンガポール路線を含め、５つの国・地域と結ばれ、多くの

外国人を迎え入れる玄関口となっています。こうしたことから、広島方面から松

江市や圏域に誘導していくために、広島－松江の縦軸ルートの認知度を高めてい

くための取り組みを継続的に展開していくことが重要と考えております。 

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の利用拡大を図り、さらなる誘客につなげていきたいと

思います。 

 来年度についても、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） 

 

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

ってさまざま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、昨年度までに縁結びスマートナビ Wi-Fi スポッ

トを市内に 45か所整備したところです。 



 

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）史跡松江城の整備並びに松江歴史館の活用について 

 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

実に基づいた史跡松江城の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】 

本市では、これまでの学術的調査研究や史実に基づき、平成 26年 3月に松江城

天守、平成 29年 3月には史跡松江城の保存活用計画を策定しており、この計画に

基づき天守の耐震化や展示の見直し、史跡内の石垣の解体修理や本丸・二之丸を

中心とした環境整備など、松江城の価値を高める整備を年次的に実施することに

しています。 

 同時に、市史編纂事業のうち松江城調査研究部門の集大成として別編「松江城」

を平成 29年度末に発刊するとともに、松江市史研究やふるさと文庫の出版、松江

市史講座の開催などにより、松江城の価値を市民により分かりやすく伝えていく

事業も継続して行っていきます。 

 今後とも、学術的調査研究を一層進め、その成果を基に、国宝松江城を世界遺

産へ登録する取り組みなどを通じて、その価値や評価を一層高める取り組みを進

めていく考えです。 

 また、これまでの「歴史を活かしたまちづくり」の取り組みが市民をはじめ、

市外在住の松江市出身者の皆様を中心に着実に浸透しつつあり、多くの皆様から

歴史資料の寄託や寄贈の申出をいただいています。今後とも松江歴史館を中核に、

後世に引き継ぐべき貴重な歴史資料の収集、研究に努めるとともに、その成果を

効果的に展示し、国内外に情報発信することで、松江歴史館の魅力をさらに高め

てまいります。 

 なお、今年は 9月 19日から 11月 19日まで、東京の日比谷図書文化館で千代田

区と共催で特別展「松江城と江戸城」を開催し、松江城を全国発信すると同時に、

そこに出品した「松江城天守雛形」や「極秘諸国城図」などを収蔵する松江歴史

館についても、積極的に PRを行うことができたところです。 

（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」「大山開山１３００年」

「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】 

松江城国宝化以降、テレビ番組や雑誌などさまざま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。 

平成２９年度には「山陰デスティネーションキャンペーン（山陰ＤＣ）プレキ

ャンペーン」、「トワイライトエクスプレス瑞風」の運行という全国的な注目を集

める機会を得たことから、“松江水燈路の期間延長”や“観月茶会”などの特別

企画の実施、「瑞風」乗客の武者によるおもてなしを実施するなど、ＪＲや島根

県と連携した戦略的な観光プロモーションを展開しております。 

平成３０年度は「不昧公２００年祭」をメインイベントに、７～９月の「山陰

ＤＣ」や４～９月のＪＴＢグループによる国内旅行キャンペーン「日本の旬」が

あり、その翌年には「ホーランエンヤ」や「アフターＤＣ」を控え、全国的な注

目を集める絶好の機会であることから、ＪＲや島根県、「大山開山１３００年」

を迎える鳥取県、観光事業者が一体となって戦略的な観光プロモーションに取り

組むとともに、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・

宿泊につな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き続きの支援と、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「Ｍ

ＩＣＥ」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１,１００万人と年間宿泊客数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、官民で組織する「松江市誘客推進

協議会」に対して支援をしています。 

今年度は、昨年度実施したＳＮＳを活用したマーケティング調査結果を観光協

会や旅館組合などの関連団体と共有し、連携した情報発信に取り組むと同時に、

玉造温泉が中心となって取り組んでいる「学生旅行」の誘致助成に取り組みます。 

また、「食」をテーマにした冬季誘客イベントである「まつえ食まつり」や「か

に小屋」などについては、県外からの誘客を強化するため、旅行会社への働きか

けを強化し、旅行パンフレットへの掲載や企画商品化に取り組みます。 

ＭＩＣＥや合宿については、平成２８年度は９３件を誘致し、特に国際会議は

全国１５位の件数になっています。平成２９年度も国際会議が１７件、全国規模

を４２件予定しており、コンベンションビューローや島根県などの関係団体とも

連携を図りながら、観光消費の拡大につなげたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

新 規 

（５）ホーランエンヤへの支援とＰＲ活動の強化について 

平成３１年５月開催予定のホーランエンヤは、松江市の知名度アップと観光 

客誘致に繋がる絶好の機会である。しかし、その運営には多額の資金を要するた

め、当所としても奉賛会や募金委員会を立上げ全力を挙げて支援するとともに、

地元活性化に繋がる事業を展開する考えである。松江市におかれては、従前に増

して全国に向けた積極的なプロモーション活動を展開していただきたい。 

 

【回答】 

ホーランエンヤについては、観光誘客において全国から注目を集めることは周

知のとおりです。 

また、松江市指定の無形民俗文化財であるホーランエンヤ櫂伝馬踊りの伝承と

いう観点からも本市として全力で支援してまいります。 

 平成２１年に開催された前回以降、やまなみ街道の全線開通、出雲空港と愛知

県小牧空港を結ぶフジドリームエアライン(ＦＤＡ)の就航など、山陽圏、中京圏

を結ぶ新たなアクセスルートができるなど、さらに県外から誘客できる要素が増

えました。 

また、インバウンドも好調な現在、日本の古くからの伝統文化行事であるホー

ランエンヤは、外国人に向けてＰＲしていく素晴らしい素材であるとともに、開

催がオリンピック・パラリンピックの前年であり、絶好の機会であると考えてい

ます。 

こうしたことから、全国に向けた情報発信については、今後、県人会や市人会

でのＰＲ活動はもちろん、各地で開催される観光情報説明会や旅行会社への営業



 

活動など、前回にも増してさまざまな機会を通じた全国展開を行っていきたいと

考えています。 

（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 

縁むすびスマートナビは着地型のツールとして圏域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。合わせて、圏域での一体的な運用を図るべく広報推進

に対して市長会への働きかけをお願いしたい。 

 

【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、多くの観光客に利用いただけるもの

と期待しております。 

松江市観光協会の外国語ホームページ（VISIT MATSUE）にも「縁むすびスマー

トナビ」の PRを掲載しておりますが、圏域の観光協会など関係機関のホームペー

ジや SNSなどで PRをするなど、中海・宍道湖・大山圏域で一体となって、一層の

利用拡大を図りたいと考えています。 

（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、縁むすびスマートナビの圏域における整

備を決定され、４月より広域での運用が開始されている。さらなる利便性向上と

利用拡大を図るため機能の充実に対して市長会への働きかけをお願いしたい。 

 

【回答】 

縁むすびスマートナビについては、今年４月から中海・宍道湖・大山圏域の着

地型観光情報ツールとして運用を開始したところであり、本市としてもイベント

情報を松江観光協会と連携して情報掲載するなど、利用促進に努めているところ

です。 

 今後は、カテゴリー別やターゲット別でのイベント情報の提供や飲食店情報の

充実など、さらに内容を充実させる余地があると思われることから、貴所とも連

携して、圏域市長会の観光担当課長会などで、機能の充実について具体的に検討



 

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 

中心市街地の活性化については、平成２４年度に作成された「第２期中心市街

地活性化基本計画」を基に進められていますが、平成２９年度が期限であるため、

引き続き松江市中心市街地活性化協議会と連携を図りながら、新たな支援施策を

ご検討いただきたい。 

 

【回答】 

2期中心市街地活性化基本計画につきましては、計画期間の最終年度となり、同

計画に掲載した 94事業のうち、90事業が終了しております。 

その結果、同計画に掲げた 5 項目の数値目標のうち、定時ガイドコースの参加

数と空き店舗数は達成できましたが、宿泊客数、市街地の通行量、人口の社会増

減については達成が難しい状況です。 

今後、目標を達成するにあたり、宿泊客数増に向けては、体験型観光の商品づ

くりなどにより、平日や閑散期の誘客対策を講じるとともに、滞在日数を伸ばす

など、官民が一緒になり、取り組んでいきたいと考えております。 

また、通行量と社会増の実現に向けては、中心市街地活性化計画に加え、新た

に策定する立地適正化計画の中で、都市機能誘導区域を定めた上で、有効な施策

を検討・実施したいと考えています。 

具体的には、殿町周辺やＪＲ松江駅前を重点エリアと位置づけ、民間活力を導

入しながら生活機能の向上やまちの魅力の創出を図り、併せてミニ開発などの居

住誘導策を促進することによって目標指数の実現に努めてまいります。 

新たな中心市街地活性化基本計画にあっては、国の支援の柱となっている民間

主体の地域活性化に資する事業が欠かせません。 

今後は、立地適正化計画と整合性を図りながら、松江市中心市街地活性化協議

会と緊密な連携のもとで策定を進めてまいります。 

（商工企画課・都市政策課・建築指導課） 

 

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

所の松江水縁プロジェクトチームで賑わいのある空間作りを検討している。今

年度も引き続き、実現に向けた支援をいただきたい。 

 

【回答】 



 

大橋川改修を契機とした「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、さまざま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

いてはさまざまな法規制や基準などがありますが、「水の都・松江」らしい水辺空

間のありかたや、松江駅から大橋川、カラコロ広場、松江城へと続く導線の賑わ

いづくりなどを踏まえた整備を進めることは大変重要であると考えています。 

今後も、市民の皆さんにとって利活用しやすい水辺空間の形や使い方について、

貴所を始め、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松江駅前周辺整備構想検討委員会における提案にもとづき、ＪＲ松江駅前

が充実した機能や役割を備えたエリアとなるよう構想実現に向けて引き続き取

り組んでいただきたい。 

 

【回答】 

JR 松江駅前周辺整備構想の検討を進めるにあたって、地権者の意向や地価の動

向、そして駅前における人の動線などの現状を調査、把握しながら、ご提案いた

だいたアイデアも参考にして、松江駅前に求められるさまざまな機能やエリア配

置などについて検討いたします。 

 魅力ある松江駅前の創出に向けて、引き続き貴所と連携して検討を進めてまい

り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商品開発等支援  

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、大消費地の小売店バイヤーを招聘した商談会の開催や、事業者にとって首都

圏等でのマーケティングとなるような催事やプロモーションの実施につき、関係

機関との連携により取り組まれたい。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】 

昨年に引き続き、今年も１０月３１日に貴所や商工会と連携し「松江市産品商



 

談会」を開催いたしました。地元の１１事業者が首都圏のバイヤー３社に対し１

７品を提示して商談を行い、３事業者の８品目についてバイヤーの感心を得たと

ころです。 

参加された事業者からは、取引の成立は未定ながらも、人（バイヤー）と人（事

業者）がつながったことに評価をいただき、来年以降の商談会開催を期待されて

おります。 

地産地消・地産外商を進めるためにも販路の確保が重要であり、島根県、圏域

市長会、本市を含めた関係団体が開催する商談会などを通じて、県内外の消費者

ニーズをしっかりと受け止め、連携した取り組みを進めてまいりますので、貴所

におかれましても引き続きご協力いただきますようお願いいたします。 

（商工企画課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

詳 細 項 目 

 

 都 市 基 盤 整 備 

 

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、引き続き関係団体など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（廃石綿など）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、特に市立病院跡地については、中心

市街地の重要な位置にあり、市民の関心が高いことから、売却残地や移転後のＮＨＫ建物

跡地を含め活用策を早期に検討いただきたい。 

 

【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、平成２７年度末に、日本放送協会（ＮＨＫ）と売却について

基本合意に至っており、現在はこれに基づいて地中杭の撤去工事が始まっています。工事

終了後は、速やかに売却の手続きを進める予定です。   

売却残地については、地元など関係者の意見もうかがいながら活用策を検討してまいり

ます。 



 

 なお、移転後のＮＨＫ跡地の利用方法については、所有者であるＮＨＫにおいて検討さ

れるものと承知していますが、基本合意に基づきＮＨＫ移転後も協議を行ってまいります。 

（政策企画課） 

 

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。 

今年度につきましては、矢田踏切付近から上流に向かって約１２０メートル区間を改良

する計画でしたが、国の進捗状況により、来年度施工となります。今後も護岸整備の完了

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、今年度も本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、鉄工団地など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 28

年度末現在で、住宅用 2,114件、事業所用 17件、合計 2,131件で、合計電力容量は約 9,840kW

となり、電力量に換算すると約 9,748,850kWh で、約 2,700 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

ー導入にあたって課題と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）・民生用燃料電池（エネファーム）を対象設備に追加しました。さらに、平成 29年



 

度には、蓄電池設備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など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、適切な配置設計のもと、中心市街地の緑化を積極的

に行っていただきたい。また、昨今の猛暑による熱中症の増加対策のため、緑化とあわ

せ、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、関連団

体等の協力を得ながら引き続き積極的に実施していただきたい。 

 

【回答】 

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

の視距確保を重視した新基準に改正されたことから、新基準を考慮しながら設置する必要

があると考えております。 

また、舗装構造での熱環境改善につきましては、景観に配慮しつつ保水性などが期待で

きる舗装を歩道部に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、このような状況を勘案し、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。 

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

に行ってまいりますが、引き続き道路愛護団など、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、公共交

通機関でのＩＣカード決済、モバイル決済の導入について、圏域ＤＭＯ等と連携しながら

調査研究を行い、早期実現をお願いしたい。 

 

【回答】 

交通ＩＣカードについては、平成 28 年 12 月からＪＲ山陰本線に「ICOCA」が導入され

たところです。いわゆる「10（テン）カード」との互換性を有するＩＣカードなどを市内

路線バスなどの二次交通に導入すれば、市民はもとより、松江を訪れる国内外の観光客、



 

ビジネス客がスムーズに移動できるようになり、利便性が大きく向上すると考えています。 

今後、圏域ＤＭＯとも十分に連携し、バス事業者や周辺自治体などとともに調査・研究

を進め、実現に向けて努力してまいります。 

（交通政策課） 

 

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。 

本年９月には、社会資本整備審議会道路分科会の国土幹線道路部会において、国から「高

速道路の安全性を確保し使いやすさを向上するための賢い取組みの方向性(案)」が示され

ました。今後の高速道路の料金については利用者目線で有料・無料の整理を行うことが検

討課題とされています。 

こうしたことから、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などの関係機関に対し、本年１０月に高速道路料金政

策の改善について要望を行いました。 

本市としましても、観光振興などの地域活性化には高速道路の活用は不可欠であるため、

高速道路料金については地域の実情に応じた料金施策を講じていただくよう、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】 

本市では、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、学校ごとなど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などへ、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。 

このような地域での取り組みのおかげもあり、本市での自転車事故については、5年連

続で件数及び全事故に対する割合も減少しておりますが、依然として事故は後を絶ちませ

ん。 

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、松江警察署などの関係機関・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 

 中国やまなみ街道サイクリングコース起終点の松江市には、国宝松江城、さらには大山、

中海などサイクリストにとって魅力的な観光地が豊富に存在する。そのような中、引き続

き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に取り組んでいただきたい。ま

た、島根県や関係機関などとの連携により、案内表示や「ご縁サイクルステーション」の

整備と、走行環境の充実を図り、サイクリングによる観光誘客に取り組んでいただきたい。

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】 

本市には、松江しんじ湖温泉駅が起終着点になっている「やまなみ街道サイクリングロ

ード」や「中海周遊サイクリングコース」があるほか、周辺にも「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り、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が豊富にあります。 

こうした環境を生かし、松江を拠点にして周辺のサイクリングコースを周遊してもらう

ことを目的に、「松江サイクリングガイド」を作成し、サイクリストから好評をいただい

ているところです。 

また、松江・境港・隠岐観光振興協議会では、平成２９年度にＷＥＢサイトを制作し、

圏域のサイクリング情報を掲載する予定であり、島根県が制作を予定しているサイクリス

ト向けＷＥＢサイトなどとも連携しながら、サイクリストから要望が出ているサイクルス

タンドのある観光施設や観光情報などを掲載し、情報発信を強化したいと考えています。 

ご縁サイクルステーションについては、本市の民間事業者の登録施設が徐々に増加する

など、サイクリスト向けの環境整備が少しずつ進んでいるところです。 

今後も引き続き、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） 

 

 

産 業 振 興 

 

１．地元公共施設への地元産木材使用について 

「玉湯まがたま学園」において地元産木材利用の方向が示された。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をお願いしたい。また、これに伴う予算確保、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】 

 平成 25年 11月策定の「松江市木材利用行動計画」により、公共建築物などにおける松

江市産及び島根県産木材の利用を具体的な目標を掲げ、木造化・木質化の推進を図ってい

るところです。 

 平成 28年度までの 3年間では、利用実績が伸び悩んでいますが、平成 33年 4 月開校予

定の「玉湯まがたま学園」整備において、松江市産木材を含む島根県産木材で整備する計

画としており、必要材積は 5,000ｍ3を超える使用量を見込んでいます。 

 適正な納期・工期を確保するため、建築工事と分離発注し工事着手前に準備することと

し、平成 29 年度から一般社団法人松江市木材協会（島根県木材協会松江支部）と木材調

達の契約を行うこととなりました。 

 公共建築物などの整備には、今後も積極的な地元産木材を活用するため、木造化・木質

化に努めてまいりたいと考えております。 

（農林基盤整備課・教育総務課） 

 

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で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、引き続き情報収集いただくとともに、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】 

 地元農機具メーカーにおいては、海外資本と共同での海外調達を開始されたと伺ってお

り、現在、島根県、商工団体、その他の支援機関と連携を図り、その影響について情報収

集を行っております。 



 

 現時点では、大規模な受注量の減少などは確認されておりませんが、品質やコストの比

較検討により、さらに海外調達が進められたり、コストダウン要請が厳しくなる可能性は

あるものと考えております。 

 市といたしましても、国県市などのさまざまな支援制度の活用により、農業機械製造関

連企業の競争力強化を支援するとともに、引き続き情報収集・提供に努め、状況に応じて

地元発注量の維持・継続のための支援に取り組んでまいります。 

（まつえ産業支援センター） 

 

（２）中国・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 

中国横断自動車道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。また、平成２８年度からは愛媛地域への販路開拓

を視野に企業視察を実施し交流を模索しているところである。今後一層山陽、四国側と

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】 

 商工会議所と商工会が連携して進めてこられた、中海・宍道湖・大山圏域内の連携や、

尾道松江線により結ばれた備後・四国地域との産業間連携の取り組みが実を結び始め、具

体的な取引につながってきているものと承知しております。 

 本市としましても、引き続き、圏域内商工団体の主催される広域的な産業交流事業に参

画し、情報共有を図るとともに、圏域ビジネスマッチング商談・展示会へのエントリー企

業招致活動などを通じて、商工団体と一緒になって、さらに多くのビジネスの機会が創出

されるよう取り組んでまいります。 

（まつえ産業支援センター） 

 

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、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

の回復に引き続き積極的に取り組んでいただきたい。 

 

【回答】 

 宍道湖では、漁業者自らが「大和しじみ」の資源保護のため、シジミの産卵期に採苗器

によって稚貝を採集し、成育可能な浅場に放流する取り組みを行っているところです。漁



 

獲量は、資源を守るための操業規制を行っているので、大幅な増加は見込めませんが、わ

ずかながら増加傾向という状況です。 

 中海のサルボウガイは、中海産養殖「赤貝」として、現在は 12地区、53名の漁業者が

携わっておられます。採苗・養殖技術の向上、生産・出荷作業の省力化、施設の維持拡大

など多くの課題解決に取り組みながら生産量の増大を目指しているところです。 

 市としましては、こういった資源保護・増大の取り組みに支援を続けてきたところであ

り、今後も引き続き実効性のある取り組みには、漁協や関連機関と連携を取り積極的に支

援していく考えであります。 

 貴所会員事業所の皆様におかれましては、水産物を活用した加工品や土産物の開発に積

極的に使用していただきますようお願いいたします。 

（水産振興課） 

 

４．ふるさと納税制度の充実について 

ふるさと納税制度において、寄付者への返礼割合が抑えられる中、寄付者に提示する商

品群を増やすことは、地元企業の商品利用による地域活性化に繋がるだけでなく、国際文

化観光都市・松江をＰＲする絶好の機会でもある。今後とも多彩な特産品の確保や松江な

らではの観光サービスを導入してアイテム数の増加に努めていただきたい。 

 

【回答】 

 ふるさと納税につきましては、皆様のご協力により、返礼品の品数が増え、昨年度は約

9,000万円ものご寄附いただくことができました。心より感謝申し上げます。 

さて、「ふるさと納税」は、自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、こ

れから応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するため

の制度として始まりました。 

返礼品は、寄附の「お礼」として特産品をお返しすることで、特産品を全国に広くＰＲ

できるという利点がございますので、貴所や商工会など関係の皆様と連携し、さまざまな

返礼品を用意していくとともに、今年度から開始した水郷祭や RubyWorld Conference と

宿泊をセットにするなどの松江ならではの返礼品も増やしたいと考えております。 

また、ふるさと納税の使い道についても、松江市への関心を高め、訪れてみたいと思っ

ていただける方が増えていくよう取り組んでまいりますので、引き続き、ご指導・ご協力

をお願いいたします。 

（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

ついても同様の取り扱いとしております。 

あらかじめ受注を希望する業者を募り、参加資格審査の後、指名をして入札に参加する

受注希望型指名競争入札を採用しており、そ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としております

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） 

 

 

観 光 振 興 

 

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 

松江城周辺のライトアップ整備については常設化に向け調整頂いている。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・

旧跡の常設ライトアップ整備について、引き続きお願いしたい。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】 

 今年の水燈路は、ＪＲグループによる「山陰デスティネーションキャンペーン（山陰Ｄ

Ｃ）」の特別企画として、９月から１０月までの２か月間に日程を延長して実施し、ＪＲ

の情報発信力を活用し、情報発信の強化に取り組みました。 

 また、県庁舎のライトアップによる「結いとうろ」や松江しんじ湖温泉での行灯設置な

どに加え、今年は、東本町１丁目から３丁目の中央通りや美保関の青石畳通りでも行灯に

よるライトアップが行われるなど、ライトアップのエリアをさらに拡大したところです。 

 さらに、「まつえらんど」やカラコロ工房での「粋に呑まＮｉｇｈｔ！」開催に加え、

今年は、塩見縄手での鼕の練り歩きといった新しい取り組みを行うなど、官民連携して賑

わいの創出に取り組んだところです。 

ライトアップ常設化については、水燈路のコンセプトを踏まえた常設化工事を今年度か



 

ら年次的に取り組む予定にしており、今年度は、馬溜から二ノ丸上の段にかけて工事を実

施します。 

来年の「不昧公２００年祭」や「山陰ＤＣ」の開催を踏まえ、水燈路の充実や常設化の

実施によるライトアップにより、年間を通じた夜の魅力を創出することで、観光誘客と観

光消費の拡大につなげていきたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

（２）観光施設等を訪れる観光客の駐車場対策 

  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松江駅と松江城周辺の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。また、大手前駐車場において周辺の駐車場を案内しても、移

動されない利用客も多い。観光客へのおもてなしという観点からも、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Ｗ

ＥＢ発信、渋滞解消を念頭に置いた料金体系の見直しなど）を実施されるとともに、合

わせて有効な対策検討のための官民による対策委員会を設置していただきたい。 

 

【回答】 

駐車場対策としては、土日祝日には県庁前周辺に警備員を配置し、周辺駐車場マップ

の配布や誘導看板により空いた駐車場への効率的な誘導案内を行っています。あわせて、

平日を含めたゴールデンウィークやお盆の繁忙期は旧県立プール跡地や民間団体の駐車

場を臨時無料駐車場として開設し、無料シャトルバスの運行も行いました。 

また、事前に駐車場状況を提供するため、松江城大手前駐車場、城山西駐車場、県民

会館有料駐車場には満空情報配信システムを導入しており、スマートフォン（縁結びス

マートナビ）やカーナビ、パソコンで最新の情報がご覧いただけます。 

さらに周辺の民間駐車場の駐車場位置や収容台数、料金システムについても、ＷＥＢ

を活用して情報提供を行っております。 

「不昧公２００年祭」や「山陰ＤＣ」を開催する来年度も、引き続き松江城周辺の駐

車場対策に取り組む予定です。 

現在、関係行政機関、経済団体などと一緒になって多様な視点で殿町の構想を話し合

う場の設置に向け調整を図っていますので、駐車場対策については、そのなかで検討し

たいと考えています。 

（観光文化課・都市政策課） 

 

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。松江市におかれては塩見縄手への乗船場増設を決定

されたことから、周辺観光地や商業地のにぎわい創出につなげていただきたい。 

 また、堀川遊覧船を活用した「まち歩き観光」の推進のため、乗船場の増設やコース

の拡大を早期に実現していただきたい。 

 

【回答】 

「不昧公２００年祭」に合わせ、来年秋に、堀川遊覧船の乗船場を塩見縄手に設置する

予定です。 

今年１０月には、塩見縄手周辺の事業者により、まちづくり組織「松江お堀端美観地区・

結びの会」が結成され、今後、観光マップや看板、ロゴマークの制作、ＳＮＳやホームペ

ージでの情報発信などに取り組まれる予定です。 

「結びの会」や貴所などとも連携し、塩見縄手に降りたいと思わせるコンテンツ作りや

おもてなしの充実などに取り組むことで、塩見縄手周辺の賑わい創出や観光消費の拡大に

つなげたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

（２）夜間運行の拡大と軽食の提供 

 平成２７年度より「まつえ食まつり」にて軽食の提供、水燈路時の夜間運行を行われ

ているが、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食

の提供について、早期に実現していただきたい。 

 

【回答】 

 堀川遊覧船の夜間運航については、水燈路の「山陰デスティネーションキャンペーン（山

陰ＤＣ）プレキャンペーン」特別企画の一環として、今年から旅行会社向けの商品として、

松江城の夜間登閣と夜間運航のセットプランを販売するなど、夜間運航のＰＲと利用促進

に取り組んだところです。 

 軽度の飲食については、「まつえ食まつり」で好評を得ている「松江堀川グルメ船」の

運航を、今年度も内容を充実させて実施したいと考えています。 

また「不昧公２００年祭」の企画として、平成３０年４月～１２月の期間で、遊覧船上

でお茶と和菓子を飲食できる「茶の湯遊覧船」の運航も計画しています。 

通年での夜間運航や軽度の飲食については、「山陰ＤＣ」での夜間運航や「不昧公２０

０年祭」での「茶の湯遊覧船」などの利用状況などを踏まえて、引き続き研究したいと考

えています。 

（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 

「第４次松江市歩道整備計画」が平成２９年度末を以って終了する。通行者の安全確保



 

の観点から引き続き着実な通行環境整備を推進していただき、新たに「第５次松江市歩道

整備計画」の早期策定を検討していただきたい。策定に当たっては「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」並びに平成２６年に制定

された「自転車安全利用条例」に基づき、国・県とも連携を図り、観光客を含めた通行環

境整備を推進していただきたい。 

 

【回答】 

現在、「第 5 次松江市歩道整備計画」の策定作業に取り組んでいるところであり、平成

30年 3月に策定予定としています。 

次期計画についても、現行の第 4次計画同様、自転車の通行環境整備について盛り込む

こととしております。 

また、第 5次松江市歩道整備計画策定委員会に、道路管理者の立場として、松江国道事

務所並びに島根県松江県土整備事務所からも委員が選出されておりますので、次期計画策

定後も引き続き、国・県・市が連携して、松江市民や松江を訪れる観光客の皆様方が、安

心・安全に利用できる歩行環境や自転車通行環境の整備に取り組んでまいります。 

（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、

不昧公にちなむ茶の湯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・支援をいただきたい。また、新商品の開発にあわせて、まち歩き観光の中で触

れたり、販路開拓につながる仕掛けづくりへの支援、取り組みをお願いしたい。 

 

【回答】 

「不昧公２００年祭」の記念事業として、平成３０年４月～６月に東京・三井記念美

術館で、９月～１１月に島根県立美術館で「没後２００年 松平不昧展（仮称）」を開催

いたします。また、９月～１０月には、茶道１１流派１４団体の協力を得て、１４０席、

２,３００人規模の「２００年祭記念茶会」を開催いたします。菅田庵の修復事業にも

着手しており、平成３１年度秋には、お披露目と記念茶会を計画しています。 

新商品開発や販路開拓については、身近にお茶を楽しめる「お手軽茶道具セット」の

開発と雑貨屋などでの販売、２００年祭記念菓や新感覚の和菓子の制作と各種茶会やカ

フェなどでの提供など、新商品開発と販路を結び、またその商品がまち歩きの中で購入

できるような仕掛けづくりを引き続き行ってまいります。 

また、茶の湯に関わる商品の販売促進ＰＲの一環として、この度制定することが決ま

った「茶の湯の日（４月２４日）」も積極的に活用し、生活文化産業としての茶の湯の



 

発展にもつなげてまいります。 
（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」において様々なイベントが計画され、観光客や市民の

関心も高まっている。会場の一つである松江歴史館が「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、茶道を通じて子ども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も引き続き実施していただきたい。 

 

【回答】 

松江歴史館では、茶の湯文化をわかりやすく紹介する茶の湯講座や暦にあわせて季節

のお茶を楽しむ月例茶会などを計画しており、市民はもとより、観光客や若い世代が、

不昧公の足跡や茶の湯文化に気軽に触れられる拠点として、イベントや情報発信を展開

してまいります。 

茶道学習支援については、市内外の高校茶道部が交流と呈茶を行う高校生茶道、小中

学校やＰＴＡなどと連携した茶の湯体験教室などを計画しており、これらの事業を通じ

て次世代育成と茶道文化の発展的継承につなげてまいります。 

（観光文化課、松江歴史館） 

 

中 小 企 業 創 造 育 成 

 

１．公共工事事業の予算確保について 

（１）普通建設事業費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３０年度公共工事予算については、平成２９年

度の普通建設事業費の合計額を上回る予算確保に努めていただきたい。 

 

【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） 



 

 

 

（２）除雪作業の適正な予算確保について 

  経営環境の悪化にともない、除雪機械を自社所有でなく、必要な時期にリースで対応

する企業が増えている。また、除雪機械のリースは、大雪の前後に問い合わせが集中す

るため、必要な台数を確保することが非常に困難な状況である。そのため、大雪が降る

という見込みで、１２月頃から長期間リースで確保しなければならず、待機コストが増

加している。この状況を鑑みて、リース期間など実態にあわせた単価設定をお願いした

い。 

 

【回答】 

 冬季の除雪作業などの単価につきましては、島根県除雪単価を基準に設定をしておりま

すが、新たな単価設定など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などに基づき、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）適切な工期の設定並びに、発注時期の平準化について 



 

  平成２９年６月に閣議決定された、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する

基本的な計画」で示されているとおり、長時間労働の削減、週休二日の推進等の休日確

保、適切な賃金水準の確保等、つまり、「働き方改革の推進」が求められている。長時

間労働の削減ならびに週休二日の推進をするため、今まで以上に工期に配慮いただきた

い。 

  また、例年公共工事の繁忙期と閑散期の落差が大きく、年度末に集中している状況が

ある。そのため建設業界及びその他関連する業界においても、労働力の確保や人材育成

に困難をきたしている。発注時期及び工期が一時期に集中しないよう、平準化をお願い

したい。 

  ①大型連休を考慮した見積り期間の適切な設定 

②学校における夏季休暇中の短納期工事等の工期設定の見直し 

③年間を通じた工事の発注時期の平準化 

 

【回答】 

 公共・民間含めすべての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期

設定などが行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガ

イドライン」が平成 29年 8月 28日に策定され、受注者の役割、発注者の役割、施工時期

の平準化、社会保険の法定福利費や安全衛生経費の確保、下請契約における取り組みなど

が示されました。 

 県においては、本ガイドラインに沿った適正な工期設定のため、10 月 1 日以降発注す

る工事に対し、工事の準備期間、後片付け期間を工種ごとに設定するなどの、積算基準の

改定を行いました。 

 本市におきましても、10 月 1 日以降起案する工事から適用することとし、積算基準の

改定を行いました。 

①大型連休を考慮した見積り期間の適切な設定につきましては、休日と祝日を挟む平日も

連休期間と解し、工事の現場着手時期や議会への議案上程時期なども考慮し、適切な見

積り期間の設定に努めてまいります。 

②学校における夏季休暇中の短納期工事などの工期設定の見直しにつきましては、工事の

発注規模も考量し適正な工期設定に努めてまいります。 

③年間を通じた工事の発注時期の平準化につきましては、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。 

本年度におきましても、繰越明許の活用により、年度当初の工事の閑散期での工事施工

を図るなど、年間を通じた工事の平準化に努めてまいります。 

（建設工事監理室） 

 



 

 

（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引き続き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ます。今後も引き続き同様な資格要件で発注して

まいります。 

（上下水道局） 

 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おり、今後も同様

に発注してまいります。 

（ガス局） 

基本的には、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、バスカードなど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きましては、市が設けている入

札参加資格要件を満たす事業所に引き続き発注してまいります。 

（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契約の導入につ

いて引き続き研究いただきたい。 

  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が、製造

請負の取り扱いについて、引き続き研究してまいります。 

また、最低制限価格の導入につきましては、本市においてはダンピングが発生している

状況にないことや、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。 

（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 

公共工事の品質確保の促進に関する法律にもとづいて、工事監理による適切な品質の

確保が求められている。設計内容に即した適切かつ確実な施工のため、今後設計者への

設計内容や意図の確認、「三者（設計者、工事管理者、工事施工者）会議」への参加を

求められることが予想される。ついては、それらの業務について、工事監理業務または、

設計意図伝達業務として発注業務内容に盛り込んでいただくと共に、適切な業務単価を

設定していただきたい。 

 

【回答】 

 本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。 

 平成 27 年 4 月に改正品確法に基づく発注関係事務の運用指針により、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ま

した。 

 本市としましては、特殊な案件で品質確保の観点から専門知識を有する者の関わりが重

要な場合には、工事監理業務の委託を行っているところであります。 

また、設計思想の伝達及び情報共有を図る手段として、三者会議などが有効であること

は認識していますので、必要に応じて開催することとし、それに必要な経費については、

適切な業務単価を設定するように努めてまいります。 

（建設工事監理室） 

 

（６）松江市上下水道局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】 

市と同等な最低制限価格制度を試行しています。入札制度については、基本的に市と同

等としていますが、上下水道局は原則独立採算制であること、また、発注工事の工種、規

模などが市と異なることから多少市の入札制度と異なる点が有ります。今後とも市の制度

を参考にしながらより公平、公正で透明性の高い制度を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。また、近年、



 

省エネ法、構造設計の厳格化によって業務量が増大しているため、公共事業における設

計の業務委託については、国交省告示１５号により、業務量に応じた設計料を確保され

るとともに、最低制限価格の引き上げや低入札調査価格の条件の厳格化などの見直しを

していただきたい。 

 

【回答】 

 設計委託料の積算については、平成 21 年国土交通省告示第 15 号（一部改正、平成 29

年 3 月 21 日）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、業務量に応じた設計料を算定しているところです。 

 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

率引き上げに伴い、平成 29 年 10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。 

（建設工事監理室） 

 

 新 規 

（８）プロポーザルの拡大について 

ＩＴ市場においては、高度技術開発、技術者の確保・育成が大変重要である。ついて

は、企画提案が可能な新規ソフトウェア開発やＷＥＢサービス、広告・デザイン業務等

における発注に関しては、地元企業の技術力向上を図る観点からも、プロポーザル方式

の拡大を検討いただきたい。 

 

【回答】 

 本市では、「松江市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」を作成し、プロポ

ーザル方式によることができる事業として①行政計画などの調査・立案業務②施設設計な

どの業務③システム開発などの業務④イベント企画などの業務⑤維持管理・運営などの業

務などについて、事業者から企画提案を受け、実績、専門性、技術力、企画力、創造性な

どを勘案し、最も適した契約相手方の候補者を決定することとしています。 

 今後も、地方自治体の契約における競争の原理を基本としつつ、業務内容を勘案し、プ

ロポーザル方式の積極的な活用について検討してまいります。 

（契約検査課） 

 

 新 規 

（９）松江市役所新庁舎の設計業務、施工の地元発注について 

松江市役所新庁舎について、「松江市庁舎整備基本方針」が策定される等構想が検討

されているところである。市役所庁舎は市民の暮らしを守る重要な施設である為、市民

が安心・安全に利活用できる庁舎となるよう、建設時のみならず維持管理も含めた長期



 

的な視点で、市民の想いを反映させる必要がある。また、市民の関心や期待が高い大型

プロジェクトであるため、経済効果が高く、幅広い業種で域内循環することが地域の活

性化に資するものと考えられる。そして、近年疲弊している地元建設業界において、次

代を担う若手入職者が新庁舎建設に携り、希望と誇りを持つことで、地域における建設

業の明るい将来を創造することにつながる。そこで、新庁舎の設計・施工業務について

は、松江歴史館、松江市総合体育館、松江市立病院がんセンター等でも実績のある市内

業者へ発注していただきたい。 

 

【回答】 

  本市の新庁舎整備については、今年度 10 月に「基本構想・基本計画」に着手し、平

成 30年 9月には策定を完了する予定としています。 

設計と工事の発注については、この「基本構想・基本計画」に基づき、検討を進める

予定ですが、市内業者が優先的に参加できるよう配慮したいと考えています。 

（新庁舎整備室） 

 

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】 

 信用保証料補給につきましては、平成 27 年度は 98 件、平成 28 年度は 100 件と多くの

企業の皆様にご利用いただいております。 

市内企業において多数を占める中小・小規模企業は、雇用の受皿や地域産業の活性化

に対して重要な役割を担っていただいております。 

今後も、経済動向や企業の経営環境の変化を捉えながら、信用保証料の補給を行ってま

いります。 

（商工企画課） 

 

 新 規 

４．定年退職後の従業員雇用に対する補助、助成制度の検討について 

 中小・小規模事業者の技術・技能人材の年齢構成は、大企業に比べて「ベテラン中心」

の年齢構成であり、若手人材の確保がままならない昨今、技術・技能の承継は円滑に進ん

でいない現状である。また、年金受給年齢の引き上げに伴い、収入のない空白期間を埋め

るために希望者全員の継続雇用が義務付けられたが、体力のない中小・小規模事業者にと

ってのこの負担は非常に大きい。人材育成指導者確保策として、島根県では「ものづくり

企業人材育成支援補助金」を平成２９年度に新設されたが、単年度支援であるため、技術・

技能の承継という意味では時間が足りない。定年退職後の従業員雇用に対する複数年に亘

る補助若しくは助成制度について、本制度の充実を島根県に働きかけていただくと共に、



 

松江市でも検討いただきたい。 

 

【回答】 

熟練の従業員の皆様が培ってこられた技術・技能の承継は、企業が長期的に成長するう

えで、大きな課題と認識しております。 

国は高年齢者の雇用に関する助成制度として高年齢雇用継続給付や 65 歳超雇用推進助

成金の制度があります。 

また島根県においては、「技術・技能の承継」という点で支援を行っております。これ

らの支援策の活用と周知に努めてまいります。 

 本市においては、次世代を担う若者の人材確保についてアクションプランの策定を進め

ており、シニア世代にも活躍いただきながら、企業の皆様と一緒になって人材確保に努め

たいと思います。 

ご要望の件については、島根県へも伝えてまいります。 

（定住企業立地推進課） 

 

５．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。市内製造業者の設備投資意欲は依然とし

て高いが、体力のない中小・小規模事業者にとって新たな投資を行うことは容易なことで

はない。その点、松江市の設備導入に利用できる補助金施策は非常にありがたく、更なる

設備投資を促すためにも予算の拡充をお願いしたい。 

 

【回答】 

 景気の回復基調により、依然として高止まり傾向にある国内の設備投資意欲などを背景

として、前年同様に非常に多くの企業の皆様からご相談が寄せられており、制度の維持・

継続が必要と認識しています。 

 引き続き、限られた予算の弾力的な運用により、より多くの企業の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．小規模事業者のＩＴ化推進について 

当所では、働き方改革の動きや全業種で直面している人手不足に対応するための手段と

して、ＩＴ化による生産性向上を強く訴えている。松江市では既に小規模企業のＩＴ化推

進を対象とした「小規模企業者支援事業補助金」や、今年度より小規模事業者を支援する

「松江市版小規模事業者持続化補助金」を設けていただいているが、今後、ホームページ

作成のみならず生産性を向上させるＩＴシステム導入の需要が増加することが予想され

るため、小規模事業者のＩＴ化推進に対する予算の拡充について検討いただきたい。 

 



 

【回答】 

 ご指摘のとおり、小規模企業にとってソフトウェア導入などの IT 化推進は、業種業態

を問わず欠かせない重要な取り組みであると認識しております。 

 全業種で直面している人手不足に対応するためにも、今年度から「松江市版小規模事業

者持続化補助金」を設置し、支援の幅を広げてきたところです。 

 限られた予算の範囲内ではありますが、今後も各種制度の活用を通じて小規模企業の

IT化推進を後押ししてまいります。 

（まつえ産業支援センター） 

 

７．特殊車両通行許可申請手続きの簡便化について                                                              

特殊車両通行許可申請時には、通行経路の経路表や経路図の提出を求められるなど手続

きに時間を要し、運行計画に支障が生じている。そうした状況を考慮し、申請手続きの簡

便化と、一括申請に係る個別審査期間短縮の観点から、オンライン申請が有効に活用され

るよう、道路情報便覧システムへの市道未収録路線の早期収録について引き続き検討いた

だきたい。 

 

【回答】 

 特殊車両通行手続きにつきましては、本市では多くの場合、国や県の機関から、それぞ

れの許可申請を受けた案件のうち、道路情報便覧に未登録となっている市道路線につきま

して、通行にかかる条件などの協議依頼を受け、回答しております。 

 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きましては、道路情報便

覧への早期収録に引き続き努めてまいります。 

 なお、平成２９年度は市道３路線６区間につきまして、収録の申請をいたしました。 

（管理課） 

 

 新 規 

８．広報等出版、印刷物における知的財産の保全及び、メディア・ユニバーサルデザイン

の普及推進 

（１）印刷の契約における受注者の著作権の財産的価値等への配慮 

  昨今、公共発注の印刷物について、著作権を含む全ての権利を発注者へ納品するとし

た仕様書が増加している。印刷会社が制作した印刷物の各種権利には当然価値があるこ

とから、印刷の契約時において、印刷データ等の中間生成物の所有権、イラスト、写真、

編集等の著作権の財産的価値に配慮し、正当な権利料の検討等、その取り扱いには十分

留意していただきたい。 

 

【回答】 

 本市の印刷業務の発注における著作権などの取り扱いについては、ホームページなどで

の 2次利用を想定し、発注者に帰属するものが大部分です。 

平成２９年７月に、「平成２９年度中小企業者に関する国等への契約基本方針」が閣議



 

決定され、その中で新たな取り組みとして、国などは、知的財産権の財産的価値について

十分配慮した契約内容とするよう努めることと示されました。 

今後この方針の具体的な内容が示される予定ですので、本市においても、印刷物の発注

に当たっては、発注内容に著作権などの知的財産権が含まれる場合には、その財産的価値

について十分に留意した契約内容とするよう研究してまいりたいと考えています。 

（契約検査課） 

 

（２）メディア・ユニバーサルデザインの普及推進について 

高齢化が一層進展する中、社会一般に向けて発信される情報は、高齢者や白内障、色

覚障がいの方々などにもわかりやすいユニバーサルデザインとすることが望まれる。松

江市が発行する印刷物や、市ホームページには公共性の高い情報が掲載されており、す

べての人が読みやすく、見やすく、使いやすいユニバーサルデザインであることが求め

られることから、「文字の使い方」「色の使い方」「情報内容」「情報の伝達方法」などに

配慮いただきたい。 

 

【回答】 

市報は、市の方針や大切なお知らせなど、すべての市民に正しく情報を提供することが

求められており、誰もが見やすいものとなるよう、文字のサイズやフォントなどに配慮し

ながら作成をしています。 

また、市の公式ホームページは平成２７年３月に改修を行い、高齢者や障がい者を含む

誰もが支障なくインターネットから情報を取得し、活用できるよう、ウェブアクセシビリ

ティに配慮したものにするとともに、読み上げの機能を備えました。 

今後も市の広報など発行する印刷物や、ホームページが高齢者や障がいのある方を含む

すべての人にとって見やすくなるよう努めてまいります。 

本市では、平成２０年に「松江市ひとにやさしいまちづくり条例」を制定し、誰もが安

心して暮らせるやさしいまちづくりを推進しています。行政のみならず、事業者や市民の

皆さんと一緒に「ひとにやさしいまちづくり」を進めてまいります。 

（広報室） 

 

 

 


