
 

 
 

 

 

 

 

重 点 要 望 項 目 
 

１．茶の湯文化を発信するまちづくりについて 

 平成３０年度には不昧公２００年祭により茶の湯文化発信の取り組みが行われ

た。これを契機として、松江市の観光資源として「茶の湯文化」を発信し続ける

ことが重要であり、日常的に茶の湯文化を感じられる拠点施設やまちなみの整備

が引き続き必要となっている。こうしたことから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も、殿町にお茶の文化が集積するようなまちづくり構

想について早期に策定していただきたい。 

 

【回答】 

 貴所のご提案の内容や殿町周辺再整備構想策定懇話会などからいただいた意見

を踏まえ、本市としてのまちづくりの方向性を整理しているところですが、構想

が絵に描いた餅にならないようにするためには、民間所有地を含めた土地所有者

などのご理解ご協力をいただくことが重要であると考えています。 

大まかな方針を整理した後に、協議会を組織し、関係者で更に検討を重ねると

ともに、専門的な知見も入れながら、まちづくりのビジョンや具体的な内容をま

とめていく考えです。 

中心市街地活性化は、本市にとって重要な課題でありますので、可能な限り早

期に構想が策定できるよう取組んでまいります。 

（都市政策課） 

 

２．松江市総合戦略について 

平成２７年に策定された松江市総合戦略については、人口減少問題の解決を主

軸に置き、魅力あるまちづくりによる定住化の促進や、地域資源を活用した産業

振興による雇用の創出等に取り組んでいただいている。これまでの成果や検証を

踏まえ、事業者の成長・発展による経済活性化や観光資源を生かした観光産業の

発展等を視点に入れ、次期総合戦略を策定いただきたい。また、同年策定の圏域

版総合戦略についても、圏域が一体となって産業振興・観光振興に取り組んでい

る。次期についてもインバウンド対策による外国人観光客誘致や受け入れ環境の

整備、各市の産業特性を活かした圏域経済の強化等を視野に入れた総合戦略を策
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定いただき、圏域のリーダーとして各関係機関と連携しながら進めていただきた

い。 

 

【回答】 

 現在、第 2次総合戦略の年内の策定に向けて最終調整を行っております。 

策定にあたりましては、第 1 次総合戦略の検証を行うとともに、松江市総合計

画・総合戦略推進会議の議論をもとに、市民アンケートをはじめ、幅広く多くの

市民の皆様から意見をいただき進めてきたところです。 

 また、人口の動きを見ますと、特に 20代の市外への転出が多く、そのなかでも

女性の転出が多いことをふまえ、「若者、女性に選ばれるまち」を目指し、魅力あ

る産業、雇用、地域、生活環境の創出を分野横断的、重点的に取り組むこととし

ております。 

 ご要望いただきました、事業者の成長・発展による経済活性化や観光資源を生

かした観光産業の発展などにつきましては、本市の魅力を高め雇用や地域の活性

化を図るうえで必要不可欠です。 

 このことから、戦略の 12の重点プロジェクトのなかに「きらりと光る元気な企

業群づくりプロジェクト」、「観光産業バージョンアップ、インバウンド強化プロ

ジェクト」を位置付け、具体的に取り組んでいきます。 

 また、圏域版の総合戦略の策定につきましても、現在の戦略の検証を行い、各

市の総合戦略とも連携を図りながら策定しており、引き続き圏域が一体となり、

産業や観光などの取り組みを強化していきます。 

 特にインバウンド対策をはじめとした観光振興につきまして、平成 31年 4月に

設立しました、一般社団法人中海・宍道湖・大山圏域観光局を核として取り組ん

でいきます。 

 令和 2 年度からの本市の総合戦略、圏域版総合戦略ともに、行政だけでなく、

経済界の皆さまと一緒になって取り組みと連携を強化したいと考えておりますの

で、引き続きご協力をお願い申し上げます。 

（政策企画課） 

 

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、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を備えた付加車線の設

置を働きかけていただきたい。出雲空港については国内路線の便数拡充と、利便

性向上の観点から、東京発最終便ダイヤの繰り下げについて注力いただきたい。

名古屋便については、出雲発第一便の出発時刻の大幅な繰り上げが実現し、利便

性が向上したが、近年の新規就航路線である静岡便・仙台便・神戸便についても

利用率の向上はもとより、利便性向上に注力していただきたい。また、台湾等の

アジアを中心とした近隣諸国との交流人口の増加は地域経済への貢献が期待され

ることから、国際チャーター便については、既存支援制度の周知と制度利用拡大

を図ることで利用を促進し、ひいては定期便就航へとつながるよう関係機関に働

きかけていただきたい。加えて、近年になって開通した新幹線沿線地域では、民

間投資の増加や都市活力の増進、交流人口の拡大など、新幹線がもたらす経済効

果は計り知れないことから、「中国横断新幹線（伯備新幹線）」及び「山陰新幹線」

が次期整備計画路線として位置付けられるよう、地元における機運の醸成を図ら

れるとともに、国・県等に対し働きかけていただきたい。 

 

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 

⑦ 中国横断新幹線（伯備新幹線）及び山陰新幹線 

 

【回答】 

① 境港出雲道路 

境港出雲道路は、山陰道とともに中海・宍道湖・大山圏域を結ぶ「8の字ルート」

の一部を構成する路線であり、圏域を結ぶことで、移動時間の短縮や広域観光ル

ートの形成が図られるとともに、市街地の慢性的な渋滞緩和、災害時の避難路と

しての役割を担うなど多面的な効果が期待されることから、早期の整備が必要で

あると認識しております。 

こうしたことから、毎年、自治体と商工会議所など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」や「境港出雲道路（松江北道路）建設促

進期成同盟会」から、早期完成に向けた事業推進の要望を実施しております。 

 また、境港出雲道路の一部である松江北道路については、平成 30年、ルート案

などの道路計画案について地元説明会が実施されました。現在、県では地元から

いただいた要望や意見などに対して関係機関との協議などを行っているところで



 

す。 

今後とも、境港出雲道路の整備に向けて、島根県に対して要望を継続していく

とともに、国に対しても、地域高規格道路の予算確保に向け、強く働きかけてま

いりたいと考えております。  

（国県事業推進課） 

 

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。 

 山陰自動車道については、平成 31 年 3 月に多伎・朝山道路の 9.0km が開通し、

島根県内における延長 193.6kmのうち供用率は 67％となっています。 

高速道路は繋がってこそ、その効果が最大限に発揮されるものと考えており、

今後も早期全線開通に向け、沿線の７市で構成する期成同盟会などで強く働きか

けていきたいと考えております。 

 また高速道路の 4 車線化については、先般 9 月に「高速道路における安全・安

心基本計画」が公表され、有料区間における暫定２車線区間の優先整備区間が選

定されました。 

県東部では 3区間 44kmが 4車線化の優先整備区間に選定されたことから、本市

としましても、島根県東部高速道路利用促進協議会などで 4 車線化などの早期事

業化に向け働きかけていきたいと考えております。 

（国県事業推進課） 

 

③ 中国横断自動車道尾道松江線 

 「高速道路における安全・安心基本計画」では、土工部についてワイヤロープ

を 2023 年度内に、また高速道路会社管理区域間は 2021 年度内に設置を概成する

ことが示されました。 

また、4 車線化の優先整備区間に、松江自動車道の三刀屋木次 IC～宍道 JCT 間

が選定されました。 

 本市としましても国の動向を見ながら、島根県東部高速道路利用促進協議会な

どで高速道路の安全対策が早期に実施されるよう、関係機関へ働きかけてまいり

ます。 

（国県事業推進課） 

 

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主要幹線道路であ



 

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年に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。現在、宇竜谷北交差点から鼻曲

交差点に向けて事業が進められており、団原地区でも一部工事が着手される予定

となっているところです。 

今後も早期全線開通を目指して、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。 

（国県事業推進課） 

 

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、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、今年度は万原地内で一部工事が着手され

る予定となっております。 

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。 

本市としましては、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 30 年度利用者数は、フジドリームエアラインズ（FDA）による新規路線と

して、平成 30 年 3 月 25 日から静岡便、4 月 20 日から仙台便が開設されたことも

あり、開港以来初めて 100万人を超えました。 

ご指摘の出雲発名古屋行一便の出発時刻の繰り上げについても、利用促進協議

会を通じて FDA に要望していましたが、平成 31 年 3 月 31 日、従来の 15 時 45 分

発から 9時 25分発に大幅な繰り上げが実現し、利便性の飛躍的向上が図られたと



 

ころです。 

 今後も、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、静岡便・仙台便や 10月 27日に開設した神戸便の定着化のための PR活動

などについて、貴所とともに、引き続き利用促進協議会として取り組んでまいり

ます。特に神戸便についてはビジネス利用が中心になると考えられることから、

貴所におかれましても、会員企業への周知（会議時の呼び掛けや広報物への掲載

など）を積極的に行うなど、利活用を図っていただきますようお願いします。 

 また、将来の定期便化を見据えたアジアからの連続チャーター便の誘致につい

ては、島根県が台湾の航空会社や関連の旅行会社との実務レベルでの交渉を重ね

るとともに、7月には知事のトップセールスも行われるなど、本格的な誘致活動を

展開されています。 

 全国の地方空港による誘致合戦が激化する中で、温泉や伝統文化、史跡といっ

た豊富な観光資源など島根県の優位性や就航に向けた支援策を積極的にアピール

し、就航実現につなげるよう島根県に働きかけるとともに、本市も近隣自治体と

連携して後押ししていきたいと考えております。 

（交通政策課・国際観光課） 

 

⑦ 中国横断新幹線（伯備新幹線）及び山陰新幹線 

「山陰新幹線」「中国横断新幹線」（伯備新幹線）はいずれも、この圏域にとっ

ても国にとっても必要かつ重要なインフラであり、ご指摘のとおり、新幹線がも

たらす経済効果は計り知れません。 

「山陰新幹線」については、2 府 5 県の 52 市町村による推進組織「山陰縦貫・

超高速鉄道整備推進市町村会議」、「中国横断新幹線」（伯備新幹線）については、

中海・宍道湖・大山圏域の自治体、議会や貴所を含む経済団体など 44団体で構成

する「中国横断新幹線（伯備新幹線）整備推進会議」を通じて、機運の醸成を図

るとともに、整備計画路線への格上げを国に求めてまいりますので、貴所も一緒

になって取り組んでいただきますようお願いします。 

（交通政策課） 

 

４．産業集積の推進 

人材確保のための地元企業への興味関心の醸成について 

多くの業種で人手不足が叫ばれるなか、製造業については長年にわたる理系離

れから、ものづくり企業への就職を希望する若者が大きく減少しており、従業員

不足から受注をこなせない状況もみられるなど影響が広がっている。情報産業に

おいても、県外への人材流出から、思ったように雇用ができないとの声も上がっ

ており、人口流出防止の観点からも地域の若者を地元企業に就職させることが望

まれる。こうした中、松江市では小・中学校の生徒を対象に職場体験学習を通じ



 

て先端技術に触れる機会の創出を講じていただいているところである。また、教

職員に対しても市立の一部の中学校・高等学校で教職員対象の企業見学会が実施

されているが、ぜひ市立の全小中学校に波及いただくとともに、県立の高等学校

や私立学校でも実施されるよう県に働きかけていただきたい。 

 

【回答】 

教職員が企業見学などを通じて、地元企業への興味関心を醸成することは、子

供たちの地元への関心を高め、定住に寄与するものと認識しております。 

 市立小中学校では、現在東出雲中学校校区において、教職員を対象とした企業

見学会を実施しており、授業においては、中学校での「職場体験学習」や小学校

での「まち探検」の際に、企業との打ち合わせや現場視察を行い、教職員が理解

を深めています。 

 市立女子高では、地元企業を知る機会を創出することを目的として、全教職員

の企業見学会を平成 29年度より実施しております。 

 県立高等学校においても、多くの学校で主として生徒を対象とした企業見学が

実施され、一緒に引率する教職員にとっても同様に地元企業への理解を深める機

会となっています。 

 また、本市としての初めての取り組みとして、令和元年 12月に県と連携して「松

江地区仕事発見セミナー～松江地区の企業を知ろう～」と題し、市内高等学校の

教職員や保護者と地元企業の交流の場を開催しております。 

 引き続き、県に働きかけを行うとともに、さらに多くの教職員に地元企業を理

解してもらえるよう充実を図ってまいりたいと思います。 

（定住企業立地推進課、まつえ産業支援センター、学校教育課、市立女子高） 

 

 

５．観光の推進 

（１）広域観光連携の推進 

圏域の観光資源を結びつけ、魅力を発信することで観光誘客を図り、観光客の

満足度を高め、滞在期間を延ばしていくことが地域経済への波及効果をもたらす

上で重要になっている。ついては、「一般社団法人中海・宍道湖・大山圏域観光局」

を通じ、圏域のリーダーとして、広域観光の取り組みを一層強化していただきた

い。 

①中海・宍道湖・大山圏域における２次交通の利便性向上による観光振興につい

て 

 官民による「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」等により、圏域を面的に循環させる２次交通手段が充実してきた。

乗客のさらなる利便性向上につながるよう交通系ＩＣカードの早期導入やエリア



 

拡大、共通利用について働きかけをお願いしたい。合わせて、民間事業者が行う

２次交通事業に対し、引き続き補助施策の継続を島根県に働きかけていただきた

い。 

 

【回答】 

圏域のインバウンド対策の司令塔として、一般社団法人中海・宍道湖・大山圏

域観光局として新たなスタートを切ったところです。本市としても、引き続き財

政支援・人的支援に取り組むほか、山陰インバウンド機構との連携も強化してま

いります。 

（観光文化課） 

 

交通系 IC カードについて、ICOCA などのいわゆる「10（テン）カード」との互

換性を有する ICカードを市内 2次交通へ導入することは、この圏域の住民はもと

より、国内外からの観光客や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。 

今年度は、中海・宍道湖・大山圏域市長会の事業として、交通系 ICカードの導

入に向けて調査研究を行っており、調査結果をもとにバス事業者と導入に向けた

調整を行ってまいります。 

（交通政策課） 

 

②やまなみ・しまなみルートの観光振興について 

松江・尾道・今治・松山の４商工会議所でネットワークを構築し、中国やまな

み街道と瀬戸内しまなみ海道を利用した南北軸での観光誘客を進めている。サイ

クリングや花をテーマにした誘客の取組みも行われているが、更なる南北ルート

の活用やルートの魅力発信について取組んでいただきたい。 

 

【回答】 

やまなみ・しまなみルートの観光振興については、4商工会議所のネットワーク

や沿線観光協会で組織する「中国やまなみ街道沿線地域利用促進協議会」、さらに

「山陰山陽花めぐり街道協議会」でも引き続き誘客活動をしてまいります。 

サイクリングについては、情報発信に加え、インバウンド対策にも積極的に活

用し、台湾・香港からは具体的な誘客につながり始めております。また令和 2 年

度は沿線の官民で「道の駅でん」という尾道と松江を結ぶリレーサイクリングも

予定されております。 

 こうしたネットワークやコンテンツを活かすためにも、中国運輸局や瀬戸内 DMO

とも連携をした更なる PRを検討しており、南北ルート軸の確立に向け、様々な組

織と一体となって取り組みを進めてまいりたいと考えております。 



 

（観光文化課、国際観光課） 

 

（２）インバウンド観光の推進  

日本人による国内旅行は、人口減少などに伴い観光消費額は伸び悩んでいる。

しかしながら、訪日外国人旅行者数は近年増加傾向にあり、日本人と比べて１人

当たりの観光消費額は４倍以上にも上るなど、インバウンド対策が非常に重要と

なっている。ついては、「一般社団法人中海・宍道湖・大山圏域観光局」が中心と

なって、引き続きインバウンド観光の推進に取り組んでいただきたい。                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

①出雲空港国際定期便就航の実現について 

訪日外国人観光客は近年増加傾向にあるが、島根県においては下位に低迷して

いるのが現状である。全国的にみると、地方は海外との直通便が就航している国

からのインバウンド客が多くなっている傾向があるため、当地においてもインバ

ウンド観光客を増加させるためには、出雲空港における国際定期便の就航が必要

不可欠である。島根県は中国５県で唯一国際定期便が未就航であるため、実現に

向けて島根県に強く働きかけていただくとともに、連携をもって進めていただき

たい。                                                                 

 

【回答】 

ご指摘のとおり、外国人観光客を飛躍的に伸ばすには、国際航空路線の開設が

鍵を握るものと考えます。地元空港へ国際定期便が新規就航、増便により青森県

や宮城県は外国人観光客が大幅に伸びております。 

誘致には、航空会社や関連の旅行会社への働きかけとともに、様々な人脈、チ

ャンネルの活用など戦略的なアプローチも有効かと思います。実現に向けて島根

県や周辺自治体とも連携を強化し、取り組んでまいりたいと考えております。 

（国際観光課） 

 

②レンタカー利用促進への支援について 

昨今の訪日外国人観光客の傾向として、２次交通の利用のほか、時間や移動手段

に縛られない自由な旅行や、ドライブによる長距離移動で観光を楽しむ旅行等を

好むことから、レンタカーを利用するケースが増えている。広島や福岡、関西圏

から外国人観光客を取り込み、圏域を周遊させ、滞在型観光へつなげていくため

にも、各団体が取り組まれているレンタカー利用支援策を連携して共同事業とし

て検討していただくよう、島根県に働きかけていただきたい。  

 

【回答】 

 島根県は外国人観光客のレンタカー利用の増加に注目し、今年度、外国人観光



 

客を対象に、県内宿泊を条件にレンタカー助成制度を創設されました。一方、鳥

取県は空港利用促進の観点から、日本人、外国人問わず、鳥取空港と米子空港利

用者のレンタカー割引を行っているため、両県では目的、制度が異なっておりま

す。 

 本市においても、最近、レンタカーでフォーゲルパークなどを訪れる外国人、

特に香港からの観光客が増加しております。レンタカー利用は、主要観光施設の

みならず、半島部や交通アクセスの不便な観光スポットへの周遊が促進できるこ

とから滞在時間の増や訪問先の多様化につながっていきます。 

 現在、山陰インバウンド機構では、山陽方面のレンタカー会社と連携し、レン

タカー利用者に対し、お得に観光施設を巡ることが出来る「ビジット山陰ツーリ

ストパス」の PRを行っています。今後、山陰両県や山陰インバウンド機構とも連

携し、レンタカーでの周遊を促していきたいと考えております。 

（国際観光課） 

 

③プロモーション活動の強化について 

２０２０年は東京オリンピック・パラリンピックの開催でさらなる訪日観光客

の増加が見込まれている。また２０２５年には大阪万博の開催も決定している。

松江市を訪れる外国人観光客数も年々増加しているものの、認知度はまだ十分で

はなく、全国と比較するとまだまだ少ない状況である。そのため、海外でのプロ

モーションや首都圏・関西・近隣地域（広島等）からの誘客活動を積極的に取り

組んでいただきたい。                                                                                                                                         

 

【回答】 

令和 2 年は東京オリンピック・パラリンピック開催で、日本への注目度がさら

に高まることを想定し、国もインバウンドの地方分散に積極的に取り組む方針を

示しています。この好機に、プロモーション策を強化したいと考えています。 

重点市場に位置付けている台湾・香港・韓国やフランスに加え、米子空港と結

ばれる中国上海、広島空港と結ばれるタイなど新規市場の開拓に取り組むなど、

海外への発信を強化したいと考えております。 

また、ワンコインバスによる広島からの誘客を継続するとともに、外国人観光

客が急増する大阪、京都からの誘客も図るため、多くの外国人が訪れる関西の観

光案内所や訪日外国人向けフリーペーパーなどの活用を検討しているところです。 

さらに、先ごろ JNTO（日本政府観光局）が行う海外発信の「2020年特別キャン

ペーン」に中国地方で唯一本市が選定されました。国宝指定５周年記念事業を行

う松江城を大々的に海外に発信いただくこととなっており、しっかりとタイアッ

プしたいと考えています。 

（国際観光課） 



 

 

④多言語標記、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備について 

現在、英語を基本とした外国語標記の看板やＷｉ－Ｆｉ環境の整備が進められ

ている。外国人の方に安心して旅行を楽しんでもらえるよう、Ｗｉ－Ｆｉ整備や、

道路案内標識、公共施設および観光施設の案内看板の多言語対応を民間とも連携

して引き続き取り組んでいただきたい。                                                                                                                      

 

【回答】 

本市においては、外国語の誘導看板、案内看板の整備、Wi-Fi環境整備、多言語

でのマップ作成などを通じて、外国人観光客が安心して快適に旅行を楽しんでも

らえるよう取り組みを進めているところです。 

 今後、観光庁の補助制度を活用し、観光施設の Wi-Fi 環境の拡大、トイレの洋

式化、災害時対応設備の整備など受入環境整備を加速化させていきたいと考えて

おります。 

 また、民間においても、中海・宍道湖・大山圏域観光局や貴会議所とも連携し、

外国語表記、Wi-Fi環境整備、キャッシュレス決済導入などを促進してまいりたい

と考えております。 

（国際観光課） 

 

⑤市営バス、観光施設へのキャッシュレス決済導入等について 

市民のみならず、外国人観光客の利便性を向上するため、市営バスなどにＩＣ

カード決済やモバイル決済の早期導入、多言語対応で行き先やリアルタイムの運

行状況を知らせる「スマートバス停」を主要箇所に導入することを働きかけてい

ただきたい。また、観光施設などでもＱＲコード決済やＩＣ決済の導入が進むよ

う検討いただいきたい。  

 

【回答】 

交通系 ICカードの導入について、現在、中海・宍道湖・大山圏域市長会におい

て、本市を含む圏域において交通系 ICカードの導入に向けて調査研究を行ってお

り、調査結果をもとにバス事業者と導入に向けた調整を行うこととしています。

また、モバイル決済などの導入については、利便性だけでなく安全性や定時性確

保などの課題もあることから、他地域での導入状況などを注視してまいります。 

また、ご指摘の多言語対応の運行情報の提供については、今年度に市営バス及

び一畑バスに新たなバスロケーションシステムを導入するとともに松江駅などご

利用の多いバス停には、サイネージ型表示器を導入します。 

観光施設については、10 月 1 日から本市が所管する松江城、松江歴史館、武家

屋敷、小泉八雲記念館、小泉八雲旧居において、クレジットカードや IC カード、



 

QRコードによる各種キャッシュレス決済を開始しました。  

また、既に一部のキャッシュレス決済に対応していた堀川遊覧船では、使用で

きる決済サービスが拡充されました。この松江城周辺エリアをはじめ、松江フォ

ーゲルパークなど市内の有料観光施設の多くでキャッシュレス決済に対応してお

り、観光客の利便性の向上に取り組んでいます。 

（交通政策課・国際観光課） 

 

⑥広島―松江間の高速バスワンコイン化事業について 

広島－松江間高速バスは、年間１００万人超の外国人観光客が訪れる広島から

の山陰地方へのインバウンドの誘客に大きく貢献しているため、引き続き高速バ

スの格安料金設定について支援いただきたい。また、高速バスの利用率向上のた

め、ＨＰはもとよりＦＢ・インスタグラム等ＳＮＳを活用したＰＲや、発地であ

る広島を中心とした外国人観光客向けのポスター等でのＰＲおよび、旅行会社へ

のプロモーション活動に一層注力していただきたい。  

 

【回答】 

広島－松江間高速バスのワンコイン化事業を開始して 4 年目となりますが、こ

の間、ワンコインバスについて、ホームページや Facebook などの SNS、外国人に

人気の民間ウェブサイト、チラシやガイドブックなどの紙媒体で発信するととも

に、国内外の旅行会社に周知するなど、積極的にプロモーション活動を行い、年々、

利用者数が増加しているところです。 

事業の注目度も高まり、今年度は、中国運輸局や山陰インバウンド機構との連

携も実現し、情報発信や誘客施策を展開しているところです。また、令和 2 年は

観光庁（JNTO）においても、日本の魅力あるコンテンツの一つとして城下町松江

の魅力とともにワンコインバスを情報発信する予定となっており、大きな PR効果

が期待されるところです。 

 現在、利用者の利便性を向上させるために、事前販売システムの導入について、

関係機関と協議を進めているところです。今後も本事業を継続し、広島、山陽方

面からの一層の誘客を図っていきたいと考えております。 

（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 

国宝松江城天守内の展示リニューアルや、耐震対策、石垣修理など適宜、整備

が行われている。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き、史跡松江城の整備を継続して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貴重な資料収集を

引き続き行っていただきたい。更には、子供たちが松江の歴史や伝統を学ぶため



 

の場として、松江歴史館をさらに活用していただきたい。 

 

【回答】 

本市では、史実やこれまでの学術的調査研究の成果を基に文化庁や有識者と議

論を交わし、平成 26 年 3 月に松江城天守、平成 29 年 3 月に史跡松江城の保存活

用計画を策定しています。 

これらの計画に基づき、令和元年 8 月には、天守の文化財的価値の保存と登閣

者の安全確保を目的に、震度 6 強の大地震に耐え得る耐震補強を天守に施したと

ころです。また、ノートルダム大聖堂や首里城の火災を受け、令和 2 年度から天

守の防火対策にも着手する考えです。 

さらに、計画に基づく史跡内の石垣修理や本丸・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してまいります。なお、学術的

調査研究については、松江城調査研究委員会において、天守にとどまらず、研究

対象を城郭や城下町まで広げ、総合的に取り組むことといたしました。 

 その研究成果は、松江城整備に反映することはもちろん、特に、国宝指定 5 周

年となる令和 2 年度に、シンポジウム、講演会、出版物の刊行などを通じて、よ

り積極的に市民に情報発信してまいります。 

 また、松本市、犬山市と連携し進めている近世城郭の天守群としての世界遺産

登録に向けた共同研究を進めるともに、世界遺産登録推進に向けた機運醸成にも

取り組んでまいります。 

（まちづくり文化財課、史料編纂課） 

 

 平成 30年 8月の松江城天守内の展示リニューアルに伴い、天守内に展示されて

いた資料的価値の高い原物・原本の多くを、松江歴史館で収蔵することといたし

ました。今後も、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

集を行ってまいります。 

 また、松江歴史館では、学芸員が市立小学校 6 年生全員を対象に松江城と松江

歴史館の見学案内を実施しており、その他にも親子で楽しめる季節の行事イベン

トなど様々な催しも実施しております。今後も、小・中学校とも連携を図りなが

ら、子供たちが身近に歴史や文化について興味・関心を持ってもらえる場となる

よう努めてまいります。 

（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。昨年就航したＦＤＡ「出雲-静岡便」「出雲-仙台便」は、中京エ

リア、東北エリアとのアクセスを向上させ、その搭乗率は好調である。更には、「出



 

雲-神戸便」の就航が決定したことから、阪神エリアからの観光客誘致も期待でき

る。「トワイライトエクスプレス瑞風」、「あめつち（天地）」、更には２０２０年に

運行開始の観光列車「ウエストエクスプレス銀河」など、この地ならではの誘客

要素があるため、大都市圏や、ＦＤＡの路線エリアに向けて引き続き官民一体と

なってプロモーション活動を実施していただきたい。 

 

【回答】 

FDA就航地については、今年度、松江観光協会や県とも連携し、仙台・静岡の各

旅行会社を訪問し、平成 30年度搭乗率が低下した冬場に向け、多くの観光商品を

造成いただきました。また、神戸線については、神戸からの誘客はもとより、関

西空港とのアクセスの良さを活かしたインバウンド利用、さらに沖縄などの路線

を活用したアウトバウンド利用など多様な視点での利用拡大を図っていきたいと

考えております。何れにしても、貴重なローカル TOローカル路線の維持・充実に

向けて、取り組みを強化していくこととしております。 

 一方、今後の出雲空港の利便性向上も見据えながら大都市圏（首都圏・関西圏・

福岡）からの誘客対策を行うとともに、令和 2 年 5 月からＪＲ西日本が展開され

る「WEST EXPRESS 銀河」についても期待をしており、DCキャンペーンの流れを活

かし、JR 西日本や県とも連携したプロモーションに積極的に取り組んでいきたい

と考えております。 

 令和 2 年度は「松江城国宝化 5 周年事業」や県と連携した「美肌」を主な観光

素材に、主要ターゲットエリアにプロモーションを強化してまいります。 

（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)や、災

害後(大雨、地震、台風)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、宿泊客数増加に向けた補助制度の充実や誘客対策を引き続き実施されたい。

特に、冬季や災害後の誘客対策に取り組んでいただくとともに宿泊施設や飲食店

などの官民で組織する「松江市誘客推進協議会」に対し引き続き積極的な支援を

お願いしたい。また、「ＭＩＣＥ」の誘致事業に取り組まれるとともに、県外の大

学等の合宿誘致における補助金制度の拡充を引き続き検討いただきたい。 

 

【回答】 

閑散期対策は重要な課題だと考えており、特に冬場の閑散期への対策として学

生卒業旅行誘致などの新たな施策を検討・推進している「松江市誘客推進協議会」

を支援し積極的に取り組みます。 

また、仮に災害後の対策が必要な場合は、西日本豪雨対策などと同様に、県と

連携しながら機動的な支援を行ってまいります。 



 

 MICE については、くにびきメッセコンベンションビューローが主体となって、

国内の学会・全国大会・大学合宿はもとより、最近では国際大会開催件数も国内

上位を記録するなど、コンベンション誘致で成果をあげていただいている。引き

続き県と連携した補助制度で支援をしてまいります。 

さらに、海外企業のインセンティブ（研修旅行）も徐々に増加傾向にあること

から、実績のある台湾・香港さらに東南アジアに向けて、メッセと連携した誘致

活動に取り組んでいきたいと考えております。 

（観光文化課） 

 

６．「縁むすびスマートナビ」の活用について 

外国人観光客が快適にまち歩きできるよう「縁むすびスマートナビＦＲＥＥ Ｗ

ｉ－Ｆｉ」の維持、更新はもとより、増設についても引き続き検討いただきたい。

また、圏域で活用している「縁むすびスマートナビ」アプリのさらなる利用拡大

に向けて、発地および着地での広報を強化していただきたい。 

 

【回答】 

FREE Wi-Fi スポットについては、受入環境の充実に必要であり、観光庁の支援

制度も活用して、増設に向けて検討してまいります。 

縁むすびスマートナビの PRについては、松江観光協会ホームページや各種マッ

プやパンフレットへの掲載の他、各種イベント情報など様々な媒体や機会をとら

えて、引き続き実施していきますが、利用拡大に向けては、観光客と運用者双方

のニーズにあった内容や機能の充実も必要なことから、圏域観光局が中心となっ

て検討していくなど、引き続き中海・宍道湖・大山圏域一体となった取り組みを

行ってまいります。 

（国際観光課、観光文化課） 

 

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、松江市中心市街地活性化協議会との連携のも

と、第２期基本計画の掲載事業実施と、次期３期計画の認定に向けて取り組んで

いただいている。今後も、殿町周辺やＪＲ松江駅前を重点エリアとした、松江市

中心市街地の活性化に向けた取り組みを引き続き協議会と連携して進めていただ

きたい。 

 

【回答】 

2期中心市街地活性化基本計画では、全 98 事業を推進し、34事業が完了、58事

業が実施中、6事業が未着手・未実施となっており、成果指標として掲げた 5つの

指標のうち、「まちあるき定時ガイドコース参加者数」、「空店舗数」については目



 

標達成、「宿泊客数」、「歩行者・自転車通行量」、「社会増減数」については目標未

達成という結果でした。 

3 期中心市街地活性化基本計画においては、「歴史・文化・水辺を活かす、若者

が活躍する松江のまちなか」をテーマに、「既存ストックの活用」、「水辺空間の活

用」、「観光振興」の 3 つを基本方針とし、64 の事業を実施することで引き続き中

心市街地の活性化に向けて取り組んでまいります。 

 また、殿町周辺や JR 松江駅前については、平成 30 年度策定した立地適正化計

画において、都市機能誘導区域に設定したことから、同区域での民間事業者によ

る市街地再開発事業などについて、社会資本整備総合交付金の嵩上げ措置や出資

制度などの支援施策の活用が可能となっております。 

引き続き中心市街地活性化協議会と連携を図り、中心市街地の活性化に向けた

取り組みを進めてまいります。 

（商工企画課、都市政策課） 

 

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 

大橋から新大橋にかけての大橋川南岸については、当所の松江水縁プロジェク

トで賑わいのある空間づくりを検討している。宍道湖東岸から大橋川上流にかけ

ての水辺エリアにおいては、民間プロジェクトによるイベント開催の動きが出て

きており、松江市におかれては、利活用を推進する「ミズベリング松江協議会」

を設立された。松江水縁プロジェクトにおいても、大橋川南岸で社会実験を本年

９月に実施したところである。ついては、引き続き大橋川南岸での賑わいのある

空間づくり実現について格別の支援をいただきたい。 

 

【回答】 

大橋川南岸については、今年度、既存ストックと水辺空間の活用、まちあるき

の推進、水辺と調和したまちなみの形成を図るための白潟地区都市再生整備計画

の策定を進めています。 

あわせて、水辺の利活用や回遊性向上も図りながら、民間事業者による水辺で

の経済活動につながるかわまちづくり計画も策定し、水辺での賑わい創出に取り

組んでいるところです。 

貴所にも参加していただいているミズベリング松江協議会では、水辺の保全・

保安及び利活用の推進のため、10 月に開催したミズベリング縁日などのイベント

や、子ども向けの学習に係る体験イベントといった社会実験を実施するとともに、

構成団体が独自に実施されるイベントなどへも協議会としてのサポートを行って

いるところです。 

 貴所の水縁プロジェクトにおかれましても、賑わいある水辺空間づくりのため



 

に、9月に「水辺であわこいヤバイフェス」として社会実験が開催されました。 

こうした取り組みを通じて、ニーズの把握や検証を行いながら、水辺の賑わい

創出に効果的な取り組みを進めることが重要であると考えています。 

今後も、ミズベリング松江協議会として、占用調整、広報、用具の提供・共有

などのサポートを行うことで、賑わいのある水辺空間の創出へ取り組んで参りた

いと考えていますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。 

（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では、同エリアの将来構想案を松江市に

提出している。この提案にもとづき、松江市におかれてはＪＲ松江駅前周辺の将

来のあるべき姿に向けた検討をいただいているところであるが、当市の玄関口で

あるＪＲ松江駅前を充実した機能や役割を備えたエリアとするための構想案を早

期に取りまとめ、示していただきたい。 

 

【回答】 

 JR 松江駅前の再整備については、行政機関や経済団体など関係者の皆様の参画

を得て、JR 松江駅前周辺再整備構想策定懇話会を設置し、議論を重ねてまいりま

した。 

 今後は、いただいた意見を踏まえながら本市としての考え方を整理し、できる

ことから取組を進めるとともに、民間所有地を含めた土地所有者などのご理解ご

協力を得ながらスピード感を持って構想をまと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 

松江市におかれては、当所ならびに商工会等とともに「まつえ農水商工連携事

業推進協議会事業」、「松江特産品フェア実行委員会事業（松江市産品相談・商談

会）」等に取り組まれ、市内中小企業者からも評価する声を多くいただいている。

本年も引き続き地元産品を活用した商品開発をはじめ、展示会や商談会を通した

販路獲得の支援といった入口から出口までの一貫した支援を当所ならびに商工会

等と一体となって取り組んでいただきたい。 

 

【回答】 

「まつえ農水商工連携事業推進協議会」では、これまで 69品目の商品開発を行

い、現在これらの開発した商品について検証および販路拡大支援に取り組んでい

るところです。 

また、首都圏のセレクトショップ（AKOMEYA）と共同で地域産品を活用した商品



 

開発を行っているところであり、商品化された際には、当該セレクトショップで

の販売を予定しているところです。 

更に、令和元年 9 月に「松江特産品フェア」で物販イベントや商談会を開催す

るとともに、松江や松江の産品を知ってもらい松江ファンを増やすため、「交流

会・松江ファンの集い」を開催したところです。 

その他、9月には首都圏に、主に松江の産品や加工品などを取り扱う飲食店（炉

端かば 縁雫）がオープンしたところであり、今後この店舗と地元の事業者との

連携を支援することにより、地元の商品の販売拡大に繋げていきたいと考えてい

ます。 

なお、圏域で取り組んできた「山陰いいものマルシェ」については、今年度も

本市での開催を計画しており、商品のブラッシュアップや販売拡大につながる商

談会の開催も含めて、関係者の皆様と一体となって進めていきたいと考えていま

す。 

今後も、商品開発や改良を始め、商品の展示 PRや物販イベント、商談会などの

販路拡大の取り組みには、貴所や商工会などの皆様との連携が欠かせないと考え

ていますので、引き続きご協力をお願いいたします。 

（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 

 (公財)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。 

（廃棄物対策課） 

 

２．松江市内における市有地の有効活用について 

遊休市有地の利用に向けて、利用計画について随時情報を共有いただき、地域の活性化に向けて

共に活用を考える体制を築いていただきたい。 

 

【回答】 

 遊休市有地の利用につきましては、売却を基本とし、貸付も含めた活用を進めております。今後

も共創・協働のまちづくりの観点から、適時情報をお伝え共有し、地域の活性化につながるよう有

効活用に努めてまいります。 

（資産経営課） 

 

３．市道西津田馬潟港線の未改良部分の早期整備について 

市道西津田馬潟港線は、商業・工業用車両のみではなく、生活道路としての側面をもち１日の通

行量は約６，０００台と多い。他方で１車線の道路であることから、車両同士や車両と歩行者が行

き違う際には、通行上危険な状況となっている。ついては、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。 

 今年度は、矢田踏切付近の約 160 メートル区間を完成断面で整備を行い、令和 2 年度は、県道馬

潟港線付近（終点部分）の測量調査設計を行う計画です。 

 今後も国の事業と調整を図りながら、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。 

（道路課） 

 

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】 

 平成 15 年度に開始した太陽光発電システムの補助件数は、平成 30 年度末現在で、住宅用 2,268

件、事業所用 19 件、合計 2,287 件で、合計電力容量は 10,669kW となり、電力量に換算すると約

10,572,989kWh（注 1）で、約 2,900 世帯（注 2）が賄える発電量となっています。 

 「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。 

 現在、太陽光発電システム、木質バイオマス熱利用設備（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）及び蓄電池設備の設置補助

を行い、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。 

 
（注 1）10,669.01kW×991kWh/年※≒10,572,989kWh 

 ※中国電力の契約容量に、NEDOで定める年間発電量（991kWh）を乗じて推計 

（注 2）10,572,989kWh÷3,600kWh/年･世帯※≒2,900世帯分 

 ※300kWh（標準家庭 1ヶ月の電気使用量(経済産業省)）×12月＝3,600kWh/年･世帯 

（環境保全課） 

 

（２）都市の適切な緑化について 

中心市街地における緑化の推進は、都市の魅力アップはもとよりヒートアイランド現象緩和、更

に住民や観光客の歩行環境の改善にもつながる。このことから、松江市が平成３１年３月に策定さ

れた「松江市街路樹適正化計画」にもとづき、着実に緑化計画を実施されたい。 

 

【回答】 

 「松江市街路樹適正化計画」は、個々の街路樹がより健全に美しく生育できる環境と安全で快適

な道路空間・歩行空間が両立するよう、持続可能な維持管理体制の確立を目的とし策定しました。 



 

計画では、街路樹により歩行空間が確保できないことや、巨木化により隣接地への影響または倒

木の恐れなどの問題点を整理し、街路樹における対応策などが計画されています。 

また、緑の少ない中心市街地については、今後も街路樹を保全することのほか、剪定高の均一化

や、枯木撤去後の補植を行うなど緑地の保全に努めることとしています。 

 今後、将来にわたり、松江市が美しい緑に囲まれ、市民に潤いを与えるような街路樹となるよう、

適正な管理に努めてまいります。 

（道路課） 

 

５．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、国が検討している将来の高速道路料金のあり方の動向もみながら、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】 

 将来の高速道路料金のあり方については国で検討されているところです。今後も国の動向を見な

がら対応していきます。 

（国県事業推進課） 

 

６．安全な自転車利用と通行環境整備並びに、啓発について 

（１）歩行者、自転車に対する通行環境整備の促進 

観光客を含めた歩行者、自転車に対する安全確保の観点から、「第５次松江市歩道整備計画」に

基づき、国・県とも連携を図りながら、引き続き着実な通行環境整備を推進していただきたい。 

 

【回答】 

安心安全な歩行空間と、市内中心部の自転車道のネットワーク化を推進するため、「第 5 次松江

市歩道整備計画」に基づき、引き続き、国・県・市で連携して整備に取り組んでまいります。 

（建設総務課） 

 

（２）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。近年、松江市での自転車事故の発

生件数は減少傾向にあるものの、他地域においては自転車運転中のスマートフォン操作を原因とす

る死亡事故が発生するなど、依然として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、引き続

き「松江市自転車安全利用条例」の周知および啓発をお願いしたい。 

 

【回答】 



 

 本市では、「松江市自転車安全利用条例」の周知を図るため、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、自転車運転中

のスマートフォンの使用禁止をはじめとした交通ルールの遵守・マナーの向上を呼びかけています。

また、各地区、学校などごとに行う交通安全教室において、小・中学校の児童・生徒及びその保護

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おります。 

 このような地域での取り組みにより、松江市での自転車事故件数は 5 年前と比較すると 20 件近

く減少しました。 

しかし、全国的には交通ルールを無視したことによる自転車利用者の重大事故がしばしば発生し

ているところです。 

 このような状況を踏まえ、自転車の安全な利用についてより一層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、引き続き警察や地区の交通安全対策協議会などと連携した交通

安全教室により、自転車事故の減少及びマナーの向上に向けた指導・啓発に取り組んでまいります。 

（総務課） 

 

７．サイクリングコースの環境整備について 

サイクリングでの観光は、国内・国外の観光客に人気があり、毎年増加傾向にある。中国やまな

み街道サイクリングコースの周辺には、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

地が豊富にあるため、島根県や各種関係団体と連携し、サイクリングによる観光誘客に引き続き取

り組んでいただきたい。ついては、「ご縁サイクルステーション」の増設や、サイクリングを活用

した旅行商品の開発、「しまねサイクリングＮａＶｉ」の情報の充実等、誘客につなげていただけ

るよう県へ働きかけていただきたい。合わせて利用者の満足度・安全確保のため、サイクリングコ

ースの整備を行っていただきたい。 

 

【回答】 

 サイクリングを活用した観光誘客については、「自転車を活用したまちづくりを推進する全国市

区町村長の会」と連携し、国内におけるサイクリングを活用した観光振興の情報収集や、本市が企

画した島根半島や中海を周遊するサイクルスタンプラリーなどの情報発信を行っている。 

 インバウンド向けには、台湾の大手自転車メーカー「ジャイアント」と連携したモニターツアー

や、広島、岡山など中国管内の観光名所も絡めた広域的なサイクリスト向けツアーも実施したとこ

ろである。今後は、水燈路など本市で行う季節毎の魅力的なイベントや地元ならではのおもてなし

が可能な地域性の高いゲストハウスゲストなどを絡めて、引き続き滞在型観光の誘客強化を図って

いく。 

 「しまねサイクリング NaVi」へは、島根県と連携し本市のサイクリングコースの紹介や掲載情

報の更新などに取り組んでいるところだが、現在、国交省中国整備局においても管内のサイクリン

グマップの作成や、やまなみ街道における「道の駅」を活用したサイクルイベントの開催を予定さ

れており、引き続き島根県と連携し、広域的なサイクリングを活用した観光振興に取り組んでいく。 

 また、島根半島東部地域においても、大山隠岐国立公園やジオパークに指定される海沿いの景観



 

など、人気の高い魅力あるコース設定が可能な事から、県境を越えたサイクリングを活用した企画

の実施と引き続きプロモーションの強化をすすめていく。 

 一方、サイクリングでの観光誘客には、コースの安全性が重要であり、特に縁結びライドで PR

するしんじ湖温泉～出雲大社の沿線上は一部走行環境に問題があると認識しており、島根県に計画

的な整備について働きかけていきたい。 

（観光文化課） 

 

新 規 

８．解体工事の最低制限価格について 

平成３０年度より解体工事については、低入札価格調査制度および最低制限価格のいずれも適用

しないとなっており、地方自治法施行令第１６７条の１０第２項は、一般競争入札により工事等の

請負契約等を締結しようとする場合、当該契約の内容に適合した履行を確保するために最低制限価

格を設定することとなっている。また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」

第３条第４項において、その請負代金の金額によっては、公共工事の適正な施工が通常見込まれな

い契約の締結（ダンピング受注）に繋がる恐れがある。公共工事の品質確保の促進に関する法律第

７条第４項において、その入札金額によっては、当該公共工事等の適正な実施が通常見込まれない

契約となる恐れがある場合、最低制限価格の設定等必要な措置を講ずることとなっている。現在お

よび将来の公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を図るために発注者責務とし

て最低制限価格を設定していただきたい。 

 

【回答】 

解体工事は、入札価格が工事の品質に左右される要素が他の業種と比較して少ないことから、廃

棄物処理票（マニフェスト）などにより契約の適正な履行を確保することが可能で、各種法令を遵

守させることで適正な施工が可能であるため、現在、試行的に調査基準価格・最低制限価格を設定

しないこととしております。 

制度改正後の解体工事においても、適正に施工されていることを確認しておりますが、要望の主

旨を踏まえ調査基準価格・最低制限価格の設定について検討してまいりたいと考えております。 

（建設工事監理室） 

 

新 規 

９．危険性の確認されたブロック塀の補修・撤去等に係る補助制度の新設について 

平成３０年６月に発生した大阪府北部を震源とする地震によりブロック塀が倒壊し、問題化した。

これにより、近隣自治体では、平成３１年４月に地震によるブロック塀等の倒壊による被害を防止

するため「ブロック塀の撤去・改修にかかる助成制度」が設けられ、通学路等における安全の確保

が図られている。ついては、松江市内においても通学路等にブロック塀が多数あり、通学する児童、

生徒ならびに通行者の安全を確保するために助成制度の設置をお願いしたい。 

    ※参考「近隣の補助制度の導入自治体」 



 

          （島根県） 浜田市、出雲市  

          （鳥取県） 鳥取県、米子市、 倉吉市、 境港市  

 

【回答】 

危険性の確認されたブロック塀の補修・撤去などに係る補助制度については、通学路などに設置

されているブロック塀などに対し、国のルールに基づいた補助が実施できるよう、検討してまいり

ます。 

（建築指導課） 

 

新 規 

１０．５Ｇを活用した松江城周辺における観光サービス充実の検討について 

２０２０年を目標として、５Ｇ（第５世代移動通信システム）サービスの提供が開始される。地

方が抱える様々な課題を優先的に解決するため、地方での早期実用を後押しする国の支援策もある

ことから、松江市においても普及を検討いただきたい。合わせて、松江城周辺を中心として、幅広

いサービスが提供できるよう５Ｇの具体的活用について検討いただきたい。 

 

【回答】 

本市では、令和元年 5 月に「ドコモ 5Ｇオープンパートナーシップ」に参加し、5Ｇに係る情報

提供受け、検証環境などについて検討を進めるとともに、国や通信ベンダーなどからの幅広い情報

収集に努めているところです。 

 2020 年の 5Ｇサービス提供開始に向け、対象エリアの設定や対応端末の普及状況を見据えつつ、

松江城周辺を中心に、スマートフォン向けコンテンツや動画などの大容量データの配信といった 5

Ｇの強みを生かせる分野での活用を検討し、観光客にメリットを感じていただけるサービス提供に

向け、関係事業者との連携を進めてまいります。 

（観光文化課・政策企画課） 

 

 

産  業  振  興 

 

１．地元公共施設への地元産木材使用について 

公共建築物において地元産木材の利用については「玉湯まがたま学園」をモデルケースとして取

り組んでいただいている。引き続き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、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引き続きお願いしたい。 

 

【回答】 

本市では、国の方針を受け「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」を



 

策定し、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について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。 

令和 3 年 4 月開校予定の「玉湯まがたま学園」整備においては、木材調達を建築工事と分離して

発注するなど、本市においては初の試みとなりましたが、関係の皆様のご努力により、市産材を含

む多くの県産材を調達していただき、地元産木材での木造化・木質化が図れる運びとなりました。 

今後も公共建築物の整備には積極的に地元産木材を活用するとともに、発注方法の検証やよりよ

い品質の確保など、関係課及び県や木材協会、森林組合と引き続き協議を重ね、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、営繕課） 

 

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先行きが不透明な状況が続いている。そのよ

うな中、地元農機具メーカーでは海外資本と共同での部品の海外調達が始まっており、今後地元

企業への短納期要請及び発注量減少が予想される。市としても、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当所並びに商工会と連携して働きかけていただきたい。 

 

【回答】 

直近 3 か月（7 月～9 月）の発注動向について、国内向けは消費税の駆け込み需要により前年同

期と比べ大幅な増となり、国外向けは北米向けトラクター関連が想定より下振れしたため減になっ

たと伺っております。 

今後の発注動向については、国内向けは駆け込み需要後の反動で落ち込み、国外向けは北米向け

トラクターが想定どおり推移すれば増になる見込みだと伺っております。 

 国内外の発注動向にかかわらず、引き続き、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、コストダウンの要請が厳しくなる可能性はあるものと考えております。 

 

 本市といたしましても、国県を含めた様々な支援制度の活用により、農業機械製造関連の競争力

強化を支援するとともに、今年度からは県とともに、定期的な情報収集に努めてまいりたいと考え

ております。また、新たな取引先を開拓することで、リスクの分散化できるよう貴所や各商工会の

皆様と連携し、ビジネスマッチングなどに一層努めてまいります。 

（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

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。今後、県外企業からの受注増を目指すため、備後地

域の共同受注グループ等との交流会や、中国・四国地方の工業関連企業視察会を開催する際には、

市としても引き続き参加協力いただきたい。 

 

【回答】 

 これまで貴所と各商工会の連携により進めてこられた、中海・宍道湖・大山圏域内の連携や、福

山・尾道・今治・松山地域との産業間連携が実を結んだものと承知しております。 

 本市といたしましても、圏域内商工団体の主催される広域的な産業交流に参加させていただき、

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、皆様と一緒になって、さらに多くのビジネスの機会が創出されるよう、引き続き取り組

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 

宍道湖の「大和しじみ」は松江市が誇るブランド産品である。漁獲量が一時減少したものの、近

年は回復傾向にある。また、中海の「サルボウガイ」は養殖により復活した貴重な水産資源であり、

同産品は、旅館・飲食店で提供されるとともに、食品加工の原材料として観光資源としての役割も

果たしている。ついては、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、大和シジミの漁獲量を維持するため、生息困難な深場から稚貝を採集し、成育可能

な浅場に放流する資源保護対策のほか、水草類やゴミの除去を行う湖内清掃及び湖底耕運などの環

境改善対策についても取り組んでいるところです。 

 中海の「サルボウガイ」の養殖については、稚貝確保のための人工・天然採苗施設の整備、生産

量増大のための養殖施設の維持拡大、労力低減のための出荷前の洗浄に係る設備などに対し支援し

ています。これらの取り組みにより、徐々に生産量は増大し、今年度は当初目標としていた 10 ト

ンに到達する見込みです。 

 本市としては、漁業者自らが行う取り組みに、漁協や関係機関と連携を取り、引き続き資源の保

護・増大など積極的に支援していく考えであります。 

 なお、商工会議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申し上げます。 

（水産振興課） 

 

４．ふるさと納税制度の充実について 

改正地方税法が今年６月に施行され、ふるさと納税の返礼品に対する法規制が開始され、全国の

自治体が体験型や近隣市町村との共通返礼品の設定等新しい取り組みを検討しているとの調査結

果もあり、特色を打ち出した返礼品が人気を集めるのではないかと思われる。松江の産品等のＰＲ



 

はもとより、地域の活性化にもつながるため、今後とも多様な特産品や松江ならではのサービスを

導入し、本制度がさらに競争力を増すものとなるように努めていただきたい。 

 

【回答】 

 本来の趣旨である「ふるさとへの貢献」という考え方に基づき、東京や大阪など離れた地域にお

られる縁のある方への情報発信を強化するなど、趣旨に基づいた取り組みを引き続き進めていきた

いと考えております。返礼品につきましては、松江市の魅力を全国に情報発信できるという利点が

ありますので、貴商工会議所や観光協会などの経済界の皆様とも連携を図りながら、特産品や観光

商品などの魅力的な返礼品を提供していきたいと考えております。 

 具体的には、平成 29 年度から実施し、好評を得ている「水郷祭」と宿泊をセットにしたものに

加え、今年度から実施した「国宝松江城街あるき」、と宿泊をセットにしたものや「島根半島・宍

道湖中海ジオパーク」に関連した「しまねジオフライト搭乗券」など新たな観光商品の造成にも取

り組みました。 

 また、「松葉蟹」を、本市と境港市との共通返礼品として取り扱うなど、近隣市との連携した取

り組みも行っているところです。 

 今後も松江市ならではの返礼品や近隣市との連携した魅力ある返礼品を増やすことで、観光誘客

にも繋げたいと考えておりますので、引き続きご協力いただきますようよろしくお願い致します。 

（地域振興課） 

 

５．外国人労働力の確保について 

 全業種において人手不足が深刻化しており、外国人労働者に頼らざるを得ない企業も出て来てい

る。松江市では、まつえ産業支援センター内に企業向けの外国人材雇用相談窓口を設置いただき、

技能実習制度の説明や人材を紹介できる団体の情報等を提供いただいている。当所としても、市内

商工会と連携し取り組むので、引き続き周知・啓発を図っていただきたい。 

 

【回答】 

 3 月 25 日に「外国人材雇用相談窓口」を開設し、これまで製造業や介護事業など経営者の皆様

から主に制度概要について相談を受けております。 

 また、11 月 11 日には、松江地区商工会・商工会議所連携協議会に共催いただき、「外国人材活

用セミナー」を開催することが出来ました。 

 相談窓口の設置が、就労ビザの種類の説明や実際に企業に外国人材を紹介している団体からの事

例紹介など人材不足に悩む中小企業の皆様の一助になったのではないかと考えております。 

 各事業者の外国人材を求めるニーズや条件などの調査を行う予定にしておりますので、貴所にも

ご協力をお願いいたします。 

 今後も貴所をはじめ、関係の皆様と連携し、人材不足の解消に向けた取り組みを進めてまいりた

いと考えておりますので、引き続きのご協力をお願いいたします。 

（まつえ産業支援センター） 



 

 

６．揖屋干拓工業団地分譲地への企業誘致について 

 松江市においては、市が所有し分譲地とされている揖屋干拓工業団地を含む東部エリアがものづ

くり産業の集積地となっている。当所としても情報提供をはじめとした様々な協力をしてまいるの

で、引き続きそれぞれの企業団地を一体と捉え相乗効果が発揮されるような製造業の企業誘致に注

力いただきたい。 

 

【回答】 

 揖屋干拓工業団地への企業誘致にあたっては、安来市の鉄鋼、金属加工や出雲市の電気機械など、

圏域の産業特性を生かしながら経済の好循環を生むよう波及効果が高く、なおかつ核となる製造業

を中心に市外からの誘致活動を行っております。 

またそれにより製造業の集積地である市東部の東出雲工業団地、内陸工業団地、鉄工団地が企業

間取引や研究開発、あるいは人材確保や人材育成に関する情報交換などの連携がより進み、相乗効

果が発揮されるよう、それぞれの企業団地を一体と考えた環境整備も視野に入れているところです。 

現在、島根県の担当課とともに揖屋干拓工業団地の売却に向けた意見交換会を実施するなど誘致

活動のさらなる強化を図っており、複数の企業からお問い合わせもいただいているところでござい

ます。 

 引き続き、松江商工会議所をはじめ経済団体や島根県など関係の皆さまと一緒になって誘致に取

り組んでまいります。 

（定住企業立地推進課） 

 

７．スポーツによる地域振興と誘客促進の支援 

「島根スサノオマジック」をはじめ、「松江シティＦＣ」や「ＳＣ松江」、その他にも地元企業が

支援するチーム等、地域に密着したスポーツチームの活躍は、市民に喜びを与え、地元への愛着も

育む。地元での試合開催時には他地域から多くの観戦者が訪れ、経済活性化にも貢献することから、

地元スポーツチームと連携し、更なる地域活性化と地域ブランド向上のため積極的なプロモーショ

ン実施ならびに受け入れ体制等の支援をお願いしたい。 

 

【回答】 

 B リーグ 1 部に再昇格を果たした島根スサノオマジックのホーム開幕戦には、2 日間で県内外か

ら 5,000 人を超える観戦者が訪れ、松江を拠点とするチームの全国的な活躍に市民の期待も高まっ

ています。 

 このような中、本市では、スポーツの力を最大限活用したまちづくりをより一層推進するため、

新たなスポーツ推進計画の策定に着手したところです。 

 新計画では、ジュニア層へのスポーツの普及や競技スポーツの向上育成、生涯スポーツの推進と

いった従来のスポーツ振興に加え、地元スポーツチームと連携した地域活性化、地域経済の活性化

など新たな視点を踏まえた計画にしていきたいと考えています。 



 

 また、昨年から松江シティ FC と市観光文化課との連携により「対戦チームサポーターのための

松江グルメ＆観光ガイド」を作成し、アウェーゲーム、ホームゲームの相手サポーターに配布する

ことで、県外からの誘客を図り、相手サポーターを受け入れる環境づくりに取り組んでいます。 

引き続き、産業経済部、観光振興部と連携を図り、受け入れ体制の環境づくりに取り組むととも

に、商工会議所からも具体的な提案をいただければ、必要な支援策について検討してまいりたいと

考えています。今後とも全庁的に連携を図りながら、地元スポーツチームを通じた地域活性化、地

域経済の活性化につながる取り組みを進めてまいります。 

（スポーツ課、商工企画課、観光文化課） 

 

新 規 

８．松江市のガス事業民営化について 

 松江市におかれましては、本年５月に松江市ガス事業経営検討（検証）委員会を設置され、民営

化に係る目的や条件等について協議を行っておられると伺っている。当事業は地域住民にとって重

要なインフラであり、民営化後の創意工夫により、サービス向上が図られるなど、得られた利益が

地域に循環する仕組みづくりが必要であると考えている。そのためには地元企業を中心とする受け

皿企業への事業譲渡をご検討いただきたい。 

 

【回答】 

松江市ガス事業経営検討（検証）委員会は 5 月から 8 月まで 4 回にわたり委員の皆様に議論をい

ただき委員会を終了し、令和元年 9 月 30 日にガス局長に対し、本委員会の報告書が提出され、そ

の後、設置者である市長に最終報告を行ったところであり、まさに「完全譲渡による民営化の時期

を迎えている」という結論をいただいたところであります。 

報告書の中にもありますように、民営化する場合の目的・理念として『譲渡先となる事業者が地

域の経済・社会への貢献に資するためには、事業によって得られた資金が地域内に循環するような

事業展開と経営形態を目指す必要がある。 

そのためには民営化された場合、地元を中心とする企業との協力のもと受け皿企業を作ることな

どで、租税面や雇用面などにおいて地域貢献することも選択肢の一つである。』とされております。 

本市といたしましても委員会報告を最大限、尊重し、地域経済の活性化につながり、将来の松江市

全体のまちづくりの発展に寄与できるよう進めてまいりたいと考えております。 

（ガス局） 

 

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 

国宝松江城周辺のライトアップについては、夜間のライトアップが毎日実施され、二之丸上ノ

段の常設化も完了しているが、観光客の誘導・滞在につながるよう、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、特に嫁ヶ島はじめとする名所・旧跡の常設ライトアップの整

備を引き続きお願いしたい。また、松江水燈路においては、「とうほん倶楽部」「松江しんじ湖温

泉組合」「県庁結いとうろう」「松江お堀端美観地区・結びの会」等の取り組みを活かしながら、

松江市全体に広がるよう引き続きエリア拡大や平日開催について検討いただきたい。 

 

【回答】 

 現在、「ナイトタイムエコノミー（夜間の消費活動喚起）につながるライトアップなどの魅力向

上」を目的とし、ライトアップの整備に取り組んでいるところです。 

 松江城ライトアップ常設化については、平成 29 年度より工事を開始し、これまで馬溜・二之丸

下ノ段・観光案内所近くの階段付近・二ノ丸上ノ段の常設化工事が完了し、夜間のライトアップを

午後 10 時まで毎日実施しております。 

今年度は、常設化工事の最終年度として、天守のライトアップ更新と松江神社周辺を実施いたし

ます。また、嫁ヶ島ライトアップに関しても、機器の常設化工事を実施し、松江城と連動した演出

となるような計画をしております。 

松江水燈路についてもアフターDC の開催に合わせて今年度も 9 月から 10 月までの 2 か月間、期

間延長して実施したところです。令和元年の新たな企画としては、「はじめ人間ゴン“マンモス”

大行燈」、「県知事公舎庭園の特別公開」、ワールドバリスタで世界 2 位のバリスタ「丸山珈琲」の

お福分け珈琲や「シャンパンで乾杯」、特別出店などを実施しました。また周辺では「とうほん倶

楽部」「京店商店街」「南殿町商店会」「松江しんじ湖温泉振興協議会」「結びの会」などと連携し賑

わい創出の取り組んだところです。 

令和 2 年は松江城天守国宝指定５周年でもあるため、エリアの拡大や平日開催についても、関係

者と一緒に検討していきたいと思います。 

 ひきつづき、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まい

り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なか、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している。現

在、殿町の県民会館駐車場の拡張整備で対応いただいているところではあるが、松江城周辺に新

たに収容台数の多い駐車場を整備すると共に、近隣駐車場の満空情報を表示する電光掲示板の設

置や駐車場までの道案内を充実するなど、今後の対策や施策について引き続き議論され、早急に

計画の策定、開示及び実行をお願いしたい。 

 

【回答】 

駐車場対策として、用地確保などの面から、本市として直ちに松江城周辺に新たな駐車場を整備

することは困難であると考えており、抜本的な対策について、ひきつづき検討が必要であると考え



 

ています。 

そのことから現在の対策として、繁忙期の土日祝日には県庁前周辺に警備員を配置し、周辺駐車

場マップの配布し、効率的な誘導を行っています。道路に仮設する誘導看板については、より見や

すいデザインに更新し、多くの方に認識していただけるよう対策を図っております。あわせて拡張

整備された県民会館の駐車場も活用するため、大規模イベントなどの開催がない日には、誘導看板

を掲示するなど、観光客の方でも使ってもらえるように案内しております。またゴールデンウィー

クやお盆などの繁忙期には、旧県立プール跡地や民間団体の駐車場を臨時駐車場として無料開放し

ております。今年度は、GW の 10 連休期間中にシャトルバスを運行し、約 850 名の利用があったと

ころです。 

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

車場には満空情報システムを導入し、スマートフォンやカーナビ・パソコンなどで最新の情報をご

覧いただけます。 

さらに、周辺の民間駐車場も含めた位置や収容台数、料金システムについても、観光協会ホーム

ページへの掲載や高速道路のサービスエリアなどに配布している観光マップなどにも掲載するな

ど、事前の情報提供を行っており、引き続き情報発信に努めてまいります。 

（観光文化課、都市政策課） 

 

２．堀川遊覧船事業の推進 

  松江城周辺の「まち歩き観光」の推進 

 松江城周辺は、国宝松江城を中核として名所・旧跡が点在する松江を代表する観光エリアであ

り、近年、小泉八雲旧居と武家屋敷のリニューアルが行われている。また、地元の事業者で構成

する「松江お堀端美観地区・結びの会」が結成され周辺の散策ＭＡＰを作成したり、着物を着て

散策するなど民間での活性化に取り組みも始まってきている。松江での滞在時間伸長に向けて、

「茶の湯遊覧船」をはじめ「０次会遊覧船」、「グルメ船」等の堀川遊覧と飲食を組み合わせたメ

ニューの多様化が進められる中、大手旅行会社によるエリアクーポンが販売されるなど堀川遊覧

船と周辺の観光施設を組み合わせた商品も造成・販売されてきている。同エリアの観光資源の一

層の充実に向け、「堀川遊覧船を活用したまちあるき観光」への仕掛けづくりを拡充されるとと

もに一層のＰＲ強化を図られたい。 

 

【回答】 

 塩見縄手への誘客対策は非常に重要であり、今年度「大手前乗船場」の情報発信拠点として増築・

改修を実施し、周辺の飲食、お土産などのお店情報や、観光案内などを充実させることで遊覧船の

みならず塩見縄手も含めた周辺への回遊性を高めていく計画をしております。 

 そのなかでは、「松江お堀端美観地区・結びの会」などとの意見交換を行い、季節に応じた『旬』

な情報提供や、塩見縄手周辺の歴史・文化施設や飲食・土産品店などと連携したエリアの魅力づく

りの工夫などを行い、まち歩き促進につながるような対策を進め、誘客につなげてまいります。 

（観光文化課） 



 

 

３．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実施され、観光客や市民の茶道文化へ

の関心が高まり、また、平成３１年４月には「松江市茶の湯条例」が制定された。条例の目的であ

る「茶の湯文化および茶の湯文化に関する産業の振興」に繋がるよう、松江歴史館の茶室の有効活

用とＰＲ、更には、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も様々な活動を、今後も引き続き実施していただきたい。 

 

【回答】 

松江歴史館では、不昧公 200 年祭を契機に、館内に復原された松江で最古の茶室となる「伝利休

茶室」において、本格的なお点前を見ながら気軽にご参加いただける茶席「きはる庵」が、毎月第

３日曜日に指定管理者により開催されています。また、毎年松江城大茶会の会場の一つとしても多

くの方にご来館いただき、茶の湯文化に親しんでいただいています。今後も引き続き、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、指定管理

者と連携しながら様々な催しや情報発信を展開してまいります。 

茶道文化や礼儀作法などを学ぶ出前講座「松江藩ちゃのゆの学校」については、学校や公民館、

放課後子ども教室などと連携を図りながら、今後も継続して取り組みます。 

「松江市茶の湯条例」で公式に位置付けた「茶の湯の日（4 月 24 日）」では、和菓子作り教室や抹

茶点て体験など、子ども向けの気軽で親しみやすい PR イベントを和菓子店や茶商と一体となって

取り組むとともに、茶の湯関連施設・店舗にのぼりやポスターを配布するなどして、茶の湯関連商

品の販売促進、産業の振興に繋がるような支援を引き続き行ってまいります。 

（観光文化課、松江歴史館、学校教育課） 

 

４．松江フィルムコミッション協議会における支援の強化について 

松江フィルムコミッション協議会は、ＣＭやテレビ等の撮影に関して各種支援を行い、メディア

を通して松江の情報を発信する一助を担うことを目的として設立され、昨年度は、ＣＭ１５本・Ｔ

Ｖ番組６２本をはじめ映画・雑誌掲載等、計１０３件の撮影支援を行っており、当地域の知名度ア

ップや魅力の創出、観光誘客に非常に有効である。効果的なプロモーションのツールではあるが、

支援依頼、セミナー研修会等、年々増加傾向にあり、これに関わる事務局の人的負担と財源的負担

も大きくなっている。当所としても協議会構成団体をはじめ、島根県フィルムコミッションネット

ワークとの連携を一層密にし、プロモーション活動の一環として活動を充実させ、効果的な作品誘

致と撮影支援に一層取り組んで参るので更なる支援をお願いしたい。 

 

【回答】 

松江フィルムコミッション協議会は県内他地域に先駆けて設立され、松江市を中心に多くの映像

作品の撮影支援に取り組んでいただいており、メディアを通じた情報発信、観光誘客に寄与いただ

いているものと考えており、今年度からは本市負担金も増額したところです。 



 

また、県全体の窓口である島根県フィルムコミッションネットワークとの連携により、松江市を

舞台とした撮影の機会が一層増加することや、Web サイトなどを活用した情報発信が効果的に行え

るものと期待しています。 

島根県フィルムコミッションネットワークとの連携や予算額増加による効果を検証しつつ、今後

も引き続き速やかで的確な対応を行い、より多くの映像作品誘致に繋げるため、協議会構成団体や

島根県・観光連盟と連携し、より一層の支援を行ってまいります。 

（観光文化課） 



 

 

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）普通建設事業費の中長期にわたる予算確保について 

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

安定が課題である。このため、公共工事予算については、中・長期的に安定して予算確保をされる

よう努めていただきたい。 

 

【回答】 

今年度に策定した中期財政見通しにおいては、今後も歳入の減少や社会保障関係費の増加が続く

と見込まれ、本市の財政運営は厳しい状況が続くと考えています。しかし、こうした状況下であっ

ても、市民の安心安全を守るため、令和 2 年度から本格実施となる新庁舎建設事業や、社会基盤の

整備事業・維持補修などの必要経費を盛り込んだところであり、今後も一定規模の普通建設事業費

を確保してまいります。 

（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。平成３０年２月の豪雪時も、除雪機械リースの必要台数を確保することが非常に困難

な状況であった。除雪対応に必要な車両台数を確保するためには、大雪となる見込みで、長期間リ

ースでの確保をしなければならず、待機コストの増加につながっている。この状況を鑑みて、リー

ス期間、待機コストなど実態の把握を早急に行っていただき、実態にあわせた発注をお願いしたい。 

 

【回答】 

 除雪機械については、自社所有ではなくリースによる業務形態に移行してきている業者もあると

伺っており、今年度、実態を把握するため除雪協力業者に対し調査を実施したところであります。

結果、数社がすでにリースにより機械を確保し、除雪などを行なっているとの回答でした。 

 今後、本市としましては、調査結果を踏まえ協力業者の負担軽減を図るため、リース機械への対

応など最善策を検討していきたいと考えているところであります。 

（道路課） 

 

２．地元企業への発注について 

（１）経営基盤の強化につながる適正な発注について 

建設業を取り巻く環境は厳しい状況が続いている。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は、長



 

期化しているのが現状である。地域建設業の経営の健全化を図るためには、技能労働者の継続的な

雇用の維持や、下請け業者を含めた地元企業への優先発注が不可欠である。よって、地元の雇用創

出ならびに地元での資材調達を推進するため、引続き当地域の市場に適した単価の採用をお願いし

たい。 

 

【回答】 

平成 27 年 4 月に、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）「働き方改革」に合致した適正な工期、経費の設定なら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、「働き方改革の推進」が求められている。「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」に沿って工事の準備期間、後片付け期間を設定いただいている。

しかしながら、後片付け期間が長く実際の工期が短いと感じている事業所も少なくない。そのため、

建設工事に従事する者の休日（週休２日や夏季休暇）の確保が十分に行えていない。ついては、長

時間労働の削減ならびに週休２日の推進をするためには、工事施工期間を伸ばしていただくととも

に、工期伸長に伴う相応の経費を見込んだ補正をお願いしたい。更に、日給月給の作業員に対して

も収入が減らないよう労務単価の引き上げも必要となっている。また、例年公共工事の繁忙期と閑

散期の差が大きく、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、平準化について引き続きお願いしたい。 

①発注時における見積り期間の適切な設定（大型連休などを考慮） 

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】 

国の直轄工事においては、週休 2 日の確保をはじめとして長時間労働を抑制する取組みを展開さ

れており、島根県においても、平成 30 年 10 月から土木工事について、労務費や諸経費を増額する

「週休 2 日工事」の試行を開始されたところです。 

 本市におきましては、国や島根県の実施状況を注視し、週休 2 日工事の導入について情報収集を

進め検討してまいりたいと考えております。 



 

① 大型連休を考慮した見積期間の適切な設定につきましては、工事の現場着手や議会への議案

上程時期などを考慮し、休日と祝日を挟む平日も連休期間と解し、適切な見積期間の設定に努

めてまいります。 

② 学校校舎などの工事については、児童・生徒に配慮し学業等に影響が少なく休暇期間の長い

夏季に実施しております。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、工事施工期間を確保するよう、工事の発注規模等を考慮するなどして適正な工期

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。 

また早期発注につきましては、平成 28 年度以降、上半期に約 70％の発注をしています。 

令和 2 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 

松江市で設置されている入札参加資格要件について、独立採算制をとっている企業局（上下水道

局、ガス局、交通局、市立病院）にも採用いただくことで、地域経済循環や地元企業の雇用継続等

その効果は非常に大きいものと考えている。今後もこれまでどおり、県外企業とのコスト競争によ

る企業の疲弊を招かぬよう引き続き同要件の運用をお願いしたい。 

 

【回答】 

今後も引き続き、市と同様な資格要件で発注を進めてまいります。 

（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） 

今年度についても、印刷に係る発注内容のほとんどを市内業者が受注しています。 

（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

国的に増加している。製造請負契約であれば、最低制限価格や低入札価格調査制度を導入すること



 

で将来起こり得る極端なダンピングの発生を防止することが出来ることから、国や県からの発注は

既に製造請負契約であることも踏まえ、導入について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

込んでいただくとともに、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致

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

度の検討を引き続きお願いしたい。 

 

【回答】 



 

 要望の趣旨を踏まえ、最低制限価格制度を令和 2 年度から市の基準と同様の内容に見直すことと

いたします。 

（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９８

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引き続きお願いしたい。 

 

【回答】 

設計委託料の積算については、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。今後、基準の改正などあれば本市とし

ても適正に対応してまいりたいと思います。 

 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引き上

げに伴い、令和元年 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） 

 

（８）プロポーザルの拡大について 

ＩＴ市場やクリエイティブ業界においては、企画提案力に加え、高度技術の開発、人材育成が大

変重要である。松江市が抱えているさまざまな行政課題を解決し、地元企業の技術力、企画提案力

の向上を図る観点からも、企画提案が可能な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、プロポーザル方式での発注を引き続きお願いしたい。 

 

【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行政計画等の調査・立案業務②施設設計等の業務③システム開

発等の業務④イベント企画等の業務⑤維持管理・運営等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。 



 

 また、プロポーザルの実施にあたっては、提案内容等を審査するプロポーザル審査委員会の委員

について、業務内容に応じて専門的な知識を有する外部委員を選任するよう努めてまいります。 

（契約検査課） 

 

（９）松江市役所新庁舎施工の地元発注について 

松江市役所新庁舎は、市民の暮らしを守る重要な施設であるため、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。新庁舎の施工業務について、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】 

 新庁舎の整備につきましては、基本設計の大枠をまとめ、令和元年 11 月初めに、市長が記者会

見を行ったところです。今後、実施設計に移行していくことになりますが、その進捗状況に合わせ、

建設工事の発注事務を進めていくことになりますので、工事の発注にあたっては施工実績、技術力、

資金力などを考慮し、市内建設会社が活躍できるよう条件を検討してまいります。 

（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 29 年度は 81 件、平成 30 年度は 48 件と多くの中小企業の

皆様にご利用いただいております。 

 市内産業の活性化、雇用の維持創出のためには、中小企業の積極的な新規創業や設備投資、資金

繰りの安定化に対する継続的な金融支援が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．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中で、次世代への技術・技能の承継がスムースに行われ

ていない。島根県では「ものづくり企業人材育成支援補助金」を設置され、製造業における人材育



 

成を支援されているが、単年度支援であるため、技術・技能の承継という意味では期間が短く現実

的ではない。当制度が複数年に亘る補助になるよう島根県に働きかけていただくとともに、松江市

でも制度の導入について検討いただきたい。 

 

【回答】 

本市の支援として、自社の人材を育成するために実施される研修会や教育訓練の実施に係る経費

の一部を助成する「松江市中小企業人材育成支援事業補助金」があります。 

 次世代への技術・技能の承継という目的での利用も可能と考えておりますので、ぜひご相談くだ

さい。 

 島根県の「ものづくり企業人材育成支援補助金」も本市の補助金につきましても、年度単位で予

算化していることから、複数年の支援を必要とされる場合においても、単年ごとに申請いただき、

審査を経て活用いただきたいと思います。 

（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 

市内ものづくり企業にとって深刻化する人手不足対応や取引拡大のためには、設備投資を積極的

に行っていく必要があり、その意欲は高いが、財政基盤が脆弱な中小・小規模企業にとって投資す

るハードルが高いのが現状である。しかしながら、松江市におけるものづくり関連補助金予算は平

成２８年度に８３，７００千円であったが、今年度は６２，０００千円まで減少した。県外からの

誘致企業には島根県・松江市ともに十分な補助制度が準備されている。そこで地域の雇用を担い、

地域経済に長年にわたって貢献している地元ものづくり企業に対しても予算の拡充をお願いした

い。 

 

【回答】 

前年同様、ものづくりアクションプラン事業には、設備導入・現場改善・人材育成など多くの企

業の皆様からご相談を寄せられており、競争力向上のため、制度の維持・継続が必要であると認識

しております。厳しい財政状況ではございますが、皆様のご要望に応えられるよう、弾力的な予算

運用により、企業ニーズに沿った支援につながるよう、引き続き取り組んでまいります。 

（まつえ産業支援センター） 

 

６．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。松江市においては、市道の未収録路線の収録申請をされる

など、努力はいただいているが、より一層の申請手続き簡便化と、一括申請に係る個別審査期間短

縮に向けて、オンライン申請が有効に活用されるよう、引き続き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検討いただきたい。 

 

【回答】 



 

 特殊車両通行許可手続きについては、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、道路情報便覧に未収録となっている市道路線について、通行にかかる条

件などの協議依頼があり、これに回答することとなっています。 

 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進めていきたいと考えております。なお、今年度は、市道１６路線３０区間（農

道１路線１区間）について収録の申請をいたしました。 

（道路課） 

７．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 

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多くみ

られるが、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。近年、印刷業界を取り巻く

経営環境は非常に厳しいため、一昨年、国から示された「中小企業者に関する国等への契約基本方

針」に沿って、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、「中小企業者に関する国等への契約基本方針」で知的財産権について十分配慮した契

約内容とするよう努めるよう示されましたので、本市においても、印刷物の発注に当たっては、著

作権などの知的財産権について十分に留意した契約内容とするよう研究して参りたいと考えてい

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。松江市におかれては、ホ

ームページに読み上げ機能を付加されるなどすでに取り組んでおられますが、発行される印刷物な

らびに市内公共看板・サインディスプレイ等におきましても、ユニバーサルデザインに配慮したも

のとなるよう引き続き努めていただきたい。 

 

【回答】 

 市公式ホームページと同様に、今後も本市の広報など発行する印刷物の他、全ての公共物が高齢

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、契約検査課） 

 

新 規 

８．食品製造業者・小売販売業者の支援について 

食品表示法で義務付けられている食品表示への移行期間が２０２０年３月末と目前に迫ってい

る状況の中、松江市におかれては、これまでにセミナー・研修会を複数回開催していただいている。

当所としては同様に今後導入が義務付けられているＨＡＣＣＰの衛生管理や加工食品の原材料の

産地表示等について市内事業者に向けての制度説明会や導入に向けたセミナーの開催といった支

援に取り組みたい。引き続き食品表示対応への支援をいただくとともに、当所の取り組みに対して

講師派遣等のご協力をいただきたい。 

【回答】 

今後、導入が義務づけられている HACCP 対応への講師派遣については、島根県環境保健公社が衛

生管理アドバイザーを、しまね産業振興財団がものづくりアドバイザーを派遣しています。また、

食品衛生法に関する事務は松江保健所で所管しており、必要に応じて適切な指導助言を行ってまい

ります。 

 事業者支援としては、本市のものづくりアクションプラン事業やしまね産業振興財団による国際

規格認証取得などの補助金もございますので、ご活用ください。 

 今後も貴所をはじめ、関係機関の皆様と連携・協力しながら、HACCP への対応に取り組んでまい

ります。 

（まつえ産業支援センター） 

 

新 規 

９．工場等に隣接、近接する土地に対する建築等における許認可について 

 近年、以前より操業している工場等に隣接・近接する土地の住宅開発が進められている地域がし

ばしば見受けられるが、新たな住民からの操業時の騒音、異臭等による苦情により、後から自社で

防音壁を設置せざるを得なくなった事例も発生している。将来のトラブルの可能性は企業利益の損

失につながるため、行政の許認可等においては既存企業等に十分に配慮いただくと共に、防音壁や

脱臭装置の設置などトラブルを回避するための補助金や助成金等を検討いただきたい。 

 

【回答】 

工場などに隣接・近接する土地において行われている住宅団地開発については、いずれも指定さ

れた用途地域に応じて法律上認められたものであり、止めることはできない状況はありますが、本

市としては、開発許可を受けて、そのような場所で行われる住宅団地開発については、周辺の既存

企業の操業環境を損なわないようにするため、開発事業者に分譲地販売にあたって購入者に説明を

求めるなどの指導を行っております。 

（都市政策課） 

 



 

また、生活環境に関する近隣トラブルは、騒音、悪臭、振動など多岐にわたり、トラブルにいた

る経過も一様ではないと考えています。 

 例えば、建設時には一定の騒音があることを理解したうえで住宅を建設されたケースもあれば、

工場に新設した設備からこれまで以上の騒音が発生したケースも考えられます。 

 本市といたしましては、いずれの場合も当事者間での解決に向け、近隣関係を損なわないように

注意しつつ、調整対応に努めることが重要と考えており、現時点では工場の防音壁設置などに対す

る助成制度の創設については考えておりません。 

（まつえ産業支援センター） 

 


