
 
 

 

 

１．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平成２６年

度中に全線開通が見込まれるなど、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、特に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ら

れたい。さらには、中国横断自動車道尾道松江線について、暫定２車線を早期に

解消し、付加車線の整備を働きかけられたい。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をされたい。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に係る付加車線の整備促進 

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 出雲空港の国内路線及び便数の拡充および国際チャーター便への支援 

 

【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。この動脈とも言える道路が繋がってこそ、地方創生の基盤が整う

ものと考えております。 

衆議院の解散に先立ち、地方創生関連２法案が２１日に駆け込みで成立しまし

た。 

地方がよみがえるために、今後さまざまな対策を検討してまいりますが、圏域

の市長会とブロック経済協議会とが連携しながら、地方創生の戦略を立てていく

上にも、この道路は欠くことのできないものと位置付けております。 

島根県に対し、引き続き早期の整備を働きかけてまいります。 

また、北道路につきましては、境港出雲道路と一部を共有するとともに、市街地

の渋滞緩和を図る重要な道路です。現在、ルートを決定するため、地元との調整

を行っているところです。この道路につきましても、早期にルートを決定し、で

きるだけ早い完成をめざしたいと考えています。 

（国県事業推進課） 

 

平成２７年度 松江市に対する重点要望 回答 



 
② 山陰自動車道 

高速道路網の整備の遅れた山陰地方にとって、山陰自動車道の整備は欠くこと

のできない非常に重要な社会基盤の整備です。 

山陰自動車道が開通し、尾道松江線とともに高速道路のネットワーク化が図ら

れることは、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ます。 

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

陰自動車道の早期完成等を毎年要望しているところです。 

今年３月１５日には仁摩・温泉津道路の湯里ＩＣ～石見福光ＩＣ間５．９ｋｍ

が開通し、今年度には仁摩・石見銀山～湯里間５．９ｋｍ、浜田・三隅道路の浜

田港～西村間８．１ｋｍ、平成２８年度に西村～石見三隅間６．４ｋｍ、平成３

０年度に多岐・朝山道路９．０ｋｍ、朝山・大田道路６．３ｋｍ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。 

松江市としても、山陰自動車道等の幹線道路の建設の促進に向け、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。 

【県内未事業化区間】     

石見福光～江津間：１４ｋｍ（計画段階評価完了。現在、都市計画決定に向け

た手続中・環境影響評価の実施中。） 

益田～山口県境間：１０ｋｍ（昨年度から優先区間の絞り込み調査中。） 

総延長１９３．６ｋｍ（供用区間は９４．１ｋｍで約４９％、未事業化区間は２

４ｋｍで約１２％） 

（国県事業推進課） 

 

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については、今年度中に全線開通が予定されてお

りますが、供用開始済みの口和ＩＣから高野ＩＣまでは、急勾配が続く区間であ

り、トラック等の車両の速度低下を招いており、このことが一定の高速性を保て

ない大きな要因となっております。 

 松江市としましても、「中国横断自動車道尾道松江線建設促進期成同盟会」の一

員として、この区間の付加車線整備について、国土交通省、財務省、島根・広島

両県選出国会議員へ要望を行ったところです。 

 今後も、付加車線の早期整備に向けて、機会あるごとに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号大庭バイパスにつきましては、これまでに都市計画決定が行われ、

地域の骨格を形成する道路として法的に位置づけられるなど、整備の重要性・必



 
要性は非常に高いものがあります。 

今年度は土地区画整理事業区域内の電線共同溝工事をはじめ、その周辺の道路

工事が土地区画整理事業と調整を図りながら着実に進められております。 

この大庭バイパスが整備されることにより、朝夕の慢性的な渋滞緩和や歩行

者・自転車の安心・安全な通行に大きく寄与するところであります。 

また、国道４３２号古志原工区も含め、これまでに「原子力発電施設等立地地

域の振興に関する特別措置法」に基づく「原子力発電施設等立地地域振興計画事

業」に登載されたところであります。 

広域幹線道路である国道４３２号の整備により、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ところであります。 

今後も早期進捗を目指して県当局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、ますます重要な路線になると考えております。 

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、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す。 

現在は、万原バイパス及び森山工区については、地元検討委員会及び住民説明会

を開催し、地元意見を取り入れながら概略設計を行っているところです。 

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、今後とも島根県・連絡会議との連携を図り、本路線の全体計

画の策定と早期整備を強く要望してまいります。 

（国県事業推進課） 

 

⑥出雲空港の国内路線および便数の拡充および国際チャーター便への支援 

出雲空港では、国内路線の拡大に向け、２１世紀出雲空港整備利用促進協議会

が中心となり、日本航空に対して名古屋便、札幌便の運航再開を要望してきまし

た。その結果、札幌便については８月の 1 ヵ月という期間限定ではありますが運

航が再開されたところです。引き続き来年度以降の運航に繋げるため、商品造成

などの利用促進対策を進めてまいります。 

便数の拡充につきましては、東京便が１０月２６日から１往復が増便され、来

年３月２８日まで１日６往復となったところです。この増便が通年のものとなる

よう、引き続き日本航空に対して要望を実施してまいります。 

また、出雲空港における国際チャーター便の支援については、平成２５年度に



 
県と２１世紀出雲空港整備利用促進協議会で創設した支援制度をもとに引き続き

就航に向け支援を行っていきたいと考えています。 

（政策企画課） 

 

２．線引き制度の継続について 新 規 

線引き制度については昨年の要望通り（平成２５年１２月２６日付要望）であ

るが、平成２６年６月に改定された「日本再興戦略」においても、都市の競争力

の向上として、「コンパクトシティ・プラス・ネットワークの形成を推進」として、

より明確に市町村によるコンパクトなまちづくりを支援することとなった。平成

２７年度に予定されている島根県の松江圏都市計画マスタープランの改定に際し、

松江市としての方針を「線引き制度を継続したコンパクトシティ」とされたい。 

 

【回答】 

 線引き制度の要否につきましては、松江市都市計画審議会の中に設置された専

門小委員会にて、専門的見地から調査及び検討がなされ、先の 9月 30日の都市計

画審議会において、 

① 松江市は「拠点連携型の都市構造」を目指すまちづくりを継続し、区域区分（線

引き）制度は維持すべきである。 

② 市街地の拡大を抑制し、広域拠点に都市機能を集積させたコンパクトなまちづ

くりを推進すべきである。 

との報告があり承認され、線引き制度維持の方向性が示されたところです。 

 しかしながら、松江市は線引き制度のある松江圏都市計画区域と、線引き制度

のない非線引きの宍道都市計画区域があり、この異なる都市計画区域の取り扱い

について、区域再編や税金問題も含め様々な角度からの検討が必要です。 

また、国においては持続可能な活力のある国土・地域づくりを進める上で「小

さな拠点づくり」を促進していくこととしており、松江市においても中心市街地

を含む広域拠点のみならず、各地域の拠点形成に向けた取り組みも含め、市域全

体を対象に今後議論を重ね総合的に判断したいと考えています。 

（都市政策課） 

 

３．産業集積の推進 

ソフトビジネスパーク島根等への企業誘致を引続き促進され、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

ような施策を検討されたい。  

 

【回答】 

固定資産税や新規雇用従業員に対する補助施策等の優遇制度を継続し、引続き

島根県との連携を密にして、ソフトビジネスパーク島根等への市内外からの企業



 
立地を推進してまいります。 

また、中海・宍道湖・大山圏域ものづくり．netの充実やビジネスマッチングの

継続実施など、圏域における連携を促進することにより産業集積を図り、新規雇

用の場の創出に努めてまいります。 

（定住企業立地推進課） 

 

４．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

での支援をお願いしたい。 

 

【回答】 

広域観光の推進による圏域への誘客と観光客の周遊による消費拡大は、重要な

取り組みだと考えています。 

中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会は、地域毎ではなく圏域全体

での取り組みを推進する体制を構築し、圏域内の連携推進と観光基盤の強化を目

指しており、今年度は、外国人観光客の受入促進のため圏域の行政・経済界の担

当者による「インバウンド検討委員会」を立ち上げるなど、官民を挙げての受入

充実に取り組まれているところです。 

来年度は、外国人向け物産パンフレットの整備や昨年度実施した「中海・宍道

湖・大山圏域観光周遊行動調査（アンケート）」を予定されており、引き続き中

海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会を支援して参ります。 

あわせて、島根県や鳥取県のほか、神話の国 縁結び観光協会や中海・宍道湖・

大山圏域市長会といった広域観光に取り組む団体とより一層連携し、広域観光を

推進したいと考えています。 

（観光文化課） 

 

②広域観光の推進には、２次交通の充実が不可欠であり、圏域での交通体系の

整備を図られたい。 新 規 

 

【回答】 

観光客が県境をまたぐ圏域内を周遊するためには、２次交通の充実による利便

性の向上が重要な要素になると考えています。 

 現在、出雲・米子両空港の連絡バスや一畑電車など、出雲路の電車・バスが３

日間乗り降り自由の乗車券「縁結びパーフェクトチケット」が販売されており、

圏域を周遊する観光客にとって便利でお得なチケットです。 



 
また、一畑バスによる松江境港シャトルバスの運行やＤＢＳフェリーの寄港先

までの延伸、足立美術館によるシャトルバスの運行など、民間事業者による２次

交通の利便性向上が図られています。 

しかしながら、米子空港～松江市内～出雲大社を結ぶ路線など不十分な点も多

く、島根県に対し利便性の向上を要望しているところです。 

 県境をまたぐ２次交通体系の整備は、圏域として取り組むべき課題であること

から、「中海・宍道湖・大山圏域市長会」と連携して、圏域内の空港・駅・観光地

を結ぶバス路線のあり方について、検討・計画策定等を行い、実現のための整備

や要望活動を行っていきたいと考えています。 

検討にあたっては、団体型から個人型に移行している近年の旅行スタイルの変

化や尾道松江線全線開通による自動車を利用した観光客の増加など、観光客や交

通事業者のニーズ等を踏まえて検討する必要があります。 

 そのためにも、貴商工会議所をはじめ、圏域の商工会議所や商工会等で構成す

る「中海･宍道湖･大山圏域観光連携事業推進協議会」とともに検討していきたい

と考えています。 

（観光文化課） 

 

（２）インバウンド観光の推進 新 規 

 本年、中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会で設置した民間・行政

による「インバウンド検討委員会」の提言（平成２７年２月予定）を尊重し、年

次的な整備を図るとともに、広域での観光商品造成やプロモーションを実施され

たい。 

 

【回答】 

今年度の尾道松江線の全線開通を控え、また 1 月 1 日から広島空港の広島－台

北便がインバウンド用に週 2 往復増便されることに伴い、これを好機と捉え、台

湾へのプロモーションを強化していきます。特に島根県や中海・宍道湖・大山圏

域市長会と連携を図りながら、引き続き現地での商談会の開催や旅行会社招請事

業を実施するとともに、情報発信も積極的に行ってまいります。 

また、年間 5 万人もの観光客が訪れるフランスからの誘客に関しては、今年度

より、広島県と連携し、パリでの旅行博（B to B）の共同出展や旅行会社の招請

事業に島根県とともに取り組んでいるところです。 

 一方、ＪＲ西日本とのタイアップも実現し、今後、より具体的、効果的なＰＲ

ができるものと考えております。 

今年度より、タイを中心とした東南アジア市場にも取り組んでおり、冬季に島根

県、尾道市との連携により、食をテーマとしたプロモーションや商品造成、販売

を試み、市場ニーズを探っているところです。 

来年度以降も引き続き広域観光の推進を図っていくため、広島県や島根県、中



 
海・宍道湖・大山圏域市長会と連携を図りながら、台湾、韓国、フランス、東南

アジア（タイ）に重点を置き、プロモーションを行ってまいります。 

今後も、圏域に多くの外国人観光客が訪れるよう努めてまいりますが、経済界

におかれましても、圏域の経済波及効果が図れるよう、免税店の拡大やクレジッ

トカードの取扱店の拡大などの受入環境整備に取り組んでいただきますようお願

いいたします。 

（国際観光課） 

 

（３）プロモーション活動の強化について 

 観光入込客数を増やすには、東京や大阪など大都市からの観光客誘致が不可欠

であることから、大都市圏に向けてのプロモーション活動を引き続き強化された

い。 

 

【回答】 

平成２６年の観光入込客数や宿泊客数は、平成２５年に比べ減少しているもの

の、平成２４年と比較すると増加しており、出雲大社「平成の大遷宮」効果のほ

か、千家家のご成婚や錦織圭選手の活躍などによって、島根県への全国的な関心

が高まっていることから、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。 

そのため、神話の国 縁結び観光協会や島根県などと連携し、「縁結び」や「神

話」などをテーマにした大都市圏での観光プロモーションを強化して参ります。 

特に観光客の増加している首都圏では、「秘密結社 鷹の爪」とコラボレーショ

ンしたユニークな観光プロモーションを引き続き実施するとともに、「怪談」や

「茶の湯文化」など、この地ならではのテーマを積極的に観光プロモーションし、

新しい観光客層に対する認知度の向上を図ることにより、観光誘客の推進を目指

したいと考えています。 

また、来年３月の「尾道松江線の全線開通」という好機を生かし、観光ＰＲキ

ャラバンや旅行事業者への営業など、今年度末にかけて集中的に取み、九州や四

国地域、山陽地域からの観光誘客を強化して参ります。 

観光プロモーションの新たな視点として、個人のブログやフェースブック、ツ

イッターなどの情報拡散は非常に効果的になっていることから、実際に個人が体

験し感動したことが口コミで広く繋がっていくような取り組みも重要だと考え

ています。 

貴商工会議所が開発中の「縁結びスマートナビ」も活用し、ＳＮＳを利用した

観光プロモーションを強化して参ります。 

（観光文化課） 

 

 



 
（４）閑散期への誘客対策 

 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、地元（商店街・青年団体など）が取り組む「カニ小屋」などの「食」に関

するイベント等に対し引き続きの支援と「まつえ暖談食フェスタ」の発展的な見

直しを図られたい。  

 

【回答】 

年間宿泊客数２５０万人を達成するためには閑散期対策は不可欠だと考えてい

ます。 

冬期の誘客については、「かに小屋」が好評であることから引き続いて支援する

とともに、“かに”をテーマにした料理を提供する市内飲食店に誘客するため、昨

年度から実施した「まつえ暖談かに三昧」を引き続き支援し、観光消費を市内飲

食店に広げる取り組みを行います。 

さらに、今年度中に尾道松江線が全線開通することから、山陽方面はもとより、

新規エリアである四国・九州方面への観光ＰＲを強化するとともに、観光バスへ

の補助など旅行会社向けの支援を行うことで、官民一体となって誘客に取り組み

たいと考えています。 

 「暖談食フェスタ」については、昨年度から観光誘客の強化に取り組んでいる

ところであり、平成２７年度以降について、宿泊施設や商店街などから構成する

企画委員会の意見を伺いながら、これまでの「食フェスタ」にとらわれず、観光

誘客の強化と観光消費の拡大が図られる冬期の賑わいイベントになるよう検討し

ているところです。 

観光客の落ち込む梅雨の時期は、「縁雫・観光月間」と名付けて官民一体となっ

て誘客に取り組んでおり、今年度からは新たに「ツキノシズクを巡る旅」に「雨

粒御伝」を組み込んで実施し、女性客を中心に好評だったところです。また、「縁

雫絵馬」をプレゼントするなど旅行会社と連携した旅行商品を販売し、一定の集

客効果があったものと認識しています。 

 あわせて、平日の誘客対策として、コンベンション誘致及びアフターコンベン

ションを引き続き強化したいと考えています。 

（観光文化課） 

 

５．「縁結びスマートナビ」事業の拡大について 

 「縁結びスマートナビ」事業では市内主要個所にＷi-Ｆi機器を敷設し無料で利

用いただける無線ＬＡＮを発信することとしている。商店街での顧客誘導や地域

コミュニティからの情報発信等多目的な活用が期待されることから、次年度以降

での利用可能エリアの拡大並びに機能の拡充について共に検討されたい。 



 
 

【回答】 

無料で利用できる公衆無線 LAN の整備は、インバウンドの推進には必須のイン

フラと考えております。 

商工会議所と共創で実施しています、縁結びスマートナビ事業では、無料公衆

無線 LANスポットを市内の主な観光地 35ヶ所に整備し、Rubyを使ったシステムと

して開発していただいております。 

 今後は、インバウンドの推進はもとより、商店街からのイベント、お店の紹介、

お得なサービス情報の発信、災害時における避難所への誘導情報の発信など、多

目的に活用できるよう機能拡充を図るとともに、公衆無線 LAN の設置箇所を増や

し、エリアを拡大していく必要がありますので、商工会議所の皆さんと一緒にな

って検討していきたいと考えております。 

（政策企画課） 

 

６．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

よう引き続き支援されたい。ハード面では千鳥町・南殿町再開発、ソフト面では

アフターコンベンション支援等、事業や活動が期間中に推進できるよう、より一

層支援されたい。 

 

【回答】 

「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、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を中心に、今後も引

き続き連携して活性化に取り組んでまいります。 

 計画に位置付けられている事業等については、まちづくりや地域経済への波及

効果をもたらし、中心市街地の活性化につながる取り組みとなるよう、松江市中

心市街地活性化協議会と連携して支援してまいります。 

（商工企画課） 

 

７．環境対策の推進 

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、

さらに利用やすい制度にされたい。 

 

【回答】 

 太陽光発電導入促進事業費補助制度は、平成１５年度の補助制度創設以来、平

成２５年度末で、延べ住宅用１，６７２件、事業所用１４件で設置容量は合計約



 
７，５９４kw となり、年間総発電量に換算すると約２，１００世帯分の電気を賄

える発電量となっているところです。 

固定価格買取制度が開始された平成２４年度には、計４２４件の申請があった

ものの、翌年度には、２３７件に減少し、今年度も前年度と比較し、住宅用、事

業所用ともに減少傾向となっている状況です。 

再生可能エネルギーの普及促進は地球温暖化防止に欠かせないものであり、そ

のうちのひとつである太陽光発電システムの設置については、引続き普及を図る

必要があるため、補助制度の継続を考えるとともに、より利用しやすい制度にな

るよう検討します。 

（環境保全課） 

 

８．地場産品の販路拡大並びに商品開発等支援 

（１）地場産品の販路拡大並びにＰＲの強化 

松江市で製造・加工がされている特産品の消費拡大の観点から、大消費地での

ＰＲを一層強化されたい。 

 

【回答】 

販路開拓支援事業で、首都圏を中心とした国内外の展示会等への出展に対する

支援を引き続き取り組みたいと考えています。 

 また、平成 24年度から東京のにほんばし島根館で「松江特産品フェア」を開催

し、首都圏での松江産品の知名度向上、販路拡大に取り組んでまいりましたが、

本年度は「食と観光」も連携し観光誘客につながるようＰＲを行ってまいります。 

平成 27年度以降は、特産品フェアのこれまでの成果を踏まえ、大消費地におけ

る販路拡大、ＰＲの充実に努めてまいりたいと考えております。 

 さらには、観光との一体となった取組みとして、東京丸の内の「カフェ プロン

ト」でのレトルトしじみ汁を使った期間限定（平成 26 年 2 月～3 月）メニューの

販売、首都圏プロモーション事業の一環であります「鷹の爪団の超屋台村」での

特産品の販売等を行っています。今後も観光プロモーションの中での特産品のＰ

Ｒも引き続き行っていきたいと考えております。 

（まつえ産業支援センター、農政課、観光文化課） 

 

（２）松江ブランド認定制度の設立について 

既存の特産品や製品等あらゆる分野で松江ならではのこだわりの産品をブラン

ドとして認定し、認知向上と販路拡大を支援する総合的な施策を検討されたい。 

 

【回答】 

「販路開拓支援事業」と「松江らしさ発信事業」が事業者の皆さんにとって、よ

り使い勝手の良い制度にするための検討を引き続き行ってまいりたいと考えてい

ます。展示会・物産展への出展、「松江」をイメージさせる製品のパッケージ等の



 
デザイン経費の支援等を行うことで、松江発の製品の販路拡大と認知度向上に向

け、積極的に取組んでまいります。 

 また、貴商工会議所とも連携・相談しながら、ブランド化に向けた戦略を検討

してまいりたいと考えています。 

（まつえ産業支援センター） 



 
 

◆  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 

（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、アスベストの処理機能をもつ最終処 

理施設を松江地域に建設されるよう、引き続き島根県に積極的に働きかけられたい。 

 

【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。 

 なお、昨年度から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の処理機能を

持つ最終処分場施設が稼働しています。 

（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周辺の地域活性化の

ためのビジョンを策定されたい。 

 

【回答】 

遊休市有地の利用につきましては、引き続き公売、貸付などを含めた活用を図りたいと考えてお

ります。 

 市立病院跡地につきましては、ホテル誘致に加え、さらに幅広い利用方法を検討し、様々な関係

者と実現性を協議しているところであり、引き続き早期の本格利用を実現させるよう取り組んでま

いります。 

（資産経営課、政策企画課） 

 

 

３．市道西津田馬潟港線の未拡充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１．５ｋｍの区間において大橋川改修事業の進捗に併せ、順次拡幅整備を図る予定で

す。 

 本年度は、昨年度末に着手した矢田の渡し乗り場付近から１８０ｍ間の改良工事を完成し、未計

画区間（竹矢側 JR タッチから塩楯島前付近まで）約４００ｍ間の設計に着手する予定です。 

 県道馬潟港線の中海大橋から跨線橋までの改良については、中海大橋南詰め付近の約３００ｍ区

間の整備が昨年度に完了したところですが、それ以外の区間の改良については、計画されていない

のが現状です。 

 本路線の道路拡幅については、鉄工団地等への物流の利便性向上の観点からも、引き続き県へ要

望してまいります。 

（土木課、国県事業推進課） 

 

 

４．水循環・熱環境の改善について 

 ヒートアイランド現象の緩和と中心市街地の魅力アップのため、保水性のある道路舗装の採用や、

緑化（植樹）や、玉砂利、芝生を取り入れた歩道、分離帯、ポケットパーク等の整備を検討され、

引き続き水循環・熱環境改善を図られたい。 

 

【回答】 

ヒートアイランド現象の緩和と中心市街地の魅力アップのために、歩道、分離帯、ポケット

パーク等に緑化（植樹）を推進するように努めてゆくこととしています。 

（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、実現に向

けて調査研究を行い、早期に実現されたい。 

 

【回答】 

ＩＣカードの導入については、先進事例調査など研究を進めていますが、導入にあたっては、多

額の費用負担を伴うことになり、導入する分野、利用できる加盟店をできるだけ増やし、費用の負

担軽減を図ることが必要だと考えています。 

このため、本市でＩＣカードの導入を検討するうえでは、現在の路線バスで導入しているバスカ

ードの後継という位置づけだけでなく、他の交通機関との連携や商業・観光など、交通以外の分野

での活用が必要不可欠ですし、ＩＣカードの需要を生み出すために、皆さんに公共交通を利用して

いただく仕組みづくりや公共交通を使って移動しやすいまちづくりが重要になってくると考えま



 
す。 

今後、ＩＣカードの導入について引き続き研究を進めていきたいと思いますが、導入にあたって

は交通分野での活用が基本になることから、交通事業者がＩＣカードの必要性をどのように考える

のか、まずは交通事業者の前向きな意向があって初めて次のステップに進めると思っています。 

ご要望にもありますが、ＩＣカードの導入については官民一体となった取り組みが必要だと考え

ていますので、引き続きご協力をお願いします。 

（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 新 規 

 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、

有料区間と無料区間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）を関係機関に働きかけられた

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。 

昨年６月に発表された国土交通幹線部会の中間答申では、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については、無料化社会実験の結果等を踏まえ、地域全体の道路交通

の円滑化、高速交通のサービス水準や定時性の維持などを図るため、地域の意見を聴取しながら、

有効活用の観点から有料・無料の整理を検討すべきであるとされております。 

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利用促進協議会により、関係

機関に対し、高速道路料金の無料化への検討を昨年に引き続き本年１０月に要望したところです。 

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、高速道路料金の無料化について検討してもらうよう、引き続き関係機関に強

く働きかけてまいります。 

（国県事業推進課） 

 

 

産 業 振 興 

 

１．地元公共施設への地元産木材使用 

公共施設において地元産木材の利用を引き続き促進されたい。地元業界では、原木の調達、製

材、乾燥、加工等の各工程が細分化されているため、単価が割高となっているが、地元産木材の

利用促進と、関連産業の育成にもご考慮の上、十分な工期と予算確保に配慮されたい。 

 

【回答】 



 
公共施設の木質化は、市民の皆様に木と触れ合い木の良さを実感できる場として、木材の特性や

木材利用がもたらす効果を幅広く提供できること、また、木材の需要拡大による森林整備の促進や

地域経済の活性化と雇用の創出に繋がることから、引き続き地元産木材の利用促進を図って参りま

す。 

 本市では、市産県産木材の利用促進を図るため、平成 25 年 4月に松江市木材利用連絡協議会を立

ち上げ、「公共建築物等における木材の利用促進に関する法律」の規定に基づき、同年 11 月 1 日

に「松江市木材利用推進基本方針」と「松江市木材利用行動計画」を策定しました。 

今後も、「松江市木材利用行動計画」に基づき、公共施設の木質化に向け、関係部署と連携し、

適切な工期と予算の確保に努めて参ります。 

（農林基盤整備課） 

 

 

２．農業機械関連分野の地元製造業支援について 新 規 

 松江市には農業機械製造関連企業が集積している。しかしながら、本年９月に安来市に所在地

を置く農業機械製造企業が会社を閉鎖するなど、依然として農業機械分野を取巻く業況は厳しい

状況が続いている。近年は農機メーカー側から生産計画や外注計画等の情報が協力企業にすら伝

わってこない状況も見られるため、地元取引企業への発注が今後とも守られるよう、島根県など

の関係機関とともに継続して働きかけられたい。 

 

【回答】 

国内農業機械メーカー各社の国内需要は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動落ちに伴

う減、また米価の引き下げによる農家の購入意欲の低下等により、前年度比 20％～30％の落ち込

みで推移していくとの見方が大勢であると伺っております。このように今後も農業機械業界全体の

市場動向は厳しい状況にあると認識しています。 

 こうした状況を踏まえ、地元企業への発注の働きかけを島根県や関係支援機関と連携して、あら

ゆる機会を捉えて行うとともに、農業機械以外の新たな取引先の開拓や自社製品の開発の取組みに

ついても引き続き関係機関と連携して支援していきたいと考えています。 

（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 

松江市が誇るブランド産品である宍道湖の「大和しじみ」をはじめとする重要な水産資源は、環

境の変化等により漁獲量は減少している。食品加工の原材料確保、また観光資源として活用する

ためにも、水産資源回復に積極的に取り組まれたい。 

 

【回答】 

宍道湖漁協では昨年秋以降、漁獲量が増加したことに伴い、操業日を週３日から４日に復活させ

た結果、本年１月～７月までのシジミ漁獲量は、昨年の年間漁獲量に匹敵する約１千８百トン程度



 
となっています。以降も順調に推移していることから、４年ぶりの３千トン台が期待され、日本一

の座を奪還することがほぼ確実な状況となっています。 

主な要因としては、塩分濃度が良好な状況で推移したことや、漁業者の自主的な漁獲制限の取組

みが功を奏したと推測されます。 

国や県では、一昨年から大規模な覆砂事業が実施され、その後県が行った生育調査では「覆砂に

より生息環境が改善される効果が見受けられる」とされています。市では漁協の協力を得、昨年か

ら試験的に実施しているシジミ種苗生産試験や、宍道湖内３か所に設置した竹林型増殖施設の効果

検証を行っており、この結果を踏まえ、今後の資源再生に向けた施策の検討材料にしたいと考えて

います。 

また、資源量の増殖を目的とした漁業者による天然稚貝の採苗・放流事業や、ウナギ・フナ・エ

ビ等の放流事業などにつきましても、継続して支援してまいりたいと考えます。 

中海においては、水質悪化などで激減したアサリの復活を目指し、３年前からカゴ垂下方式によ

る養殖試験を行っており、昨年の２００㎏に続き、微増ではありますが、今年は３００㎏の試験販

売に漕ぎつけることができました。 

同様にアカガイ（サルボウガイ）は昨年、３５年ぶりに養殖技術の向上により、１.５トンを試

験販売することができました。今年は倍増の３トンを目指しているところです。身の詰まり具合も

よく大変好評化を得ているところです。アサリ同様、今後さらなる増産が期待されるところです。

市としては引き続き、漁業関係者や関係機関と一緒になって推進してまいりたいと考えます。また、

宍道湖同様にウナギ等の放流事業も継続して取り組みたいと考えます。 

（水産振興課） 

 

 

４．ふるさと納税制度の充実について 新 規 

この制度による寄付者への特産品の提供は、松江の魅力を発信する有効な手段であり、ひいて

は地域の活性化にもつながるものである。ついては、ふるさと寄付者が大幅に増加するようＰＲ

に努められるとともに、多彩な特産品を確保するなど制度の充実を図られたい。 

 

【回答】 

ふるさと納税の新たな取り組みとして、寄附者の利便性を高めるため平成 26 年度からクレジット

決済システムの運用開始や、お礼の品としての特産品の充実を図っております。 

クレジット決済につきましては、ホームページ上で申込みから納付まで簡単に手続きが可能とな

り、現在では寄附者の約６割の方が利用しており寄附増加につながっています。 

 さらに、寄附者への特産品につきましても、昨年度は 15 品目でありましたが、地元企業のご協

力により 38 品目に大幅に増やしました。特に人気の高い水産加工品や猪肉など、松江市自慢の地

元特産品の品揃えを充実させたところです。 

 このことから、平成 25 年度の寄附実績は、寄附件数 2,071 件、寄附金額 19,646,083 円でしたが、

今年度の寄附実績をみますと、平成 26 年 9 月末までの 6 ケ月間で、寄附件数 1,892 件、寄附金額



 
20,685,001 円と、すでに平成 25 年度を上回るご寄附を頂いており、これから年末に向けさらに寄

附が増えると予想されます。 

 さらなるご寄附をいただくために、東京松江会、近畿松江会や各高等学校の同窓会などにパンフ

レットをお配りする他、ポータルサイトへの掲載、雑誌、テレビに取り上げていただくなど、ＰＲ

にも力を入れているところです。 

今後とも、貴商工会議所、商工会、産業支援センターと連携しながら、人気特産品のジャンルの

充実や、モノだけではなく観光商品など松江らしい特典についても検討を考えています。 

様々な機会を捉えて松江の魅力をＰＲすることとしており、より一層の寄附につながる魅力を高め

るとともに、本制度も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思います。 

（政策企画課） 

 

 

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 

 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について、引き続きお願いしたい。また、市内での滞留時間の増加は、

宿泊・購買等の経済波及効果を生んでいく事から、「松江水燈路」の平日開催を継続されたい。 

 

【回答】 

光のマスタープランに基づき、松江城周辺を彩る光のイベント「松江水燈路」を行っており、

昨年度に引き続き、１０月の１か月間、毎日開催したところです。 

昨年度実施したアンケートを踏まえ、更に魅力的な内容とするとともに、市民にも愛着を持っ

て楽しんでもらえるイベントとなるよう、企画段階から市民会議を立ち上げ、小学生や大学生の

ほか、様々な団体から提案された多くの企画を盛り込んで実施しました。 

また、１０月３・４日には、大橋川利活用の社会実験として実施した夜の水上遊覧船の運航に

あわせて、大橋川周辺に行灯を並べるなど、松江城周辺から大橋川周辺、ＪＲ松江駅まで水燈路

のエリアを拡大するなど、観光イベントの質も高まっており、例年よりも多くの観光客で賑わい

ました。 

今後は、夜の幻想的な松江を楽しんでもらい、少しでも滞在時間を延ばしてもらうためにも、

平日開催の内容充実や水燈路のエリア拡大など、旅行事業者が旅行企画を造成しやすいイベント

にするほか、ブログやフェースブックなど個人が情報発信する誘客効果を活用するため、写真に

撮りたくなるような風景やコメントしたくなるような企画にするなど、観光誘客増に向けた取り

組みを強化します。 

あわせて、観光消費を拡大させるためにも、商工会議所が１１月に開催した「松江バル」を水

燈路期間中に開催してもらうなど、商店街や飲食店との連携を更に進め、更に魅力的な水燈路と

なるよう、引き続き商工会議所や市民などとともに検討したいと考えています。 



 
また、名所旧跡での常設ライトアップについては、来年秋完了予定の興雲閣の修復事業にあわせ

て常設ライトアップを設置する予定です。 

その他の施設については、ライトアップによる集客効果などを検証する中で、引き続き検討して参

ります。 

（観光文化課） 

 

 

（２）観光施設を訪れる観光客の駐車場対策および駐車場情報の活用・支援 

今後尾道松江線の開通で、山陽並びに四国方面から自動車を利用した観光客の増加がさらに見込

まれる。特に、ゴールデンウィークや盆等には大手前駐車場には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、多忙期だけではなく、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Ｗ

ＥＢ発信など）について引き続き検討されたい。また、現在当所が開発中の縁結びスマートナビに

導入予定の駐車場情報の活用・支援についても検討されたい。 

 

【回答】 

 観光客が集中するゴールデンウイークと９月から１１月の連休には、県庁前交差点に警備員を配

置し、大手前駐車場利用待ちのドライバーに周辺駐車場の案内チラシを配布することで渋滞の緩和

を図っているところです。 

 実態としては、城山に最も近い大手前駐車場から満車になる傾向が強く、空き待ちのドライバー

に近場の駐車場を案内しても、引き続き待たれる場合も見受けられます。 

一方では、県民会館東隣の県営駐車場や一畑殿町駐車場ではかなりの空きが見られ、ゴールデン

ウイーク期間中も同様の傾向があります。 

しかしながら、今年度中の尾道松江線全線開通により、自動車を利用する観光客の更なる増加が

見込まれることから、警備員の配置や高速道路ＳＡ、道の駅での周辺駐車場マップの設置、ホーム

ページでの駐車場情報の提供などによる対応はもとより、ご指摘の「縁結びスマートナビ」を活用

した周辺駐車場への誘導などにより、充実を図り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 

 堀川遊覧船を活用した「まちあるき観光」の推進や、周辺商業地への経済波及効果を高めるため、

また、観光客の利便性向上にも繋げるため、乗降場の増設及びコースの拡大について検討された

い。なお、現在運航中の団体観光客を対象とした「ぶらっとコース」の観光面における影響を引き

続き検証されたい。 

 

 



 
【回答】 

松江城周辺の観光スポットを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次交通で結び、まちあるき観光の推進に繋げるためにも、新たな乗船場の増

設は必要だと考えており、現在、検討を進めているところです。 

また、「ぶらっとコース」は、境港クルーズ船で寄港する外国人観光客の利用など、インバウ

ンド対策としても効果があると考えていることから、今後もインバウンドを含めた団体客誘致の

ため、旅行事業者へのＰＲや営業活動を強化し、利用拡大に努めて参ります。 

（観光文化課） 

 

 

（２）夜間運航の拡大と軽度の飲食 

堀川遊覧船の魅力を高めるため、松江水燈路開催期間中以外の夜間運航並びに軽度の飲食につ

いて、引き続き実現可能な方法を検討されたい。 

 

【回答】 

宿泊客を増加させるためには、夜の魅力作りが必要であり、堀川遊覧船の夜間運航は、魅力的

な事業の一つだと考えています。 

水燈路開催期間中以外の夜間運航として、本年９月、京店生誕２９０年と小泉八雲没後１１０

年の記念として、堀川遊覧特別夜間運航～ハーン没後１１０年 怪談夜話幽覧船～を松江市観光振

興公社が実施したところ、カラコロ広場の賑わいもあり、チケットが早々に完売となる盛況ぶり

でした。 

今後、夜の魅力作りや怪談のふるさと松江を実現するため、地元商店街や周辺住民などの関係

者と来年度以降の運航について、検討して参ります。 

軽度の飲食については、昨年の松江城大茶会にあわせて実施し好評だった特別茶席に続き、本

年は水燈路期間中の１０月１８、１９日両日に、堀川遊覧船の野点船を松江市観光振興公社が運

航しました。 

乗船客からの評価は高く、不昧公没後２００年に向けた取り組みの一環として継続について検

討したいと考えています。 

また、「食」をテーマにした冬のイベント「まつえ暖談食フェスタ」にあわせて、堀川遊覧船

のこたつ船での飲食について実験的に実施する方向で検討しており、その結果などを踏まえて、

通年での飲食の提供について更に研究して参ります。 

（観光文化課） 

 

 

３．歩行者、自転車に対する通行環境整備の推進 

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（第４次松江市

歩道整備計画）」に盛り込まれた「自転車ネットワーク計画」並びに「松江市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されたい。 



 
 

【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。 

〔自転車ネットワーク整備状況〕 

 【平成 25 年度】 

  上追子笠無線（学園通り）の一部区間に自転車専用通行帯を整備 

 【平成 26 年度】 

  上追子笠無線（学園通り）の残り区間に自転車専用通行帯を整備 

  北松江停車場恵曇線（しんじ湖温泉駅～へるんの道）の自転車 

専用通行帯の設計に着手 

 【平成 27 年度以降】 

北松江停車場恵曇線（しんじ湖温泉駅～へるんの道）の 

自転車専用通行帯の整備 

北田大手前線（大手前～塩見縄手）の自転車通行位置指定の明示の実施 

（管理課） 

 

 

４．松平不昧公没後２００年記念事業の実施 新 規 

平成３０年に松平不昧公没後２００年を迎えるにあたり、地元気運を高め観光振興に寄与するこ

とを目的とした顕彰と、その他記念事業について積極的に取り組まれたい。 

 

【回答】 

地域を代表する伝統文化とも言える松江・島根の茶の湯文化は、誇るべき地域の財産であると同

時に、現代を生きる私たちはこれを守り、育み、後世に長く伝えてゆく大きな役割を担っています。 

 来る平成３０年は、不昧公が世を去って２００年の節目を迎えることから、遺徳を偲びつつ茶道

の更なる隆盛を目指した取り組みが多方面から期待されています。 

不昧公の２００年忌を機に、その遺徳を偲ぶ記念茶会を盛大に開催するとともに、不昧公にまつ

わる文化事業を広く構築し、内外にその価値を広く発信し、観光振興の一助ともなる「松平不昧公

２００年祭記念事業（仮称）」を実施したいと考えています。 

この事業を進めるにあたっては、茶道関係者や関連団体、経済団体などとともに、今年度中に準

備委員会を立ち上げ、来年度には、実行委員会を設立し、基本計画の策定やプロモーションなどに

取り組む予定にしております。 

東京、島根での企画展や物産展、不昧公ゆかりの茶室における記念茶会はもとより、茶の湯をテ

ーマとした新たな観光事業を創出し、観光誘客に繋げたいと考えていますので、経済界の皆様にも

積極的なご協力をお願いいたします。 

（観光文化課） 

 



 
 

中 小 企 業 創 造 育 成 

 

１．地元企業への発注について 

（１）公共工事における発注について 

 事業所の減少や若年技術者の不足等、地元事業所を取り巻く環境は厳しい状況にある。中・長期

的な観点から経営基盤の強化や人材の確保・育成は重要な課題である。 

業界の振興に必要不可欠な若手技術者の育成につなげるためにも、地元事業所は受注できる技術

力を有しているので、市や公営企業等における見積・設計・納品等の発注については、十分な納期

をもって発注されたい。                                    

 

【回答】 

設計業務委託の履行期間については、業務内容や業務範囲及び設計委託料算定の業務人・日数を

考慮して発注しています。 

設計業務内容並びに工事場所や特殊性がある業務委託については、総合的に検討し必要となる履

行期間をもって発注したいと考えております。 

（契約検査課） 

 

 

（２）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交通局、上下水道局、ガ

ス局においても、自ら生産能力を有する市内の業者へすべての印刷物を発注していただきますよ

うお願いしたい。 

 

【回答】 

印刷物の発注につきましては、経済性・合理性を両立させることが重要と考えますが、品質確保

や納期等の観点から引き続き、自ら生産能力を有する市内の業者への発注について検討してまいり

ます。 

（上下水道局） 

 

市長部局と同様に、オフセット印刷、活版印刷については自ら生産能力を有する市内の業者へ発

注してまいります。 

（ガス局） 

  

基本的には、松江市のルールを参考にしながら自ら生産能力を有する市内業者に印刷物を発注す

るように努めます。 

しかしながら、本局の印刷物は、乗車券等の特殊な印刷物もあるため、それらについては、市外

を含めた業者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） 



 
 

 

（３）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に立ち、物品購入ではなく製造請負として契約するよう変

更いただきたい。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

続き検討されたい。 

 

【回答】 

印刷物の発注については、建設工事のような統一された積算基準や制度・体制が整っておらず、

多様な印刷業務の全作業工程に適正な単価を設定のうえ市独自で積算し、予定価格・最低制限価格

を算定することは困難であるため、見積金額を基に予定価格を設定しています。 

 印刷物を製造の請負として最低制限価格制度を導入することについては、引続き研究していきま

す。 

（契約検査課） 

 

 

（４）公共事業での建築業務に係る監理業務について 

工事監理による品質の確保は、施設の維持保全や長寿命化に大きく影響し、設計内容に即した適

切な施工が求められる。発注者の監督のもと、設計者と工事施工者の緊密な連携が図れるよう、工

事監理業務に関わらせていただきたい。 

 

【回答】 

本市では、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。 

 ただし、「大規模工事で高度な技術を必要とされる工事」や「特殊な工事で難易度が高い工事」

については、設計業務を行った地元企業に工事監理を委託する場合もあります。 

 今年度は、「松江市本庁舎西棟放射線防護対策等工事」等を地元企業へ委託した事例もあり、今

後も特殊な資格・技術等を要する専門的な工事については、発注者と工事施工者との連携が図れる

よう工事監理業務にご協力いただきたいと考えています。 

（契約検査課） 

 

 

（５）松江市上下水道局の入札制度について 

最近、上下水道局発注工事において落札率が高くないことから、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。 また、ダンピング受注防止の為、低入調査価格及び最低制限価

格を引き上げて（松江市と同等）いただくとともに、総合評価方式を採用していただきたい。さら

には、良質な施設のストック形成において、設計業務における技術力の確保が重要であり、業務内

容に応じた適切な業者の指名選定または経験・技術力が担保される総合評価方式による入札制度を

採用されたい。 

 



 
【回答】 

入札制度につきましては、市場において変動する実勢価格を入札制度に反映することにより、公

正な競争を阻害する恐れのあるダンピング入札を排除することが重要と考えております。上下水道

局発注工事のほとんどは、定型の管布設工事であり、まず設計書や仕様書に具体的な要求水準をき

ちんと定め、現場管理をきちんとしていくことが重要と考えます。 

地方公営企業は基本的に民間企業と同様の経済性を発揮する経営が必要であり、財務活動の一環

である入札事務は、入札システムの細部については、市と若干の相違が発生する点もございます。

設計業務に於いても、案件ごとに業務の特徴に応じた実績や技術者要件を資格要件としており、今

後、御指摘の総合評価方式による入札制度については、メリット、デメリットを含め、十分精査、

研究してまいります。 

（上下水道局） 

 

 

（６）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。これらの状況を勘案され、公共事業における

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たい。 

 

【回答】 

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」に準拠した「松江市建築工事設計業務等積算基準」及び「松江市建築工事設計

業務等積算要領」により業務量に応じて適正に積算しています。 

（建設工事監理室） 

 

 

２．公共工事事業の予算確保 

 建設業界を取り巻く経営環境はいまだ厳しい業況である。様々な工事や災害復旧工事等に対応し

ていくためには、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 

２７年度公共工事予算については前年度を上回る予算確保に努められたい。 

 

【回答】 

 歳入において、合併による特例措置の終了に伴い、地方交付税が段階的に縮減される一方、歳出

においては人口構成などの変化により、社会保障関係費の増大や老朽化した公共施設の維持管理費

の増嵩などが予想される中、限られた財源を効率的に各事業に配分していくことが、重要な財政課

題であると認識しております。 

 そのような状況の中、「住みやすさ日本一」の実現に向け、人口対策や圏域連携の着実な推進と

地域経済の下支えの役割を果たすために、建設事業においても一定規模の事業量を確保していきた

いと考えております。 

 なお、本年 10 月に策定した中期財政見通しにおいては、平成 26 年度から 30 年度までの 5 年間



 
で、歳出総額の 10％程度（金額にして平均約 100 億円）の建設事業を見込んでおります。 

 

 

３．中小企業への金融支援の強化 

 少子高齢化により労働人口が減少し市場規模の縮小が生じており、人材の確保と企業誘致の必要

性がより一層高まり、創業者の起業や設備投資における金銭面からの支援措置がより重要となって

いる。雇用の拡大と地域産業の活性化を図るため、保証料補給を継続されたい。 

 

【回答】 

本市ではこれまでも、ものづくりアクションプランに基づく設備導入支援や、起業・創業への支

援、企業誘致等に積極的に取り組んでまいりました。 

 国においても、本年成立した小規模企業振興基本法に基づく基本計画の中で、起業・創業の支援、

人材確保や育成が重点施策に位置付けられており、今後も国や県の施策の動向を注視し、国、県、

経済団体等と連携して効果的な支援策を検討してまいります。 

 信用保証料の補給につきましては、中小企業が融資を受ける際の初期負担を軽減する経営支援策

として、創業や設備投資、経営の安定化に一定の役割を果たしてきたものと認識しております。引

き続き予算の範囲内で支援してまいります。 

（商工企画課） 

 

 

４．燃料サーチャージ制度の導入について 新 規 

 運送業界を取り巻く環境は、規制緩和による新規参入業者の増加に伴う過当競争や、排ガス対策、

近年の軽油価格の高騰等、大変厳しい状況に置かれている。とりわけ最近の円安による軽油価格高

騰の勢いは止まることがなく、契約後と実運行時の軽油価格に大きな差が出る恐れがあることから、

燃料サーチャージ制度の普及に向け、その周知について検討されたい。 

 

【回答】 

市の発注する工事の資材単価については、「島根県建設工事積算基準」を用いて積算しています

ので、燃料サーチャージ制度そのものを工事費の積算に導入することは難しいと考えます。 

また、この単価の設定にあたっては、島根県が行う市場価格調査に基づき定期的に改定を行って

おり、今年度は毎月改定を行っておりますので、燃料価格については実勢価格を反映したものであ

ると考えています。 

燃料サーチャージ制度の普及に向けた周知については、国土交通省が平成 20 年 3 月に「トラッ

ク運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」を作成し、この導入を推進するため荷主企

業や経団連、商工会議所へ協力要請を行うとともに、各地方運輸局にトラック事業者向けの相談窓

口を設置するなどの対策を講じているところであります。 

市としましても国の取り組みを中心として、制度の普及に向けた周知について検討してまいりま

す。 

（契約検査課） 


