
 

              

 

 

 

１．松江市総合戦略について 新 規 

中海・宍道湖・大山圏域の総合的な発展に向け、県境を越えた広域連携により、

圏域のリーダーとして地方版総合戦略を着実に実行していただきたい。また、そ

れに関わる事務局等の体制強化を早期に図られたい。 

 

【回答】 

圏域で作成した総合戦略の実現には、インバウンド観光やインドへの企業進出

の支援といった海外展開への知識や人脈が重要となります。 

そこで、来年度から事務局長にインバウンドなどの海外展開に精通した方を民

間から登用するとともに、中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会からも職員を

派遣いただき、官民の連携をより強固にしたいと考えております。 

また、事務局の所在地を圏域の中心である松江市内に固定化いたします。 

こうした組織の改編により、継続的で安定的な事務局運営や事業展開を進めて

まいりますので、皆様方におかれましては引き続き、圏域の発展のため、ご協力

をお願い申し上げます。 

（地域振興課） 

 

２．基盤整備の促進  

本県の高速道路ネットワーク網は、中国横断自動車道尾道松江線が全線開通と

なるなど、順調に整備されてきてはいるものの、全国的には依然立ち遅れている

状況下にある。これは、都市部との経済格差を一層拡大させることから、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の 4 車線化を促進するなか、当面は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。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、名古屋便の１日２往復化の実現について働きかけられたい。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 

平成２８年度   

松江市に対する重点要望事項および回答 



 
④ 国道 432号（大庭バイパス） 

⑤ 国道 431号（手角-美保関間）の改良整備促進 

⑥ 出雲空港の利便性向上 

 

【回答】 

 ① 境港出雲道路 

境港出雲道路は、中海・宍道湖・大山圏域を８の字に結ぶ高規格道路網を構成

する道路です。 

毎年出雲市、松江市をはじめ両市の商工会議所等で構成しております「出雲・

美保関間幹線道路整備促進期成同盟会」から早期完成に向けた事業推進を要望し

ております。 

今年７月３０日には商工会議所の皆様と共に国土交通省と島根県選出国会議員

に対して、事業推進に対する格別の財政支援を要望してまいりました。 

境港出雲道路は、圏域の観光振興はもとより、産業の発展に大きく寄与すると

ともに、災害時や緊急時の代替え路線となるなど、安心して安全に暮らせる圏域

づくりに大きな効果をもたらすものです。 

今後も引き続き要望してまいります。 

また、圏域中央に位置する松江市においては、境港出雲道路の一部である「松

江北道路」の早期建設を県に要望しております。市街地北部では未だ恒常的な交

通渋滞が発生しており、市内企業の物流、観光客の流入、緊急時救急車両の通行

などの障害となっています。 

また、原子力発電所立地自治体である松江市において、災害時における複数の

避難路・物資補給路を確保することは喫緊の課題です。こうした松江市の課題を

解決するために必要不可欠な道路と考えております。 

今後も「境港出雲道路（松江北道路）建設促進期成同盟会」をはじめ様々な機

会をとらえて早期建設を島根県に要望してまいります。 

（国県事業推進課） 

 

② 山陰自動車道 

今年３月２２日に全線開通した尾道松江線とともに、高速道路網のネットワー

ク化を図ることは地域の産業振興、観光交流の促進、地域の更なる活性化にとっ

て非常に重要であると考えており、山陰自動車道の整備は欠くことのできない社

会基盤の整備です。 

このことから、沿線の７市で構成する期成同盟会により、関係機関に対し、山

陰自動車道の早期完成等を毎年２回要望しています。 

今年３月１４日には、仁摩温泉津道路の仁摩・石見銀山～湯里間５．９ｋｍ、

浜田・三隅道路の原井～西村間８．１ｋｍが開通しました。 

平成２８年度には浜田・三隅道路の西村～石見三隅間６．４ｋｍ、平成３０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。 

（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、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。 

 Ｈ２７年度は、口和ＩＣ～高野ＩＣ間の竹地谷及び世羅ＩＣ～尾道北ＩＣ間の

川尻で付加車線設置工事が行われているところです。 

今後も機会あるごとに付加車線の早期整備に向けて関係機関へ働きかけてまい

ります。 

（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

要性は非常に高く、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、古志原工区を含め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。 

今年９月１日には宇竜谷土地区画整理事業区域内が供用されるなど、着実に事

業を進められており、今年度からは馬橋川周辺の整備工事に着手されます。 

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。 

（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と考えております。 

しかし、手角・美保関間については、急カーブや幅員が狭小な区間も多く、日常

の生活道路としてはもとより、物流・観光路線として十分な安全性が確保されて

いない状況で、地元住民からも早期整備を要望されています。 

現在は、万原工区及び森山西工区で、関係する自治会の皆様に説明会を開催し、

地元意見を取り入れながらルート検討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、今後とも連絡会議との連携を図り、本路線の全体計画の策定

を含め、早期整備を島根県に強く要望してまいります。 

（国県事業推進課） 

 

⑥ 出雲空港の利便性向上 

出雲－東京便は利用者数、利用率とも高水準で推移しており、また、出雲－札

幌便も昨年に引き続き運行が継続され利用率が 86.1％と高い実績を残しています。 

このような中、国内路線及び便数の拡充、大型化による安定した座席数の確保

などにつきましては、引き続き利用者の利便性を維持・向上するため「21 世紀出

雲空港整備利用促進協議会」において取り組んでいきます。 

また、東京最終便の到着時刻を遅くするダイヤ調整については、環境面での課

題などもありますので、県と一緒になり引き続き検討していきます。 

本年 3月 29日から新規就航したＦＤＡ出雲－名古屋便は、3月～10月の利用率

が 75％で名古屋発着の 9 路線の中でも上位で好調に推移しております。滞在時間

を十分に確保することなどによる利用者の利便性向上については、促進協議会に

おいて 1日 2往復運行の早期実現について要望を行っているところです。 

名古屋便は、東海圏との経済交流の重要な交通手段となりますので、今後も官

民一体となり取り組みを進めていきたいと考えています。 

 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 年度に県と促進

協議会で創設した支援制度をもとに引き続き定期路線の就航に向けた取り組みを

行っていきたいと考えています。 

（地域振興課） 

 

３．産業集積の推進 

（１） 企業誘致の促進 

ソフトビジネスパーク島根等への企業誘致を促進され、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

施策を引き続き検討されたい。 

 

【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



 
用の場の創出を推進するとともに新卒者をはじめとする若者の地元企業への就職

の促進に努めてまいります。 

（定住企業立地推進課） 

 

（２）理系分野に進む学生の増加について 新 規 

 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、このままではもの

づくり企業に就職を希望する学生が今後さらに減少することが懸念され、「技術

人材不足」が企業の成長を大きく阻害することになる。島根県では、先般行われ

た全国学力テストの結果により、算数の学力向上を目的として今年 9 月にプロジ

ェクトチームが発足されたが、今後さらに科学技術に対しても子どもの興味・関

心・知識を高めるため、先端技術に触れ合う機会やより多くの野外観察・実験を

授業に取り込むといった施策を講じられるよう、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取り組んでいただきたい。 

 

【回答】 

ご指摘のとおり、子どもたちの学習向上に資するためにも、先端技術に触れた

り体験活動等を充実したりすることが大切だと考えています。 

その中で、例えば先端技術に触れる機会としては、中学校での職場体験活動を

５日間に伸ばし、特に工業関係の職場へ出かけた生徒たちがそれぞれの職場での

先端技術に触れる機会を増やす取組を行っています。併せて中学校では、松江発

祥のプログラム言語「Ｒｕｂｙ」を用いた授業を来年度から市内全校で実施する

こととしています。 

また、小学校ではキャリア教育の一環として、希望により「夢・未来塾」と称

して、地元の企業の社長や社員の方々を学校に招聘して子どもたちに自分たちの

仕事について語っていただく機会を設けています。商工会議所におかれましても、

ぜひ職場見学や職場体験の受け入れ、あるいは学校への講師派遣などでご協力い

ただきますよう、お願いいたします。 

その他、教育委員会ではこれまでにも「環境教育推進事業」「原子力・エネルギ

ーに関する教育支援事業」など県教育委員会と連携した取組で小中学校の特に理

科の観察・実験器具を充実させる取組を行っている他、生涯学習課が行っている

毎月の「天文教室」や、島根大学とが連携して行う「科学の教室」「宇宙の学校」

など、学校外での体験的学習の機会の充実も行っているところです。 

今後も、行政と教育現場が一体となって子どもたちの体験活動等の充実を図っ

て参りたいと思います。 

（学校教育課） 

 

 

 



 
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

での支援をいただきたい。 

 

【回答】 

中海･宍道湖･大山圏域観光連携事業推進協議会では、圏域インバウンド実施計

画の策定や観光動態調査、山陰いいものマルシェなど官民を挙げての受入環境の

充実に取り組まれていることから、引続き支援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、シャトルバスのような

点と点を結ぶ交通体系だけでなく、圏域を面的に循環させる効果的な交通体系の

整備を検討・実施されたい。また、当圏域での観光客の動向や交通事業者のニー

ズ等を踏まえて圏域での公共交通手段を利用したエリアパスの作成を検討された

い。  

 

【回答】 

今年１０月から新たに、中国ＪＲバスが土日祝日に、国宝松江城や八重垣神社、

出雲大社などを巡る定期観光バスの運行を開始しました。 

また、１０月３日から１２月３日の土日祝日には、米子空港と美保関町間を結

ぶ「ゑびすライナー」の試験運行も始まるなど、民間事業者による２次交通の利

便性向上が図られつつあります。 

圏域を面的に循環させるものとしては、現在、一畑電車やＪＲ西日本が便利で

お得なチケット「縁結びパーフェクトチケット」や「松江･出雲ぐるりんパス」

を販売しています。 

観光客に一層利用してもらえるよう情報発信を強化するとともに、内容の充実

について、中海･宍道湖･大山圏域観光連携事業推進協議会や中海･宍道湖･大山圏

域市長会などの広域組織とも連携して、民間事業者と協議したいと考えています。 

（観光文化課） 

 

③本年 3 月に尾道松江線（愛称：中国やまなみ街道）が全線開通し、しまなみ

海道と直結したことで松江－尾道－愛媛が繋がった。この南北軸の例えば「文学」

「城」「温泉」という共通の資源を活用しストーリー性のあるコースを設定する等

により、全国に向けて本地域に観光客を滞留させるような一体的な観光ＰＲを実

施されたい。新 規 



 
 

【回答】 

中国やまなみ街道と瀬戸内しまなみ海道を利用し、観光客を南北軸で周遊させ

るため、松江－尾道－松山を一体的にＰＲすることは、重要なことだと考えてい

ます。 

１０月に東京で開催した「首都圏観光情報説明会」では、首都圏の旅行会社に

対し、尾道駅や広島駅、広島空港を利用して南北を周遊する旅行プランを提案し

たところです。 

そのためにも、山陰・山陽の花の施設が連携して取り組んでいる「山陰･山陽

花めぐり街道協議会」の活動支援や国道５４号線のサイクリングコースの活用な

どに取り組みたいと考えています。 

さらには、「秘密結社 鷹の爪」で有名な㈱ディー･エル･イーとのコラボレーシ

ョンにより、「松江市」と「松山市」を全国へ情報発信する企画を検討していま

す。 

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今年３月に沿線

の観光協会によって設立された「しまなみ・中国やまなみ沿線観光協会連絡協議

会」と連携しながら、インバウンドにおいても効果的である中四国の縦軸での一

体的な観光プロモーションに取り組み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本年、中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会において策定中の「イ

ンバウンド実施計画」を尊重し、圏域が一体となって、受入環境整備（Wi-Fiなど）

やプロモーションを積極的に実施されたい。 

 

【回答】 

本市は、台湾、韓国、フランス、タイを重点市場に位置付けてインバウンドに

取り組んでいますが、現在策定中の「インバウンド実施計画」で示されているタ

ーゲットも、まさに同じ国・地域です。今後は、圏域が一層、連携を強め、一体

となって、これらの国・地域へのプロモーションを進めていきたいと考えていま

す。 

また、受入環境整備についても、圏域内の Wi-Fi環境整備や観光案内アプリ「縁

結びスマートナビ」の圏域への普及・拡大、免税店の拡大に努めるなど、圏 域

を挙げて取り組んでまいります。 

（国際観光課） 

 

②中国地方の国際観光都市の広島からの誘客を図るため、現在民間が実施して

いる広島－松江間の高速バス代の半額施策に松江市からの補助を加えて、無料化



 
とすることを検討されたい。新 規 

 

【回答】 

広島県は、年間１００万人を超える外国人観光客が訪れていますが、特に欧米

からの観光客が多く、フランスを中心とした欧米をターゲットとしている本市に

とって、広島県からの誘客は大変効果的であると考えています。 

やまなみ街道の全線開通に伴い、広島県との時間的距離が短くなるとともに、

昨年から、民間交通事業者において広島-松江、広島-米子の高速バスの外国人割

引制度も開始され、２次交通の面で利便性の向上が図られているところです。 

 今後、広島-松江ルートの認知度を高め、さらに誘客を促進するために、ご提案

のような施策も含めて、松江市及び圏域への誘導策を検討してまいります。 

 こうした取り組みによって、南北軸を太くし、しまなみ海道・やまなみ街道を

中心とした広域観光周遊ルートづくりを加速化させたいと思います。 

（国際観光課） 

 

（３）松江城国宝化に伴う周辺整備について 新 規 

 松江城天守が国宝指定を受けたことに際し、今後も学術的研究を積み重ねられ

るとともに、松江城に関する様々な資料を展示されている松江歴史館の PRを行う

ことにより、松江城の歴史的評価を一層高められたい。あわせて、史実に基づい

た松江城周辺の整備を促進されたい。 

 

【回答】 

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、鎮物は松江歴史

館が収蔵していることから、国宝所蔵館として PRしていきます。また、これらの

レプリカを制作し、平成 27年度中に松江歴史館の基本展示室に松江城に関する展

示コーナーを設けていきます。 

併せて、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、また、城郭

研究の進展にも寄与できるよう、庁内関係部署と協力・連携し、専門研究者の協

力を得ながら、学術的な調査・研究と史料の収集・分析などに引き続き取り組ん

でまいります。 

また、城内の発掘調査や遺構の整備、適切な樹木管理等により、史跡地内の適

切な保全と整備に努めるとともに、周辺地の修景整備の推進や高さ制限、また歴

史的建造物の保全・継承など取り組み、松江城とその周辺地域の環境整備に努め

ます。 

なお、松江城整備等に充当できる寄附制度の創設については、これまでにも、

多くの方から松江城の整備等に使ってほしいとのことで、「ふるさと納税」にご寄

付いただいており、現行の「ふるさと納税」を制度の拡充を行うのか、新たに、

市民からの寄付を受け易い寄付金制度を創設するかについて現在検討を行ってい



 
ます。 

（まちづくり文化財課、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、東京や大阪など大都市からの観光客誘致が不可

欠である。「国宝松江城」や「茶の湯文化」など、この地ならではのテーマを設け

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】 

松江城国宝化により、松江城やその周辺では、平成２５年の出雲大社「平成の

大遷宮」効果を上回る観光入込客数となっています。 

ＮＨＫの「ブラタモリ」や「歴史秘話ヒストリア」をはじめ、様々な媒体に取

り上げられるなど、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。 

国宝松江城を中心に、平成２９年の「トワイライトエクスプレス瑞風の運行」、

平成３０年の「不昧公２００年祭」、平成３１年の「ホーランエンヤ」を見据え

た戦略的な観光プロモーションに取り組むほか、「茶の湯文化」や「怪談」、「神

話」といったこの地ならではのテーマにより、大都市圏での観光プロモーション

を強化したいと考えています。 

特に首都圏では、「秘密結社 鷹の爪」で有名な㈱ディー･エル･イーとのコラボ

や行政・観光協会・宿泊施設・観光施設が一体となった東京・大阪での観光情報

説明会の開催などを実施していきたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

②観光面での閑散期(冬季、ゴールデンウィーク後、小中学校の夏休み後)におい

て、観光関連業者は厳しい状況に直面することから、引き続き宿泊客数増加に向

けた補助制度の充実や誘客対策を実施していただきたい。 

特に冬季の誘客対策として、「食」に関するイベント等に対し引続きの支援と宿

泊施設などの官民で組織する「松江市誘客推進協議会」に積極的な支援をされた

い。また「ＭＩＣＥ」誘致事業や合宿等誘致に取り組んでいただきたい。 

 

【回答】 

観光入込客数１,０００万人と年間宿泊客数２５０万人の目標を達成するため

には閑散期対策は重要な課題だと考えており、梅雨期には「縁雫」、９月には「合

宿」、冬季には「カニ」や「卒業旅行」などをテーマにした対策に取り組んでい

るところです。 

特に「合宿」は増加傾向にあることから、学生の間で定着している卒業旅行や

合宿などの「学生旅行」を誘致するため、民間事業者や縁結び観光協会などと連



 
携し、学生向けのフリーペーパーやサークルへの情報提供など、取り組みを強化

したいと考えています。 

さらに、「体験」や「講演」など、この地でしかできないことを盛り込んだ「イ

ンセンティブツアー（研修旅行）」を商品化し、東京松江会などと連携して、企

業等の団体へ営業する予定です。 

官民で組織し、松江旅館ホテル組合、玉造温泉旅館協同組合などからの負担金

で運営している松江市誘客推進協議会への支援については、冬季の閑散期対策を

官民共同で実施する上で重要な役割を担っていることから、引き続き支援し、官

民が連携して取り組める体制を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 

（１） ハード整備について 

 「縁むすびスマートナビ」事業におけるＷi-Ｆi機器を敷設するハード整備は未

だ不十分であるため、商店街と観光客が多い施設を中心に増設し、無料Ｗｉ-Ｆｉ

スポットを拡充されたい。また、それに伴う費用について予算化されたい。 

（２） コンテンツサービスについて 

「縁むすびスマートナビ」事業におけるコンテンツサービスの更なる魅力アップ

のため、ストーリー性がある松江の魅力発信、音声案内、動画配信、ポイント制

の導入、タブレット端末への対応について共に検討され、各事項について予算化

されたい。 

（３）広告宣伝について 

「縁むすびスマートナビ」は、当地を訪れる観光客の利便性を向上させることの

できる重要なツールの一つであるため、観光振興に係る情報発信媒体への掲載、

並びに観光に関するイベント等においてもあわせて情報発信をお願いしたい。 

 

【回答】 

Wi-Fi スポットの拡充は、地方創生の交付金では残念ながら対象外経費となり

ましたが、他の財源の活用などを検討し、圏域で整備してまいります。 

また、「縁結びスマートナビ」については、先ずは、利用拡大が重要だと考え

ており、商工会議所とともに情報発信と認知度向上に努めたいと考えています。 

インバウンド観光を進めるために重要なツールである「縁結びスマートナビ」

の多言語化などの機能拡充については、Wi-Fi の拡充同様、圏域への範囲拡大に

取り組む中で、あわせて検討したいと考えています。 

（地域振興課、観光文化課） 

 

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。 

 

【回答】 

２期中心市街地活性化基本計画に掲げている「住んでよし、訪れてよしの“松

江らしい”まちづくり」を目指し、計画に掲載された事業や活動が確実に推進さ

れるよう松江商工会議所が事務局を担われている松江市中心市街地活性化協議会

と連携し引き続き取り組んでまいります。 

（商工企画課） 

 

７．大橋川改修に伴うまちづくりについて  新 規 

（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・新大橋間の南岸整備については、当所「水縁プロジ

ェクト会議」における検討の結果、常時賑わいのある空間となるような整備方針

を確認した。今後松江市が主体となり、国・県と協議の上、この実現に向けて努

力されたい。 

 

【回答】 

水縁プロジェクト会議につきましては、本年１月に設立され、松江市もオブザ

ーバーとして、第１回目から参加し、ご意見を聞かせていただいているところで

す。 

松江市では、平成２５年４月に大橋川改修にあわせ、魅力のある水辺空間を創

出し、治水と賑わいの両立を目指し、地元の皆様をはじめ、市民の皆様の意見を

聴きながら「大橋川周辺白潟地区水辺空間とまちづくりの基本計画」を策定しま

した。 

この計画を具体化していくためには、松江駅から大橋川沿い、そしてカラコロ、

松江城へとつづく導線を賑わいのあるものにすることが重要と考えています。 

水辺、水面の活用については、法的制限など課題はありますが、行政のみなら

ず商工会議所をはじめ、市民の皆様の意見もいただきながら、賑わいのある、ま

ちづくりの実現に向けて引き続き努力して参りたいと考えていますので御協力を

お願いいたします。 

（大橋川治水事業推進課） 

 

（２）ＪＲ松江駅の整備について 

 ＪＲ松江駅が集客拠点として整備されつつあるなか、駅前においても水の都を

感じられる整備を検討するとともに、大橋川周辺への回遊性を考慮した整備につ

いても検討されたい。 

 



 
【回答】 

ＪＲ松江駅のコンコースのリニューアルが進められている中、先般、新たに一

部の店舗がオープンしました。 

大手チェーン店舗の進出等により観光客や若者を中心に賑わいが広がってきて

いる中、新たな魅力的な集客店舗が出来ることで、駅利用者以外の方も駅周辺へ

足を向けるようになり、賑わいが一層広がるものと期待をしております。 

こうしたリニューアルを契機に、県都にふさわしい中核駅となるよう、バスや

タクシーの利便性・安全性の向上や、駅周辺の景観や大橋川周辺への回遊性につ

いても検討していく必要があると考えております。 

今後、大橋川改修において水辺空間の整備も計画されていることから、この計

画と連携し、商工会議所をはじめ市民の皆様のご意見を伺いながら進めていきた

いと考えております。 

（都市政策課） 

 

８．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

した大消費地とのマッチング、プロモーションについて一層強化されたい。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、

取り組みを強化されたい。 

 

【回答】 

本市では、地域の食材や加工品など、松江産の良いものを多くの方々に伝えて

いくことは重要と考えており、首都圏での「松江特産品フェア」やカラコロ工房

での「松江こだわり特産市」など、地域のこだわった商品を発信する場の提供に

取り組んでいます。 

また、「まつえ農水商工連携事業」では、地域の資源と事業者をつなぎストーリ

ー性のある商品を開発するなど、地域振興に力点を置き、事業者や関係者の皆さ

んの元気が出る取り組みを進めているところです。 

一方、「山陰いいものマルシェ」は、中海・宍道湖・大山圏域５市の経済団体・

市長会、ＪＲ西日本、山陰中央新報社が実行委員会を設置して、圏域を中心とし

た産品の消費拡大や生産振興、新たなビジネスマッチングの創出などを目指して

取り組んでいます。 

今後は、こうした取り組みの成果を検証しながら、地域内で経済循環する仕組

みや新たな商流の構築を図る必要があり、民間事業者の主体的な取り組みを商工

会議所と連携して支援して参りたいと考えます。 

（商工企画課） 

 



 
 

●●● 詳 細 項 目 ●●● 

  

 

 

１． 産業廃棄物処理施設の早期建設に関する支援について 

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

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

県へ積極的に働きかけられたい。 

 

【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、一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

を持つ管理型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、特に市立病院跡地については、中心市街地の

重要な位置にあるので、本格利用の実現について取り組まれたい。 

 

【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。 

市立病院跡地については、ホテル誘致に限定せず、幅広い利用方法について様々な関係者と協議

を重ねる一方で、暫定的に多目的広場として利用し、一部を土日に「おもてなし駐車場」として開

放して活用しております。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築につきましては、矢田の渡し乗り場付近から県道馬潟港線跨線橋

都 市 基 盤 整 備 



 
前までの概ね１．５ｋｍの区間において、国の大橋川改修事業の進捗に併せ、順次拡幅等の改築工

事を進める予定です。 

 現在、国の方で矢田踏切付近から下流に向って護岸を年次的に整備される計画であり、道路改築

工事についても護岸整備の完了した箇所から順次進めてまいります。 

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２５年度に完了したところですが、そこから跨線橋までの区間の整備については、未だ

計画されていないのが現状です。 

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

から、毎年島根県に対し要望しております。今後も引き続き早期改良に向け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 

（１）太陽光発電システムの普及および推進 

  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、容量の要件緩和等によりさらに利用し

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２６年度末で、

延べ住宅用１，８５６件、事業所用１６件で設置容量は合計約８，４８６kW となり、年間総発電

量に換算すると約２，３００世帯分の電気を賄える発電量となっているところです。 

松江市では、本年４月に「松江市地球温暖化対策実行計画」を策定し、再生可能エネルギー導入

にあたっては、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。 

また本年度は、これまでの太陽光発電システムの補助額を増額するとともに、木質バイオマス熱

利用機器（薪・ペレットストーブ）、太陽熱利用機器（ソーラーシステム）、エネファームを対象

機器に追加し、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、太陽光発電システムの設置に対する補助制度は、自家消費をし、消費できなかった電力の

売電を基本としており、現時点では、容量の要件の緩和は考えていませんが、より利用しやすい制

度となるよう検討します。 

（環境保全課） 

 

（２）水循環の促進および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づくりのため、緑化と水循環を促進する保水性

のある道路整備を積極的に行っていただきたい。また、緑化に伴う雑草処理や剪定などのメンテナ

ンスについても定期的に行っていただくよう検討いただきたい。 

 



 
【回答】 

道路の緑化については、国の技術基準が道路の景観向上などを求めていた旧基準から、茂った街

路樹が通行の妨げになることのないように安全性を求める新基準に改正されました。 

また、雑草処理や街路樹剪定に要する経費も年々増加している状況にあります。 

こういった事情を勘案し緑化については効果や必要性を見極め取り組んでまいります。 

また、剪定などのメンテナンスについては、景観向上や安全な交通確保の観点から今後も定期的

に行ってまいります。 

（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、市民および観光客に対する利便性を向上させるべく、市営バス、一

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

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

を行い、早期に実現されたい。 

 

【回答】 

ＩＣカードについては、これまで先進事例調査など研究を進めてまいりましたが、導入にあたっ

ては、交通系を軸に、システム運営も含めて交通事業者が主体的に導入する方法が一般的です。 

しかしながら、ＩＣカードの導入・運営には多額の費用負担を伴いますので、運行補助を受けな

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

導入することについては、極めてハードルが高いと考えています。 

このことから、広域的な導入や他の交通機関との連携、商業利用も含めた他の分野での活用の検

討はもとより、利用者にとって魅力あるカードとなることが必要です。 

また、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ですし、人口減少社会においては、観光客など

をはじめ、本市に人を呼び込むツールとして、上手くＩＣカードを活用することも重要です。 

今年７月には、ＩＣカードに関する新たな動きとして、国において、２０２０年度までに交通系

ＩＣカードの空白地域を解消するための方向性が取りまとめられました。 

今後は、本市を含む交通系ＩＣカードの未導入地域でも、国主導で利用環境の整備が強力に進め

られると考えていますので、国の動向にも注視しながら、引き続き導入に向けた研究を行ってまい

ります。 

（都市政策課） 

 

６．中国横断自動車道尾道松江線及び山陰自動車道の全線無料化について 

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

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

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

けられたい。 



 
 

【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。 

今年７月に発表された国土幹線道路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

料・無料の整理（例えば、一律低額有料化。公的支援により有料区間の無料化を図るなど。）を検

討すべきであるとされました。 

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

協議会により、国土交通省等関係機関に対し、高速道路料金の無料化への検討を、昨年に引き続き

本年１０月に要望を行いました。 

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

切な管理の観点から、高速道路料金の無料化について検討するよう、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） 

 

７．自転車走行時安全対策の啓発について 新 規 

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」の周知および啓発に引き続き努め

られたい。 

 

【回答】 

現在、松江市では自転車マナーアップ街頭活動を行い、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、小・中学校の児童・生徒、幼稚園児の保護者及び高齢者等を対象にした交通安全教室にお

いて、「松江市自転車安全利用条例」に基づき、自転車の安全利用について指導を行っているとこ

ろであります。 

今後も、本条例の内容について、市民の理解が深まるよう、引き続き広報及び街頭啓発活動を行

うとともに、松江警察署等の関係機関・団体と連携し、自転車関与事故の減少及びマナーの向上に

取り組んでまいります。 

（総務課） 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

１．地元公共施設への地元産木材使用について 

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

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

期・価格に配慮をされた発注をお願いしたい。 

 

【回答】 

本市では、本年６月から島根県木材協会松江支部・島根県・松江市と情報交換の場を設けるなど、

市産木材の活用について協議を重ねてまいり、９月には、「松江市地域木材活用推進協議会」を立

ち上げ、更なる地域材利用についての仕組み作りを確立するため関係部署と協議を行っております。 

 今後も、「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」に基づき、公共施設

の木質化に向け、関係部署と連携し、地元産木材の利用促進を図り、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．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

元農機具メーカーから生産計画や外注計画等の情報が協力企業に伝わっていない状況が見受けら

れる。更に地元農機具メーカーが海外資本と提携し、今後コストダウン要請及び海外現地生産強

化による発注量減少が予想される。これらの懸念材料を解消するために、地元農機具メーカーに

対して行政より働きかけていただきたい。 

 

【回答】 

今後とも、地元農機具メーカーから協力企業への発注動向を注視しながら、あらゆる機会をとら

えて、島根県や関係支援機関と連携し、地元協力企業への情報提供や発注の働きかけを行っていき

たいと考えています。 

 また、併せて本年 11 月に改定した「ものづくりアクションプラン 2015」に掲げる各種の施策を

ものづくり企業の皆さん方と一体になって取り組んでいくことで協力企業個社の受注力向上につ

なげていく考えです。 

（まつえ産業支援センター） 

 

（２）四国地方との工業関連企業との交流事業への支援について 

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

築と取引拡大に向けた取り組みを実施してきたところであるが、この度の全線開通に伴い、今後

産 業 振 興 



 
より一層山陽側との地域間交流を促進し、中海・宍道湖・大山圏域の工業活性化を図る必要があ

ると思われる。ついては中国地方最大の工業集積地の１つとされる福山など、県外企業からの受

注増と外貨獲得を目的とした備後地域との継続的な交流とあわせて、今後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の支援をお願いしたい。 

 

【回答】 

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

産業間連携を図っていく必要があると考えています。 

商工会議所におかれては、圏域内の連携を図り、備後地域のものづくり企業との交流会やビジネ

ス交流フェア参加など地域間交流を進めてこられたところです。 

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

まれるなど、仕事や雇用の増加につながることを期待しており、そのような観点から支援を検討し

て参りたいと思います。 

（商工企画課） 

 

３．宍道湖・中海水域の水産資源の回復について 

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

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

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

組まれたい。 

 

【回答】 

宍道湖の「大和シジミ」については、昨年４年ぶりに生産量日本一に返り咲き、現在も安定した

漁獲量で推移していることから、昨年度を超える漁獲量が期待できます。宍道湖漁協では、市内消

費の拡充や、観光資源としての活用を図るため、市内イベントへの出店や首都圏でのＰＲ活動など

積極的な活動を実施されているところです。 

中海の「サルボウガイ」は、平成２５年から試験養殖を開始以来、年々漁獲量も増加傾向にあり

ます。今年度からは、若手漁業者の参画もあり、昨年の倍増となる５トンを目標に取り組まれてい

るところです。 

内水面の水産資源は、環境変化等により、年々減少傾向にあります。市としては、引き続き資源

管理への取り組みを推進するとともに、稚魚放流事業や、中海での養殖事業の展開など、漁協や関

連機関と連携し、資源の維持増殖に向け支援して参りたいと考えます。 

（水産振興課） 

 

４．ふるさと納税制度の充実について 

この制度による寄付者への特産品の提供は地域活性化にもつながるものであるため、引き続き

多彩な特産品の確保と、水郷祭の有料観覧席や堀川遊覧乗船券なども提供することで、本制度利

用者を増加させるための PR と更なる制度の充実を図られたい。 



 
 

【回答】 

ふるさと納税の状況につきましては、クレジット決済システムの運用開始や、お礼の品の充実な

どから、平成 26年度の寄附件数は前年度の約 2.2倍（4,669件）、寄附金額は前年度の約 3倍（約

6,180 万円）となりました。 

本年度からは貴商工会議所と連携し、39品目であった特産品を 51 品目に増やし、寄附者の皆様

からも大変御好評をいただいています。 

本年 9月末での寄附件数及び寄附金額は、ともに前年度の約 1.5倍と好調に推移しており、特例

控除額の上限の引き上げや、寄付金控除申請手続きの簡素化といった国の税制改正の効果もあり、

今年度も昨年度以上の寄附を見込んでいます。 

今後とも、貴商工会議所、商工会、産業支援センターなどと連携しながら、特産品の拡充や山陰

いいものマルシェで評価を得た品々、人間ドックなどの医療プランや旅行・宿泊を始めとする観光

プランなどの提供など、松江らしい特典についても導入に向け検討を進めるとともに、様々な機会

を捉えて松江の魅力をＰＲし、本制度を活用して松江自慢の特産品を全国へ発信してまいります。 

（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 新 規 

本年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、造園技能者が所属する地元専門業者への

発注とされたい。 

 

【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、今年度から役務業務

による発注方法に統一したところで、植栽管理業務を含む除草業務委託についても同様の取扱いと

しております。 

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

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

務については、専門性を考慮したうえで市内業者への発注を行ってまいります。 

（契約検査課） 

 

６．工場立地法における緑地面積率の緩和について 新 規 

工場立地法の適用を受ける製造業は、敷地内に一定の緑地を確保する必要があるため、工場増

設などの事業計画に支障をきたすことが懸念される。よって、地域産業の発展・活性化のために、

緑地面積率の緩和をお願いしたい。 

 

 



 
【回答】 

工場立地法に基づき一定要件を満たす特定工場は、工場敷地内に緑地を含む環境施設を敷地の２

５％以上確保することとなっており、江島工業団地、東出雲工業団地、ソフトビジネスパーク島根

の３つの工業団地では、団地内に共通の緑地等を有することにより、個々の企業の緑地面積率等の

緩和を図っています。 

緑地面積率の緩和につきましては、地域産業の発展はもとより、企業立地の推進や雇用の拡大に

も結び付けるため、地域の実情等を考慮し、検討していきたいと考えています。 

（定住企業立地推進課） 

 

 

  

 

１．観光と歴史文化を中心とした街づくり 

（１）ライトアップの整備 

①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。合わせて、名所・旧跡

以外の常設ライトアップについても、その集客効果を検証される中、引き続き検討されたい。

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」の平日開催の内容充実とエリアの拡大を検討されたい。 

 

【回答】 

今年の「松江水燈路」は、国宝化記念として、手作り行灯展の平日開催や電源式アーティスト

行灯の充実のほか、「光船」の照明機材のＬＥＤ化による騒音低減など、内容の充実と照明機材

の更新に取り組んだところです。 

また、興雲閣の修復事業の完了にあわせて、常設ライトアップを開始したところです。 

今後は、「松江水燈路」のエリア拡大を目指すほか、松江城周辺の照明器具の更新や常設化にあ

わせた内容の充実に取り組みます。 

また、由志園や松江フォーゲルパークなど民間施設との連携を進めることで、市全体での恒久

的な夜間景観を創出し、滞在時間の延長と宿泊客の増加を目指したいと考えており、その他の施

設のライトアップについても引き続き検討したいと考えています。 

あわせて、水燈路期間中に商工会議所が開催した「松江バル」や「粋に呑まＮｉｇｈｔ」など、

観光消費を拡大させる取り組みを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になる

よう、引き続き商工会議所や市民などともに検討したいと考えています。 

（観光文化課） 

 

②集客拠点として複合商業施設整備事業が計画されている千鳥町について、その整備に合わ

せて松江しんじ湖温泉中央通りの街路灯整備を図られたい。 新 規 

 

観  光  振  興 



 
【回答】 

現在千鳥町で行われている複合商業施設整備事業は、市街地再開発組合により実施されているも

のです。 

一方、市が設置する街路灯は、通行する車両や歩行者の安全確保を目的に設置する道路照明灯で

あり、現在松江しんじ湖温泉中央通りには景観に配慮した形状の照明灯をすでに設置しております。 

道路に設置する照明施設としては、市で設置する道路照明灯以外にも、各自治会等で設置する防

犯灯、明るい商店街づくり等を目的に各商店街の協同組合等が主体となって設置する屋外照明など

があります。こうした取組は地元の皆様が主体となり進めていただく必要があります。完成後の複

合商業施設と一緒になってご検討いただき、また市役所まで各種補助制度等についてご相談いただ

ければと思います。 

（市民生活相談課） 

 

（２）観光施設を訪れる観光客の駐車場対策 

 尾道松江線の全線開通で、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多くの自家用車が並び渋滞を引き起

こす原因となっている。観光客へのおもてなしという観点からも、繁忙期だけではなく、恒常的で

中長期的な駐車場対策（駐車場の確保、駐車場誘導標識の設置、駐車場所在地や混雑情報等のＷＥ

Ｂ発信など）について引き続き検討されたい。 

 また、繁忙期に臨時駐車場を設けるとともに、臨時駐車場と観光地へのシャトルバスを検討され

たい。 

 

【回答】 

駐車場対策としては、短期的には、警備員の配置や案内看板の設置、シャトルバスの運行、縁

結びスマートナビやカーナビなどを利用した満空情報のリアルタイムでの提供などにより、城山

西駐車場や県民会館東隣の県営駐車場、一畑殿町駐車場など既存駐車場への誘導を強化すること

で対応したいと考えています。 

中・長期的には、より質の高い観光地づくりを推進するためにも、松江城周辺の駐車場のあり方

について、抜本的な検討が必要だと考えています。 

（観光文化課） 

 

２．堀川遊覧船事業の推進 

（１）堀川遊覧船を活用した「まち歩き観光」の推進 

 松江城の国宝化により観光客の入込は増加することが予想されるが、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この機会を逃さぬよう早期に実現された

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」が、松江における滞在時間に

どのような影響を及ぼしているか検証されたい。 

 



 
【回答】 

松江城の国宝化という絶好の機会に、国宝に相応しい松江城周辺の魅力アップに取り組む必要

があると考えています。 

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

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

間の延長を図るためにも、新たな乗船場の増設は必要だと考えており、引き続き検討を進めてい

るところです。 

また、「ぶらっとコース」は、旅行会社への認知度が向上してきたこともあり、平成２７年４

月～９月の利用者数は、対前年同時期に比べて約７０％増加しています。利用者数のうち約半数

が外国人観光客の利用となっていることから、境港クルーズ船や米子ソウル便などを利用した訪

日外国人の増加により、外国人の利用割合が増加しているものと考えており、一定のニーズがあ

ると認識しています。 

（観光文化課） 

 

（２）夜間運行の拡大と軽度の飲食 

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

期に実現されたい。 

 

【回答】 

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

運航は誘客に繋がる事業の一つだと考えています。 

水燈路開催期間中以外の夜間運航として、京橋川での「怪談夜話幽覧船」や県立短期大学の貸

切船として塩見縄手での「松江ゴーストツアー：納涼堀川遊覧船と小泉八雲【怪談】の夕べ」が

運航され、参加者をはじめ、多くの方に喜んでいただいたとのことです。 

軽度の飲食については、「まつえ食まつり」の新規事業として松江の郷土色豊かな創作弁当をコ

タツ船で楽しんでいただく「松江堀川グルメ船」の運航を松江市観光振興公社が来年２月の一ヶ月

間、観光客や市民を対象に実施します。 

 通年での夜間運航や軽度の飲食の可能性については、「怪談夜話幽覧船」や「松江堀川グルメ船」

などを検証したうえで、平成３０年の不昧公２００年祭事業を見据えながら研究したいと考えます。

（観光文化課） 

 

３．歩行者、自転車に対する通行環境整備の推進 

まち歩き観光の促進と観光客を含めた歩行者の安全確保の観点から、「安心・安全歩行空間創造

プラン」に盛り込まれた「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（しんじこ湖温泉駅～へるんの道）の自転車専用通行帯の設計 

【平成 27年度】 

  北松江停車場恵曇線（しんじこ湖温泉駅～へるんの道）の一部区間に自転車専用通行帯を整備 

【平成 28年度】 

 北松江停車場恵曇線（しんじこ湖温泉駅～へるんの道）の残り区間に自転車専用通行帯を整備 

【平成 29年度以降】 

 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．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）松江の茶の湯文化を発信する拠点整備について 新 規 

現在、松江の文化や歴史を感じられる茶室、お茶屋、菓子屋、蕎麦屋等が点在している。不昧公

没後 200 年を契機にそれらの魅力を高め、さらに観光客に対するホスピタリティの向上を図るため、

それらを集積した拠点整備に着手されたい。 

 

【回答】 

ご指摘の「茶の湯文化」を情報発信する拠点整備については、「平成の開府元年まちづくり構

想」内での「不昧公茶の湯スタジオ」の具現化や観光のまちづくりにも繋がることでもあり、今

後、商工会議所とも連携しながら、研究していきたいと考えています。 

（観光文化課） 

 

（２）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されたい。また、不昧公にちなむ茶文化の顕彰を図

るため、茶の湯文化をテーマとした新商品開発への協力・支援をいただきたい。 

 

【回答】 

不昧公２００年祭は、今年の８月に実施主体となる推進委員会が立ち上がったところです。 

今年度中に、実施計画を策定する予定にしており、来年度からは、プロモーションや企画展、

記念茶会の準備を行う予定です。 

推進委員会には、県内の茶道各流派、美術・工芸界、旅館ホテル組合、報道各社が参画してお

り、今後、各方面の意見を聞きながら、より魅力的な内容となるよう取り組みを進めたいと考え



 
ています。 

また、「茶の湯文化」をテーマにした新商品開発支援については、産業支援センターが、「和菓

子」「かまぼこ」「伝統工芸品」について、市場調査による戦略を立てたうえで、新商品開発に取

り組む予定にしています。 

（観光文化課） 

 

（３）茶道文化の発信について 新 規 

 「不昧公 200年祭記念事業」において大規模な記念茶会等が開催される構想の中、貸施設として

利用できる茶室を有する松江歴史館が、「松江の茶の湯文化」の情報発信の拠点となるべく、定期

的な茶会や企画イベントの開催による茶室の有効活用、および茶室貸出し等の積極的なＰＲをお願

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、茶道学習支援や茶道体験会等のイベントの企画の充実について検討され、茶道教育導入

の足掛かりとされたい。 

 

【回答】 

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

ています。 

また、毎年４月の不昧公忌には不昧流不昧会により茶席が設けられ、春のお堀端茶席や秋の松

江城大茶会における会場の一つになるなど、茶会の会場として利用されています。 

なお、松江歴史館には松江で最も古いとされる茶室が復原されており、貸施設として利用できる

ようになっています。 

平成３０年に松平不昧公没後２００年を迎えるにあたり、より一層、茶室が有効活用されるよ

う積極的にＰＲし、引き続き様々な機会を通して、茶道文化が継承されるような取組みを進めて

いきます。 

（観光文化課） 

 

 

  

 

１．公共工事事業の予算確保について 

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

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

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

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 28

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】 

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

中 小 企 業 創 造 育 成 



 
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．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、市場にマッチングした単価の設定と、その妥当性を確認していただきたい。                                    

 

【回答】 

昨年 6月に、公共工事の品質確保の促進に関する法律が改正され、発注者の責務として、公共工

事の担い手の中長期的な育成・確保のための適正な利潤が確保できるよう、市場における労務、資

材等の取引価格、施工実態を的確に反映した予定価格の設定に努めることとされました。 

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ております。 

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

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

単価の設定となっていると考えております。 

（契約検査課） 

 

（２）公共工事の発注時期の平準化について 

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

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

間を確保し、発注・業務実施時期等の平準化を図っていただきたい。 

 

【回答】 

年間を通じた公共工事の発注の平準化については、従前から取り組んでいるところであり、工事

発注計画に基づき発注見通しの公表を行い、引き続き早期発注に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

工期の設定に当たっては、改正品確法の運用指針に基づき、建設労働者の休日日数、降雨日等に

おける作業不能日数等を見込んだ適正な工期設定になるよう設計を行うとともに、現場の施工条件

等の変化に応じて工期変更を行うなど適切な設計施工管理に取り組んでまいります。 

また、平成２６年度から実施しておりますが、第４四半期に繰越し工事として、早着工事の発注

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

に努めてまいります。 

（契約検査課） 



 
（３）印刷物の地元発注について 

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

通局、市立病院についても、松江市が設けている入札参加資格要件を満たす事業所に印刷物を発

注されたい。 

 

【回答】 

市と同様な条件で入札を行っています。今後とも市の方針を参考に発注を進めてまいりたいと思

います。 

（上下水道局） 

 

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

（ガス局） 

  

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

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

市外を含めた事業所に発注することをご理解いただきたいと考えます。 

（交通局） 

 

基本的には、自らが生産能力を有する市内業者へ発注するように努めています。しかしながら、

機器にセットして使用する用紙については、機器トラブルの原因になる恐れがあることから、従

前から購入している市外業者へ発注することをご理解願います。 

（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】 

本市が発注する印刷物については、物品購入として発注しておりますが、印刷物の種類によって

は、自ら生産能力を有することを条件としているものもあり、また、他の自治体では、印刷物の発

注金額や仕様・規格を定めて一定の物品を製作する場合に製造請負により発注している自治体もあ

ることから、製造請負に該当する面もあると考えています。 

また、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いないため、見積金額を基に設計額を設定しています。 

多種・多様な印刷業務について、市独自に全作業工程にわたり適正な印刷費を積算することは困

難であり、かつ最低制限価格を設定する基準となる明確な根拠がないことから、現時点では最低制

限価格制度の導入は難しいと考えていますが、物品購入又は製造請負の入札区分の取扱いと合せて、

引き続き研究してまいります。                    （契約検査課） 



 
（５）公共事業での建築業務に係る監理監督業務について 

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

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

設計意図伝達業務として関わらせていただきたい。 

 

【回答】 

松江市では、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し実施する場合もあります。 

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をいただきたいと考えています。 

 また、市が工事監理業務を行う場合の設計意図伝達業務については、改正品確法に基づく発注関

係事務の運用指針の中で示されており、今後、特殊な案件については、施工中における受注者との

情報共有や協議の迅速化等を推進するため、設計者、施工者、発注者の三者会議等により、設計思

想等を施工者と共有できるよう、実施について検討してまいりたいと考えます。 

（契約検査課） 

 

（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】 

地域業者の育成を目指し、今年度から市と同等の最低制限価格の試行等を行っています。入札の

執行にあたっては、市の入札制度を検討しながら進めてまいります。 

（上下水道局） 

 

（７）発注設計料の見直しについて 

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

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

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

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

低入札調査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】 

本市では、国土交通省告示第１５号の考え方に基づき、島根県総務部営繕課の「島根県営繕工事

設計業務等積算基準」に準拠して業務量に応じた設計委託料を算定しています。 

また、低入札調査価格等の設定については「松江市建設工事関連業務委託低入札調査施行要領」

に基づき適正に実施しております。 

低入札調査価格等の見直しについては、過去の入札結果や他自治体の動向などを見据えながら検



 
討していきます。 

（建設工事監理室） 

 

３．中小企業への金融支援の強化 

 労働力人口減少による生産性向上のための設備、ＩＴ 投資が必要な事業所や雇用の創出に繫が

る創業、経営革新を行う事業所に対して、融資に伴う信用保証料補給の継続をお願いしたい。 

 

【回答】 

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

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

 今後も、国・県・経済団体等と連携して中小企業の金融支援を行う必要性があると認識しており、

引き続き予算の範囲内で信用保証料の補給を継続してまいります。 

（商工企画課） 

 

４．燃料サーチャージ制度の導入について 

 運送業界を取り巻く環境は、依然として大変厳しい状況に置かれており、とりわけ軽油価格につ

いては、一定水準で推移しているものの、変動幅が大きく、今後の動向も鑑みて、燃料サーチャー

ジ制度が普及するよう図られたい。 

 

【回答】 

近年の軽油価格の推移を見ると、平成２６年１０月以降に原油価格が引き下がってきており、今

年に入ってからは、軽油の実売価格も同様に値下がりしている状況で、平成２５年、２６年の価格

高騰の時期と比べると低い水準で推移しています。 

 石油製品価格と原油価格とは密接に関連しており、原油価格が国際情勢や金融市場の動きに大き

く影響を受けることから、軽油価格の動向についても将来の見通しが立てにくい状況にあります。 

こうした燃料価格の変動に対して、荷主とトラック運送業者との契約において燃料価格の運賃転

嫁が進んでいない状況から、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」を策定、発出し、燃料サーチャージの導入を進めるとともに、各都道府

県での荷主、トラック事業者を対象としたセミナーの開催、地方運輸局・支局等への適正取引相談

窓口の設置などにより、燃料サーチャージ制度の普及・促進に努めているところであります。 

燃料サーチャージ制度そのものは荷主と運送事業者間の契約の問題でありますが、制度の普及に

関する国の取り組みを中心として、市内事業者へ周知するなど制度の普及に努めてまいります。 

（契約検査課） 

 

５．松江市ものづくり補助金について 新 規 

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る。

さらに小規模企業振興基本法において小規模企業の持続的発展による活力の発揮が地域経済の活

性化につながると新たに位置付けられたことから、小規模事業者を含む事業者に対して設備改善、

技術導入、現場改善への取り組みに向けた財政的支援をお願いしたい。 



 
また、松江市ではものづくりアクションプラン支援策のうち、「設備導入支援事業補助金」が設

けられているが、平成 26 年度決算額が 42,641 千円に対して平成 27年度予算額は 31,600千円とな

っている。市内各製造業者において設備の老朽化が目立ち、今後も引き続き設備導入の需要が増え

ると考えられるため、平成 28 年度においても実績に基づいた予算確保をお願いしたい。 

 

【回答】 

今年度は「松江市ものづくりアクションプラン」の事業計画（H25～H27）の最終年度であること

から、年度当初から改定作業に取り組み、この 11月にはいよいよ成案が完成したところです。 

この改訂作業の中で、今年２月に行った企業アンケート、７月に行った企業ヒアリングの結果な

どから、現行支援制度に加え、「小規模事業者への支援」、「情報化（ＩＴ活用）の推進」、「現

場改善活動の取組み」が新たな課題として見えてきたところであり、支援センターとしても、こう

した課題の解決に資する新たな支援策にも取り組んでいきたいと考えているところです。 

また「設備導入支援事業補助金」については、この 3年間で延べ 100 件のご利用をいただき、企

業ニーズに合った施策であると認識しています。 

今後とも、現行制度を継続しつつ、限られた予算の中、アクションプランに掲げる事業費全体で、

より多くの企業の皆様に支援策をご利用いただけるように調整を図っていきたいと考えています。 

（まつえ産業支援センター） 

 

 

 

平成２７年１２月２８日   

 

松江市長 松 浦 正 敬  


