
■第4回 松江バル

新規顧客の獲得策として、市内の飲食店が自慢のワンフード＆ワンドリンクを用意して参加者に「はし
ご」してもらう“飲み・食べ歩き”イベントを開催した。
今回は、実施日をこれまでの2日間から4日間に拡大。チケットを2枚使う

「プレミアムメニュー」も導入。参加者は、前売券を購入し、はしごして
お得なバルメニューを楽しんだ。
※チケット販売冊数 1,773冊（前年度比 +537）
参加店 72店（前年度比 +12）
参加者数 1,700人（前年度比 +500）

産業振興 - Industrial promotion –

組織 - Organization –

（１）会員数
平成30年度末：2,459事業所（対前年度比100.1%）
入退会状況:入会事業所数（81件）
退会事業所数（79件） 入会－退会 +2件
退会理由：廃業・解散等43件（54.4％）・経費節減等22件（27.8％）

【会員内訳】 【部会員内訳】
個人716 法人1,694 特別会員49 建設：543 工業：151 流通：451 食品：217 理財：139

運輸車両：131 観光サービス：276
情報サービス：110 一般サービス：392

（２）役員・議員
会頭1名、副会頭4名、専務理事1名、常務理事1名、非常勤理事1名
特別相談役議員1名、相談役議員8名、常議員33名、監事3名、議員49名

（１）歴史・文化・景観を大切にした街づくり
■茶の湯文化のまちづくり
不昧公２００年祭記念事業推進委員会に参画。
藤岡大拙氏執筆により、当所会報への特別連載を掲載したほか、当所ロビーに野点のしつらえ・茶道

具を展示し、不昧公顕彰への関心の醸成を図った。
また、まちゼミでは個店のほかに不昧公関連をテーマにした「まちゼミ」ツアーも開催した。
当所に事務局を置く松江郷土料理研究会では、不昧公にちなんだ食文化シンポジウム・郷土食材を生

かした料理の試食会を開催した。

■松江水縁プロジェクト

当所の3委員会（大橋川改修特別委員会、中心市街地活性化委員会、観光振興対策委員会）と青年部の
メンバーで構成する「松江水縁プロジェクト会議」により、大橋川南岸エリアの賑わい創出について
「連続する商空間」をキーワードに検討を重ねるとともに社会実験を行った。
水辺空間の活用について官民で連携して検討する「ミズベリング松江協議会」を設立。水縁プロジェ

クト会議も同会に参画し、来年度本格的な社会実験を実施していく体制が整った。

（２）コンパクトな街づくり

■中心市街地活性化支援事業

第2期松江市中心市街地活性化基本計画の延長を受けて基本計画掲載事業を中心に、行政、専門家等と
の連携により各種事業を展開した。クルーズ船乗船客の中心商店街への受入実験や地域活性化に取り組
む塩見縄手エリア（塩見縄手美観地区・結びの会）、東本町（とうほん倶楽部）の活動支援を行った。

（１）製造業の販路開拓および振興
■中海･宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業ビジネスマッチング商談会
圏域内企業の連携や交流を促進し、活性化を図ることを目的として圏域の全業

種・全企業対象の事前調整型ビジネスマッチング商談会を開催。当日行われた商
談のうち、約18％が「成約」または「成約見込み」と回答があった。
内訳は飲料・食料品で約22.7％、 機械金属その他で約9.8％という結果であっ

た。参加企業数、商談件数は平成29年度を下回ったものの、各構成団体等の積
極的なバイヤー招致活動により発注企業のエントリー数が大幅に増え、104社の
エントリーに繋がった。

■備後地域製造業との交流事業
域内製造業の県外への販路開拓を目指し、平成24年度より備後地域ものづくり企業との交流を重ねてきた。

今年度の視察は、当圏域で開催しているビジネスマッチング商談・展示会にバイヤー企業として参加いただ
いている企業（製造業）を中心に視察先として選定した。交流事業の継続により、当圏域のものづくり企業
との取引関係の成約が徐々に実を結んできている。

（２）企業のイノベーション支援
■ＩＴ化支援事業

IT経営相談においては、消費税軽減税率制度の実施を控えて、モバイルPOSレジやキャッシュレス決済の導
入についての相談が増加傾向にある。セミナーでは売上確保や人材確保といった事業所の切実な課題に直結
するテーマへの関心が高かった。また勉強会の開催により、クラウド会計の導入やExcelでの顧客管理･販売
分析について活用する事業所も増えてきている。
※IT経営相談 年間17回、44件（35社）
※各種勉強会・セミナー・ワークショップ 年間25回開催、370名参加
※その他：職員向けキャッシュレス決済勉強会

（３）人材育成への支援
■山陰まんなか未来創造塾

今年度は、圏域の将来を担うリーダーとなる企業・団体・自
治体の中堅社員・職員等を対象に、当圏域でも大きな課題であ
る人口問題をテーマに全3 回となる未来創造塾を開催した。い
かに活力を落とさずに地域を持続させていくのか、年齢別人口
構成や性別、社会増減等データをもとに圏域各市の理想的な姿
について講義とワークショップを通して議論と発表を行った。
最終回は、「地域資源を生かした稼げる観光地域づくり」と題
し、観光や経済面で積極的な提言を行っているデービット・ア
トキンソン氏を招いて、圏域観光の可能性について学んだ。
ワーキングや交流会を通じて圏域相互の親睦を深め、人脈づく

りに役立てるものとした。全日程終了後、リポート集をとりまとめた。
※参加者数 27事業所

■新入社員研修講座、新入社員フォローアップ研修
新入社員としての基本的ビジネスマナーや行動のあり方を学ぶ研修を行った。また、入社半年後に再度

フォローアップの研修を行い、マナーの基本や知識を再度認識することでスキル定着を図った。今後は、若
手社員（入社1～5年程度）の仕事力向上を目指す研修を開催する。

※参加者数 新入社員研修 207人（69事業所）
新入社員フォローアップ研修 64人（29事業所）
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（１）各種相談・支援体制の充実
平成27年11月に認定を受けた経営発達支援計画に基づき、地域の小規模事業者のフォロー

アップを行う「伴走型の支援」を実施。巡回、相談窓口において、調査報告概要版を配布し、
事業計画の必要性、事業承継の早期着手などを伝えた。また、事業者の抱える課題解決に向け
た相談に応じ、事業所の持続的発展を支援した。
・経営相談延べ件数 巡回相談 719件・窓口相談 826件
・経営安定特別相談室相談事業所数 11事業所
・記帳・申告（電子申告e-Tax含む）指導件数 362件
・小規模事業者経営改善資金推薦件数 37件
・その他制度融資等金融推薦件数 171件
・中小・小規模事業者等出産後職場復帰促進事業活用者数 176事業所
・小規模事業者持続化補助金申請件数 65件（平成29年度補正予算）
・松江市小規模企業持続化補助金申請件数 14件
・IT経営相談件数 44件

■消費税軽減税率対策窓口相談等事業
消費税軽減税率対策コーナーとしてクラウド会計、モバイルPOSレジのデモ機を設置

した。消費税軽減税率制度、同対策補助金について説明会や各種セミナーを開催。対応
策としてクラウド会計（マネーフォワード）、モバイルPOSレジ（ユビレジ、Airレジ、
ＵＳＥＮ）の特長やサービス、2019年10月から実施される「消費税率10％への引上げ」
と「軽減税率制度（複数税率）の導入」に向けて制度概要や業種別ポイント等について
説明した。セミナー後、実際に導入する事業所もあり、各事業所の消費税軽減税率対策、

生産性向上につながった。
※消費税軽減税率対策補助金 相談件数（累計）41件、導入件数（累計）17件

■クラウド会計等の導入・活用支援事業
中小企業・小規模事業者の生産性向上、消費税軽減税率対策等に資するクラウド会計等の導入・活用を支援

するため、今年度より日本商工会議所は㈱マネーフォワード、㈱アクサ生命保険とそれぞれ本事業について協
定を締結した。当所においても会員事業所の導入・活用を支援するため、日本商工会議所と覚書を締結し、本
事業に取り組んだ。引き続き会員事業所の生産性向上、消費税軽減税率対策等に資するようマネーフォワード
クラウドの導入・活用を支援していく。
※マネーフォワードクラウドによる記帳･決算申告支援件数 12件

■経営計画作成支援セミナー
経営発達支援計画に基づき、小規模事業者等の経営計画策定を支援することを目的に、本年度は各補助金や

認定制度に向けた事業所の計画書作成支援を行った。
セミナーでは講師より経営力向上計画、先端設備等導入計画を比較しながら説明いただき、回答者全員が参

考になったと回答した。申請を検討される事業所へセミナー後にフォローを行い、策定に繋げることができた。
※参加者数（8/29開催） 2事業所

（10/26開催） 11事業所

■建設業セミナーの開催
松江建設業協会と共催で、ドローンの操作体験を中心とした建設業セミナーを開催し、

建設業者、行政職員が参加。
昨年に引き続き、講師の㈱SWIFT清原幹也氏より、ドローンの種類や改正航空法の規制、

空撮測量技術など建設業の活用事例を紹介。ドローン初心者の参加が多かったが、実機の操作体験をすること
で現場での利用をイメージすることができ、今後ドローンの利活用を検討する事業所もあった。
※参加者数 40人（26事業所）

（２）専門家による経営支援
専門家による相談やアドバイスが必要な相談案件に対しては様々な制度を活用して専門家に繋げ、経営指導

員等と連携して課題解決を支援した。
相談内容としては、契約関係の内容確認、会社設立に係る手続き、採用に係る注意点などが多く、事業所が

抱えている課題解決につながった。
※専門相談員相談対応件数 66件
※事業継続力強化アドバイザー派遣事業所数 24事業所

（３）事業承継支援事業
■事業承継支援体制整備事業（県委託）
県内会議所地域を対象として親族案件を中心に事業承継相談に対応するため、事業承継推進員（県内4名）を

配置。県内会議所の経営指導員、島根県事業引継ぎ支援センター･島根県事業承継ネットワーク事務局等と連携
し、個別事業所の事業承継やそれに関連する経営改善に向けた支援を行った。
※相談対応件数 107事業所

■島根県事業引継ぎ支援センター（国委託）
島根県全域を対象としてM&Aの可能性がある事業引継ぎ案件を中心に、県内会議所・商工会の経営指導員、事

業承継推進員、金融機関、他地域の事業引継ぎ支援センターと連携して相談にあたった。
事業所からの相談が年々増加しているため、7月から専門相談員を1名増員し、専門相談員3名、事務局員1名

の計4名体制で対応した。
※相談対応件数 251事業所（延べ550回） 成約数 18件

■島根県事業承継ネットワーク事務局（国委託）
平成30年度（平成29年度補正予算）より事業を開始。事業を統括する承継コーディネーター2名、東部地域担

当、西部地域担当を1名ずつ配置し、実際に事業所へ専門家の派遣を行うブロックコーディネーターとして2名
配置、事務処理等を行う事務局員1名の計5名体制で事業を行った。8月から事業の周知や会議主催等を行い、支
援機関・金融機関等へ向け周知を行ったことで、目標件数である専門家派遣件数を達成した。
※相談対応件数 50事業所（延べ168回）

（１）おもてなし日本一に向けたハード、ソフト対策

■縁むすびスマートナビ整備事業

松江・出雲・安来・米子・境港の5 市にエリア拡大したことにより圏域主要エリアをカバーでき
るものとなった。ダウンロード数は、今年度で20,000ダウンロードを越え徐々にではあるが認知さ
れてきている。
登録店舗数、利用者数もまだまだ伸びる可能性があり、より多くの方に知ってい

ただけるように周知に力を入れる必要がある。
また、今年度カーナビとの連動により、レンタカーで周遊される観光客なども利

用することができるなど利便性の向上も図った。

■第3回松江城検定
国宝松江城を通じて松江の魅力や愛着・誇りを認識し、松江ファンを醸成することを目的に実施。

3回目の開催となり、観光文化検定と通算すると13回目の開催となった。開催告知前からの問い合わ
せが年々増加しており、市民の皆様に少しずつではあるが当検定試験への関心と意識の高さが伺え
た。
※合格率（2/2実施） 70.0％(30人中21人)

（２）土産品の松江ブランド化
■山陰いいものマルシェプロジェクト
圏域内の行政、商工団体やJR西日本等の連携により、圏域の“いいもの”を発信し、地場産品の

ブランド化、圏域外の認知度向上及び販路開拓へとつなげるため、「山陰いいものマルシェ」を開
催。圏域マルシェは目標を大きく上回る来場者数となり、出店者からは、今後の定期的なマルシェ
開催を期待する声が多く聞かれた。
また、アンケートでは次回も「来場したい」または「できれば来場したい」と答えた来場者は

98％に上った。
商談会については、前日に開催した大規模マルシェにてバイヤーズツアーを行い、バイヤーに生

産者・加工者と直接対話しながら試食・試飲をする方法を取ることで、翌日の商談会においてより
スムーズに商談が進んだ。商談会に参加できなかった出店者もマルシェでバイヤーとの会話ができ、
実際に取り扱いが始まったケースも見られた。今回は招致バイヤーを増やしたため、前回の60件か
ら90件へと大幅に面談数が増え、商品の採用を検討すると回答した数も多かった。
※圏域内マルシェ来場者数 松江（3/24開催） 2万3千人

（３）インバウンドの促進
■インバウンド促進への取組み
境港に寄港する大型クルーズ船に乗船しているフリー行動者に対し、松江城・南殿町商店街・京

店商店街エリア・天神町商店街エリア・カラコロ工房・一畑百貨店等、松江市内で観光やお買い物
をして頂くことで経済波及に繋げる狙いで実験ツアーを開催した。
参加者アンケートでは、山陰に初めて訪問される方がほとんどで、このようなツアーをしている

ことを知らなかったという声が多かった。
参加者への内容の周知や関係者同士の連携が不十分であったことから来年度は内容の検討や情報

発信の改善を図り、より多くの集客を目指す。
※参加者数 第1回（8 /28開催） 10名

第2回（11/1開催） 39名

観光振興 - Tourism promotion –

経営支援 -Management support-



（１）現場主義・双方向主義の徹底
■移動商工会議所

女性経営者と会頭との意見交換会を行った。会頭自ら商工会議所・地域ビジョンを説
明し、それを受けて参加者が自らのビジョンについて語った。終了後には懇親会を実施
し、参加事業者間の交流が図られるなど有意義な内容となった。参加者からは、なかな
か直接聞く機会のない会頭からの話が聞けたと好評であった。また、異業種の方々と普
段の研修会等とは違う切り口で事業者間交流が芽生え、参考になることがあった。

■新入会員オリエンテーション、松江商工会議所活用説明会
入会後のフォローとして、新入会員オリエンテーション、松江商工会議所活用説明会を開催し、当所事業等の理解を
深めていただいた。 開催時のアンケートには「初めて知った内容があり勉強になった」との回答があったため、今回ご参

加いただけなかった事業所をはじめ、会員事業所に対して当所を有効活用していただけるような情報提供を行っていく

（２）組織・財政基盤の充実
組織体制の強化を目指し、巡回や窓口対応によって会員増強を図った。職員による巡回・窓口での入会勧奨を基本
とし、経営相談や会員サービスの利用をきっかけに年間81事業所の入会があった。
入会の一方、廃業等を理由とする年間79事業所の退会があることから、事業承継支援も含めた日ごろのフォローの重
要性が増している。
このため、入会後のフォローとして、新入会員オリエンテーション、松江商工会議所活用説明会を開催し当所事業等
の理解を深めていただいた。

（１）国・地方自治体等への要望活動
■交通インフラ整備に関する要望
①中海・宍道湖・大山圏域における防衛施設の整備について
中四国防衛局
平成31年2月20日

②出雲縁結び空港発着路線に係る要望について
日本航空㈱
平成30年6月5日

③北東アジアゲートウェイ「境港」の重点整備について
国土交通省、鳥取県・島根県選出国会議員
平成30年7月3日
平成31年2月7日

④県土木部所管道路事業の平成31年度予算確保について
国土交通省、鳥取県・島根県選出国会議員
平成30年8月22日

⑤中四国地方の幹線道路網整備等に関する要望について
国土交通省、鳥取県・島根県選出国会議員
平成30年11月15日

■行政要望
①平成31年度島根県に対する重点要望
島根県 平成30年9月10日

②平成31年度松江市に対する重点要望
松江市 平成30年11月20日

③松江市新庁舎建設工事に関することについて
松江市 平成30年5月31日（松江市長）

■陳情
松江市新庁舎建設工事に関することについて
松江市議会 平成31年2月19日（松江市議会議長）

（２）重要施策の推進・調査研究
会議所活動の活性化や施策実現に向けた行政への要望について議論するため、部会・委員会を積極的に
開催した。
■部 会
建設（12回） 工業（7回） 流通（6回） 食品（4回） 理財（2回） 運輸車両（3回）観光サービス（6回）
情報サービス（6回） 一般サービス（3回）

■委員会
情報ビジネス（26回） 環境福祉（1回） 工業振興（1回） 中心市街地（2回）
松江水縁プロジェクト（8回）
※大橋川改修特別委員会、中心市街地活性化委員会、観光振興対策委員会の選出メンバーによる

（１）中海・宍道湖・大山圏域における連携事業の推進と一体化促進
■ビジネスマッチング商談会 ※再掲
■備後地域製造業との交流事業 ※再掲
■山陰まんなか未来創造塾 ※再掲

（２）松江地区商工会・商工会議所連携協議会による取り組み
■第6回会員企業のための合同プレス発表会

当所ならびに市内３商工会が連携し、会員企業のイチオシの新商品・新サービス
をマスコミ向けにＰＲするための合同プレス発表会を開催。
参加企業の8割以上の企業が当発表会に参加してよかったと回答。
事前勉強会に参加した企業からは、ＰＲするポイントを整理し適切な時間配分で

発表できた、展示ブースで自社製品の特徴をより詳しくアピールできたとの意見が
あった。さらにテレビ、新聞などといったメディア掲載へ繋がり、会員企業ならび

に新商品･新サービスの周知、認知度アップに貢献した。
※参加者数 11事業所

（３）尾道松江線の開通による連携推進
■松江・尾道・今治・松山商工会議所連携事業
西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）を経て直結した松江、尾道、今治、松山の４商工会議所で連携

した各種会議・事業を実施。各種イベントを通じて年々「やまなみ・しまなみ」の認知度も向上し、観光
活性化による交流人口も拡大してきている。
今年度作成したドライブマップWeb版やインド向け旅行商品を効果的に活用するべく、引き続き関連団体

とも連携し、さらなる認知度向上を目指す。

（４）海外地域との連携推進
■インド向け旅行商品の造成モニターツアー
昨年、「松江・尾道・今治・松山商工会議所連携事業」において、

松江市と経済交流をしているインドケララ州と、山陰・瀬戸内地方と
の結び付きを一層強めたいとの想いから、松江・尾道・今治・松山の
各商工会議所が、それぞれの観光資源を集めた観光ルートを作成した。
商品化を目指すために、インドの旅行関係者、メディアを招き当地

の観光地を巡っていただいくモニターツアーを開催したが、インバウ
ンドの受入環境として多くの指摘があるなど、課題が山積しているこ
とを再確認した。一方で、インド国内の情報誌への掲載や、秋期の商品造成実現に向けた動きがみられる
など、一定の成果がみられた。

（３）女性会・青年部の活動
地域貢献、自己研鑽および人脈作りを目的として、女性会・青年部が諸活動を積極的に行った。

■女性会活動
まつえ和装の日、ビアホール、バザー等の開催、観月会、新年会、合同例会の開催、
全国大会、中国ブロック大会等参加、機関紙「しょほう」への活動掲載

■青年部活動
設立40周年記念式典・講演会・祝賀会の開催、松江水郷祭YEGテント村・だんだんまつり
松江水燈路灯りの演出、まつえランドの開催、新入会員研修、全国大会参加、中国ブロック大会参加
常勤役員及び管理職との交流会、機関紙「しょほう」への活動掲載

広域連携 - Regional cooperation-

松江商工会議所のイノベーション –Matsue CCI Innovation-

提言･要望等活動の積極的な展開 - Proposals and demand activities-


