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☆島根県松江市 「松江市ものづくりアクションプランについて」

出 席 者 松江市産業観光部まつえ産業支援センター 事 務 局 長 大谷利行

松江市産業観光部まつえ産業支援センター 産業支援係長 岸本和之

〇松江市の概要

松江市は、古代出雲の中心地として早くから開け、奈良時代には国庁や国分寺が置かれて

いました。江戸時代には堀尾氏３代・京極氏１代・松平氏 10 代の城下町として栄えまし

た。そして、この頃、今日に見る都市の基礎が形成されました。

明治 22 年４月、市政を施行し、その後昭和の時代に周辺の村を合併。平成 17 年 3 月 31

日には８市町村が合併し、新「松江市」が誕生しました。

平成 23 年 8 月 1 日には東出雲町と合併し、人口 20 万人を超え、平成 24 年４月１日には

特例市となるなど、山陰の中核都市として発展してきています。

市域の面積は、572.99 ㎢。平成 28 年９月 30 日現在の人口は、204,507 人。

参考：平成 29 年度 当初予算一般会計 93,067,000 千円

特別会計 48,692,995 千円

企業会計 41,459,587 千円

〇プラン策定経緯

松江市はそれまで観光中心の都市でしたが、平成 23 年の東出雲町合併をきっかけに新た

に「ものづくり産業」を「雇用を創出する主力産業」として、その振興を図ることとしま

した。そして、平成 24 年 10 月に「企業力向上」「販路拡大」「製品開発」の三つの支援

を柱とした「松江市ものづくりアクションプラン」（計画期間：平成 25 年～平成 27 年）

が策定されました。計画初年度の平成 25 年度には「アクションプラン推進事業費」の予



算計上、市内ものづくり企業の情報を一元的に掲載した「松江ものづくり.net」が開設さ

れました。また、同年６月に「まつえ産業支援センター」、同年８月に「松江市ものづく

り振興会議」が設置され、企業支援体制が整備されました。

計画最終年度の平成 27 年 11 月には「企業の付加価値額を高めるもうかる企業づくり」を

目標とした「松江市ものづくりアクションプラン 2015」（計画期間：平成 28 年～平成 30

年）を策定しました。

〇プラン説明

ものづくりアクションプランの業務を中心に行うのは「まつえ産業支援センター」で、開

設した理由は、島根県、商工会議所、松江市が連携するためでした。役割は、「徹底した

企業訪問によるものづくり産業の支援」と「コーディネート機能の充実、向上」です。主

要事業は①ものづくり産業への支援②中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業③海外

貿易振興事業④Ｒｕｂｙ Ｃｉｔｙ ＭＡＴＳＵＥプロジェクト（ソフト系情報産業の振

興）⑤伝統産業の振興です。これら事業が「松江市ものづくりアクションプラン」に基づ

く支援制度の実行となります。以下、各事業の説明です。

①ものづくり産業への支援では、現場の話ができる企業ＯＢの専門員を配置して年間で延

べ約 1,500 社（市内企業 400 社）を訪問し、課題解決活動に取り組んでいます。また、

「松江ものづくり.net」を開設して市内製造業約 300 社の詳細な情報をビジネスマッチン

グに役立ててもらえるよう掲載しました。そして、アクションプラン各種助成制度では、

人材育成支援や設備導入支援など計 12 種類の助成制度（平成 28 年度実績：149 件、8,261

万 5,000 円）により支援を行っています。これら制度を利用した企業からは、多くが増収

や付加価値増加に役立ったとの回答があり、従業員数も増加しました。

②中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業では、ビジネスマッチング商談・展示会が

販路拡大、共同開発、技術支援、業務提携などの促進を目的に開催されました。平成 28

年度実績では、236 社参加、456 件の商談が行われました。この事業は、松江市だけでな

く、圏域（松江市、境港市、米子市、安来市、出雲市、鳥取県西部 7町村）で行うことに

意味があり、また全国的にも珍しい取り組みとなっています。

③海外貿易振興事業では、台湾とロシアをターゲットにテストマーケティングを行ったり、

松江産品コーナーを設けたりして販売を行っています。

④Ｒｕｂｙ Ｃｉｔｙ ＭＡＴＳＵＥプロジェクト（ソフト系情報産業の振興）では、プロ

グラミング言語であるＲｕｂｙを使ったエンジニアの育成を行っています。また、Ｒｕｂ

ｙ Ｗｏｒｌｄ Ｃｏｆｅｒｅｎｃｅを毎年開催し、オープンソース活用ビジネスプランコ

ンテストを開催してＲｕｂｙの最新情報の発信やビジネスアイデア発表の実践の場として

います。

⑤伝統産業の振興では、平成７年度創設の手作り産業優良技術者表彰制度で表彰された優

良技能者を平成 26 年４月開設の「松江の匠」というサイトで紹介しています。



松江市ものづくり振興会議は、市内企業、金融機関、支援機関と行政が委員となって年に

数回会議を開催しています。その会議では、アクションプランに掲げる施策の進捗管理、

実施状況の変化や評価及び改善策について意見を取りまとめ、次年度の予算編成や支援事

業の改定等に役立てています。

〇主な質疑応答

問 松江ものづくり.net のアクセス数は何件ですか。

答 月平均で約３万 6,000 件です。

問 アクションプランはどのように作成しましたか。

答 企業の声を聞き、意見を取り入れ、自分たちで策定しました。

問 ビジネスマッチングを金融機関や商工会議所ではなく、市が行っている理由は何です

か。

答 金融機関については、独自でバイヤーを呼んで商談会を開催しますが、県域をまたい

だ５市で行い、多くの企業に参加してもらうことに意義があるからです。

商工会議所については、松江市が過去に合併したため市内に商工会議所が４団体あり、

方針の違があったこと。人手不足によりできなくなったこと。広域での連携は行政の

方が得意なこと。また、商工会議所が行っていたときには、１年ごとに事務局が変わ

り、ノウハウの蓄積がされなかったため、これらのノウハウの蓄積のため５市でまと

まって行うことなどの理由から行政が主体となっています。

〇所感

（加藤久豊委員）

・松江市のビジネスマッチング事業は素晴らしい取り組みだと感じた。市内のものづくり

企業同士のマッチングを通して、新製品の開発などに取り組む試みは、市内企業の活性

化に効果があるように思う。特に近隣の市町との合同での取り組みは新たな取り組みと

して注目したい施策だと感じた。大きな枠組みで力を合わせ、さまざまなビジネスチャ

ンスを効果的に仕掛けていく考え方は大いに参考になった。

（中村崇春委員）

・大変魅力的な事業と思う。市が、市や圏域全体を考えて行動することに意味があると考

える。

・企業支援の各種助成は、有効な支援策と感じた。特に設備導入支援制度により従業員が

増加したことは大きな成果と思う。

・圏域でのビジネスマッチングは意義のある事業と思うが、本市で行うには規模が大きす

ぎると考える。本市のみで行うのではなく、知多半島の５市５町で行うべき規模と考え

る。

・産業支援のため、教育から金融機関、企業等の多くの機関が関わるのは非常によいこと



だと思う。意思統一が図れるため、地域全体で取り組むことができる。松江市では、地

域全体で取り組んでいることが伝わった。

（西本真樹委員）

・産業経済部の中に「まつえ産業支援センター」を直営で行っていることにより直接地元

企業の声を聞く場ができている。市職員が市内の中小企業を何度も訪問し、年間延べ

1,500 社以上の企業訪問を行っているとのことで、松江市が地元企業と真摯に向き合っ

ていると感じた。また、国や県とは別に独自に 12 の補助制度を整備してものづくりを

している中小企業の支援を公的にしているのは、企業訪問を行う中でニーズに即した補

助制度が確立していると思った。

・松江市だけでなく、隣接する島根県出雲市・島根県安来市・鳥取県米子市・鳥取県境港

市・鳥取県西部７町村等の広域圏とも連携し、幅広い業種の地元企業の販路拡大、共同

開発、技術支援、業務提携などビジネスマッチングを行うことで松江市だけでなく地域

自治体にも貢献していると感じた。

（伊藤史郎委員）

・松江市の市内企業を応援する姿勢は常滑市でも見習うべきことだと感じた。近隣の市町

との連携強化などさらなる強化を図っていたことも参考になった。

（盛田克己委員）

・いかにして売れる物をつくり、もうけ、雇用を増やすか。そのために地域間の連携を図

り、共創のまちづくりを目指して、産業支援センターを設立、中小事業所、起業家等の

中に入り、抱えている課題をともに解決し事業を実施するために補助制度を設けている。

〇本市への反映

（加藤久豊委員）

・ビジネスマッチングの考え方は大いに参考となったが、補助金などの充実を踏まえると

本市ではすぐ取り組むことが厳しいと思う。ただし、インターネットを通じたビジネス

マッチング紹介サイトの作成などは、取り組むことができるように感じた。本市と商工

会議所、さらには金融機関などと協力が可能であれば提案したいと思う。

（中村崇春委員）

・本市では、商工会議所の役割がしっかりしているため、企業支援での市の役割はあまり

大きくないように思うが、商工会議所会員ではない事業所も多く存在する。また、さま

ざまな組合が存在する。市全体の産業振興のため、市が中心になって各事業所にアン

ケートを実施し、必要であれば支援事業を行ってもよいと考える。

本市にある事業所の紹介のため、サイトを開設することは有効であると考える。本市の

事業所をホームページ等で検索し、取り引きが行われた事例もある。市が率先して事業

所紹介サイトを開設し運営する意味はあると考える。

（西本真樹委員）



・松江市では現場の話ができる企業ＯＢを配置し、年間で延べ 1,500 社を訪問している。

本市の地元企業の活性化のためにも、現場に足を運びニーズを掘り起こす体制をつくら

なければならないと感じた。その中で、ニーズに合った補助制度などの施策を作成すべ

きと思う。

（伊藤史郎委員）

・本市で行う場合は、補助金などの充実を含め、検討すべき課題があるように思う。今後、

市内企業の成長を促す施策の充実を図りつつも、市内企業の紹介などを心がけ取り組み

たい。

（盛田克己委員）

・地域間の事業所情報を共有することは難しい面もあるが、抱えている課題を共有して、

事業に結びつけることは国の地方創生をまさに先取りした施策であり、行政が絡んでの

補助制度を再検討すべきと思う。



☆島根県安来市 「新規就農移住者『パッケージ化支援事業』について」

出 席 者 安来市農林水産部農林振興課 課長 黒田 耕

安来市農林水産部農林振興課 係長 佐伯明紀

宇賀荘第三地区基盤整備推進協議会・宇賀荘ひがし地区定住促進協議会会長

田中武夫

〇安来市の概要

安来市は島根県の東端に位置し、鳥取県と県境です。多くの古墳が発掘されており、古く

から栄えた地域です。鉄器が多く出土し、また製鉄技術も優れており、現在では安来鋼の

ブランド名で日立金属株式会社が製造を続けています。

文芸面では安来節が有名であり、また多くの芸術家を輩出しています。

昭和 29 年 4 月市制を施行し、平成 16 年 10 月に安来市、広瀬町、伯太町が合併し現在の

安来市となりました。

市域の面積は、

市域面積は、420.93 ㎢。人口は平成 29 年４月１日現在、39,723 人

参考：平成 29 年度当初予算一般会計 27,600,000 千円

特別会計 15,013,930 千円

〇事業策定経緯

従来の新規就農支援策では、住居に賃貸住宅や空き家を考えていましたが、就農地に近接

した住居が確保できないことや新規就農者の希望に合う住宅が用意できないなど、従来の

手段では定住策が展開できませんでした。東京や大阪、広島等で行われるＵＩターンフェ

ア（就農相談会）に行っても子供連れの家族訪問者が無く、優秀な人材を呼ぶために特徴

的なパッケージを提示する必要がありました。また、安来市における農業形態は家族経営

が主体のため、家族で定住を促進するこの制度を策定しました。

〇事業説明

ＵＩターン就農者の抱える不安要素を①集落の受け入れ体制②農地と施設の確保③安定し

た農業経営④住宅の確保として整理しました。

①集落の受け入れ体制については、平成 25 年度より集落自らが集落ビジョンを策定し、

受け入れ体制を構築しています。

②農地・施設の確保については、平成 27 年度より集落ビジョンによる地権者と就農者の

借地契約により提供します。さらに就農後の規模拡大に対応し、加えてリースハウス導入

も行い初期投資を軽減します。

③安定した農業経営については、平成 24 年度より師匠（指導農業士等）による営農指導

を行っています。研修中から就農後もサポートを受けられる強い師弟関係を構築します。



また、就農後は５年間、年に２回、本人、県、市、ＪＡが同席して行う経営検討会で経営

指導を行います。

④住宅の確保については、平成 28 年度より開始したこのパッケージ化支援事業で対応し

ています。①～③の要件が整った集落で、新規就農者が農地に近接する住宅確保が難しい

場合において就農者向け定住住宅を市が用意します。

この事業の対象者は就農に向けて、安来市の新規就農研修生として研修を受けるＵＩター

ン者もしくは認定新規就農者で住宅に 25 年以上居住することを確約する者です。

また、住宅支援に係る予算の財源は、事業費の上限を設定し、過疎対策事業債としまね定

住促進住宅整備支援事業補助金を活用し、市の負担分については入居者からの家賃収入

（３万 3,000 円/月）で回収します。

〇主な質疑応答

問 従来の農業者からは、どのような声が上がっていますか。

答 集落内に住むことで地域の活性化に貢献していただけている。

問 この制度はどのような方法でＰＲしていますか。

答 東京・大阪・広島等各地で行われるＵＩターンフェア（就農相談会）にブースの出展

や、市ホームページなどでＰＲしています。

問 この制度を利用した成功例を教えてください。

答 市内２カ所へ２戸の住宅を整備（赤江地区１戸、比田地区１戸）し、２世帯の定住に

つながっています。

問 この制度における貴市の役割についてどのように考えていますか。

答 研修制度の充実を図る一方で、住まいの確保を保証することで定住できる担い手を確

保し、園芸産地の活性化を目指しています。

〇所感

（加藤久豊委員）

・安来市の新規就農者への手厚い施策は、農用地の多い常滑市においても学ぶべきものが

多くあった。特に新規就農希望者からの意見を十分に反映した取り組みは突出していた。

同じ事ができるとは考えにくいが、新築住宅提供などの手法は新たな視点にも気づかさ

れた。農業に対する市の姿勢は大いに参考になった。

（中村崇春委員）

・新規就農者の簡単な指導までは、どの自治体も行っていると思う。また、定期的な営農

指導も地域や自治体によっては行っていると思う。しかし、住宅の整備を含めたきめの

細かい支援事業を行う自治体は少なく、さらに自治体と集落が協力して支援するのは他

では聞かない。国のモデル事業となるのも理解できる内容と感じた。

・新規就農者の施設を見学したが、管理の行届いた素晴らしい施設であった。定期的で有



効な営農指導もあり、農業経営が安定化する姿が容易に想像できた。

（西本真樹委員）

・ＵＩターン者が新規就農者が安定して農業を営めるように、集落の受け入れ、農地と施

設の確保、営農指導、就農者定住住宅と不安に感じる要素を市としてサポートしている

ことや、さらに新規就農者の住居提供を空き家や賃貸住宅だけ利用するのではなく、一

戸建て住宅の建設を市が行い、市が負担した財源を家賃収入で回収する考え方は他の自

治体にはない考え方であると感じた。

・新規就農者が、不安に思う営農技術の指導だけでなく営農している地域への受け入れ体

制も万全にしていることついて、農業という産業の側面で見ているのではなく地域づく

りも念頭に入れた事業であるため、地元外から新規就農者が農業を始める際にＵＩター

ン者も安心できると共に地域の方もどのような方が地域に入ってくるのかが分かるお互

いにとっての不安を解消できる事業だと思った。

（伊藤史郎委員）

・新規就農者の立場に立った施策の充実は大いに参考になった。農業人口が減少し、耕作

放棄地が増加する常滑市において、後継者の育成は大切なことであり学ぶものもあった。

（盛田克己委員）

・少子高齢化、人口減少時代に向かっている中で、対応策の一つとして、働く企業の少な

い地方としては就農者を受け入れ、農地と施設、農業経営指導、住宅の提供をパッケー

ジ化して、新規就農者を受け入れる事業であり、意義ある視察であった。

〇本市への反映

（加藤久豊委員）

・安来市での農業を目指す若者へのアンケートを実施し、ニーズを的確に把握する手法は

常滑市でも行うことが大切と感じた。新規の就農を目指すために、何が必要か知ること

が新規就農につながると感じた。受け入れ体制を整え、師匠制度や空き家紹介など仕組

みつくりができれば、よりよい就農制度が可能になると思う。

（中村崇春委員）

・新規就農者の農業への考え方や取り組み方は研修先や師匠の影響を大きく受ける。継続

できる農業を経営するために、また地域へ馴染むためにも農業経営士との師弟制度は導

入すべきと考える。

・新規就農者の一番の支援策は、教育や指導である。年に数回は事業実績や決算申告をし

て、県、市、ＪＡ、本人の経営検討会を開催する必要があると思う。さらに、可能であ

れば研修先か師匠である農業経営士も同席してもらい、現場に沿った意見を言ってもら

うとよりよい指導ができると思う。

（西本真樹委員）

・新規就農者と営農指導者を選ぶ段階で、複数の指導者の中からマッチングしてマンツー



マン的にやっていることは、知らない地域で働く新規就農者にとって大切であると感じ

た。ＵＩターン者が常滑で営農希望があるときに、新築の住宅提供でなくとも住宅改修

や賃貸住宅などの紹介等の補助制度も必要なのではないかと感じた。

（伊藤史郎委員）

・安来市の農業に対する姿勢を本市行政にも伝え、後継者育成のさらなる強化となるよう

努力したい。

（盛田克己委員）

・以前、休日に宿泊して就農する（クラインガルデン）方式を検討したことがあるが、い

ろいろな制約等があり実施に至らなかったが、空き家、遊休農地が増える傾向にあり、

その対応を検討すべきであると感じた。



☆島根県出雲市 「出雲市の観光補助制度（出雲市宿泊機能強化対策補助金、

出雲市団体宿泊誘致補助及び出雲市観光おもてなし誘客事業

補助）について」

出 席 者 経済環境部次長兼観光課長 橋本 孝

〇出雲市の概要

出雲市は、島根県の東部に位置し、北部は国引き神話で知られる島根半島、中央部分は出

雲平野、南部は中国山地で構成されています。出雲平野は、斐伊川と神戸川の二大河川に

より形成された沖積平野で、斐伊川は平野の中央部を東進して宍道湖に注ぎ、神戸川は西

進して日本海に注いでいます。

水と緑の自然が豊かなまちであり、ぶどう、柿、いちじく、出雲そば、島根ワイン、出西

しょうがなどの特産品が有名です。

平成 17 年３月 22 日に出雲市、平田市、多伎町、湖陵町、大社町が合併し、平成 23 年 10

月１日には、斐川町を編入し、現在の出雲市となりました。

市域の面積は、624.36 ㎢。人口は平成 29 年６月 30 日現在、174,868 人

参考：平成 29 年度 当初予算一般会計 77,760,000 千円

特別会計 52,740,770 千円

企業会計 10,037,699 千円

〇制度策定経緯

平成 25 年の出雲大社平成の大遷宮を集客の絶好の機会と捉え、平成 24 年度に市内への観

光誘客を目的として「出雲市観光おもてなし誘客事業補助」を策定しました。平成 26 年

度には、大遷宮の際、出雲市内の宿泊施設が不足したことをきっかけに、通過型観光地

（平成 28 年：来訪者 1,200 万人、宿泊者 62 万人）から滞在型観光地への転換を図るため、

市内の宿泊機能の強化を目的とした「出雲市宿泊機能強化対策補助金」を策定しました。

平成 27 年度には、合併前の旧出雲市が実施していた「コンベンション開催補助金」を新

出雲市が継承する形で「出雲市団体宿泊誘致補助」を実施しました。この補助は市内への

コンベンション誘致を推進し、人的交流の増加や文化の向上が当初の目的でしたが、平成

27年度からは、閑散期宿泊対策支援に目的を変更しました。

〇制度説明

「出雲市観光おもてなし誘客事業補助」は地域の歴史文化等を活用した観光客のおもてな

しをするために民間団体等が実施する誘客事業を支援し、観光誘客を図ることを目的とし

た補助事業です。平成 28 年度実績は、４件申請、補助額 65 万 6,400 円です。成功事例は、

「出雲の地酒まつり」、訪日外国人のおもてなし事業の先進的な取り組み、出雲阿国顕彰

会活動支援などがあります。補助金利用者からの声には、「民間事業者の活動を支援して



もらえてありがたい」などがありました。経済効果は、日帰り観光客による観光消費額で

推計 1,300 万円です。

「出雲市宿泊機能強化対策補助金」は、新たな宿泊施設の建設、または既存の宿泊施設の

増築又は改築を促し、市内の宿泊機能の強化を図ることを目的とした補助事業です。補助

金額は、納付された固定資産税相当額（建物のみ、３カ年度）です。平成 26 年度に申請

１件（立地件数１件）、平成 29 年度に申請２件（立地件数２件）がありました。補助金

利用者からの声には、「ホテル立地を検討するきっかけとなった」がありました。経済効

果として、市内宿泊者数が平成 27 年と平成 28 年の比較で１万 5,886 人増加したことが挙

げられます。

「出雲市団体宿泊誘致補助」は、出雲市内に団体で宿泊されるコンベンション、合宿、企

業研修会などの誘致を図り、経済波及効果を高めることを目的とした補助事業です。当初

は、市内へのコンベンション誘致を推進し、地域への社会的、経済的波及効果を高め、人

的交流の増加や文化の向上を図ることを目的としていましたが、繁忙期においては、市内

の宿泊キャパシティーが不足していることから、年間を通してのコンベンション開催補助

金を見直し、平成 27 年度からは、閑散期宿泊対策支援に変更しました。平成 28 年度実績

は、７件申請、補助額 104 万 3,500 円です。制度活用による宿泊者数は平成 28 年度で

1,827 人でした。補助金利用者からは、閑散期だけでなく、どの時期でも使える制度にし

てほしいなどの声がありました。

また、出雲市では、観光商談会用にＰＲＤＶＤ（制作費、約 300 万円）を作成し、送客依

頼に活用しています。さらに、滞在型観光地になるには食が欠かせないということで、食

の特産品を宣伝しています。その特産品は、出雲そば、出雲ぜんざい、大和しじみ、ぶど

う、いちじく、十六島のりなどがあり、それらを材料とした出雲市限定料理を食べ歩く

「食べ歩きチケット」（3,000 円分）も企画しています。

〇主な質疑応答

問 団体宿泊誘致補助に上限はありますか。

答 上限はありません。

問 観光ルートは何がありますか。

答 出雲市内に宿泊してもらうために、夕日と夜景、出雲大社の早朝参拝があります。

問 食べ歩きチケットの詳細と参加店舗数を教えてください。

答 700 円くらいのメニューと酒一杯を検討中で、20店舗ほどに参加してほしいです。

問 多くの来訪者の性別、年齢と外国人の国別の内訳はどうなっていますか。

答 若い女性が多いです。また、外国人は、台湾、香港、中国が多いです。



◎所感

（加藤久豊委員）

・出雲市の観光客宿泊者誘致事業は出雲市の課題を踏まえ取り組んだ事業であると感じた。

出雲大社始め出雲市に訪れる年間観光客 1,200 万人の内、年間宿泊数は 62 万人と通過

型観光から定住型観光への移行は、市内の宿泊施設の協力がなければ出来ず、担当課の

地道な努力を感じた。

（中村崇春委員）

・かなり極端な通過型観光地であり、有名な観光スポットが多く存在する自治体とは思え

ないほどの状況に驚いた。宿泊施設の稼働率も低いように思う。近隣に有名な温泉地が

あるので宿泊者数増加は容易ではないが、良いポイントを突いた対策であり、増加につ

ながっていくと考える。

（西本真樹委員）

・観光資源として、出雲大社や日御崎などがあり観光客は約 1,200 万人訪れるが、宿泊客

が約 62 万人と少なく、宿泊客を増加させるために宿泊施設誘致を市として前面に出て

活動していることに観光に本腰を入れていると感じた。

・また、閑散期にも出雲市に宿泊してもらえるように団体宿泊 30 名以上を対象にした補

助制度も観光に力を入れていると感じた。

・おもてなし誘客事業は、観光資源を生かしたイベントを行い、宿泊しないと体験ができ

ないプランなどを提供していると感じた。

（伊藤史郎委員）

・出雲市での調査で市内宿泊者による経済効果は一人当たり２万 6,000 円。出雲市では市

内宿泊者増加のため、さまざまな施策を講じていた。特に補助制度の充実は出雲市の現

状を把握した切実な施策だと感じた。

（盛田克己委員）

・出雲市は、出雲大社など歴史的文化遺産や風光明媚な自然にも恵まれたまちだが、宿泊

観光客は少なく、民間事業者等とタイアップして滞在型観光地を目指し、力を入れてい

ると感じた

〇本市への反映

（加藤久豊委員）

・閑散期を中心に観光客誘致に向けた取り組みは学ぶものが多くあった。特に市内での会

議誘致など参考になった。常滑市でも大規模展示場の開業を控えている。ＭＩＣＥの取

り組みなど出雲市を参考にしながら提案していたいと思う。

（中村崇春委員）

・本市の課題にも食があると思う。まさに出雲市と同様の課題であり、現在出雲市が企画

している「食べ歩きチケット」は即時導入する価値があると考える。



・本市内に存在する観光スポットをさらに有効利用するためのストーリーがあってもよい

と思う。

（西本真樹委員）

・常滑の焼き物や農漁業などの資源を生かすために、体験型の企画や果物狩りなども行っ

ていると思うが、そのようなプランを焼き物・農漁業と分けるのではなく常滑全体の魅

力を、一目で見てわかるようなパンフレットやチラシを改めてつくってもよいのではな

いかと思った。

（伊藤史郎委員）

・出雲市の補助制度をすぐ常滑市に反映することは現段階では財政面から見てよく調査研

究すべきことと思うが、観光客誘致に対する出雲市の姿勢は大いに刺激を受けた。市内

宿泊者を増加させることは、大切な視点であり、担当課との懇談を通し、紹介していき

たい。

（盛田克己委員）

・常滑市も通過型観光地であり、体験型や歴史ある遺産など多くの取り組みが考えられる。

やはり民間の活力を利用することで色んなパターンが考えられ、積極的に観光地として

の取り組みを推進すべきと思う。


