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18名の議員が来年度予算編成の考え方などを質問

新庁舎建設特別委員会報告

松江の元気な子どもたち⑮
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「みんなで仲良く、落ち葉の嵐だ!!」

（シリーズ）
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−津田幼稚園−

地域の方が園庭に落ち葉を持ってきてくださいました。
その落ち葉で嵐を起こしたり、絨毯にしたりして仲良く
遊びました。
〈取材：三島伸夫委員長・津森良治委員〉

11月臨時会
令和２年 11 月 27 日

松江市職員および特別職・市議会議員の
期末手当を引き下げ

松江市職員の期末手当について、今年度の人事院勧告の状況等を総合的に勘案し 0.05 月引き下げる条例改正を可
決（賛成多数）しました。
特別職・市議会議員についても、国の法律改正に準じて期末手当を 0.05 月引き下げる条例改正を可決（全会一致）
しました。

12月定例会

令和２年 12 月 2 日～ 12 月 22 日

令和２年度補正予算（第８号、第９号）、新型コロナウイ
ルス感染症対策及び新庁舎建設工事の請負契約締結
について審議

今議会では、市長提出議案 97 件（内訳は表のと
おり）を審議し、すべて原案どおり可決・同意（全
会一致 94 件、賛成多数３件）しました。また、議
員提出案件 1 件を否決（賛成少数）しました。
一般質問では 18 名の議員が立ち、代表質問の冒
頭、来年度予算編成にむけた市長の政治姿勢の質

問に答えるかたちで、松浦市長は令和 3 年 4 月に実
施される市長選挙には出馬しない意向を表明しま
した。
その他、新型コロナウイルス感染症対策、人口
減少対策、まちづくり等について質問が行われ、市
長及び執行部の見解を問いました。

令和 2 年度一般会計補正予算第 8 号（主なもの）23 億 2,300万円
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16 件

一般案件

40 件

予算案件

13 件

同意案件

28 件

議員提出案件

1件

訳

2

条例案件

内

・観光回復キャンペーン事業費
1 億 100 万円
・水田農業経営安定推進緊急対策事業費
500 万円
・新しい生活様式による公共交通支援事業費
800 万円
・保育所等・児童クラブ従事者応援協力金支給事業費
1 億 5,976 万円
・修学旅行キャンセル料支援事業費
1,450 万円
・消防救急活動費
333 万円
・災害関連事業（農業用施設・林道、土木施設災害復旧事業費） 4 億 1,280 万円
・財政調整基金積立金
6 億 5,994 万円

審議した議案等
市長提出案件
97 件

合

計

98 件

条例の改正（主なもの）
松江市指定管理者の管理する公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正
令和３年４月から東出雲４公民館を統合し、
「東出雲公民館」を開設するとともに、市内の他の公民館と同様に
指定管理者を指定し、公設自主運営方式とする。統合により廃止となる公民館は、児童クラブ等として活用する。

松江市宍道ふるさと森林公園条例の一部改正
森林公園内の施設の廃止、新設及び改修に伴い、利用期間、利用時間及び利用料金等を改定する。

議員提出案件の審査結果
件
議員提出議案  第９号

名

結

核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書について

果

否決（賛成少数）

陳情の審査結果
件

名

提

出

者

結

果

陳情第30号

｢最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書｣ の採択を求
めることについて

島根県労働組合総連合
議長 村上 一

不採択

陳情第31号

松江市国民健康保険の保険料算定にあたって、18歳未満の世帯員へ
の均等割をなくすことについて

松江市社会保障推進協議会
会長 石田 忍

不採択

追加提出議案（12月22日提出）
件

名

内

容

結

果

議第226号

松江市新庁舎建設（建築主体）
工事の請負契約締結について

契約相手方：松江土建・カナツ技建工業・一畑工業特別共同企業体
契約金額：92億700万円

賛成多数
（可 決）

議第227号

松江市新庁舎建設（電気設備）
工事の請負契約締結について

契約相手方：島根電工・三和電工特別共同企業体
契約金額：14億6,080万円

賛成多数
（可 決）

議第228号

松江市新庁舎建設（機械設備）
工事の請負契約締結について

契約相手方：新和設備・シンセイ技研特別共同企業体
契約金額：19億2,500万円

賛成多数
（可 決）

議第229号

令和２年度松江市一般会計補正
予算（第９号）

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費
1億4,780万円

全会一致
（可 決）

常任委員会報告〈主な審査内容（質問に対する市の答えを掲載しています）〉
総務委員会…議案17件「原案可決」、陳情１件「不採択」

（12/10開催）

松江市支所及び出張所設置条例の一部改正
・松江市来待出張所を廃止し、宍道支所へ業務を一元化することについて、宍道地区内の自治会や関係団体、利
用団体の皆様に説明し理解を得ている。
財産の取得（IP 電話システム一式）
・本庁舎、保健福祉総合センター、島根支所、美保関支所、玉湯支所、東出雲支所の電話機器を IP 電話システム
に更新する。現在の電話交換機は、整備後 15 年を経過し、更新が必要であり、パソコンの LAN 配線をそのま
ま利用でき、電話専用の配線工事が必要のない IP 電話に更新する。なお、落札率は 66.9% となった。
指定管理者の指定
・総合運動公園のスポーツ施設については、施設の修繕、松枯れの倒木対策、老朽化しているトイレの改修など
により、今後も利用者に気持ち良く使っていただけるよう、指定管理者と連絡を密にし快適な利用環境の提供
に努めたい。
令和２年度松江市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）
・減免等の市民への周知は、当初に発送する書類に記載したほか、市報やホームページにも掲載しお知らせしている。
まつえ市議会だより
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常任委員会報告〈主な審査内容（質問に対する市の答えを掲載しています）〉
教育民生委員会…議案21件「原案可決」

（12/11開催）

松江市福祉医療費助成条例及び松江市子ども医療費助成条例の一部改正
・令和 3 年 3 月より医療機関においてマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになる。ただし、医療
機関が対応していない場合には、従来どおり被保険者証の提示が必要である。
松江市指定管理者の管理する公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正
・出雲郷公民館は児童クラブとして施設全体を使う予定としている。意東
公民館は防衛省補助金を活用して整備しており、児童クラブとして使わ
ない部屋については地域開放の方向で地元と協議している。
指定管理者の指定
・コロナ禍における東津田児童館の利用は予約制としており、来館された
方には検温と消毒をお願いするなど、指定管理者の取り組みについてはホー
ムページ等で周知している。

〈児童クラブとして利用予定の意東公民館〉

令和 2 年度松江市病院事業会計補正予算（第 3 号）



・特別損失の額が増えた理由は、今年度から導入した会計年度任用職員について退職給付の対象となる引当金の
不足額計上によるものである。

経済委員会…議案19件「原案可決」、陳情1件「不採択」

（12/14開催）

松江市東出雲上意東研修センターの設置及び管理に関する条例の一部改正
・地元の方が使う場合も利用料金を徴収し、管理運営費に充てていただく方針である。
松江市宍道ふるさと森林公園条例の一部改正
・これまでは平均 20 万人の利用があり、初年度は３％増を見込
んでいる。他施設と連携しながら、令和 3 年４月のオープンに
向けてＰＲしていく。
松江市貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部改正
・民間のバス事業者は、入社や転入のための支度金を出している
場合もあり、松江市交通局でも制度を設けることにより、圏域
外から運転手を幅広く確保できるのではないかと考えている。

〈宍道ふるさと森林公園グランピング棟イメージ図〉

指定管理者の指定



・松江市美保関海の学苑ふるさと創生館と松江市美保関温泉施設は隠岐航路の拠点であり、重要な位置を占めて
いる。誘客の促進や施設の活用について、関係部署や地元の方の意見も伺いながら指定管理者と具体的に相談
していきたい。
・松江フォーゲルパークでの鳥インフルエンザへの対応については、指定管理者の獣医師、松江市の獣医師と観
光施設課で毎月１回巡視を行い、鳥の様子などを確認している。引き続き警戒しながら様子を見ていくことで、
施設側と連携を取っている。

建設環境委員会…議案７件「原案可決」

（12/14現地視察、12/15委員会開催）

指定管理者の指定
・今年度の松江歴史館と松江ホーランエンヤ伝承館の観覧者数の推移は、歴
史館では今年度４月から 11 月までの累計が 20,563 名、休館の影響もあり、
前年度に比べると 37.7％にとどまっている。松江ホーランエンヤ伝承館は
同様に今年度４月から 11 月までの累計が 3,178 名で、前年度に比べ２割程
度になっている。指定管理者が代わることで雇用等運営に支障が生じないよ
う新たな指定管理者が応募された時に、現在雇用されているスタッフをでき
るだけ採用するという提案をいただいており、円滑な移行につなげていく。
・松江駅西駐輪場と東駐輪場の指定管理業務は、当該駐輪場の管理、放置禁止
区域内の自転車の撤去や保管である。今回、自主事業としてレンタサイクル
を行いたいとの提案を受けており、今後協議を進めていく。
4
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〈松江歴史館基本展示室〉

予算委員会…議案２件「原案可決」 

（12/18、12/22開催）

令和２年度松江市一般会計補正予算（第８号）

総務分科会（

●質疑のあった項目 ①戸籍事務費（コンビニ交付） ②財政調整基金
●執行部の答弁

）

12
／10

③消防救急活動費

ほか

①松 江市では平成 29 年1月から住民票や印鑑登録証明書のコンビニ交付をしているが、
住所が松江市外でも戸籍証明書の交付を受けられるようシステムの改修・機能拡張を行う。
年間7,000 件程度の対象と見込む。また、他の自治体の状況は、中核市の約 85%がコ
ンビニ交付を導入し、そのうち約半数が今回の改修と同様のシステムである。
②令和元年度決算剰余金の2分の1を財政調整基金に積み立てることにより、基金残高は
約31憶 6,200万円となる。
③新型コロナウイルス対策にかかる消防救急活動費は予測が難しいが、人口が類似する５
都市における10か月間の実績などから推計すると不足はないと見込んでいる。



教育民生分科会（

●質疑のあった項目 ①ふくしなんでも相談所
●執行部の答弁

）

12
／11

①地域共生社会の実現に向けた包括的支援体
制構築事業におけるモデル事業については、
現在「ふくしなんでも相談所」を開設して
いる。また、住民がより身近な地域での相
談できる相談体制の構築を目指し、今後「ふ
くしなんでも相談所サテライト」の設置に
向けて準備をしている。
〈松南第1地域包括支援センターの「ふくしなんでも相談所」〉



経済分科会（

●質疑のあった項目 ①水田農業経営安定推進緊急対策事業費
②インバウンド受入環境整備事業費（Ｗｉ－Ｆｉの整備）
③観光回復キャンペーン事業費 ほか
●執行部の答弁

）

12
／14

建設環境分科会（



）

12
／15

①水田農業経営安定推進緊急対策事業費の対象件数は、団体法人等が 19 団体、個人
が 128 人の計 147 件である。園芸品目の取り組みが難しいという生産者の声は、
今後も県に伝えていきたい。
②今回の補正で、松江城内でＡＲ・ＶＲアプリ利用の際に電波が届きにくかった馬溜
りなどの３か所とＪＲ玉造温泉駅に整備する。Ｗｉ－Ｆｉの整備状況は今回の整備
により、観光客の方が行かれる主だったエリアをカバーできる。
③近隣での新型コロナウイルス発生状況なども考え、まずは市民から広げていくやり
方も今後考えたい。旅館やホテルだけでなく、観光施設や土産物屋などの観光関連
産業にも効果が波及するよう、旅館組合や観光協会と協議している。

●質疑のあった項目 ①総合交通体系推進事業費
●執行部の答弁

②災害復旧事業の完了予定時期

①総合交通体系推進事業費の補正は、貸切バス等による松江市民の県内移動支援事業
補助金の期間を延長することに伴うもので、島根県の事業に追随する形で予算要求
することから、10 月、11 月分を増額補正する。
②令和 2 年６月に発生した災害にかかる復旧事業は既に発注を終えており、今年度内
に完了する見込みである。９月に発生した災害にかかる復旧事業は被災件数が多く、
年度内の完了は難しいと判断し、繰越明許費の追加補正をする。

令和２年度松江市一般会計補正予算（第９号）
・ひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、年末年始に向け、「ひとり親世帯臨時特
別給付金」( 基本給付 ) を再支給する。１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円を支給。支給予定時期は令
和２年 12 月 25 日以降で、全額国庫支出金が財源である。
まつえ市議会だより
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市政のここが聞きたい

18人の議員が質問

12月定例会 一般質問
もりわき

はや と

森脇 勇人

会派代表質問

（松政クラブ）

●来年度予算編成と市長の政治姿勢に
ついて
⃝過疎法・原発特措法延長について
⃝中期財政見通しについて
⃝予算の事業進捗について
⃝産地交付金について
⃝中海・宍道湖圏域道路整備について
⃝松江市の人口動態について

来年度予算編成方針と
質 問 次期市長選への市長の思いを伺う

市長・議員も任期を迎え次期の市長・議員が確定し議会
が開かれるまで空白が生まれる。本来であれば積極予算を
組むべきだが、骨格予算だと新型コロナウイルス対策など
迅速に対応できず大変危惧するところである。来年度予算
編成と次期市長選に向けた市長の思いを伺う。

切れ目なく事業実施が出来るよう取り組むが、
回 答 次期市長選には出馬しない

骨格予算として６月に本予算を組むという事になるが、
今隙間を作ってはいけない問題も沢山ある。国は補正予算
と合わせて 15 か月予算を組むと言われており補正予算、
当初予算を切れ目なく事業実施が出来るよう取り組みたい。
次期市長選には出馬しない。現職から勝ち取るくらいの気
持ちがないと市長の仕事は大変である。先般手を挙げる方
が出たという事もあり退く決意をした。
いしくら

のりふみ

石倉 徳章

会派代表質問

（真政クラブ）

●市長の政治の考え方について
⃝新庁舎問題について
⃝人口減少防止対策について
⃝美的公衆トイレの整備について
⃝農業政策について

コロナ感染症対策とともに経済対策や
質 問 市民の生活防衛に力点をおくべき
厳しい経済事情にあって資金的に行き詰まっている方も
多いと推測している。国もひとり親世帯や更に生活が厳し
くなる世帯等が更に増加すると予想している。市として失業・
派遣切り・アルバイトの失業や中小・小規模企業の現状を
把握、調査できているのか伺う。感染症予防対策に最大の
注意を払いながら経済対策や市民生活防衛に力点を置くべ
きと考えるが、いかがか。

回 答 予防対策と地域経済対策を同時に行う
コロナ経済対策は市・国の支援策について商工会議所や
ＪＡなどと情報共有会議を行い、様々な媒体により事業者
の活用を推進している。また専門相談員 2 名を配置して制
度の活用を支援している。感染症予防対策と地域経済の活
力を取り戻していく、この 2 つの問題を同時に行っていく
ことが必要と考えている。
※会議録は松江市議会ホームページでご覧いただくことができます。
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12 月定例会では、12 月７日、８日、９日の３日間に
わたり一般質問を行いました（感染症対策を施してい
ますので、マスクを外して質問しています）
。
質問した議員本人が通告した項目の中から一つ選び、
要旨をまとめたものを掲載しています。
の

つ

なおつぐ

野津 直嗣

会派代表質問

（松政クラブ）

●松江のまちづくりについて
⃝公園の遊具の改修について
⃝国際芸術祭の開催について
⃝コロナ禍での子供達の影響について
⃝橋北の拠点校の現状と今後について
⃝コロナ対策の経済対策について
⃝コロナ対策の市役所の体制について
⃝公共事業について

質 問 松江のまちづくりについて

現在のエリアビジョンの策定状況、水辺横丁の状況、施
設改修について伺う。国の有利な支援事業があるうちにプ
ラバホール、カラコロ工房、フォーゲルパーク、マリンパー
ク多古鼻などを改修できないか。

エリアビジョンとしてまとめ
回 答 今後市民の皆様と共有を図っていく

市内のエリアビジョンについては今年度中に策定し市民
の皆様と共有したい。水辺横丁構想については社会実験を
行った。今後民間主体の利活用を広げる努力をする。プラ
バホールの改修について地方創生拠点整備交付金の活用を
検討したい。カラコロ工房は民間活力導入、観光拠点化など、
基本構想を策定していく。フォーゲルパークについては頑
張っている指定管理者と協議し、改修の方向性について検
討していく。マリンパーク多古鼻は冬季対策として必要な
改修を考える。
もりもと

ひでとし

森本 秀歳

会派代表質問

（市民クラブ）

⃝来年度予算編成の考え方
⃝産業支援
●ＩＣＴ活用教育
⃝自死対策
⃝多頭飼育問題

質 問 各校にＩＣＴ支援員の配置が必要
ＩＣＴ活用教育について、初期の段階において教員への
負担も増すことが危惧される。運用を教員任せとならない
ようにするため、ＩＣＴ支援員の配置が必要と考えるがい
かがか。

ＩＣＴ支援員の増員を検討
回 答 学校へのバックアップを進めていく
今年度からＩＣＴ教育支援員を既に 1 名配置し、各校か
らの依頼に応じて授業支援や職員研修の講師として指導助
言を行っている。今後さらなる充実を図るためＩＣＴ支援
員の増員を検討していく考えである。また、まつえ産業支
援センターは各校の要望に応じて、Ｒｕｂｙを活用した学
習プログラムの指導を行っている。今後もＩＣＴ教育支援
員を中心に学校へのバックアップを進めていく。

しの はら

篠原

さかえ

栄

会派代表質問

（公明クラブ）

⃝市長の所見と予算策定方針について
⃝新型コロナウイルス対策について
⃝行政のデジタル化について
⃝金融商品トラブルについて
●脱炭素社会について
⃝嫁ケ島の国登録記念物への登録につ
いて
⃝介護保険について

再生可能エネルギー活用ビジョンの進捗と
質 問 二酸化炭素排出実質ゼロ宣言を
菅総理大臣は 2050 年までに温室効果ガス排出を実質ゼ
ロにする脱炭素社会の実現を目指すと宣言した。松江市の
再生可能エネルギー活用ビジョンの策定進捗状況と、松江
市も二酸化炭素排出実質ゼロの自治体宣言をすべきではな
いか伺う。

活用ビジョンは来年度作成、温室効果ガス
回 答 ゼロは長期的な目標で取り組む
再生可能エネルギー活用ビジョンの策定については、今
年度市内の再エネ設備の導入状況や市民アンケートを行っ
ており、市民の再エネに対する理解促進を図るための施策
や再エネの普及促進などを盛り込み来年度作成する。二酸
化炭素排出実質ゼロの宣言については、本年度策定する市
環境基本計画の中で、2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ
を長期的な目標に掲げ取り組む。

み しま

よしのぶ

三島 良信

（松政クラブ）

⃝農業振興について
⃝畜産振興について
⃝入札対応について
●移送サービス事業について
⃝宍道湖・大橋川流域の水質・環境に
ついて

通院支援や福祉有償運送事業の
質 問 今後はいかに
移送支援助成制度の変更予定があると聞く。美保関町菅
浦地区や宍道地域では通院支援や買い物支援が行われてい
るが課題も多いようだ。今後、高齢者は多くなりどこの地
域でも考えられる課題と思うが、今後の支援方法はどのよ
うに考えているか。

地域によって違う取り組みだが、
回 答 課題を出して検討をする
高齢者の買い物、通院に係る移動手段は、原則公共交通
サービスが基本。一方、ボランティア団体や地域助け合い
による移送が大変重要だ。菅浦地区の事業を一つのモデル
として課題等が出てくると思うので、総括しながら必要な
支援を検討していく。

た

なか

田中

はじめ

肇

会派代表質問

（共産党市議団）

⃝市長の政治姿勢
⃝原子力発電
⃝新型コロナウイルス感染症対策
⃝コロナ禍の生活不安の下でも安心し
て生み育てることのできる松江市を
めざす施策
●市職員・教職員の超過勤務実態

教育職員への変形労働時間制の導入は
しないと明言を求める
質問
教育職員に対する変形労働時間制の導入について、これ
までの議会で取り上げてきた。導入することができる令和
3 年 4 月をコロナ禍という事態の下で目前に控える今、松
江市では導入しないと明言していただきたい。教育長の見
解を伺う。

変形労働時間制の導入は長時間労働の
回 答 是正につながらないと考える
変形労働時間制の導入は、もともと長時間労働が日常化
している学校では、見かけ上の超過勤務時間が減るだけで、
教職員の長時間労働の是正につながらない。その前に、業
務量の削減等をすることが必要であると認識している。本
市では、教職員の働き方改革をすすめると共に、業務削減
につながる義務教育標準法、給特法の見直しを要望していく。

ほそ ぎ

あけ み

細木 明美

（松政クラブ）

⃝島根半島沿岸部における漂着ごみに
ついて
●重要文化財の防火対策について
⃝イノシシ被害の実態と今後の取り組
みについて
⃝松江市におけるデジタル化の取り組
みについて

民間所有の重要文化財の保存に対する
質 問 市独自の支援策を検討してはどうか
松江市には国宝松江城をはじめ多くの重要文化財があり、
この維持管理には多額の経費がかかる。松江城は市所有の
ため公費で賄えるが、民間所有のものは所有者の負担が大
きいことから防火や消火設備の対策が進んでいない。松江
の文化力の源である大切な宝を後世に守り伝えていくため
に市独自の支援策を検討してはいかがか。

独自の所有者負担軽減策を
回 答 前向きに検討していきたい
本市には国宝・重要文化財建造物が７件所在し、国宝松
江城天守を除く６件は民間所有である。国においては世界
遺産・国宝等における防火対策５か年計画を策定し、補助
率の嵩上げなど重点的に進めている。本市としても国の計
画に呼応し、国宝・重要文化財の防火対策について独自の
所有者負担軽減策を前向きに検討していきたい。

※会議録は松江市議会ホームページでご覧いただくことができます。
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き たに

ま

い

貴谷 麻以

（真政クラブ）

⃝通知表のない学校や、自然の中での
教育の必要性
⃝若い女性の暮らし、自殺者数の増加
⃝女性の幹部登用と必要性
⃝今後の経済情勢と市が留意すべき点
⃝伝染病下の原子力発電所の保守
⃝市単独の農業への取り組み姿勢
●ホテル宍道湖と一畑百貨店跡地

ホテル宍道湖跡地と
質 問 一畑百貨店跡地の利用策は
前宮岡市長の時代からあった、一畑百貨店跡地の購入と
グランドデザインの行方は。周辺の中心市街地活性化は誰
と協議しワークショップを行うのか。ホテル宍道湖跡地は
埋立地で現市役所より標高は低いが、嫁島団地には新たな
起爆剤や開発方針が必要で、立地適正化計画にも重要ポイ
ントになろう。グランドデザインや企画は。

回 答 今後、官民で検討していきたい
一畑百貨店跡地は、平成 15 年度に殿町再整備構想実現
のため島根県に先行取得して貰い、その後再検討。平成 30
年度に市が買取等を実施。県と市で土地を所有している。
今後はワークショップ等を実施し、経済界の意見も聞いて
有効な活用策を考えていく。ホテル宍道湖跡地は、景観に
優れインターチェンジに近く、この地が果たすべき役割を
関係部局が連携し検討していきたい。

よし ぎ

けい こ

吉儀 敬子

（共産党市議団）

⃝松江市の文化芸術政策
⃝種苗法改正
●日立金属売却と三菱マヒンドラ農機
の希望退職問題
⃝東出雲公民館との複合施設

質 問 市としてどのような対策を打つのか
日立金属売却と三菱マヒンドラ農機の希望退職問題の市
内経済に与える影響をどのように考えているのか。市の中
小企業・小規模企業振興条例の出番であり市としてどのよ
うな対策を打つのか。日立金属売却に対しては、県知事と
周辺市長と共に国と本社の日立製作所に働きかけること。
三菱マヒンドラ農機に対しては、本社として東出雲町内に
存続させる立場で対応すべきではないか。

回 答 企業訪問により状況把握し、支援する
日立金属の問題に対しては、今後安来市をはじめ関係機
関と連携を図り情報収集に努める。三菱マヒンドラ農機は、
市として本社を訪問し状況把握と今後の支援などについて
意見交換した。本社を本市内に存続させることを含めてお
願いをしている。市内下請け企業の受発注に影響が出ると
考えており、企業訪問して状況を把握したい。
※会議録は松江市議会ホームページでご覧いただくことができます。
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は

せ が わ しゅう じ

長谷川修二

（公明クラブ）

●産後うつ対策と助産師の役割や行政
との連携
⃝学校給食の食物アレルギー対策
⃝来訪者数や宿泊者数を伸展させるた
めの施策
⃝人口減少対策や社会動態の現状
⃝民間企業や他業態からの人材の受入
⃝水銀灯のＬＥＤ化の現状

産後うつ対策として訪問型サービスが
質 問 求められているが見解はいかがか
産後うつ対策が重要となってきており、来訪型のデイサー
ビスから訪問型のサービスが求められているが、これまで
の取り組みと今後の対策について松江市の見解を伺う。

助産師の訪問による産後ケア事業の実施を
回 答 引き続き検討していきたい
松江市ではこれまで産婦の心身のケ
アや育児サポートをデイサービス型で、
また助産院に対しても施設修繕費補助
を行ってきた。産後ケアメニューに関
するアンケートの結果、約 6 割の方が
訪問型産後ケアを希望しており、助産
師の訪問による産後ケア事業の実施に
ついて引き続き検討していきたい。

にい い

まさただ

新井 昌禎

（友愛クラブ）

●出生数約 2,000 人／年をめざす取り
組み
⃝社会増平均 270 人／年の取り組み
⃝令和 3 年度予算編成の考え方と新型
コロナウイルス対策

地域コミュニティー活動が維持できるよう
質 問 少子化対策の視点を加えた支援を
小さい子どもと触れ合う機会が多い生徒は、少ない生徒
と比較して子どもを持つことの意欲に大きな差がある。松
江市は、各地に豊かな歴史や伝統文化があり、それぞれの
地域で活発な地域コミュニティー活動が行われている。こ
うした地域の活動が持続できるよう、少子化対策の視点を
加えた積極的な支援が必要である。

支援制度を有効に活用し、
回 答 地域の課題解決に取り組んで頂きたい
小さい子どもと触れ合う効果については、少子化社会対
策白書の中でも指摘されており、重要な視点である。市内
の各地域では、様々なイベントを通じて小さい子どもと触
れ合う機会が確保され、同時に地域の子育てにつながって
きた。市の支援制度を有効に活用し、少子化対策を含めた
地域課題の解決に取り組んで頂きたい。

かわうち

だいすけ

河内 大輔

（松政クラブ）

●情報発信について
⃝理念条例の活用等について
⃝ぐるっと松江レイクラインの活用に
ついて

市の情報発信力の弱さがある。
質 問 ホームページのリニューアルが必要だ
9 月議会では新庁舎の住民投票条例の審議が行われるな
ど、市民の関心が高まった。新庁舎建設に否定的な運動が
起こったきっかけの一つに、市の情報発信力の弱さがある。
欲しい情報にたどり着くことが難しい現在のホームページを、
早急にリニューアルする必要がある。

検索機能の充実を図り、
回 答 分かりやすいホームページを目指す
暮らしのガイド、事業者向け情報、市
政情報、観光情報の４つの分類で選んで
もらう仕組みにしている。キーワード検
索する場所の改善や、検索頻度の高い用
語をあらかじめ表示したりする検索機能
の充実を図っていく。

よね だ

米田ときこ

（松政クラブ）

⃝児童虐待、DV、いじめ問題、不登校
等への対応策について
⃝特定不妊治療における拡充事業の効
果について
●今年の豪雨による災害の被害状況と
災害認定率等について

質 問 豪雨災害の災害認定の対応について
今年の豪雨被害額と災害認定率を農地、河川、道路別に
伺う。また、国の災害認定要件を満たさない場所の復旧工
事への対応はどのようにする方針であるのか伺う。

河川、道路は100％、
回 答 農地・農業用施設は 91％を認定
豪雨による災害被害額は、農地・農業用施設が 82,717
千円、河川は 165,700 千円、道路が 193,100 千円。農地・
農業用施設の被害は 45 件中、受益者負担の同意のあった
10 件を国に申請。市単独災害認定が 20 件、4 件は小規模
のため未認定。農地災害の補助率は国が 50％、市が 15％、
35 ％ が 受 益 者 負 担。 近 年 発 生 の 災 害 は、 国 の 補 助 率 が
85％超で受益者負担はなかった。また、河川 29 件、道路
94 件の被害があり、国への申請は河川 12 件、道路 21 件。
残りは市単独で復旧工事等を実施予定。

た なか

あき こ

田中 明子

（公明クラブ）

●糖尿病の重症化予防について
⃝肺炎予防について
⃝フッ化物洗口について
⃝児童虐待と DV への対応について
⃝空き家対策について

コロナ禍で糖尿病重症化予防は重要。
質 問 治療中断者への受診勧奨はどうか
糖尿病の治療中断者へのレセプトデータを活用した受診
勧奨について、令和元年 6 月議会の質問の際は検討すると
の市長の答弁であったが、現在はどうなっているのか伺う。

令和 3 年 1 月から、レセプトデータや
回 答 健診データを活用し受診勧奨を行う
糖尿病の治療中断者に対するレセプトデータを活用した
受診勧奨は、令和 3 年 1 月から実施する予定。実施方法は、
委託する専門業者がレセプトデータや健診データから抽出
した治療中断者に対し、医療機関への受診を促す通知を発
送する。概ね 2 か月後に再度レセプトデータを確認し、医
療機関受診の有無を把握してその時点で未受診であれば保
健師が訪問または電話により、重ねて受診勧奨をすること
になっている。

おお

た

太田

さとし

哲

（公明クラブ）

⃝新型コロナウイルス感染症対策につ
いて
●防災について
⃝働き方改革について
⃝就職状況について

県行政書士会と自然災害時の協定を
質 問 結ばれたがどのような内容か
県の行政書士会から、地域貢献として以前から災害時に
罹災証明書の発行業務などを速やかにできるように市との
協定を結べないか、会派として相談をうけていた。本市は
県で初めて 11 月 25 日に県行政書士会と災害時の協定を結
ばれたが、具体的な内容を伺う。

市の要請に基づき避難所などに
回 答 行政書士被災者支援相談所を設置する
災害時、生活再建のための各種手続きの相談窓口を行政
と一緒に設置し、迅速かつきめ細かい対応ができる。具体
的には市の要請に基づき、市役所あるいは支所、避難所等
に行政書士被災者支援相談所を設置する。そして各種生活
支援の手続き、各種損害保険等の請求手続きの相談をそこ
で受け、無料で行う。連携を深めるため防災訓練に参加し
ていただき相談窓口の設置訓練等行う。

※会議録は松江市議会ホームページでご覧いただくことができます。
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つ もり

りょう じ

津森 良治

たちばな

橘

（市民クラブ）

●ネット依存・ゲーム障がいについて
⃝宍道湖しじみ館の閉館について
⃝イノシシなどの有害鳥獣問題とその
対策について
⃝主食用米の生産調整について
⃝学校給食費の徴収に係る公会計化の
推進について

ネット依存について相談できる環境と
質 問 体制を整備することを求めたい
本市において相談窓口の整備と、着実に医療機関へとつ
なぐ仕組みを早急に整備していただきたい。また、学校現
場で相談できる環境と体制を整備することを求めたい。そ
のためには、その相談に適切に対応できる人材の育成が急
務と考えるが、ご所見を伺う。

相談窓口や医療機関と相談・連携できるよう、
回 答 情報提供・連携強化に努める
相談を受けた学校が早い段階で相談窓口や医療機関と相
談・連携できるよう、今後も情報提供・連携強化に努める。
学校現場において相談に適切に対応できる人材を育成する
ことは重要と考えており、養護教諭を含めた教職員研修の
更なる充実が必須となる。今後も、最新の情報や現場のニー
ズを踏まえて講師や内容を検討し、研修の充実と教職員の
資質向上を図っていく。

よし あき

祥 朗

（共産党市議団）

●中海・宍道湖の水質改善と漁業振興
⃝まちおこし
⃝市役所における女性幹部登用
⃝コロナ禍での自死、孤独死対策問題
⃝新庁舎問題にかかわる市長の対応や
発言

質 問 中海・宍道湖の水質改善で漁業振興を
決算資料によれば、宍道湖の水質はこの５年間で悪化、
県の水質目標にも届いていない。中海の水質は改善傾向だが、
国の環境基準には一段の努力が必要と考える。現状をどの
ように分析しているか、問う。
宍道湖・中海の漁業について、シジミ資源の現状や漁獲
高の推移はどのようになっているか。水質改善、漁業振興
に向けての取り組みと今後の見通しについて問う。

回 答 改善の取り組み強化、漁業支援を行う
宍道湖は長期的にみれば水質は横ばい、中海は改善傾向
だが国の基準には及ばない。これまでの取り組みでは根本
的な水質改善対策となっていない。関係機関や流域自治体
などと連携した取り組みの強化が必要。
宍道湖の漁獲高は平成 16 年 7,833 ｔが現在 4 千ｔ前後。
中海は平成 16 年 439 ｔが令和元年 82 ｔ。放流事業やあさ
り・サルボウ貝の養殖など支援していく。

※会議録は松江市議会ホームページでご覧いただくことができます。

総合交通対策特別委員会報告 一畑電車沿線議員連絡協議会
総合交通対策特別委員会

頑張れ !!

（10/21開催）

委員長

三島

伸夫

一畑電車

松江市議会総合交通対策特別委員会では、出雲市議会交通政

策特別委員会と共に、一畑電車に関する諸問題について理解を
深め、電車存続に向けた実効性のある活動を推進するため沿線
自治体の議会が連携を図ることを目的に、一畑電車沿線議員連

絡協議会を設立し、毎年、総会と研修会を平成 18 年から実施

してきており、令和 2 年は 10 月 21 日 ( 水 ) に出雲市役所平田
行政センターで開催しました。

幹事会・総会を行い、その後の研修会として、一畑電車株式

会社より令和元年度の経営状況等の説明及び令和 2 年度の 8 月
までの実績の説明を受け、コロナ禍において、厳しい状況が続
いていることが分かりました。その後、一畑電車雲州平田駅内

で、現地研修として、車両の定期検査の様子も見学しました。
安全運行のため、不断の努力がなされていることを強く感じま

〈雲州平田駅内の車両検査の様子〉

した。

令和 2 年度で過去 10 年に渉る一畑電車に対する支援計画が終了し、現在次期５年の支援計画を島根県と出

雲市、松江市で立案中で、過去の効果などについて充分な検証が必要です。
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新庁舎建設特別委員会報告

（10 月 16 日開催）

建設地については市民の関心のあるテーマであり、これまでも市の考え方について説明を受けてきたが、前回（８
月）の特別委員会での委員の求めにより、現計画と県立プール跡地やホテル宍道湖跡地との比較資料が示された。

建設地別事業費比較表
＜前提条件＞
①延床面積や構造は現計画の面積 25,250㎡を基本とする。
②移転の場合、西棟の床面積約 2,800㎡を追加する。
③免震構造とし、比較１案、２案はテラスを無くした形にする。
④現在地の建物については西棟も含めて移転後、全て解体する。
建設場所
庁舎延床面積

現計画
約 25,250㎡

〈新庁舎イメージ模型〉

比較 1 案：県立プール跡地

比較 2 案：ホテル宍道湖跡地

約 22,600㎡
（庁舎面積－地下駐車場 + 西棟
分床面積）

約 27,100㎡
（庁舎面積－地下駐車場（台数
案分）+ 西棟分床面積）

・敷地面積はパークアンドライ
ド駐車場を含めると相当広く
なっているため、地下駐車場
は必要ない
・西棟分の床面積を追加する

・地下駐車場が一部必要となる
・用地取得費用も必要となる
・西棟分の床面積を追加する

事

2.8 億円

5.6 億円
・現 在までの費用 2.8 億円 + 再
設計等に要する経費 2.8 億円

5.6 億円
・現 在までの費用 2.8 億円 + 再
設計等に要する経費 2.8 億円

建設工事費

136.5 億円
・建設費：121.9 億円
・西棟改修：1.4 億円
・解体費：7.2 億円
・外構整備：6 億円

141.5 億円
・建設費：110.5 億円
・西棟分増床整備・
既存解体費：17.2 億円
・解体費：7.2 億円
・外構整備：6.6 億円

143.2 億円
・建設費：112.9 億円
・西棟分増床整備・
既存解体費：17.2 億円
・解体費：7.2 億円
・外構整備：5.9 億円

合計

139.3 億円

147.1 億円
・さらに広場整備時の借入償還
残額約 1 億円が必要となる

148.8 億円
・さらに用地取得費が必要とな
る

6 年 3 ヶ月

8 年以上
・再設計等の期間（約４年）と
工事期間（４年）が必要であ
り、完成までに８年以上とな
る

8 年以上
・再設計等の期間（約４年）と
工事期間（４年）が必要であ
り、完成までに８年以上とな
る

業

設計費等

費
事業期間

●現計画を見直した場合、有利な地方債が使えず国の支援（約 34 億円）が消失し、市民の負担となる。
●概算であるが他の２つの候補地の方が高額、今後の建設コスト高騰の懸念がある中では、なおさら不安要素しか
無いため、移転による特段のメリットはない。
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令和2年度島根県東部四市議会議員研修会

（9/30開催）

~ 地域の発展につながる会社経営のビジョンとは ~
東部四市議会（松江市、出雲市、雲南市、安来市）の議員による研修会が開催され
ました。今年度は出雲市議会が担当で、出雲科学館において、株式会社ジェイ・エム・
エス 出雲工場執行役員工場長の植松雷太氏による「出雲市における JMS 出雲工場
のあゆみ」と題しての講演がありました。
同社は、輸液セットの使い捨て製品等を製造するメーカーで、資本金 74 億 1,101
万円、連結売上高 585 億円の企業規模であり、その国内生産拠点として、1978 年に
〈出雲科学館での講演〉
出雲工場が誘致され、現在 787 名の従業員が働いています。
JMS 出雲工場のビジョン（ありたい姿）として、「高い品質・コスト意識を持ちながら日々の生産活動に励み、自らが成長
することで、工場・会社・地域の発展に貢献する」ことを掲げ、会社が永続性を保ち、雇用を維持するために、この地にとっ
てなくてはならない存在となることを目指しています。企業誘致の必要性と雇用の場の確保、継続性等について認識を新たに
する機会となりました。

令和２年度島根県市議会議長会議員研修会

（10/22開催）

～ますます重要となる議会全体での広報・広聴機能～
地方議員のなり手不足や議会不信がささやかれているこの時代において、議会の
役割を改めて確認する目的で、駒澤大学法学部教授の大山礼子氏を講師に迎え、「今
の時代における地方議会・議員の役割」と題する講演会と意見交換会をコロナ禍に
配慮してオンラインによる配信という形で開催しました。
講師からは、地方議会の現状について無投票当選や低投票率といった無関心化が
進む一方、人口減少や自然災害、コロナ禍による疲弊、さらに都市部と地方、高齢
〈松江市役所でのリモート講演〉
者と若者、富裕層と貧困による国民の分断も深刻化してきているとの現状認識も示
されました。そして、地方議会には多様な民意の反映、合意形成、地域に根差した政策立案など、分断を回避する装置として
の役割があり、その役割は、ますます重要になると私どもに奮起を促されました。
また、意見交換会では 9 月議会で新庁舎整備計画について、実施設計の段階で住民団体から住民投票条例制定の直接請求が
提出されたことを巡り、市民から「議会で決まったことを議員はきちんと説明しているのか」とのご意見をいただいたことを
踏まえて、議員の責務として「どこまでの範囲で説明すべきか」情報発信の仕方について質問がありました。講師からは「個々
の議員の取り組みも大切だが、議会全体としてきちんと情報発信する仕組みづくりが大切ではないか。今後も信頼される議会
であるためにも広報・広聴機能がますます重要になっていく」との見解が述べられました。

市議会は傍聴することができます
午前10 時から開催します。また、午後も引き続き開催する場合は、休
憩をはさみ、おおむね午後1時から再開します。議事の進行等により時
間が前後する場合がありますので、詳しくは当日お問い合わせください。
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水
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月
木

２月定例会日程
会

議

名

本会議（会期の決定、提案説明）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問、議案質疑、委員会付託）
予算委員会（質疑、分科会分担・委託）
総務委員会・予算委員会総務分科会
教育民生委員会・予算委員会教育民生分科会
総務委員会・予算委員会総務分科会
教育民生委員会・予算委員会教育民生分科会
建設環境委員会現地視察
経済委員会・予算委員会経済分科会
建設環境委員会・予算委員会建設環境分科会
経済委員会・予算委員会経済分科会
建設環境委員会・予算委員会建設環境分科会
予算委員会（分科会長報告・質疑、討論、採決）
本会議（委員長報告・質疑、討論、採決）

（議会事務局 TEL 55 − 5432）
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「市議会だより」への皆さんのご意見をお寄せください
〒690−8540 松江市末次町86

議会広報等委員会（松江市議会事務局）
電
話（0852）55−5433
フ ァ ッ ク ス（0852）55−5533
議会事務局メールアドレス
giji@city.matsue.lg.jp
ホームページアドレス
http://www1.city.matsue.shimane.jp/gikai/

松江市議会は2008年12月に議会基本条例を制
定しました。その折、私自身も議会改革特別委員
会の委員の一人として、この条例制定に関わりまし
た。この条例の制定を機に、新たな取り組みとして
議会報告会の開催や市議会だよりの発行を始めま
した。以来、議会改革を進める中、今回、議会広
報等委員会に所属をしたことで、時の経過とともに、
この市議会だよりについても多くの点で見直しを図
る必要性を実感することができたことは、私にとっ
て貴重な体験となりました。
議会広報等委員会委員 津森 良治


