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H29
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市 福 居 商 交

○

○

○

○

○

○道路事業（市道南田9号線） H26～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地区
（第2期）））

H27～H28 松江市
市道南田9 号線の道路改良（側溝新設）
L=80m、W（平均）=4.0m

道路事業（市道北田大橋線） H24～H26

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地区
（第2期）））

H25～H26 松江市
市道北田大橋線の道路改良（歩道フラット化、歩道・車道舗装
打換え）
L=200m 、 W（平均）=9.4m

道路事業（市道母衣南北線） H26～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地 区
（第2期）））

H26～H29 松江市
市道母衣南北線の道路改良（歩道フラット化、歩道・車道舗装
打換え）
L=550m 、 W（平均）=11.2m

道路事業（市道母衣町大橋川線） H22～H26

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地区
（第 2 期）））

H25～H26 松江市
市道母衣町大橋川線の道路改良（車道排水性舗装、歩道フラッ
ト化、歩道新設、歩道・車道舗装打換え）
L=400m 、 W（平均）=10.6m

最終変更日

道路事業（市道北田大手前線） H20～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地区
（第2期）））

H29～H29 松江市
市道北田大手前線の道路改良（車道排水性舗装、水路新設、歩
車道ブロック設置、点字ブロック設置）
L=185m 、 W（平均）=8.3m

道路事業（市道南田南北線） H24～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地区
（第2期）））

H25～H26 松江市
市道南田南北線の道路改良（側溝新設）
L=200m 、 W（平均）=7.6m
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支援措置
期間

現況

経済活力の向上(法第15条第1項第2号)

目標

1,406

実施主体

目標 指標

基本計画名称

第2期松江市中心市街地活性化基本計画

事業名

計画期間

市町村名

松江市

都道府県名

島根県

松江市中心市街地活性化協議会

都市機能の増進(法第15条第1項第1号)

財団法人松江市観光開発公社

通行量(人)

空店舗数（軒）

社会増減数

区分

名称

認定日

設立日

H25.3.29 H29.3.24 H25.4

観光・交流

中心市街地活性化協議会

まちなか居住

観光・交流

近隣集客拠点

近隣集客拠点

事業期間 支援措置 概要

6,840

20,101

97

38

H23

H24

H23

H24

H23

1,278

特別用途地区

都市計画決定日市町村全域(人) 中心市街地(人)

まちあるき定時ガイドコース参加者数(人)

宿泊客数(千人)

終了

15,276H30.3 5年 530.28㎢ 約403ha H19.10.17

面積

市町村全域(k㎡) 中心市街地(ha)

人口

松江商工会議所H18.12.7

期間開始

205,324

8,000



市 福 居 商 交

支援措置
期間

実施主体事業名
区分

事業期間 支援措置 概要

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○興雲閣解体修理・活用事業 H23～H27
社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

H23～H27 松江市 興雲閣の解体修理及び活用

既存道路の拡幅による街路整備事業

わが町自慢発掘プロジェクト H22～H25
社会資本整備総合交付金
（道路事業）

H22～H25 松江市 まち歩きマップ作成

旧城下町地区街並み環境整備事業 H23～H26
社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

H23～H26 松江市
道路美装化、小公園の整備、生活環境施設の整備、住宅の修景
等

松江圏都市計画道路事業 3.3.30号
城山北公園線

H15～H26
防災・安全交付金（道路
事業（街路））

H15～H26 島根県

まちづくり活動推進事業 H20～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地区
（第2期）））

H25～H29 松江市 大手前地区まちづくり推進事業の実施事業対象面積：A=63.6ha

地域創造支援事業（末次排水区下
水道）

H24～H28

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地区
（第2期）））

H25～H28 松江市 末次排水区下水道(雨水）事業

地域創造支援事業（南殿町歩行道
路）

H27～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地区
（第2期）））

H27～H29 松江市 南殿町歩行道路整備事業

公園事業（舟つきの松公園） H26～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地区
（第2期）））

H26～H27 松江市 舟つきの松公園整備 A=6,000㎡

高質空間形成施設事業 H20～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地区
（第2期）））

H25～H29 松江市

市道北田大手前線の道路改良等（歩道自然石（来待石）舗装、
L=185m 、W（ 平均）=8.3m景観照明（ 足元照明）：ｎ＝9基）
市道母衣町大橋川線の道路改良等（歩道ｶﾗｰ舗装（Ａｓ舗装＋
薄層ｶﾗｰ）L=400m 、W（ 平均）=10.6m）

道路事業（市道南田11号線） H26～

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（大手前通り周辺地区
（第2期）））

H27～H28 松江市
市道南田11号線の道路改良（側溝新設、車道舗装新設）
L=25m、W（平均）=5.0m

社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

H23～

地域歴史文化まちづくり推進事業 H23～H31 松江市 ○ 歴史的なまちなみ・環境を向上

社会資本整備総合交付金
（道路事業と一体の効果
促進事業）

H25～H30



市 福 居 商 交

支援措置
期間

実施主体事業名
区分

事業期間 支援措置 概要

○

○

○

○ ○

○

○

○ ○

○

○

○

○

白潟地区まちなみデザイン推進事
業

H26
社会資本整備総合交付金
（基本計画等作成等事
業）

H26 松江市
協議会組織が行う良好なまちなみ形成の推進事業等の検討に要
する費用を助成

戸建賃貸住宅改修支援事業 H23～H27

社会資本整備総合交付金
（住宅地区改良事業等と
一体となった効果促進事
業）

H23～H27 松江市 空き家住宅の解消を図る

中古木造住宅取得等支援事業補助
金

H21～H29
（中心市街
地物件の補
助率引き上
げはH22～）

社会資本整備総合交付金
（住宅地区改良事業等と
一体となった効果促進事
業）

H21～H29
（中心市街
地物件の補
助率引き上
げはH22
～）

松江市
市全域に増加している空き家への居住者を増やすために、取得
費、改修費、建て替え除却に要する経費の一部助成を行う

まちなか住宅団地整備補助金 H23～H29

社会資本整備総合交付金
（住宅地区改良事業等と
一体となった効果促進事
業）

H23～H29 松江市 中心市街地における良好な住環境の創出

伝統美観地区への補助事業 S48～
社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

H23～ 松江市 伝統美観地区の景観を保全するために補助を行う

千鳥町ビル再開発事業（千鳥町地
区）

H23～
社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）

H23～H28 法定組合
松江しんじ湖温泉地区の老朽化したビルの建替による住宅の供
給

武家屋敷保存修理事業 H24～H29
社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

H28～H29 松江市 武家屋敷の修理工事

道路事業（市道和多見天神橋線） H22～H25
社会資本整備総合交付金
（道路事業）

H22～H25 松江市 市道和多見天神橋線電線類地中化

道路事業（市道松江駅東通阿弥陀
線）

H24～H25
社会資本整備総合交付金
（道路事業）

H24～H25 松江市 市道松江駅東通阿弥陀線交差点改良

道路事業（市道中原上追子線） H22～H25
社会資本整備総合交付金
（道路事業）

H22～H25 松江市 市道中原上追子線歩道整備

若年者まちなか住宅家賃助成事業
補助金

H20～H29

社会資本整備総合交付金
（地域住宅計画に基づく
事業（住宅地区改良事業
等）と一体となった効果
促進事業）

H20～H29 松江市
若年者（ＵＩＪターン者に限る）が民間賃貸住宅に居住する際
の家賃の一部を補助する


