
これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

方針 自然の循環メカニズム等を阻害しないように，環

境に配慮した土地利用を図ります。

都市計画課 ・H21鹿嶋市土地開発事業の適正化に関する指導要綱

を策定である。

実施中 ・引き続き，要綱に基づいて適切に管理する。

方針 海岸と湖岸に挟まれた「鹿島」地域の豊かな自然

を周辺自治体と協力しながら大切にし後世に継

承します。

都市計画課 ・S48鹿島区域の線引きを実施した。

・H20大野区域の線引きを実施した。

完了 ・線引きにより市街化を抑制し，自然環境を維持するエリアを

明確にした。

都市計画課 ・H20大野区域の線引きを実施した。

・H20大野３駅において地区計画を都市計画決定

実施中 ・大野区域については，平成20年からのスタートということで

日が浅いこともあるが，地区計画については計画の進捗率が

低い。

・今後の課題としては，地区計画区域については，限られた

予算の中で優先順位をつけ，整備計画に基づき整備を継続

的に行っていく必要がある。

農林水産課 ・農業振興地域整備計画を策定済みである。 実施中

都市計画課 ・S48鹿島区域の線引きを実施した。

・用途地域による用途制限を行っている。

実施中 ・用途地域の指定は行っているが，緩衝緑地帯の設置は

行っていない。

区画整理事務所 ・鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整

理事業

実施中 ・現行の事業計画に基づき令和4年度に事業収束予定であ

る。

実現に向けて 公園，緑地を適切に配置し，風の通り道や生物

の生息域の連続性に配慮します。

都市計画課 ・H20大野３駅において地区計画を都市計画決定

公園についても位置づけを行っており，H26に大野出張所

の北側に1箇所（元気はつらつ公園）整備している。

・開発許可制度により，大規模開発に極地や公園の設置

を規定している。

実施中 ・大野３駅の地区計画については，地区計画区域内の住宅

の立地状況や予算等の兼ね合いから整備が進んでいない。

・宅地分譲で造られた小規模な公園の実用性が乏しい。

・今後の課題としては，限られた予算の中で，住民のニーズ

に沿った公園の新設や，開発で作られた小規模な公園の取

り扱いについて検討していく必要がある。

都市計画課 ・平成25年から雨水貯留施設等設置補助金を実施して

いる。29件に対し，雨水利用（浸透施設や貯留施設の

設置）を助成している。

・開発許可制度により，適切な雨水処理を規定している。

実施中 ・宅地内での雨水処理が基本であるが，放流先の整備も必

要である。また，今後の課題としては，気候変動によるゲリラ

豪雨の増加や水害の発生など20年前とは降水量が変わって

きているため，宅内の雨水処理のみならず，放流先や排水

施設の整備を含めた雨水対策等を行っていく必要がある。

施設管理課 ・良好な住環境を保全するため，道水路や公園の適切な

維持管理に努めている。

実施中 ・継続的に実施していく。

道路建設課 ・その他の市道整備事業により順次，道路の整備を行って

いる。

実施中 ・市民からの要望により，順次対応している。

水道課 ・緊急時給水拠点確保等事業や簡易水道再編推進事

業【補助事業】を活用して配水管の拡張や老朽管の更新

を進める。

実施中 ・今後の課題としては，R1年度で大野区域の簡易水道再

編推進事業の補助が終了するため,R2年以降は布設要望

箇所を中心に拡張を図る。

都市計画課 ・地区計画を都市計画決定

・区域指定制度の導入

・開発許可制度の宅地分譲による民間による整備

実施中 ・継続的に実施していく。

区画整理事務所 ・鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整

理事業を実施している。

実施中 ・現行の事業計画に基づき令和4年度に事業収束予定であ

る。

都市計画課 ・地区計画を都市計画決定

・区域指定制度の導入

・開発許可制度の宅地分譲による民間による整備

実施中 ・継続的に実施していく。

実現に向けて 良好な住環境の維持・保全を図るため，地区計

画等を導入します。

都市計画課 ・H11鹿島神宮周辺地区計画を都市計画決定

・H20大野３駅において地区計画を都市計画決定

実施中 ・決定した地区計画に基づき整備を行っている。

・今後の課題として，大野3駅周辺の地区計画については，

今後も継続して良好な住環境を維持していく。

道路建設課 ・その他の市道整備事業により順次，道路の整備を行って

いる。

実施中 ・市民からの要望により，順次対応している。

施設管理課 ・生活環境の充実のため，道水路や公園の適切な維持管

理に努めている。

実施中

都市計画課 ・平成16年に鹿島区域，平成20年に大野区域の集落

地において区域指定制度を導入し，既存集落の維持を

行っており，区域指定エリアを中心に生活環境の充実のた

めの道路や公園等の維持管理に努めている。

実施中 ・維持管理については，継続的に進めていく。

・今後の課題として，人口減少を見据えて都市のコンパクト

化が必要である。それに向けて，集落地においても集約化を

検討していく必要がある。

実現に向けて 市街地内の未利用地対策として，民間による優

良な住宅地の供給を促進します。

都市計画課 ・開発許可制度の宅地分譲による民間による整備してい

る。

実施中 ・継続的に実施していく。

商工観光課 ・H25大町通りに卜伝にぎわい広場の整備を実施した。 実施中 ・R元年度に鹿嶋市観光振興基本計画を策定し，本地域

は観光産業の重要拠点エリアと位置付けている。

都市計画課 ・H11鹿島神宮周辺地区地区計画を都市計画決定

・H11年度より鹿嶋市鹿島神宮周辺地区地区計画景観

整備事業補助金を実施している。

・H20～24年度都市再生整備計画事業を実施した。

（せせらぎ通りの整備・市道を景観舗装へ改良）

・H27には，鹿島神宮周辺地区地区計画区域に高さ制

限を追加した。

実施中 ・地区計画や景観整備補助金事業については，地域住民の

方々と協議を進めながら継続的に実施する。

・今後の課題としては，関連計画と整合を図りながら，鹿島

神宮周辺地区地区計画区域の拡張などを検討する必要が

ある。

重点P ・中心市街地活性化基本計画の策定とまちづくり会社の設

立により，魅力的な商業地を再生し観光まちづくりの展開

を図る。

実施中

住み続けることができる良好な住環境の保全・整

備を図ります。

方針 鹿島神宮駅周辺は，鹿嶋市の顔として魅力的

な観光商業空間の創出に努めます。

1.土地利用の基本方針

実現に向けて 集落地については，区域指定地区を中心に集落

整備の推進や農村集落センターを拠点とした生活

環境の充実に努めます。

方針 県東南部地区の中核都市として，健全で利便

性の高い優良な住宅地の供給に努めます。

方針

実現に向けて 透水性を考慮した舗装や施設の雨水利用などに

より水の循環を確保します。

実現に向けて 住宅地と工業地域との土地利用の混在を避け，

必要に応じ緩衝緑地帯等を設けます。

方針 都市計画による線引きや鹿島農業振興地域整

備計画などの土地利用のルールにより，集中的な

都市基盤の整備を進めることによって無秩序な宅

地化による基盤整備投資効果の分散，農地の

細分化，森林の伐採や狭隘道路の形成などを

防止します。

環境に優しい土地利

用の推進

住みやすい住宅地の

形成

1.土地利用の基本方針

1 / 20 ページ



これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

都市計画課 ・用途地域による用途制限を行っている。 実施中 ・継続して用途制限により商業・業務系の土地利用の誘導を

図っていく。

商工観光課 完了 ・商業地は既に形成されているものと考える。

都市計画課 ・H20鹿島大野駅周辺地区計画を都市計画決定 実施中 ・地区計画による土地利用の誘導を図っており，地域のサー

ビス施設の誘導・整備等を引き続き行う。

商工観光課 実施中 ・鹿島大野駅周辺には大規模小売店が出店し，商業サービ

ス機能の整備が図られつつあるものと考える。

都市計画課 ・H25神宮北宮中地区地区計画を都市計画決定 実施中 ・実施予定だが，まだ現状では整備されていない。

重点P ・大規模集客施設立地型の地区計画が決定され，令和

２年夏までに商業施設が建設される見込みとなっている。

実施中

商工観光課 実施中 ・当該地の地区計画が決定され，事業者が出店の準備を進

めている。

都市計画課 ・平成20年に大野3駅周辺に地区計画を決定し，当該

地区計画により，幹線道路の交差部付近での利便施設

の立地を促している。

・また，市内の広域幹線道路の交差部付近において，大

規模集客施設の立地を誘導する地区計画策定に向けた

協議が進められてきたが，決定には至っていない。

実施中 ・大野3駅周辺の地区計画については幹線道路沿道に利便

施設等の立地を許容するエリアを設定しているが，民間事業

者の出店が少ない状況である。

・今後の課題としては，広域幹線道路について，農地や沿

道集落など周辺環境との調和に配慮した上で，商業地とのし

ての開発ができるよう検討していく必要がある。また，大野3駅

周辺の地区計画エリアについては，民間の開発を誘導しやす

いよう周辺環境の整備を進めていく必要がある。

重点P ・大規模集客施設立地型の地区計画決定に向けた協議

が進められているが，農政調整が整わない。

実施中

商工観光課 ・鹿嶋市観光振興基本計画（令和元年度）において

も，鹿島神宮は観光産業の重点地域資源と位置付けて

いる。

実施中

重点P ・中心市街地活性化基本計画の策定とまちづくり会社の設

立により，魅力的な商業地を再生し観光まちづくりの展開

を図る。

・駅前リニューアル工事は令和元年度の完了を目指してい

る。

実施中

都市計画課 ・H11鹿島神宮周辺地区地区計画を都市計画決定

・H11年度より鹿嶋市鹿島神宮周辺地区地区計画景観

整備事業補助金を実施している。

・H20～24年度都市再生整備計画事業を実施した。

（せせらぎ通りの整備・市道を景観舗装へ改良）

・H27には，鹿島神宮周辺地区地区計画区域に高さ制

限を追加した。

完了 ・今年度策定予定の中心市街地活性化事業に合わせて，

地区計画の区域の拡張など検討する必要がある。

重点P ・中心市街地活性化基本計画の策定とまちづくり会社の設

立により，魅力的な商業地を再生し観光まちづくりの展開

を図る。

実施中

商工観光課 未着手 ・中心市街地活性化基本計画（平成30年度）において

も，大町商店街等を含めた対象区域内の空き店舗の活用

に取り組んでいる。

都市計画課 ・H11鹿島神宮周辺地区地区計画を都市計画決定

・H11年度より鹿嶋市鹿島神宮周辺地区地区計画景観

整備事業補助金を実施している。

完了 ・今年度策定予定の中心市街地活性化事業に合わせて，

地区計画の区域の拡張など検討する必要がある。

商工観光課 未着手 ・観光バスや自家用車での来訪が大部分であるが，二次交

通についても対応していく必要がある。

都市計画課 未着手 ・鹿島神宮周辺の駐車場整備について、協議会を立ち上げ

協議を実施したが、実際の整備には至っていない。

・今後は、中心市街地活性化基本計画に基づく整備を予定

している。

都市計画課 ・用途地域による用途制限を行っている。 実施中 ・用途地域の指定は行っているが，個人店舗と大型店舗の

効果的な集積については，都市計画法上の位置付けて行う

ことは困難である。

商工観光課 未着手 ・商業地は既に形成されているものと考える。

都市計画課 ・H20鹿島大野駅周辺地区計画を都市計画決定してい

る。

実施中 ・継続的に実施していく。

商工観光課 実施中 ・鹿島大野駅周辺には大規模小売店が出店し，商業サービ

ス機能の整備が図られたものと考える。

重点P ・大規模集客施設立地型の地区計画が決定され，令和

２年夏までに商業施設が建設される見込みとなっている。

実施中

商工観光課 実施中 ・当該地の地区計画が決定され，事業者が出店の準備を進

めている。

都市計画課 ・H25神宮北宮中地区地区計画を都市計画決定 完了 ・実施予定だが，まだ現状では整備されていない。

政策秘書課 ・平成25年4月2日，（仮称）コメリパワー鹿嶋店（大

型ホームセンター）建設事業について，茨城県土利用の

調整に関する基本要綱の承認を得た。

完了

方針 鹿島大野駅周辺地区に，近隣の購買需要等に

応ずる地域サービス機能の整備を図ります。

広域から多くの人が集まる鹿島神宮やカシマサッ

カースタジアムに挟まれ，国道124号と国道51号

バイパスが合流するエリア周辺は，この立地特性

を活かした，新たな交流拠点の形成を図ります。

方針 鹿嶋勤労文化会館周辺をはじめとした国道124

号沿道の市街地や市役所周辺は，利便性を活

かした商業・業務地の形成を図ります。

方針 上記のほか，市街化調整区域における既存集

落では，良好な環境の形成を図るための利便施

設の立地を幹線道路沿道に適正に誘導するとと

もに，広域幹線道路の交差部付近では，農林

漁業との必要な調整が整ったものについて，周辺

環境との調和と保全を図りつつ開発を支援しま

す。

方針

実現に向けて 鹿嶋勤労文化会館周辺については，沿道型大

型店舗と個人店舗を買いまわりすることができる効

果的な集積を進めます。

実現に向けて 商業・業務地の駐車場需要に対応するため，基

本的な駐車場の配置・整備を行います。

実現に向けて 宮中商店街は，鹿島神宮の門前町としての特徴

を出しながら，多様な専門店が面的に集約してい

ることを活かしたまちづくりを進めます。

実現に向けて 鹿島神宮，JR駅を中心とした観光商業を確立し

ます。

実現に向けて 鹿島神宮とカシマサッカースタジアムに挟まれたエリ

ア周辺に，公共公益施設等にぎわいのある集客

施設の誘致を図ります。

実現に向けて 鹿島大野駅周辺については，大野出張所等既

存の公共公益施設とともに，大野区域の地域

サービスの拠点として位置づけ，機能の集積を図

ります。

活気ある商業・業務

地の形成

1.土地利用の基本方針
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

港湾振興課 ・北公共埠頭，外港地区の整備促進を国・県に要請して

いる。

実施中

政策秘書課 ・H22～31年度まで県政要望（市長会）を実施した。 完了

都市計画課 ・H28外港地区が市街化区域に編入 完了

都市計画課 ・S62特別業務地区を都市計画決定 完了 ・今年度，特別業務地区に対して，新たな制限と一部制限

の緩和を行う予定である。それに基づいて，さらなる流通業務

施設の誘致が図れるかが課題である。

・平井東部地区については，用途地域として準工業地域を

設定し，流通業務関連施設の誘致を進めている。また，現

在も事業中であるため，引き続き事業を推進する。

・今後の課題として，泉川・国末地区については，区画整理

事業の計画もあったが社会情勢等を踏まえ事業の見直しが

必要と考える。

政策秘書課 ①平成24年に鹿嶋市産業活動の活性化のための固定資

産税の特例措置に関する条例を制定した。

②平成29年に地域経済牽引事業の促進に関する基本的

な計画（茨城県鹿島臨海地域）の国同意を得た。

完了

都市計画課 ・H20大野３駅において地区計画を都市計画決定。商業

施設等の立地可能区域を定めている。

実施中 ・さらなる誘致を行うためには，地区計画区域内のインフラ整

備を進める必要がある。

政策秘書課 未着手 ・他に優先的に実施すべき事業があり，予算配分の関係で

未実施。

・施策の実施の条件が整わず，未実施

都市計画課 未着手 ・随時相談を受け付けているが，実施には至っていない。

政策秘書課 未着手 ・他に優先的に実施すべき事業があり，予算配分の関係で

未実施。

・施策の実施の条件が整わず，未実施

方針 優良な農地を保全し，地域における景観・水資

源等の確保，保全に努めます。

農林水産課 ・漁業振興推進事業を実施

・霞ヶ浦北浦の環境・生態系保全活動支援事業を実施

・農業振興地域整備計画にを策定済みである。

実施中

方針 都市に潤いと安らぎを与え，微気候を整える斜面

緑地や市街地近傍の樹林地の積極的な保全を

図ります。

都市計画課 ・S48鹿島区域の線引きを実施した。

・H20大野区域の線引きを実施。線引きにより，市街化

調整区域の指定を行った。

実施中 ・今後の課題として，市街地近郊における平地林や斜面緑

地については，保全のため，具体的な制度活用について検

討が必要。

道路建設課 ・県の高潮対策及び海岸浸食対策事業における，要望活

動を実施している。

実施中 ・計画的に実施中である。

都市計画課 未着手 ・S48鹿島区域，H20大野区域について線引きを行い，自

然的環境を保全するエリアとしているが，都市計画法上の指

定等は行っていない。

商工観光課 ・海水浴場開設 実施中 ・海水浴シーズンには，首都圏にて茨城県観光物産協会主

催の観光キャンペーンに参加し，海水浴を含めた市のPRを実

施している。

都市計画課 未着手 ・具体的な事業計画もなく，都市計画法上の指定等は行っ

ていない。

・今後の課題として，新たにウォーターフロントとして大規模に

整備を行うのは困難であると考えられるため，各々の水辺環

境についての観光地化の方針について，検討する必要があ

る。

実現に向けて

【農地】

農業生産性の向上のため，農地の基盤整備とと

もに，用排水路や農道の整備を進めます。

農林水産課 ・県営畑地帯総合整備・かんがい排水整備事業による排

水路を整備している。

実施中

実現に向けて

【農地】

経営感覚に優れた効率的な農業経営の担い手

を育成・確保し，農地流動化を進めることによ

り，農業生産性の向上，経営の安定化を図りま

す。

農林水産課 ・認定農業者制度の推進

・農業次世代人材投資資金を活用した就農支援を実施し

ている。

実施中

実現に向けて

【農地】

農用地利用銀行などの利用促進による耕作放棄

地・低利用農地の流動化を進め，農業経営の

規模拡大や効率化を図ります。

農林水産課 ・農地利用権の設定促進

・中間管理機構の積極的活用

実施中

実現に向けて

【農地】

景観形成作物の導入や市民農園等により，地

域住民や訪問者などの交流が図れる場として活

用を図ります。

農林水産課 ・鹿嶋市体験農園交流事業を実施している。市民農園を

設置し，市内外の利用者の交流を図っている。

実施中

実現に向けて

【自然地】

砂浜海岸や砂防林の松林等の鹿島灘沿岸や，

葦原やアサザのある北浦沿岸の水辺環境の保

全・整備を図ります。

農林水産課 ・霞ヶ浦北浦の環境・生態系保全活動支援事業を実施し

ている。

実施中

実現に向けて

【自然地】

海岸・湖岸等沿岸利用についてもごみ処理等一

定のルールを定め環境悪化を防止します。

廃棄物対策課 ・海岸一斉清掃（年1回），不法投棄・漂着物の回収

H30年度24回

実施中 ・現行計画どおりに継続していく。

農地の保全・豊かな

自然地の形成

1.土地利用の基本方針

方針 北公共埠頭の整備に合わせ，後背地となる泉

川・国末地区をはじめ，平井東部地区の流通関

連業務等の誘致を進めます。

方針 北公共埠頭，外港地区の整備促進を国・県に

要請します。

方針 自然環境を活かし首都圏から身近に思えるウォー

ターフロント観光地としての展開を図ります。

方針 北浦，鹿島灘などの水辺環境の保全・整備を進

めます。

実現に向けて 港湾，空港，高速道路等の好条件の交通体系

を活かした研究開発型産業や，「鹿島」の自然を

活かした農業系の先端技術産業等，新しい産

業誘致を図ります。

方針 大野区域に雇用の場となる産業立地を計画的に

進めます。

活力ある工業・流通

業務地の形成

1.土地利用の基本方針
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

方針 東京や水戸市等広域的な連携を図る広域幹線

道路の一部供用に伴い，花いっぱい運動による

施設の活用を市民と進めるとともに，事業計画に

沿った整備を図ります。

施設管理課 ・国道51号BP及び124号線沿いにて，花いっぱい運動を

実施している。

実施中

道路建設課 ・国県道の整備について，要望活動を実施している。 実施中 ・国道51号バイパスは４車線の事業化が決まり，実施中で

ある。県道鉾田鹿嶋線は，歩道整備について，計画どおり

実施中である。

方針 広域・地域幹線道路に連絡し，市内の各地区を

結ぶ市街地幹線道路の整備を図ります。

道路建設課 ・国県道の事業については，要望活動を実施している。

・谷原平井線については，「0102号線整備事業」にて整

備済みである。（令和2年6月30日開通）

実施中 ・未整備個所が多く，順次計画を立て，実施中である。

方針 歩道設置や排水施設等の主要生活道路・生活

道路の段階的な整備を図ります。

道路建設課 ・幹線道路整備事業などにより，歩道や排水整備を行う。 実施中 ・要望箇所が多いため，順次計画し対応していく。特に歩道

整備については，交通安全プログラム策定箇所を優先として

いる。

政策秘書課 ・自転車活用推進計画について検討中である。 実施中 ・他に優先的に実施すべき事業があり，予算配分の関係で

未実施。

・施策の実施の条件が整わず，未実施

道路建設課 ・その他の市道整備事業により検討中である。 未着手 ・位置付けをするための計画が未整備であることから，検討中

である。

商工観光課 ・鹿嶋神の道整備事業（ルート１にて北浦湖岸をめぐる

コースを開発）

完了

実現に向けて 地域幹線道路である下記の路線の整備を進めま

す。

都市計画道路神野・押合線，都市計画道路宮

中・佐田線，都市計画道路谷原・平井線，都

市計画道路粟生・明石線，都市計画道路谷

原・爪木線，県道茨城鹿島線，県道荒井行方

線，県道鉾田鹿嶋線

道路建設課

都市計画課

・国県道の事業については，要望活動を実施している。

・谷原平井線については，「0102号線整備事業」にて実

施中である。

・地域幹線道路のうち，都市計画道路宮中・佐田線，県

道荒井行方線については整備中。県道鉾田鹿嶋線につい

は歩道整備を実施中である。

　なお，平成21年に都市計画道路について，現地の状況

等を踏まえ路線の見直しを行い，その後に都市計画道路

押揚・宮中線，谷原・爪木線，谷原・平井線，粟生・明

石線については整備済みとなっている。

実施中 ・これまで，平成７年より実施してきており，ここ数年は用地

困難者の対応に追われていたが，解決の方向にむかってい

る。そのため，今後の整備が進むものと考えている。

実現に向けて 主要生活道路については6mへの拡幅と排水施

設も含めた一般市道の整備を進めます。

道路建設課 ・狭あい道路整備事業により，計画的に実施中である。 実施中 ・要望があり，市街地で４ｍ未満の生活道路を対象に計画

的に実施していく。

政策秘書課 ・自転車活用推進計画について検討中である。 実施中 ・他に優先的に実施すべき事業があり，予算配分の関係で

未実施

・施策の実施の条件が整わず，未実施

道路建設課 ・その他の市道整備事業により検討中である。 未着手 ・位置付けをするための計画が未整備であることから，検討中

である。

商工観光課 ・鹿嶋神の道整備事業（ルート１にて北浦湖岸をめぐる

コースを開発）

完了

方針 歩道や案内板，休憩所等の設置など，安心して

楽しく買い物や散歩が出来るみちづくりを進めま

す。

道路建設課 ・幹線道路整備事業などにより，歩道や排水整備を行う。 実施中 ・要望箇所が多いため，順次計画し対応していく。特に歩道

整備については，交通安全プログラム策定箇所を優先として

いる。

方針 幹線道路の歩道や生活道路は，歩車道の段差

解消や点字ブロックの設置などバリアフリーの視点

に立って整備改修に努めます。

道路建設課 ・市役所周辺道路について，点字ブロックの設置及びバリア

フリー化について対策済み。

完了 ・今後は，必要箇所が確認され次第，対応していく。

実現に向けて 道路整備とあわせて，歩道の設置・案内標識・

点字ブロック・休憩所等の施設の整備推進を図る

とともに，特徴ある街路樹の植栽に努めます。

道路建設課 ・幹線道路及び0102号線整備事業により，歩道の設置

について，実施中である。

実施中 ・計画的に実施中である。

道路建設課 ・幹線道路及び0102号線整備事業により，歩道の設置

について，実施中である。

実施中 ・計画的に実施中である。

重点P ・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画策定

・都市再生整備計画（H30～34年度）策定

実施中

道路建設課 ・宮中地区賑わい創出事業などにより，鹿島神宮周辺に

ついて，景観を重視した，道路整備を実施している。

実施中 ・計画的に実施中である。

政策秘書課 ・自転車活用推進計画について検討中である。 実施中 ・他に優先的に実施すべき事業があり，予算配分の関係で

未実施

・施策の実施の条件が整わず，未実施

道路建設課 ・幹線道路整備事業などにより，歩道や排水整備を行う。 実施中 ・要望箇所が多いため，順次計画し対応していく。特に歩道

整備については，交通安全プログラム策定箇所を優先として

いる。

総務就学課 ・鹿嶋市通学路交通安全プログラムに基づき，鹿嶋市通

学路安全対策推進会議にて危険箇所の確認，改善策の

検討を行い，道路管理担当部署にて安全対策の実施を

行うよう進めている。

実施中

北浦湖岸や公園を巡る遊歩道など歩行者・自転

車道路等の整備を図ります。

方針 周辺の市や鹿島臨海工業地帯を連携する地域

幹線道路の整備を図ります。

道路の持つ多様な機

能に応じた体系的な

整備

2.道路・交通体系の基本

方針

方針

実現に向けて

実現に向けて 安全で，わかりやすく景観的にも機能的にも楽し

める歩行者・自転車等道路網の整備を図ります。

安心して快適に歩け

るみちづくり

2.道路・交通体系の基本

方針

中心市街地は，歩道・並木・広場・駐車場等，

安心して楽しく買い物や散歩が出来る歩道の整

備を進めます。

実現に向けて 北浦沿いや河川・水路沿道を利用した桜並木等

の散策路やサイクリングロード等の設置を進めま

す。

実現に向けて 児童が安心して，安全に登下校できるよう，通

学路となる幹線道路，主要道路については，歩

道，横断歩道や歩道橋の設置を図ります。
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

道路建設課 ・道路愛称事業が完了し，活用している。 完了 ・今後は，追加愛称があれば，検討していく。

施設管理課 ・道路愛称事業が完了し，活用している。 完了

道路建設課 ・宮中地区賑わい創出事業などにより，鹿島神宮周辺に

ついて，景観を重視した，道路整備を実施している。

実施中 ・計画的に実施中である。

重点P ・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画策定

・都市再生整備計画（H30～34年度）策定

実施中

道路建設課 ・宮中地区賑わい創出事業などにより，鹿島神宮周辺に

ついて，景観を重視した，道路整備を実施している。

実施中 ・計画的に実施中である。

商工観光課 ・大町通りに、ストリートファニチャー（ベンチ・モニュメント・時

計台など）を設置、管理している。

完了

実現に向けて 多くの人が集散するカシマサッカースタジアム周辺で

は歩道を広くとったり，試合への期待感を盛り上げ

る演出を行います。

道路建設課 ・国道51号バイパスの車道４車線化と一部歩道拡幅につ

いて，事業化している。

実施中 ・国土交通省の事業につき，早期完成に向けた要望活動を

実施していく。

― 未着手 ・湖岸線と鹿島灘沿いの各々の特徴を生かした魅力づくりにつ

いては、検討中である。

商工観光課 ・鹿島神宮周辺に案内板を設置している。 実施中 ・神宮周辺の一部には統一されたサイン看板が設置されてい

るが，不十分である。

重点P ・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画策定

・都市再生整備計画（H30～34年度）策定

実施中

方針 JRの複線化や鹿島サッカースタジアム駅の乗降の

恒常化を促進します。

政策秘書課 ・鹿島サッカースタジアム駅の乗降の恒常化を毎年，県及

び関係自治体とともにJR東日本千葉支社へ要望を実施し

ている。

実施中 ・乗降者数の見込みが立たないこと，JRの負担増になること

から実現できていない。

方針 高速バスや鹿島臨海鉄道の運行ダイヤ見直しな

ど，東京や水戸方面との結びつきの強化や地域

の利便性向上に努めます。

政策秘書課 ・鹿島神宮駅のバリアフリー化，スイカの利用可能化を毎

年，県及び関係自治体とともにJR東日本千葉支社へ要

望を実施している。

実施中 ・乗降者数の大幅な増が見込めないこと，JRの負担増になる

ことから実現できていない。

道路建設課 ・基本的には過去の区画整理事業により実施済み。今年

度駅前施設の改修を実施した。（重プロ）

完了 ・駅前施設の改修については，オリンピックまでに実施予定で

ある。

都市計画課 ・H22せせらぎ通りの整備を実施した。 完了 ・今年度策定予定の中心市街地活性化事業に合わせて，

区域の整備を検討する必要あり。

方針 環境負荷低減や交通弱者の利便性確保のた

め，循環福祉バスや公共施設を結ぶ公共交通

機関の充実に努めます。

政策秘書課 ・コミュニティバスの運行支援及びデマンド型乗合タクシーの

運行委託を実施している。

完了

実現に向けて 公共交通機関の充実を図り，環境負荷低減の

ため自家用車利用の抑制を進めます。

政策秘書課 ・コミュニティバスの運行支援及びデマンド型乗合タクシーの

運行委託を実施している。

完了

政策秘書課 ・コミュニティバスの運行支援及びデマンド型乗合タクシーの

運行委託を実施している。

完了

方針

方針

2.道路・交通体系の基本

方針

商店街やカシマサッカースタジアム利用者などが，

速やかに目的地に着けるようにわかりやすい標識の

設置や駐車場案内システムの導入に努めます。

鹿島神宮やカシマサッカースタジアム等の地域のイ

メージを活かしたみちづくりに努めます。

方針 愛称の公募など，愛着が持て，待ち合わせや案

内等生活の中で道をもっと活用できるように努めま

す。

実現に向けて 商店街等への買い物や公共施設・医療施設等へ

の交通弱者の利便の確保のため，中心市街地と

市内を結ぶ循環バス（福祉バス）等の導入をし

ます。

実現に向けて 湖岸線は静かな日本的なイメージを，鹿島灘沿

いはリゾート的なイメージを醸し出せるよう整備に

努めます。

実現に向けて 鹿島神宮の雰囲気を活かしたストリートファニ

チャーを配置します。

駅前広場や駅へつながる道路等，それぞれの駅

周辺の土地利用にあわせた整備を行います。

実現に向けて

利用しやすい公共交

通機関の整備

2.道路・交通体系の基本

方針

特徴を持ったわかりや

すいみちづくり
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

施設管理課 ・城山公園の駐車場整備や遊具の更新，はまなす公園の

遊具の更新を実施している。

・既存の公園や緑地については適切な維持管理に努めてい

る。

実施中

都市計画課 ・大規模な開発許可の際には，公園を整備を行うよう基準

を設け，身近な公園や緑地の確保に努めている。

実施中 ・今後の課題として，引き続き，大規模な宅地開発において

は，利用しやすい公園の整備に努めるとともに，小規模な公

園の設置については，維持管理も含めた検討が必要と思わ

れる。
道路建設課 ・H28に元気はつらつ公園の整備を行い，概ね計画された

都市公園については整備済みである。

・平井東部区画整理地内に予定（事業完了後）

実施中 ・区画整理事業が完了し次第，計画的に整備を実施する予

定である。

方針 市民の日常生活に密着した住区基幹公園につい

ては，利用サービス圏を考慮しつつ，市民がよく

利用する公共公益施設等と一体的に使えるよう

に配慮するなど，利用しやすい配置に努めます。

道路建設課 ・平井東部区画整理地内に予定（事業完了後）

・風致公園（爪木）予定

未着手 ・鹿嶋市では一人当たりの公園面積基準である１０haを概

ね満たしており，現在は新規公園整備については限られる

が，今後時代背景や市における公園の必要性を鑑み，整

備においては公共公益施設等との一体的な利用について検

討していきたい。

施設管理課 ・市民の要望等を参考に利用しやすい公園の維持管理に

努めている。

実施中

道路建設課 ・概ね計画された都市公園については整備済みである。

・平井東部区画整理地内に予定（事業完了後）

実施中 ・区画整理事業が完了し次第，計画的に整備を実施する予

定である。

方針 障がい者などにも配慮し，段差の解消を図りま

す。

施設管理課 ・市民要望や施設の改修時に段差の解消や手すりの設置

等を実施している。

実施中

方針 樹木の手入れ等，市民の協力を得ながら，既存

の公園の見直しによる整備・充実を図ります。

施設管理課 ・公園美化ボランティア制度により，ボランティアを活用しな

がら，既設公園の維持管理に努めている。

実施中

道路建設課 ・国に北浦堤防の舗装を行ってもらい，水辺に親しみやす

い環境整備を整えた。

・西谷親水遊歩道（鉢形雨水幹線）（下水道課所

管）の整備により，水路を利用した親水環境の整備を完

了した。

完了 ・今後も，計画があれば，検討していく。

交通防災課 ・高松地区防災公園が設営され，指定避難場所に指定

している。

実施中 ・今後も，計画があれば，検討していく。

道路建設課 ・高松地区に防災公園を整備している。 未着手 ・鹿嶋市では一人当たりの公園面積基準である１０haを概

ね満たしており，現在は新規公園整備について具体的な計

画はないが，今後，災害時における利用を踏まえた公園整

備の必要性や設置における課題などを整理していきたい。

施設管理課 ・公園美化ボランティア制度による管理のなかで，気づいた

点など意見を聴取している。

実施中

道路建設課 ・計画された公園の周辺住民との調整を図り，意向を反映

した公園づくりを展開している。

完了 ・今後も，平井東部区画整理地内の公園など，整備計画

が整えば，整備していく。

施設管理課 ・既存の公園については，市民のニーズを聞きながら遊具の

設置など機能の維持，充実を図っている。

実施中

道路建設課 未着手 ・鹿嶋市では一人当たりの公園面積基準である１０haを概

ね満たしており，現在は莫大な費用を要する総合公園の新

規整備について計画はないが，はまなす公園を始めとした既

存の公園の充実について，その必要性を十分に考慮し，整

備について検討していく。

実現に向けて 道路緑化や河川・水路の河畔緑道化を進め，

水辺のプロムナード化を進めます。

商工観光課 未着手 ・整備後の活用法，費用対効果を含め，事業内容の再検

討が必要と考える。

計画段階や運営管理の段階で，市民の意向が

反映でき，協力が得られるような「市民参加によ

る公園づくり」を行います。

実現に向けて 近年，災害時において身近な公園の役割が重

視されていることを考慮し，延焼防止や一時避難

空間としての小公園の整備・充実に努めます。

方針 身近な都市公園・緑地の整備・充実を図ります。

方針 河川，道路，水路，遊歩道などを利用した水と

緑のネットワーク化を図ります。

方針 子供から高齢者まで全ての市民の多様なニーズに

応えるようきめ細かな公園づくりを進めます。

機能に応じたバランス

の良い公園・緑地の

配置

3.公園・緑地の基本方針

実現に向けて 基幹的な機能を有する都市公園については，既

存の公園の機能充実を図るほか，総合公園の新

設に努めます。

実現に向けて
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

方針 都市の骨格と都市景観を形成する緑，自然災

害の防止や市街化抑制に機能する緑，野生生

物の生息や貴重な生態系を維持する緑として樹

林帯を保全し，自然体験の場，環境学習の

場，レクリエーションの場として活用を図ります。

― 未着手 ・樹林帯の保全や具体的な整備については、実施に至ってい

ない。

農林水産課 ・多面的機能支払交付金事業を実施。農地・農業用水

等の資源や農村環境の保全に努めている。

実施中

商工観光課 未着手 ・農業体験のモニターツアーを実施し，観光資源となりうるか

検討している。

商工観光課 未着手 ・鹿嶋神の道ルート１にて北浦湖岸を巡るコースが，ルート３

にて鹿島灘沿岸をめぐるコースが開発されている。

道路建設課 ・北浦堤防の舗装を行ってもらい，水辺に親しみやすい環

境を整備した。

・西谷親水遊歩道（鉢形雨水幹線）（下水道課所

管）の整備により，水路を利用した親水環境の整備を完

了した。（桜あり）

完了 ・今後も計画があれば，検討していく。

実現に向けて 自然の循環系に配慮した環境保全型農業を進

めます。

農林水産課 ・環境にやさしい農業ステップアップ補助金により，自然の生

態系を活かした農法を支援した。

・環境保全型農業直接支払交付金を実施。市内で有機

農業を行う農業団体に補助金を交付している。

完了

実現に向けて うるおいのある農村景観の要素となる農地の保全

に努めます。

農林水産課 ・農地・農業用水等の資源や農村環境の保全に多面的機

能支払交付金事業を実施している。

実施中

農林水産課 ・鹿嶋市体験農園交流事業を実施している。市民農園を

設置し，地域交流及び農業体験の場を設定している。

実施中

施設管理課 未着手 ・農業部局と連携し、公園としての整備が必要であれば、検

討していく。

方針 美しいまちづくりの手本となり，また，市民の関心

と緑化意識の高揚につながるような花と緑によるま

ちづくりモデル事業を進めます。

施設管理課 ・花いっぱい運動を実施し，ボランティアによる緑化意識の

向上に努めている。

実施中

施設管理課 ・花いっぱい運動を実施している。

・また，出先機関等にも花苗を提供し，植樹スペースの活

用を促している。

実施中

教育施設課 ・新設公民館施設への樹木の植樹 実施中 ・新設の公民館については植樹し緑化を図っている。学校につ

いては既存樹木が大きくなっており剪定などの維持管理が主と

なっている。

方針 地区の特色・個性をあらわすような樹木や花な

ど，景観の向上や季節を感じることが出来る道

路・河川の緑化を進めます。

施設管理課 ・花いっぱい運動により，幹線道路の景観向上に努めてい

る。

実施中

実現に向けて ワールドカップサッカー開催地として，国際的なアメ

ニティ都市の形成を目標に，シンボルとなる地区を

緑化重点地区として選定し，総合的な花と緑の

まちづくりを進めます。

― ・ワールドカップ開催時より，市民と協同で国道51号及び

124号沿線などを重点的に花いっぱい運動を実施してい

る。

完了

実現に向けて 災害時の避難地となる施設については，外周部

に耐火性の優れた常緑高木の植栽を図るなど，

防火機能の充実を図ります。

交通防災課 ・地域防災計画に定めている。 実施中 ・地域防災計画については適宜加除・修正を行う。

実現に向けて 市の主軸をなす道路については，地区の特色・個

性を発揮するよう樹木や花などの適切な選定を行

い，例えば鹿嶋市や旧大野村の木や花である

「松」「杉」や「ヤマツツジ」「はまなす」によるシンボル

ロードやフラワーロード等として市民に愛される道路

づくりを進めます。

道路建設課 未着手 ・近年，維持管理の問題，課題（費用や地区の協力，害

虫，日照，落ち葉などの処理）もあり，道路への植栽等に

ついては十分な検討を要する状況であり，その数は少なくなっ

ている。引続き，植栽については課題を整理し，十分な検討

を行った上で進めていきたい。

実現に向けて 地域住民の理解と協力のもとに，街路樹や沿道

の花壇などの適切な維持・管理に努めます。

施設管理課 ・公園美化ボランティアや市道清掃ボランティアを活用し，

適切な維持管理に努めている。

実施中

商工観光課 未着手 ・事業の実施は行っていないが、100ｋウルトラマラソンでも北

浦湖岸がコースとなっていることもあり、今後も自然環境を生か

した名所づくりについて引き続き検討していく。

実現に向けて 生け垣化の推進，緑に関する地区協定など市民

相互の協定づくりを促進します。

施設管理課 ・生け垣設置事業補助金事業を実施した。（H27まで） 完了

港湾振興課 ・茨城県港湾課で，港湾計画に基づき，臨港地区の指

定を行い，修景厚生港区として設定し，修景や緑化を

図っている。

実施中

方針 農地の持つ多面的機能に着目しながら，農地の

保全や交流の場等として新たな活用を図ります。

ふるさとの優れた緑の

保全・活用

3.公園・緑地の基本方針

実現に向けて 市民農園や農業公園など地域交流や農業体験

の場としての活用を図ります。

方針 市役所庁舎，学校，公民館（まちづくりセン

ター）など市民の生活と密着し市民の目に触れる

ことが多い公共公益施設については，市街地全

体の緑化推進の先導役となるよう積極的な緑化

を進めます。

花と緑に包まれたまち

づくり

3.公園・緑地の基本方針

方針 北浦・鹿島灘等については，環境保持機能，レ

クリエーション機能等が一体となった総合的な水辺

空間の保全・整備を進めます。

実現に向けて 鰐川・北浦などの河畔，市街地内の水路等にお

いては，水辺の散歩道や並木の名所づくりを進め

ます。

実現に向けて 臨海部の工場・港湾地区では，都市基盤の修

景や都市防災に考慮した緑化を進めます。
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方針 「まちにみどりを，心にみどりを」を全ての市民共通

のスローガンとして，身近なところから花と緑を飾り

増やす「花いっぱい運動」を進めます。

施設管理課 ・幹線道路にて花いっぱい運動を実施している。 実施中

方針 緑化イベントの充実・緑の普及啓発し，市民の花

づくり・みどりづくりに対する関心や緑化意識を高め

ます。

施設管理課 ・花いっぱい運動により緑化意識の向上に努めている。 実施中

方針 市民が率先して参加し，花と緑のまちづくりに市

民の意向が反映できる仕組みづくりを進めます。

施設管理課 ・花いっぱい運動を実施している。 実施中

方針 市有地や市街地内の農地などを活用しながら，

市民緑化活動の拠点となる市緑化センター，地

区園芸センター等の整備を図ります。

― 未着手 ・実施していない。施設の必要性・有用性も含めて検討してい

く必要がある。

施設管理課 ・H18鹿嶋市公園美化ボランティア制度を設立。市民グ

ループや自治会、事業所などの団体と市が協定を結び、公

園などの美化活動を行ってもらっている。

実施中

実現に向けて 窓辺に花を飾る運動，花の名所づくりなどの具体

的な活動を，市民・事業者・行政が一体となって

進めます。

施設管理課 ・市内の主要な道路沿いに花壇を設置している。市民・事

業者・行政が一体となって、年に2回花いっぱい運動を行っ

ている。

実施中

農林水産課 ・いばらきの森普及啓発活動を実施している。鹿嶋まつりに

て緑化ＰＲと苗木配布等を例年実施している。

実施中

施設管理課 ・花いっぱい運動にて，団体によるボランティア活動の中で

養成育成に努めている。

実施中

市民活動支援課 ・日常的な支援体制としてボランティア全般に対し以下を実

施。

「市民活動保険制度」

安心して地域活動やボランティア活動に参加できるよう，ボ

ランティア活動中の傷害事故や賠償責任事故等を補償す

る。

「ボランティア活動交付金」

まちづくりへの市民参加の拡充及び市民活動の活性化を図

ることを目的に，ボランティア活動にかかる経費の一部を助

成する。※交付限度額5万円

実施中

実現に向けて 市緑化センター，地区園芸センターの整備を図

り，市民の手による苗木の育成・配布，情報交

換など，市民主体の適切な運営・管理を進めま

す。

― 未着手 ・実施していない。施設の必要性・有用性も含めて検討してい

く必要がある。

― ・H14.7に市内の緑地の推進や公園管理を専門とするみど

り推進課を設置した。（～H27.3）

実施中 ・現在は、都市施設の管理全般を施設管理課で行っている。

方針 景観形成ガイドライン等により，公共建築物や主

要な民間建築物のデザイン指針やルールを確立

し，景観の誘導を図ります。

都市計画課 ・茨城県景観形成条例に基づき整備している。 実施中

都市計画課 ・H11鹿島神宮周辺地区地区計画を都市計画決定し，

整備計画により規定している。

実施中 ・引き続き整備していく。

施設管理課 ・生け垣設置事業補助金事業を実施した。（H27まで） 完了

方針 都市景観や視界を損なう屋外広告物や看板類

の氾濫防止に努めます。

都市計画課 ・茨城県屋外広告物条例に基づき違反広告物には指導を

行っている。

実施中 ・同条例に基づき継続して適切に指導を行う。

方針 景観に対する市民意識の向上を図ります。 都市計画課 ・屋外広告物について，宅建協会向けに勉強会を開催し

ている。

実施中 ・継続的に実施していく。

実現に向けて 景観整備基本計画を策定し，その計画に基づい

て景観形成ガイドラインや景観形成条例を制定し

ます。

都市計画課 ・景観整備基本計画については整備していないが，鹿島神

宮周辺地区については，平成22年に景観ガイドラインを策

定している。

実施中 ・鹿島神宮周辺について，地区計画を定め優先的に景観に

配慮したまちづくりを進めている。

・市内を対象とした景観整備基本計画の作成の必要性につ

いては今後検討していく必要がある。

都市計画課 ・H11鹿島神宮周辺地区地区計画を都市計画決定し，

整備計画により規定している。

実施中 ・引き続き整備していく。

施設管理課 ・生け垣設置事業補助金事業を実施した。（H27まで） 完了

実現に向けて 地区計画，建築協定や緑化協定など，市民参

加による地区レベルでの統一感のある街並みづくり

を促進します。

都市計画課 ・H11鹿島神宮周辺地区計画を都市計画決定

・H20大野３駅において地区計画を都市計画決定

実施中 ・各地区計画に基づき継続的に実施していく。

実現に向けて 良質な都市景観や視界を損なう看板などの屋外

広告物に対し，撤去や改善指導を行います。

都市計画課 ・茨城県屋外広告物条例に基づき整備している。 実施中 ・継続的に実施していく。

実現に向けて 市民や行政がともに景観に対する意識を高め，

「鹿島」の景観に対してこだわりを持って次世代に

向けてのまちを築いていけるように努めます。

都市計画課 ・広報かしま，教えてかしまによる住民への周知を実施して

いる。

実施中 ・継続的に実施していく。

方針 緑の保全・創出・管理するための条例や市民との

緑地契約の締結や支援体制などの制度の充実を

図ります。

市民が育む緑の拡大3.公園・緑地の基本方針

実現に向けて 緑地の保全のための条例の整備，市民との緑地

契約の締結推進など，既存法の積極的な運用

や市の独自の制度化等を進めます。また，行政

内の推進体制の整備を図ります。

良好な景観に誘導す

るルールの確立

4.都市景観形成の基本

方針

実現に向けて 緑化フェアーの開催，苗木の配布，緑の講演

会・園芸教室の実施，緑に関する情報提供や情

報交換，緑のコンクール・表彰の実施など，緑化

イベント等の充実に努めます。

実現に向けて 指導者の養成，ボランティアの組織化と関連団体

の育成などの日常的な支援体制の充実に努めま

す。

実現に向けて 緑豊かな住宅地の景観の形成を図るため，生け

垣などの普及とともに，指導方針や助成制度の

体系化を進めます。

方針 生け垣などの普及など緑豊かな住宅地の景観整

備に努めます。
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

商工観光課 ・鹿嶋神の道整備事業 実施中 ・今後の課題としては，神の道コースの更なる誘客・ＰＲにつ

いて検討していく必要がある。

重点P ・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画策定

・都市再生整備計画（H30～34年度）策定

実施中

都市計画課 ・H11鹿島神宮周辺地区計画を都市計画決定

・H11年度より鹿嶋市鹿島神宮周辺地区地区計画景観

整備事業補助金を実施している。

実施中 ・継続的に実施していく。

都市計画課 未着手 ・区域区分の指定により，斜面緑地の保全を図っているが，

具体的な取り組みについては実施していない。

商工観光課 未着手 ・具体的な事業は実施していないが、鹿島神宮の一の鳥居が

整備されたこともあり、水辺の景観整備については、今後検討

が必要と考えられる。

方針 意匠・景観の統一などにより商業空間の景観整

備を図ります。

都市計画課 ・茨城県景観形成条例に基づき整備している。 実施中 ・継続的に実施していく。

都市計画課 未着手 ・区域区分の指定により，水辺の保全を図っているが，具体

的な取り組みは実施していない。

実現に向けて 景観形成条例等による規制を行います。 都市計画課 ・茨城県景観形成条例に基づき整備している。 実施中 ・引き続き整備していく。

実現に向けて 現在鹿島神宮周辺地区で指定されている，地

区計画を地域の実情に応じて拡大を図り，中心

市街地としての雰囲気づくりを進めます。

都市計画課 ・H11鹿島神宮周辺地区計画を都市計画決定

・H11年度より鹿嶋市鹿島神宮周辺地区地区計画景観

整備事業補助金を実施している。

実施中 ・今後，中心市街地活性化基本計画と整合を図りながら，

地区計画区域の拡張などを検討する必要がある。

道路建設課 ・これまでに実施した路線はあるものの，近年の実施路線

はない。

完了 ・維持管理費の対応が問題となっている。

方針 交差点付近や道路の残余地等を利用し，市民

の協力を得ながらまちかど花壇の整備を進めます。

施設管理課 ・スタジアム周辺において，ボランティアによる花壇の整備を

実施している。

実施中

施設管理課 ・ト伝の郷運動公園緑地の適切な維持管理に取り組んで

いる。

実施中

都市計画課 未着手 ・景観条例未策定のため，未実施

道路建設課 ・道路整備は，区画整理事務所にて行っている。

・公園については，区画整理事業が完了後検討していく。

未着手 ・区画整理事業が完了していないため。

方針 不特定多数の人が訪れる公共公益施設をはじ

め，歴史的な遺産など必要なサインについては，

国際化を視野に入れた，わかりやすい標識の設

置を進めます。

商工観光課 ・鹿島神宮周辺に案内板を設置している。 実施中 ・神宮周辺の一部には統一されたサイン看板設置されている

が，不十分である。

道路建設課 ・茨城県において，大町通りの電線地中化及び石畳舗装

を行っている。

完了 ・今後の課題としては、高額な事業であるため，実現が難し

い。

都市計画課 ・市道5039・5040号線を景観舗装へ改良した。 完了

都市計画課 未着手 ・景観条例未策定のため，未実施

都市計画課 ・H11鹿島神宮周辺地区計画を都市計画決定

・H11年度より鹿嶋市鹿島神宮周辺地区地区計画景観

整備事業補助金を実施している。

実施中 ・継続的に実施していく。

道路建設課 ・街路樹の整備促進については，維持管理費が高額となら

ないよう，必ずしも整備していない。

完了 ・維持管理費の対応が問題となっている。

実現に向けて 交差点付近や道路の残余地等を利用して花壇

の整備を行い，付近の住民の協力を得ながら花

や緑のあふれるきれいなまちづくりを進めます。

施設管理課 ・スタジアム周辺において，ボランティアによる花壇の整備を

実施している。

実施中

施設管理課 ・スタジアム周辺において，ボランティアによる花壇の整備を

実施している。

実施中

商工観光課 未着手 ・民間駐車場等への啓蒙活動と取組を支援

都市計画課 未着手 ・港湾法に基づき分区の指定がなされているため，地区計画

制度の有用性については，今後検討が必要である。

実現に向けて 国際化を視野に入れたサイン計画を策定し，海

外から訪れる観光客にとってもわかりやすく美しい

表示形式の統一を図ります。

商工観光課 ・鹿島神宮周辺に案内板を設置している。 実施中 ・費用対効果を含め，事業内容の再検討が必要と考える。

実現に向けて 鹿嶋市地域照明環境計画に基づき，シンボルと

なる公共施設や商業空間については，秩序を持

ち，効率良く美しさを演出する夜間景観を追求し

ます。

商工観光課 未着手 ・費用対効果を含め，事業内容の再検討が必要と考える。

方針 神宮橋・北浦大橋や北浦対岸等からの斜面緑

地の眺望など，水辺空間等の景観整備を図りま

す。

方針 鹿島神宮をはじめとした市内に散在する様々な歴

史的資源を活用し，魅力的で独自なまちなみ景

観の保全を図ります。

地域の特性を表す景

観の保全・整備

4.都市景観形成の基本

方針

実現に向けて 緑の基本計画に基づき北浦や鹿島灘の水辺地の

景観の保全・整備を図ります。

方針

方針 大町通りなど主要な歩行者空間の形成・整備に

あたっては，電線の地中化等による景観的な配

慮を行います。

方針

実現に向けて 鹿島港環境整備に伴い港湾周辺地域についても

地区計画を併用した新しい景観形成を進めます。

カシマサッカースタジアム周辺を中心にスポーツ文

化のまちをイメージさせる雰囲気を醸し出す景観

整備に努めます。

シンボルとなる公共施設や商業空間については，

秩序を持ち，効率良く美しさを演出する光害に配

慮した夜間景観の演出に努めます。

実現に向けて 緑の基本計画に基づき，公共施設の緑化や街

路樹の整備促進などをはじめ，民有地への指導

方針や助成制度の体系化を図ります。道路につ

いては，沿道景観地区や路線の指定を行い，

積極的な整備を進めます。

市民とともに創りあげ

る景観づくり

4.都市景観形成の基本

方針

方針 面整備事業や道路・公園・港湾整備など基盤整

備に合わせた景観整備に努めます。

実現に向けて カシマサッカースタジアム周辺に散在している民間

駐車場等は，デザインとわかりやすさを兼ねたサイ

ンの統一や植栽・花壇等により，多くの訪問者に

対して良好な景観の演出を図ります。

方針 公共施設の緑化や街路樹など緑の基本計画に

基づく景観整備を進めます。
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

方針 大気汚染や悪臭の排出規制等を行い，澄んだ

空気を守ります。

環境政策課 ・悪臭に関し，H24より主体が市になったことを受け，市内

全域を規制区域として指定している。

・鹿島臨海工業地域に立地する企業らと公害防止協定を

締結している。

実施中

環境政策課 ・浄化槽設置整備事業を実施，鹿嶋市循環型社会形成

推進地域計画を策定している。

・水質浄化を目的として，浄化槽設置者に対し，助成を

行った。

実施中

農林水産課 ・農業集落排水事業を実施。市内3地区での水質浄化に

努めている。

実施中

都市計画課 ・用途地域による用途制限を行っている。 実施中

方針 ごみの埋め立て，焼却は環境に負荷を与えるた

め，生活スタイルや生産・流通の工程を見直し，

ごみの減量化，資源化，再利用等に努めます。

廃棄物対策課 ・一般廃棄物処理基本計画策定（平成25年3月） 実施中 ・現行計画通りに継続していくことを基本とするが，国の施策

の変化に対応が必要である。

実現に向けて

【大気】

工場・事業所や，自動車など大気汚染物質の排

出の抑制を行うよう働きかけるとともに，計測監視

を進め環境基準の達成に努めます。

環境政策課 ・鹿島臨海工業地域に立地する企業らと公害防止協定を

締結し，排出基準の遵守を促す一方，市としてもテレメー

タ等を活用して監視を実施している。

実施中 ・オキシダントについては，環境基準未達成。光化学スモッグ

注意報等が発令された際は，市民へ速やかに周知を行う。

廃棄物対策課 ・排出ガス中のダイオキシン類の基準等を遵守することが定

められ，原則小規模の廃棄物焼却炉の設置・構造等につ

いて規制がされた。（平成16年4月1日から）

実施中 　法改正等により焼却とダイオキシンに関する認知等は進んで

いるが，野焼きやドラム缶を利用した戸別焼却事案が存在す

ることから，引き続き指導，啓発を進めていく必要がある。

実現に向けて

【大気】

悪臭を出す工場・事業所に対しての規制・指導を

進めます。水路などの悪臭の元となる水質汚濁に

ついては，その対策を行います。

環境政策課 ・悪臭に関し，H24より主体が市になったことを受け，市内

全域を規制区域として指定している。

実施中 ・臭気規制を「物質濃度規制」から「臭気指数規制」へ替える

流れがあるが，住宅地と田畑が隣接する本市では，不適当

と考える。

下水道課 ・汚水管渠等の整備を計画的に進め，公衆衛生の向上・

生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全，資源循

環型社会の形成に取り組んでいる。

実施中 ・汚水管整備事業を計画的に進めながら，加入促進活動

等を展開し，より一層の水洗化率の向上に努めていく。

環境政策課 ・浄化槽設置整備事業を実施，鹿嶋市循環型社会形成

推進地域計画を5箇年ごとに策定

・水質浄化を目的として，浄化槽設置者に対し，助成を

行っている。

実施中

施設管理課 ・環境に配慮し，公園管理において除草剤を使用していな

い。

実施中

農林水産課 ・環境保全型農業直接支払交付金を実施。市内で有機

農業を行う農業団体に補助金を交付している。

実施中

実現に向けて

【水】

河川改修や湖岸改修にあたっては，自然の浄化

能力の維持を高めるよう働きかけます。

― 未着手 ・河川改修や湖岸改修に当たっては、県など関係機関に働き

かけを行っていく。

環境政策課 ・H27dに県生活保全条例が改正され，カラオケ騒音規制

が強化された。

・生活騒音に関する環境省のパンフレットを設置している。

実施中 ・近年増えている生活騒音問題は，行政として規制できるも

のではないため，ご近所同士での解決が必要である。音への

配慮についての周知・啓発を継続する。

都市計画課 ・用途地域による用途制限を行っている。 実施中

実現に向けて

【騒音・光】

本市にとっての特徴ある音風景の発見に努め，そ

の保全方法について検討を進めます。

都市計画課 未着手 ・音風景に関する事業は，その有用性も含め検討が必要。

自然環境や歴史文化の保全と絡めて実施していく必要がある

と考えられる。

施設管理課 未着手 ・近年，緊急車両も大型化しており大型車両の交通規制は

安易に実施できない状況であるため。

道路建設課 ・国道における排水性舗装により騒音の低減かがされてい

る。

完了 ・今後も計画があれば，検討していく。

廃棄物対策課 ・市内外の小中学校に対し施設見学と概要説明を実施し

いている。

実施中 ・現行計画どおりに継続していく。

教育指導課 ・小学校社会科において，鹿嶋RDFセンターの見学を通し

て，ごみの処理と再利用について学習している。人々の健

康や生活環境を支えるために，ごみの減量の工夫など，自

分たちにできることを行動しようとする態度を養っている。

実施中

幼児教育課 未着手 ・ごみ問題を幼稚園から取り入れるには早く，小学校生活に

つなげるためのカリキュラム実施に重点を置いております。

実現に向けて

【騒音・光】

工場を始め，カラオケなど商業施設からの音，楽

器の練習など生活騒音，交通騒音等について，

できるだけ周辺への影響を少なくするよう指導・啓

発を行うとともに，騒音の測定機器の設置などに

努め，監視体制の充実を図ります。

実現に向けて

【水】

公共下水道の整備や合併処理浄化槽等の普及

を進め，生活排水の浄化処理を行います。

実現に向けて

【大気】

ダイオキシン等の防止のため小規模焼却炉の規

制・指導・啓発を進めます。

方針 工場を始め，カラオケなど商業施設からの音，楽

器の練習など生活騒音，交通騒音等について，

できるだけ周辺への影響を少なくするよう騒音の少

ない落ち着いたまちの形成を図ります。

方針 生活排水の浄化処理や減農薬，減肥料の環境

保全型農業を推進し，地下水や河川の水質汚

濁を防ぐなど，水を大切にします。

公害防止と自然や資

源の循環を大切にし

たまちづくり

5.環境保全と改善の基

本方針

実現に向けて

【水】

減農薬，減肥料の環境保全型農業を進めるとと

もに，公園やゴルフ場についても除草剤などによる

水質汚濁の防止に努めます。

実現に向けて

【ごみ】

ごみ問題については，市民の環境意識向上が重

要であると考えられることから，幼少期からの環境

教育を推奨するとともに，ごみ関連施設の見学を

広く広報します。

実現に向けて

【騒音・光】

道路規制により住宅地内を大型車両が走ることに

よる振動を防ぐとともに，幹線道路についても交通

騒音を低減するよう道路構造に十分な配慮を行

います。
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

方針 地域づくりの主体である市民・事業者・行政のそれ

ぞれの役割と責務を基に，ボランティア活動等，

環境の保全と創造を担う推進体制づくりを進めま

す。

環境政策課 ・鹿嶋まつりにおいて，環境展・消費生活展を開催。環境

団体による展示等を通して，環境問題への意識啓発を

図った。

完了

廃棄物対策課 ・一般廃棄物処理基本計画策定（平成25年3月） 実施中 ・現行計画どおりに継続していく。

環境政策課 ・適宜窓口，HP等での情報提供している。 実施中

実現に向けて 地球温暖化の防止に努めるとともに，温暖化の

要因とされるＣＯ２排出削減に向けて省エネル

ギー対策を推進し，新エネルギーの導入，普及

促進を図ります。

環境政策課 ・地球温暖化防止実行計画（事務事業編）策定 実施中 ・同地域施策編の検討

・対策の推進は，それぞれの担当課で進める必要がある。

実現に向けて 通勤や買い物などなるべく自家用車の使用を控

え，公共交通機関や自転車の利用に切り替える

などして地球温暖化の防止に努めます。

政策秘書課 ・コミュニティバスの運行支援及びデマンド型乗合タクシーの

運行委託を実施している。

完了

実現に向けて オゾン層の保護意識の高揚・啓発に努め，エアコ

ン，冷蔵庫などからのフロンの回収を促進します。

廃棄物対策課 ・家電リサイクル法（H13.4.1施行）により，エアコン・テレ

ビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機については特定の処理業者で

ないと処理できないことが定められた。

・市からの委託業務として特定４品目のを指定事業所へ

収集運搬する業務を実施している。

実施中 ・現行計画どおりに継続していく。

下水道課 ・汚水管渠等の整備を計画的に進め，公衆衛生の向上・

生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全，資源循

環型社会の形成に取り組んでいる。

実施中 ・汚水管整備事業を計画的に進めながら，加入促進活動

等を展開し，より一層の水洗化率の向上に努めていく。

環境政策課 ・浄化槽設置整備事業を実施，鹿嶋市循環型社会形成

推進地域計画を5箇年ごとに策定している。

・水質浄化を目的として，浄化槽設置者に対し，助成を

行っている。

実施中

実現に向けて 市民と協力して海岸や湖岸の清掃に努め，ごみ

のポイ捨て等が無いように啓発を進め，海洋・湖

沼汚染の防止に努めます。

廃棄物対策課 ・海岸一斉清掃（年1回），不法投棄・漂着物の回収

H30年度24回

実施中 ・現行計画どおりに継続していく。

廃棄物対策課 ・不法投棄に関する巡回活動を主とする「環境サポーター」

と上部組織「環境サポーター推進協議会」を設置した。

（設立H17.5）

・資源回収団体に対し報奨金制度を設け，ごみの分別収

集体制の構築を行った。(平成6年～)

実施中 ・環境サポーターのサポーター数を維持していくことが重要とな

る。

環境政策課 ・かしま環境ネットワーク構築補助金により，環境団体・ボラ

ンティア団体をつなぐ組織を構築している。

実施中

実現に向けて 市民や事業者が環境に対する正確な知識と正し

い理解が得られるよう，環境に係わる情報を公開

します。（リスク・コミュニケーション）

環境政策課 ・鹿嶋まつりにおいて，環境展・消費生活展を開催。環境

団体による展示等を通して，環境問題への意識啓発を

図った。

完了

方針 技術の進歩に伴う生活環境の変化などにより，な

いがしろにされがちな自然と調和した暮らしを再度

見直し，自然や地域のかしま文化に誇りのもてる

まちづくりを進めます。

都市計画課 ・S48鹿島区域の線引きを実施した。

・H20大野区域の線引きを実施した。

実施中

都市計画課 未着手 ・区域区分の指定により，自然的な土地利用を保全するエリ

アを明確にしている。

・具体的な施策については，実施条件が整わず未実施

実現に向けて 海と湖に挟まれた緑豊かな台地に位置する美しい

自然景観を後世に残せるように，特に景観の骨

格となる水辺や斜面緑地などの景観や環境を阻

害する要因の抑制に努めます。

都市計画課 未着手 ・区域区分の指定により，自然的な土地利用を保全するエリ

アを明確にしている。

・具体的な施策については，実施条件が整わず未実施

実現に向けて 緑化センターや地区園芸センターの整備を図り，

市民が積極的に緑の保全や育成を進めることが

出来るように指導を行います。

― 未着手 ・実施していない。施設の必要性・有用性も含めて検討してい

く必要がある。

実現に向けて 公共下水道の整備や合併浄化槽設置の普及推

進に努め，流末となる鹿島灘や北浦の水質の向

上を図ります。

実現に向けて 工場・事業所や家庭における省エネルギーの推進

を啓発するとともに，ごみの減量化と再資源化を

推進します。

環境の保全と創造に

向けて参加・行動す

るまちづくり

5.環境保全と改善の基

本方針

方針 生き物の生息空間を尊重し，人間の都合だけで

分断し破壊してしまうことが無いように，緑の保全

とネットワークの形成を図ります。

実現に向けて 行政の率先した推進体制づくりをはじめ，事業者

の環境協議会や市民ボランティアを含めた活動組

織等を育成します。

人と自然が共に生き

るまちづくり

5.環境保全と改善の基

本方針
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

方針 地域の歴史・文化を後世に継承するとともに，高

度化，多様化する市民の学習要求にこたえうる

社会教育・文化施設の整備を進め，運営管理

等の充実に努めます。

重点P ・中心市街地活性化基本計画策定

・暮らしにぎわい再生事業計画（歴史館等複合施設整備

計画）策定

実施中

方針 市内教育機関・図書館等の情報ネットワーク網の

構築により学習情報提供の充実を図ります。

教育施設課 ・TOOL i-Sシステムを導入している。 実施中 ・システムの導入にあたり，以前のものより使用方法が児童に

とってやや難しくなっているため，より利便性が求められる。

方針 既存施設については，老朽化に伴い，地域材を

利活用した建物の改修・改善を進めます。また，

学校教育施設は，柔軟に対応できるよう学校開

放や余裕教室の利活用を重点においた整備を図

ります。

教育施設課 ・余裕教室を活用した放課後子ども教室や放課後児童ク

ラブの開設している。

実施中 ・余裕教室がある学校については放課後子ども教室や放課後

児童クラブの開設を行っている。

施設改修においてコスト面を踏まえて地域材はほとんど利用し

ていない現状である。

教育施設課 ・社会教育の拠点となる中央公民館の外部改修工事，

勤労文化会館の空調設備及びトイレ改修工事を実施して

いる。

実施中 ・各地区公民館も30年以上経過した施設が増えてきたことか

ら，計画的な改修工事を行う必要がある。多種多様なニー

ズを把握し，施設の整備，改修や維持を行っていく。

教育施設課 ・国体施設の整備，いきいきゆめプールの整備，スポーツセ

ンターの改修，老朽化した高松緑地体育館の解体撤去を

実施している。

実施中 ・幅広い年齢層を受け入れるため温水プールやグラウンド等の

多くの施設を整備したが，既存の体育施設の老朽化が散見

されているため，維持管理にかかる費用が課題である。

スポーツ推進課 ・卜伝の郷運動公園多目的球技場全面人工芝張替え

・高松緑地多目的球技場全面人工芝化

・北海浜多目的球技場全面天然芝化

・いきいきゆめプール建設竣工

完了

実現に向けて

【教育施設】

地域に開かれた幼稚園をめざし，地域における幼

児教育センター的な役割の強化に努めます。

幼児教育課 ・地域における幼児教育センターとして閉園になった幼稚園

を子育て支援センターとして整備した。

完了

教育指導課 ・障がい児の受け入れ体制や通級指導体制については，

就学前から保護者，学校・教育委員会で就学児童にとっ

て最も適切な教育環境について協議し，合意形成を図

り，学びの場を決定している。市内の学校施設において，

必要な整備工事は，教育施設課と連携のうえ，対応して

いる。

実施中 ・保護者，学校と協議のうえ，適切な整備事業を行ってい

る。

幼児教育課 ・幼稚園管理運営事務費 実施中 ・３歳児保育，障がい児保育実施。障がい児保育の人材と

研修不足が課題である。

教育施設課 未着手 ・幼児教育課において体制や方向性の検討があってからの施

設整備となる。

教育施設課 未着手 ・総務就学課において再編計画や学校規模（児童生徒

数）の検討が行われてからの施設改修となる。

総務就学課 ・鹿嶋市小中学校通学区域再編制検討委員会にて通学

区域の見直し（案）を作成し，令和2年度から新しい通

学区域を適用させることが決定している。

完了

社教・中央図書

館・中央公民館・

スポーツ推進

未着手 ・他自治体の施設等で代替が可能なため。

教育施設課 未着手 ・社会教育課において整備計画があってからの施設整備とな

るが，現時点で屋外体験型の施設整備の計画はない。

重点P ・中心市街地活性化基本計画策定

・市の計画施設，参拝者，商店街利用者等の共同駐車

場とする計画に変更した。

実施中

重点P ・中心市街地活性化基本計画策定

・暮らしにぎわい再生事業計画（歴史館等複合施設整備

計画）の策定

実施中

社教・中央図書

館・中央公民館・

スポーツ推進

未着手 ・市民要望が少なく，コストパフォーマンスが低いため。

商工観光課 未着手 ・他に優先的に実施すべき事業があり未実施

教育施設課 未着手 ・担当課において整備計画を検討してからの施設整備となる

が，現時点で検討されていない。

実現に向けて

【文化・交流施

設】

農村集落センターを拠点とし，生活環境の充実

及び，世代を越えた交流の場としての活用に努め

ます。

― 未着手 ・区域指定制度を導入の際に、各地区の生活環境の拠点を

農村集落センターとしていないため。

社教・中央図書

館・中央公民館・

スポーツ推進

未着手 ・市民要望が少ないため。

教育施設課 未着手 ・文化施設のネットワーク化については担当課で協議の上進め

ていく。

子どもたちから高齢者まで幅広い年齢層を有する

地域住民の，多様なスポーツニーズにこたえること

のできる様々なスポーツ施設の整備に努めます。

方針

方針 市民の幅広い選択と情報の共有に対応できるよう

に，各地域にある文化施設等のネットワーク化を

図り，市民活動の拠点となる交流の図れる施設

としての整備・充実に努めます。

かしま文化を伝え・育

む施設の整備

6.市民生活を支える施設

の基本方針

実現に向けて

【文化・交流施

設】

関東鉄道鹿島バスターミナル跡地を活用して，市

内全域から人々が集う市の中核的な施設の整備

を図ります。

実現に向けて

【文化・交流施

設】

各地域にある文化施設のネットワーク化を図り，

市民の幅広い選択と情報の共有に対応できるき

め細かなサービスを推進します。

実現に向けて

【文化・交流施

設】

通信総合研究所や企業等と連携し，子ども科学

館的な施設の整備について検討します。

実現に向けて

【文化・交流施

設】

地域の歴史・文化を後世に継承できる歴史文化

施設の整備を図ります。

実現に向けて

【教育施設】

児童生徒数の動向を捉えた学区の再編を検討し

ながら規模の適正化に努めます。

実現に向けて

【教育施設】

公立幼稚園における３歳児保育や障がい児受け

入れ体制，通級指導体制を行うための施設の充

実を図ります。

実現に向けて

【文化・交流施

設】

地域の自然を活かした屋外体験型研修活動セン

ターの整備を行います。
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

社教・中央図書

館・中央公民館・

スポーツ推進

未着手 ・市で対応できる部分が少なく，また国等の施設については，

他の自治体との競争が激しいため。

社教・中央図書

館・中央公民館・

スポーツ推進

未着手 ・県のサイクリングロード整備構想等他のプロジェクトと連携して

整備することが望ましいため。

商工観光課 ・鹿行広域DMOプロジェクト 実施中 ・アントラーズホームタウンDMOでは，鹿島アントラーズのブラン

ド力等を生かしながら，海外からのサッカー合宿の誘致を行っ

ている。

重点P ・スポーツ・レジャー施設立地型の地区計画の決定

・鹿嶋の里事業が実施中である。

実施中

スポーツ推進課 ・アントラーズDMOとの連携等によって，海外からのスポーツ

合宿を誘致している。

・国際スポーツ大会を開催（ネットボールアジアユース大

会）

実施中

施設管理課 ・管理についてはボランティア団体と協力し適切に管理してい

る。

実施中

環境政策課 ・現況測量を実施し設計委託を予定している。 実施中

かしま文化を伝え・育

む施設の整備

6.市民生活を支える施設

の基本方針

実現に向けて

【スポーツ施設】

北浦湖畔沿いや鹿島灘などの親水空間や，まと

まった樹林地の林間に自然を活かしたスポーツレク

リエーションの場となる公園などの整備に努めます。

実現に向けて

【その他の施

設】

鹿嶋斎苑の継続的利用を進めるとともに，墓地

公園の整備を促進します。

実現に向けて

【スポーツ施設】

既存施設を有効活用しながら，宿泊施設との連

携により，スポーツ合宿の受け入れ体制の充実を

図るなど，スポーツ観光産業の誘致・育成に努め

ます。

実現に向けて

【スポーツ施設】

スポーツ科学研究に基づく新しいスポーツ用品の

開発やニュースポーツの振興に対応したスポーツ関

連産業の誘致・育成に努めます。

・ナショナル・トレーニングセンターや研究機関の誘

致

・スポーツ科学・医学の研究管理やトレーニングへ

の反映
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

教育施設課 ・大野ふれあいセンター，高松公民館，高松緑地クラブハ

ウス，いきいきゆめプールのバリアフリー化，多目的トイレ

（障がい者用トイレ）等の整備を実施している。

実施中 ・新規に整備した施設については，新ハードビル法の基準に

適合するよう整備していたが，既存施設はバリアフリー化が難

しく，思うように進められていない。

道路建設課 ・道路構造に関する条例に基づき，できるだけバリアフリー

基準を遵守した構造を取り入れている。

実施中 ・今後も継続して，整備していく。

施設管理課 ・改修の際，可能な限り施設のバリアフリー化に取り組んで

いる。

実施中

都市計画課 ・茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき整備してい

る。

実施中 ・引き続き整備に努める。

方針 ノーマライゼーションの理念による全ての人々が利

用できる施設の整備を進めます。

都市計画課 ・茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき整備してい

る。

実施中 ・引き続き整備に努める。

方針 高度医療施設の誘致や，地域医療支援病院等

の整備を検討します。

保健センター ・医師確保支援事業

・二次救急告示病院運営費補助

・鹿行南部地域輪番制等補助事業

実施中 ・茨城県保健医療計画等に基づき，医療における具体的な

機能分化・連携等について継続して協議検討がなされている

状況だが，現在までのところ，鹿行地域に高度医療施設

（3次救急）を設置する計画はない。本市が優先的に取組

むべき内容として，不足診療科の医師確保，二次救急医

療の体制支援等を実施してきた。

介護長寿課 ・平成17年度の介護保険法改正により，高齢者が住み

慣れた地域で生活を継続できるための支援をするため，地

域包括ケアを推進し，中核的な機関として地域包括支援

センターが創設された。

本市の在宅介護支援センターも，包括支援センターに業

務移行され，地域包括ケアシステムの構築に向けて中心

的役割を果たしている。

・通所介護（デイサービス)では，要介護1～5の方は居宅

介護支援事業所で，また，要支援1,2の方は地域包括

支援センターで作成するケアプランをもとに，居宅要介護者

等を通わせ，日常生活上の支援や機能訓練等を日帰りで

実施することにより，高齢者に必要なサービスを支援してい

実施中

生活福祉課 ・第五期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画　地

域生活支援拠点/児童発達支援センターの設置

未着手 ・国方針に係る事業内容精査や財政支援の状況精査/本事

業の対象となる各事業所精査，単独又は近隣市との合同で

の整備に係る協議，民間事業所への委託による実施検

討，人員基準・施設基準

方針 総合福祉センターの充実等についても検討を進め

ます。

総合福祉センター 総合福祉センター（心身障害者福祉センター分）

・平成２４年４月１日　障害者自立支援法から児童福

祉法への移行に伴い，「児童デイサービス事業」から，「児

童発達支援事業・放課後等デイサービス事業」へ事業名

変更。事業内容は変わらない。

・平成２５年４月１日　「就労継続支援事業」が障害者

自立支援法事業から障害者総合支援法へ意移行。事業

内容は変わらない。

・平成３０年１月　「障害児相談支援事業」を開始。福

祉サービスの調整を行い，障がい児・保護者にとって安定

的・有効的な福祉サービスの利用を図る。

・平成３０年３月　「保育所等訪問支援事業」開始。保

育園や幼稚園等における集団生活がよりスムーズに行える

よう，心理相談員・言語聴覚士・作業療法士等が出向

き，本人への直接支援や保育士・幼稚園教員等へアドバ

イスを行う。

実施中

こども相談課 ・主に未就学児を対象とした地域子育て支援拠点の開設

／子育て中の親子が地域の他の親子と交流する場を提供

するとともに，子育て相談や育児サークルの支援等を実施

（地域子育て支援センター＝市営1か所を含む計4か所。

つどいの広場＝3か所）。

実施中 ・今後の課題としては，教育保育施設の跡地・旧施設を活

用して開設している場所もあり，施設の老朽化による施設修

繕が続いている。安全に利用できる整備が必要である。

教育施設課 ・平井認定こども園の整備 実施中 ・担当課の計画をもとに，園児の推移を見極め，認定こども

園等の整備を進める。

介護長寿課 ・介護保険で利用できる地域密着型サービスのひとつであ

る，認知症対応型共同生活介護（グループホーム）で

は，比較的安定した状態にある認知症の人（要支援１

以外）が共同生活住居で，家庭的な環境のもと，介護

や日常生活上の援助と機能訓練を実施している。（鹿島

地区１カ所，大野地区３カ所）

実施中

実現に向けて 障がい者が働き社会参加する場として，授産施

設の誘致や共同作業所を設置するとともに，精

神障がい者の社会復帰を支援するための社会復

帰施設の整備についても検討を行います。

― 未着手 ・現行制度，計画の見直しを行い実施に至っていない。

こども相談課

幼児教育課

社会教育課

・未就学児を対象とした地域子育て支援拠点の開設／子

育て中の親子が地域の他の親子と交流する場を提供すると

ともに，子育て相談や育児サークルの支援等を実施（地

域子育て支援センター＝市営1か所を含む計4か所。つどい

の広場＝3か所）。

既存の市内教育保育施設の未就園児ふれあい事業，子

育て支援事業等により園庭解放等も行った。

実施中 ・今後の課題としては，教育保育施設の跡地・旧施設を活

用しているため施設の老朽化による施設修繕が続いている。

安全に利用できるよう整備が必要である。

教育施設課 ・児童クラブの開設 実施中 ・担当課の計画をもとに学校施設を活用し児童クラブを開設

してきたが，教室数も不足していることから学校との調整が課

題となっている。

実現に向けて 民間児童施設の充実や各小学校の空き教室の

施設改装や公民館（まちづくりセンター）などの

利用により，児童館（児童クラブ）等の整備を

行います。

実現に向けて 障がい者や高齢者が自立をし，生きがいをもって

生活できるよう，グループホーム・生活ホームの整

備を行います。

方針 誰もが安心して子育てや生活ができるように，児

童福祉施設の充実を進めます。

方針 福祉サービスの拡充を図るとともに，サービス提供

の拠点となる，デイサービスセンター，在宅介護

支援センター等の整備を図ります。

方針 道路及び公共的施設の建設，改修等にあたって

は，誰もが安全に利用できるようバリアフリーのまち

づくりを進めます。

きめ細かな福祉施設

の整備

6.市民生活を支える施設

の基本方針
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

方針

【上水道】

当面，鹿行広域水道用水供給事業計画との整

合を図りつつ，安定した上水道の供給に努めま

す。

水道課 ・鹿行広域水道事業に係る水道用水の需要 実施中

方針

【上水道】

鹿島水道と大野水道は，将来的に一元化された

単一水道事業を行います。

水道課 ・鹿嶋市上水道事業統合認可申請書（届出書）作成

業務

実施中 ・R2年４月１日統合に向けた手続きを行っている。

方針

【下水道（生

活排水）・雨

水排水】

市民の健康的な暮らしの確保とともに，公共水

域の水質の改善をめざし，地域の特性に適応し

た生活排水及び雨水排水処理施設の整備に努

めます。

下水道課 ・多発する集中豪雨や都市化に伴う浸水被害リスクの増大

に対し，浸水対策事業を展開する事により，水害に強い

都市を作ると共に，安心安全な市民生活の確保に取り組

んでいる。

・現在，荒野台地区において長年の懸案であった，雨天

時における道路冠水及び宅地等の浸水被害を低減・解消

するため，国庫補助事業を活用し，海岸部から雨水排水

整備を進めている。

実施中 ・下水道事業として雨水管整備事業を計画的に実施してお

り，今後も地域の特性に適応した生活排水及び雨水排水

処理施設の整備に努めます。

また，道路事業における側溝整備を進めていく事により，道

路冠水や浸水被害の低減・解消を図っていく。

方針

【ごみ処理】

社会循環型システムを形成し，ごみの資源化・減

量化を進め意識の改革を図り，リサイクル型社会

の構築に努めます。

廃棄物対策課 ・一般廃棄物処理基本計画策定（平成25年3月） 実施中 現行計画どおりに継続していく。

方針

【ごみ処理】

中間処理施設や最終処分場については，県や

関係機関との調整を図りつつ，広域的な処理の

検討を進めます。

廃棄物対策課 ・関連施策として，新可燃ごみ処理施設建設 実施中 ・神栖市との広域処理により現在のRDF方式から焼却方式

への転換について新施設の建造を基本とした事業化の協議を

行っている。

方針

【ごみ処理】

ごみの分別収集をさらに推進して再資源を活用す

るため，リサイクルプラザ等の整備を図ります。

廃棄物対策課 ・衛生センターリサイクル施設（平成21年7月）建造供用

開始

完了

実現に向けて 下水道の整備は，個々の下水対策事業の調整

を図りながら，事業効果の高い地区を優先的に

整備するなど，効率的な事業の推進を図ります。

下水道課 ・汚水管渠等の整備を計画的に進め，公衆衛生の向上・

生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全，資源循

環型社会の形成に取り組んでいる。

整備箇所については，費用対効果を考慮し，計画区域

内における住宅地建設箇所や要望箇所を優先に進めてい

る。

実施中 ・汚水管整備事業を計画的に進めながら，加入促進活動

等を展開し，より一層の水洗化率の向上に努めていく。

実現に向けて 公共下水道整備区域以外の区域においては，

合併浄化槽の普及を進め，既存集落の環境整

備に努めます。

環境政策課 ・浄化槽設置整備事業を実施，鹿嶋市循環型社会形成

推進地域計画を5箇年ごとに策定している。

・水質浄化を目的として，浄化槽設置者に対し，助成を

行っている。

実施中

実現に向けて 市街化区域においては公共下水道整備事業を

積極的に推進し，浸水防除に努めます。

下水道課 ・下水道所管の雨水幹線排水路を定期的に巡回点検す

るとともに，浸水被害の低減と解消を図るため，当該施設

の維持補修を随時実施している。

実施中 ・昨今における局地的豪雨等により降雨量の増加が見込まれ

ることから，施設の予防保全と機能強化を図るとともに，流

下機能の確保に努める。

道路建設課 ・道路排水区域を中心とした雨水排水整備事業により，

事業を実施している。

実施中 ・要望により，順次対応しているが，流末排水の有無が課題

である。

実現に向けて 遊休土地の活用を図り，緊急時に備えた調整池

の整備を行います。

道路建設課 ・雨水排水整備事業によるが，現在計画されている調整

池は無い。

完了 ・新たな計画が出てきしだい，対応していくが，用地買収が

確保が課題。また，土地改良区内の整備が関連する為，

関連部署の対応も必要となる。

実現に向けて 市街化調整区域の幹線排水整備については，

道路整備計画及び排水整備計画により整備に

努めます。また，流末が整備されていない幹線道

路は優先的に整備を進めます。

健康で快適な生活が

過ごせる供給処理施

設の充実

6.市民生活を支える施設

の基本方針
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

交通防災課 ・地域防災計画に定めている。 実施中 ・地域防災計画については適宜加除・修正を行う。

都市計画課 ・平成19年に区域指定エリア内について，土砂災害警戒

区域を除外する変更を行い，防災に配慮した土地利用の

規制を行った。

・H25造成宅地活動崩落緊急対策事業実施。

・H27には大規模盛土造成地マップを作成，公表し土地

利用の誘導を図っている。

・開発許可制度により，宅地の安全性を規定している。

完了

港湾振興課

道路建設課

・管理者は茨城県。港湾区域（港湾課）とそれ以外（河

川課）で管轄が異なる。港湾区域内について記載する。

・北公共埠頭の後背の防潮堤については，茨城県において

平成２６年９月に工事着手し，平成２８年５月に整備

が完了した。平井海岸の防潮堤については，平成28年よ

り調査・検討が進められ，茨城県により令和2年度から工

事が開始されている。

実施中

施設管理課 ・地域間のバランス等を考慮し計画的な都市公園の配置に

努めている。

実施中

道路建設課 ・幹線道路整備事業などにより，整備を行っている。 実施中 ・狭い道路については，用地買収を伴うので，費用や時間を

要することが課題である。

交通防災課 ・地域防災計画に定めている。 実施中 ・地域防災計画については適宜加除・修正を行う。

道路建設課 ・幹線道路整備事業などにより，整備を行っている。 実施中 ・幹線道路の整備については，用地買収を伴うので，費用や

時間を要することが課題である。

交通防災課 ・地域防災計画に定めている。 完了 ・地域防災計画については適宜加除・修正を行う。

道路建設課 ・狭あい道路の整備により，解消を図っている。

・市道0102号線整備事業は整備済みである。（令和2

年6月30日開通）

実施中 ・用地交渉の進捗が図られ，今後完了に向けて工事を行っ

ていく。

交通防災課 ・地域防災計画に定めている。 実施中 ・地域防災計画については適宜加除・修正を行う。

実現に向けて 災害時非常用井戸（防災井戸）の整備を促進

します。

交通防災課 ・鹿嶋市内に33基整備済みである。 完了

交通防災課 ・地域防災計画に定めている。 実施中 ・地域防災計画については適宜加除・修正を行う。

都市計画課 ・H8に準防火地域の指定を行っている。 完了

実現に向けて その他の地域においても，屋根を不燃材料で造

る等の指導に努め，火災の延焼防止を図ります。

都市計画課 未着手 ・現在は建築基準法22条地域等の指定は行っていないた

め，未実施

・今後の課題として，必要に応じて建築基準法第22条の区

域の指定等について検討が必要である。

廃棄物対策課 ・茨城県海岸管理規則（茨城県規則第35号，昭和37

年3月31日）

未着手 ・海岸保全区域の指定は茨城県の所管であり鹿嶋市の海岸

は全体的に指定区域となっているが，県条例により土石の採

取，掘削等については許可制となっている。

市では土採取条例を制定しているが，規定により適用しな

い。

方針 延焼火災，山崖崩れ，津波及び建物倒壊等か

ら避難者の生命を保護するため，避難所の整備

を行います。

交通防災課 ・避難所として，41箇所を指定している。 実施中

方針 身近な避難所の機能が損なわれるような災害を

考慮し，地区によっては避難所に加え，さらに規

模の大きい広域避難所の必要性について検討を

行います。

交通防災課 未着手 ・平成25年に改訂された地域防災計画において，避難想定

人よりも収容可能人数の方が上回っていたため。

教育施設課 ・学校，公民館等，公共施設の耐震化 完了 ・学校及び公民館等の耐震化は完了している。避難所となる

学校体育館の落下防止対策工事を実施し，より安全な環

境整備が求められている。

都市計画課 ・H27鹿嶋市耐震改修促進計画改定 完了

施設管理課 ・高松防災公園の整備を実施している。

・既存施設については，適切な維持管理に努めている。

実施中

道路建設課 ・高松地区に防災公園を整備済みである。 完了 ・防災拠点となるような新たな都市公園の整備計画はない

が，今後予定する都市公園整備においては周辺の環境や近

隣の状況，現地状況等も踏まえ，災害時の避難地としての

整備が必要かどうか，防災施設の設置と併せて判断してい
方針 災害応急活動の中枢拠点として，地域の防災

活動拠点を整備するとともに，災害現場での災

害応急活動を行う地区拠点の整備に努めます。

交通防災課 ・卜伝の郷運動公園を新たに避難場所として指定した。 実施中 ・今後も適宜整備に努める。

実現に向けて 避難所までの距離がやや遠くなる大野区域につい

ては，集落ごとに集会所，公民館等を一時避難

所に指定し，これを経由して避難所へ避難する

二段階の避難体制とします。

交通防災課 ・集会所・公民館を指定緊急避難場所として指定した。 完了

実現に向けて 避難施設・場所については，避難時に誰もが利

用できるようにバリアフリー化を進めます。

交通防災課 ・地域防災計画に定めている。 完了

施設管理課 ・高松防災公園の整備を実施している。

・既存施設については，適切な維持管理に努めている。

実施中

交通防災課 ・避難所となる各公民館に防災倉庫（14ヵ所）整備して

いる。

実施中 ・設置位置などを検討しながら継続して取り組む。

方針 災害発生時の緊急活動を支える幹線道路や地

域住民の避難路となる道路は，その効果が著しく

緊急性の高いものから整備を促進します。

方針 幹線道路，都市公園，防災遮断緑地，河川

等による延焼遮断空間の確保に努めます。

方針 高潮から海岸あるいは海岸保全施設を防護しま

す。

方針 防災に配慮した土地利用の規制誘導を図りま

す。

防災に配慮したまちづ

くり

7.都市防災に関する基本

方針

方針 狭い道路が多い地区や木造密集市街地など消

防活動の困難が予想される区域においては，街

路事業や面的整備等により，防災上危険な市

街地の解消に努めます。

実現に向けて 防護すべき海岸区域は海岸保全区域として指定

し，土石の採取，掘削，その他の行為を制限又

は禁止する等の措置を講じます。

実現に向けて 建築物が密集し火災により多くの被害が生じる恐

れのある地域や，公共施設等重要施設が集まっ

ている地域，あるいは幹線道路沿いの商業施設

等が連たんする地域などについては，防火地域及

び準防火地域の指定を行い，耐火建築物または

防火建築物の建築を促進します。

避難所・防災活動拠

点の整備

7.都市防災に関する基本

方針

実現に向けて 災害応急対策施設の整備を行い，公園等の防

災機能の一層の充実を図ります。

方針 防災拠点や避難地として利用できる都市公園，

緑地等の整備を進めます。

方針 災害時に避難所として利用される学校，公民館

（まちづくりセンター）などの公共施設の耐震性を

高めていきます。また，民間の建物についても耐

震補強に対する指導や支援を行い，安全性の向

上を図ります。
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施設管理課 ・道路，橋りょうの維持管理について，常に良好な状態が

保てるよう日常的に取り組んでいる。

実施中

道路建設課 ・市道で完了していないのは，0105号線の輸送に影響の

ない一部歩道のみ。国県道については，完了している。

完了 ・緊急輸送道路の計画に，変更がある場合に検討していく。

方針 鉄道については，線路建造物の災害に伴う被害

が予想される高架橋・橋梁・盛土・土留・トンネル

等の定期的な検査を行い，防災強度を把握

し，その機能が低下しているものは，補強・取替

え等の事業を推進するよう関係機関へ要請しま

す。

施設管理課 ・橋りょう等については，5年に1度の点検により状態を確認

するとともに，必要に応じて修繕を実施している。

実施中

施設管理課 ・河川維持管理について，常に良好な状態が保てるよう日

常的に取り組んでいる。

実施中

交通防災課 ・関係機関等と合同パトロールを実施している。 実施中 ・今後も継続して実施する。

水道課 ・緊急時給水拠点確保等事業【補助事業】 実施中 ・今後の課題としては，補助率の低下による予算確保への対

策を図る必要がある。

下水道課 ・持続可能な施設の運用を図るため，耐震化・長寿命化・

更新計画等を策定し，汚水処理及び雨水対策機能の維

持・確保に取り組んでいる。

実施中 ・引き続き計画的な耐震化・長寿命化・更新等を進め，予

防保全に努めることにより，下水道施設の機能強化を図る。

交通防災課 ・地域防災計画に定めている。 実施中 ・地域防災計画については適宜加除・修正を行う。

方針 災害時にとりかわされる多種多様な情報を扱うコ

ミュニティＦＭ等の情報通信ネットワークの形成・

強化を図ります。

交通防災課 ・視覚・聴覚障害者から要望があった場合において，個別

受信機の貸し出しを行っている。

・全国瞬時警報システムを活用し，瞬時に市民に対し情

報を発信する。

・ＦＭカシマの割り込み放送

・各種メディアと，災害時における放送要請などに関する協

定締結を行う。

実施中 ・継続して貸し出しを実施しながら，新たな伝達方法について

も検討する。

・有事に備え，適切な維持管理を行う。

・災害時に必要な協定の締結を進める。

施設管理課 ・河川維持管理について，常に良好な状態が保てるよう日

常的に取り組んでいる。

実施中

交通防災課 ・年に１度，霞ヶ浦河川事務所・茨城県河川課・消防

署・市で合同巡視を実施している。

実施中 ・今後も継続して実施し，現状の把握等に努める。

実現に向けて 災害時の通信は防災行政無線等の無線通信を

基本とし，コミュニティＦＭ等の様々なレベルの情

報通信手段の活用を図ります。

交通防災課 ・視覚・聴覚障害者から要望があった場合において，個別

受信機の貸し出しを行っている。

・全国瞬時警報システムを活用し，瞬時に市民に対し情

報を発信する。

・ＦＭカシマの割り込み放送

実施中 ・継続して貸し出しを実施しながら，新たな伝達方法について

も検討する。

・有事に備え，適切な維持管理を行う。

方針 災害応急対策に必要な物資，その他応急措置

を実施するための緊急輸送を円滑に行う道路，

橋梁は，平時から危険箇所及び迂回路を調査

して逐次改良及び補修を実施するよう努めます。

重要な都市基盤等の

機能強化

7.都市防災に関する基本

方針

方針 河川の管理施設等の防災性の点検や，防災性

向上の検討を行い，適切な対応策を実施しま

す。

実現に向けて 地震や河川増水による水門，樋管，堤防等の

被害のために浸水等の災害が懸念される箇所に

ついては，緊急に河川構造物の改修・改良を行

うとともに，定期的に河川の巡視を行います。

方針 電力，電話，ガス，上・下水道等のライフライン

施設については，施設ごとの設計指針に基づく構

造の強化及び代替性の確保，幹線系統の多重

化等被害軽減のための諸施策を実施し，被害を

最小限に止めるように万全の予防措置を講じま

す。
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方針 災害時の緊急輸送道路を指定・整備し，緊急

時の道路の確保や，車輌の調達体制及び緊急

通行車輌，船舶等の調達体制の整備を図りま

す。

交通防災課 ・Ｈ30年に改訂を行った地域防災計画に，国道51号線・

国道124号線・一般県道粟生木崎線・一般県道鹿島港

線・鹿嶋私道0210号線・臨港道路（鹿島港）外港公

共１号線・主要地方道茨城鹿島線・一般県道荒井行方

線・一般県道須賀北港埠頭線・鹿嶋市道0101号線・鹿

嶋市道0103号線・鹿嶋市道0105号線・鹿嶋市道

8010号線を指定している。

実施中 ・地域防災計画については適宜加除・修正を行う。

方針 災害発生直後から被災者に対し円滑に食料，

生活必需品及び飲料水の供給が行えるように，

物資の備蓄並びに市内の事業所と防災協定を結

び調達体制の整備を行います。

交通防災課 ・Ｈ22年から８箇所と協定を締結し，物資等の調達体制

の整備を行った。

実施中 ・今後も必要な協定の締結をすすめ，災害に備える。

方針 自力で避難することが困難な高齢者，乳幼児，

心身障がい者や日本語での災害情報が理解でき

にくい外国人などいわゆる災害弱者を支援する体

制の整備に努めます。

交通防災課 ・Ｈ30年に洪水ハザードマップを改正し，４ヵ国語対応

（日本語・英語・中国語・韓国語）にした。

・Ｈ25年に福祉施設と協定を締結し，福祉避難所の整

備を行った。

・出前講座等を行い，周辺に住んでいる要配慮者と一緒

に避難する等の啓発を行った。

実施中 ・ハザードマップについては適宜加除・修正を行う。

・福祉避難所として運用が可能な施設と協定を締結する。

・今後も継続して出前講座を実施し，避難に関する知識や

災害に対する備えに関する啓発を行う。

方針 消防力の充実強化，救助・救急体制の整備な

ど，消防対応力・救急対応力の強化を図ります。

交通防災課 ・Ｈ29年から女性消防団を採用し，対応力の強化を行

い，現在５名が入団している。

・消防団に対し小型通信機を配備し，現場での協力体制

の強化を行った。

・消防車両を年に２台ほど整備を行っている。

実施中 ・女性消防団員の確保をどのように進めるか。

・消防団に対し，必要な資機材の整備を行う。

保健センター ・災害時の医療救護についての協定締結（鹿島医師会）

・災害時の歯科医療救護についての協定締結（鹿嶋市歯

科医師会）

・災害時の二次救急告示病院における水の提供に関する

協定締結（小山記念病院）

実施中 ・実際に連携をどのように図っていくかが今後の課題である。

交通防災課 ・地域防災計画に定めている。 実施中 ・地域防災計画については適宜加除・修正を行う。

実現に向けて 緊急輸送道路として，国道51号，国道124

号，県道茨城鹿島線,県道荒井行方線，県道

粟生木崎線，県道鹿島港線を指定します。

交通防災課 ・Ｈ30年に改訂を行った地域防災計画に，国道51号線・

国道124号線・一般県道粟生木崎線・一般県道鹿島港

線・鹿嶋私道0210号線・臨港道路（鹿島港）外港公

共１号線・主要地方道茨城鹿島線・一般県道荒井行方

線・一般県道須賀北港埠頭線・鹿嶋市道0101号線・鹿

嶋市道0103号線・鹿嶋市道0105号線・鹿嶋市道

8010号線を指定した。

完了

実現に向けて 緊急輸送の中継基地となる臨時へリポートとし

て，鹿島中学校校庭，大野中学校校庭，高

松緑地公園，津賀城址公園，はまなす公園球

場，カシマサッカースタジアム東側駐車場を指定し

ます。

交通防災課 ・６ヵ所に加え，茨城県立鹿島産業技術専門学院を臨

時ヘリポートに指定した。

実施中 ・今後も必要に応じ指定を行い，臨時ヘリポートの確保に努

める。

実現に向けて 緊急物資等の大量輸送機能を果たし得るように

鹿島港の整備に努めます。

港湾振興課 ・鹿島港港湾計画において，港湾の機能が麻痺することを

回避し，緊急物資等の輸送基地，避難場所等として機

能できるよう，外港地区の岸壁において耐震強化を図るこ

ととなっており，平成25年に耐震機能を有した1バースが完

成している。残りのバースについても同様に耐震機能を有し

た形での整備が計画されている。

実施中

交通防災課 ・７ヵ所の臨時ヘリポート及び緊急輸送道路の指定を行っ

た。

実施中 ・今後も必要に応じ指定を行い，輸送ネットワークの確保に

努める。

道路建設課 ・国県道を中心とした緊急輸送道路となる幹線道路の早

期完成について要望を実施している。（毎年）

・市道0101号線を始めとした道路の拡幅の検討など。

実施中 ・国道５１号バイパス４車線化を始めとした，市内幹線道

路の要となる国道および県道の未整備箇所における早期完

成について，毎年要望活動を実施している。

・市道については，国道および県道の進捗状況を見極めて，

拡幅の時期等についての検討をしていく。

実現に向けて 初期段階で重要となる住民及び自主防災組織

による初期消火，救出，応急手当能力の向上

を図ります。

交通防災課 ・市民に対し，初期消火の啓発活動や火災報知器の設

置が義務付けられたことを出前講座等で啓発を行なった。

・自主防災組織においては，地区防災訓練を行った組織

に対し，補助金を配布する等意欲活性を図った。

・防災士の育成強化を行った。

実施中 ・今後も継続して出前講座等での啓発を行う。

・自主防災組織や防災士の育成を図り，発災初期の対応を

強化する。

方針 災害時の医療救護需要に対し，迅速かつ的確

に対応するため，平常時より市及び医療機関等

は医療救護活動への備えを図ります。

緊急体制の充実7.都市防災に関する基本

方針

実現に向けて 緊急輸送道路，港湾・漁港及びヘリポート等を

総合的に活用し，応急対策活動の拠点間を効

率的に結ぶ輸送ネットワークの整備を図ります。
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

方針 危険物施設の安全確保を推進するとともに，施

設全体の防災性能向上の確立を図ります。

交通防災課 ・消防署と連携を計り，安産確保に向けた取り組みを行

う。

実施中

交通防災課 ・県の補助金や鹿嶋市の一般財源を活用し，急傾斜地の

土砂崩れ防止を図った。

・出水期前に１回，潮来土木事務所・消防職員・鹿嶋市

職員で急傾斜地の巡視を行っている。

実施中

都市計画課 ・H25造成宅地活動崩落緊急対策事業実施した。 完了

方針 大震災等の災害時には，二次災害の軽減，防

止に努め，市民の安全の確保を図ります。

交通防災課 ・避難時の安全確保として，消防団による避難誘導を行

う。

実施中

実現に向けて 各危険物等取扱事業所等への災害に対するマ

ニュアル作成指導の徹底ほか，消防等関係機関

の施設立入検査の徹底を図ります。

交通防災課 ・年に１度，立入検査を実施している。

・マニュアルは作成済みである。

実施中

都市計画課 ・開発許可制度により，災害危険度の高い区域内につい

ては、開発を認めない旨を規定している。

実施中 開発計画のすべてを制限しているわけではない。

交通防災課 ・認めていない。 完了

実現に向けて 液状化による被害を軽減するため，締固め，置

換，固結等の有効な地盤改良に努めます。

区画整理事務所

道路建設課

・東日本大震災復興交付金事業として，市街地液状化

対策事業を実施している。

実施中 ・今年度完了予定。耐用年数等を見据えた今後の維持管

理などが課題。

実現に向けて 地盤，地質，地形等の調査に基づくデータを収

集・整理したデータベースを構築します。また，それ

を広く公開することにより，対策工法の必要性の

判断などに活用するとともに，データベースを利用

して，地域の災害危険度に関する調査を行い，

その結果を防災カルテや防災地図の形で公開しま

す。

都市計画課 ・揺れやすさマップの作成，公表している。

・平成27年に大規模盛土造成地マップを作成，公表して

いる。

実施中 ・今後の課題としては，様々な大規模災害が起こっている中

で，優先的に危険度に関する調査や対策が必要なもの選定

し，事前復興を進めていく必要がある。

実現に向けて 大規模かつ広範囲に被災した場合に，被害の発

生状況を迅速かつ的確に把握し，宅地や建物の

危険度判定を実施します。

都市計画課 ・応急危険度判定士，被災宅地危険度判定士の確保し

ている。

実施中

実現に向けて 急傾斜地崩壊対策事業を推進するとともに，災

害危険度の高い区域内の土地については，原則

として開発計画を認めません。

方針 地盤沈下や急傾斜地などの地盤災害防止対策

を進めます。

危険物・危険個所の

安全対策

7.都市防災に関する基本

方針
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これまでに実施した施策・事業等

大項目 中項目 項目 記載内容 担当課 ①名称／概要
②進捗

/状況
③未達成の事項・理由／今後の課題

方針 安心できる警備の配置に努めます。 交通防災課 ・警察に定期的な巡回パトロールの依頼及び自警団等との

合同パトロールを実施している。

実施中 ・継続して実施する。

方針 犯罪が起こりにくい生活基盤の整備を行います。 交通防災課 ・防犯カメラを10台設置している。（平成31年４月現

在）

実施中 ・継続して整備する。

方針 防犯意識の高揚に努めます。 交通防災課 ・安全・安心まちづくり鹿嶋市民大会や鹿嶋まつり，全国

地域安全運動キャンペーンを実施している。

実施中 ・継続して実施する。

実現に向けて 安心した日常生活が送れるように，適切な駐在

所の配置及び警備に努めます。

交通防災課 ・警察に定期的な巡回パトロールの依頼及び自警団等との

合同パトロールを実施している。

実施中 ・継続して実施する。

実現に向けて 自警団の設立を推進し，組織の育成と支援を行

います。

交通防災課 ・平成25年７月に木滝パトロール隊を設立。市内17自警

団（平成31年４月現在）

実施中 ・継続して実施する。

実現に向けて 人通りの少ない行き止まり道路の解消に努めま

す。

道路建設課 ・新しい市道の整備については，公共性，緊急性などを考

慮して整備を実施する。

未着手 ・市道の行止り道路の解消については，用地の確保やその交

渉が必要となり，工事などの整備費用と併せて，多くの予算

が必要となる。市では毎年多くの要望を受けているが公共

性，緊急性などを考慮して整備を実施しているため，通りの

少ない行止りの道路については，整備に至らないのが現状で

ある。

実現に向けて 地域との連携を密にし，計画的な防犯灯の整備

を進めます。

交通防災課 ・鹿嶋市防犯灯LED化事業　市内防犯灯5,722基（平

成30年12月現在）

実施中 ・設置後の管理が今後の課題となる。

実現に向けて 通学路周辺などの雑草は，地権者の理解や地

域の協力を得ながら定期的に除去に努めます。

施設管理課 ・土地管理者に対し，土地の適正な管理をお願いするとと

もに，市道清掃報奨金制度の活用等により地域ボランティ

アへの助成を実施している。

実施中

実現に向けて 各種団体と連携し，きめの細かい地域巡回パト

ロールなど，防犯活動の促進を図ります。

交通防災課 ・各自警団による巡回パトロール，青色防犯パトロールを

実施している。

実施中 ・継続して実施する。

実現に向けて 子どもたちを犯罪から守るため，「こども110番」へ

の協力や普及に努めます。

交通防災課 ・各種団体による登下校時の立証活動を実施している。こ

ども110番の家　736件

実施中 ・継続して実施する。

実現に向けて 様々な機会や手段を通じて，子どもから大人まで

含めた市民への防犯意識の啓発に努めます。

交通防災課 ・安全・安心まちづくり鹿嶋市民大会や鹿嶋まつり，全国

地域安全運動キャンペーンを実施している。

実施中 ・継続して実施する。

犯罪のない住み良い

まちの実現

7.都市防災に関する基本

方針
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