
 

市民交流(歴史資料)館に関する意見交換会 次第 

 

日時：平成３０年９月２７日(木)１９時から 

場所：鹿嶋市商工会館３階 

日時：平成３０年１０月３日(水)１９時から 

場所：大野ふれあいセンター多目的ホール 

 

 

１．市長挨拶 

 

 

 

２．配布資料の説明 

・資料１  市政懇談会の資料説明 

別紙１ 想定していた施設イメージ（施設の機能・役割） 

別紙２ 中心市街地活性化イメージ 

・資料２  市政懇談会意見概要 

・資料３  コストの試算 

 

 

３．意見交換 

（参考テーマ） 

① 白紙とした複合施設は必要か。 

② 鹿島神宮周辺の賑わい創出に一定の効果が見込めるか。 

③ 施設の機能，規模等について。 

 

 

 ４．市民交流(歴史資料)館に関するアンケート 

 

 

 

５．その他 
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宮中地区賑わい創出事業の取組と市民交流(歴史資料)館整備について 

 

１ 歴史資料館検討の経緯 

 H26 年度 ・関鉄跡地利用基本構想の策定 

 H27 年度 ・鹿嶋市歴史資料館整備基本計画の策定に着手（次年度へ繰越） 

H28 年度 ・鹿嶋市歴史資料館整備基本計画（案）の作成 

（財源検討 → 国の補助金がないと実施は困難 → 面的計画策定が必要） 

※神宮周辺地区の賑わい創出が第１の目的。歴史資料館は賑わいを創出

させる主要事業の一つとして計画に盛り込むこととする。 

・権利者理解が得られることを前提に，面的計画策定の取組を提案。 

（11/28 議員説明，11/29 権利者説明，11/30 関係団体説明） 

→多数の理解が示されたため，次年度より計画策定に取組むこととする。 

・鹿嶋市歴史博物館・歴史民俗資料館等の建設を推進する会より，8,445

名の署名を添えて市長と議会に建設の要望書が提出される。（11/24） 

・第４回鹿嶋市議会定例会で，鹿嶋市歴史博物館・歴史民俗資料館等の建  

設に関する請願が採択される。 

H2９年度 ・中心市街地活性化基本計画（面的計画）の策定に着手。 

      ・中活計画検討委員会で計画案を検討し素案をまとめる。 

      ・歴史資料館の計画が白紙となる（市民にイメージが伝わっていなかった） 

H30 年度 ・施設のあり方を含めて市民の意見を伺い，年度内を目途に市民交流館（歴

史資料展示併設施設）の方向性を示す予定。 

      ・本年度中を目指していた中活計画の内閣府認定は１年程度先送りとする。 

 

２ 歴史資料館整備と中心市街地活性化基本計画の関係 

 (1) 検討していた歴史資料館のイメージ（別紙１のイメージ図参照） 

   単なる歴史資料館ではなく，交流センター（市民交流の場や参拝客への観光・特

産品をＰＲ）の機能を併設させた施設を想定していた。 

当該施設は神宮周辺に賑わいを創出する主要事業の一つとして検討していたが，

歴史資料館の市民イメージが強く，維持管理負担も誇張される傾向だった。 

 (2) 中心市街地活性化基本計画（別紙２の基本計画の素案参照） 

   神宮周辺には多くの参拝客が訪れているが活性化につながっていない。中活計画

は，ハード・ソフト事業を関連付けて市民や参拝客を街なかに誘導し，行政と事業

者が連携を図りながら地区の活性化を図る計画である。 

中活計画の認定を受けることで国の補助金を活用できるようになる。国体，オリ

ンピック開催を控えた賑わいを創出する絶好の機会であり，観光産業の充実化を含

めて地方創生の推進に寄与すると判断した。 

        資 料 １ 

平成３０年 市政懇談会説明資料 

関鉄跡地を活用して神宮周辺を活性化させようとし

たもの。交流機能を備えた歴史館を整備し，周辺区

域に賑わいを波及させようとする構想となった。 

関鉄跡地活用の観点から，

神宮との連続性を創出す

るための再開発や，ソフト

事業，まちづくり会社の設

立を提案。 

宮中賑わいの取組は継続し

て進めている。本年度は地

方創生推進交付金や都市再

生整備事業を実施する。 イメージ図では

１階が歴史資料

館機能と観光情

報発信機能。 

２階が市民交流

機能と子育てｻ

ﾎﾟｰﾄ機能。 

屋上がふれあい

交流と公園機能 

歴史資料館は過去にも検討されていた。 

鹿島神宮周辺活性化事業と同じ 歴史館だけが伝えられていた。 

交流館も併設した複合施設であった。 

建設の是非について 

施設整備の有無を踏まえた計画とする 

維持管理費 1.6億円は最大限の額。 

5,000～6,000万円程度を見込む。 
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３．計画検討の背景 

(1) 鹿島神宮に関する市民意識 

第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画策定のための市民意識調査（H28 年 1 月）で，

「あなたにとって鹿嶋市の魅力として誇れるもの，大切にしたいものは何ですか。」と

の設問で，67.7%の市民が「鹿島神宮をはじめとする歴史環境」と答えている。 

二番目は「鹿島アントラーズのホームタウンとしての鹿嶋市」で 45.9%。 

このアンケート結果から，市民の約７割は鹿嶋の顔は鹿島神宮と考えている一方で，

鹿島神宮を観光産業に活かすことや，区域の活性化を望むなど，現在の鹿島神宮周辺

の状況に満足していない意見が多く寄せられている。 

  (2)歴史資料館建設を計画した背景 

➢鹿嶋の歴史を知らない市民は多い。全国に誇れる鹿嶋の歴史を市民や子供たちに認

識してもらい，故郷に誇りと愛着を持ってもらいたい。鹿嶋に移り住んだ家族も，

鹿嶋で生まれ育った子どもたちにとっては鹿嶋が故郷。進学や就職などで鹿嶋を離

れることがあっても，やがては故郷に戻ってきてもらいたいという想い。 

➢全国に誇れる歴史があるにも関わらず，市の歴史を紹介する施設がない。過去にも

計画が検討されてきたが実現に至らなかった。 

➢鹿島神宮で宝物館の移設が計画されている。市が整備する施設と神宮宝物館の連携

を図ることで，より効果を高められる。鹿嶋の歴史は鹿島神宮に始まり，神宮を中

心にその歴史が培われてきた。 

(3)宮中地区賑わい創出事業の取組の背景 

 ➢鹿島神宮には多くの参拝客が訪れているにも関わらず，経済活性化に活かされてい

ない。 

 ➢鹿嶋の顔にふさわしい活気と活力のある雰囲気を取り戻したい。 

➢市民や観光客に鹿嶋の歴史や特産品等をＰＲし，経済活性化につなげたい。 

  ➢市の特産品をＰＲするには，多くの観光客が訪れる場所が効果的。 

➢区域を活性化するには商業活性化が必要。市が事業者支援を行い民間活力の増大を

図りたい。（空き店舗等の解消） 

➢観光・交流機能を備えた歴史資料館の整備は，参拝客等を街なかに呼び込む効果を

期待する施策の一つ。 

 (4)中心市街地活性化基本計画検討の背景 

➢上記(1)～(3)により，中心市街地活性化基本計画の策定に着手した。 

➢中活計画の目的は，「経済活力の向上」と「都市機能の増進」である。計画に様々な

ハード・ソフト事業を関連付けて盛込み，市民・行政・民間事業者が同時期に役割

を遂行し活性化を推進する。 

➢計画が内閣府から認定を受けることで，国の補助制度を活用することが可能となる。 

➢国体・オリンピックの開催を控え，鹿嶋の顔である鹿島神宮周辺に，かつての賑わ

いを取り戻す。観光産業の活性化と地方創生の絶好の機会である。 

二次的な効果として，施設が整備されれば滞在時

間の増加により飲食機会も増加する。参拝客の利

用を含めて活性化にも寄与する。 



■歴史資料展示機能を備えた市民交流館のイメージ図　【２階建て，屋上活用の例】

歴史資料展示室のイメージ キッズランドのイメージ 多目的ホールのイメージ

１階 ２階 屋上

観光ブースのイメージ 特産品ブースのイメージ 交流ラウンジのイメージ ボランティア室のイメージ 屋上遊園のイメージ

歴史資料展示 

玄関・階段 

ホール・トイレ 
事務室等 

観光・特産品・交流ラウンジ 

階段・ホール 

トイレ 

キッズランド 

歴史・観光 

ボランティア 

コワーキング 

スペース 

多目的ホール 

屋上遊園 

階段・ホール 

トイレ 

歴史資料館の機能 

観光情報発信等の機能 

子育てｻﾎﾟｰﾄの機能 

市民交流の機能 

ふれあい交流の機能 

公園の機能 

諸証明書交付機 
行政窓口の機能 

別紙１ 



【参考資料】中心市街地活性化基本計画の素案（未決定・検討中）

鹿島神宮宝物館の整備（協議中） 

※位置未定 

地権者協議要 

※実施未定 

地権者協議要 

市の施設が建設されない場合，

宝物館は神宮境内地内に建

設される可能性が高い。 

白紙となる。 

別紙２ 



H30.9.27鹿嶋市商工会館
H30.10.3大野ふれあいセンター

■市政懇談会で出された交流館・歴史資料館複合施設に関する意見について

【意見の要旨】
・全体計画について
　⇒しっかりとした計画作りを，回遊性を求む，ガイド育成を

・施設の計画について

・施設の機能について
　⇒レストラン併設を望む，交流スペース増を望む，はまなす公園の歴史展示スペースも活用を，
　　祭り映像の展示を，鹿島開発の展示を，駐車場の最大料金の導入を

・施設の経費について
　⇒寄附の活用を

・その他
　⇒歴史教育の導入を，大野地区の賑わい創出を，タウンマネージャーの募集要件が狭くないか

【質疑応答要旨】
Q.計画エリアの変更経緯や神宮宝物館との関係性は？

　A.建設地は，宝物館と連携を図っていける場所が効果的であると考えている。

　　 鹿島神宮は宝物館の建て替えを急いでいる。

Q.国の補助制度の活用は？

　A.事業費は，約4割を国補助，残り6割の90%を起債，全体の6%が一般財源となる。

Q.施設の観光客・市民の関わりは？

　   学ぶことができる教育施設としたいと考えています。

Q.地権者説明の実施状況は？

　A.8月に一度実施し，今後計画の進捗状況に併せて実施していく予定です。

Q.維持管理費の想定は？

　A.維持管理費は，大野ふれあいセンターを参考に人件費を含め5～6,000万円を想定している。

※市政懇談会での意見総数９９件の内，中心市街地活性化に関する意見が２０件

※中心市街地活性化に関する意見２０件のうち，内容ごとに１件を再分割しています。

　⇒五ヶ町の意見反映を，建設地の再検討を

　A.休日は観光客，平日は地域の方に利用していただき，子供たちには，歴史資料など現物を見せながら

9 件
8 件

7 件

5 件

0 件

2 件

4 件

6 件

8 件

10 件

計画推進 内容質問 計画提案 機能提案

市政懇談会における中心市街地活性化に関する意見

資料２



H30.9.27　鹿嶋市商工会館
H30.10.3　大野ふれあいセンター

施設整備費（イニシャルコスト）の試算

■公開承認施設としない場合を想定

種別 数量 単位 単価（円） 金額（千円）

土地取得 2,000 ㎡ 30,000 60,000

新築工事 2,000 ㎡ 385,000 770,000 　大野まちづくりセンター整備の実績

外構工事 1,000 ㎡ 16,000 16,000 【延べ面積】： 2,689 ㎡

1 式 48,000 平成23年竣工

2,000 ㎡ 40,000 80,000

974,000 解体工事費 168,712 千円

収蔵庫 特別収蔵庫 0 ㎡ 360,000 0 本体工事費 1,145,739 千円

一般収蔵庫 250 ㎡ 180,000 45,000 外構工事費 69,153 千円

45,000 設計管理費 19,911 千円

常設展示室 300 ㎡ 360,000 108,000 合計 1,403,515 千円

特別展示室 100 ㎡ 300,000 30,000 解体費除く合計 1,234,803 千円

50 ㎡ 120,000 6,000 ㎡単価 459 千円

113 ㎡ 120,000 13,560

1 式 30,000

187,560

基本設計 1 式 19,491 　459千円/㎡×2,000㎡＝

実施設計 1 式 45,479 918,000 千円

施工監理 1 式 30,470

基本設計 1 式 14,040

実施設計 1 式 14,040

施工監理 1 式 8,520 　459千円/㎡×1.22×2,000㎡＝

132,040 1,119,960 千円

1,338,600

年間管理運営費（ランニングコスト）の試算
■指定管理で公開承認施設としない場合を想定

55,500

館長，協働部門2名，
学芸部門1名，管理部門1
名
　計5名×4,000,000円

4名×2,000,000円

研究費，調査費，資料
費等

大野まちづくりセンター
の例を参考
（延床面積2,689㎡）

年2回×1,000,000円

年2回×500,000円
ﾘｰﾌﾚｯﾄ，ﾁﾗｼ，博物館
ﾆｭｰｽ，ｲﾍﾞﾝﾄ印刷物×各
4回

(※1)実績単価と計画面積により算出
した事業費

(※2)年2%の物価上昇を見込んで算出
したH33年度時点での見込み事業費

算定根拠

合　　計

維持
管理費

16,000

21,500

展示

設計等

建築

小　計

観光案内ｶｳﾝﾀｰ，観光
情報ｺｰﾅｰ，特産品ｺｰ

飲食ｺｰﾅｰ

サイン

展示
販売

展示

小　計

収蔵庫

小　計

工種

建築

建築

館内情報ｼｽﾃﾑ

備品

小　計

小　計

合　　計

20,000

参考

人件費

事業費

支出項目 金額（千円）

8,000

28,000

500

2,000

1,000

2,500

6,000

5,500

イベント運営事業費

宣伝広告・印刷費

小　計

光熱水費

維持管理事務費

職員人件費

パート人件費

小　計

調査研究事業費

企画展事業費

備考

　現在の市担当職員等の配置や市民
学芸員（歴史ボランティア）の協力によ
り，更なる経費節減の可能性が考えら
れる。

　実施事業の回数や規模により変動
する。

　計画施設の規模は約2,000㎡で，大
野まちセンより若干小規模。

資料3



意見交換に参加してみて，次の事項についてご自身の考えに近い番号に○をご記入ください。

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

　③鹿嶋の歴史を知り，後世に残し伝えるべきと思いますか？

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

　⑤交流館や歴史文化施設ができれば鹿島神宮周辺の活性化に役立つと思いますか？

1 2 3 4 5

　⑥鹿島神宮周辺を活性化するには，何が必要と思いますか？【２つまで回答】

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13

）
街並み景
観を整える

自由意見記載欄

子供や高齢者
が集う施設

観光交流
関連施設

神宮宝物館を
境内地の外に誘致

　その他
（内容記載：

体験型店舗
を設ける

飲食店を
増やす

タレントショッ
プの誘致

歴史文化
関連施設

役立つ

定期的なイベント
開催施設(広場)

役立たない あまり
役立たない

わからない

そう思う

　④平成28年の意識調査では，市の魅力として誇れるもの大切にしたいものとして，67％
　　の市民が「鹿島神宮等の歴史環境」と答えていました。
　　あなたは，現在の鹿島神宮周辺区域の状況をどう思いますか？

食べ歩き
フードの販売

今のままで
良い

今のままで
しかたない

わからない

ある程度
役立つ

土産物店を
増やす

できれば活性化
したほうが良い

ぜひ活性化
すべき

地場特産品
の販売

そうは
思わない

どちらかとい
うと思わない

わからない ある程度
思う

市民交流（歴史資料）館に関するアンケート

平成30年9月27日（木）　鹿嶋市商工会館

平成30年10月3日（水）　大野ふれあいセンター

　①あなたは，鹿嶋市が鹿島神宮を中心に門前町として栄えてきたことや，その後に鹿島
　　開発により発展してきたことを知っていますか？

あまり
知らない

聞いたこと
がある程度

神宮中心に栄えた
経緯は知っている

鹿島開発の経緯
は知っている

良く知っている

　②国は観光産業に力を入れていますが，鹿嶋市の歴史観光を充実することについてど
　　う思いますか？

充実する
必要なし

充実の必
要は少ない

わからない ある程度は
充実すべき

充実させ
るべき


