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鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会【第１回審議部会】 議事録 

平成 29年 10月 16日 13:30～ 

鹿嶋市商工会館 2階会議室 

 

○開会 

（略） 

○部会長挨拶 

本日は悪天候の中、お忙しい中お集まり頂き有難うございます。本日は協議事項が多いの

で皆様のご協力をお願いしたい。 

 

○委員等紹介 

事務局）前回の全体会では自己紹介の時間が設けられなかったので、ここで自己紹介と中

心市街地活性化と賑わいづくりに向けたお考えを一言いただければと思います。 

副部会長）女性の立場から意見を述べたいと思います。 

委員） 当行の北関東全域に広がるコネクションを活用して頂ければと思う。 

委員） 後ほど質問等させていただければと思います。 

委員） 何年か前に※※先生とともに門前の活性化の勉強会に参加したが、その成果が出

たかどうか疑問。鹿島神宮門前は育った場所なので活性化していけばと思っている。 

委員） 市街地活性化に向けてしっかり学習していきたい。 

委員） 大きなプロジェクトに参加させて頂き緊張している。色々勉強させて頂きたい。 

委員） 歴史ある門前町を活性化させるのは難しい問題。皆さんの意見を頂きながら進め

て行きたい。 

委員） 

委員） このような席に出るのは初めてなので、学習して意見が言えるようにしていきた

い。 

委員） 門前の整備についてはこれまで何度も検討を重ねており、その度中途半端に終わ

っている。参道整備については一定の成果があったと考えているが、道路管理者の

県に言わせるとせっかく整備したのに夜に歩いている人がおらず閑散としていると

指摘されている。この参道は当時最も参道らしくない参道と言われた。参道だけは

できたが、その他のことを検討していきたい。 

委員） この中心市街地活性化基本計画は古くからの歴史のあるものと新しいものを融合

させる形のものになるのではないかと考えている。みなさんと一緒に考えていきた

いと思う。 

委員） 急に出席が決まったので勉強させてもらいたい。 

委員） 施設整備で移転をする住民も出るということで期待と不安がある地区で責任が重

いと感じている。歴史博物館や資料館というのは、あまり使われない施設になりや

すい。機能を複合して地域の人が集い、憩う場にしていきたい。 

委員） 今回の計画では鹿島神宮の宝物館も関係してくる。市の施設とともにいい形にし
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ていければいいと思う。最近思うのはマスコミ、特にテレビの力。鹿島神宮カード

の関係で取材が多いが、放映されると次の日は参拝客が増える。一回来てくれた人

にリピートしてもらえるようなまちづくりをしていきたい。 

委員） 全体会には出られませんでしたので、本日が初めてとなります。今回の計画策定

は地元商業者にとって最後のチャンスだと考えている。鹿島神宮は永遠に続くでし

ょうが周りの商店はいつなくなるかわからない。意見を出し合って本当の活性化に

繋げたい。 

委員） 

委員） 市の委託でミニ博物館ココシカ、鹿嶋人ギャラリーの運営をしています。どうす

れば交流が増えるかという視点で活動している。 

委員） 市の方から素晴らしい提案がありましたが、商売が繁盛しなければ活性化にはな

らないし、人が来ても楽しんでもらえない。是非ともこの計画を成功させたい。 

事務局）コンサルタントを紹介します。 

コンサルタント）計画策定のお手伝いをさせて頂きます。 

 

○協議事項 

【協議事項 1：鹿嶋市中心市街地活性化計画策定予定について】 

【協議事項 2：鹿嶋市中心市街地活性化計画区域について】 

【協議事項 3：鹿嶋市中心市街地活性化の方向性について】 

事務局）資料一括説明（略） 

 

部会長）ここまでの説明を受けてご質問等あればお願いします。 

委員） 駅周辺が商業地域になっている。鉄道をもう少し利用しやすくしたい。バスは一

時間半で東京に行けるが、鉄道も同じぐらい便利にならないか。鉄道は定時性とい

う点でバスより有利だがこれだけ使われないといずれ廃止になる。電車を使う人が

増えれば駅が変わる。高架下利用等も合わせて JR東日本と協議してほしい。 

部会長）交通アクセスについての意見だった。事務局どうですか。 

事務局）市から JRに毎年要請しているが、なかなか実現しない。利用者が増えなければ本

数は増えないという鶏と卵の問題。鹿島神宮に多くの人が訪れる、あるいは駅の周

りにもっと人が住むような環境をまず作らないと難しい。引き続き JRへの要請は続

けていく。 

部会長）他に何か。 

委員） 3種の神器というのは皇室にあって、一般の目に触れるものではないが、鹿島神宮

にはそれに準じたものとして国宝に指定された布都御魂剣（ふつみたまのつるぎ）

がある。第一駐車場に宝物館を建てるという話があったが、国宝は境内にあるべき

ではないかと個人的には考える。第一駐車場は高齢者や障害者のための駐車場とし

て残してくれた方が良い。神宮と市の考え方を聴きたい。 

部会長）事務局と権宮司にお聞きします。 

事務局）これまで宮中賑わいづくりの検討の中で、街中を歩いて頂くことを目標として来
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た。そうした中、市としては宝物館を第一駐車場脇の市道に面した更地に作っても

らって、その隣に市の歴史資料館を整備するという提案をしている。第一駐車場は

イベント広場等として活用していくということもある。 

部会長）神宮はどうでしょうか。 

委員） 今説明があったような方向で調整を進めているところ。第一駐車場は整備したば

かりなのでそこに立てるのは無理かという話。三種の神器の話ですが、鏡は伊勢神

宮に、剣は熱田神宮に、勾玉は皇室にあるとされる。皇位継承の時はそれこれらが

継承されるが、熱田神宮の剣に次いで重要な剣が鹿島神宮に伝わっている。重要な

剣なので PRしておきます。 

基本計画のキャッチフレーズでいいものが他にあればという話があったが、これま

で策定して来た計画がいくつかあって、混乱して来たので、正式名称は「中心市街

地活性化基本計画」でいいが、すかっとしたわかりやすい副題があった方がいい。 

あと質問だが、この会議は宝物館や歴史資料館などのエリアを対象としているのか。

それとももっと広いエリアを対象としているのか。 

事務局）計画区域について説明しました。このエリアの中で賑わいづくりや商業、住宅施

策等を展開してエリア全体の活性化を推進するのがこの計画。賑わいづくりという

点では大町仲町が中心になってくるとは思う。 

委員） 区域が広すぎて、全体をやると事業が全然進まないのではないかと懸念する。 

事務局）ハード事業は大鳥居周辺に集中すると思うが、商業活性化などのソフト事業はも

っと広い範囲で展開しないと活性化は難しい。 

委員） 前回配布の別紙５の資料がハード事業の分布か。 

事務局）これについては市から一方的に提案したもので、審議を経たものではない。今後

皆さんで検討して頂きたい。 

部会長）スケジュールについてですが、これだけの内容を 11月に認定を受けるというのは

難しい。会議の形態も変えるべきではないかと副市長も心配しているようです。こ

ういった会合の時に意見をどんどん出してすり合わせをしていきたい。 

事務局）補足説明です。先ほどの別紙５の図については市が計画区域のうち一部を拡大し

たもので、ここで実施するハード事業を全体に波及させていこうということ。 

部会長）わかったような，わからないような。その他にあれば。 

委員） 宝物館を第一地駐車場の隣接地にというのは賛成。中心市街地には高齢者が増え

ていて、買い物困難問題が発生しており、今後深刻になる。大町は神宮とともに暮

らす人、仲町は旧鹿島町の生活の中心だった。仲町には生活に必要な店は揃ってい

たが、それがなくなった。仲町通りには高齢者が歩いて買い物に行けるような店が

必要。 

部会長）生鮮三品を含めた店ということですね。用地の手当てやどういう店がいいかとい

うこともこれから議論したい。 

アドバイザー）区域とスケジュールに関してはこれで良いかと思う。鹿嶋市は行政主体の

ハード事業についてはよくやっていると思うが、賑わい作りといったソフト事業、

とりわけ住民発意による地元主体の事業を行政がサポートするような取り組みが不
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足している。事務局の説明でもあったように空き店舗活用など、収益性の高い事業

がもっとあると思う。 

北品川の商店街に関わっているが、土地のポテンシャルが高いところは外部のデ

ベロッパーがマンションを建ててしまう。鹿島はそれほどポテンシャルは高くない

ことを利用して、適正な容積率で空地を絡めながら住居にしていくことはできると

思っている。学校も近くにあり歴史と文化が豊かな場所。近年は郊外のニュータウ

ンではなくてまちなかに住みたいという人も多い。 

例えば、以前から可能性があると思っていたが、もう自分では商売はやらないが

通りに面した部分は売るか貸すかして、奥にバリアフリー住宅を建ててそちらに住

む、３階建にして上階に住むといったことも考えられる。そのコーディネートをす

るような事業を実施すれば、地域にマッチしたまちづくりが進むのではないか。こ

のスケジュールの中でやるのが難しいとしても、継続的な取り組みが行われれば、

歩いて暮らせる、観光客が歩いてみたくなるまちにできる。その流れさえ作れば相

乗効果であとは早い。佐原然り、川越もそうだった。その立ち上がりをこの計画の

中でできるといい。基盤整備や大きいハード整備だけでは難しい。先ほども話があ

ったように住民のための施設を小さいものでも作っていくことが重要。その辺りを

うまく作っていければ全国に胸を張れる中心市街地活性化になると思う。 

部会長）ありがとうございました。町家を生かしたまちづくりという提案だった。この門

前町は祭りが盛んな場所だが、高齢化で外から人に来てもらってなんとかやってい

る状況。表には飲食店などの商店、奥には住居という町家の形態を復活して、新た

に住む人には祭りに参加してもらう。そのような形にしていった方が良い。祭りの

好きなファミリー世帯に住んでもらいたい。そういう人たちに商売の場を提供でき

るようなまちづくりをしていければ楽しい。長くなったので８分ほど休憩時間をと

って再開したい。 

 

（休憩） 

 

部会長）15:45くらいまでにまとめたいと思います。ご意見をまだいただいていない方にこ

ちらから回します。事務局より協議事項４について簡単に説明をお願いしたい。 

 

【協議事項 4：活性化のための施策として挙げられるものは何か。】 

事務局）資料説明（略） 

 

委員） 先ほどの※※委員からの提案はその通りだと思う。鹿嶋市が他の自治体と比べて

優位なのは 200 万人の参拝客がいるということ。この人たちがまちなかを回遊すれ

ば賑わいは取り戻せる。その賑わいを食で作るとすれば海産物やメロンか。地域産

品を食べられると思って来る観光客もいると思うが、食べられる場所がない。新鮮

な海産物を食べたり買ったりできるように。無料駐車場の近くに住んでいるのでわ

かるが、土日の参拝客は若い人、若い女性のグループ客かカップルが多い。 
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今日の「方向性」の資料を見て思ったのは、内容はもっともだがあまりにも欲張

りすぎていないか。もっと単純にしないと全てが駄目になるのではないかと懸念す

る。単純に 200 万人の参拝者にどう楽しんでもらうか、地元の人にもどうやって楽

しんでもらうか、何で楽しんでもらうかということに焦点を当てた方が良い。地元

の中高生の協力をもらって、若い人が多い観光客に対してニーズ調査をしたらどう

か。 

観光部会の議論で空き店舗が多いが貸してもらえないという話が出ている。※※

先生の話にもあったが、後継者がいない空き店舗で店舗部分を貸していいと言う人

がどのくらいいるかを調べたら。出店希望者のマッチングについては、当行のネッ

トワークで募集することもできる。リノベーションであれば初期投資は小さいので、

手をあげる事業者もいると思う。そういう所からスタートしてみては。 

部会長）今日は市役所から部長さんが二人来ています。行政の意見も聞きましょう。 

Ａ部長）委員の皆さんには中心市街地活性化の取り組みにご協力いただき感謝を申し上げ

る。市としてもこの事業をなんとか成功させたいということで、市長からは地元の

皆さんと手を携えて覚悟を決めてやるようにと言われております。個人的にも鹿嶋

で生まれ育ったので鹿島神宮や門前については強い思い入れを持っている。先日沖

縄の友人を連れて鹿島神宮を案内した所、神宮の森にいたく感動していた。我々市

民は日常的に訪れるのであまり意識をしていないが、外からくる人にはわかるよう

だ。鹿嶋市は海と湖（北浦）に挟まれ、緑が多いところがアメリカのシアトルに似

ていると言われたことがある。外からの視点で魅力を再発見するといい。 

友人につくばでガマの油売りの口上をやっている人がいる。その人が代表をして

いる NPO でコミセンを借りて地域の女性に手伝ってもらって蕎麦を観光客に振舞

っている（1.6 万食／年）。仲町や大町で何かをやっていく場合、民間のひとのそう

いったアイディアが重要になってくる。 

Ｂ部長） 委員の皆様には深く感謝いたします。私どもの部署は地域の経済を活性化させ

ることを目的とした部署であり、商工振興部は中心市街地活性化に最も関わりの大

きな部署です。私は今回の計画エリア内で育った。計画書案の冒頭に収められたか

つての商店街の写真は非常に懐かしい。参宮鉄道のバスターミナルは生活の拠点だ

った。仲町のスーパーマーケットにもよく行った。当時のまちの賑わいが昨日のよ

うに思い出される。このエリアにかつての繁栄を取り戻して活性化させたいという

思いはひとしお。中心市街地活性化のまちづくりについては終わりのない取り組み

で、常に見直しが求められるものと考えている。宮中周辺に活用されていない既存

ストックがある今こそ未来に向けた行動を起こすべき。取り組みの成果が現れる期

間を考えると、２０２０東京オリパラ大会までをめどとして集中的に施策を導入す

ることが必要。取り組むべき課題は多岐にわたり関係者も多い。委員の皆さんと緊

密に連携を図りながら総合的な視野を持って取り組んでいきたい。 

部会長）それでは、 

委員） 歴史資料館と宝物館は同じエリアにできるという話だった。若い人の意見を聞い

たら神宮に隣接して作っても意味がないと言われた。神宮の周りを歩かせるという
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ことを考えると城山公園に建てたらどうかと思う。中世には佐竹氏の居城があり、

その後鹿島城になったと言われている。城跡と合わせて歴史資料館を整備したらど

うか。歩くのが難しければ循環バスを走らせる等。 

これからは、個店が小売でやっていくのは難しい。道の駅のような共同店舗でそ

こに物をおいて売ってもらうという仕組みでないとやっていけない。 

空き家のマッチングの必要性については賛成だが、コーディネートする人が手間

と時間とお金をかけないといけない。後継者がいなくて高齢化が止まらないのであ

れば、貸して賃料を得た方がいいと思わせるようなコーディネートをしてほしい。 

※※生の意見にもあったが、歴史館は神栖の歴史民族資料館のような施設になら

ないようにしてほしい。観光客だけでなく、市民が定期的に訪れるような施設にし

ていきたい。生涯学習施設なども組み合わせた複合施設にして貸し館業務もできる

ように。市民の活動の場として使えるような施設にしてほしい。一回見たらもう行

かないような施設では市民から批判される。エリアの中に色々な施設や店が点在す

るようになれば、観光客も車を置いて歩いてみようという気になる。駐車場の整備

については神宮の協力もいただいて、まずは車で来やすくすれば、バスや電車でく

る人も増える。高速バスも神栖を回らない直行便ができるかもしれない。 

計画書の作り方だが、地図に主要な地点名を入れてわかりやすくしてほしい。あ

と、目標の数値目標をしっかり作った方が良いと思った。 

委員） みなさん真剣に取り組んでいるのがわかって感動した。一市民としてみたときに、

必要だと思うのは「小さい子どもが楽しめる施設」。神宮の周りには子どもが楽しめ

る公園がない。以前はまちなかに公共施設があったが、今は他所に移ってしまった。

歴史資料館を作るのであれば、図書館を併設すれば高齢の市民も使えるので良い。 

委員） 神幸祭の支え手がおらず、地区外の協力を得ながらやっと続けている。この問題

と空き家をうまく結びつけられないか。長く続く取り組みであれば少子高齢化対策

として、若い人に住んでもらうのが良い。 

委員） 税金を使うからにはプラスになる事業をやってほしい。 

部会長）副市長の方から何かありますか。 

委員） 資料にあります「神来のまちづくり」の時にも似たような議論をした。その後の

ことを考えると行政もだらしなかったが住民の方ももう少し建設的な意見と行動を

していただければと思う。私はお昭和 40年代に鹿島に来たが、その頃から祭りに参

加したかったが敷居が高かった。東日本大震災の後に初めて祭頭祭が公募制になり、

娘が参加することができた。人が足りなくなってからではなく、それ以前から広く

市民が参加できるような仕組みを作っておくべきだった。 

鹿嶋の蛤を食べるところがないのはもったいない。商工会の女性部で販売した時

はすぐに売り切れた。問い合わせも多い。桑名で蛤を食べたことがあるが、売って

いる蛤が鹿嶋産だった。 

行政としても観光振興が重要ということで広域 DMO を立ち上げることにしてい

る。なぜ観光かというと、観光で利益を生むことによって他に波及させていこうと

いう考え方があるから。遠野市は観光入込客数は 50万人しかないが、観光産業で生
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活している人は鹿嶋の数倍になる。遠野物語という地域の資源を活用して、観光振

興を図っている。鹿嶋市には 200 万人の参拝者が来る。これを有効に活用して利益

を上げて他のものに活かしていけるようにしていきたい。 

部会長）※※さん、何かありましたら。 

オブザーバー）みなさんお疲れ様でした。中心市街地活性化は概念が大きいので大変なの

ですが、26 日に開かれた二つの部会で出ていた意見を見ると、ソフト事業の方向性

が見えて来ているように感じた。ハード事業は行政主導でやるしかないが、誰でも

何かできることがあると思えれば可能性が広がってくるのではないかと思う。例え

ば観光部会では「鳥居のそばに屋台を出すなど、毎週何かをやっている場所にして

いこう」という意見があったが、高齢化していて大変なのだと思う。そこで外から

の人を入れていくような仕組みが必要になるという例を他の商店街でも見てきた。

他の商店街の取り組みを見たいということであれば、県の方でもチームを作って対

応するので、声をかけて頂ければと思う。 

部会長）時間が短くて申し訳ない。最後に意見があれば。 

委員） もし出店可能な空き店舗があれば銀行さんでも希望者を探すという話があった。

次回までに空き店舗オーナーの意思を確認したらどうか。後、※※委員の神宮にフ

ィールドアスレチックを、新たな駐車場を、という話は神宮が指定されており規制

もあるので難しいということをご理解頂きたい。 

部会長）なれない進行でご迷惑をおかけしました。以上をもちまして議事は終了です。事

務局に戻します。 

事務局）先ほども話に出ましたが、9/26 の観光部会とまちづくり部会の議事概要を配布し

ました。見ていただいて何かありましたら事務局にご連絡頂ければ。 

事務局）今回通知が遅れたために出席できない方がいらっしゃったことをお詫びしたい。

今後、開催通知は早めにお送りしたい。次回は施策を取りまとめたものに対して意

見を頂きたい。 

委員） 今日言い足りないことが沢山あったと思う。意見がある方は事務局に連絡をいた

だければ職員がお話を伺いにいく。率直なご意見を頂きたい。 

事務局）以上で第一回審議部会を閉会とします。ありがとうございました。 

 

以上 


