
1 

鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会【第 2回観光部会】 議事概要 

平成 29年 11月 29日 18:30～ 

鹿嶋市商工会館 2階会議室 

 

○開会 

部会長） ただ今より鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会第２回観光部会を開催する。本

日都合により３名がまだ来ていない。 

○部会長挨拶 

部会長） 10 月中に話をまとめ各自出してほしいとお願いしたが、先日の話の内容を市が

まとめ、記載した施策リストを用意してくれているので、そこに記載されていな

いような事業があれば提案してほしい。皆さんの忌憚のない意見をお願いしたい。

最初に、報告事項として第１回中心市街地活性化検討委員会の意見概要について

事務局から説明をお願いしたい。 

 

○報告事項 

【第１回中心市街地活性化検討部会の意見概要について】（略） 

 

部会長） 今の説明を聞いて、これは重点的にやったらいいのではというような意見はあ

るだろうか。または、他のことの方が重要だと思うことがあれば意見を聞きたい。

私個人の意見としては簡単にできるものがいいと思う。例えば駐車場の整備のた

めの場所を探す、空き店舗を貸してくれる人にその依頼をするというようなこと。

建物を作るなど費用のかかる事業より、空きスペースを上手く使うようなことか

ら始めて観光客を迎える準備をした方が良いと思う。それでは※※さんから意見

をどうぞ。 

委員）  例えば、昨日頂いた「まちづくり法人設立計画書」の中の自主事業は、その会

社を３年以降先まで独立して存続させる収益性があることが前提になっている。

目先のところでいうとハード整備に対して、まちづくり法人の事業としてやるの

か、空き店舗のリノベーションに対して補助金をということでやるのか。継続事

業、ソフト、ハード、そこらへんもぼやっとしていて意見を出しにくい。 

 ソフト面では、例えば今ある関鉄跡地の駐車場などから整備し、まちづくり法

人の収益事業にするということだが、駐車場運営は既に観光協会も商工会も鹿島

神宮もやっている。ＤＭＯの方でもそういった事業が重複していて、まちづくり

法人は事業領域が重なっているのではないか。ＤＭＯとは切り離してまちづくり

法人独自の収入源を考えなければならい。 

 ハードでいえば、例えば若者がこの街に住むためにマンションを作る、長屋風

の商店街を作る、それらに必要な莫大な費用はどこから調達するのかなど、疑問

点がたくさんあり難しい。歴史資料館の中に集約するソフトもこの中にたくさん

出てきてよい。 
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 それ以外で街を活性させる今できる目先の短期的、中期的、長期的施策が住み

分けられるとより良い計画になると思う。 

部会長） 皆さんもこの計画書を読まれたと思う。例えば高齢者が今住んでいるところか

ら移転するための補助金の制度を作ったほうがいいとは思わない。もっと先にや

るべきことがたくさんあって、そうした補助は街が活性化してからの話。 

 移転や建て替えの提案についても、今の鹿島の人は補助金がなければしないと

いう人たちではないと思う。だったら整備や、人が動いて直せるものから直して

いって一所懸命やっている姿を見せた方が市民の力が上がっていくように思う。

補助金を出すということになれば、店舗を新しくしたい人は誰しも手をあげるだ

ろうが、そういうことではない。 

 先ほどの大町商店街についてもＤＭＯと今回のこの話は似ているが別に考えて

いかないといけない。最終的に同じ意見にまとまるかもしれないが、この会は別

に進行していったほうが良い。※※さんは両方噛んでいるが、駐車場の話はでて

いるか。 

委員）  はい。 

部会長） 同じ話をしてもいいが、ＤＭＯを気にしながらではなく、独自で意見をまとめ

ていきたい。 

事務局） 補足だけさせてもらうと、まずエリアが違うということ。ＤＭＯは鹿行５市で

１つの仕組みを作っている、あくまでも誘客をする組織。まちづくり会社は地域

商社みたいなもの。片方はお客を呼んでくる、もう一方は地域の資源を外に売っ

て稼ぐ、重複する部分はあるが役割は違う。 

部会長） 今わかりやすく説明してもらったように、ＤＭＯは５市、こちらは鹿嶋市のま

ちづくり特化して話し合うようにしたい。次、※※さんどうぞ。 

委員）  いろんな要望、意見があり、まだまとまっていない。何かが決まるまで待って

いるとなかなか動けないので、できる小さなことから手をつけるようにしたい。

ハードに費用がかかるなら、ソフトとハードの間のようなこと、自分たちが時間

を割けばできるサインボードやゴミ箱の設置等、会議ではなくアクションとして

やってみると街の人へのアピールにもなるし、実際に行動することで見えてくる

問題点もわかるのではないか。 

部会長） ※※さんはどうか。 

副部会長） 方向性が見えていないと思う。いろいろ案を出すのはいいが、まず魅力的な

大きい柱を１本作ってそれに付け足すように案を出していくべき。周りの細かい

とこをいじくって最終的にまとまらないのは良くない。まず神宮があって、その

まちなかにドンと１つ大きな中心になる施設を作る。例えば箱物でもいい。歴史

館でも複合施設でもいいが、それを作って人が集まり賑わえば、周りが活性化さ

れ付近の地価も上がる。そうなれば借りたい人、買いたい人も現れるだろう。今、

これだけ空き地がたくさんあるのは需要がないから。やはり魅力的な柱が必要。

神宮としてはやりたいことはいくらでもあるが、皆さんの動きを待っている状況。

施設をどこにするか、城山や神宮の近辺にとかいう話もあるが、とりあえず方向
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性だけは決めて、その後細かいことはやっていきたい。 

委員）  まちの近辺を整備して流れを変えようという話があるのなら、そっちにつくっ

てもらってから、何を肉付けするかということだと思う。なぜ店が空いているか

と言えば、便利な大型店に人がいってしまって町内に来ないから。昔は若干高く

ても近所で消費していたが、今違って流行る店にいってしまう。だったら神宮近

くにそういう施設を作って集客をというくらいの発想をしたほうがいいのかもし

れない。ＤＭＯには誘客をしてもらい、こちらはそれを利用してうまく鹿嶋にお

金を落としてもらうのが大事。 

 核のまわりにいろんな店舗等をくっつけて回遊させることを考える。ただし今

はホンモノ指向なので多少高くても良いものを提供するのが大事。まちづくり会

社の仕組みは今後のことになるが、少ない収益でも集まれば人が雇えるようにな

る。お金がない時期は、我々も駅前で乗車券の販売やコインロッカーなどで細か

い資金を集め、どうにか一人パートを雇えるようにした。少ない金額でも全店舗

となればそれなりの金額がまちづくり会社に入ってくる。それを上手く活用する

ことでもう１歩ステップアップした活動ができると思う。地元の特産、ホンモノ

を謳うものの中には美味しくないものもあるが、要は店に人が並ぶかどうか、行

ってみたいと思わせることが大事。ホンモノ指向の店を誘致しながら、（鹿嶋に少

ない）若者を集めるような店があっても良いと思う。 

委員）  大きな資料館のようなものが出来、周りが整備されていくのはハード事業とし

てはやりやすいのだろう。歴史資料館のようなものでは継続して人は来ないので、

（資料に）書かれている図書館をつくってもらったりと、高齢者ばかりでなく、

子供や子連れの家族、女性の二人連れなど幅広い年齢層の人が来てくれる施設が

良い。わざわざ神宮のそばに用意しなくても、城山の土地のあるところに建てて

もらったほうが話が早く進むと思う。話し合いをしながらでも、１つ１つできる

ことから手伝っていきたいと思っている。自分の店の営業時間外の空いた時間で

観光客が立ち寄ってくれるような店づくりをしたい。 

部会長） 小さいことからやっていくという意見もあった。例えば歴史資料館のような大

きなものをつくるところからやっていくという方向ならそれを作るか、作らない

か、どこにつくるのかの話で終わってしまう。例えば桜町の通りを直すとか、そ

ちらに道筋をもっていくとか、やる・やらないという話に終始してしまわないか。 

事務局） 中心市街地活性化基本計画をつくるということは、施策に載せたものはやる、

ということ。内閣府にも言われたが、やらない事業を載せたらだめ。やる事業を

載せて、それによって効果が生まれたことをきちんと出しなさいと。部会長がい

うように、それで終わってしまうということではない。ここに 80項目ほどあるの

は、意見は整理せずにそのまま載せるようにいわれたから。ここで終わるようで

は意味がない。副部会長の言うように最初に柱が出来てというのは大事だと思っ

ている。また、項目はきちんと整理してやっていくことになる。私も誰がどうや

ってやるのかが明確に定まらなければ計画書はできないと思っている。内閣府か

らも、今の状態では 11月認定は難しい、もう少し明確に決めるようにと言われた。 
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 どうしても桜町が話題になるが、計画書には例えば商工会まえの駐車場を広げ

る、ポケットパークをつくりこちらから歩かせようとか、コミュニティ道路をつ

くろうとか、リノベーションの話とかも入れている。 

 リノベーションには手をあげる人がいて、貸す人がいる、その時に補助金があ

ってマッチングがなる。計画書をたくさん作ったからと言って全部やれるとは言

えない。 

 今回○×△をつくったのは優先順位をわからせるため。５年のなかで 20店舗を

増やすとあるが、補助制度もできていないのに増やすことはできないだろうと内

閣府からも言われている。目標指標を定めたものはきちんと整理すると約束せよ

と。約束は国土交通省と経済産業省に話をもっていって整理するようにと。時間

的に非常に難しい。 

部会長） 時間がかかる、難しいというのであれば、でかすぎる柱では間に合わないとい

うことか。 

コンサル） 大きい施設を作りそれを中心にということと、小さくてもやれることからと

いうのは別の道ではなく同時に走るもの。公共施設を新たに建設するには相当な

時間もかかり計画の中で期間中に成果を出すのも難しい。ただ、今からできるソ

フト事業の中には結果を出せるものもあるので、それは同時でやっていくという

こと。あとは、行政側でないとできない事、民間で始められる事の仕分けをし、

今スタートを切れるものからやっていこうというふうにした上で行政はそれに支

援をする、成功している街にはそういう形をとったケースが多い。 

部会長） 今のアドバイスも参考にして、空いている場所を有料駐車場にするなどはでき

る事なので交渉していくとか。観光客の為に駐車場の台数を増やすところからで

いいということ。 

コンサル） 行政が中心でやるのが難しいようならまちづくり会社で。 

委員）  今出ている施策のそぎ落としとブラッシュアップが必要。会社の定款のように

あれこれ載せたままでは効果として求められた時にアウトなので、できないもの

はソフトについてもそぎ落とさなければならない。ただ歴史資料館のようなハー

ドについては行政側としては作る前提で、だいぶイメージが出来てきているので、

市民交流や図書館など、この中でできそうなソフトは残し、他にも入れられるも

のは入れるというようなまとめ方がいいということだろうか。中心市街地でいえ

ば、高齢の来街者のためにベンチを増やすとか、駐車場の整備とか、わかりやす

い受け皿、入り口を見せた方が良い。 

副部会長） 今回資料で出したもので言えば、おおざっぱすぎて分かりにくいもからカッ

トしていけばいい。例えば「アントラーズのグッズ施設」のような明確なものは

いいが「移動屋台」や「リピーターを増やす工夫」のような抽象的なものは削除

していく。 

部会長） 資料が充実しているので大きな項目はこれを中心に話し合えば良い。熟読し、

考えてもらって、この資料の中でも省けるものは省いて次回以降詰めていきたい。

今日は３人欠席しているので、欠席者の少ないときに話し合いたい。次は、宮中
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賑わいコンセプトについて。 

 

資料説明（略） 

 

部会長） まちづくり法人に関しては、認定計画策定のために設立しなければならないも

のなので協力できる方がいれば事務局に知らせてほしい。当然資本金も必要にな

ってくるので参加者がいれば同じく事務局へ。資本参加及び人的参加があり、市

から３年間は結構頑張って資金を出してくれることが分かったと思う。市はお金

儲けができないので、まちを活性化させるためのまちづくり会社の設立に、これ

だけの予算を組んでいる。 

副部会長） 代表者はだれか 

事務局） まだ決まっていない。部会で、もしやりたい人がいたらと言われている。実際

動くのはタウンマネージャーと事務員、役員が半分くらいで、細かい仕事はその

時々でパートを雇うことになる。３年間頑張ったら、市の受託事業を出していく

がそれは大した利益にはつながらない。 

副部会長） 駐車料金で賄っていくしかないということか。 

事務局） そういう計算だが、駐車料金だけでは厳しい。 

委員）  観光協会とかぶってしまう。観光協会も赤字決算の連発だが。 

事務局） 観光協会とかぶる仕事はしない。例えば三が日とか。それ以外の普段の日にど

れほど人が呼べるか、ということが活性化事業に大きく影響する。簡単に言うと

200台。200台は祭りでもなかなかいっぱいにならない。駐車場を整備しても近く

に無料の駐車場があれば意味がない。できれば両拠点に整備して、神宮の方は障

がい者や祈祷車の為に千円くらいの有料にするとか。 

副部会長） 今は神宮の駐車場は無料だが、整備後まちづくり会社が引き続き借りた場合、

神宮へ地代の支払いを想定しているのだろうか。それとも神宮に無料で借りたま

まやってしまうのか。 

事務局） 機械化の費用がかかるのでその辺の協議もする必要がある。当面は無料で、本

当に利用者が入るようになったら有料にするのが良いと思う。副部会長が言うよ

うに、全ての事業について細かい調整というのが現実的にまだ出来ていない。 

部会長） 収益事業にするにあたっては関係者の協力や理解が必要で、例えば鹿島神宮に

対しても、こういった会で頑張っているので、とお願いするのも皆で協力してや

らないと実現できない。 

事務局） やってくれる人が現れないことには、お膳立てしても進まない。 

部会長） 次は基本計画について資料説明をお願いしたい。 

 

資料説明（略） 

 

部会長） この資料は素晴らしいと思うが、これに関して質疑と言われても出ないと思う。

皆さん今の説明を思い出しながら熟読して頂いて、この必要なものに○をつけな
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がら話し合っていくと参考になるのではないか。今後の会議にこの資料を持参し

て参考にしたほうが良いか？ 

事務局） 実はこの資料を参考に○×で優先順位をつけてもらったものを後で回収したい

と思っている。本来であれば議論を重ね、これは絶対やりたいというものを出し

てもらいたいが、時間もないので事前に資料を送った。例えば土浦の例でいうと、

噴水をという要望が協議会委員から出され市役所は乗り気でなかったがカットで

きなかったと言っている。このように協議会の委員さんからの是非にという要望

があれば、市役所としてはカットしないので。 

部会長） ○×つけたものはいつ回収すれば間に合うか。 

事務局） できれば 12月 26日の審議部会に間に合わせたいので 10日くらいには。 

委員）  ４段階とあるが、まずは◎（是非やりたいもの）だけにしてはどうか。 

副部会長） 同じものばかりに要望が集まるわけではないので取りまとめは必要。多かっ

たものから議論すればいい。 

部会長） では◎の多いものから協議し、他のものや、◎に付随するものが後から出てき

た場合はその時にまたアドバイスいただくということで。そういう方法で良いか。 

コンサル） 個別のイベント等の提案がある場合は、市の方に共創まちづくり提案制度も

ある。提案頂ければ随時対応できる。 

部会長） 意見があれば直接市に言えば良いということか。いつまでに提出すればいいか。 

事務局） 窓口は広くしているので大丈夫。活性化の為に本当にやった方がいいもの、費

用がかかるものなど、今月 20 日か 21 日あたりに市長と協議する予定。そろそろ

やることを決めないと中活にあげられない。 

部会長） できるだけ早急に◎をつけて市役所へ届けるように。それをまとめて頂いて次

の資料にしてもらうということで。 

事務局） 施策の前提条件で書いてあることだが、市の内部でも調整がついているという

ことでもないので、球出しという感じでとらえて頂きたい。商工観光課となって

いるがそこがやるかも調整していない。球出しの段階なので予算は度外視、マー

ケティングもしていない。本当に必要なものはどれかを知りたいというのが、こ

の資料の目的。やったことによって人手と費用ばかり掛かって地域が疲弊する可

能性もあるということを考えながら◎をつけてほしい。 

部会長） 後は資料を読んでわからないことがあれば問合せをしてもらって、理解した上

で回答してもらい 15日までに市の方に届けるようにして頂きたい。最後にその他

という項目があるが、事務局から報告事項があるそうなので。 

事務局） 予定としては、平成 30 年１月 30 日（火）には、ある程度絞りこんだものを出

し、それに意見を頂くという形をとりたい。15 日までに◎をつけてもらえば、委

員会としての意見として、第１回市長説明をしたいと思う。そして審議部会で整

理したもので話をして１月までに整理し、市の委員会にもかけて、整理してから

こちらの部会にもってくるような流れでやりたい。補助事業も整理をして、目標

に対して（実現）できるということになれば、内閣府との約束なので事業として

行われると思う。地方創生で力も入っている。内閣府から聞いた話によると、他
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の地域の例だが、目標値をたくさん定めても達成率が４割だったということが問

題になっている。達成できる目標を、というのがヒアリングで必ず言われる。 

委員） 継続、というのはそういうことを踏まえているのだなと感じた。 

事務局） 当然だが、このエリアが継続して賑わうことが目的で５年間の内に補助金を使

ってやるものをまとめようという話し合いなので。 

事務局） 全国的にみると、５年でできないものは、２期目へ持って行っている地域の事

例もある。ただその時は鹿嶋の皆さんが役所に強くものを言ってやってもらうこ

とが大事。 

事務局） ここは意見が違うが、行政に頼らなくてもできるようなまちづくりが中活なの

で、市に補助金の要請をするのは基本スタンスとして間違い。 

部会長） 結果さえ出れば市は（補助を）出さざるを得なくなる。 

事務局） ２期目もあるということ、そういう計画書を作ってもらうというのを言いたか

った。 

部会長） 市が予算を組んだり提案をしてくれているこの時期にやっておかないと、乗り

遅れた人は商売できない。自分たちが率先して体を動かしていかないと。船が出

そうになっているのだから、とにかく乗る努力はしてもらわないと。鹿島神宮や

アントラーズ、鹿嶋は今いい場面にいると思う。やりたい意見を出しバックアッ

プしてもらえれば最高。ここにいる人だけではなく、市全体が盛り上がって、つ

いてきてくれることが理想なのでそういう気持ちで取り組んでほしい。今日欠席

者もいるが大事な会議なので出席してほしい。 

事務局） 資料を渡す際話しておこうと思う。 

 

○閉会 

部会長） 次回は平成 30年１月 30日（火）開催で、年明けには書類を出したい。18：30

からでお願いしたい。活性化のため是非ご協力を。 


