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鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会【第 3回まちづくり部会】 

議 事 概 要 

日 時：平成 30年 1月 30日 18:30～ 

場 所：鹿嶋市商工会館 2 階会議室 

 

１ 開会 

（略） 

 

２ 部会長挨拶 

（略） 

 

３ 報告事項 

【第２回審議部会の意見概要／資料１の追加資料】（資料説明略） 

【市街地の空き店舗・空き地等低未利用地の分布図】（資料説明略） 

 

部会長） 空き店舗となっているが住宅地になっているのは含まれていない。１丁目は

商業地として市は認識しているのか。 

事務局） 神宮前などの人の通りを考えると商業的な利用を考えている。残念ながら店

舗兼住宅が居宅に代わっている。 

委員）  空き店舗の数が 1 丁目、2 丁目に多い。元々1 丁目、2 丁目は大町、仲町が

中心なので店舗数は多い。比率すると空き店舗が多いのは分かるが、率で換算

しないのか。 

事務局） 確かに割合のほうが良いかもしれない。補足した状態で提示できればと思う。 

 

４ 議事事項 

【鹿嶋市中心市街地活性化基本計画における導入施策（案）優勢度評価結果】 

（資料説明略） 

【各部会への紹介後についかされることになった事業について】（資料説明略） 

【計画の体系と目標指標設定の考え方】変更案 （資料説明略） 

【鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の導入施策（採用案）】（資料説明略） 

【鹿嶋市 今後の取組概要（策定中内閣府協議資料）】（資料説明略） 

 

委員）  資料６で全体的に言えることだが子供や老人や観光のためには、それをどう

やって来る人に広めていくのか。まちなかでいろいろやっても外部には分から

ない。情報の多い神栖に行ってしまう。 

事務局） 市のホームページやまちづくり法人がＰＲ活動をする。鹿島神宮には多くの



2 

参拝客が来るので、そういう人に見てもらう 。 

委員）  参拝者が見て孫や息子に鹿嶋市に住んだほうがいいと思うようなＰＲはでき

ないと思う。 

事務局） 定住促進という観点では別な部署がやっている。活性化計画の中では、定住

者を増やしていくというよりは観光産業を活性化していって、職が生まれ、働

く人が増えていく。そういう方向のほうが効果が大きいと思う。 

委員）  資料 3で歩行者通行量の増加で、観光で年寄りや障害者はトイレがあるかど

うかがすごく重要になる。ココシカはトイレを貸しているが、開いていないと

きに行かれるトイレを考えたほうがいい。 

事務局） ここで想定しているのは歴史資料館が使える。関鉄跡地に駐車場を整備する

のでトイレが必要になる。 

委員）  距離感がどうか。トイレを借りたい人は今すぐ行きたいと思うので近くにな

いのかと思う。店舗で一般利用ができるように改修をするなら補助金を出すと

かにしたらいいのではないか。 

事務局） それはありうる話だと思う。 

委員）  トイレがきれいであることは重要。管理の面でもお金がかかる。 

部会長） 小規模事業者に対する補助金制度で、20から 30万であったと思う。 

委員）  小規模事業者持続化補助金がある。計画を作って国に申請するのだが、売り

上げアップ、拡大を盛り込んで計画書を申請して採択された場合 50 万程度で

る。トイレの改修、補修をして集客に結び付けるような申請をする。 

事務局） 今の提案は良い提案なので、メニューの中に入れてもいいと思う。 

委員）  健常者はいいが、年寄りや障害者は距離があると、地図を見て近くにないか

ら行かないような選択をする可能性がある。 

事務局） 入れる方向で前向きに考えていきたい。 

委員）  資料 6 の連番 20 の「地域子育て支援拠点整備事業」で、鹿嶋市として子育

て世代にやさしいまちづくりという観点で取り組んでほしい。子育て中の母親

の悩みを相談できる機能を併せ持った拠点づくりを鹿嶋市から発信してほし

い。 

事務局） 交流センターの中とか空き店舗対策などでできると良い。これで確定ではな

く、こちらの提示ということ。 

委員）  トイレは非常に大事だと思っていて、店舗の形態で事務所や喫茶店ではなか

なか受け入れてもらうのは難しい。物販店で貸したら、帰りに何か購入しない

か。 

委員）  買っていかない。日曜日に３組くらいトイレを借りにくるが、子供がトイレ

に入りたいので貸してくれといって大人が使って帰っていく。 

委員）  おもてなしみたいな全体でできることが何かないのか。門前町としての観光

などを活性化して、それに対する仕事が増えて、人がにぎわうというのが目的

だと思うが、門前町の全体でやっていくテーマやコンセプトなど、みんなが一
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つの目標を持ってやっていくことはできないか。 

部会長） 伊勢神宮のおはらい町では、市が伊勢づくりということで板塀を張って統一

感をつくった。市が企業から集めてそのお金を無利息で貸し付けている。市で

そういう制度をやるのもいいかもしれない。 

委員）  ハードとソフトの両面からできるのが良い。 

部会長） まちづくり会社の事業の中に入れて計画するのも手かもしれない。 

委員）  例えば、正月 3日で出店が無くなってしまって、7日まで鹿嶋の商店の人が

あそこに出店してという考えがあったとしても、通行止めにしたら車は民間の

駐車場に入って来られない。どうやって保障するのか。色々な商店が入ると、

一つのコンセプトに従ってというのはなかなか難しい。何もしがらみがない所

に、こうやったほうがいいと促進してもらったほうがうまくいくのかもしれな

い。中からだと反対意見も出てくるかもしれない。 

委員）  商売という観点からだと難しい。何かいい方法があればと思う。 

事務局） 個人で別々にだと、ちぐはぐになる。ある程度は連携してやるのがいいと思

う。 

部会長） 資料 5の図で、あくまでも市からいけば面で決めていくほうがいいのかと思

う。既存の通りだけでなく、それらを含めての考えのほうがいい。 

委員）  駐車場は多いが、観光で利用しているかどうかで違うと思う。例えばファミ

リーマートの駐車場とか。 

事務局） 有効利用システムはどこまで連携できるのか。公的な神宮などがメインにな

ると思うが、それ以外の個人事業者の駐車場とか連携できるのか。それなりの

機械の設置もあるのでどの辺まで広げられるのか。 

部会長） パチンコ屋やビックハウスに止める人がすごく多い。結構歩くと思う。 

委員）  大町通りは、神宮の鳥居に向かって右側には店舗があるが左はあまりない。

何か意味はあるのか。 

委員）  元々の歴史的なものだと思う。昔聞いた話では、江戸時代には市をやるよう

な場所だったらしい。その時になったら来て商売をやるような所で、昔は宿場

があった。商売をやっていた所と棲み分けがあったのではないか。 

部会長） 佐竹がここに入った時に、通りに沿って棲み分けして、京都を真似して碁盤

の目にした。 

委員）  仲町通りを見ると、広い場所が右側にあって、そういう名残なのかと思う。 

委員）  市があったという話だが、復活させるのは難しいのか。 

副部会長） 昔は提灯まちの時期に提灯を並べて売っていた。そこで買って奉納してい

る話もあった。ツミキさんとか笹沼さんの前とか歩道が少し広いのはその名残。 

委員）  そういうのも残したい気がする。 

事務局） 市の話があったが、資料 6 の連番 50、52、81 は全部赤字で地方創生補助交

付金に申請して、道路空間の活用については歩行者天国とか大町通りの広い空

間を使ってオープンカフェなどの事業展開を継続して定期的にやっていった
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らどうかというのがこの 3つ。 

委員）  鳥居の下でふるさと市というのがあった。大正時代にイベントがあるときは

鳥居の下でテントをはって愛友さんの試飲をしたり、お弁当を出してもらった

が、土日だけでも定期的に神宮で貸してもらえればと思う。昔、トイレがあっ

たほうもなくなってスペース的にはある。人はかなりやってくると思う。 

委員）  神宮では色々な催しがあるが、通りには何かないのか。 

委員）  やるなら他の地区から来てやってもらうほうがいい。自分の店を差し置いて

活動するのは難しい。規模が大きくなるかは、声掛けがどこまでいくかの問題。

内容によってはどこでもやっていることをやっても来ないし、しかも分散する。

ここ独自のものをやっていかないとおもしろくない。 

委員）  大町通りで骨董市やフリーマーケットをやっていたと思うが。 

委員）  フリマをやって出店料をもらっていたが、売り上げが上がらなくなってきて、

出店者がかわいそうだという話になって止めた。ある程度の人が見込めないと

やらない。その辺が難しい。イベントだけで人が来るならそれにこしたことは

ないが、祭事で人がいるときにイベントをやっても、効果が分からない。その

考え方を変えないと難しいと思う。 

委員）  テキヤも多い。来るとなれば一斉に来る。稀勢の里の時も場所取りで来てい

た。 

委員）  出店が出ると、みんな道路を通るので、道路から店が見えない。正月は店の

前の歩道が裏道になっている。もう少しうまくやれる方法はないか。例えば、

帰りは歩道を通ってもらうとか。誰が中心となるのか。 

委員）  ピンポイントでどうしていきたいかという考えを決めていきたい。 

委員）  少し広すぎる。 

委員）  資料が多くて、食傷気味。 

事務局） 初見で意見も言いづらいかと思う。駐車場の場所と鹿島神宮とのルートとか

結構大きいところがある。そこを優先して考えていくことになる。大町通りと

バスターミナルの二方向になった時にどうするかとか、今の数ではキャパシテ

ィが足りないのではないか。 

部会長） 資料にもあるが、関鉄跡地の再利用が大きなものとなる。 

委員）  道の駅のようなものが欲しい。 

部会長） 国の補助金を使って、土地の整備を進めようという話もある。空き店舗と駐

車場できているが、関鉄の跡地から桜町通りの再開発が一番のハード面なのか

と思う。市の思いともリンクしている。 

事務局） 仲町通りにもう一つサブ的な集客施設が考えられれば、回遊性が生まれると

思う。行政がやる場合、公共施設を考えなければならないが、公共施設で集客

施設は難しい。 

部会長） 空き店舗に新規事業者を入れていくしかない。 

委員）  個人的な観光客はそれなりに滞在時間はあるが、バス観光客は早い。 
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事務局） それは寄る所がないからだと思う。寄る所が増えてくれば、自ずと滞在時間

が増えてくると思う。 

委員）  神宮の駐車場も大型が１時間 700円で時間が決まっている。 

 1時間経つとどこかへ行く。 

委員）  だから大町通りを歩くことはない。 

委員）  駐車場を２時間単位にするとか。 

委員）  ２時間にしても、ツアーで組んである。奥の方は１時間では戻って来られな

い。 

委員）  クラブツーリズムでは、香取、息栖、鹿島の 3つ。 

委員）  バス自体は増えた。道の駅ができた当時は、鹿島神宮はトイレ休憩の時間の

みだった。道の駅で止まって、大洋村でメロンを買って、銚子で魚を買って帰

る。最近はバスが止まっているが、それまではバスなんて止まらなかった。 

委員）  ツアーも鹿島神宮だけではたぶん来ない。 

委員）  バス観光客ではない観光客を狙うしかない。 

委員）  １月は車がものすごく多くて、ズラッと並んでいる。 

委員）  大町通りから鹿島神宮への行き方のイメージが無い。川崎に行ったが、よう

こそ川崎大師へというアーケードがあって、仲見世通りがあって川崎に来た感

じがする。 

委員）  鹿嶋と神栖の間位で、ここまで鹿嶋なんだというようなもの。 

事務局） 歴史資料館や宝物館ができたら、そこを見て帰るという滞在時間を延ばすこ

とに結構効果があるのではないかと期待している。 

部会長） 歴史館は、なかなか難しいと思う。 

事務局） 市民は来ることはないかもしれないが。 

部会長） 開発の手段のためのものなのかと思う。資料館ができても最初から期待はし

ていない。 

委員）  山車ができたら見に来ないか。 

部会長） 本場のものでないと意外と見ない。川越とか秩父とか。 

委員）  写真館で写真撮って帰るとか。体験型とか。 

部会長） 資料館は難しいと思う。おいしいものがあるといった目的がある。民間でし

か人は集められない。 

事務局） 魅力ある店がどれだけあるか。 

部会長） それができる仕掛け方が空き店舗対策で、市と協力していくことかと思う。 

委員）  どこかの地区が成功して、新しい店ができるエリアができて人を呼べるよう

になったら、やっぱり大町でやったほうがいいとなる。どちらが先かという話

ではない。 

委員）  川崎は老人が多い。なぜかというと眼科と耳鼻科が多い。帰りに飴とか買っ

ていくのでは。クリニック的なものが入ればまた違うのかもしれない。 

委員）  あそこに行くと何かあるとか。 
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委員）  逆の発想で、そこに行ったから神宮に行こうかという考え方もある。 

委員）  昭和のまちを再生している所があるが、失敗していることが多い。水木しげ

るロードを計画した時に町の人はみんな反対していた。一部の人がやり始めて、

そのうちにドラマがあって、賛成する人が多くなった。何かきっかけがあると

いい。 

委員）  仲町に七福神があって、それにストーリー性を持たせて人を呼ぶとか仕掛け

られないか。 

委員）  仕掛けていかないと難しい。 

部会長） 鹿島神宮に７日に白馬祭がある。15 年前頃から高校生がハンカチをおいて

恋愛成就の願い事が叶うという民間信仰で、ＳＮＳで発信している。そういう

のもビジネスにするのも今後考えていかないといけない。 

委員）  どういう人を呼びたいのかはっきりしたほうがいい。大洗のようなマニアを

呼ぶのか、ピンポイントで考えていくべきではないか。マニアが使う金は半端

じゃない。 

部会長） ２年前か３年前か水戸で国宝級の刀剣を集めたら全国から何千人という刀剣

マニアの女性が来た。 

委員）  マニアには、収入の 7割から 8割使う人がいる。 

委員）  そういう視点が必要かもしれない。 

事務局） 神宮ではパワースポットくらいしかない。パワースポットは全国にある。 

委員）  大洗はうまい。バンダイのガールズ＆パンツァーが始まったのはだいぶ前だ

が、今映画が始まった。４年ごとくらいにポンポンやるからいつまでたっても

ブームが切れない。サッカーとコラボレーションしたり、１名にサッカー観戦

する張りぼての戦車みたいな特等席が当たる。オタクがわんさか集まって、ア

ニメで出てくる風景の地でまちに金を落としていく。 

事務局） ＳＮＳであげたり、追体験。 

委員）  ドラマだとそこに行ってみて帰るが、オタクはお金を落としていく。 

委員）  ＮＨＫで塚原卜伝のドラマがあったが効果はあったのか。 

委員）  あまりにもマニアが来すぎて困った。武田信玄がどうとかと言う、言われて

も分からないという人が多く来た。 

委員）  「鹿男あをによし」で母親が鹿嶋の人の設定で、勾玉のネックレスをつけて

いる。その問い合わせが鹿島神宮にきた。近所の土産やで似たようなものを探

して売って、結構売れたと聞いている。単発だったが。 

委員）  塚原卜伝の墓の近くの観光案内の看板に番号が振ってあって、卜伝の墓が１

番だった。東京から来た人は駅から近いところを１番にしたらいいのではない

かと言っていた。よそから来た人がどういうルートで来たほうがいいか、考え

てみるのもいいのではないか。すべてを関連付けるような仕組みを作ったらい

い。 

委員）  松尾芭蕉が鹿島紀行を書いているが、どういう順番で回ったのか。ルートに
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関連付けできないか。史跡に句が残っているが、マニアはいないのか。 

委員）  俳句の会の人に宣伝してもらうとか。 

委員）  一時期やったが、芭蕉に関して情報が少ない。 

 

５ その他 

今回の部会で最後になる。今後の予定として 2 月 15 日に審議部会を予定している。こ

れまで各部会で取り上げた中心市街地活性化の素案を 3月いっぱいで策定する予定。次

回は、その計画案をもとに協議していただくことになる。 

次回は、新年度の４月末か 5月の連休明けを予定している。 

 

６ 閉会 

 

 

以上 


