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鹿嶋市 今後の取組概要（新規計画） 

 

１．自治体概要 

 

・市人口   67,879 人 

        （平成 27 年 10 月現在：国勢調査） 

・市域面積  10,603ｈａ（106.03ｋm2） 

 

 

 

 

２．計画期間 

 

今回申請 ： 平成 31 年 11 月～平成 37 年 3 月 （計画期間 5 年 4 か月） 

（年度途中の計画開始を希望する理由） 

本市における中心市街地活性化に対する取組は，平成30年4月のまちづくり会社発足以降，地元商

業者を中心としたまちづくり会議が定期的に開催されるなど活発になってきている。また，まちづくり会

社による定例イベントの開催により，市民や観光客を中心市街地へ呼び込む取組に着手しており，活

性化に向けた機運が高まっているところである。認定と連携した支援措置により，高まった機運を活か

し，中心市街地活性化に向けた取組を加速させるため，年度途中の計画開始を希望するものである。 

 

３．これまでの中心市街地活性化に対する取組の検証、課題の抽出と新たな計画の概要  

 

○これまでの中心市街地活性化に対する取組の検証 

計画区域のうち鹿島神宮周辺地区では，これまで景観形成を主眼としたまちづくりに取り組んできた。

平成 18 年度には住宅整備公団（現 UR 都市機構）主催による「鹿島神宮門前町の再生を目指したまち

づくり」を課題としたまちづくりコンペが実施され，平成 19 年度から平成 21 年度までの３年間，市では

「鹿島神宮門前町景観形成まちづくり委員会」を運営し，具体的な景観形成のガイドラインと地区施設

の整備内容を計画した。 

その後，同地区では都市再生整備計画を策定し，同計画に基づく神宮坂の再整備事業，木漏れ日

の道の整備，案内サインの整備，卜伝にぎわい広場の整備等のハード事業を展開してきた。また，地

区計画の見直しや景観整備補助事業により，鹿島神宮と調和した街並み景観の形成を推進してきた。 

上記の鹿島神宮周辺地区における景観まちづくりの取り組みのうち，街路や広場などの公共空間側

の整備には一定の進展があったものの，民有地側における建物景観改修助成を活用した街並み景観

形成などは商業経営者の高齢化と後継者不足が重なり，当初期待した成果が上がっていない。 

これまでの取り組みの反省点としては，神宮と門前町を繋ぐ仕掛け作りが弱いこと，既存の助成制度

の活用のみでは地域の商業者・不動産オーナーの自発的な取り組み，新規出店者の導入などの動き

を誘発するには至らなかったことなどが挙げられる。 

 

○課題の抽出と新たな計画の概要 

① 昭和 40 年代以降のモータリゼーションや行政機関等の流出等に伴い，商業機能も本エリア東側の

幹線道路沿道に流出した結果，エリア内には空き店舗や空き地が多く発生していることや中心市街地

内の人口が，鹿島神宮駅北側の区画整理事業による増加分を含めても，減少傾向にあることなど，市

民が本エリアを鹿嶋市の「顔」として誇れない状況が長期にわたって続いている。エリア内の不動産オ

ーナーの多くは高齢化が進み，後継者が不足しているため，エリア内で自発的なまちづくりの取組みが
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行われることを期待するのは難しい状況にあり，外からの働きかけが必要となっている。 

 この間，幹線道路沿道に大手資本のチェーン店が立ち並ぶ一方で，他に魅力的な街なかが形成され

ることはなかった。鹿島神宮は将来にわたって市民にとって心の拠り所であり続け，門前町は祭礼時に

多くの市民が集まる場所であるという伝統は変わることはないと考えられる。こうした特性を活かし，門

前町をかつてのように日常的に人が集うまちとして再生するため，空き店舗等を活用して新規出店のハ

ードルを下げ，新規出店者を呼び込むこと等により日常的に利用したくなる店舗を増やし，コンパクトで

魅力的な商業地を形成していくことが必要である。 

⇒門前町を市民や周辺地域の人びとが日常的に集うまちとして再生することが課題 

空き店舗等の遊休不動産や公共空間などを資源として活用する民間主導のリノベーションまちづくり

を門前からエリア全体に連鎖させる。 

「人々の集うまち」としての価値向上に取組む新たなプレーヤーの発掘・育成の場づくり，既存店舗の

活力向上を公民連携により進める。 

まちづくりを進める中で職住近接の機運醸成を図り，「住みたいまち」を目指す。 

 

② 鹿島神宮は東関東自動車道の開通により自動車交通の利便性が向上し，国内外から訪れやすく

なった一方で，短時間で通り過ぎる通過型観光地に変化した。近年注目が高まっている「東国三社めぐ

り」も，日帰り周遊観光であるが，鹿島神宮門前町は観光客をまちなかに呼び込むことができておらず，

機会損失が生じている。 

  全国の魅力ある観光商業地は，いずれも街なかの回遊性や滞留性を重視している。これまで本市

では大町通りの歩行空間の高質化などを進めてきたが，今後は鹿島神宮宝物館の改修整備やこれに

連動した公共施設整備など回遊の起点となる交流センターや駐車場等の来街者受入れ基盤の整備と

ソフト事業を連携させることにより，市民の交流機能や観光地としてのポテンシャルを活かして，街なか

の回遊性の向上を図り，地域活性化につなげていくことが必要である。 

⇒まち歩きを楽しめる魅力的な門前町を育成することが課題 

観光客や市民，周辺地域住民が快適に訪れ，回遊するためのつながりを構築し，にぎわいあふれる

空間を育成する。 

観光地としての魅力を高め，市民の歴史教育を進め，郷土愛を育み，市民が鹿島の悠久の歴史を共

有し，観光産業につなげる。 

地域資源を活かした新たな観光資源の開発に取り組み，独自性が光る魅力的な観光地を目指す。 
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４．エリア 

 

１． エリア面積：70ha  

 

２． エリア設定の考え方 

本市の中心的市街地は，成立の順序から①鹿島神宮門前の宮中地区を中心とした門前町，②行政

機能の移転先である鉢形地区とモータリゼーションの進展に伴い国道 124 号沿道に形成されたロード

サイド商業地，③昭和 40 年代以降に鉄道開通により市街地整備が行われた鹿島神宮駅周辺，の３つ

のゾーンに区分することができる。 

これまでの経緯を踏まえれば，事業の重点投資により活性化を図るべき中心市街地活性化エリアは

①と③からなるエリアである。このエリアはモータリゼーションによって市街地の拡散が進行した本市に

おいて，最後に残された「街なか」と言える。 

鉄道や高速バスのターミナルである鹿島神宮駅周辺と古くからの門前町の歴史を受け継ぐ宮中地区

を，現代における一体の門前町「鹿島神宮門前エリア」として位置づけ，鹿島神宮の歴史と伝統を生か

したまちづくりを総合的に推進することが必要である。 

 

３．中心市街地活性化エリアの範囲 

構成する町丁字 鹿嶋市宮中一丁目・二丁目の全部，宮中三丁目・四丁目・五丁目・六丁目の一

部，城山一丁目・二丁目・四丁目の一部，宮下二丁目・三丁目の全部，宮下一

丁目・四丁目・五丁目の一部 

※別紙「エリア地図」参照 
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５．基本的な方針、目標、目標指標、目標数値等 

 

基本的な方針 中心市街地の

活性化の目標 
目標指標 最新値 

基準値 

(H31) 

目標値 

（H36） 

魅力的な商業

地の再生を中

心 と し た ， 市

民や周辺地域

住民が日常的

に訪 れ た く な

るまちづくり 

人が集う魅力

的な商業エリ

アの再生 

新規出店数 
7 店舗/6 年間 

（H24～29 年） 

7 店舗/6 年間 

（H24～29 年） 

10 店舗/6 年間 

（H31～36 年） 

※基準値の約

40％増 

常 陸 国 一 之

宮・鹿島神宮

を訪れる人々

を楽しく滞遊※

させるための

魅力ある観光

まちづくり 

来街者が滞遊

するまちづくり 

平休日平均歩

行者通行量 

（実査・4 地点合

計） 

3,260 人/12h 

（H30.3） 

3,260 人/12h 

（H30.3） 

4,260 人/12h 

（H36.3） 

※基準値の約

30％増 

※滞遊：遊びながら時間をゆったり過ごすことを指す造語。 

 

【目標指標① 新規出店数】 

（目標指標設定の考え方） 

鹿島神宮の門前町では空き店舗や空き地，未建築地が多く発生している。過去 6 年間で確認できる

新規出店実績は 3 店舗及び景観改修支援制度を活用した 2 店舗（営業中の店舗のリニューアルを含ま

ない），景観改修支援制度区域外でのリノベーション2店舗と計7店舗に留まっている。新規出店が進ま

ない背景には不動産オーナーの高齢化や後継者の流出などがある。 

こうした課題を踏まえ，今後はエリア内で起業する人材の発掘や空き店舗等のマッチング，開業に向

けた支援措置など，連鎖的に展開するエリア・リノベーションの取り組み等を通じて，計画期間中の新規

出店数の目標を 10 件（近年の実績の約 40％増）に設定する。 

（目標指標の計測方法について） 

今後の事業実績については，各種支援措置の利用状況や商工会などの集計値により把握する。 
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【目標指標② 平休日平均歩行者通行量】 

（目標指標設定の考え方） 

鹿島神宮の門前町には，市民が日常的に利用するような店舗や施設が少なく，神宮の祭礼時を除い

て日常的に市民が集う場所とはなっていない。また，神宮参拝客が立ち寄る魅力的な場所（店舗・施設

等）も同様に不足しており，参拝客は神宮の参拝を終えると門前町を回遊せずに市外の観光スポットに

移動しているという実態がある。 

こうした課題を踏まえて，来街者が滞遊するまちづくりを実践することで，結果として平休日平均歩行

者通行量（全４調査地点の合計通行量の平日と休日の単純平均値）が増加すると考え，計画期間内に

基準値の 3,260 人/12h（H30.3）から約 30％増の 4,260 人/12h に増大させることを目標として設定する。 

（目標指標の計測方法について） 

歩行者通行量は 12 時間の実査により計測する。計測方法は下記の通り。 

●調査時期 各年 3月の平日と日曜日，各１日（主要祭礼に該当しない日） 

●調査主体 鹿嶋市 

●歩行者通行量調査地点 

No.1  大町通り 鹿島神宮鳥居（二之鳥居）前 

No.2  角内通り 観光協会駐車場 

No.3  仲町通り アオヤギ洋品店前 

No.4    旧関鉄駐車場（第三駐車場）通路 

●調査方法 

� 調査対象：歩行者（ランニング含む。自転車・軽車両は含まない。） 

� 7：00～19：00 の 12 時間調査 

� 観測方法：人手観測，又は機器観測 

●計測値 全４調査地点の合計通行量の平日と休日の単純平均値を計測値とする。 

 

６．計画の主要事業と目標との関係性（目標積算） 

 

【目標指標①】 

○新規出店数：10 店舗/6 年間 

新規出店数の目標は「主要事業①②③によるエリア・リノベーションの展開」により以下施策の効果

を積算し，設定する。 

 

「空き店舗リノベーション事業（主要事業③）」：10 店舗/6 年間 

まちづくり会社が空き店舗等のオーナーと新規出店を希望する事業者との橋渡しを行う「まちなか空

き店舗マッチング事業（主要事業②）」において，平成 30 年に中心市街地活性化計画区域の内，大町・

仲町・角内・桜町の 225 件の土地・建物所有者を対象としたアンケート調査を行い，10 件のオーナーか

ら賃貸意向の表明があった。一方でアンケートの回収率が 2 割であったことから、潜在的な空き店舗数

をアンケート対象者数の約 1 割である 20 件と見込む。 

このうち、まちづくり会社が行う「鹿島神宮門前まちづくり会議（主要事業①）」により，新たなまちの担

い手を育成し，新規出店希望者が空き店舗改修や空き地活用を行う本事業を実施することで、新規出店

数を 10 店舗と見込む。 
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【目標指標②】 

○平休日平均歩行者通行量：4,260 人/12h 

平休日平均歩行者通行量の目標は「主要事業⑤⑦⑧による施設整備や主要事業③による新規店舗

の出店，ソフト事業との連携」により以下施策の効果を積算し，設定する。 

 

 

「交流センター整備事業（主要事業⑤）及び鹿嶋市歴史資料館整備事業（主要事業⑧）」：400 人増 

主要事業⑤及び⑧は，地域住民の活動の拠点となる交流センターと市の歴史や文化を保存・展示す

る歴史資料館の合築による公共複合施設である。平均来館者を 200 人/日※と想定し，施設利用者が施

設を訪れる際，計測地点のいずれかを最低 1 地点往復すると想定し，約 400 人の平休日平均歩行者通

行量増加を見込む。 

※平均来館者 200 人/日については，以下の事例から推定する。 

 【 大野ふれあいセンター※1 の利用実績（H29 年度） 】 

 ○多目的ホールや研修室等の利用者数から推定する。 

  年間利用者 62,433 人÷開館日 311 日≒200 人 

 

※1 大野ふれあいセンターは，鹿嶋市役所大野出張所・大野まちづくりセンター（公民館）・中央図書館

大野分館の 3 つの機能を併せ持った施設で，多目的ホールや研修室の延床面積は約 500 ㎡とな

っており，主要事業⑤⑧による複合施設の交流部分の面積と同程度と想定している。 

 

「空き店舗リノベーション事業（主要事業③）」：300 人増 

主要事業③により新規出店する店舗は 10 店舗。各店舗の日平均来店者が 30 人/日※、延べ来店者

は 300 人/日となるが，複数店舗の買回りにより正味の増加客数はその 1/2 程度の約 150 人/日と想定

する。この 150 人が計測地点のいずれかを最低 1 地点往復すると想定し，約 300 人の平休日平均歩行

者通行量増加を見込む。 

※平均来店者 30 人/日については，以下の標準店舗モデルから推定する。 

【 カフェ業態 （席数：12 席）（週休 1 日）】 

○多客日：土日休日 

 営業時間 6ｈ÷平均滞留時間 1ｈ×12 席＝72 人 

○閑散日：平日 

 歩行者通行量調査（平日 1226 人・休日 5294 人）より，平日は休日の 1/4 程度と想定≒18 人 

○営業日を考慮した日平均客数（平日 4 日，休日 2 日） 

 平均来店者 ≒ ｛（18 人×4 日）＋（72 人×2 日）｝÷7 日 ≒ 30 人/日 

 

鹿島神宮宝物館整備事業（主要事業⑦）：600 人増 

平成 30 年5月から休館している鹿島神宮宝物館をリニューアルすることで鹿島神宮参拝者の増加の

みならず、歴史資料館と連携した整備・運営を行うことでまちなかへ回遊させる事業である。 

宝物館の来館者については，鹿島神宮入込客数に包括することとし，本事業の整備効果は 5 年間で

16％，約 215 千人/年※（600 人/日）の増加を想定。600 人/日の半数が中心市街地区域内を回遊するし、

いずれかの計測地点を最低1回、往復すると想定し，約600人の平休日平均歩行者通行量増加を見込

む。 

※鹿島神宮入込客数の増加 

○H23（1,152 千人/年），H28（1,341 千人/年）で増加割合＝16% 

 参拝客増加人数 ≒ 1,341 千人×16％ ≒ 215 千人/年 
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その他、歩行者通行量の増加に寄与する事業として、新たな土地利用推進を図る「鹿島神宮周辺地区再

開発事業 （主要事業④）」、鹿島神宮をはじめ，周辺施設や商店街店舗利用者が利用する駐車場を整備

することで，観光客のみならず市内や周辺地域からの来街者数増加に寄与する「共同駐車場整備事業 

（主要事業⑥）」を実施する。 

 

主要事業⑤・⑧・③・⑦の合計でのべ約 1,300 人の平休日平均歩行者通行量増加が見込まれるが，

各事業での重複が 2 割程度あるものと考え，実質の平休日平均歩行者通行量の増加を約 1,000 人と見

込む。 
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７．計画事業一覧（主要な位置づけの事業は（主要事業○）とし、８．で事業概要を説明） 

 

４章：土地区画整理、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備 

その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項  

事業名 

（事業実施期間） 

（【】は事業の 

調整状況） 

事業の内容 
実施 

主体 

国の支援措置 

（【】は支援措置の各

省との調整状況） 

支援措置 

期間 

記載 

分類 

鹿島神宮周辺地区

再開発事業 

（主要事業④） 

（H30～H34） 

【調整中】 

鹿 島 神 宮 周 辺 の 土

地・建物の権利を整理

し，新たな商業系土地

利用を図るために行

う基盤整備事業 

鹿嶋市 社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備事業）【調整済】 

H30～H34 (2)② 

共同駐車場整備事

業 

（主要事業⑥） 

（H30～H34） 

【調整中】 

鹿島神宮をはじめ，周

辺施設や商店街店舗

利用者が利用できる

共同駐車場として再

整備する事業。 

鹿嶋市 社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備事業）【調整済】 

H30～H34 (2)② 

鹿島神宮駅前広場

リニューアル事業 

（H30～H34） 

【調整中】 

市の玄関口となる鹿

島神宮駅前広場の改

修を行い，バリアフリ

ー化や景観の向上を

図る事業 

鹿嶋市 社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備事業）【調整中】 

H30～H34 (2)② 

門前町地内道路改

良事業 

（H30～H34） 

【調整中】 

市道等の景観に配慮

した舗装・ストリート

ファニチャー設置等

を行う事業 

鹿嶋市 社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備事業）【調整済】 

H30～H34 (2)② 

ポケットパーク整備

事業 

（H30～H34） 

【調整中】 

パークアンドウォー

クの起点として活用

されることを目的と

した休息しやすい環

境を備えた広場を整

備する事業 

鹿嶋市 社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備事業）【調整済】 

H30～H34 (2)② 

観光サイン整備事

業 

（H30～H34） 

【調整中】 

市民や来街者，エリア

内を回遊する歩行者

向けの地図標識，誘導

サインを整備する事

業 

鹿嶋市 社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備事業）【調整済】 

H30～H34 (2)② 

鹿島神宮駅及び神

宮坂花いっぱい運

動支援事業 

（H31～） 

鹿島神宮駅及び神宮

坂の花壇等を花いっ

ぱいにする事業 

有 志 ボ

ランティ

ア 

－  (4) 
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５章：都市福利施設を整備する事業に関する事項 

事業名 

（事業実施期間） 

（【】は事業の 

調整状況） 

事業の内容 
実施 

主体 

国の支援措置 

（【】は支援措置の各

省との調整状況） 

支援措置 

期間 

記載 

分類 

鹿嶋市歴史資料館

整備事業 

（主要事業⑧） 

（H32～H34） 

【調整中】 

鹿島神宮宝物館と連

携して，鹿嶋市の歴史

や文化を保存・展示す

る施設を整備する事

業 

鹿嶋市 社会資本整備総合

交付金（暮らし・にぎ

わい再生事業）【調

整中】 

H32～H34 (2)

① 

交流センター整備

事業 

（主要事業⑤） 

（H32～H34） 

【調整中】 

地域住民の活動の拠

点となる交流施設を

整備する事業 

鹿嶋市 社会資本整備総合

交付金（暮らし・にぎ

わい再生事業）【調

整中】 

H32～H34 (2)

① 

ミニ博物館運営事

業 

（H23～） 

地域の歴史学習や創

作・発表の場として活

用されている，ミニ博

物館ココシカでの活

動に対して助成を行

う事業 

NPO かし

ま歴標 

中心市街地活性化

ソフト事業 

H32～H36 (2)

① 

障がい者店舗等設

置事業 

（H32～） 

【調整中】 

空き店舗を活用して，

一般就労が困難な被

保護者や障がい者の

一般就労準備，技術を

持った障がい者が収

入を得る場を整備す

る事業 

民 間 事

業者 

社会福祉施設等施

設整備費補助金【調

整中】 

H32～ (3) 

鹿島神宮宝物館整

備事業 

（主要事業⑦） 

（H32～） 

【調整済】 

老朽化した鹿島神宮

宝物館を鹿島神宮が

整備する事業 

鹿 島 神

宮 

－  (4) 

 

６章：公営住宅などを整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事

業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

事業名 

（事業実施期間） 

（【】は事業の 

調整状況） 

事業の内容 
実施 

主体 

国の支援措置 

（【】は支援措置の各

省との調整状況） 

支援措置 

期間 

記載 

分類 

鹿 島 神 宮 周 辺 地

区・地区計画景観

整備事業 

（H11～） 

修景基準に沿った建

築物等の外観工事費

の一部を助成するこ

とにより景観の形成

を図る事業 

鹿嶋市 社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備事業）【調整済】 

H30～H34 (2)

② 
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高齢者生きがいづ

くり事業 

（H27～） 

観光客との交流を通

じて高齢者の生きが

いづくりを行う事業 

(公 社 )

鹿 嶋 市

シ ル バ

ー 人 材

センター 

－  (4) 

若年世帯定住促進

事業（まちなか住替

え推進事業・まちな

か定住促進事業） 

（H29～） 

若年夫婦・若年者・子

育て世帯が市街化区

域内で住宅を取得し

た場合，補助金を支給

する事業 

鹿嶋市 －  (4) 

新たな事業等について記載する必要がない合理的な理由 

・鹿島神宮駅周辺の土地区画整理事業の完了により，住宅用地の確保がなされており，若年世帯定

住促進事業の取組を行うことで，居住人口の維持・増加が見込まれることから，新たな事業等を必

要としない。 

 

７章：中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、 

その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

事業名 

（事業実施期間） 

（【】は事業の 

調整状況） 

事業の内容 
実施 

主体 

国の支援措置 

（【】は支援措置の各

省との調整状況） 

支援措置 

期間 

記載 

分類 

空き店舗リノベーシ

ョン事業 

（主要事業③） 

（H31～） 

商店街組織が単独ま

たはまちづくり会社

等の民間企業や特定

非営利活動法人等と

連携して行う公益性

の高い取組を支援す

る事業 

民 間 事

業者 

地域まちな か活性

化・魅力創出支援事

業費補助金（中心市

街地活性化支援事

業）のうち先導的・実

証的事業【調整中】 

H31～H36 (2)

① 

城山桜祭り支援事

業 

（H3～） 

鹿島城山公園で毎年

春に開催される「かし

ま桜まつり」の運営に

対する支援を行う事

業 

観 光 協

会 

中心市街地活性化

ソフト事業 

H31～H36 (2)

① 

提案制度によるに

ぎわいづくり（共創

のまちづくり）事業） 

（H24～） 

行政提案制度により，

中心市街地のにぎわ

いづくり事業を公募

し，官民連携で事業を

実施することにより

中心市街地の活性化

につなげる事業 

鹿嶋市 中心市街地活性化

ソフト事業 

H31～H36 (2)

① 

チャレンジショップ

支援事業 

（H31～） 

創業を検討している

個人及び法人を対象

に，空き店舗等を活用

したお試し出店など

の支援を行う事業 

商工会 中心市街地活性化

ソフト事業 

H31～H36 (2)

① 



資料 ４ 

- 11 - 

 

共同店舗整備推進

事業 

（H31～） 

まちなかの商機能の

活性化・維持を図り、

中心市街地の活性化

に資する調査を行う

事業 

民 間 事

業者 

地域まちな か活性

化・魅力創出支援事

業費補助金（中心市

街地活性化支援事

業）のうち調査事業

【調整中】 

H31～H36 (2)

② 

まちなか空き店舗

マッチング事業 

（主要事業②） 

（H30～） 

中心市街地内に新規

出店を検討する方に

対して，空き店舗等の

情報を提供し，空き店

舗の解消を図る事業 

まちづく

り 会 社

（補助） 

地方創生推進交付

金【調整済】 

H30～H32 (3) 

かみの市支援事業 

（H30～） 

中心市街地における

地 域 の 特 産 品 の 飲

食・販売を定例化し，

地域産業の活性化を

図る事業 

まちづく

り会社 

地方創生推進交付

金【調整済】 

H30～H32 (3) 

にぎわい広場利用

促進事業 

（H30～） 

大町通りに整備され

たにぎわい広場を活

用するイベントの拡

充に向けた支援を行

う事業 

まちづく

り会社 

地方創生推進交付

金【調整済】 

H30～H32 (3) 

まちなか起業支援

事業 

（H27～） 

新たに起業した事業

者に対して，地域の企

業や生産者とのネッ

トワークづくりや，セ

ミナーの開催，相談業

務などを行う事業 

鹿嶋市 －  (4) 

アントラーズサポー

ターまちなか誘導

事業 

（H31～） 

鹿島神宮と鹿島アン

トラーズFCの連携に

よりサポーターの中

心市街地への来街を

促す施策を支援する

事業 

民 間 事

業者 

－  (4) 

鹿島神宮門前まち

づくり会議 

（主要事業①） 

（H30～） 

商業者，地域住民等，

中心市街地活性化に

関わる関係者，まちづ

くりに興味のある市

民有志等の幅広い参

加による意見交換の

場を設ける事業 

まちづく

り会社 

－  (4) 

宮中ふるさと市支

援事業 

（H11～） 

鹿島神宮の祭事に合

わせて鹿嶋市商工会，

鹿嶋市宮中地区商店

会連合会が主催する

市を定例化できるよ

うに助成を行う事業 

商工会 －  (4) 
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特産品・土産品開

発事業 

（H32～） 

地元農水産物を使用

した特産品・土産品開

発の支援を行い，観光

客に提供していく事

業 

鹿嶋市 －  (4) 

商い元気塾支援事

業 

（H18～） 

商工会青年部及び若

手有志が運営にあた

る地域活性化人材育

成プログラム「鹿嶋商

い元気塾」に対する支

援を行う事業 

商 い 元

気塾 

－  (4) 

鹿嶋ふるさとガイド

育成事業 

（H11～） 

鹿島神宮や鹿島新當

流の歴史，地域に根差

したスポーツ文化な

ど，本市独自の観光資

源について，観光客に

案内する人材を育成

する事業 

ふるさと

ガイド 

－  (4) 

鹿嶋神の道の運営

支援事業 

（H21～） 

鹿嶋神の道運営委員

会が設定したまち歩

きコースの管理や，ま

ち歩きツアー等のイ

ベント開催を支援す

る事業 

神 の 道

運 営 委

員会 

－  (4) 

鹿島神宮ツアーバ

ス誘致事業 

（H28～） 

観光誘客の増加を実

現するため，関係各社

が連携して旅行代理

店に対してバスツア

ーの誘致を行う事業 

まちづく

り会社 

－  (4) 

かしま商工夏まつ

り支援事業 

（H11～） 

毎年夏に行われる商

工会主催の夏祭りを

支援する事業 

商工会 －  (4) 

お 祭 り 支 援 事 業

（下座連育成事業） 

（H31～） 

神幸祭の山車の祭囃

子を支える下座連の

人材育成を支援し，地

域の文化の継承を推

進する事業 

市 民 セ

ンター 

－  (4) 

地消地産推進事業 

（H29～） 

地元産の農水産品が

市内に流通しにくい

現状を踏まえ，広域か

ら人の集まる中心市

街地において，地域の

食材を取り扱う直売

所・飲食店などと連携

して，地消地産を推進

する事業 

商工会 －  (4) 
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８章：４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

事業名 

（事業実施期間） 

（【】は事業の 

調整状況） 

事業の内容 
実施 

主体 

国の支援措置 

（【】は支援措置の各

省との調整状況） 

支援措置 

期間 

記載 

分類 

高速バス鹿島神宮

停留所整備事業 

（H30～H34） 

【調整中】 

高速バス鹿島神宮停

留所にバスベイ，バス

シェルター等を整備

し，交通結節点機能の

向上を図る事業 

鹿嶋市 社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備事業）【調整済】 

H30～H34 (2)

② 

道路空間等活用に

ぎわいづくり事業 

（H30～H34） 

にぎわいづくりを目

的として公益性を持

った地域の団体が歩

行空間へのオープン

カフェ等の設置やイ

ベント時の歩行者天

国実施を支援する事

業 

鹿嶋市 地方創生推進交付

金【調整済】 

H30～H32 (3) 

公共交利用促進事

業（まちなか交通誘

導事業） 

（H30～） 

市内や近隣市から中

心市街地に行きやす

いよう，バスの運行を

支援する事業 

鹿嶋市 地域公共交通確保

維持改善事業（地域

公共交通確保維持

事業／地域公共交

通バリア解消促進事

業／地域公共交通

調査等事業）【調整

済】 

H30～ (3) 

  



 

８．主な事業概要

 

主要事業①

 

 

主要事業②

 

 

主要事業③

 

 

 

事業概要 

主要事業① 

主要事業② 

主要事業③ 

   

 

事業名：鹿島神宮門前まちづくり会議

実施時期：

（事業概要等）

中心市街地活性化に関わるプレーヤー，商店主，市民有

志，有識者等の幅広い参加によるまちの活性化のための

意見交換の場を設ける。

（スケジュールについて）

H30

     

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・新規出店数（

 

事業名：まちなか空き店舗マッチング事業

実施時期：平成

（事業概要等）

起業や居住を検討する方と空き店舗をマッチングする事業

中心市街地内の空き店舗・空き事務所・空き家等の情報

（位置・規模・構造・賃貸意向等）について，現地踏査や聞き

取り調査等によりデータベース化し，出店を希望する事業

者と橋渡しを行う。

（スケジュールについて）

H30

H31

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・新規出店数（

 

事業名：空き店舗リノベーション事業

実施時期：

（事業概要等）

店舗を開設する際に必要となる改修費用を支援する事業。

中心市街地には，後継者不足等

住宅が多いが，本事業により，現状のままでは店舗部分の

みを賃貸することが難しい建物に対する店舗・住宅間の隔

壁設置を支援し，空き店舗部分の活用を促進する。

（スケジュールについて）

H31

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・新規出店数（

- 14 - 

事業名：鹿島神宮門前まちづくり会議

実施時期： 

（事業概要等）

中心市街地活性化に関わるプレーヤー，商店主，市民有

志，有識者等の幅広い参加によるまちの活性化のための

意見交換の場を設ける。

（スケジュールについて）

H30～ 意見交換会の開催

     まちの担い手の育成

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・新規出店数（

事業名：まちなか空き店舗マッチング事業

実施時期：平成

（事業概要等）

起業や居住を検討する方と空き店舗をマッチングする事業

中心市街地内の空き店舗・空き事務所・空き家等の情報

（位置・規模・構造・賃貸意向等）について，現地踏査や聞き

取り調査等によりデータベース化し，出店を希望する事業

者と橋渡しを行う。

（スケジュールについて）

H30～ 空き店舗等の情報収集

H31～ 出店希望者とのマッチング

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・新規出店数（

事業名：空き店舗リノベーション事業

実施時期： 

（事業概要等）

店舗を開設する際に必要となる改修費用を支援する事業。

中心市街地には，後継者不足等

住宅が多いが，本事業により，現状のままでは店舗部分の

みを賃貸することが難しい建物に対する店舗・住宅間の隔

壁設置を支援し，空き店舗部分の活用を促進する。

（スケジュールについて）

H31～ 計画策定及び実施

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・新規出店数（

事業名：鹿島神宮門前まちづくり会議

 平成 30 年度～

（事業概要等） 

中心市街地活性化に関わるプレーヤー，商店主，市民有

志，有識者等の幅広い参加によるまちの活性化のための

意見交換の場を設ける。

（スケジュールについて）

意見交換会の開催

まちの担い手の育成

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・新規出店数（H31 計測分から効果発現予定）

事業名：まちなか空き店舗マッチング事業

実施時期：平成 30 年度

（事業概要等） 

起業や居住を検討する方と空き店舗をマッチングする事業

中心市街地内の空き店舗・空き事務所・空き家等の情報

（位置・規模・構造・賃貸意向等）について，現地踏査や聞き

取り調査等によりデータベース化し，出店を希望する事業

者と橋渡しを行う。 

（スケジュールについて）

空き店舗等の情報収集

出店希望者とのマッチング

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・新規出店数（H31 計測分から効果発現予定）

事業名：空き店舗リノベーション事業

平成 31 年度～

（事業概要等） 

店舗を開設する際に必要となる改修費用を支援する事業。

中心市街地には，後継者不足等

住宅が多いが，本事業により，現状のままでは店舗部分の

みを賃貸することが難しい建物に対する店舗・住宅間の隔

壁設置を支援し，空き店舗部分の活用を促進する。

（スケジュールについて）

計画策定及び実施

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・新規出店数（H31 計測分から効果発現予定）

事業名：鹿島神宮門前まちづくり会議

年度～ 

中心市街地活性化に関わるプレーヤー，商店主，市民有

志，有識者等の幅広い参加によるまちの活性化のための

意見交換の場を設ける。 

（スケジュールについて） 

意見交換会の開催 

まちの担い手の育成 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

計測分から効果発現予定）

事業名：まちなか空き店舗マッチング事業

年度～ 

起業や居住を検討する方と空き店舗をマッチングする事業

中心市街地内の空き店舗・空き事務所・空き家等の情報

（位置・規模・構造・賃貸意向等）について，現地踏査や聞き

取り調査等によりデータベース化し，出店を希望する事業

（スケジュールについて） 

空き店舗等の情報収集 

出店希望者とのマッチング 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

計測分から効果発現予定）

事業名：空き店舗リノベーション事業

年度～ 

店舗を開設する際に必要となる改修費用を支援する事業。

中心市街地には，後継者不足等により廃業した店舗併用

住宅が多いが，本事業により，現状のままでは店舗部分の

みを賃貸することが難しい建物に対する店舗・住宅間の隔

壁設置を支援し，空き店舗部分の活用を促進する。

（スケジュールについて） 

計画策定及び実施 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

計測分から効果発現予定）

事業名：鹿島神宮門前まちづくり会議 

中心市街地活性化に関わるプレーヤー，商店主，市民有

志，有識者等の幅広い参加によるまちの活性化のための

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

計測分から効果発現予定） 

事業名：まちなか空き店舗マッチング事業 

起業や居住を検討する方と空き店舗をマッチングする事業

中心市街地内の空き店舗・空き事務所・空き家等の情報

（位置・規模・構造・賃貸意向等）について，現地踏査や聞き

取り調査等によりデータベース化し，出店を希望する事業

 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

計測分から効果発現予定） 

事業名：空き店舗リノベーション事業 

店舗を開設する際に必要となる改修費用を支援する事業。

により廃業した店舗併用

住宅が多いが，本事業により，現状のままでは店舗部分の

みを賃貸することが難しい建物に対する店舗・住宅間の隔

壁設置を支援し，空き店舗部分の活用を促進する。

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

計測分から効果発現予定） 

資料 ４ 

中心市街地活性化に関わるプレーヤー，商店主，市民有

志，有識者等の幅広い参加によるまちの活性化のための

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

 

起業や居住を検討する方と空き店舗をマッチングする事業 

中心市街地内の空き店舗・空き事務所・空き家等の情報

（位置・規模・構造・賃貸意向等）について，現地踏査や聞き

取り調査等によりデータベース化し，出店を希望する事業

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

 

店舗を開設する際に必要となる改修費用を支援する事業。 

により廃業した店舗併用

住宅が多いが，本事業により，現状のままでは店舗部分の

みを賃貸することが難しい建物に対する店舗・住宅間の隔

壁設置を支援し，空き店舗部分の活用を促進する。 

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

 

 

中心市街地活性化に関わるプレーヤー，商店主，市民有

志，有識者等の幅広い参加によるまちの活性化のための

 

中心市街地内の空き店舗・空き事務所・空き家等の情報

（位置・規模・構造・賃貸意向等）について，現地踏査や聞き

取り調査等によりデータベース化し，出店を希望する事業

 

により廃業した店舗併用

住宅が多いが，本事業により，現状のままでは店舗部分の

みを賃貸することが難しい建物に対する店舗・住宅間の隔



 

 

主要事業④

 

 

主要事業⑤

交流センター整備イメージ（鹿嶋市「大野

 

 

主要事業④ 

主要事業⑤ 

交流センター整備イメージ（鹿嶋市「大野

ふれあいセンター」）

 

交流センター整備イメージ（鹿嶋市「大野

ふれあいセンター」） 

  

 

事業名：鹿島神宮周辺地区再開発事業

実施時期：

（事業概要等）

施設整備に伴う移転用地の確保，道路の新設・拡幅及び

土地の整形化を行い，鹿島神宮と調和した街並み景観を

創出して新たな土地利用の推進を図る事業

（スケジュールについて）

H30

H31

H32

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

定）

 

交流センター整備イメージ（鹿嶋市「大野

 

事業名：交流センター整備事業

実施時期：

（事業概要等）

市民や来街者が日常的に街なかで集い活動する場を整備

する事業。多目的ホールでのサークル活動等による市民

間交流の促進や地域産品の販売スペースの設置による地

域産業振興へ寄与する。

（スケジュールについて）

H32

H34

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

定）
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事業名：鹿島神宮周辺地区再開発事業

実施時期： 

（事業概要等）

施設整備に伴う移転用地の確保，道路の新設・拡幅及び

土地の整形化を行い，鹿島神宮と調和した街並み景観を

創出して新たな土地利用の推進を図る事業

（スケジュールについて）

H30～ 基礎調査

H31～ 設計，補償等

H32～ 整備

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

定） 

事業名：交流センター整備事業

実施時期： 

（事業概要等）

市民や来街者が日常的に街なかで集い活動する場を整備

する事業。多目的ホールでのサークル活動等による市民

間交流の促進や地域産品の販売スペースの設置による地

域産業振興へ寄与する。

（スケジュールについて）

H32～ 基礎調査，設計，補償等

H34～ 整備

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

定） 

事業名：鹿島神宮周辺地区再開発事業

平成 30～34

（事業概要等） 

施設整備に伴う移転用地の確保，道路の新設・拡幅及び

土地の整形化を行い，鹿島神宮と調和した街並み景観を

創出して新たな土地利用の推進を図る事業

（スケジュールについて）

基礎調査 

設計，補償等 

整備 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

事業名：交流センター整備事業

 平成 32～34

（事業概要等） 

市民や来街者が日常的に街なかで集い活動する場を整備

する事業。多目的ホールでのサークル活動等による市民

間交流の促進や地域産品の販売スペースの設置による地

域産業振興へ寄与する。

（スケジュールについて）

基礎調査，設計，補償等

整備 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

※画像はイメージです

事業名：鹿島神宮周辺地区再開発事業

34 年度 

施設整備に伴う移転用地の確保，道路の新設・拡幅及び

土地の整形化を行い，鹿島神宮と調和した街並み景観を

創出して新たな土地利用の推進を図る事業

（スケジュールについて） 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（H33 計測分から効果発現予

事業名：交流センター整備事業 

34 年度 

市民や来街者が日常的に街なかで集い活動する場を整備

する事業。多目的ホールでのサークル活動等による市民

間交流の促進や地域産品の販売スペースの設置による地

域産業振興へ寄与する。 

（スケジュールについて） 

基礎調査，設計，補償等 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（H35 計測分から効果発現予

※画像はイメージです

事業名：鹿島神宮周辺地区再開発事業 

施設整備に伴う移転用地の確保，道路の新設・拡幅及び

土地の整形化を行い，鹿島神宮と調和した街並み景観を

創出して新たな土地利用の推進を図る事業 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

計測分から効果発現予

市民や来街者が日常的に街なかで集い活動する場を整備

する事業。多目的ホールでのサークル活動等による市民

間交流の促進や地域産品の販売スペースの設置による地

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

計測分から効果発現予

資料 ４ 

※画像はイメージです 

施設整備に伴う移転用地の確保，道路の新設・拡幅及び

土地の整形化を行い，鹿島神宮と調和した街並み景観を

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

計測分から効果発現予

市民や来街者が日常的に街なかで集い活動する場を整備

する事業。多目的ホールでのサークル活動等による市民

間交流の促進や地域産品の販売スペースの設置による地

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

計測分から効果発現予

 

施設整備に伴う移転用地の確保，道路の新設・拡幅及び

土地の整形化を行い，鹿島神宮と調和した街並み景観を

計測分から効果発現予

市民や来街者が日常的に街なかで集い活動する場を整備

する事業。多目的ホールでのサークル活動等による市民

間交流の促進や地域産品の販売スペースの設置による地

計測分から効果発現予



 

 

主要事業⑥

 

主要事業⑦

 

 

主要事業⑧

 

歴史資料館施設整備イメージ（和歌山県

岩出市「道の駅

 

主要事業⑥ 

主要事業⑦ 

主要事業⑧ 

歴史資料館施設整備イメージ（和歌山県

岩出市「道の駅 ねごろ歴史の丘」）

 

 

 

歴史資料館施設整備イメージ（和歌山県

ねごろ歴史の丘」）

  

 

事業名：

実施時期：

（事業概要等）

混雑時の臨時駐車場として利用されている第三駐車場を

常設の共同駐車場として整備し，柔軟な料金設定を導入

し，日常的な来街を促す。ピーク期を除く通常時のイベント

広場等としての活用も図る。

本駐車場の整備により，回転率の確保による駐車容量の

増加，短時間駐車・買い物客の駐車料金無料化など，地域

の商業活性化に寄与する運用が可能となることから，観光

客の増加のみならず市内や周辺地域からの来街者数増加

を促進することが期待できる。

（スケジュールについて）

H31

H32

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

定）

 

事業名：鹿島神宮宝物館整備事業

実施時期：

（事業概要等）

鹿島神宮が所蔵する国宝等の宝物を公開する常設展示施

設の更新整備（事業主体：鹿島神宮）。市が整備する歴史

資料館と連携した整備・運営を行う。

（スケジュールについて）

H32

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

定）

 

 
歴史資料館施設整備イメージ（和歌山県

ねごろ歴史の丘」） 

事業名：鹿嶋市歴史資料館整備事業

実施時期：

（事業概要等）

鹿嶋市の歴史や文化を保存・展示する施設を整備し，市民

の郷土への誇りと愛着を醸成する。文化財保存活動の場と

なり，市内外へ伝統文化の情報発信を行う。

（スケジュールについて）

H32

H34

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

定）
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事業名：共同駐車場整備事業

実施時期： 

（事業概要等）

混雑時の臨時駐車場として利用されている第三駐車場を

常設の共同駐車場として整備し，柔軟な料金設定を導入

し，日常的な来街を促す。ピーク期を除く通常時のイベント

広場等としての活用も図る。

本駐車場の整備により，回転率の確保による駐車容量の

増加，短時間駐車・買い物客の駐車料金無料化など，地域

の商業活性化に寄与する運用が可能となることから，観光

客の増加のみならず市内や周辺地域からの来街者数増加

を促進することが期待できる。

（スケジュールについて）

H31～ 基礎調査，設計

H32～ 整備

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

定） 

事業名：鹿島神宮宝物館整備事業

実施時期： 

（事業概要等）

鹿島神宮が所蔵する国宝等の宝物を公開する常設展示施

設の更新整備（事業主体：鹿島神宮）。市が整備する歴史

資料館と連携した整備・運営を行う。

（スケジュールについて）

H32～ 整備

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

定） 

事業名：鹿嶋市歴史資料館整備事業

実施時期： 平成

（事業概要等）

鹿嶋市の歴史や文化を保存・展示する施設を整備し，市民

の郷土への誇りと愛着を醸成する。文化財保存活動の場と

なり，市内外へ伝統文化の情報発信を行う。

（スケジュールについて）

H32～ 基礎調査，設計，補償等

H34～ 整備

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

定） 

共同駐車場整備事業

平成 30～34

（事業概要等） 

混雑時の臨時駐車場として利用されている第三駐車場を

常設の共同駐車場として整備し，柔軟な料金設定を導入

し，日常的な来街を促す。ピーク期を除く通常時のイベント

広場等としての活用も図る。

本駐車場の整備により，回転率の確保による駐車容量の

増加，短時間駐車・買い物客の駐車料金無料化など，地域

の商業活性化に寄与する運用が可能となることから，観光

客の増加のみならず市内や周辺地域からの来街者数増加

を促進することが期待できる。

（スケジュールについて）

基礎調査，設計

整備 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

事業名：鹿島神宮宝物館整備事業

 平成 32 年度～

（事業概要等） 

鹿島神宮が所蔵する国宝等の宝物を公開する常設展示施

設の更新整備（事業主体：鹿島神宮）。市が整備する歴史

資料館と連携した整備・運営を行う。

（スケジュールについて）

整備 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

事業名：鹿嶋市歴史資料館整備事業

平成 32～34

（事業概要等） 

鹿嶋市の歴史や文化を保存・展示する施設を整備し，市民

の郷土への誇りと愛着を醸成する。文化財保存活動の場と

なり，市内外へ伝統文化の情報発信を行う。

（スケジュールについて）

基礎調査，設計，補償等

整備 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（

共同駐車場整備事業 

34 年度 

混雑時の臨時駐車場として利用されている第三駐車場を

常設の共同駐車場として整備し，柔軟な料金設定を導入

し，日常的な来街を促す。ピーク期を除く通常時のイベント

広場等としての活用も図る。 

本駐車場の整備により，回転率の確保による駐車容量の

増加，短時間駐車・買い物客の駐車料金無料化など，地域

の商業活性化に寄与する運用が可能となることから，観光

客の増加のみならず市内や周辺地域からの来街者数増加

を促進することが期待できる。 

（スケジュールについて） 

基礎調査，設計 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（H33 計測分から効果発現予

事業名：鹿島神宮宝物館整備事業 

年度～ 

鹿島神宮が所蔵する国宝等の宝物を公開する常設展示施

設の更新整備（事業主体：鹿島神宮）。市が整備する歴史

資料館と連携した整備・運営を行う。

（スケジュールについて） 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（H33 計測分から効果発現予

事業名：鹿嶋市歴史資料館整備事業

34 年度 

鹿嶋市の歴史や文化を保存・展示する施設を整備し，市民

の郷土への誇りと愛着を醸成する。文化財保存活動の場と

なり，市内外へ伝統文化の情報発信を行う。

（スケジュールについて） 

基礎調査，設計，補償等 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

・平休日平均歩行者通行量（H35 計測分から効果発現予

混雑時の臨時駐車場として利用されている第三駐車場を

常設の共同駐車場として整備し，柔軟な料金設定を導入

し，日常的な来街を促す。ピーク期を除く通常時のイベント

本駐車場の整備により，回転率の確保による駐車容量の

増加，短時間駐車・買い物客の駐車料金無料化など，地域

の商業活性化に寄与する運用が可能となることから，観光

客の増加のみならず市内や周辺地域からの来街者数増加

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

計測分から効果発現予

 

鹿島神宮が所蔵する国宝等の宝物を公開する常設展示施

設の更新整備（事業主体：鹿島神宮）。市が整備する歴史

資料館と連携した整備・運営を行う。 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

計測分から効果発現予

事業名：鹿嶋市歴史資料館整備事業 

鹿嶋市の歴史や文化を保存・展示する施設を整備し，市民

の郷土への誇りと愛着を醸成する。文化財保存活動の場と

なり，市内外へ伝統文化の情報発信を行う。 

（当該事業により効果が発現する目標指標について）

計測分から効果発現予
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混雑時の臨時駐車場として利用されている第三駐車場を

常設の共同駐車場として整備し，柔軟な料金設定を導入

し，日常的な来街を促す。ピーク期を除く通常時のイベント

本駐車場の整備により，回転率の確保による駐車容量の

増加，短時間駐車・買い物客の駐車料金無料化など，地域

の商業活性化に寄与する運用が可能となることから，観光

客の増加のみならず市内や周辺地域からの来街者数増加

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

計測分から効果発現予

鹿島神宮が所蔵する国宝等の宝物を公開する常設展示施

設の更新整備（事業主体：鹿島神宮）。市が整備する歴史

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

計測分から効果発現予

鹿嶋市の歴史や文化を保存・展示する施設を整備し，市民

の郷土への誇りと愛着を醸成する。文化財保存活動の場と

（当該事業により効果が発現する目標指標について） 

計測分から効果発現予

 

混雑時の臨時駐車場として利用されている第三駐車場を

常設の共同駐車場として整備し，柔軟な料金設定を導入

し，日常的な来街を促す。ピーク期を除く通常時のイベント

本駐車場の整備により，回転率の確保による駐車容量の

増加，短時間駐車・買い物客の駐車料金無料化など，地域

の商業活性化に寄与する運用が可能となることから，観光

客の増加のみならず市内や周辺地域からの来街者数増加

計測分から効果発現予

鹿島神宮が所蔵する国宝等の宝物を公開する常設展示施

設の更新整備（事業主体：鹿島神宮）。市が整備する歴史

計測分から効果発現予

鹿嶋市の歴史や文化を保存・展示する施設を整備し，市民

の郷土への誇りと愛着を醸成する。文化財保存活動の場と

計測分から効果発現予



 

９．中心市街地活性化協議会の設立状況

 

○協議会について

平成 29 年

平成 30 年

 

○構成団体について

（法第十五条一項

 鹿嶋

（法第十五条四項に該当する団体）

 宮中商店会

（法第十五条八項に該当する団体）

 鹿嶋市観光協会，ＪＡ

 

○議論の経緯について

・平成 29 年

について全会一致。その後の審議を経て，平成

目指して策定を進めている。

 

１０．特別用途地区等の活用について

 

・市内の準工業地域約

都市計画審議会」の承認を得たのちの関連条例施行については

予定とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．中心市街地活性化協議会の設立状況

○協議会について 

年 7 月 27 日 

年 5 月 15 日 

構成団体について 

（法第十五条一項ロに該当する団体）

鹿嶋市商工会，まちづくり

（法第十五条四項に該当する団体）

宮中商店会連合会

（法第十五条八項に該当する団体）

鹿嶋市観光協会，ＪＡ

○議論の経緯について

年 7 月開催の鹿嶋市中心市街地活性化

について全会一致。その後の審議を経て，平成

目指して策定を進めている。

１０．特別用途地区等の活用について

・市内の準工業地域約

都市計画審議会」の承認を得たのちの関連条例施行については

予定とする。（下図参照）

９．中心市街地活性化協議会の設立状況

 任意協議会「鹿嶋市中心市街地活性化

 法定協議会

 

に該当する団体）

商工会，まちづくり

（法第十五条四項に該当する団体）

連合会 

（法第十五条八項に該当する団体）

鹿嶋市観光協会，ＪＡしおさい

○議論の経緯について 

月開催の鹿嶋市中心市街地活性化

について全会一致。その後の審議を経て，平成

目指して策定を進めている。 

１０．特別用途地区等の活用について

・市内の準工業地域約 165ha に係る特別用途地区の都市計画決定について。平成

都市計画審議会」の承認を得たのちの関連条例施行については

（下図参照） 

９．中心市街地活性化協議会の設立状況 

任意協議会「鹿嶋市中心市街地活性化

法定協議会「鹿嶋市中心市街地活性化協議会」設立

に該当する団体） 

商工会，まちづくり鹿嶋株式会

（法第十五条四項に該当する団体） 

（法第十五条八項に該当する団体） 

しおさい，鹿島神宮，

月開催の鹿嶋市中心市街地活性化

について全会一致。その後の審議を経て，平成

１０．特別用途地区等の活用について 

に係る特別用途地区の都市計画決定について。平成

都市計画審議会」の承認を得たのちの関連条例施行については

- 17 - 

任意協議会「鹿嶋市中心市街地活性化

「鹿嶋市中心市街地活性化協議会」設立

株式会社（市の議決権割合：

，鹿島神宮，鹿島灘漁業協同組合

月開催の鹿嶋市中心市街地活性化協議会

について全会一致。その後の審議を経て，平成 31 年 3 月に

に係る特別用途地区の都市計画決定について。平成

都市計画審議会」の承認を得たのちの関連条例施行については

任意協議会「鹿嶋市中心市街地活性化協議会

「鹿嶋市中心市街地活性化協議会」設立

（市の議決権割合：45

鹿島灘漁業協同組合

協議会において，新たな計画の認定申請を目指すこと

月に計画案取りまとめ，

に係る特別用途地区の都市計画決定について。平成

都市計画審議会」の承認を得たのちの関連条例施行については，同年

協議会」発足 

「鹿嶋市中心市街地活性化協議会」設立 

45％） 

鹿島灘漁業協同組合 

において，新たな計画の認定申請を目指すこと

案取りまとめ，平成

に係る特別用途地区の都市計画決定について。平成

同年 9 月議会での議決を経て

 

 

において，新たな計画の認定申請を目指すこと

平成 31 年 11

に係る特別用途地区の都市計画決定について。平成 31 年 7 月に「鹿嶋市

月議会での議決を経て

準工業地域
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において，新たな計画の認定申請を目指すこと

11 月認定を

月に「鹿嶋市

月議会での議決を経て，実施

準工業地域 

 

において，新たな計画の認定申請を目指すこと

月認定を

月に「鹿嶋市

実施
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１１．その他の特記事項 

 

○地方版総合戦略との整合性について 

・平成２８年３月に策定した鹿嶋市まち・ひと・しごと総合戦略では，基本目標に「地方における安定した雇

用を創出する時代に合った地域をつくり，安心なくらしを守るとともに，地域と地域を連携する」を掲げて

います。その中で中心市街地の活性化を図ることとしており，具体的な施策，重要業績指標（KPI）を以下

のとおり設定している。 

 

＜基本目標Ⅰ＞本市における安定した雇用を創出し，就業を支援する 

【1-3】観光産業の振興 

鹿島神宮，鹿嶋アントラーズと連携し，新たな観光ビジネスを創出する。 

☛具体的な施策：各種イベント等を通じたシティプロモーション 

☛ＫＰＩ：観光入込客数：３，０００，０００人（Ｈ３１）  （Ｈ２６：２，５９９，７２７人） 

【1-6】創業支援 

創業者の育成及び支援により，新たな創業を促す。 

☛具体的な施策：商い元気塾支援，かしまチャレンジ応援事業，創業・第２創業利子補給制度の創

出，店舗改装等補助金 

☛ＫＰＩ：制度利用創業者数：３人（Ｈ３１）  （Ｈ２７：０人） 

 

＜基本目標Ⅱ＞本市への新しいひとの流れをつくる 

【2-3】既存観光ブランド育成 

既存の観光資源を有効活用し，交流人口の増加と観光客の滞在時間の延長を図る。 

☛具体的な施策：鹿嶋神の道事業の推進，広域観光連携事業，神宮前参道の歩行者天国の実施，

インバウンドを見据えた日本文化体験の実施 

☛ＫＰＩ：観光入込客数：３，０００，０００人（Ｈ３１）  （Ｈ２６：２，５９９，７２７人） 

【2-4】新観光ブランド創出 

新しい観光ブランドを創出することで交流人口の増加を図る。 

☛具体的な施策：鹿嶋古武道サミットの開催，鹿行 DMO の検討 

☛ＫＰＩ：観光入込客数：３，０００，０００人（Ｈ３１）  （Ｈ２６：２，５９９，７２７人） 

【2-5】郷土愛育み事業 

郷土愛を持ってもらえる教育や機会を提供し，将来市に戻ってくる人を増やすほか，市外で本市

をＰＲしてもらえる人材を育てる。 

☛具体的な施策：歴史資料館の整備，文化財と伝統文化の保存及び活用，郷土教育の推進 

☛ＫＰＩ：鹿嶋デジタル博物館閲覧者数：１３，７５０人（Ｈ３１）  （Ｈ２７：１０，８００人） 

 

＜基本目標Ⅳ＞時代に合った地域をつくり，安心なくらしを守るとともに，地域と地域を連携する 

【4-1】まちなか居住の推進 

中心的市街地や地区計画エリアにおいて定住人口を増やす。 

☛具体的な施策：まちなか定住推進事業 

☛ＫＰＩ：市街化区域人口：３６，６００人維持（Ｈ３１）  （Ｈ２６：３６，６２１人） 

【4-5】まちなかの賑わい創出事業 

鹿島神宮周辺地区の空き店舗及び未利用地の利活用を支援するとともに，街並み景観を再生

しながら，かつての賑わいを取り戻す。 

☛具体的な施策：景観形成の補助金の拡充，まちなか賑わい協議会の設立 

☛ＫＰＩ：市民指導の協議会の新設：１組織（Ｈ３１） 
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○各種計画の策定状況 

・鹿島神宮通り基本計画 （神来の道づくり） （平成元年３月策定） 

・大町通り商店活性化実施計画（鹿島の香りただよう街づくり） （平成５年２月策定） 

・鹿島町商業活性化計画  （平成６年２月策定） 

・北桜町商店街活性化基本計画（鹿嶋の香りただよう街づくり） （平成７年３月策定） 

・鹿島神宮門前町景観形成まちづくり委員会報告書 （平成２０年３月策定） 

・鹿島神宮門前町景観まちづくり計画 （平成２１年９月策定） 

・都市計画マスタープラン （平成２２年度策定） 

・第三次鹿嶋市総合計画  後期基本計画  (平成２９年度～平成３３年度) 

・地方版総合戦略 （平成２８年３月策定） 

・地域公共交通網形成計画 （平成２９年３月策定） 

・地域再生計画 （平成３０年３月策定） 

・立地適正化計画 （策定なし） 

 

○地元ニーズ把握のための手法 

・平成２８年１月に市民アンケートを実施した結果，鹿嶋市の魅力と誇れるもの，大切にしたいものは何か

という質問では，「鹿島神宮とをはじめとする歴史的環境」答えた方が６７．７％と多く，鹿島神宮周辺の

活性化を望む意見が最も多かった。自由記述においても，鹿島神宮の認知度アップや観光に関すること

及び中心市街地活性化に関する回答があった。 

・平成３０年７月から８月にかけて，市政懇談会を市内全 10 地区の公民館単位で開催し，鹿島神宮周辺

地区の賑わい創出事業の取組や施設整備について，参加した市民から意見を伺った。 

・平成３０年９月から１１月にかけて，市民交流（歴史資料）館に関する意見交換会を市内 2 地区（鹿島地

区・大野地区）に分けて，各地区 2 回ずつ計 4 回開催し，参加した市民から意見を伺った。 

その中で，第1回意見交換会で参加者に対し行ったアンケートを行っており，「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？」という質問で，「ある程度役立つ」「役立つ」と

答えた方が６８％と多く，活性化を望む意見が最も多かった。 

・平成３０年１０月に鹿嶋市議会において，宮中賑わい創出事業検討協議会が設置され，鹿島神宮周辺

地区の活性化や中心市街地活性化基本計画，観光資源の活用等に関する事項について，協議を重ね

平成３１年２月に協議会としての意見をとりまとめた。 

・基本計画素案に係るパブリックコメントについては，内閣府との協議を踏まえ平成 31 年 6 月に実施予

定。 


