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１．鹿嶋市中心市街地活性化の現況と課題
 

 

 

 

■鹿嶋市の現況

常陸国一之宮，鹿島神宮の門前町。江戸時代には街

道筋の宿場町，高度経済成長期以降は重工業のまち，

サッカーＪリーグ発足後はアントラーズのホームタ

ウンとしても知られ

昭和

宮駅が開通し

より鉄道の利用者は伸び

 

 

 

 

■中心市街地の課題等

門前町を

昭和

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するなど，

市民が本エリアを

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

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

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

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

していくことが必要です
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■鹿嶋市の現況

常陸国一之宮，鹿島神宮の門前町。江戸時代には街

道筋の宿場町，高度経済成長期以降は重工業のまち，

サッカーＪリーグ発足後はアントラーズのホームタ

ウンとしても知られ

昭和 40 年代にＪＲ

宮駅が開通しまし

より鉄道の利用者は伸び

■中心市街地の課題等

門前町を市民や周辺地域の人びとが

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するなど，

市民が本エリアを

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

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

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

と考えられます。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

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

していくことが必要です

 

１．鹿嶋市中心市街地活性化の現況と課題

：67,879
27 年 10 月現在：国勢調査）

■鹿嶋市の現況 

常陸国一之宮，鹿島神宮の門前町。江戸時代には街

道筋の宿場町，高度経済成長期以降は重工業のまち，

サッカーＪリーグ発足後はアントラーズのホームタ

ウンとしても知られています

ＪＲ鹿島線・鹿島臨海鉄道の鹿島神

ましたが，モータリゼーションの進展に

より鉄道の利用者は伸びませんでした

■中心市街地の課題等

市民や周辺地域の人びとが

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するなど，

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

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ます。 

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

形成されることはありませんでした

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

。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

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

していくことが必要です。 

  

１．鹿嶋市中心市街地活性化の現況と課題

67,879 人 
月現在：国勢調査） 

常陸国一之宮，鹿島神宮の門前町。江戸時代には街

道筋の宿場町，高度経済成長期以降は重工業のまち，

サッカーＪリーグ発足後はアントラーズのホームタ

ています。 

鹿島線・鹿島臨海鉄道の鹿島神

たが，モータリゼーションの進展に

ませんでした。

■中心市街地の課題等 

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

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するなど，

の「顔」として誇れない状況が長期にわたって続いてい

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

 

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

ありませんでした。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

。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

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
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常陸国一之宮，鹿島神宮の門前町。江戸時代には街

道筋の宿場町，高度経済成長期以降は重工業のまち，

サッカーＪリーグ発足後はアントラーズのホームタ

鹿島線・鹿島臨海鉄道の鹿島神

たが，モータリゼーションの進展に

。 

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

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するなど，

の「顔」として誇れない状況が長期にわたって続いてい

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

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

。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

。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

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

１．鹿嶋市中心市街地活性化の現況と課題

：106.03

常陸国一之宮，鹿島神宮の門前町。江戸時代には街

道筋の宿場町，高度経済成長期以降は重工業のまち，

サッカーＪリーグ発足後はアントラーズのホームタ

鹿島線・鹿島臨海鉄道の鹿島神

たが，モータリゼーションの進展に

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

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するなど，

の「顔」として誇れない状況が長期にわたって続いてい

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

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

。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

。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

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

増やし，コンパクトで魅力的な商業地を形成
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3 ㎢ 

日常的に集うまちとして再生すること

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するなど，

の「顔」として誇れない状況が長期にわたって続いてい

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

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

。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

。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

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

増やし，コンパクトで魅力的な商業地を形成
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日常的に集うまちとして再生すること

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するなど，

の「顔」として誇れない状況が長期にわたって続いています

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

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

。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

。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

増やし，コンパクトで魅力的な商業地を形成
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日常的に集うまちとして再生すること 

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するなど，

ます。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

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

。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

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

増やし，コンパクトで魅力的な商業地を形成
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２．計画策定について

 

まち歩きを楽しめる魅力的な門前町を育成すること

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

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

の改修整備や

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

 

 

 

 

■計画策定の背景及び目的と意義

東国三社に数えられる常陸国一之宮鹿島神宮の門前町を中心とした本市の中心市街地は，

古くから参拝者が訪れる信仰の場であり

ことから周辺住民にとっての生活や商業活動の中心でした。しかし

ションによるバス交通の衰退や行政サービス機能

長期にわたり衰退が続います。

これまで鹿島神宮周辺では景観形成を主眼としたまちづくりやサイン整備

のハード事業を展開してきましたが

が上がらず

一方

向にあり

タジアムが選ばれるなど

そこで

策を総合的かつ一体的に推進するため「

ト・ハード両面の施策の有機的な展開に

民間の取組みを誘発する事業を展開することになりました。

２．計画策定について

まち歩きを楽しめる魅力的な門前町を育成すること

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

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

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

くことが必要です

計画策定の背景及び目的と意義

東国三社に数えられる常陸国一之宮鹿島神宮の門前町を中心とした本市の中心市街地は，

古くから参拝者が訪れる信仰の場であり

ことから周辺住民にとっての生活や商業活動の中心でした。しかし

ションによるバス交通の衰退や行政サービス機能

長期にわたり衰退が続います。

これまで鹿島神宮周辺では景観形成を主眼としたまちづくりやサイン整備

のハード事業を展開してきましたが

が上がらず，新たな取組みが必要とされてきました。

一方，鹿島神宮は近年パワースポットとして改めて注目されたこともあり参拝客が増加傾

向にあり，加えて東京オリンピック競技大会

タジアムが選ばれるなど

そこで，市では今回

策を総合的かつ一体的に推進するため「

ト・ハード両面の施策の有機的な展開に

民間の取組みを誘発する事業を展開することになりました。

２．計画策定について

まち歩きを楽しめる魅力的な門前町を育成すること

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

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

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

す。 

計画策定の背景及び目的と意義

東国三社に数えられる常陸国一之宮鹿島神宮の門前町を中心とした本市の中心市街地は，

古くから参拝者が訪れる信仰の場であり

ことから周辺住民にとっての生活や商業活動の中心でした。しかし

ションによるバス交通の衰退や行政サービス機能

長期にわたり衰退が続います。

これまで鹿島神宮周辺では景観形成を主眼としたまちづくりやサイン整備

のハード事業を展開してきましたが

新たな取組みが必要とされてきました。

鹿島神宮は近年パワースポットとして改めて注目されたこともあり参拝客が増加傾

加えて東京オリンピック競技大会

タジアムが選ばれるなど，観光の面では大きな契機を迎えています。

市では今回，中心市街地の都市機能を増進させ

策を総合的かつ一体的に推進するため「

ト・ハード両面の施策の有機的な展開に

民間の取組みを誘発する事業を展開することになりました。

２．計画策定について

まち歩きを楽しめる魅力的な門前町を育成すること

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

ている「東国三社めぐり」も，日帰り周遊観光で

神宮門前町は観光客をまちなかに呼び込むこと

ず，機会損失が生じてい

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

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

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

計画策定の背景及び目的と意義

東国三社に数えられる常陸国一之宮鹿島神宮の門前町を中心とした本市の中心市街地は，

古くから参拝者が訪れる信仰の場であり

ことから周辺住民にとっての生活や商業活動の中心でした。しかし

ションによるバス交通の衰退や行政サービス機能

長期にわたり衰退が続います。 
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①人が集う魅力的な商業エリアの再生

②来街者が滞遊するまちづくり

 

４．基本方針

５．中心市街地活性化の

魅力的な商業地の再生を中心とした，

� 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。

常陸国一之宮・鹿島神宮を訪れる人々を

� 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。

基本方針①

基本方針

①人が集う魅力的な商業エリアの再生

７

②来街者が滞遊するまちづくり

平休日平均歩行者通行量

 

基本方針

．中心市街地活性化の

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
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。

常陸国一之宮・鹿島神宮を訪れる人々を

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。

基本方針① 

基本方針② 

①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（

②来街者が滞遊するまちづくり

平休日平均歩行者通行量

3,260 人／
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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
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
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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。

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
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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。 
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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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まちづくりを進める中で職住近接の機運醸成を

 

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

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

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

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。

10
※基準値の約

4,2
※基準値の約

．中心市街地活性化の目標

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
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

「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

まちづくりを進める中で職住近接の機運醸成を

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
滞遊：遊びながら時間をゆったりと過ごすこと

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

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

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。 

目標値 

10 店舗／６年間
※基準値の約 40％増（H31

目標値 

4,260 人／12h
※基準値の約 30％増

目標 

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

楽しく滞遊させるための魅力ある観光まちづくり
滞遊：遊びながら時間をゆったりと過ごすこと

 

年間 
H31～36 年） 

 

12h 
30％増 

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

楽しく滞遊させるための魅力ある観光まちづくり
滞遊：遊びながら時間をゆったりと過ごすこと

 

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 

楽しく滞遊させるための魅力ある観光まちづくり 
滞遊：遊びながら時間をゆったりと過ごすこと 
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Ａ．

・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。

・
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。

・

Ｂ．都市福利施設の整備

・
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。

・
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。

・
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。

Ｄ．経済活力の向上

・

・

・

・

・

Ｅ．公共交通機関

・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．中心市街地活性化のための事業

Ａ．市街地の整備改善

・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。

・共同駐車場整備事業
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。

・門前町地内道路改良事業

Ｂ．都市福利施設の整備

・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。

・交流センター整備事業
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。

・鹿島神宮宝物館整備事業
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。

Ｄ．経済活力の向上

・共同店舗整備推進事業

・かみの市支援事業

・宮中ふるさと市支援事業

・鹿嶋ふるさとガイド育成事業

・鹿嶋神の道の運営支援事業

Ｅ．公共交通機関

・高速バス鹿島神宮停留所整備事業 

．中心市街地活性化のための事業

①鹿嶋神宮隣接地

市街地の整備改善

・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。

駐車場整備事業
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。

門前町地内道路改良事業

Ｂ．都市福利施設の整備

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。

交流センター整備事業
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。

鹿島神宮宝物館整備事業
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。

Ｄ．経済活力の向上 

共同店舗整備推進事業

かみの市支援事業 

宮中ふるさと市支援事業

鹿嶋ふるさとガイド育成事業

鹿嶋神の道の運営支援事業

Ｅ．公共交通機関，特定事業等

高速バス鹿島神宮停留所整備事業  

．中心市街地活性化のための事業

神宮隣接地

市街地の整備改善 

・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。

駐車場整備事業 
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。

門前町地内道路改良事業 

Ｂ．都市福利施設の整備 

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。

交流センター整備事業 
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。 

鹿島神宮宝物館整備事業 
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。

共同店舗整備推進事業 

宮中ふるさと市支援事業 

鹿嶋ふるさとガイド育成事業 

鹿嶋神の道の運営支援事業 

特定事業等 

高速バス鹿島神宮停留所整備事業

．中心市街地活性化のための事業

神宮隣接地 

 
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。

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。 

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。

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

 

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。 

 

 

高速バス鹿島神宮停留所整備事業 

- 6 - 

．中心市街地活性化のための事業

Ａ．市街地の整備改善

・

・観光サイン整備事業

Ｂ．都市福利施設の整備

・ミニ博物館運営事業

・障がい者店舗等設置事業

Ｃ．街なか居住の推進

・鹿島神宮周辺地区・地区計画景観整備事業

・高齢者生きがいづくり事業

Ｄ．経済活力の向上
・空き店舗リノベーション事業（空き店舗へ

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

・提案制度によるにぎわいづくり

・チャレンジショップ支援事業

・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

・にぎわい広場利用促進事業

・まちなか起業支援事業

・かしま商工夏まつり支援事業

Ｅ．公共交通機関

・道路空間

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。 

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

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。 

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

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

 

．中心市街地活性化のための事業

Ａ．市街地の整備改善

ポケットパーク整備事業

・観光サイン整備事業

Ｂ．都市福利施設の整備

・ミニ博物館運営事業

・障がい者店舗等設置事業

Ｃ．街なか居住の推進

・鹿島神宮周辺地区・地区計画景観整備事業

・高齢者生きがいづくり事業

Ｄ．経済活力の向上
・空き店舗リノベーション事業（空き店舗へ

の新規出店）
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。 

・提案制度によるにぎわいづくり
ちづくり）事業

・チャレンジショップ支援事業

・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。 

・にぎわい広場利用促進事業

・まちなか起業支援事業

・かしま商工夏まつり支援事業

Ｅ．公共交通機関

・道路空間等

．中心市街地活性化のための事業

②宮中地区

Ａ．市街地の整備改善

ポケットパーク整備事業

・観光サイン整備事業 

Ｂ．都市福利施設の整備

・ミニ博物館運営事業 

・障がい者店舗等設置事業

Ｃ．街なか居住の推進

・鹿島神宮周辺地区・地区計画景観整備事業

・高齢者生きがいづくり事業

Ｄ．経済活力の向上 
・空き店舗リノベーション事業（空き店舗へ

の新規出店） 
店舗を開設する際に必要となる改修費用を支援する

・提案制度によるにぎわいづくり
ちづくり）事業 

・チャレンジショップ支援事業

・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

・にぎわい広場利用促進事業

・まちなか起業支援事業

・かしま商工夏まつり支援事業

Ｅ．公共交通機関，特定事業等

等活用にぎわいづくり事業

．中心市街地活性化のための事業 

②宮中地区 

Ａ．市街地の整備改善 

ポケットパーク整備事業 

・観光サイン整備事業 

Ｂ．都市福利施設の整備 

・ミニ博物館運営事業 

・障がい者店舗等設置事業 

Ｃ．街なか居住の推進 

・鹿島神宮周辺地区・地区計画景観整備事業

・高齢者生きがいづくり事業 

・空き店舗リノベーション事業（空き店舗へ

店舗を開設する際に必要となる改修費用を支援する

・提案制度によるにぎわいづくり

・チャレンジショップ支援事業 

・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

・にぎわい広場利用促進事業 

・まちなか起業支援事業 

・かしま商工夏まつり支援事業 

特定事業等 

活用にぎわいづくり事業

・鹿島神宮周辺地区・地区計画景観整備事業

・空き店舗リノベーション事業（空き店舗へ

店舗を開設する際に必要となる改修費用を支援する

・提案制度によるにぎわいづくり（共創のま

 

・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

 

 

活用にぎわいづくり事業 

・鹿島神宮周辺地区・地区計画景観整備事業 

・空き店舗リノベーション事業（空き店舗へ

店舗を開設する際に必要となる改修費用を支援する

（共創のま

起業や居住を検討する方と空き店舗をマッチングす
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④城山公園 

Ｄ．経済活力の向上 

・城山桜祭り支援事業 

⑤全 域 

Ｃ．街なか居住の推進 

・若年世帯定住促進事業 

Ｄ．経済活力の向上 

・アントラーズサポーターまちなか誘導事業 

・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

めの意見交換の場を設ける。 

・特産品・土産品開発事業 

・商い元気塾支援事業 

・鹿島神宮ツアーバス誘致事業 

・地消地産推進事業 

・お祭り支援事業（下座連育成事業） 

③鹿嶋神宮駅周辺 

Ａ．市街地の整備改善 

・鹿島神宮駅前広場リニューアル事業 

・鹿島神宮駅及び神宮坂花いっぱい運動支援
事業 

Ｅ．公共交通機関，特定事業等 

・公共交利用促進事業（まちなか交通誘導事業） 



７
 

 

 

中心市街地の活性化が

国の支援などを活用しながら

るため，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せは…

鹿嶋市 政策企画部

〒314-8655

電話：0299

７．基本計画の推進体制

中心市街地で活性化事業に取り組みたい方へ

中心市街地の活性化に向け

事業に対しては

支援を受けるためには「中心市街地活性化基本計画」に記載されて

いることが条件となる場合がありますので

合わせください。

【事業実施主体】

・まちづくり会社
・民間事業者
・商工会
・観光協会
・各種団体、市民有志
・鹿嶋

 

中心市街地の活性化が

国の支援などを活用しながら

，市民，事業者

お問合せは… 

政策企画部 重点プロジェクト推進室

8655 茨城県鹿嶋市

0299-82-2911

基本計画の推進体制

中心市街地で活性化事業に取り組みたい方へ

中心市街地の活性化に向け

事業に対しては，国

支援を受けるためには「中心市街地活性化基本計画」に記載されて

いることが条件となる場合がありますので

合わせください。 

 
 
 
 
 

【事業実施主体】

・まちづくり会社
民間事業者 

・商工会 
・観光協会 
・各種団体、市民有志
・鹿嶋市     

中心市街地の活性化が鹿嶋市

国の支援などを活用しながら，

事業者，行政が一体となった取り組みを強力に進めていく必要があ

重点プロジェクト推進室

鹿嶋市大字平井

2911／ファクス

基本計画の推進体制

中心市街地で活性化事業に取り組みたい方へ

中心市街地の活性化に向け，

国，県，市の支援が受けられるものもあります。

支援を受けるためには「中心市街地活性化基本計画」に記載されて

いることが条件となる場合がありますので

 
 
 
 
 

【事業実施主体】 

・まちづくり会社 
 

・各種団体、市民有志 
    等 まちづくり会議

鹿嶋市全体のにぎわいと活力につながるよう

，計画に盛り込まれたハード

行政が一体となった取り組みを強力に進めていく必要があ

重点プロジェクト推進室 

大字平井 1187 番１

／ファクス 0299-82

基本計画の推進体制

中心市街地で活性化事業に取り組みたい方へ

，民間事業者や市民の皆さんが取り組む

市の支援が受けられるものもあります。

支援を受けるためには「中心市街地活性化基本計画」に記載されて

いることが条件となる場合がありますので

 

 

 

 

 

協議・報告

意見・提案

協議・報告

支援・協力

鹿島神宮門前
まちづくり会議
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全体のにぎわいと活力につながるよう

計画に盛り込まれたハード

行政が一体となった取り組みを強力に進めていく必要があ

 

番１ 

82-0789／

基本計画の推進体制

中心市街地で活性化事業に取り組みたい方へ

民間事業者や市民の皆さんが取り組む

市の支援が受けられるものもあります。

支援を受けるためには「中心市街地活性化基本計画」に記載されて

いることが条件となる場合がありますので，事業を始める前にお問い

【鹿嶋市中心市街地活性化協議会】

 〔
・鹿嶋市
・まちづくり鹿嶋
・宮中商店会
・住民代表
・地域経済関係者

・鹿嶋市

（仮称）

・計画に位置づけた事業の実施

・事業効果の検証、フォローアップ

 

 

協議・報告 

意見・提案 

協議・報告 

支援・協力 

島神宮門前 
まちづくり会議 

 

全体のにぎわいと活力につながるよう

計画に盛り込まれたハード，ソフト全

行政が一体となった取り組みを強力に進めていく必要があ

／Email：suishin@city.ibaraki

基本計画の推進体制 

中心市街地で活性化事業に取り組みたい方へ 

民間事業者や市民の皆さんが取り組む

市の支援が受けられるものもあります。

支援を受けるためには「中心市街地活性化基本計画」に記載されて

事業を始める前にお問い

【鹿嶋市中心市街地活性化協議会】

〔構成員〕
・鹿嶋市商工会
・まちづくり鹿嶋
・宮中商店会 

住民代表 
地域経済関係者

・鹿嶋市    

（仮称）鹿嶋市中心市街地活性化

・計画に位置づけた事業の実施

・事業効果の検証、フォローアップ

全体のにぎわいと活力につながるよう，基本計画の認定により

ソフト全38事業の着実な推進を図

行政が一体となった取り組みを強力に進めていく必要があ

suishin@city.ibaraki

民間事業者や市民の皆さんが取り組む

市の支援が受けられるものもあります。 

支援を受けるためには「中心市街地活性化基本計画」に記載されて

事業を始める前にお問い

【鹿嶋市中心市街地活性化協議会】

〕 
商工会 

・まちづくり鹿嶋(株) 
 

地域経済関係者 

   等 

【鹿嶋市
鹿嶋市中心市街地活性化

・計画に位置づけた事業の実施

・事業効果の検証、フォローアップ

協 

議 

基本計画の認定により

事業の着実な推進を図

行政が一体となった取り組みを強力に進めていく必要があります

suishin@city.ibaraki-kashima.lg.jp

【鹿嶋市中心市街地活性化協議会】

鹿嶋市】 
鹿嶋市中心市街地活性化推進委員会

（庁内組織）
・計画に位置づけた事業の実施 

・事業効果の検証、フォローアップ 

 〔役 割
・認定基本計画に

ついての協議

・民間事業計画に
ついての協議

 

意
見

・
提
案 

基本計画の認定により

事業の着実な推進を図

ります。 

kashima.lg.jp

【鹿嶋市中心市街地活性化協議会】 

委員会 
（庁内組織） 

割〕 
認定基本計画に
ついての協議 

民間事業計画に
ついての協議 

等 

kashima.lg.jp 


