
1 

 

鹿嶋市人口ビジョン及び鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略パブリックコメントに対する回答 

No ご意見 回答 

1 ・人口の現状分析は，「現状」を土台とした分析であり，云々するべきことはない。 

・将来人口の推計等については，一定の条件の下で行われているものであり，そのこと

について適否などを述べうる知識や情報を持ち合わせない。「目指すべき将来の方向」

については，別途「鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略」のパブコメで意見を述べ

たい。 

・「人口の将来展望」で「目標：2060年に 50,000 人程度を維持」としていることは，ほ

ぼ妥当と思われる。厳しい状況にあり，相応の戦略的対策が求められるが，目標設定と

しては過大でも過小でもなく，努力すれば達成可能な数値ではないかと思う。 

・余談だが，人口５万人維持が難しいのならば神栖市と合併することも考えられる。過

去に確執があったとはいえ，震災対策などを考えれば神栖市側にも合併によるメリット

は大きいのではないか。極論すれば名を取り，実を譲ってもよい。市名を「鹿嶋（鹿島）

市」とすることは譲れないものの，例えば市役所の位置などは譲ってもよいように思う。 

・人口の現状分析及び将来展望については，国から提供さ

れた資料等を元に推計を行っております。 

・合併の件については，今後の市政の参考とさせていただ

きます。 

2 総合戦略，ⅢとⅣのページ表示が違っている。「2」ではなく「3」ではないか。 ・修正いたします。 

3 総合戦略 P2，II 基本的な考え方の（1）に「人口減少」と「地域経済縮小」の克服を掲

げているが，前者へのコメントに対して，後者へのアプローチが弱い。 

・本項では，地域経済の縮小について，鹿島臨海工業地帯

や鹿島港の活用とともに，新たに起業・創業支援を加え

るとともに，観光分野についての取り組みの充実を示し

ました。なお，これらの具体的な内容については，総合

戦略に記載しています。 

4 総合戦略 P2，「東京一極集中」を是正する，という見出しに違和感を覚える。国の政策

としてならばともかく，一地方自治体が唱える内容ではないのではないか。たとえば，「東

京への人口流出を食止める」とか，あるいは積極的に「東京から人を呼び寄せる」とい

った表現にしたらいかがか。 

・本項においては，東京一極集中という現状を是正するた

めの方策として，高速バスの活用や雇用情報の提供等に

取り組むことを記載しています。 

5 総合戦略 P.2，「まちの要素」として４点が列記されているが，ひとつめに「～のまち」

としているのだから，以下の３つについても語尾を「～の（ある）まち」などと揃えた

・修正いたします。 
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らいかがか。 

6 P.3，Ⅲの５行目「産官学金労言」は聞きなれない語である。産業などの各界を指すのだ

ろうが，市民の方々のどれほどが理解されるか疑問だ。また，掲げた６つの「界」すべ

てが，本市に満足しうる程度に存しているのだろうか，という疑問も湧く。 

・用語説明を追加いたします。 

7 基本目標１-2の「第２創業」と「UIJターン」の説明がほしい。 ・用語説明を追加いたします。 

8 P3～P4，「数値目標」と「KPI」について，前者は事前の目標であり，後者は結果として

の評価であることは分かるが，両者の関係が判然としない。 

・数値目標は，目標において達成を目指す定量化指標とし

て示しています。ＫＰＩについては，重要業績評価指標

であり，その施策の目標達成の度合いを図るための指標

と位置づけられています。 

9 P.４，「1-3 具体的な施策と～」の頭にある「1-3」と（1）以下にある No.の「1-1」な

どとが，同じで紛らわしい。別の記号を用いたらどうか。 

・修正いたします。 

10 1-1企業誘致だが，単に「東京圏の企業に対して」ではインパクトがない。誘致する業種

を絞り，「鹿嶋ならでは」の企業誘致を目指すべきではないか。 

・本項では企業誘致に対する取り組みを強化することを示

しています。実際に企業誘致を進める上では，鹿嶋市に

合った誘致業種を検討して参ります。 

11 1-1企業誘致活動を県と連携して展開することは必要だろうが，市として明確な意思と目

標を堅持しないと，県の言いなりに堕してしまう恐れはないか。 

・企業誘致においては，茨城県の情報，プロモーションは

非常に重要であり，連携して進めることとしています。 

12 1-3「また」以降だが，「新たに合宿地としての～魅力を発信する」ことと「鹿島神宮」と

は，どういう繋がりを想定しているのか。また，単に「合宿地」だけではインパクトが

ない。たとえば「東京五輪に向けてサッカーの合宿地」というように具体性が必要では

ないか。 

・スポーツ合宿地としては，既に一定の需要を取り込んで

います。ここでは，サッカーや武道等，本市の特徴ある

スポーツの分野を中心に取り組みを強化することを位

置づけました。ご指摘のとおり，茨城国体や東京オリン

ピック等も具体化していることから，これらへの対応と

合わせて取り組みを充実したいと考えています。 

13 1-3 本市出身者や協力者を募り，当該地域活動での口コミや SNS を活用するなどして，

鹿嶋市を積極的に PRしてもらう。ボランテャアとはいえ無償ではなく，本市の産品を謝

礼として提供することも有効な手段ではないか。 

・プロモーションの方法についてのご意見として承りま

す。 

14 1-4「（国）」と「（県）」との説明がない。国の事業，県の事業という意味か。 ・ご指摘の通りです。表現については修正いたします。 

15 1-5地産地消を推奨するのも結構だが，「本市の海産物をＰＲする」のならば，「鹿島灘は ・本市のはまぐりについては，有識者会議の中でもご意見
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まぐり」のブランド名を全国に発信したらいかがか。もっともそのためには資源枯渇を

解消し，栽培漁業センターと協力して増産できる態勢を確立する必要がある。そのこと

も謳ったらいかがか。 

として出されており，「漁業の振興」において取り組み

事項を記載しました。 

16 1-5「漁業の振興」と題しながら，KPIが「水産物取扱店舗数」のみで，肝心な漁家や漁

業そのものへのアプローチがない。 

・KPIを見直します。 

17 P.5，1-7「市内の高校生等に対して」ならば，高校などの協力が欠かせない。市，ハロー

ワーク，高校，商工会などによる恒常的な連絡協調体制を構築したらいかがか。 

・ご指摘のような取り組みが重要であると考えており，本

計画において「企業連携事業」に取り組むこととしてい

ます。 

18 1-7就職説明会の実施だけでなく，市内の高校生等に対して市内の事業所などを見学・短

期体験（インターンシップ）などができる機会を設けたらいかがか。 

・「インターンシップによる就職支援」を位置づけており

ます。ご意見については非常に重要であると考えてお

り，今後も内容の充実に取り組みたいと考えておりま

す。 

19 1-10 本市においては特に女性の活躍に見劣りがある。コミバスに女性運転手さんがおら

れるが，彼女たちのように男性職場と謂われていたような分野や職域にまで積極的に女

性を活用する姿勢と策が求められる。そのためには掛け声だけでなく，就労に必要な資

格取得に対して助成するとか，保育施設を拡充するなど総合的な施策が求められる。 

・ご指摘の通り，女性の活躍は今後の地域づくりにおいて

重要であると考えており，子育てと就業の両立支援等に

ついての施策を位置づけました。 

 尚，本市においては，平成 27年 4月の組織改編におい

て，女性の更なる活躍推進を図るため，女性支援室を新

設しました。 

20 1-10 高齢者の活用も見落としてはならない。ますます進行する少子高齢社会にあって，

元気な高齢者を積極的に活用しない手はない。永年，従事してきた経験や技能を活かす

場があるはず。そういう場を積極的に開拓し，就労に結びつけていくことによって地域

が明るくなり，高齢者も生き甲斐を得られるだろう。 

・地方創生においても，高齢者の皆様の知見は重要と考え

ておりますので，生き甲斐づくりの一環として参画でき

るような仕組みについても検討したいと考えておりま

す。 

21 P.6,2-1テレ東で 1/9に放送された「出撃！アド街ック天国」でも紹介されていたが，「か

しま号」ほど運行回数が多い高速路線バスを知らない。しかも，東京駅八重洲口の高速

バス乗り場で１番線を占めている。このバスを活用しようという試みは評価されるが，

欠点がある。それは運賃が高いこと。IC カード導入の便利さと引き換えに割引回数券が

廃止されるなど，運行バス会社にとってドル箱路線にしては運賃も高く，サービスもけ

・高速バスの利便性の高さと通勤・通学での利用可能性に

ついては，有識者会議でも指摘されており，本計画でも

それを生かした施策を位置づけました。 
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っして十分ではない。相応の運賃の下，魅力ある高速バス路線として，東京への通勤や

通学だけでなく，一般誘客や市内の高校へ通学する生徒の手段としてもその活用を位置

づけたい。潮来市や神栖市と連携を強化して対応に当たってほしい。 

22 2-1鉄道も利用策を講じないと廃線の憂き目に遭う。通学生徒の足としてだけでなく，通

勤者にも利用してもらうための方策が必要だ。たとえば東京へは高速バスに敵わない。

千葉県を狙ったらどうか。マイカーでは通勤しにくい千葉市などに就職している人に，

鉄道利用を呼びかけ，JRとともになにかしらの優遇措置を講じる。それが口コミとなっ

て利用者が増加することを企図したらどうか。 

・鉄道やバス等の公共交通の利用促進は大きな課題であ

り，事業者や関係自治体と連携しながら継続して取り組

みたいと考えております。 

23 2-2着眼点は良。団塊世代だけでなく，どうしたら若者や子どものいる若い夫婦を呼び寄

せることができるかだろう。全国各地で様々な試みがされている。単に空き家を利用す

るというだけでなく，全国の成功例・失敗例を集めて鹿嶋市特有の事業を模索したい。 

・市といたしましても，移住支援は重要と考えており，今

後取り組みの充実を図りたいと考えています。 

24 2-2プロスポーツ経験者の移住を図るという視点は評価できる。ただ，それがためには彼

らが移住するに足るだけのメリットがなければならないことは当然だ。アントラーズ FC

や新日鉄住金硬式野球部の知恵と経験，さらには協力を得た事業にしたい。 

・移住の実現にはご意見のようなメリットが必要と考えて

おり，今後具体的化に向けた検討を進めて参ります。 

25 P.7，2-3 地理的な要因からも「観光客の滞在時間が短い」ことは避けられない。そうい

う要件の中でいかに誘客を増やし，カネを落とさせるかだろう。掲げられた施策推進も

必要だが，まずは「鹿嶋（鹿島）」を知ってもらい，行ってみようという気にさせなけれ

ばならない。そのための幅広い PRが必要だ。都内の旅行会社や JR，高速バス事業者な

どの協力を得ることが必要だが，その他，ピンポイントの PR手段も講じたい。一例だが，

対象者を若い女性とするならば，神霊スポットとしての鹿島神宮を，彼女らが集まる場

に集中的に PRする等が必要となろう。 

・観光や地域のプロモーションは非常に重要な取り組みと

考えており，本計画においても必要な施策を位置づけま

した。 

 

26 2-3 外国からの観光客への対応は難しい。迎え入れるためには多くの準備等が必要とな

る。欲張ることはないのではないか。ただ，茨城空港を利用するアジアからの観光客に

着目する意味はあるかもしれない。 

・近年，アジアを中心に訪日外国人旅行者が急増しており

ます。成田空港，羽田空港，茨城空港の三つの空港に近

いという本市の強みを活かして，今後は，外国からの観

光客の取り込みにも力を入れていきたいと考えます。 

27 2-3市内には先人が遺した多くの史跡などが散在しているが，そのほとんどは眠ったまま

になっている。典型例は鹿島神宮境内附郡家跡だろう。せめてつくば市の平沢官衙遺跡

・「鹿嶋神の道」については，地方創生交付金により先行

的な取り組みを実施しています。今後関係者との協議を
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ほどに整備できないものか。「鹿嶋神の道」を拡大するなどして，遺跡や古墳めぐりの散

策コースを設け，新観光ブランドにできないか。 

進めながら観光ブランドの強化に努めます。 

28 2-4 漁業の観光資源化があるのならば，農業や牧畜業のそれもあってもよいのではない

か。たとえば鉾田の深作農園の分園を誘致するとか，今は姿を消してしまった牛や馬の

牧場を再現するなどして，小規模でも気楽に楽しめる集客施設を造れないか。 

・具体的な取り組みについては，事業者のご意見を把握す

る必要がありますが，ご意見として承ります。 

29 2-4東京資本でミニテーマパークを，たとえば海辺に誘致し，東京から日帰りで子連れの

家族や若いカップルが気軽に楽しめるような施設ができると，口コミで広がるのではな

いだろうか。 

・施設だけでなく，海辺そのものも観光資源になると考え

ており，まずはその取り組みを充実したいと考えていま

す。 

30 2-5狙いはすばらしい。郷土を愛する気持ちを若いうちに育めば，故郷を離れても，いく

つになってもけっして忘れることはなく，自発的に本市の PR にも協力してくれるだろ

う。そのためには市内に散在している先人の遺産を整備し，折りに触れて子どもたちの

目に触れさせたい。発掘調査や史跡整備の体験をさせることも好ましい。 

・郷土愛を育むことは定住の基本となる事項と考えており

ます。今後ともご協力をお願いいたします。 

31 2-5新設が予定されている歴史資料館の意義は大きい。市外からの誘客施設にもなりえる

し，子どもたちの郷土愛を育むに最適な施設だ。学校教育の場ではないのだから神宮や

古事記などにかかる神話の世界を存分に紹介したい。たとえば奈良の鹿であり，春日大

社であろう。鹿島神宮の歴史をどれほどの子どもが知っているのか。授業で中臣鎌足と

鹿島の縁は教えられているのだろうか。何を展示し，何を体験できるようにするかは幅

広い意見を徴してほしい。私見だが，特攻兵器「櫻花」や鹿島開発のコーナーもほしい。 

・歴史資料館の具体的な内容については，別途検討を進め

ております。ご意見として承ります。 

32 P.8，2-7 地元大学とは具体的にどこを想定しているのだろう。大学に限定することはな

いのではないか。たとえば宇宙技術センターには理学博士が大勢おられるし，製鉄所に

も大学院卒の技術者がいる。これらの方々の協力を仰がない手はない。さらに地元に限

定せず，広く鹿嶋や鹿島神宮に関わる研究者を招聘して公開講座を開催することも可能

だろう。 

・既に実施している施策でもあり，技術や知識を持ったリ

タイアメントの人材活用については，ご意見として承り

ます。 

33 2-8無秩序に発信すればよいというものではない。情報発信にかかる共通事項や発信する

情報等々についての約束事などが必要だろう。そのためには組織がいる。運営委員会を

組織し，事務局が必要になるかもしれない。FM かしまとの連携が考えられる。 

・運営については，今後具体にして参りますので，その際

のご意見として承ります。 

34 2-8大学生等を活用する PR 大使の新設は，評価できる試みだ。 ・若者層へのＰＲが重要と考えておりますので，今後もご
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協力をお願いいたします。 

35 3-1出会いの機会も少なく，結婚についての意識も十分でない若者たちを啓発することは

結構だろう。ただし，参加を強要するようなことは避けなければならない。 

・施策実施にあたってのご意見として承ります。 

36 3-1掲げられた支援事業の外，新婚カップルなど既婚者たちを交えて懇談する場を設ける

ことも有効ではないか。 

・施策実施にあたってのご意見として承ります。 

37 P.9，3-2 鹿嶋市には安心して出産できる病産院が少ない。近隣市や東京などの病産院で

出産した夫婦や乳児にも，さらには鹿嶋市に存する実家に戻って出産される非住民の妊

産婦や乳児にも等しく支援する姿勢が求められる。 

・妊娠，出産期医療については，若年層が非常に関心の高

い施策であり，医療機関等とともに，医療環境の充実に

努めます。 

38 3-3「特別保育」に延長保育が含まれているのだろうか。親が仕事に従事しながらも安心

して子を預けられるサービス提供が望まれる。 

・特別保育・保育サービス支援事業には，延長保育をはじ

め，一時預り，障がい児，病児保育など，様々な保育サ

ービスが含まれております。 

39 3-3市立の保育所や認定子ども園の役割に触れなくてもよいのか。 ・公立も含め，保育環境の充実に力を入れる中で民間保育

の支援を重点化しました。 

40 3-4子育て費用に充てるために，市民税の均等割か固定資産税にワンコイン程度の上乗せ

課税をすることを提案する。生活保護世帯や住民税非課税世帯にも共通認識を持っても

らう趣旨から，数十円～百円程度の保護費天引きか寄付を募る。 

・子育て環境充実のためのご意見として承ります。 

41 3-5「夜間小児救急診療所」の実態を詳らかにしないが，知る限り，市内には小児科医院

も小児科を擁する病院もない。相応の公費を費やしてでも小児科医療施設が必須だ。こ

れが存するか否かは，安心して子育てできるかどうかの環境に大きな意味を持つ。 

・市内には小児科専門の診療所が４つあるほか，県の小児

科の拠点病院として神栖済生会病院が指定されており，夜

間小児救急診療所を含む市内の小児科の医療機関と連携

のもと当地域の小児医療を担っています。今後の医療環境

の充実のためのご意見として承ります。 

42 P.10，3-7乳幼児をもつ親たちがいつでも集って情報交換ができ，さらに必要に応じて育

児・子育て相談ができる施設は，小学校区・地域公民館単位以下で存することが望まし

い。 

・子育て環境充実のためのご意見として承ります。 

43 3-8言うは易く行うは難しの典型だろう。推進には専門のセクションと根気ある熱意が欠

かせない。 

・地道な活動を通じて，意識啓発に努めます。 

44 「４-１数値目標」だが，基本目標の１～３までは測定の数や率が掲記されていたが，こ ・KPIを見直します。 
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こでは「３箇所」および「２件」と具体の数値が書かれている。すべてを同じように揃

えることはできないのか。 

45 「４-２基本的方向」の最初の○「～を整備により」」を「～を整備することによって～」

に改められたい。 

・修正いたします。 

46 P.11，4-2「計画の策定」が KPIというのはいかがか。計画を策定して終わりということ

か。 

・KPIを見直します。 

47 4-2 高齢社会を見据えれば，地域公共交通の整備は不可欠。しかし，ここ 10 年ほどの状

況を見れば，「かしてつ」が廃線となって県南県西地域への公共交通が途絶え，路線バス

も多くが廃止に至っている。それをコミバスが補完している状況だが，交通「網」とま

ではいえない状況だ。「人口ビジョン（案）」の「2060 年に 50,000 人程度を維持」が達

成できたとしても，民間バス事業者が赤字覚悟で路線を維持するはずがない。コミバス

を含めて多額の公的補助が必須となることが予測されるが，それらを踏まえた上での計

画なのか。絵に描いた餅にならないことを祈る。 

・鉄道やバス等の公共交通の利用促進は大きな課題です。

また，公的補助は避けられないとしても，赤字を最小限

にすべく，事業者や関係自治体と連携し，継続して取り

組みたいと考えております。 

48 4-2公共交通の広域連携は検討に値する。過半の市民が同一生活圏と認識している神栖市

との交通連携は，市民の移動利便性を増すこと間違いない。 

・施策実施にあたってのご意見として承ります。 

49 4-2もう一点「公共交通」ではないが，近距離移動手段としての自転車利用の推進も基本

目標に加えてほしい。自然環境に優しく，市民の健康増進にも効果が期待できる。長期

計画となろうが順次，道路に自転車専用レーンを設けていってほしい。 

・自転車については，茨城県で霞ヶ浦沿岸でのサイクリン

グ促進に取り組んでいます。一方，日常生活における自

転車の利用促進も重要な取り組みと考えており，今後の

検討事項としてご意見を承ります。 

50 4-3「社会資本の老朽化対策事業」として，橋梁などの長寿命化が掲げられている。避け

て通れない事業であるが，公共施設のすべてを長寿命化することは至難であるし，その

必要もない。人口減少を鑑みれば，統廃合も積極的に進めるべきであろう。 

・施策実施にあたってのご意見として承ります。 

51 4-4「人口ビジョン（案）」で述べたように，まずは神栖市との連携を越えた合併を提案す

る。実を譲って名をとれるからである。潮来市との合併も考えられるが，同市が「潮来」

の名を捨てるとは考えにくい。神栖市との合併を先行した上で，さらに順次周辺市を包

み込んで「鹿行市」とする構想も検討に値しよう。 

・合併に関してのご意見として承りますが，まずは，本市

の強みを見つめなおし，雇用の創出や観光振興，本市な

らではの子育て施策等を展開し，「鹿嶋に行ってみた

い」，「鹿嶋市に住みたい」，「鹿嶋市で子育てをしたい」

と思ってもらえるような地域づくりをしていくことが
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重要であると考えております。 

52 4-5 ここの KPI も首を傾げる。協議会を設立することが業績の評価になり，目標達成に

なるのか。協議することよりも，NPOなど斬新なアイデアを提案したグループ等に，試

行的に実践してもらったらいかがか。 

・市民主導型の協議会の発足は，まちなか賑わい創出の第

一歩と位置づけました。その後，様々な試みが可能にな

ると考えます。 

53 P.12，4-6地域コミュニテイの活性化にとって基盤となるのは，地域の自治組織（区，町

会など）だろう。加入率が芳しくなく，加えてその活動も高齢化とともに後退している

ように見受けられる。特効薬がない以上，地道に取り組んでいくしかない。その手段だ

が，自治組織や行政委員に委ねるだけでなく，外郭団体を含めた市職員が地域に入って

いったらどうだろうか。各職員に担当地域を割り当てるなどして，地域と一体となって

取り組むのである。その成果は職員の業績評価に反映させることもできると考える。 

・施策実施にあたってのご意見として承ります。 

54 4-7致し方ないと思いつつも，代わり映えもない施策内容。全国的にはもとより県単位で

すら鹿行医療圏の医療体制は寂しい限りだ。抜本的な方法がないことは分かるが，もっ

と知恵や工夫が必要。例えば，県を巻き込んで隣接医療圏の協力を仰ぐとか，千葉県内

の総合病院と協力協定を結ぶとか，地域の枠を超えた体制整備を図るべきではないか。

「まち・ひと・しごと」の「創生」を成すことの根底は，安心して暮らせる地域である

ことであり，その中で最も重要といえるのが救急医療体制の整備であろう。 

・救急医療の問題は，市，鹿行南部地域，県の重要な課題

として，連携，協議を継続しています。近隣三市協定事

業，市独自事業等の対策を講じ，市内では確保できない

三次救急医療を確保する目的で，千葉県の医療機関にも

受け入れの協力依頼をしながら，救急医療体制の確保を

しています。継続的な検討事項として取り組みたいと考

えております。 

55 4-8高齢化が加速していく中で消防団員を確保することは非常に難しい。文字を並べてみ

ても気休めにしかならないのではないか。女性消防団の結成はひとつの前進にはなろう

が，女性だけの消防団に拘泥せず，既存の消防団に女性にも加わってもらったらいかが

か。さらに中高生の力を借りられないか検討したい。危険な最前線業務は避けつつも協

力を得られる分野があるのではないか。先例があるはずだ。調べて照会してみたらどう

だろうか。 

・女性消防団に関しては，表現が誤っておりました。ご指

摘のとおり修正します。 

・中高生の協力を仰ぐ点については，施策実施にあたって

のご意見として承ります。 

56 4-8初期消火活動にとって自主防災組織は欠かせない。市内にどれほどの組織があるのか

不知だが，この組織化と訓練は実現したい。それがためには前提条件がある。市内にく

まなく消火栓を設置することである。私の住む区域には消火栓がなく，５年ほど前に付

近で小規模火災が発生した際に市に問い合わせたところ，順次計画的に設置していると

・消火栓の設置状況については，現在 790基（平成 28年

度目標 775基）となっております。 

なお，消火栓の整備計画については，鹿嶋市総合計画の

中で定めており，今後は平成 33年度目標数 825基を目
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のことだったが，その計画がどのような内容で，その後どのように進捗しているのか，

知りたいものだ。 

指し，水道の整備や宅地開発の状況に応じた整備を進め

ていきます。 

57 4-9既存の事業などを羅列しただけにしか見えない。新たな工夫や創意もなく，ただ言い

古された美辞を並べているだけと言ったら失礼か。 

・高齢者の社会参加や生き甲斐づくりは，活力のある地域

づくりにおいて重要な取り組みと考えております。施策

実施にあたってのご意見として承ります。 

58 4-9人口が減少していく中で，相対的に高齢者率が高まっていくことは避けようがない。

その高齢者を眠らせておくのはもったいない。項目説明にあるように高齢者が社会参加

できるような仕組みづくりは必須だろう。しかるに施策内容に掲げられた５項目中にそ

れらしき項目は少ない。日常生活に支援なく行動しえる高齢者は少なくなく，またそれ

ぞれが長い間，社会参加をしてきた人たちである。蓄積された経験や知識，技能は宝の

山といってよい。一例だが，幼児や小中学生と接触できる場を設けていっしょに図工な

どを体験するとか，彼らに役立つ講話をしてもらうとか，幅広く活用する術があるはず。

ひとりでも社会に参加してもらえれば，それだけ高齢者へのケアが少なくて済むように

もなる。 

・高齢者の社会参加や生き甲斐づくりは，活力のある地域

づくりにおいて重要な取り組みと考えております。施策

実施にあたってのご意見として承ります。 

59 全部を実行しようとしても無理があるため，取捨選択して集中取組みをする項目を設定

すべきではないか。 

・施策実施にあたってのご意見として承ります。 

60 高齢者に対して，支援だけでなく，高齢者のチカラを活用する取組みがもっとあっても

良いのではないか。 

・高齢者の社会参加や生き甲斐づくりは，活力のある地域

づくりにおいて重要な取り組みと考えております。施策

実施にあたってのご意見として承ります。 

61 国際交流を促進し，外国人が住みやすいマチを作るとともに，外国人のチカラも活用し

て，市民の生活を活性化する取り組みも取り入れてほしい。 

・国際交流や外国語習得の面において，外国人との交流は

重要と考えており，施策実施にあたってのご意見として

承ります。 

62 大野地区は，田舎暮らしという都会の人の要望に沿う取組みがなされていますが，市と

してこれを促進する取り組みもあっても良いのではないか。 

・大野地区では駅を中心に地区計画を導入し，建築可能な

区域を設けております。このような制度も定住促進の一

方策と考えられることから，ＰＲの強化等について検討

します。 

63 特区対応などで非農家も農地購入を可能とし，定年退職者が小規模農業を楽しんででき ・既存の市民農園制度などの周知徹底に努め，利用促進を
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るよう，促進してほしいと思います。 図って参りたいと考えます。施策実施にあたってのご意

見として承ります。 

64 若者の流出を止めることは難しい。従って，基本方針を『積極的に高齢者の首都圏から

の受け入れ地としての役割を担う。ただし，住みよい町は，それなりに費用がかかる。

その意識を住民全てが共有する町である』とする。 

・ご意見のとおり，若者の流出を止めることは簡単ではあ

りません。しかし，将来にわたり地域の活性化を支えて

いくためには，若者を呼び込む施策が重要であると考え

ます。 

65 その上で，移住希望者には現実情報（不便さ，未完さ，できないもの）を提供し誤判断

を防止する。具体的には，①一日観光＝現地視察，②お試し居住，③高齢者移住家族に

は，住居紹介，農業漁業，家庭菜園，DIY等指導を行う。 

・移住定住に関する施策の具体化にあたってのご意見とし

て承ります。 

66 ファシリティマネジメント推進を民間住居まで対象範囲を拡大し，既存ストックの流通

促進，高齢要介助・介護者には，市が整備した生活・介助・介護に優位な市営集合住宅

に移住を奨励する。 

・空き家の利活用に関するご意見として承ります。 

67 既存産業について，起業希望者，安定職業求職者に対し，教育及び経営指導＝鹿嶋経営

塾を実施し，高齢者を講師として，その知恵，経験，能力，人脈，資金を活かす。 

・高齢者の社会参加や生き甲斐づくりは，活力のある地域

づくりにおいて重要な取り組みと考えております。施策

実施にあたってのご意見として承ります。 

68 観光客の受け入れ改革として，①ホテル，食事処，溜まり場等を整備，②商工会館の土・

日曜日活用，③メインストリートの活性化＝商工団体との連携，④病院，介助・介護教

育機関の新設 

・既存観光ブランドの育成及び新観光ブランドの創出にお 

ける施策の具体化にあたってのご意見として承ります。 

69 鹿島灘海岸の利活用として，①市が海岸活性化活用事業認定推進期間を創設し，民間の

海岸活用活動を支援する，②海岸そのものの利活用（遊泳，サーフィン，釣り，散歩な

ど），海岸の景観を活かした事業（喫茶，食事，休憩など）を奨励し，地域活力を醸成す

る。 

・海岸の利活用に関するご意見として承ります。 

70 首都圏からの観光客，移住希望者などに対応する事業組織をつくり，鹿嶋市が支援し，

地域観光資源活性化を図る。 

・移住促進事業に関するご意見として承ります。 

71 文化事業の一環として，以下を総合戦略に組み入れるべき。 

①市が，文化事業認定推進機関を創設。民間の郷土に根付いた活動を支援する。 

②教育の現場に，『地域の民謡』を組み入れ，幼少段階から郷土に愛着を持ち，音楽，舞

・郷土愛育み事業及び DMOの検討に関するご意見として

承ります。 
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踏について絆を基にする文化を継承する。 

③市を取り巻く海，湖を発祥の元とする民謡と既存産業との連携により，地域活力を醸

成する。 

④鹿島地方に残る継承文化は，鹿嶋市のみならず鹿行地域全てに共通するものであると

の認識から，本市が中心となり，鹿行地域の文化を積極的に継承し，地域の観光資源と

し，活性化の要素とする。 

 


