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第２章 

～ 当日の記録 ～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

▲ 会場を和ますぬいぐるみの演出 ▲ 実行委員会から情報提供の様子 

▲ グループ発表の様子 ▲ 投票の様子 
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（１）開催概要 

 

日 時：平成２２年１１月１４日（日）１０時～１６時 

会 場：鹿嶋市役所３階 ３０１会議室（鹿嶋市平井１１８７－１） 

テーマ：「地域の魅力 創造！！」 

     ①「 Mission １ ～鹿嶋の魅力を洗いだせ～ 」 

②「 Mission ２ ～何ができるか考えよう～ 」 

定 員：５０名 

謝 礼：２，０００円 

主 催：鹿嶋市市民討議会「みんなのかしま２０１０」実行委員会 

     鹿嶋市 

     公益社団法人かしま青年会議所 

 

 

（２）当日の参加者 

 

 鹿嶋市市民討議会「みんなのかしま２０１０」では、１６歳から７５歳までの鹿嶋市民

という条件のもと、市が無作為抽出した市民１，５００名（甴性７５０名、女性７５０名）

に参加希望案内及びアンケート用紙を送付し、参加希望を頂いた市民を当日の参加者とし

ました。 

また、募集定員は５０名とし、参加希望者が募集定員を超えた場合は、甴女比や年齢を

考慮しながら、実行委員会による公平な抽選で参加者を決定するものとしました。 

 

 ①参加希望案内及びアンケートの送付実績 

  １６歳から７５歳までの市民 １，５００名（甴性７５０名、女性７５０名） 

 

 ②参加希望案内及びアンケートの返信実績 

  参加希望者                 ６５名（ ４．３％） 

  アンケート返信者（参加希望者含）     ５２９名（３５．２％） 

 

 ③当日参加者実績 

  ４６名（甴性２０名、女性２６名） ※当日キャンセル４名 

１０代 ０名（甴０・女０） ５０代 １１名（甴５・女６） 

２０代 ２名（甴０・女２） ６０代 １３名（甴５・女８） 

３０代 ５名（甴４・女１） ７０代 ９名（甴５・女４） 

４０代 ６名（甴１・女５）  
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（３）鹿嶋市市民討議会「みんなのかしま２０１０」の進め方 

 

◎「みんなのかしま 2010」の大原則！  

  

他人の意見やアイディアを否定しない！ 
 

 

◎全体テーマ：「地域の魅力 創造！！」 

グループ討議①のテーマ「 Mission １ ～鹿嶋の魅力を洗いだせ～ 」 

グループ討議②のテーマ「 Mission ２ ～何ができるか考えよう～ 」 

 

 

◎グループ討議の流れ 

 

① グループ分け 

 

② 自己紹介 

 

③ グループ内で司会者・発表者・書記・タイムキーパーを決める 

 

④ 実行委員会からテーマについての情報提供 

 

⑤ テーマに沿って、それぞれ思いつくままにアイディアを書き出す 

 

⑥ 出されたアイディアに見出しをつける 

 

⑦ 出されたアイディアをグループで話し合い、良いと思う３つに絞り込む 

 

⑧ それぞれのグループのアイディアを発表する 

 

⑨ 素晴らしいと思うアイディアに投票（１人３票）し、ベスト・アイディアを決定 
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（４）当日のタイムスケジュール 

 

１ 開会式（１０：００～１０：４０） 

・市長・理事長あいさつ 

・趣旨説明 

・ファシリテーター紹介 

・アイスブレーク 

 

２ グループ討議①「鹿嶋の魅力を洗いだせ」（１０：４０～１２：４０） 

 ・自己紹介（５分） 

 ・情報提供（１５分） 

 ・アイディア抽出（１５分） 

 ・アイディアのグルーピング（２０分） 

 ・アイディアの絞り込み・まとめ（３０分） 

 ・各グループの発表（２５分） 

 ・投票（１０分） 

 

３ 昼休憩（１２：４０～１３：３０） 

 

４ グループ討議②「何ができるか考えよう」（１３：３０～１５：３０） 

・自己紹介（５分） 

 ・情報提供（１５分） 

 ・アイディア抽出（１５分） 

 ・アイディアのグルーピング（２０分） 

 ・アイディアの絞り込み・まとめ（３０分） 

 ・各グループの発表（２５分） 

 ・投票（１０分） 

 

５ 閉会式（１５：３０～１６：００） 

 ・全体講評 

 ・アンケート記入 

 ・閉会 
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（５）討議①「鹿嶋の魅力を洗いだせ」の討議内容 

メンバー
シライシ、ウチシバ、オヌマ、オバラ、コウゴ、タガタ、イイダ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Ａグループ

残したい意見

15

4

2

交通便の良さ（東京から鹿嶋の直行便を増やす、お土産店が欲しい）

まとめ１ 投
票
欄

観光名産品のＰＲ
（ホームページで紹介、地図の作成）

まとめ２ 投
票
欄

スポーツ
（アントラーズの観客動員数を増やすため住民の料金を下げる）

まとめ３ 投
票
欄鹿島神宮（参道の活性化、駅周辺の改善、道路整備）

・サッカーのまち（鹿高・学園も強い）

・アントラーズ

・スポーツが元気（野球やサッカー）

・スポーツセンターの利用料金が安い

・スタジアム内ウォーキングコース

スポーツのまち

・パワースポットの要石

・提灯祭りの迫力、お正月、節分祭

・森や動物など、地球環境的に重要

・森のマイナスイオンでブランド化

・宮中という大字名がいい

鹿島神宮

・かしま祭り

・はまなす公園（滑り台、プラネタリウム、無料

駐車場）

・下津・平井の海水浴場

・素晴らしいビーチ、サーフィン

・北浦の小舟

・北浦湖岸や海岸の活用、ウォーターフロント

・城山公園の桜祭り

・北浦・太平洋に囲まれて水がたくさん

・鹿島ハイツの展望風呂

・１２年に１度の御船祭り

観光

・省エネと風力発電
・大きな災害がない

・雪が降らない

・安心度・快適度が高い

自然

・かしまだこ、しおさいキャベツ

・メロン、ピーマン、キャベツ、いも等の農作物

・野菜が安い

・豊かな海産物

・水がおいしい

名産品

・住金を代表とする鹿島臨海工業地域

・工場も財産。工業地帯をＰＲ

・どきどきセンター

・工場見学（住金）

・パラポラアンテナグッズをつくる

産業

・皆があいさつする

・夏が涼しい

・まちが静か

・交通アクセスがいい（高速バス、国道５１号、

国道１２４号）

・人間が温かい

・全国からの移住者が多い

・いろいろな国の人が住んでいる

暮らし
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メンバー
ハセガワ、ワタナベ、サトウ、オオカワ、ウシジマ、サヤ、ヤマノ、クボ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Ｂグループ

投
票
欄

自然環境
（外から人を呼ぶため道路や駐車場を整備。北浦に桜を植える）

残したい意見

工業（住金など）があるので、企業誘致する

7

10

7

まとめ１ 投
票
欄

文化歴史
（鹿島神宮の歴史を、ゆるきゃら等をつくってアピールする）

まとめ２ 投
票
欄

食・特産物のブランド化
（スタジアムを無料開放してせんべいや特産物を購入）

まとめ３

・鹿島神宮

・鹿島神宮の鹿

・神宮の森や植物

・古墳・歴史文化財が豊富

・国宝がある

文化・歴史

・アントラーズ

・スタジアム

・サッカーや剣道が盛ん

アントラーズ

・提灯祭りなどの祭りがある

・商工祭などの地元の祭りがある

・花火大会

祭り

・広大なサツマイモ畑
・米・野菜がおいしい

・メロン

・キャベツ

農業

・たこ・はまぐりを使ったせんべいをつくる

・かしませんべい、鹿せんべい

・ラーメン屋が多い

食

・はまなす公園、はまなすの花

・魚釣り公園がある

・まちの環境美化運動などに市民が参加している

・広い土地がもてる

・高層ビルが無く、風通しや日当たりが良好

・気候が温暖

・コンビニの駐車場が広い

・水がおいしい
・海、北浦、鹿島港、海水浴場

・海岸での貝拾い

・サーフィン等マリンスポーツができる海

・松が多い

・住金（大企業）がある
・風力発電

・住金野球部
・臨海工業地帯

・駅前のイルミネーション

自然・環境

・国際交流パーティーなど国際交流をしている

・子どもが良く挨拶してくれる

・サッカーの練習環境

・人間的に素晴らしい

交流

・幼稚園にみんな入れる

・ほとんど誮でも県立高校に入れる（家計にプラ

ス）

・フロンティア・アドベンチャー

・高速バス

・大洗鹿島線の素朴な電車

・パチンコ屋が多く、店員がきれい

・サテライト

・大型電気店が値引き競争してくれる

その他
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メンバー
クドウ、ワタナベ、トヨノ、アキタ、ホソダ、ツボイ、フジイ、カワバタ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Ｃグループ

特産品・自然
（花の香水はまなす、豊かな海、北浦があり、農水産物が豊富）

まとめ２ 投
票
欄

スポーツ
（アントラーズを主体に、子どものスポーツ・教育に役立っている）

なし

15

11

7

まとめ３ 投
票
欄

歴史
（鹿島神宮を通じて多くのイベントを開催し、年間を通じて観光客が訪れている）

残したい意見

まとめ１ 投
票
欄

・魚、野菜が新鮮

・水、米がおいしい

・農業が盛ん

・かしまだこ、はまぐりなどの海産物

・海産物を全国に宣伝する

・産地農業、ピーマン、メロン

・豚肉がおいしい

・はまなすの花の香水をつくる

特産品

・アントラーズ、スタジアムがある

・ウェルネスプラザがある

・アントラーズに協力してもらって選手に特産品
をＰＲしてもらう

・やりたいスポーツが出来る
・温水プールがある。料金も手ごろ

・ゴルフ場。冬でもできる

・釣り公園を拡大する

・海・サーフィン

スポーツ

・海、北浦

・鹿嶋の財産である海や湖をきれいにする

・農業用水の浄化整備を進める

・海沿いの散歩コースの設置

・市内の見どころパンフレットをつくる

・風車がある

・城山公園の桜祭り

・はまなすの自然公園

・空気がきれい

・海岸線の松林を復元する

自然

・子育ての環境がいい

・教育先進都市

・人情が厚い

教育

・公民館のイベントが楽しい

・かしま祭りなど地域の祭りがたくさんある

・花火大会

・花火大会の打ち上げ数の多さをもっとＰＲする。

イベント

・みんなの笑顔がいい

・鹿島神宮の緑と歴史の魅力

・臨海工業地帯

・住友金属工業

・高速バスが便利

その他

 



16 

メンバー
キタニ、サカモト、オオカワ、ユクタケ、アサイ、エシタ、コマツザキ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Ｄグループ

投
票
欄祭り　（市民が自由に参加できる可能性）

残したい意見

歴史・サッカー

7

3

6

まとめ１ 投
票
欄

かしまの名産
（はまぐり、キャベツ、ピーマン、いも、米、ごさい漬け）

まとめ２ 投
票
欄自然　（公園、海、釣り場、サーフィン、気候が良い）

まとめ３

・祭り

・鹿島神宮

・神宮の鹿、森、遊歩道

・パワースポット

・神宮周辺を整備して多くの人に来てもらう

・七丌思議の逸話

・塚原卜伝など歴史的な人物がいる

・卜伝を全国の人たちに知ってもらう
・武道の歴史

歴史・文化

・ラグビー（清真学園）

・シニアの健康づくりのためのスポーツ大会

・サッカー（スタジアム・アントラーズ）

スポーツ

・海岸線

・鹿島港の釣り園

・海岸に多くのサーファーが来るので、大洗のよ

うに店を出してお金を落としてもらう

・公園の歩道が整備されてる

・城山公園の桜や公園からの眺め（夕日）

・はまなす公園の展望台

・ゴミ拾い活動

自然・環境

・はまぐりがとれるまち

・農作物（キャベツ、ピーマン、イモ、米）が多

くとれる
・海の幸（はまぐり、ほっき貝）

・大根とさんまの漬物（地域の特産品）を土産物
として売り出す

食物

・挨拶のできる子どもたち

・働く場所が良くなった（住金）

・市民と協働する市役所

その他
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メンバー
スガワラ、ナカバヤシ、オヌマ、カノウ、ヨネカワ、オカダ、オオサワ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Eグループ

スポーツ・レジャーのまち
（アントラーズ・サーフィン・釣り・心技体）

まとめ２ 投
票
欄歴史文化あふれるまち（神宮・卜伝・古墳群）

未来を担う先端技術のまち（宇宙センター、風力発電、住金高炉、英語教育）（４）

7

3

0

まとめ３ 投
票
欄

おいしさあふれるまち、農林水産物
（サツマイモ、はまぐり、メロン、ピーマン、ほっき、米、キャベツ）

残したい意見

まとめ１ 投
票
欄

・多彩な祭り

・歴史ある大きな祭り

祭り

・宇宙センターに通じる３４メーターアンテナを

ＰＲ＆教育に活用

宇宙センター

・意外に外国人が多い

国際

・歴史の祭りが多い

・文化財に恵まれてる

・神宮がある

・防空壕がある

・塚原卜伝（鹿島新刀流）

・国宝（直刀）がある

・知られてないが古墳群が多い

歴史・文化 ・スポーツに最適な高松緑地公園がある

・アントラーズ、スタジアムがある

・スポーツが盛ん、サッカーや剣道

・若者が集うサーフィンのまち

・平井海岸・下津海岸

・北浦サイクリングロード

・海釣り、バス釣りのスポット

・スポーツ環境やスポーツが強いことをＰＲ
・成田に近接

・東京行高速バスの多さを活かして集客する

スポーツ・レジャー

・森や野が多い

・はまなす公園から見晴らしがいい。散歩に最適

・はまなす公園の滑り台、ザリガニ取り

・城山公園、津賀城址公園の桜

・北浦、鹿島灘に囲まれて水資源が豊富

公園

・野菜が安くて新鮮

・豊かな稲作

・はまぐり、ほっき、たこなど海の幸が豊富
・ピーマン、メロン、キャベツ、サツマイモなど

の農産物
・生鮮食料品が安い

一次産業

・住金、コンビナート

・風力発電がある

工業

・大町通りの街並み

・高齢者が多いことを有効活用

・小学生担当教諭の充実

・挨拶のできる子どもが多い

・「魅力の無い県ナンバー１」を逆手にとってア

ピールする。

その他
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メンバー
イイジマ、イチハラ、ミヤザキ、フセ、ナラ、ミゾグチ、テラニシ、フジマツ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Fグループ

なし

6

7

8

まとめ３ 投
票
欄鹿嶋の歴史をＰＲ

残したい意見

まとめ１ 投
票
欄サッカースタジアムに訪れた人たちをもてなす

まとめ２ 投
票
欄自然を楽しむスポットのＰＲ

・住金野球部（都市対抗３位）

・工場地域での工場見学

・静かに暮らしたい人に適したまち

・駐車場が充実

地域・企業

・城山公園に資料館をたてる

・戦国英雄（歴史）イベントで人を集める

・名古屋のおもてなし隊などを参考に、卜伝を大
河ドラマ化する取り組みを強化する

歴史・伝統

・神宮の森の散歩コース

・神宮の静けさ

・電線が地中化された神宮の門前通り

神宮

・懐かしい原風景のような森や田畑

・水辺に接した地形、長い海岸線

・北浦の夕日

・城山公園からの眺め

・キジ（市の鳥）がたくさんいる

・農産物が豊富

・新鮮な農産物が手に入る

・ゴミをエネルギーに変えるＲＤＦ施設
・自然エネルギーを使った風力発電がある

・道路沿いの花の美観

・地域の人たちで管理している花壇

自然

・Ｊリーグ三連覇の鹿島アントラーズがある

・クラブハウスがある

・スタジアムでウォーキングができる

・サッカーのまち

・サッカーを利用して何か発展につなげる

・スタジアムを他のスポーツイベントに使う

・アントラーズの選手に地域のイベントに参加し

てもらう
・スポーツセンターなどスポーツ施設が豊富

・スポーツセンターをもっと利用しやすく

・スポーツをしている高齢者が幸せそう

・臨海鉄道は大切な公共交通。これを活かす

・臨海鉄道の小さな赤い車両
・文化活動が活発

・Ｂ級グルメ（郷土料理）をつくり、市内の飲食
店でだしてもらう

アントラーズ・施設
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メンバー
スミヤ、チヨダ、ウチノ、クロス、ババ、クリハラ、ナマイザワ、ササキ

討議テーマ 鹿嶋の魅力を洗いだせ！

Gグループ

投
票
欄卜伝の墓のＰＲ

残したい意見

５０年後を見据えた鹿嶋市のまちづくりを目指す（８）

5

7

0

まとめ１ 投
票
欄鹿島神宮の活性化のためのイベント

まとめ２ 投
票
欄循環バスの充実（地域の平均運行、日数・料金）

まとめ３

・安心安全に散歩できる

・歴史を子どもに教える

・神仏を尊ぶ

・神宮をフィルムコミッションに使う

鹿島神宮

・鹿行地域の連携強化

・誮でもスタジアムに入れるようにする

・アントラーズの選手が地域に参加

アントラーズ

・サッカー、バレーなど、ビーチでスポーツ大会
・魚を取るイベント、地引網など

・海上花火大会を開催

・釣りのスポットとしてＰＲ

・海水浴場の整備

・美化運動で意識を高める（ゴミ拾い）

海

・城山公園の桜まつり

・公園の手入れが行き届いてる（城山公園、

はまなす公園、津賀城址公園）

・公園への案内掲示板の設置
・魅力ある地図の作成

公園

・季節のまつりが多い

・花火大会、かしま祭り（みんなの広場）

・各種祭りを県外にＰＲ！

イベント

・クリスマスイルミネーション

・住金の夜景、大船津より潮来方面の夜景

・富士山・筑波山が見える
・北浦の夕日の美しさ

・風車のある景色
・大町通り

・大洗鹿島線からの風景

景色

・東京までの高速バス（１０分間隔）

・スタジアム駅がある

・道路が整備されている

交通

・ボランティアによる花壇整備、観光案内

・農業をされていた方が元気

・地区の行事に熱心

・家族や地域のつながりが強い

人

・はまぐり、かしまだこ等の海産物

・イモ、メロン、キャベツなどの農作物

・せんべい、あげもち

・ごさいづけなどの郷土料理
・特産品をインターネットで販売する

食

・野良犬が少ない

・空き缶やゴミのポイ捨てが少ない

・工場を観光案内する（工場見学）

・大きな災害が少ない

その他
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（６）討議①「鹿嶋の魅力を洗いだせ」の投票結果 

 

投票結果 

順位 まとめ意見 投票数

1 観光名産品のＰＲ（ホームページで紹介、地図の作成） 15

1 特産品・自然（花の香水はまなす、豊かな海、北浦があり農水産物が豊富） 15

3 スポーツ（アントラーズを主体に、子どものスポーツ、教育に役立っている） 11

4 食・特産物のブランド化（スタジアムを無料開放してせんべいや特産物を購入） 10

5 鹿嶋の歴史をＰＲ 8

6 文化歴史（鹿島神宮の歴史を、ゆるきゃら等をつくってＰＲする） 7

6 自然環境（外から人を呼ぶため道路や駐車場を整備、北浦に桜を植える） 7

6 歴史（鹿島神宮を通じて多くのイベントを開催し、年間を通じて観光客が訪れている） 7

6 鹿嶋の名産（はまぐり、キャベツ、ピーマン、いも、米、ごさい漬け） 7

6 スポーツ・レジャーのまち（アントラーズ・サーフィン・釣り・心技体） 7

6 自然を楽しむスポットのＰＲ 7

6 循環バスの充実（地域の平均運行、日数、料金） 7

13 祭り（市民が自由に参加できる可能性） 6

13 サッカースタジアムに訪れた人をもてなす 6

15 鹿嶋神宮の活性化のためのイベント 5

16 スポーツ（アントラーズの観客動員数を増やすために住民の料金を下げる） 4

17 自然（公園、海、釣り場、サーフィン、気候がいい） 3

17 歴史文化あふれるまち（神宮・卜伝・古墳群） 3

19 鹿島神宮（参道の活性化、駅周辺の改善、道路整備） 2

20 卜伝の墓のＰＲ 0

20 おいしさあふれるまち（サツマイモ、はまぐり、メロン、ピーマン、ほっき、米、キャベツ） 0
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（７）討議②「なにができるか考えよう」の討議内容 

メンバー
スミヤ、ヤマノ、オヌマ、オオカワ、アサイ、フセ、オヌマ、イイダ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ａグループ

残したい意見

1

7

1

北浦の周辺に桜を植える　心技体ひとづくり　（１０）

まとめ１ 投
票
欄観光で特産物をＰＲできるまち

まとめ２ 投
票
欄

・行政に市民の意見を聞く誯（すぐやる誯）
・自治会活動を実施

まとめ３ 投
票
欄教育・学校（鹿嶋の歴史や環境、放誯後の施設開放）

・特産品の開発（ピーマンを使ったお菓子、タコ

を使ったお菓子など）

・Ｂ級グルメ大会（地元の特産物で地元の名産物

を作る

・市内のグルメマップを作る

地域特産

・意見や具体案を通す誯をつくる（すぐやる誯、

なんでもやる誯など）

・市民の声を聴く専門の窓口を開設する
・全国で例のないネーミング（未来誯、魅力誯）

・行政への働きかけを強化する

・コミュニティバスをいつでも３００円にして

カードだけのやり取りにする

・地域コミュニティをたくさんつくる
・各自治会へ参加・活動する

・他県から来る人のためにも公共交通機関を復活
させる（そのための推進委員会を設ける）

・かしま米菓、せんべいをブランド化して売り出

す。地元の食材を取り入れたせんべいをつくる

行政

・北浦湖畔に桜の苗木を植える

・海で大きなイベントを開催する

・市のイベントや祭りに出来るだけ参加する

・卜伝のＰＲ（誘致署名）

・鹿嶋をＰＲする名刺をつくる（一人ひとりが観

光大使のように）

・観光プランの作成（例：スタジアムでアント

ラーズ観戦→セントラルホテルでバイキング→

メロン狩り、いも掘り体験）

観光

・学校開放でのルールづくり。公共の場を活用

・子ども達と共に市を盛り上げる活動をする

・学校プールの開放（子どもだけでも無料に）

・各学校に音楽専科をつくる

・鹿嶋の歴史を勉強する

・ご近所への挨拶運動→安全なまち

教育

・「鹿嶋大使」を増やす

・インターネットで市の宣伝をしていく

・おでかけスポットの紹介

・ブログやツイッターで鹿嶋を配信

・地元イベントに家族で参加する

・ゴルフイベントをする

・門前町として神宮前商店街で定期的にイベント

を行う

ＰＲ

・心技体ひとづくりで豊かな人生を送る（社会保

障費も減少）

・太極拳のまちとして喜多方を超える

・伝統的な祭事に気軽に参加できるようにする

・話題作り（ギネスに挑戦など）でニュースに流
す

・海、水、空気をきれいにして自然を守る

・ゴミ拾い、海岸清掃などに参加

その他
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メンバー
ウシジマ、ホソダ、サヤ、ミヤザキ、フジイ、ワタナベ、オカダ、スカダ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ｂグループ

14

5

6

・「子どもを大事に育てるまち」宣言をしちゃう
・インターナショナル子育て会議

まとめ３ 投
票
欄

イベントの活性化
（フリマの分散開催、市民ウォーキング・マラソン、各種スポーツ大会）

残したい意見

まとめ１ 投
票
欄自然環境を守るため、マナー向上や清掃活動へ積極参加

まとめ２ 投
票
欄田舎へ泊ろう鹿嶋版（メディアやタウン誌を最大限活用）

・地域の子ども達と歌を歌いその意味を教える

・子どもに本を読んであげる

・小中学生に文章の基本を教える

・子どもを大事に育てるまち宣言

教育・子育て（宝）

・地域産業の方の参加

まちづくりへの企業連携

・鹿嶋の文化などをＰＲ

・メディアコマーシャルをする

・新聞などにもアプローチする

・ネットの利用率日本一にする

・他県の知人に鹿嶋を紹介する、日帰りや宿

泊も含めて案内する

ＰＲ・メディアの活用

・中高生に柔道を教える。柔道の歴史を教え

る

・サッカー、剣道、ビーチバレー等、スポー

ツ交流を行う

・アントラーズの試合の日は全店３０％オフ、

ビール１杯無料

スポーツ・アントラーズ

・泳ぎを教える（海とプールの違いや泳ぎ方）

・自然・グリーン体験交流（田舎の子ども達と都

会の子ども達の交流）

・海、川、森、農業体験など

自然体験

・清掃活動の参加（企業単位ではなく、個人で参

加できるように情報を流す）

・ボランティアへの参加
・北浦湖畔（水）の浄化、植木

・地域清掃のへ参加
・海岸整備（桟橋、駐車場整備。週末など人が集

まる場所で出店で消費する）

自然環境

・イベントの参加（ボランティア含む）

・市の行事への参加、広報活動も活発に

・神宮の文化案内

・鹿嶋への歓迎ゲートや看板をつくる

・道沿いに花を植える

イベント・文化活性化

・「鹿嶋の魅力バス」を巡回する（神宮→宇宙セ

ンター→住友金属→農業→海

その他
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メンバー
チヨダ、クボ、ウチシバ、ナマイザワ、ユクタケ、オオカワ、フジイ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ｃグループ

残したい意見

4

6

7

・省エネ・エコロジー「省エネモデルシティ」
・この機会を利用して交流会を開催したい

まとめ１ 投
票
欄ゴミ問題（捨てない・拾う、きれいな鹿嶋をつくりましょう）

まとめ２ 投
票
欄地域のコミュニケーション・挨拶運動のＰＲ

まとめ３ 投
票
欄「鹿嶋においでよ」あたたかいまちづくり

・地産の商品開発

・地元の人の消費活性化・外貨獲得

・子ども達を通じてＢ級グルメの試食会

食・商品開発

・インターネットを活用し、鹿嶋の魅力を発信

・鹿嶋の魅力を知人などに伝える

・フィルムコミッション

・県とタイアップする

・風力発電、省エネモデルシティ

ＰＲ

・ボランティアガイド

・祭りの動員システム化（他から来てもらう＝自

分たちが楽しむ）

観光

・外国人の活用＝若人を世界に羽ばたかせる
・他業交流会の企画とＰＲ

・市の人口増のために雇用の創出（会社の拡大）

・お見合いパーティーによる市民の結婚→出産
・企業の人材活用（パソコン・国際交流）

交流

・近所づきあい
・挨拶や注意をきちんとできる大人になる

・学校での鹿嶋教育

・学童を守るための朝夕の立哨
・子どもたちが住みたいまち（遊びと働く場所）

・区長を通じてアンケートをする

コミュニティ・子育て

・まち（駅周辺）をきれいにする

・海岸や北浦の美化

・道路に花を植える

・街並みづくり（整備対象外の道路の草取り）

・地区施設の整備・清掃のボランティア

美化

・自然の保護

・ゴミ対策（資源化・少量化・分別化など）

・集積所をきれいにする（カラスの問題）
・ゴミの堆肥化

・丌法投棄の見張りや罰則の立法化の働きかけ

ゴミ

・ＦＭかしまの活用

・山ほどの提案の実行推進

・交流会の多層化・多数化

その他
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メンバー
ワタナベ、ナカバヤシ、ヨネカワ、タガタ、サトウ、エシタ、イチハラ、ツクウラ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ｄグループ

13

3

1

市民にアンケートをとって、自分のとっておきスポットを教えてもらう（１）

まとめ３ 投
票
欄清掃・道路・環境

残したい意見

まとめ１ 投
票
欄まちおこしゴルフ、武者行列、コスプレ

まとめ２ 投
票
欄ボランティア活動の情報公開

・ゴミ拾い・清掃（犬の散歩のときなどにゴミを

拾う）

・日常生活で気づいた景観の悪い場所をまとめた

地図をつくる

・海岸清掃などの回数を増やす

清掃

・ボランティアに参加する
・声掛け運動

・相手の話をよく聞く

ボランティア

・他県などでの歴史イベントでのＰＲや協力をお

願いする

・特産物の販売店を増やす

・ごさい漬けを販売する

・鹿嶋のおしゃれな人が集まる場所を調べ、鹿嶋

スタイルとしてブームを起こす

・梅干しと納豆でパスタをつくる

・卜伝納豆を鹿嶋の名産に

・名古屋を参考におもてなし隊や甲冑隊をつくっ
てイベントでＰＲ運動をする

・武者行列や歴史イベント、コスプレなどで盛り
上げる

・ゴルフのまちをつくる（スポーツ少年団）

・空き家を利用し、滞在型の住まいにする

まちおこし

・街中の危険な場所をまとめた地図をつくる

・道路標識を漫画表現化する

・花植えなどに参加する

・街灯の増設

道路・環境

・遊休農地を都会の人に使ってもらう

・夏休みに農作物の収穫や地引網の体験をしても

らう

・農家で捨てるごぼうでごぼう茶をつくる

・農業後継者を育てる

農業

・海岸の美化

・サーフィンや釣り場の整備をして売店を出す

・海岸線を商業地として開発し、サーファーのよ
うな若い人たちが集まりやすい環境をつくる

海

・鹿島神宮の周囲に駐車場を増やす

・まちのことを年長者に聞いて、他人にも話すよ

うにしている

・昔のことを図書館に行って調べる

・アントラーズが勝ったり優勝した時には、まち

ぐるみでセールを行う

・市民にアンケートをして、とっておきの料理や

スポットを教えてもらう

その他
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メンバー
シライシ、キタニ、アキタ、ナラ、テラニシ、トヨノ、ミゾグチ、オオサワ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ｅグループ

残したい意見

8

5

7

鹿嶋ネタのブログへの良い返答　（２）

まとめ１ 投
票
欄環境保全（エコライフの実践、ご近所交流、清掃）

まとめ２ 投
票
欄スタジアム活用（フリマ、住民割引の署名、婚活イベント）

まとめ３ 投
票
欄

特産品開発
（討議会参加者による地産食材を用いた料理の試食会）

・街中、海岸、公園などのゴミ拾い

・まちなみをキレイにし、ポイ捨てをなくす

・ウォーキングをしながらゴミ拾い

・所有地の草刈り・清掃

・ゴミの出し方を守る

・コンポスト設置

・温暖化防止に太陽光発電を設置する

・温暖化防止＆健康のために自転車使用
・湖をきれいにするために一人一人が意識して行

動する

・道路のでこぼこの監視

環境保全

・スタジアム周りの開発（道の駅・温泉など）

・スタジアムから神宮通りにアントラーズ通り

・アントラーズの試合日に神宮駅からスタジアム

へバスを出す

・スタジアム活用（フリマ・ウォーキングなど）

・ホームタウンからの観戦者を割引する署名集め

スタジアム

・マナーの充実

・道路のでこぼこの監視

・飲酒運転を注意する
・近所の声掛け運動

・自警団の組織化

安心・安全

・Ｂ級グルメの開発

・かしまだこ、はまぐりを使ったたこ焼き

・地産地消をする

特産品

・空き店舗を利用した店舗出店

・鹿嶋ネタのブログ等にコメントする

・ビーチを利用したスポーツ大会を関係者に提案
・イベントに参加する

・各ボランティアの参加呼びかけ
・自分にできるボランティアをやる

その他

 



26 

メンバー
サカモト、ハセガワ、スガワラ、クロス、ウチノ、クリハラ、フジマツ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Ｆグループ

残したい意見

7

9

7

乗合タクシーなど定期路線バスに代わる公共交通システム（６）

まとめ１ 投
票
欄はまぐりのブランド化（はまぐりカレーのＰＲ）

まとめ２ 投
票
欄

キャベツのＰＲとして自慢料理出品会を行う
（ベスト３をサッカー開催日にスタジアムで出店）

まとめ３ 投
票
欄土地の持ち主への管理の強化（ゴミや草刈りなど）

・市政に対しての目配りや情報発信

・市議の人数削減の申請

・定期路線バスに代わる交通システム（公共の乗

合タクシーなど）

市政

・地域を越えたゴミ拾い

・定期的花植運動

・丌法投棄の防止でまちをきれいにする
・荒地や道路回りの草取りをやる

・ゴミ回収ルールの徹底
・駅前や公園などの草花の植栽を増やす

・清掃ボランティアの募集

環境

・自己所有地を都会の人（サッカー観戦者）のた

めに農園として開放する

・鹿嶋の住民としてスタジアムに足を運ぶ。地方
の小中学生を試合に招待（先行投資）

アントラーズ

・健康体操の呼びかけ

・挨拶運動、高齢者への声掛け運動

・海を大事にする（サーフィン教室と大会）

・中高年力での子育て塾

・「何ができますか」の名簿づくり（教える人で

はなく実行できる人）

・地域で問題を話し合い、意見書を提出する

・鹿嶋大好き人間集合イベント（鹿嶋人検定）

・市民討議会などに参加する

人づくり

・地元の特産品を使った料理コンテストを市民組

織が主体となって開催する

・郷土料理の開発・発掘（ごさいづけグランプリ、

究極のはまぐりカレー選手権など）

・はまぐりの養殖を徹底し、はまぐり＝鹿嶋とす

る

・郷土料理レシピを募集する

・スタジアム周辺に道の駅をつくり、農産物を
売ってＰＲする

・農産物などの「○○狩りツアー」で都会の人に

楽しんでもらう（そのための土地を提供する）

・鹿島港で採れた魚で料理教室

・東京駅バスターミナルなどに「そうだ、かしま
に行こう」などのポスターＰＲ

・工芸品づくり（わら細工で傘、竹細工でかごや
竹馬など）

・県の魅力度ワースト１を逆手にとってマスコミ

にＰＲする
・全国に大使（芸能人）を送り込む

・芸能人にＰＲを頼む（ＡＫＢ４８やＳＭＡＰ）

特産物
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メンバー
イイジマ、ババ、オバラ、コウゴ、カノウ、クドウ、ツボイ、ササキ

討議テーマ 何ができるか考えよう

Gグループ

残したい意見

3

7

1

マナー向上（交通ルールを守る、ゴミ処理、挨拶など）（７）

まとめ１ 投
票
欄

地域を知り鹿嶋市民であることを自覚する
（歴史を知る、市民団体や企業、行政の取り組みを知る）

まとめ２ 投
票
欄

地産地消（特産品レシピのアイディアを出し合う。自家用車からバス

や電車の利用に切り替え、公共交通機関を充実させる）

まとめ３ 投
票
欄

地域のイベントを活発にするための市民組織づくり
（例：海岸の利活用を考える会、花火大会を考える会）

・地元で採れた野菜を使ってつくるレストランを

誘致する

・名産・特産品から名物料理を作る

・特産品を使った料理のアイディアを出し合う

・地元の野菜を使った料理大会を開催

・新しいブランド名を公募する

地産地消

・なるべく車を使わないライフスタイルの実施

・公共交通を使うようにする

・臨海鉄道を守る

・資源保護

・ゴミを減らす

・清掃行事などに積極参加

・地域の自然を守る活動に参加

・ゴミ捨て場の確保

環境対策

・神宮の歴史などを勉強する

・神宮に参拝する

・市民活動への参加
・区・自治会の行事に参加して地域のつながりを

つくる
・年齢や出身に関係なく意見交換できる場を設け

る

・多くの人と意見交換する

・相手の立場で考えてみる

・隣近所の見守り活動
・地元人がスタジアムに応援に行く雰囲気づくり

・鹿嶋の祭りに新住民も参加してもらう

地域を知る

・イベントや祭りを身近な人に教える

・わかりやすい標識づくり

・鹿嶋をＰＲするキャッチコピーを考える
・道の駅をつくる

・Ｂ級グルメのマップ作成

ＰＲ

・スタジアムで開催されるイベント（祭事）を増

やす

・城山公園まつりを毎週開催する

・ビーチの利活用について、プロジェクトチーム

を設置しアイディア交換会＆市長に意見提出

・若者が根付くまちづくり

・平井浜で花火大会

・地域のスポーツ活動を活発にする

イベント・地域活性化

・交通ルールを守る

・鹿嶋住民と県外転入者のコミュニケーション

・高齢者から知識を得る

・周りの子どもたちに声掛けする

・市政へ働きかける

その他
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（８）討議②「何ができるか考えよう」の投票結果 

 

投票結果 

順位 まとめ意見 投票数

1 自然環境を守るため、マナー向上や清掃活動へ積極参加 14

2 まちおこしゴルフ、武者行列、コスプレ 13

3 キャベツのＰＲとして自慢料理出品会を行う（ベスト３をサッカー開催日にスタジアムで出店） 9

4 環境保全（エコライフの実践、ご近所交流、清掃） 8

5 はまぐりのブランド化（はまぐりカレーのＰＲ） 7

5 特産品開発（討議会参加者による地産食材を用いた料理の試食会） 7

5 土地の持ち主への管理の強化（ゴミ捨てや草刈りなど） 7

5 地産地消（特産品レシピのアイディアを出し合う、自家用車からバスや電車に乗り換える） 7

5 「鹿嶋においでよ」あたたかいまちづくり 7

5 行政に市民の意見を聞く誯（すぐやる誯）、自治会活動を実施 7

11 イベントの活性化（フリマの分散開催、市民ウォーキング・マラソン、各種スポーツ大会） 6

11 地域のコミュニケーション、挨拶運動のＰＲ 6

13 田舎へ泊ろう鹿嶋版（メディアやタウン誌を最大限活用） 5

13 スタジアム活用（フリマ、住民割引の署名、婚活インベント） 5

15 ゴミ問題（捨てない、拾う、きれいな鹿嶋をつくりましょう） 4

16 ボランティア活動の情報公開 3

16 地域を知り鹿嶋市民であることを自覚する（歴史を知る、市民や企業、行政の取り組みを知る） 3

18 観光で特産物をＰＲできるまち 1

18 地域のイベントを活発にするための市民組織づくり（海岸の利活用を考える会、花火大会を考える会） 1

18 清掃・道路・環境 1

18 教育・学校（鹿嶋の歴史や環境、放誯後の施設開放） 1
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（９）各テーマ設定の狙いと考察 

 

 

今回、初めて市民討議会を開催するにあたり、参加して頂いた市民の皆さまに数多くの

意見を出して頂くことを考慮して、討議するテーマについては、それぞれが身近で考える

ことができ、意見を出すことが比較的容易な内容であることを前提に選定いたしました。 

全体のテーマとしては『地域の魅力 創造！！』として、現状の誯題や過丌足点を抽出

していくのではなく、参加者が楽しく、前向きにプラス志向で考えることできるように地

域の魅力を創造することを大テーマとしました。 

 

そして、まずはウォーミングアップを兼ねて、理解しやすく、だれでも思いつくことが

でき、かつ意見がバラエティに富むようなテーマ ①『Mission1 鹿嶋の魅力を洗い出せ』

を設定しました。その結果、各グループにおいて建物やランドマークのようなハード的な

魅力から文化や歴史、教育などソフト的な魅力まで、それぞれが身近な視点で、様々な魅

力を数多く得ることが出来ました。 

 

次に、その魅力を活かすために、市民としてどのような行動を行っていくことが出来る

かを考えて頂くようなテーマ ②『Mission2 何が出来るか考えよう』を設定いたしまし

た。テーマ①と比べて内容が漠然的だったため、グループによっては意見の範疇が異なっ

てしまったように見受けられましたが、それぞれのグループで闊達な討議ができ、数多く

の意見を得ることが出来ました。 

 

今回の市民討議会は、初めての開催ということで、より具体的な内容について解決策や

改善策等の意見を出し合うことはしませんでしたが、討議会後のアンケートによる参加者

の意見や、討議会中の参加者が楽しそうに意見を出し合う様子をうかがう限りでは、より

具体的なテーマを設定することで、地域の問題解決に向けて話し合うための機会としては

十分な効果を発揮できる手法だと考えられます。今までまちづくりに参加したことがなか

った参加者にとって、市民討議会という手法を使い、思いを伝えることができる機会、自

身と同じように考えている市民が他にもいるということが分かり合える機会を提供してい

くことで、画一的なまちづくりを打破でき、愛する地域のために、まちづくりに積極的に

参加していくという自立した市民意識を醸成させることが出来るのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 


