


 



 

 
 

 

 

 

 

本市では，平成 24 年３月に総合的なまちづくり

の指針となる第三次鹿嶋市総合計画（平成 24 年度

から平成 33 年度）を策定し，平成 28 年度までの

前期基本計画を推進してまいりました。今後のまち

づくりを展望すると，人口減少社会や深刻な少子高

齢社会の進行，社会経済のグローバル化の進展等，

変化の激しい時代にあり，その時代の変化に対応で

きる体制を構築し，魅力的なまちづくりを行ってい

く必要があります。 

そのためにも，平成 27 年度に策定した「鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を

踏まえて，新たなまちの将来像と基本目標を定め，時代の潮流に即した後期基本計画を策

定しました。 

本計画では，これまでの「協働のまちづくり」から，市民や地域等が行政と共に新たな

価値を創造する，「共創のまちづくり」を掲げております。これまで以上に，自分たちの

住む地域はどうしたら良いのか，どうあるべきかを自らのことと捉えていただき，そのう

えで一緒に考え，実践し，新たに市の将来像とした『子どもが元気 香る歴史とスポーツ

で紡ぐまち 鹿嶋』の実現に向けて，郷土愛を礎に新しい鹿嶋市を創ってまいりたいと思

います。 

さらに，本計画期間中には，第74回国民体育大会茨城大会が予定されております。さ

らには，2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催等を見据えると，本

市においても大きな飛躍の期間となります。本市の持つ魅力を生かし，積極的なまちづく

りを推進するとともに，安心して暮らすことができるまちづくりを展開してまいります。 

本計画の策定にあたりまして，多大なご協力を頂きました鹿嶋市総合計画審議会委員の

皆さま並びに，住民懇談会をはじめ，市民意識調査やパブリック・コメント等において貴

重なご意見・ご提言をお寄せいただいた多くの市民の皆さまに，心から感謝を申し上げま

す。 

 
平成29年３月 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一 

「子どもが元気 

 香る歴史とスポーツで紡ぐまち 鹿嶋」 
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2  KASHIMA CITY 

 

第１章 計画策定にあたって 

 計画策定の趣旨 １

 

（１）総合計画をめぐる動き 
平成 23（2011）年５月に地方自治法が改正され，市町村への基本構想策定の義務付けが撤廃

されました。この法改正は，地方分権改革における国から地方への「義務付け・枠付けの見直し」

の一環として行われ，基本構想から連なる総合計画について，市町村による自主性及び自立性が高

まり，自治体独自の創意工夫が期待されるようになりました。これにより，自治体のまちづくりに

対する裁量権が大きく増えています。 

 

（２）策定の背景 
わが国においては，人口減少社会への突入による将来不安，景気や雇用の不安定さ，全国各地で

起こる大規模災害，グローバル化の進展やソーシャルネットワークの普及による社会構造の変化，

テロの脅威等，社会経済を取り巻く状況はめまぐるしく変化し，これまで認識されてきた課題に加

えて，新たに対応すべき課題が山積しています。 

とりわけ，少子高齢化の進行による人口減少問題が国の主要課題として認識される今日において，

地方創生で経済の好循環を全国的に広げ，次世代へと豊かな暮らしをつないでいくために，地方に

は自らが有する経営資源を最大限に活用して「自立した地域づくり」を進めていくことが求められ

ています。 

 

（３）第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画策定の趣旨 
このような時代潮流を踏まえて，第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画（以下，「本計画」という。）

は，前期基本計画で定めた各事業の見直しを行い，本市にとって重要度の高い事業を見定め，計画

を推進していきます。また，本市を取り巻く課題を市民と行政の協力をもって解決すると同時に，

本市におけるより良い暮らしを目指して，市民と一体となってまちづくりに取り組む計画とします。 

前期基本計画を策定した際に掲げた基本構想は，本計画においても踏襲することが通例ですが，

本計画の施行期間においては，平成 27（2015）年度に策定した「鹿嶋市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の実施期間であり，さらには，平成 32 年の 2020 年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会，第 74 回国民体育大会茨城大会等，大きなイベントが控える５か年となります。

そのため，これらの社会情勢を鑑みて基本構想の刷新を行いました。 
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 計画の特徴と方針 ２

（１）計画の特徴 
第三次鹿嶋市総合計画は，本市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための最上位計画で

あり，全分野の政策の基本指針となるものです。第三次鹿嶋市総合計画の後半５年間を本計画にて

事業を推進するものであり，前期基本計画にて定めた事業の進捗状況と事業の優先順位付けを行い，

総花的・羅列的ではなく，重点プロジェクトの設定，行財政資源の効果的かつ効率的な配分等，選

択と集中により，中長期的な地域経営の視点を取り入れ，まちの魅力を高めていく計画とします。 

 

（２）計画の方針 
本市が掲げる将来の目標に向けて，取り組みを進めるための指針とするとともに，時代が転換期

にある中で，変化に対応し，地域の実情を把握し，民意を反映しつつ，柔軟に地域課題へ対応して

いくことが重要となります。そのため，地域住民が力を合わせ，全員主役のまちづくりを構築する

など，市民と行政が一体的に進むための指針とします。 

 

①市民・事業者・行政が共有する計画 

市民・事業者・行政が，目指すべきまちの将来像を共有し，まちづくりの担い手意識を高める

とともに，計画策定段階から積極的な意見の収集の場を設けます。策定後においても，あらゆる

人が活躍しながらまちづくりを推進するための考え方や指針を共有し，その計画の実現のために，

簡潔でわかりやすい計画を目指します。 

 

②時代の潮流に応じた，「選択と集中」による柔軟で戦略的な計画 

政策の優先性を重視しながら，選択と集中による施策展開を図るとともに，社会潮流に合わせ，

柔軟に対応することができる計画を目指します。 

 

③成果・実行性を重視した計画 

目指すべき将来像やまちづくりの目標と達成に向けた取り組みを設定し，それを実現するため

の実行性のある計画を目指します。 

 

④地域性・独自性のある計画 

地域の実情やこれまで育まれてきた本市の歴史・文化，これからの展望を盛り込んだ，鹿嶋ら

しさを持った他にない独自性・地域性のある計画を目指します。 

 

⑤地方創生・総合戦略との整合性を図った計画 

人口減少に歯止めをかけるべく策定した「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」との整合性を図った計画を目指します。 
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 計画の構成と期間 ３

 第三次鹿嶋市総合計画は，「基本構想」をもとに 10 年を前期・後期に分けた５年ずつの「基本

計画」及び別に定める「実施計画」で構成されています。今回は，後期５年の基本計画（期間：平

成 29（2017）年度から平成 33（2021）年度）を策定するものです。 

 

（１）基本構想 
まちづくりの根本に置くべき「まちづくりの基本理念」を示し，それをもとに「鹿嶋市の将来像」

と，それを実現するための「まちづくりの政策」を示すものです。 

第三次鹿嶋市総合計画の期間は，平成 24（2012）年度から 10 年間とし，目標年度を平成 33

（2021）年度としています。 

前期基本計画策定時には，東日本大震災が発生し，計画期間中の５年間を集中復興期間として，

復旧・復興事業に注力してきました。 

平成 29（2017）年度からの本計画では，平成 27（2015）年度に策定した「鹿嶋市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえて，めまぐるしく変化する社会情勢に対応するため，総合計

画の基本構想を新たにしました。 

 

（２）基本計画 
新たに策定する基本計画は，将来の目標に向けて進める施策を体系的に定め，評価の指標となる

目標数値を示すものです。本計画は，計画期間を平成 29（2017）年度から５年間とし，目標年

度を平成 33（2021）年度としています。 

また，前期基本計画で定めた重点プロジェクトを，時代の潮流に即した見直しを行い，本計画に

おいても新たに重点的に進める施策として設定しています。 

 

（３）実施計画 
本計画に示した施策を進めるため，具体的事業の内容，事業費及び実施年度を明らかにし，財政

計画との整合を図るものです。計画期間は３年間とし，毎年度ローリング方式で点検・見直しを行

います。 
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■関連する個別計画等 

・鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・鹿嶋市人口ビジョン 

・鹿嶋市都市計画マスタープラン 

・鹿嶋市交通安全計画 

・鹿嶋市地域防災計画 

・鹿嶋市環境基本計画 

・鹿嶋市地域福祉計画 

・はつらつ長寿プラン 21 

・鹿嶋市子ども・子育て支援計画 

・21かしま障がい者プラン 

・健康かしま 21 

・鹿嶋市スポーツ推進計画 

・鹿嶋市教育振興基本計画 

・鹿嶋市男女共同参画計画   等 

予算 

（効率的な財政運営） 

基本構想 

実施計画 

基本計画 

 

■計画の構成（イメージ図）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画の期間  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基基基基    本本本本    構構構構    想想想想 

前期基本計画前期基本計画前期基本計画前期基本計画 後期基本計画後期基本計画後期基本計画後期基本計画 

実施計画（３か年）実施計画（３か年）実施計画（３か年）実施計画（３か年） 

実施計画（３か年）実施計画（３か年）実施計画（３か年）実施計画（３か年） 

実施計画（３か年）実施計画（３か年）実施計画（３か年）実施計画（３か年） 

平成 24 年度 平成２9 年度 平成 33 年度 

基基基基    本本本本    構構構構    想想想想 

毎年度見直し毎年度見直し毎年度見直し毎年度見直し 
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第２章 鹿嶋市を取り巻く社会潮流 

 少子高齢社会の進行と人口減少社会 １

平均寿命の延伸による高齢者人口の増加と，晩婚化・未婚化，そして，家庭を築き，子どもを生

むことの価値観の変化等による少子化の進行により，わが国の人口構造は大きく変化しており，平

成 20（2008）年をピークに総人口は減少に転じています。 

平成 37（2025）年には，「2025 年問題」といわれる，団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）

となり，わが国の高齢化率が 30％台に達し，うち後期高齢者は 20％に達する状況が想定されて

います。今後の更なる少子高齢社会の進行により，高齢者の福祉等に関する社会保障費の増大，労

働力人口の減少による経済の縮小，併せて，地域社会を支える若い担い手の減少による様々な分野

における活力の低下が懸念されます。 

このような中，本市においても，少子高齢社会の進行は避けられないことから，安心して子ども

を生み育てられる環境づくりや，生きがいを持ちながら健やかに暮らすことができる環境づくり，

そして，共に認め合い，支え合う社会の醸成がより一層求められています。 

 

 「安全・安心」への関心の高まりと，地域の絆の必要性 ２

平成 23（2011）年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では，東北地方及び関東地方において，

揺れによる家屋等の被害に加えて，地震を起因とする液状化や津波等により，多くの尊い人命を失

っただけではなく，都市基盤等も甚大な被害を受けました。加えて，東京電力福島第一原子力発電

所の事故によって，放射性物質の放出やそれに伴う汚染被害が発生し，本県や近隣県では風評被害

が発生するなど，大きな爪痕を残しました。さらには，平成 27（2015）年 9月の関東・東北豪

雨による常総市での水害や，平成 28（2016）年４月の熊本地震等，頻発する大規模自然災害に

対する安全で安心なまちづくりが求められています。 

本市においても，東日本大震災では，未曾有の被害を受け，被災した道路，水路，上下水道等の

都市基盤の復旧・復興を進めてきました。また，鹿島港周辺の立地企業においても，甚大な被害を

受け，６年を経過した現在も，官民の連携によって，震災からの復興が進められています。 

本市は，市民に一番近い基礎自治体として，市民の命を守り，安全で安心，平穏な暮らしを守る

責務があります。東日本大震災を経験し，減災に対する取り組みをはじめ，初動体制の確立や被災

者への迅速な支援等，総合的な防災対策の重要性を改めて認識しました。今後は，災害に強いまち

づくりの観点から，適切な対策を継続して推進していく必要があります。 

また，子どもや高齢者等の社会的弱者を狙う犯罪が深刻な問題として大きく取り上げられるなど，

様々な分野で暮らしの安全・安心に対する取り組みの重要性が高まっています。 

こうした災害や犯罪に対し，地域の安全・安心な暮らしを守るためには，自助・互助・共助・公

助の考えに基づき，地域で共に見守り，支え合う社会の構築が求められています。 
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 観光振興を軸とした活性化 ３

国では，観光立国実現に向けた様々な取り組みが実施され，平成 27（2015）年度の訪日外国

人観光客数は過去最高の 1,974万人に達し，訪日外国人による消費額は 3.5兆円となり，増加傾

向にあります。 

本市は，成田国際空港からは車で約 30 分，茨城空港からも車で約１時間の距離に位置し，近年

拡大している訪日外国人観光客を受け入れる空の玄関口である空港と近接しています。また，国内

観光においては，本市には自家用車で訪れる観光客が多く，加えて，東京駅と結ぶ高速バスの充実

により，公共交通を利用して，首都圏からも気軽に観光に訪れることができることから，平成 27

（2015）年度には約 290万人の観光客が訪れています。 

さらに，本市では，平成 31（2019）年の第 74 回国民体育大会茨城大会や，平成 32 年の 2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のサッカー競技会場となる見込みであるなど，全国

規模及び世界規模での大きなイベントが予定されています。これらのイベントを成功させることは

もちろん，この機会を生かした積極的な観光振興対策が必要であり，経営感覚を持った観光振興が

重要な戦略となります。そのために，本市の代表的な観光資源である鹿島神宮やカシマサッカース

タジアム，海や海岸等の魅力を市民が再認識し，既存観光ブランドを育成し，「おもてなしの心」

を醸成させるとともに，新たな観光ブランドを創出させることが重要です。 

そして，本市の魅力向上を図るとともに，鹿行地域が一体となって着地型観光

※1

を成熟させるこ

とによる，インバウンド

※2

を含む積極的な観光客の誘致が大切です。 

 

 自然共生社会の実現と循環型社会，低炭素社会の構築 ４

自然環境は，地球上のすべての生物が互いにバランスを保つことにより成り立っています。しか

し，人間の社会経済活動による環境負荷等によって，豊かな自然環境が損なわれる恐れがあります。

自然に配慮した自然との共生社会を実現するため，資源の有効活用の観点からこれまでの 3R（リ

デュース，リユース，リサイクル）から，５R（リデュース，リユース，リサイクル，リフューズ，

リペア）へと，より積極的な取り組みを進め，持続可能な循環型社会の構築が継続して求められて

います。 

本市においても，地球温暖化対策としての低炭素社会の実現に向けて，移動，居住・就業空間，

消費者選択，産業活動等における多角的な取り組みが大切です。また，エネルギー消費量の少ない

設備の導入や，物流システムの見直し，建物構造の工夫による冷暖房の熱を逃がさないような設計

の導入，最新鋭の技術を活用した既存施設の置換え及び環境への負荷の低減等による，積極的な省

エネルギーの推進，さらに，太陽光に加えて水素等の新エネルギーの導入を図るとともに，森林破

壊を防止し，本市の魅力でもある緑地の有効かつ適切な利用を計画することで，美しい自然を守り，

次の世代に伝えていくことが大切です。  

                                                   
※1：旅行者を受け入れる地域（着地）側が，その地域でおすすめの資源をもとにした旅行商品や体験プロ

グラムを企画・運営する形態の観光のこと。  

※2：海外から訪れる旅行（客）のこと。 



 

序論 

8  KASHIMA CITY 

 

 高度情報化社会の進展 ５

情報通信技術（ICT）の飛躍的な発達と情報通信機器の普及・多様化により，国民生活，企業活

動，行政サービス，社会経済システム等が大きく変化しています。わが国においては，平成 20

（2008）年から人口減少が始まり，今後は少子高齢化に伴う本格的な人口減少社会へ突入すると

され，平成 72（2060）年には 8,000 万人台になると推計されています。このことにより，特

に地方における労働力人口の減少が発生し，経済活動の縮小が危惧されています。そのような国内

の様々な社会的課題の解決方法のひとつとして，ICTの利活用の促進に期待が高まっています。 

今後は，産業の生産性を高めるとともに，ICTを活用したネットワーク化による企業活動の活性

化，産業立地の分散やテレワーク等の就労形態の多様化をはじめ，防災や防犯，医療・介護等の様々

な分野での活用や ICTを用いた地域づくり，人的・物的交流の効率化・活発化に期待されています。

また，温室効果ガス排出量の見える化（カーボンフットプリント）の推進による温室効果ガス排出

抑制等，本市においても，ICTを利活用することで社会の様々な課題を解決していくことが求めら

れています。 

 

 地方分権の更なる進展 ６

これからのまちづくりは，従来の縦割り行政や削減型行政改革といった行政運営を根本から見直

し，コストやスピードへの意識を持ち，サービス精神や経営感覚を持って地域をマネジメントする

「地域経営」の感覚を取り入れることが大切です。 

本市では，多様化する地域課題に対応するためには，市民・事業者・行政が一体となって，主体

的にまちづくりを行っていく「共創のまちづくり」を推進し，共に新たな価値と目標を創造し，課

題解決に取り組むことが求められています。 

さらに，日常生活圏の広がりや，自治体の枠を超えて広がる行政課題の解決のために，広域的な

視点がひとつの解決策となりえます。自治体がそれぞれの行政区域を越えて共同で事務事業を行う

ことで，様々な行政サービスを効率的，効果的に行うことができるように，様々な分野において広

域での行政運営を検討していきます。 
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第３章 鹿嶋市の地域特性 

 位置・沿革 １

（１）位置・地勢 
鹿嶋市は，茨城県東南部に位置し，首都東京へは約 80km，県都水戸及び筑波研究学園都市へは

約 50km という距離にあります。鹿嶋・東京間は JR 鹿島線，東関東自動車道（東関道）でいず

れも約２時間，空の玄関である成田国際空港とは東関道で約 30 分，茨城空港とは車で約１時間の

距離で結ばれています。 

東に鹿島灘，西に北浦を臨み，中央部は海抜約 40mの鹿島台地，低地部は田園地帯や鹿島港と

連携した工業地帯が広がっています。 

面積は 106.02km

2

で，鹿島灘沖を流れる海流の影響を受け，年平均気温（平成 22（2010）

年）15.3℃と，四季を通じて温暖な海洋性の気候に恵まれています。 

 

 ■位置図 
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（２）沿革 
 

 

 鹿嶋の地では，約 12,000 年以上前から人々が暮らし始め，縄文時代には，内海（霞ケ浦・

北浦沿岸）の豊かな自然の恵みの中で厨台遺跡群等に見られる大集落が営まれました。鹿嶋の地

に古くから鎮守する鹿島神宮は，大和朝廷の成立以降，関東や東北地方進出の一大拠点として重

要な位置を占めるようになり，その後，藤原氏の氏神として，朝廷及び豪族の厚い信仰の対象と

なっていきました。 

 中世に入ると，鹿島地方は大掾

だいじょう

平氏

へ い し

の一氏族である鹿島氏の支配するところとなり，室町末

期には，剣聖・塚原卜伝を輩出するなど，天正 19（1591）年に佐竹氏の侵攻を受けるまで，

鹿島地方の政治・文化の中心として栄えていきます。 

 江戸時代には，神領（鹿島神宮領），旗本領等に分割されました。延宝３（1675）年に鹿島

文庫が創設され，貞享４（1687）年には，俳聖・松尾芭蕉が市内にある根本寺

こんぽんじ

を訪れ，「月は

やし梢は雨を持ちながら」の句で有名な「鹿島紀行」を残すなど，鹿島神宮を中心とした文化が

開花する一方で，鹿島神宮は「鹿島立ち」の故事に代表されるように，庶民の信仰の対象として

の地位を築いていきました。 

 

 

 明治時代に入ると，鹿島郡のうち，現在の鹿嶋市域は，廃藩置県により当初は新治県，後に茨

城県の区域に編入され，明治 22（1889）年の市制・町村制の施行により 42 か村が１町６か

村（鹿島町，高松村，豊郷村，波野村，豊津村，大同村，中野村）に統合されました。 

 第二次世界大戦後は，昭和 28（1953）年施行の町村合併促進法により，翌年には鹿島町，

高松村，豊郷村，波野村，豊津村の１町４か村が合併して鹿島町となり，昭和 30（1955）年

には大同村，中野村が合併して大野村となりました。当時の鹿島町の人口は約 16,000 人，大

野村の人口は約 11,000 人で，主な産業としては，鹿島神宮周辺の商業のほか，稲作や麦作，

さつまいも栽培を中心とした農業，鹿島灘・北浦の漁業，戦後盛んになったでん粉加工業等でし

た。 

 

 

 昭和 30 年代の高度成長期に入り，茨城県は「農工両全」「貧困からの解放」をスローガンに

鹿島地域（鹿島・神栖・波崎）の開発を進めます。昭和 36（1961）年に鹿島臨海工業地帯造

成計画（マスタープラン）を発表し，翌年，開発の推進主体となる一部事務組合「鹿島臨海工業

地帯開発組合」を設立，対象地区約２万haの開発に着手し，これにより，鹿島町，大野村は対

象地区及びその後背地として急速に発展していきました。 

 日本経済の高度成長と鹿島開発とが相まって，鹿島町の人口は，昭和 50（1975）年には約

37,000 人へ増加し，大野村も昭和 30 年以降，約 9,300 人まで減少していた人口が 11,000

人近くまで回復し，その後も両町村は急速に都市化が進みました。これにより，ごみ処理施設や

道路等の都市基盤，教育施設といった，町としての基本的な機能の不足や，開発により代替地に

移転した人々，工場の立地に伴い転入してきた人々をはじめとする，移転住民のコミュニティの

形成が課題となり，行政はこの対応に追われることになります。 

古代～江戸時代 

明治時代～戦後 

高度成長期～昭和後期 
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このような状況のもと，昭和 48（1973）年と昭和 53（1978）年の２度にわたるオイル

ショックにより日本経済は停滞期を迎え，これに伴い鹿島開発における企業立地計画も大幅な狂

いが生じることになります。当初のマスタープランで描いた「昭和 50 年・30万都市」という

鹿島地域（鹿島・神栖・波崎）の目標は果たされることなく，昭和 59（1984）年，茨城県は

開発収束を宣言し，鹿島臨海工業地帯開発組合は解散することになりました。 

開発の収束とともに３町村では，それまで遅れ気味であった都市基盤の整備をはじめ，総合的

なまちづくりを推進するため，それぞれに基本構想を策定し，行政課題の解消に向けて積極的に

動き出します。地域における大きな課題であったコミュニティの形成については，既に公民館に

おける社会教育・生涯学習活動が一定の役割を担っており，成果を見せていました。 

 

 

 昭和終盤から平成にかけて日本経済はバブル景気に突入します。このような中，工業地帯の企

業群にあっては次代の担い手となる若者の製造業離れが深刻となり，３町村においても，若者が

働き，遊び，定着するにぎわいのある地域づくりが課題として浮かび上がりました。 

茨城県がこの課題を受け止める形で，国，県，鹿島３町と進出企業，地元関係者，学識経験者

で構成する「楽しい街づくり懇話会」を発足させ，３町がそれぞれの特性を生かしながら目指す

べきまちづくりの方向性を探り始めたころ，日本サッカー協会はプロリーグ構想を打ち出し，こ

こに住友金属蹴球団が加盟の意欲を表明します。 

平成３（1991）年に創設されたＪリーグに，様々な紆余曲折を経て，鹿島町，大野村，神栖

町，波崎町，潮来町をホームタウンとする「鹿島アントラーズ」が 99.9999％不可能といわれ

ながらも加盟を果たし，平成５（1993）年にＪリーグ最初のステージ優勝の栄冠を手にしたこ

とで，「カシマ」の名は一躍全国区となりました。 

このような中，鹿島地域に対する郷土愛や人々の連帯感が急速に高まり，鹿島開発以来の課題

であった広域合併への議論がスタートします。 

 そして，鹿島地域の更なる発展をリードする県東南部の中心都市の形成を目指し，三町合併へ

向けた先行合併として，鹿島町と大野村が平成７（1995）年９月１日に合併し，「鹿嶋市」と

して新たな出発をしました。 

 新生・鹿嶋市では，悠久の歴史と近代産業の集積，さらに時代の新しい風・スポーツ文化等，

本市の優れた資源と特長を生かしたまちづくりが進められました。また，平成 14（2002）年

には日韓共催で開催された FIFAワールドカップの会場地になったことにより，市民参加による

まちづくり活動や国際交流活動の基盤が整い，以後，市民・事業者・行政が役割と責任を互いに

確認し，連携する協働のまちづくりが継続されています。 

 平成 23（2011）年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による地震と津波，液状化により，

本市も甚大な被害を受け，主要産業である鉄鋼業では，工場が 3 か月も運転停止に陥るなど，産

業活動は大きな打撃を受けました。市民生活においても，停電や断水，住居に対する被害等の多

大な被害がありました。その後の復旧により生活インフラ等は回復したものの，現在も液状化対

策工事等の復興事業を進めているところです。 

平成の時代 
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14.1% 13.9% 13.7% 13.3% 13.2% 13.0% 12.8%

64.1% 63.8% 63.0% 62.1% 60.6% 59.6% 58.8%

21.8% 22.3% 23.4% 24.5% 25.7% 26.9% 27.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
年少人口 （0-14歳） 生産年齢人口 （15-64歳） 老年人口 （65歳以上）

 人口・世帯の状況 ２

（１）人口の動向 
本市の総人口は，この 10 年で緩やかに増加しており，平成 28（2016）年（1 月 1 日現在）

で 67,817 人となっています。人口構成では，年少人口（０～14 歳）及び生産年齢人口（15～

64歳）は減少傾向にあります。一方，老年人口（65歳以上）は増加傾向にあり，平成 22（2010）

年から平成 28（2016）年にかけて，老年人口の割合は 6.0ポイント増加しています。 

 ■総人口及び年齢３区分別人口 

  

資料：常住人口調査（各年１月１日）※総人口には年齢不詳を含む 

■年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：常住人口調査（各年１月１日） 

9,381 9,298 9,183 8,895 8,780 8,658 8,653 

14,477 14,893 15,668 16,325 17,155 17,990 18,873 

66,401 66,760 67,097 66,709 66,717 66,769 67,817

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

年少人口 （0-14歳） 生産年齢人口 （15-64歳） 老年人口 （65歳以上）

（人）

39,762

40,423
41,43042,24642,569

42,543

39,856
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人口ピラミッドの変遷を見ると，平成 17（2005）年には男女どちらも「50～54歳」「55～

59歳」の世代が多くなっていましたが，平成 27（2015）年では「60～64歳」「65～69歳」

の世代が多くなっています。このことからも，今後 10 年間で更に高齢者人口が増加することが予

測されます。「０～14歳」はいずれの年齢区分においても，10 年前と比較して減少しており少子

化が進んでいることがわかります。 

 

■本市の人口ピラミッドの変遷 

 

 

資料：国勢調査（各年 10月１日） 

 

  

1,394
1,493
1,445
1,469

1,086
1,416

1,792
2,035

2,316
1,954

1,743
1,992

2,615
3,081

2,432
1,749
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 0  1,000  2,000  3,000  4,000
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40～44
45～49
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60～64
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70～74
75～79

80歳以上

女（平成27年） 女（平成17年）

（人）

1,401
1,460
1,526

1,991
1,554

2,034
2,136

2,372
2,724

2,179
1,866
1,961

2,782
3,068

2,500
1,717

1,488

 0 1,000 2,000 3,000 4,000
男（平成27年） 男（平成17年）

男性 
女性 
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（２）世帯の動向 
本市の世帯数は，平成 23（2011）年にやや減少したものの，平成 24 年以降増加に転じ，平

成 28（2016）年には 27,463 世帯となっています。 

一方，一世帯あたり人員については，平成 23（2011）年の 2.64 人をピークに徐々に減少を

続け，平成 28（2016）年では 2.47 人となっています。 

 

■世帯数及び一世帯あたり人員の推移 

  

資料：常住人口調査（各年１月１日） 
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6.6

4.1

4.8

4.5

4.2

2.9

50.4
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57.4
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59.2

0.2
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昭和60年
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平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能

42.8

39.9

36.7

34.5

32.6

42.8

 産業の状況 ３

（１）産業別人口比率の推移 
本市の就業者数は，平成 7（1995）年以降の調査では，30,000 人を超えていましたが，平成

22（2010）年には大きな減少が見られます。また，第一次産業から第三次産業まで割合がそれ

ぞれ低下しています。 

■産業別人口比率の推移 

就業者人口(人) 

19,102 

21,325 

30,253 

30,524 

30,265 

27,860 

 

資料：国勢調査 

（２）農業の動向 
本市の農家数は減少傾向が続いており，中でも兼業農家の減少が著しく見られます。 

農家数の減少に伴って田の耕地面積も右肩下がりであるものの，畑の耕地面積は平成 17（2005）

年以降ほぼ横ばいで推移しています。 

■農家数・耕地面積の推移 

 

資料：茨城県｜農林業センサス        
  

342

456
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（３）工業の動向 
本市の製造業事業所数は，平成 19（2007）年に若干増加したものの，それ以降は減少傾向で

推移し，平成 23（2011）年に再び増えましたが，平成 25（2013）年にかけて減少に転じて

います。平成 26（2014）年に再び増加して，79 事業所となっています。また，年間製造品出

荷額については，平成 20（2008）年にかけて増加していましたが，リーマンショック後に大幅

に減少し，以降は緩やかな回復傾向が見られます。 

 

■製造業事業所数及び年間製造品出荷額の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）商業の動向 
本市の商店数は減少傾向にあります。年間販売額については，平成 11（1999）年から平成 14

（2002）年にかけて大幅に減少し，平成 16（2004）年に盛り返したものの，再び減少に転じ，

平成 26（2013）年では最も低い 1,145億 7,200万円となっています。 

 

■商店数・年間販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：工業統計調査 

 

資料：商業統計調査 

825 765
684 681 614

457

169,766
167,704

126,017

146,510

131,720

114,572

90,000

105,000

120,000

135,000

150,000

165,000

180,000

0

150

300

450

600

750

900

平成９年 平成11年 平成14年 平成16年 平成19年 平成26年

商店数 年間販売額

（商店数） （百万円）

0
~~~~

78

86

83

78
76

84

78
75

79
778,379 880,036

1,018,533

664,027

750,975

698,225

724,554 748,989
823,349

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

72

75

78

81

84

87

90

18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年
事業所数 年間製造品出荷額

（事業所） （百万円）

~~
0
平成

~~
0
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（５）観光の動向 
本市の観光入込客数は，平成 23（2011）年の東日本大震災以降，徐々に回復し，平成 26（2014）

年には 260万人台まで回復しています。しかし，平成 27（2015）年は前年度比 10％強の減少

となり，平成 25 年とほぼ同水準となっています。 

 

■観光入込客数の推移 

 

 
資料：茨城県観光動態調査 

宿泊客と日帰り客の内訳は市の観光調査より 

 

2,207,300
2,348,800 2,293,500

2,604,100
2,319,900

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
日帰り客 宿泊客 観光入込客

（人）
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 鹿嶋市の魅力ある地域資源 ４

 本市には，「スポーツのまち」「歴史のまち」「工業のまち」という３つの顔があり，加えて，自

然豊かなまちであり，それらを象徴する魅力ある地域資源が豊富に存在します。 

 本市の持つ「ここにしかない」固有の資源を地域の強みとして最大限に生かし，組み合せること

で個性あるまちづくりを進めていくことが可能となります。 

 

 ■本市の主な地域資源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○水郷筑波国定公園 

○県指定文化財 天然記念物 鹿島神宮樹叢 

○鹿島灘・北浦 

○国天然記念物はまなす自生南限地 

 自然資源自然資源自然資源自然資源    

 

○鹿島神宮（楼門，本殿，仮殿，奥宮，鹿園等） 

○鹿島新當流・塚原卜伝の墓 

○指定文化財  国宝韴霊剣（ふつみたまのつるぎ） 

○国重要文化財  梅竹蒔絵鞍（うめたけまきえくら） 

○御船祭・祭頭祭・神幸祭・流鏑馬神事 

○鹿島八景 

○鎌足神社・根本寺・天狗党の墓 

○国指定史跡 鹿島神宮境内附郡家跡 

○宮中野古墳群・夫婦塚古墳 

○櫻花公園 

 歴史・文化資源歴史・文化資源歴史・文化資源歴史・文化資源    

 

○県立カシマサッカースタジアム 

○鹿島アントラーズクラブハウス 

○鹿島ハイツスポーツプラザ 

○卜伝の郷運動公園多目的球技場 

○カシマスポーツセンター 

○高松緑地多目的球技場 

○北海浜多目的球技場 

○新浜緑地多目的球技場 

 

 スポーツスポーツスポーツスポーツ資源資源資源資源    

 

○鹿島臨海工業地帯，鹿島港 

○新日鐵住金株式会社鹿島製鐵所 

○鹿島宇宙技術センター 

 工業・産業工業・産業工業・産業工業・産業    
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37.5

39.8 

57.4 

61.7 

62.3 

75.6 

76.1 

7.2
14.6 

10.1 

8.2 

4.5 

15.8

8.7 

6.2 

3.0

1.0 

3.1 

1.5 

1.3 

3.0 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生(n=304)

20～29歳(n=103)

30～39歳(n=129)

40～49歳(n=133)

50～59歳(n=159)

60～69歳(n=201)

70歳以上(n=197)

鹿嶋市にずっと住み続けたい

鹿嶋市に住みたいが，市内の他の地区に住んでみたい

（他市町村に住む，もしくは住んでみたいが）将来的には鹿嶋市に住み続けたい

どちらかというと，他市町村に住みたい

他市町村に住みたい

その他

不明・無回答

4.0

10.1 10.7

16.5 12.0

12.4
7.0

24.3 8.7

3.9

26.0 8.6

2.0

2.5

4.4

1.53.8 3.0

3.1

3.0 6.65.12.0

6.5 4.0

2.0

2.9

 市民意識の動向 ５

 本計画の策定にあたっては，多くの市民意見を計画に反映させるため，平成 28（2016）年１

月，市内在住の高校生 307名と 20歳以上の一般市民 3,000名を対象に市民意識調査（高校生：

有効回収数 307件，有効回答率 100.0％。一般市民：有効回収数928件，有効回答率 30.9％）

を実施しました。前期基本計画策定時（平成 22（2010）年）と比較できるよう，ほぼ同様の調

査票と同様の集計方法を用いました。 

以下は，その結果を抜粋したものです。 

（１）まちの住みやすさと定住意向 
まちの住みやすさについては，おおむね「住みよい」と感じている人が８割弱を占めています。

また，「ずっと住み続けたい」と考える割合は若い世代ほど低くなっています。 

■まちの住みやすさ（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■定住意向について（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35.5
21.4

31.0
28.6

34.0
39.3

37.1

8.6
7.8

3.9
3.8

6.6

2.3
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生(n=304)
20～29歳(n=103)
30～39歳(n=129)
40～49歳(n=133)
50～59歳(n=159)
60～69歳(n=201)
70歳以上(n=197)

住みよい どちらかと言えば住みよい

住みにくい どちらかと言えば住みにくい

不明・無回答

39.5
53.4

50.4

46.6
50.3

46.3
44.2

14.1
17.5
14.7

20.3
12.6
11.9
9.1

3.1
2.5
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（２）行政の取り組みに対する市民意識 
 総合計画における 34 の取り組みについて，市民がどう評価しているのかを把握するため，項目

ごとに５段階の満足度と３段階の重要度でそれぞれ評価してもらい，「満足度」「重要度」それぞれ

の回答を点数化し，平均値を用いて４つに分類しました。 

 満足度の高い取り組みは，「市民と市役所の意思の疎通・情報のやり取りに対する取り組み」が

最上位となっており，次いで「環境に対する取り組み（ごみ）」「医療助成制度に対する取り組み」

と続いています。また，満足度の低い取り組みは，「子どもから高齢者までが楽しめる遊び場づく

りに対する取り組み」や「身近な暮らしの中で利用する生活道路の整備状況」等が挙がっています。 

 重要度の高い取り組みは，「医療充実に対する取り組み」が最上位となっており，次いで「安全

で住みよいまちづくりに対する取り組み」「景観形成に対する取り組み」と続いています。また，

重要度の低い取り組みとしては，「市民協働によるまちづくりの取り組み」「緑豊かな街並みづくり

に対する取り組み」「産業政策に対する取り組み」等が挙がっています。 

 満足度が低く，重要度が高い（施策重要度が高いと考えられる）取り組みは，医療の充実や，高

齢者福祉，防災・災害関係の取り組み，環境，道路状況等の取り組みが挙がっています。 

市民のニーズと課題を的確に把握し，これらの取り組みを充実させていくことが求められていま

す。 

 

■満足度と重要度のランキング 

 満足度 重要度 

１位 

市民と市役所の意思の疎通・情報のやり取り

に対する取り組み  

医療充実に対する取り組み  

２位 環境に対する取り組み（ごみ）  安全で住みよいまちづくりに対する取り組み 

３位 医療助成制度に対する取り組み  景観形成に対する取り組み  

４位 市民の健康に対する取り組み 

身近な暮らしの中で利用する生活道路の整

備状況  

５位 様々なイベントに対する取り組み  災害に対する取り組み 

   

30 位 安全で住み良いまちづくりに対する取り組み 企業誘致等に対する取り組み 

31 位 広報・宣伝活動に対する取り組み 観光・レクリエーションに対する取り組み 

32 位 景観形成に対する取り組み  産業政策に対する取り組み 

33 位 

身近な暮らしの中で利用する生活道路の 

整備状況 

緑豊かな街並みづくりに対する取り組み 

34 位 

子どもから高齢者までが楽しめる遊び場づく

りに対する取り組み 

市民協働によるまちづくりの取り組み 
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■満足度評価と重要度評価の分布 

 

※満足度と重要度の数値は，34の取り組みの平均点を０とした差分を表しています。 

 

タイプ１ ：満足度が高く,重要度は低い。施策の充実により満足度の上昇及び重要度の減少が見ら

れるタイプです。 

 

タイプ２ ：満足度が高く,重要度も高い。事業の継続実施が必要なタイプです。 

 

タイプ３ ：満足度が低く,重要度も低い。認知度の不足等による満足度及び重要度の減少が見られ

るタイプです。 

 

タイプ４ ：満足度が低く,重要度は高い。今後,重要施策として検証が必要なタイプです。 

 

 

 

 

 

  

スポーツ活動に対する取り組み

教育に対する取り組み

国際化に向けた取り組み

市の文化活動に

対する取り組み

子育て支援に対する取り組み

高齢者福祉に

対する取り組み

障がい福祉に対する取り組み

子どもから高齢者までが

楽しめる遊び場づくりに

対する取り組み

市民の健康に対する取り組み

医療充実に

対する取り組み

医療費助成制度に

対する取り組み

防災に対する取り組み

災害に対する取り組み

安全で住みよい

まちづくりに対する取り組み

住環境の整備

への取り組み

周辺市町村へ向かう

幹線道路の整備状況

身近な暮らしの中で利用する

生活道路の整備状況

美しい水辺の

活用に対する取り組み

環境に対する

取り組み（公害）

環境に対する取り組み（ごみ）

衛生的で環境に優しい

まちづくりに対する取り組み

景観形成に

対する取り組み

緑豊かな街並み

づくりに対する取り組み

秩序と調和のとれた

街並みづくりに対する取り組み

産業政策に対する取り組み

企業誘致等に対する取り組み

歴史や文化的資源の

整備に対する取り組み

観光・レクリエーション

に対する取り組み

様々なイベントに

対する取り組み

市民と市役所の意思の

疎通・情報のやり取りに

対する取り組み

市民協働による

まちづくりの取り組み

広報・宣伝活動に

対する取り組み

市職員の市民に対する

態度や接し方

行財政改革に

関する取り組み

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

高

高低

重要度

満

足

度

低

タイプ２タイプ１

タイプ３ タイプ４
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（３）鹿嶋市の魅力について 
 本市の魅力として誇れるもの，大切にしたいものについては，「鹿島神宮をはじめとする歴史環

境」が６割を超えて最も多く，次いで「鹿島アントラーズのホームタウンとしての鹿嶋市」が５割

近くの回答となっています。 

歴史・文化資源，自然資源等をはじめとする豊かな地域資源に魅力を感じる市民が多いことから，

今後の本市のまちづくりの重要な要素になると考えられます。 

■鹿嶋市の魅力について 

 

 

3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※3：「平井海岸や海水浴場などのにぎわいのある海辺・ビーチ環境」は今回,新たに調査項目に追加していま

す。 

※4：「田・畑など豊かな環境を活かした農業環境」と「樹林地や斜面緑地などの緑の風景」は,前回調査での

「田・畑・樹林地などの緑の風景」を分割して記載しています。 

67.7 

12.5 

3.6 

45.9 

3.1 

10.5 

6.5 

5.9 

2.7 

1.5 

8.4 

2.0 

0.6 

13.1 

1.1 

3.6 

60.1 

9.8 

3.8 

47.0 

3.4 

20.7 

8.0 

1.9 

11.4 

3.6 

0.7 

16.2 

1.0 

3.9 

0% 20% 40% 60% 80%

鹿島神宮をはじめとする歴史環境

鹿島神宮境内附郡家跡，

塚原卜伝の墓などの文化財や文化遺産

卜伝の郷運動公園をはじめとするスポーツ環境

鹿島アントラーズのホームタウンとしての鹿嶋市

幹線道路沿いにみられる店舗を

中心とした賑わいのある商業環境

北浦や鹿島灘などの潤いのある水辺環境

平井海岸や海水浴場などの

にぎわいのある海辺・ビーチ環境

田・畑など豊かな環境を活かした農業環境

樹林地や斜面緑地などの緑の風景

英語教育や少人数学級などの教育環境

鹿島港を中心とした鹿島臨海工業地帯

地区まちづくりセンターを中心とした地域づくり

友好都市（中国塩城市）や姉妹都市

（韓国西帰浦市）との交流

静かで住みやすい戸建て住宅を

中心とした居住環境

その他

不明・無回答

複数回答

今回調査（n=928） 前回調査（n=1,207）

※3

※４

※４
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第４章 鹿嶋市の基本課題と方向性 

 市民の声や社会の潮流を踏まえ，本市の特色を生かしながら新たなまちづくりを進めるため，今

後５年間において，特に重要なものとして以下のような課題と方向性が挙げられます。 

少子高齢社会に対応した保健・医療・福祉環境の充実 

本市における人口比率は，平成 28（2016）年において，老年人口は 27.8％となり，年少人

口は 12.8％まで落ち込み，少子高齢化が進んでいます。子育て支援や，仕事と育児の両立支援等，

子どもを生み育てやすい環境を整えるとともに，高齢者や障がい者がいつまでも自分らしく生活で

きるような支援や健康づくり，生きがいづくりを地域ぐるみで推進していくことが必要です。 

また，本市では医師不足が長年の課題となっています。年々深刻さを増すこの課題に対し，県や

近隣自治体，医師会等の関係機関と緊密な連携を取り，子どもから高齢者，障がい者まで，すべて

の市民が安心して暮らせるまちづくりを目指していきます。 

鹿嶋らしさの積極的な活用 

本市は，「スポーツのまち」「歴史のまち」「工業のまち」といった３つの顔を持っています。カ

シマサッカースタジアムや，鹿島神宮，海や海岸，北浦等の地域資源や，鹿島臨海工業地帯をはじ

めとする活気あるまちとしての，本市が持つ強みを生かすことが大切です。また，こうした本市の

魅力とともに，緑と水に囲まれた豊かな自然環境も併せて，「鹿嶋らしさ」として市内外に広く PR

することが必要です。そして，多様な潜在資源を磨き上げることで，誇れる鹿嶋を構築する必要が

あります。 

また，昨今の訪日外国人観光客の増加からも，インバウンドへの対応は重要な取り組みのひとつ

であり，観光客の受け入れ体制を整え，再開発やリノベーション

※5

等を検討しながら様々な環境整

備を行うことが大切です。鹿行地域はもとより県域を越えた広域での市町村連携を図りつつ，民間

事業者における活力の導入による観光事業の活性化等を含めて，他の自治体にはない「鹿嶋らしさ」

を生かし，戦略的に本市への人の流れをつくっていくことを目指していきます。 

新たな産業の創出と先進的な成長自治体への挑戦 

 本市では，「鹿嶋らしさ」のひとつとしてスポーツのまちづくりに取り組んでいますが，スポー

ツを健康づくりや体育としてだけではなく，より地域経済に好影響をもたらす産業として発展させ

ることが必要です。 

国が策定した日本再興戦略においても，スポーツを成長産業化させることが明記され，2020 年

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とし，スポーツ産業の活性化を図り，ス

ポーツ産業をわが国の基幹産業へと成長させることが求められています。 

本市においても，スポーツという地域資源をもとに，スポーツ産業の創出を図り，先進的なまち

づくりを進めます。そのためにも，国や県，近隣市町村と連携し，カシマサッカースタジアム，カ

シマスポーツセンターや市内スポーツ施設を中心に，スポーツ産業の振興を視野に入れたまちづく

りを進めます。 

                                                   
※5：手を加えて，より良くすること。改新・刷新。 
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地域資源の活用と産業の振興 

 本市の商業は，経営者の高齢化や跡継ぎ不足に加え，起業をする方が少ないため，空き店舗の増

加や，中心市街地の空洞化という継続した課題があります。鹿島神宮前通りをはじめ，市内の各商

店街の活性化や，創業支援を含めて，より一層の商業振興が必要です。 

一方で，工業は活発化が見られ，東日本大震災の発生した平成 23（2011）年に年間製造品出

荷額が減少したものの，以降は増加傾向にあります。引き続き工業振興を支援し，活力ある鹿嶋を

目指します。 

 また，道路交通網や住環境の整備等に加えて，企業の労働力を確保する環境づくりも求められて

います。鉄鋼業においては，国際競争力の強化が大きな課題であり，本市の地域特性を生かした積

極的な支援が大切です。 

そして，農業，漁業においては，新たな担い手支援や，経営の安定化，自然に配慮した農業の推

進や，水資源の管理を行うなど，持続可能な産業としての確立が必要です。特産品のブランド化を

進めるにあたり，多産業連携による付加価値の創出が重要なテーマとなります。 

鹿嶋っ子を育む，未来あるまちづくり 

 鹿嶋らしさを理解し，地域に誇りと愛着を持って次の時代を担っていく子どもたちを健やかに育

むため，本市では，発達段階に応じた家庭教育や幼児教育，学校教育を重要視しています。今後も

地域の人材を生かし，地域ぐるみで子どもを育てるという市民意識を醸成していく必要があります。 

 また，生涯学習や地域づくり，市民活動の拠点である公民館では，文化・芸術・学習等の様々な

活動が開催されています。引き続きこれらの活動を充実させ，市民主体の活動の実施により，満足

度の高い活動を進め，人材の育成を図り，生涯学習活動を通したまちづくりを推進することが大切

です。 

市民と共に創る未来のかしま 

 本市では，これまで市民・事業者・行政がそれぞれの役割と責任を果たし，協力し合いながらま

ちづくりを推進してきました。今後は更に市民と共にまちづくりを行うことについての理解を深め，

共に目指すべき未来の姿を共有していくことが，より一層求められています。 

 そのため，市民自らが活躍するコミュニティ活動を活性化させることにより，多様化する地域課

題に対応し，市民が自分らしく生活することができるよう，地域の人々が互いに理解し，尊重し合

える関係を築き，支え合いのある地域コミュニティの再構築が求められています。 
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安全・安心な暮らしを守るまちづくり 

 地震や台風等，自然災害はいつどこで発生するかわかりません。総合防災訓練や地区公民館単位

で防災訓練を実施し，災害に対する意識の高揚を図る必要があります。本県においては東日本大震

災にて被災し，また大雨による洪水が発生するなど，災害による甚大な被害を受けた経験を有して

います。 

そのことからも，本市では，災害の教訓を生かし，海沿いや内陸部等，それぞれの地域特性に合

った対策と防災訓練が必要です。 

 また，近年は子どもや高齢者等，社会的弱者を標的とした犯罪が増えています。警察によるパト

ロールに加え，自警団等による地域の安全を守る「防犯への取り組み」が求められています。 

自助・互助・共助・公助による活動を推進し，更なる防災対策，防犯対策の強化に努める必要があ

ります。 

快適で住みよい住環境の整備 

東日本大震災により，災害に強い住環境が改めて重要となっています。快適な住環境の整備に向

けては，災害に強いだけでなく，高齢者や障がい者にもやさしいまちづくりが望まれています。さ

らに，道路の整備や交通手段の確保等，快適かつ利便性の高い都市基盤の整備も必要となっていま

す。 

いつまでも住み続けたい，住んでみたいと思うようなまちの実現に向けて，快適な暮らしを維

持・向上させることが大切です。今後更に高齢化が進むことが予想される中，商業圏と生活圏の集

約等のコンパクトシティを見据えた環境整備を検討していくことも必要です。 

併せて，快適なまちづくりと同時に，市民が誇れる豊かな自然と歴史，文化等，本市の特性を生

かした景観づくりも大切です。 

自然環境との共生・保全 

本市は，鹿島神宮，鹿島灘，北浦のほか，自然環境保全地域や緑地環境保全地域等があり，直接

自然環境にふれながら学習できるまちです。水資源の保全や在来生物の保護と外来生物への対策を

通して，自然環境保護に関する興味を喚起しつつ，郷土愛を育むことが大切です。 

自然に配慮した自然との共生社会を実現するため，資源の有効活用の観点から，５R（リデュー

ス，リユース，リサイクル，リフューズ，リペア）の取り組みを積極的に進め，持続可能な循環型

社会の構築を目指すことが大切です。自然にやさしいまちづくりを進めることにより，本市の魅力

である緑と水に囲まれた豊かな自然環境を後世に残していく必要があります。 

 自立した自治体経営の推進 
厳しい財政状況にあっても，更なる福祉施策の充実や公共施設の維持管理，老朽化対策等を実施

しながら，市民サービスの質の向上を目指す責務があります。引き続き限られた財源の中で効率的，

効果的な事業を展開していくことが大切です。自主財源確保のための施策推進とともに，市民ニー

ズを踏まえたうえで，最小の経費で最大の効果が得られるよう，事業の再構築，選択と集中による

事務事業全体の大胆な見直しを行い，自治体の健全運営に努める必要があります。
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第５章 まちづくりの基本理念 

「基本理念」は，まちづくりにおいて最も大切にしなければならない考え方です。本市はこれま

で「多様なフィールドで活躍するプレーヤーづくり」と「サポーターに支えられた安全・安心なま

ちづくり」「市内外のファンを引きつける魅力あるまちづくり」の３つの基本理念のもと，まちづ

くりに取り組んできました。このまちの魅力を将来に継承し，一層輝かせるため，そして，これま

での基本理念を更に発展させ，時代に合ったまちづくりを推進するため，以下の基本理念を掲げま

す。 

    鹿嶋らしさを生かした豊かなまちづくり １

 本市は，Jリーグ・鹿島アントラーズのホームタウンであり，これまでに培ったスポーツ先進の

まちと，東国随一の古社である鹿島神宮や剣聖・塚原卜伝生誕の地といった歴史と文化を伝えるま

ちです。同時に，最先端の科学技術を擁した工業都市でもあり，北浦や鹿島灘等豊かな自然環境が

あるまちでもあるなど，様々な顔を持ち，他地域にはない魅力を有しています。こうした誇れる地

域資源を市民一人ひとりが認識し，市内外へ積極的に発信していくことで，私たちが誇れる「鹿嶋

らしさ」をまちづくりに生かすことができます。 

そして，2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の舞台となる見込みである等，本

市のシンボルのひとつであるスポーツ資源を生かして，スポーツ・観光・商工業等，様々なシーン

における市民活力の向上や交流人口の増加を通じて，地域の活性化を図ります。こうした資源の価

値を財産，レガシーとして引き継ぎ，更に「鹿嶋らしさ」として磨き上げることで，豊かで誇れる

未来が描けるまちを目指します。 
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    未来を担う「鹿嶋っ子」を育むまちづくり ２

 鹿嶋らしさを大切に感じ，地域に愛着や誇りを持った子どもたちを育成することで，本市の未来

を担う「鹿嶋っ子」を育成していくまちづくりを目指します。そして，他地域に先駆けて特色ある

教育への取り組みを強化し，引き続き「教育先進都市」としての教育環境の充実を図るとともに，

地域社会全体で子どもの育ちを支えます。また，その土台づくりとなる少子化対策として，結婚か

ら出産，育児，教育と切れ目のない支援を通じて，「子育てするなら鹿嶋市で！」と誰もが思う，

子どもを生み育てやすいまちづくりを目指します。 

 こうした取り組みを通して，本市で生まれ，日々の暮らしの中で学び育つことで，鹿嶋らしさと

しての地域性・地域力を十分に理解しながら，人格形成の土台がつくられ，このまちを更に豊かに

するために活躍する市民である「鹿嶋っ子」の育成を図り，また，本市を離れても，鹿嶋市への愛

着を持って，本市の発展に寄与する人材の育成を行うことができるまちづくりを目指します。 

 

 

    地域を牽引するリーディング自治体を目指すまちづくり ３

本市には，世界に誇る鉄鋼メーカーの存在や Jリーグ最多のタイトル獲得を誇る鹿島アントラー

ズ，日本三大神宮のひとつである鹿島神宮等，数多くの貴重な地域資源があります。これらと並び

称されるように，日本国内だけではなく，世界中に広く認知される自治体を目指します。また，市

民が本市を世界や日本中に誇れるようなまちづくりを目指します。 

 鹿行地域の中心に位置する本市には，民間企業で活躍している方，地場産業に従事する方，さら

にはプロサッカー選手やそのOB等，多彩な経験・キャリアを持つ市民が存在しています。この財

産を，「鹿嶋らしさ」のひとつとして前面に打ち出したまちづくりを相乗的に展開し，豊富な地域

資源と合せて活用し，地域を牽引するリーディング自治体となるようなまちづくりを目指します。 
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第６章 鹿嶋市の将来像 

総合計画では将来像を以下のように定め，市が一体となってまちづくりに取り組みます。 

 

 

子どもが元気 

香る歴史とスポーツで紡ぐまち 鹿嶋 

 

 まちの将来像は，すべての市民・事業者・行政が，まちづくりを進めるうえで共有するイメージ

を表現し，まちづくりの指針とするために作成したスローガンです。 

 

 本市においても，少子高齢社会の進行に伴う人口減少が想定されています。本計画では，今後の

高齢社会を支え，将来にわたって活力ある地域社会を維持するためには，「子どもが元気」で，市

民の笑顔あふれるまちであることが大切であると考え，結婚から出産，子育て，教育について，行

政はもとより，市民みんなで支援していくことを目指しています。 

 そのためには，鹿島神宮をはじめとする悠久の歴史，そして，その息吹が香る伝統あるまちであ

るとともに，サッカーや武道等を中心にこれまで培ってきたスポーツ文化が織りなす魅力あるまち

であることを礎に，「鹿嶋っ子」の郷土愛を育み，更に未来に向かって本市の魅力を紡ぎ，磨き上

げていくことが重要であると考え，将来像として定めました。 
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第７章 将来フレーム 

 人口フレーム １

（１）定住人口 
 前期基本計画においては，まちの活気を示す基本的な指標である定住人口を，平成 33（2021）

年で 70,000 人と定めてきました。 

その後，平成 27（2015）年度に策定した「鹿嶋市人口ビジョン」では，合計特殊出生率の向

上（平成 42（2030）年までに 1.8まで上昇）と，転入促進と転出抑制による社会増を進め，平

成 72（2060）年に 50,000 人程度の総人口を目標としました。この中で，本市の平成 32（2020）

年の推計人口は 65,750 人で，平成 27（2015）年の 66,769 人をピークに減少局面に差し掛

かるとされています。しかし，平成 28（2016）年の実績値は 67,817 人で人口増となっており，

その後の減少率等を勘案した本計画における定住人口の目標値の再設定が必要になります。 

■人口の推移 

 

資料：鹿嶋市｜鹿嶋市人口ビジョン【平成 29年～33年】 

常住人口調査【平成 24年～28年】 

これに加えて，市民・事業者・各種団体・行政等が力を合わせて総合的なまちづくりを推進する

ことで，地元雇用を促進するとともに，子育てのしやすい環境を醸成することにより，若い世代の

結婚・出産・子育てに対する不安の解消と，希望を実現できるよう取り組んでいきます。また，I

ターンを中心とする若い世代の定住促進のための取り組みを一層進めることにより，子育て世代が

住みやすいまちづくりに取り組んでいきます。こうした取り組みにより，転出の抑制，転入の促進，

出生率の向上を図ることで，これらの効果を加味し，平成 33（2021）年の定住人口の目標値を

68,000 人と再設定します。 
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（２）活動人口 
これまでは定住人口の規模によってまちの活力（地域経済への影響力や財政力）を計ってきまし

た。これから直面する人口減少社会を鑑みて，市民自治力を高め，多くの人が積極的に関われるま

ちづくりを行うことで，たとえ総人口が減少したとしても，活気あるまちを目指します。 

前期基本計画において，将来のまちの活力を示す新たな人口指標として，地域の活動に取り組む

「まちづくり人口」，仕事や学業，観光で訪れる「交流人口」を合わせた「活動人口」を設定しま

した。本計画においても，「活動人口」の数値目標を設定しています。 

 

①まちづくり人口    

本市のまちづくり人口は，44,320 人であり，前期基本計画策定時と比較して，若干減少して

います。市民活動団体会員数が約 10,000 人，市社会福祉協議会会員数が約 8,600 人，地区ま

ちづくり委員会委員数が約 850 人，環境サポーター登録者数が約 620 人といずれも微増で，

ボランティアセンター登録者数は約 1,200 人と大きく増加しているものの，行政区加入者数が

約 14,000 人と減少しており，子ども会・シニアクラブ会員数が約 6,300 人，自警団・地区防

犯組織参加者数が約 1,900 人，消防団員が約 760 人，国際交流協会会員数が 90 人と減少傾

向にあり，全体としては減少しています。 

 

②交流人口 

本市の交流人口は 20,549 人であり，前期基本計画策定時と比較して，少子化の影響による

通学者の減少を背景に若干減少しています。本市の資源を有効に活用し，より多くの人が訪れた

い，再訪したいと思えるようなまちとなるよう，本市らしさを生かしたまちづくりに取り組むこ

とが大切です。また，雇用機会の創出を図り活気あるまちの実現を目指します。 

■交流人口の推移 

区   分 平成 22 年 平成 27 年 増減比 

通学・通勤者の流入人口 13,904 人(H17) 13,414 人(H22) 96.5％ 

 通学者 1,165 人(H17) 1,087 人(H22) 93.3％ 

 通勤者 12,739 人(H17) 12,327 人(H22) 96.8％ 

１日平均の観光客数 7,376 人(H22) 7,135 人(H26) 96.7％ 

交流人口 21,280 人  20,549 人 96.6％ 

資料：通学・通勤者の流入人口は国勢調査 
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目標目標目標目標    

目標目標目標目標    

目標目標目標目標    

 

■活動人口の現状値と目標値 

区   分 平成 22 年 平成 27 年 H33 目標値 達成率 

まちづくり人口 44,970 人 44,320 人 45,000 人 98.5％ 

交 流 人 口 

（通勤・通学による流入人口） 

（１日平均の観光客数） 

21,280 人 

(13,904 人：H17) 

(7,376 人：H22) 

20,549 人 

(13,414 人：H22) 

(7,135 人：H26) 

25,000 人 82.2％ 

活 動 人 口 66,250 人 64,869 人 70,000 人 92.7％ 

資料：国勢調査ほか 

 

■３つの人口フレームによるまち活性化の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鹿嶋の魅力ある資源を有効に活用し， 

何度も訪れてみたくなるまちづくりを進める。 

 

＜H22＞ 

⇒ 

＜現状値(H27)＞ 

⇒ 

＜目標値(Ｈ33)＞ 

21,280 人 20,549 人 25,000 人 

          ※１日あたりの人数 

 

まちづくり人口まちづくり人口まちづくり人口まちづくり人口    

活性の環 

を動かします。 

交流人口 

活性の環 

を動かします。 

３つの環の回転を受けて 

まちが元気になる環 

がまわり出します。 

誰もが安全で安心して暮らすことができるよう，ソフト・

ハードの両面から住み続けられるまちづくりを進める。 

 

＜H22＞ 

⇒ 

＜現状値(H28)＞ 

⇒ 

＜目標値(H33)＞ 

66,093 人 67,817 人 

 

66668888,000,000,000,000 人人人人    

市民自治力を高め，誰もが活躍できる 

まちづくりを進める。 

 

＜H22＞ 

⇒

＜現状値(H27)＞ 

⇒ 

＜目標値(H33)＞ 

44,970 人 44,320 人 45,000 人 

          ※１日あたりの人数 

定住人口定住人口定住人口定住人口    

活性の環 

を動かします。 

毎日およそ 70,000 人が 

「活動」する鹿嶋市 
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 土地利用構想 ２

（１）土地利用の基本的な考え方 
 土地利用にあたっては，地域経済の活性と自然環境の保全，災害に強く，安全で快適な環境の確

保等，様々な要素のバランスが大切で，総合的・計画的に進めていく必要があります。 

（２）土地利用の基本方針 
 地域ごとの特性に着目し，適切な土地利用を進め，快適性と利便性を高める必要があります。多

様な市民のニーズに対応するため，以下の項目を基本事項とします。 

①安全・安心で快適な住宅地の整備と地域コミュニティの形成【住宅地ゾーン】 

・住んでみたい，住み続けたいと思える住環境を整備・保全するため，日常生活に必要な施設等

が適切に配置された，住宅地の形成に努めます。 

・地域による支え合いが必要となるため，地域コミュニティの形成を支援します。 

②スポーツを中心とした交流拠点の創出【スポーツ・レクリエーションゾーン】 

・カシマサッカースタジアム及び市内スポーツ施設の周辺における交流拠点の創出を検討し，地

域のスポーツ資源を活用した地域の活性化に努めます。 

③活気ある商業地の創出【商業ゾーン】 

・鹿島神宮周辺地区については，鹿嶋市の顔として魅力的な観光商業空間の創出に努めます。 

・国道 51号及び国道 124号の沿線における商業地の創出を図ります。 

・大野３駅（鹿島大野・はまなす・荒野台）周辺地区においては，住宅地の形成に合わせ，生活

に必要な商業施設等の集積を図ります。 

④工業振興につながる工業用地の形成【工業ゾーン】 

・既存企業の生産活動の活性化を促進するとともに，企業誘致を推進します。 

・外港地区公共ふ頭・北公共ふ頭の早期完成を国，県に要請します。 

・東関東自動車道水戸線の潮来～鉾田間の早期完成を国，県に要請するとともに，鹿嶋市までの

延伸についても要請を続けます。 

・港湾整備の推進に合わせ，後背地の利活用を推進します。 

⑤農業や自然環境，歴史・文化の保護の推進【農地・自然地ゾーン】 

・農地の基盤整備を推進し保全を図るとともに，本市の特徴的な風景である緑地の保全や市街地

近傍の樹林地を保全します。 

⑥交流・観光拠点の形成【観光ゾーン】 

・市内外の人が，様々な体験を通して，出会い，交流することができる拠点の整備を推進します。 

・海岸や湖岸のウォーターフロントを活用し，にぎわいづくりのための整備を進めます。 
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■土地利用の方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住宅地ゾーン】 

良好な住環境の整備に努めるとともに，

地区計画等の導入により，生活に関連し

た店舗の計画的な立地を図ります。 

【スポーツ・レクリエーションゾーン】 

カシマサッカースタジアム及び市内スポ

ーツ施設の周辺の交流拠点の創出を検討

し，地域スポーツ資源の活用を図ります。 

【商業ゾーン】 

生活に必要な商業施設の集積を図り，魅

力的な商業空間の創出に努めます。 

【工業ゾーン】 

既存企業の生産活動の活性化を促進する

とともに，港湾機能を生かした土地利用

を推進します。 

【農地・自然地ゾーン】 

農地の基盤整備を推進し，保全を図ると

ともに，斜面緑地や樹林地の積極的な保

全を図ります。 

【観光ゾーン】 

市内外の人が，様々な体験を通して，出

会い，交流することができる拠点の整備

を推進します。 

【既存集落】 

集落の生活環境の充実等，住みよい住環

境づくりに努めます。 

 

 

  

鹿島神宮，カシマサッカースタジア

ム，海岸，湖岸等を有機的に結び， 

交流・観光の拠点を形成します。 

市北部の拠点地区として商業集積と

優良な住宅地の形成を図ります。 

市民農園や観光農園等，交流の場の 

創出を図ります。 

優良な農地の保全に努めます。 

ウォーターフロント観光地として

の展開を図ります。 

外港地区公共ふ頭を整備します。 

鹿嶋市の顔としての魅力的な 

空間を創出します。 
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第８章 まちづくりの基本目標 

 基本目標と基本政策の設定 １

 まちづくりの基本理念に基づき，将来像を実現するため，６つの基本目標及びそれに関連する

13 の基本政策を定めます。 

 基本目標とは，本市のまちづくりの基本課題を解決し，将来像の実現に向けて取り組んでいく，

本計画のゴールを示したものです。６つの基本目標は，それぞれ個別に目指していくものではなく，

お互いに関連性を持ちながら相乗効果を高めていくことが重要です。 

 また，基本政策とは，市民と共に目指すまちづくりの方向性を示しており，本市の最も基本とな

る施策の枠組みとなるものです。 

 
■基本目標の相関図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

定住人口の活性化定住人口の活性化定住人口の活性化定住人口の活性化    

交流人口の活性化交流人口の活性化交流人口の活性化交流人口の活性化    

～目標６～ 

自立した信頼のあるまち 

～目標２～ 

未来を創るひとづくり・まちづくり 

～目標４～ 

市民と共に創る 

まちづくり 

～目標３～ 

地域資源を生かした 

まちづくり 

～目標１～ 

スポーツでつながるまちづくり 

まちづくり人口の活性化まちづくり人口の活性化まちづくり人口の活性化まちづくり人口の活性化    

～目標５～ 

住んで安心のまちづくり 
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 基本目標の概要 ２

基本目標１ スポーツでつながるまちづくり 

 サッカーをはじめとするスポーツや武道の振興に加え，ウォーターフロントを活用したビーチス

ポーツの促進等，様々なスポーツ施策の充実を図ります。また，これからはスポーツと観光・交流

を中心とした一層の連携が必要で，市民の健康づくりと合わせて交流人口の活性化につなげていき

ます。 

 

基本目標２ 未来を創るひとづくり・まちづくり 

子育て施策の充実や教育環境の整備を図り，「子育てするなら鹿嶋市で！」を目指します。それ

ぞれのライフスタイルに応じた支援体制を整備し，結婚から出産，子育て，教育まで一貫した支援

をしていきます。 

 

基本目標３ 地域資源を生かしたまちづくり 

 地域の活力・魅力を生かして，地域産業の支援と施策の充実を図り，「にぎわいのあるまち」を

目指し，交流人口の増加へとつながるまちづくりを進めます。文化・芸術等の施策の充実を図り，

市民の様々な経験や行動力等をまちづくりに発揮できる環境を整備していきます。 

 

基本目標４ 市民と共に創るまちづくり 

市民と行政が一体となって，積極的な情報共有を図り，課題解決に向けて共に目標を設定し，そ

の解決や新たな価値を創造することで，「協働のまちづくり」から一歩進んだ『共創のまちづくり』

を進めていきます。 

そして，積極的に地域づくりに参画し，地域のつながりを尊重することで，市民が相互に支え合

うことができる地域社会の構築を目指し，市民と共に元気な鹿嶋をつくっていきます。女性も男性

も，性別に関わりなく，あらゆる分野で活躍ができる社会づくりに取り組んでいきます。 

 

基本目標５ 住んで安心のまちづくり 

 保健・医療・福祉の充実や，都市基盤の整備，危機管理対策の充実を図ることで生活環境の向上

に努め，「住んで安心のまちづくり」を実現していくことで，定住人口の増加（減少抑制）につな

がるまちづくりを進めます。 

また，安心して住みやすいまちにするためには，防災・減災，そして防犯体制の充実を図り，市

民と共に安心して暮らせるまちをつくります。こうした取り組みを積み重ねながら，市民が主役に

なってできることを積極的に支援していきます。 

 

基本目標６ 自立した信頼のあるまち 

 健全な行財政運営のため，すべての施策の基盤となる自立したまちづくりを進めます。また，ま

ちづくりを積極的に進めるために，職員の資質の向上に努めます。  
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■基本目標と基本政策の一覧 

＜基本目標＞ ＜基本政策＞ 

基本目標１ 

 スポーツでつながる 

まちづくり 

政策１ 笑顔あつまるスポーツのまち【スポーツ・交流人口】 

政策２ 健康で活気みなぎるまち【健康増進】 

基本目標２ 

未来を創る 

ひとづくり・まちづくり 

政策３ 子どもを生み育てやすいまち【子育て】 

政策４ 豊かな人を育むまち【教育】 

政策５ 学び・楽しみ，地域がつながるまち【社会教育】 

基本目標３ 

 地域資源を生かした 

まちづくり 

政策６ 多様な交流が生まれるまち【観光・交流】 

政策７ 活力ある産業育成のまち【農業・漁業・商工業】 

政策８ 豊かな自然と共生するまち【自然環境・居住環境】 

基本目標４ 

 市民と共に創るまちづくり 

政策９ 地域が結び，笑顔あふれるまち【コミュニティ・人権】 

政策 10 女性も男性も輝くまち【男女共同参画】 

基本目標５ 

 住んで安心のまちづくり 

政策 11 みんなにやさしい福祉のまち【保健・医療・福祉】 

政策 12 安全に暮らせるまち【危機管理・都市基盤】 

基本目標６ 

 自立した信頼のあるまち 

政策 13 持続可能な行財政運営【行財政運営・広域行政】 
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第９章 まちづくりの基本政策 
 

基本目標１ スポーツでつながるまちづくり 

政策１  笑顔あつまるスポーツのまち【スポーツ・交流人口】 

スポーツを通じた多様な人との交流を図り，豊かな心の育成を促すとともに，スポーツと観光等

の他産業が連携したスポーツ産業の創出を図ります。さらに，第 74 回国民体育大会茨城大会や

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて，スポーツのまちとしてのイメージ

を高め，これらの大会の成功に向けた市民の気運を醸成します。 

政策２  健康で活気みなぎるまち【健康増進】 

市民の誰もが生涯にわたってスポーツに親しみ，いつまでも健康でいられる丈夫な体と心の健康

を育める環境の整備に取り組み，老若男女を問わず，広くスポーツを通じて，市民の活力を高めま

す。 

 

 

基本目標２ 未来を創るひとづくり・まちづくり 

政策３  子どもを生み育てやすいまち【子育て】 

結婚や出産・子育てに対する支援の充実を図り，安心して子どもを生み育てられる環境の整備を

図ります。また，地域や企業と連携し，地域ぐるみで子どもを育てる社会を醸成します。さらに，

家庭教育の質の向上に向けたサポートを図り，子どもがのびのびと成長できる環境を整えていきま

す。 

政策４  豊かな人を育むまち【教育】 

幼児教育，学校教育の充実を図り，子ども一人ひとりの成長に向き合い，豊かな心と生きる力を

育成します。また，教育環境の充実に注力しつつ，開かれた学校づくりを推進することで，個性を

発揮できる人材の育成に取り組みます。 

政策５  学び・楽しみ，地域がつながるまち【社会教育】 

社会教育や郷土教育を充実させ，市民の誰もが主体的に活動に参加し，生涯学習の成果を広く地

域に生かせる機会を創出するなど，活動しやすい環境づくりを進めていきます。 
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基本目標３ 地域資源を生かしたまちづくり 

政策６  多様な交流が生まれるまち【観光・交流】 

本市の豊かな歴史・文化資源や自然資源等の有効活用を図り，従来のまちの魅力を市内外に積極

的に発信するとともに，観光資源を有機的に結び，地域の魅力をブラッシュアップし，新たな魅力

づくりに取り組みます。 

また，友好都市や姉妹都市との交流をはじめとした国際交流を推進するとともに，市民主体の多

様な交流を促進することにより，交流活動の裾野の拡大を図ります。 

政策７  活力ある産業育成のまち【農業・漁業・商工業】 

工業のまちとして，積極的な産業活性策を打ち出しつつ，地場産業の育成，農業・漁業の振興等，

各分野における産業の充実に向けた取り組みを推進します。 

また，農・漁・工・商が交流・連携することで，ブランド化等の更なる付加価値の向上を図ると

ともに，本市で暮らしたいという人をひとりでも多く迎えることができるよう，産業の活性化を通

して雇用の確保に努めます。 

政策８  豊かな自然と共生するまち【自然環境・居住環境】 

鹿島神宮樹叢や斜面緑地，鹿島灘や北浦等の自然環境をあるべき姿のまま次世代に引き継ぐため，

市民一人ひとりが自然環境にふれ，学習し，そして行動することのできる機会の創出に努めます。 

また，節電や省エネ，循環型社会の実現，新エネルギーの導入の検討等，地球環境の保全に向け

た様々な取り組みを強化し，美しい自然，住みよいまちを次の世代へと伝えていきます。 

自然を守り，資源を有効に活用するため，そして，豊かな居住環境を維持するために，５R（リ

デュース，リユース，リサイクル，リフューズ，リペア）の推進を図り，本市の魅力である自然を

守る社会環境の構築を，より一層進めていきます。 

 

基本目標４ 市民と共に創るまちづくり 

政策９  地域が結び，笑顔あふれるまち【コミュニティ・人権】 

市民と行政が一体となって，積極的な情報共有を図り，課題解決に向けて，共に目標を設定し，

その解決や新たな価値を創造することで，「共創のまちづくり」を進めていきます。 

そして，公民館を拠点として，コミュニティ活動を活性化することにより，市民が笑顔で輝くこ

とができるまちづくりを目指します。また，地域の諸問題に対して，地域住民で解決できるような

活動を推進するとともに，自治会への加入促進を図り，誰もが笑顔で過ごせるまちづくりを推進し

ます。 

また，様々な人たちとのコミュニティ活動により，多様な価値観にふれ合うことができます。そ

うした地域コミュニティを通して人権を尊重できる社会の醸成を目指します。 
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政策 10  女性も男性も輝くまち【男女共同参画】 

女性も男性もすべての個人が互いの人権を尊重し，性別に関わりなく，その個性と能力を十分に

発揮できる社会を育てていくことで，少子高齢社会に対応できる活力ある地域社会の醸成を目指し

ます。 

 

基本目標５ 住んで安心のまちづくり 

政策 11  みんなにやさしい福祉のまち【保健・医療・福祉】 

誰もが健やかで安心して暮らすことができるよう，市民一人ひとりの健康づくりと疾病予防に取

り組むとともに，国，県及び近隣自治体とも連携する中で，地域医療・救急医療体制の充実を図り

ます。 

福祉分野においては，自助・互助・共助・公助の観点で，地域ぐるみの福祉のまちづくりを推進

するとともに，高齢社会への対応等，誰もが住みやすい福祉環境の充実を図ります。 

政策 12  安全に暮らせるまち【危機管理・都市基盤】 

誰もが地震や台風等の自然災害から守られ，安心して生活することができるよう，建物の耐震化

や減災対策を進めるとともに，地域が一体となった防災力の向上を図ります。 

また，防犯や交通安全，消防等の生活安全については，身近に存在する危険に対する意識啓発や

関係機関との連携強化に努めます。そして，市民一人ひとりの生命や財産を守る安全・安心なまち

を目指します。 

今後の人口減少社会の進行が想定されることから，都市基盤のコンパクト化・ネットワーク化を

図るべく将来のまちづくりに向けた検討を行います。 

 

基本目標６ 自立した信頼のあるまち 

政策 13  持続可能な行財政運営【行財政運営・広域行政】 

人口減少による税収の減少や高齢社会の進展に伴い，医療・福祉費用の増大が予想されるなど，

厳しい財政状況の中で，安定した行政サービスを継続して提供していく必要があります。財源の確

保に努めるとともに，健全な財政運営の確立を目指します。 

また，効果的かつ効率的な行政サービスの提供を図るために，広域による行政運営を行います。

併せて，生活圏等を勘案し，定住自立圏構想の検討を行うなど，より一層の広域行政を推進してい

きます。 

そして，複雑高度化，多様化する行政ニーズに対応するため，職員一人ひとりの能力向上に努め，

より質の高い行政サービスの提供を目指すとともに，市民から信頼される人材の育成を進めます。 
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基本目標 
第 10 章 体系図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鹿嶋らしさを生かした 

豊かなまちづくり 

子どもが元気  

香る歴史とスポーツで紡ぐまち 

鹿嶋 

目標２ 

未来を創るひとづくり・まちづくり 

目標３ 

地域資源を生かしたまちづくり 

目標４ 

市民と共に創るまちづくり 

目標５ 

住んで安心のまちづくり 

未来を担う「鹿嶋っ子」を 

育むまちづくり 

地域を牽引する 

リーディング自治体を目指すまちづくり 

基本理念 

将来像 

重点プロジェクト 

目標１ 

スポーツでつながるまちづくり 

１ スポーツが拓くまちプロジェクト 

２ 子ども健やかプロジェクト 

３ 地方創生推進プロジェクト 

目標６ 

自立した信頼のあるまち 
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基本施策 基本政策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ スポーツ交流の推進           ２ スポーツによる産業の創出 

１ 若者の出会いと結婚の環境づくり  ２ 子育て支援の充実 

１ 家庭教育や幼児教育の充実     ２ 学校教育の充実 

３ 青少年の健全育成 

１ 観光の振興              ２ 多様な交流活動の振興 

１ 農業・漁業の振興            ２ 工業の振興 

３ 商業の振興               ４ 雇用・勤労者福祉の推進 

１ 景観の保全・形成             ２ 公園・緑地の整備 

３ 河川・湖沼の整備 ４ 自然環境の保全 

５ 資源循環型社会の形成     

１ 共創のまちづくりの推進       ２ コミュニティ活動の活性化 

３ 人権の尊重 

１ 持続可能な財政運営の推進    ２ 効率的・効果的な行政運営の推進 

３ 行政サービスの向上 

３ 子どもを生み育てやすいまち 

【子育て】 

４ 豊かな人を育むまち 

【教育】 

５ 学び・楽しみ，地域がつながるまち 

【社会教育】 

７ 活力ある産業育成のまち 

【農業・漁業・商工業】 

８ 豊かな自然と共生するまち 

【自然環境・居住環境】 

９ 地域が結び，笑顔あふれるまち 

【コミュニティ・人権】 

13 持続可能な行財政運営 

【行財政運営・広域行政】 

１ 笑顔あつまるスポーツのまち 

【スポーツ・交流人口】 

６ 多様な交流が生まれるまち 

【観光・交流】 

１ スポーツ活動の推進 

２ 健康で活気みなぎるまち 

【健康増進】 

１ 男女共同参画社会の推進     ２ 市民が活躍する社会の形成 

10 女性も男性も輝くまち 

【男女共同参画】 

１ 生涯を通じた健康づくりの推進   ２ 医療体制の充実 

３ 地域福祉の推進            ４ 高齢者福祉の充実 

５ 障がい者福祉の充実         ６ 低所得者福祉の推進 

７ 社会保障制度の安定運営 

11 みんなにやさしい福祉のまち 

【保健・医療・福祉】 

12 安全に暮らせるまち 

【危機管理・都市基盤】 

１ 災害対策の充実            ２ 防犯活動の強化 

３ 交通安全対策の強化         ４ 消防・救急体制の充実 

５ 消費生活の安定 ６ 快適な住環境の整備促進 

７ 上水道の充実 ８ 下水道の充実 

９ 効率的な土地利用の推進 10 道路網の確立 

11 生活環境の向上 12 地球環境の保全 

13 公共交通の充実 

１ 郷土教育の推進     ２ 生涯学習の推進 

３ 芸術活動の活性化 
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第 11 章 重点プロジェクト 

重点プロジェクトは，本計画期間中に直面する大きな機会をリードするために特に重点的に取り

組む必要があるプロジェクトです。 

本計画期間中には，第 74 回国民体育大会茨城大会，2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会といった全国規模，世界規模のスポーツイベントが本市やその周辺で開催され，本市の

活性化につながる大きな可能性を秘めています。一方で，深刻な少子高齢社会，人口減少社会によ

って本市が直面する様々な課題に対して，積極的な取り組みが必要なプロジェクトを挙げています。

基本計画における数ある施策の先導役であるとともに，まちの活性化に直接寄与する取り組みであ

り，かつ施策の効果が高いものを位置付けています。 

 

■重点プロジェクトの推進によるまちの活性化のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方創生推進 

プロジェクト    

 

まちが元気になる環 

 

本市の主要課題 

スポーツ・ 

健康・交流 

 

少子化対策・ 

結婚・子育て 

・教育 

定住促進・ 

雇用創出 

子ども健やか 

プロジェクト    

スポーツが拓く 
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１．スポーツが拓くまちプロジェクト【スポーツ・健康・交流】 

国においては「スポーツ産業の未来開拓」として，スポーツ産業の成長産業化を図ることが掲げ

られています。このような中，本市は第 74 回国民体育大会茨城大会や，2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会のサッカー競技会場（予定）として，全国・世界からの注目が高まる

大変貴重な機会に恵まれています。 

こうした背景を踏まえながら，今後本市が積極的に進める取り組みとして，スポーツを軸とする

新たな産業の創出を，地域をつなぎ時代を拓くプロジェクトと位置付け，各種取り組みの充実を図

ります。 

【施策の方向性】 

１  施設整備と効率的活用 
第 74 回国民体育大会茨城大会や，2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のサ

ッカー競技会場（予定）として，バリアフリー化や多言語表記を進めるなど，選手団や観客を迎

え入れる体制を整えます。また，市民が多様なスポーツを楽しめるように，スポーツ施設の活用

と併せて，平成 32（2020）年以降もスポーツを通じた地域の活性化を図ります。 

スポーツ施設の充実とその周辺エリアの振興 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の事前キャンプ誘致の検討 

国際大会，全国規模のスポーツイベント・大会の招致 

２  スポーツによる地域の活力づくり 
スポーツを通じて人々が交流する仕組みを構築し，スポーツを「する」「観る」楽しみだけで

はなく，他産業との連携により地域を活性化させ，経済効果を市内へと波及させる「スポーツ産

業」の創出を検討します。加えて，広域連携による鹿行地域の振興を図るため，当地域を牽引す

る自治体の役割を果たす行政運営を図ります。併せて，生涯スポーツ人口の増加を通じた市民活

力の向上や健康寿命の延伸を図り，市民の健康づくりを推進します。 

スポーツツーリズム

※6

の推進を通じた地域活力の創出 

スポーツと他産業との連携による新たな経済活動の創造 

他市との連携による広域での地域活性化の推進 

生涯スポーツを通じた健康のまちづくり推進 

３  未来へはばたくプレーヤーづくり 
本市にはトップアスリートとして輝く選手や，現役を退いたアスリート，アマチュアスポーツ

で活躍する選手等がたくさんいます。未来を担うプレーヤーを育成していくために，そうした人

材を生かし，活躍できる環境づくりを推進するため，交流機会や指導機会を増やすなど，積極的

な支援を行います。 

スポーツ人材（プレーヤー・指導者）の育成 

プロスポーツ選手との交流事業の推進  

                                                   
※6：スポーツイベントの参加者や観戦者と開催地周辺の観光とを融合させ，交流人口の拡大や地域経済へ

の波及効果等を目指す取り組みのこと。  
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２．子ども健やかプロジェクト【少子化対策・結婚・子育て・教育】 

本市においても，少子高齢化が進み，人口減少が懸念されており，少子化対策への効果的な取り

組みが必要となっています。若者が出会い，安心して子どもを生み育てられる環境づくりに向けて，

「子育てするなら鹿嶋市で！」を合言葉に，福祉・医療・保健・教育の充実，子育てしやすい住環

境の整備を進め，子どもが健やかに成長できるよう，包括的な支援をしていきます。 

 

【施策の方向性】 

１  みんなで育てる地域の宝 
若者の出会いの場を提供するだけではなく，結婚に対する様々な意識啓発を行うことで，結婚

しやすい環境づくりに注力します。そして，妊娠・出産・子育て等のライフステージに合わせた

切れ目のない支援を行い，安心して子どもを生み育てられる環境を整えます。 

結婚しやすい環境づくり 

健やかな妊娠・出産の支援 

子どもの健全な育成支援 

保育サービスの充実 

子育て費用の軽減施策の推進 

２  個性を伸ばす教育環境づくり 
豊かな心と生きる力を身につけた人材を育むため，鹿嶋らしさを生かした特色ある教育活動を

目指すとともに，子ども一人ひとりの個性に向き合い，長所を伸ばしながら，明るく元気に育つ

よう教育環境の充実を図ります。 

家庭教育の支援 

幼児教育・学校教育の充実 

鹿嶋らしさを生かした郷土理解教育の推進 

教育先進都市としての施策の充実 

３  地域で支える安全・安心な社会の構築 
 教育環境の充実のために，地域コミュニティを通じて，地域が子どもを育てる社会を構築しま

す。また，子どもを育てる安全な環境をつくるために，快適な住環境と防犯活動等の充実を通じ

て，安心のまちづくりを進めます。 

地域で支える子育て環境の構築 

快適な住環境の整備 

防犯活動の強化 

  



 

 

49 

 

 

３．地方創生推進プロジェクト【定住促進・雇用創出】 
本市では，平成 27（2015）年度に「鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し，「人

口減少と地域経済縮小の克服」と「まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立」を図ることとして

います。本計画では，上記総合戦略との整合性を図りつつ，市が一体となって喫緊の課題に対応す

るためのプロジェクトとして取り組んでいきます。 

 

【施策の方向性】 

１  安定した雇用の創出と就業支援 
鹿島臨海工業地帯を中心とした産業の競争力強化や，地域資源の更なる活用，農地所有適格法

人

※7

を活用した事業の展開等により，雇用の創出を目指します。また，若年層を中心とする創業

支援や，就業支援を行い，若い世代の経済的安定を図ります。 

企業誘致の推進 

企業遊休地の活用 

産業の振興と競争力の強化 

観光・農業・漁業等の既存産業の更なる振興 

創業・就業への支援の充実 

２  新たな人の流れの創出 
東京駅までの高速バスや JR線をはじめとする交通インフラ等を活用するとともに，鹿島アン

トラーズや鹿島神宮を核とした新たな観光ブランドを構築することで，新たな人の流れを創出し，

交流人口の増加を図ります。また，「子ども健やかプロジェクト」と連携し，本市の強みである

教育環境の充実を PRして，本市で子育てをしたいという若者を呼び込み，定住を促進します。 

新観光ブランドの創出 

交流人口の増加施策の充実 

移住・定住の促進 

３  住みよいまちづくりと，広域連携の推進 
住環境や公共交通網の整備，地域を支える団体への支援等により，地域コミュニティを活性化

させ，住みたいまち・住んでよかったと思えるまちづくりを推進します。併せて，近隣市との連

携による生活圏を形成し，それぞれが協力し合いながら，住みやすいまちを維持していきます。 

人口規模に見合ったまちづくり 

地域コミュニティの強化と活性化 

安全で安心な暮らしを支えるまちづくり 

広域連携による住みやすい地域づくり 

  

                                                   
※7：農業法人の中でも農地所有の権利を取得して農業経営を行うことができる法人のこと。 

（平成 28（2016）年４月１日の農地法改正により，農業生産法人から呼称変更。） 



 

 
 

  



 

 
 

 

基本目標１ スポーツでつながるまちづくり 
（政策１）笑顔あつまるスポーツのまち 

（政策２）健康で活気みなぎるまち 
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政策１ 笑顔あつまるスポーツのまち 
第１節 スポーツ交流の推進 

10 年後のまちの姿を「各種スポーツ活動やイベントの開催などを通じて，多様な交流が行われ

ている。」として，「①スポーツによる多様な交流の推進」「②スポーツによる地域活性化の推進」「③

スポーツ先進のまち「かしま」のイメージづくり」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 全国規模の強豪校が集まる鹿嶋サッカーフェスティバルや鹿嶋市駅伝大会を開催し，毎年多

くの参加者が訪れるようになっています。 

○ 新たなスポーツ交流拠点として平井海岸にビーチサッカー場及びビーチバレー場を整備し，

スポーツと観光が連携した「かしまビーチフェスタ」を開催しています。 

○ 鹿島アントラーズとの連携のもと，サッカースタジアムの開放と鹿嶋まつりを同時開催し，

交流機会の拡大を図っています。 

 

○ 第 74 回国民体育大会茨城大会の開催周知に努め，更なるイメージアップを図るとともに，

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて，「スポーツのまち」をより一

層推進し，イメージアップに努めていくことが求められています。 

○ 本市のシンボルスポーツであるサッカーを中心に，広域を対象にしたスポーツ交流事業を実

施することで，サッカーによる本市のイメージ定着を図っています。 

○ 鹿島神宮での古武道の全国大会開催等を契機に，多くの武道愛好者が集うなど武道のイメー

ジづくりを図るとともに，観光との結びつけを図っています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①スポーツによる多様な交流の推進 

� 鹿島アントラーズのホームタウンとしての知名度や年間を通じて多くのスポーツ愛好者が本

市を訪れていることを生かし，全国・関東圏の広域スポーツ大会を誘致するなど，交流事業

の充実に努めます。 

� 海岸を活用し，スポーツを通じた交流の推進と，観光・宿泊等との連携を強化します。 

� スポーツ団体（鹿嶋市体育協会やかしまスポーツクラブを含む）やボランティアの協力を得

て，各種スポーツイベント開催の支援体制を構築します。 

 

 

②「スポーツのまち 鹿嶋」のイメージづくり 

� 第 74 回国民体育大会茨城大会の開催や，2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会のサッカー競技会場（予定）であることを契機に，「スポーツのまち 鹿嶋」を全国に発

信し，イメージアップに努めます。 

� 「武の神」が祀られている鹿島神宮や剣聖・塚原卜伝を様々な機会を通じて全国に PR する

ことで，「武道のまち」としてのイメージの周知に努めるとともに，観光客の増加を図ります。 

� スポーツを通じて元気で豊かなまちづくりを推進するために，「スポーツ交流都市宣言」の制

定を検討します。 

 

 

③スポーツを核にした地域連携 

� 鹿島アントラーズのホームタウンである鹿行５市で連携し，サッカー大会やその他スポーツ

大会を通じて，観光・宿泊等のスポーツ交流の拡充や地域力の向上に努めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

広域的なスポーツ 

大会の開催数（延べ） 

回 7 7 100.0％ 10 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第２次鹿嶋市スポーツ推進計画（平成 24～33 年度） 

  



基本計画 

基本目標１ 

54  KASHIMA CITY 
 

第２節 スポーツによる産業の創出 
将来の目指すべき姿を新たに設定し，後期基本計画において施策の推進を図ります。 

 

新  将 来 の 姿 

スポーツと観光等の他産業が連携した「スポーツ産業」の創出を図り， 

地域に活気があふれています。 

 

【これまでの流れ】 

本市では，「スポーツ先進のかしま」を進めており，地域資源であるスポーツ施設を活用した様々

なスポーツ交流事業が行われています。その土台を生かし，地域の活性化を図ることが求められて

います。また，国においては，平成 28（2016）年６月に閣議決定された「日本再興戦略 2016」

の中で新たな有望成長産業の創出として，「スポーツの成長産業化」を挙げています。このような

状況を踏まえて，本市が掲げている「スポーツ推進のまち」をより一層進めることにより，スポー

ツの産業化を図り，地域経済の活性化を図ることが求められています。 

 

【まちの現状と課題】 

○ スポーツ産業の創出に向けて，第 74 回国民体育大会茨城大会の開催周知に努め，更なるイ

メージアップを図るとともに，2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

にあたり，本市もより一層のスポーツのまちのイメージアップが必要です。 

○ 平成 27（2015）年３月に茨城県サッカー協会・茨城県・関係団体と連携し，カシマサッカ

ースタジアムを 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のサッカー会場として

立候補しています。 

○ 鹿行５市で連携し，ホームタウン特産品 PR 事業として，地元特産品や農産物の PR 事業に

より販売や利用拡大を図り，地域の活性化につながる事業を実施しています。 

○ 第 74 回国民体育大会茨城大会において，成年・少年サッカー競技の開催が決定し，施設整

備を進めています。 

○ カシマサッカースタジアムやカシマスポーツセンター，今後の第 74 回国民体育大会茨城大

会の開催を行うサッカー場の整備により，スタジアム・アリーナとしての資源を市内に有し

ています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①スポーツによる地域の活性化の促進 

� スポーツ大会等を開催し，地域における産業交流を促進し，地域の活性化を図るとともに，

市民の気運醸成を図ります。 

� 鹿行地域における広域での連携体制を充実させ，鹿島アントラーズのホームゲームへの来場

者や各種スポーツ大会への来訪者に対して，観光への誘導や特産品の PR・販売を行うことで，

地域の活性化を図ります。 

 

 

 

 

②スポーツと観光事業等との連携 

� スポーツでの来訪者の滞在時間の延長等を目指し，宿泊・食事等の観光事業と連携し，スポ

ーツによる経済効果を高めていきます。 

� 第 74 回国民体育大会茨城大会や，2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の

開催による全国，世界各国からの来訪者に対するおもてなし事業の醸成を図ります。 

 

 

 

 

③民間活力によるスポーツ関連事業の推進 

� 各種スポーツ・健康づくり事業の推進やスポーツ施設の充実を図るにあたり，企業版ふるさ

と納税や寄付金制度等の民間活力の活用を検討します。 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第２次鹿嶋市スポーツ推進計画（平成 24～33 年度） 

 

 

 

 

  



基本計画 

基本目標１ 

56  KASHIMA CITY 
 

政策２ 健康で活気みなぎるまち 
第１節 スポーツ活動の推進 

10 年後のまちの姿を「子どもから高齢者まで，誰もが気軽にスポーツ活動を楽しみ，自己実現

と健康増進が図られる。」として，「①スポーツ・レクリエーション活動の推進」「②スポーツ団体

への支援と指導者の育成」「③スポーツ環境の整備・充実」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ スポーツ・健康づくりに取り組む高齢者が増加しており，多様化するニーズに対応するため，

鹿嶋市体育協会やかしまスポーツクラブ，地区公民館を中心に活動するスポーツ推進委員が

行うスポーツ・健康づくり事業を充実させ，スポーツ実践者数の増加を図りました。また，

各スポーツ団体と連携し，ニュースポーツ（タグラグビー，スポーツチャンバラ，輪投げ，

グラウンドゴルフ等）の普及を実施しています。さらに，子どもがスポーツに親しむ活動を

推進するため，鹿嶋市体育協会に鹿嶋市陸上クラブを設立するなど，スポーツを体験する機

会の充実に努めています。 

○ かしまスポーツクラブに障がい者のスポーツ教室を開設するなど，障がい者のスポーツ・健

康づくり活動を推進しました。 

 

○ スポーツ指導者が高齢化しているため，次世代の指導者育成が必要です。豊かな指導技術と

運営能力を持つコーディネーターを養成するため，「かしまスポーツカレッジ

※8

」を開催し，

スポーツ指導者の増加に努めています。 

○ スポーツ・健康づくり活動の支援のあり方やスポーツを核にした地域活性化を考える機会と

して「かしまスポーツコンベンション

※9

」を開催し，スポーツ関係者の交流を促進していま

す。 

○ 全国スポーツ大会出場報奨金により，全国大会に出場する団体や個人を支援し，競技スポー

ツの活性化を図っています。 

 

○ 関東大会や県大会等の広域での大会を開催するための硬式野球場や陸上競技場の整備が求め

られています。 

○ 海岸の有効活用やビーチスポーツの推進を図るため，平井海岸にビーチサッカー場及びビー

チバレー場を整備しました。 

○ 各小中学校の運動施設開放に加えて，休止していたまちづくり市民センター体育館を，新た

に市が管理するスポーツ施設として整備するなど，スポーツ環境の充実に努めています。 

 

 

                                                   
※8：スポーツ指導技術と運営能力を持つコーディネータ－を養成するため，専門家を招き開催する講座の

こと。 

※9：鹿嶋市体育協会，かしまスポーツクラブと連携し，スポーツ・健康を核にした地域振興，観光振興等

の地域活性化を考える機会として，スポーツ愛好者やスポーツ指導者を対象にした研修のこと。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①スポーツ・レクリエーション活動の推進 

� 鹿嶋市体育協会やかしまスポーツクラブ，スポーツ推進委員が行うスポーツ・健康づくり事

業の充実に努め，スポーツ実践者数の増加を図ります。 

� 市民がスポーツを楽しめる場として，総合型地域スポーツクラブ「かしまスポーツクラブ」

の活動を支援します。 

� 市民の年齢や体力に応じて取り組めるニュースポーツ（タグラグビー，スポーツチャンバラ，

輪投げ，グラウンドゴルフ等）の普及を支援します。 

 

 

②スポーツ団体への支援と指導者の育成 

� 市民自ら主体的に取り組むスポーツ・健康づくり活動の支援のあり方や，スポーツを核にし

た地域活性化を考える機会としてスポーツ指導者を対象に「かしまスポーツコンベンション」

を継続的に開催し，スポーツ関係者の交流を促進します。 

� 専門講座「かしまスポーツカレッジ」を継続的に開催し，豊かな指導技術と運営能力を持つ

スポーツコーディネーターの養成に努めます。 

� 競技スポーツの活性化を目指し，全国スポーツ大会出場報奨金等により，全国スポーツ大会

に出場する個人や団体に対して支援します。 

 

 

③スポーツ環境の整備・充実 

� 既存施設の適正管理や改修を行い，利用者の利便性の向上を図るとともに，市民ニーズに沿

ったスポーツ施設の充実を図ります。 

� 市民の健康づくりにつながることが期待できる屋内温水プールを整備します。 

� 市民のスポーツ実践機会の創出と，広域でのスポーツ大会を開催することによる競技スポー

ツの強化を図るため，総合スポーツ公園の整備について検討を進めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

成人のスポーツ 

実施率 

％ 41.0 40.0 102.5％ 50.0 

スポーツ実践者数 人 518,604 570,000 91.0％ 620,000 

スポーツ指導者数 人 208 270 77.0％ 300 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第２次鹿嶋市スポーツ推進計画（平成 24～33 年度） 

 



 

 

 

  



 

 

 

基本目標２ 未来を創るひとづくり・まちづくり 
（政策３）子どもを生み育てやすいまち 

（政策４）豊かな人を育むまち 

（政策５）学び・楽しみ，地域がつながるまち 

 



基本計画 

基本目標２ 

60  KASHIMA CITY 
 

政策３ 子どもを生み育てやすいまち 
第１節 若者の出会いと結婚の環境づくり 
若者の定住促進と将来の少子化対策に資することを目的に新たに目標を設定し，結婚を希望する

独身男女に対し，出会いと結婚のための支援を行います。 

 

新  将 来 の 姿 

若者が出会い，結婚に対して前向きになれるような， 

結婚しやすい環境が実現しています。 

 

 

【まちの現状と課題】 

○ 本市における未婚率は男女ともに増加しており，少子化の進行の一要因となっています。 

○ 鹿嶋市人口ビジョン・総合戦略意向調査において，未婚者の 7割以上が「結婚したい」と考

えています。一方で「結婚は難しい」と思う最大の理由は，「出会う機会がないから」と答え

ています。 

○ 結婚を希望する独身男女に出会いや交流の機会を提供するため，平成 27（2015）年度から

専門部署である少子化対策室をこども福祉課内に設置し，市主催の結婚活動支援事業を本格

的に開始しました。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①若者への結婚に対する意識啓発の実施 

� 男女が協力して家庭を築くことや子どもを生み育てることの意義等，結婚に対する意識を深

めるための広報・啓発に努めます。 

 

 

 

 

②結婚活動への支援の充実 

� 住み慣れた地域で，出会い，結婚し，家庭を築きたいと思う若者の希望を実現するため，関

係団体や周辺自治体と連携し，独身男女の出会いや交流の場を提供します。 

� 独身男女の出会いをサポートするマリッジサポーターを養成するための講座を開催し，結婚

へ向けての環境づくりを進めます。 

� 結婚後の出産・子育て・教育を含めた若者のライフデザイン形成へ向けて，各種施策と連携

しながら，より効果的な結婚活動支援の取り組みを進めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

カップル成立数 

（延べ） 

組 71 80 88.8％ 280 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市子ども・子育て支援計画（平成 27～31 年度） 

鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27～31 年度） 

  

改 



基本計画 

基本目標２ 

62  KASHIMA CITY 
 

第２節 子育て支援の充実 
10 年後のまちの姿を「安心して子どもを生み，楽しく子育てできる環境が整い，子どもが心身

ともに健やかに成長しています。」とし，「①子育て家庭への支援」「②地域ぐるみの子育て支援」「③

保育環境の整備・充実」「④子どもの居場所づくり」「⑤支援が必要な子育て家庭への支援」といっ

た各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 安全で快適な保育・教育環境の維持向上に向けて，公立保育施設の老朽化対策が喫緊の課題

です。また，就学前の教育と保育の一体的な提供を推進するため，教育と保育の連携を図り

ながら，市民ニーズに応える必要があります。 

○ 働き方の多様化が進む中，24 時間保育や企業との連携による保育等，様々な保育の形態に

注目していく必要があります。 

○ 子育てに関する不安や悩みの軽減・解消に向けて，保育士，家庭相談員，保健師，民生委員

児童委員等が連携し，子育てに関する相談や情報提供を行っています。 

○ 子育てサークルの結成や活動を支援し，子育てサークルや関係機関が連携した子育て支援ネ

ットワークの充実に努めています。 

○ 「地域子育て支援センター

※10

」や「つどいの広場

※11

」等を地域の拠点とし，親子で遊びの

会を開いたり，子育て中の親子が交流するなど，地域交流のきっかけづくりを行っています。 

 

今後５年間の施策ごとの方針 

①子育て家庭への支援 

� 夫婦が希望する数の子どもを安心して生み育てられるよう，出産・育児に伴う各種手当の充

実や保育・教育にかかる負担の軽減に努めます。 

� 子育て家庭のニーズに応じた必要なサービスの提供のほか，子どもの育ちを支援する場，子

育て家庭の集える場の提供を行います。 

� 子育てに関する各種手続きやサービス等，様々な情報の周知のために，子育てハンドブック

の配布や子育てポータルサイトの充実を図ります。 

� 子育て中の保護者が集まるあらゆる機会を活用し，子どもの発達段階に応じた生活習慣や自

立心の獲得に向けた家庭教育に関する情報提供や学習機会の提供を行います。 

 

 

②地域ぐるみの子育て支援 

� 子育て家庭を地域で支えていくため，情報提供や各種事業等を通じた支援の充実に努めると

ともに，市民・地域・企業・各種団体が連携した子育て家庭支援の取り組みを推進します。 

� 子育てサークルの結成や活動を支援し，子育てサークルや関係機関が連携した子育て支援ネ

ットワークの充実に努めます。 

� 「地域子育て支援センター」「つどいの広場」等を拠点に，親子で遊びの会を開いたり，子育

て中の親子が交流したりするきっかけづくりに努めます。 

                                                   
※10：育児に関する相談・指導や子育てサークル等の育成・支援等，子育て全般の支援を行う拠点施設で，

鹿嶋市地域子育て支援センターのほか，民間の３か所の認定こども園で実施しています。 

※11：子育て家庭の親とその子どもが気軽に集い交流するための施設です。 
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③保育環境の整備・充実 

� 市民ニーズに応じた幼児教育と保育のバランスを検討し，保育環境の整備を図ります。 

� 老朽化や耐震性等の安全性を考慮し，公立保育施設における効率的な施設管理・機能充実を

図ります。 

� 就労形態の多様化に伴う保育需要に対応し，延長保育・一時預かり・休日保育等を安心して

利用できるよう，安定した保育環境の確保に努めます。 

� 保護者の仕事上の都合や保護者自身が病気になってしまった場合等，どうしても家庭で看病

できないときに安心して子どもを預けられる病児・病後児保育施設の整備を進めます。 

 

 

④子どもの居場所づくり 

� 学校ごとに実施する児童クラブ（学童保育）及び放課後子ども教室のプログラムの連携を図

るなど，放課後子ども総合プランとして更なる充実に努めます。 

 

 

⑤支援が必要な子育て家庭への支援 

� 障がいの早期発見に努めるとともに，障がいのある子どもがその程度に応じた適切な環境の

中で生活を営むことができるよう，特別支援学校等の各専門機関との連携のもと，ライフス

テージごとのきめ細かな療育・発達支援を推進します。 

� 家庭相談員や保健師，主任児童委員等と連携し，子どもへの虐待行為を未然に防ぐための訪

問・相談によるケア活動を行うとともに，関係機関との連携を図り，虐待の発生予防から早

期発見・早期対応，アフターケアに至るまで切れ目のない支援に努めます。 

� ひとり親家庭等への生活の安定と自立の促進を図るため，母子・父子自立支援員を配置し，

多様な相談に応じるとともに，自立に必要な情報提供や職業能力の向上及び求職活動に関す

る適切な支援・助言を行います。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

ファミリー・サポート・ 

センター登録者数 

人 404 500 80.8％ 500 

地域子育て 

支援拠点事業

※12

 

利用

人数 

45,192 － － 45,200 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市子ども・子育て支援計画（平成 27～31 年度） 

第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画（平成 28～37 年度） 

  

                                                   
※12 : 前期計画の策定時には，拠点数を指標としていましたが，利用人数に変更することで，事業効果を

見えやすくするため，指標の見直しを行っています。 

改



基本計画 

基本目標２ 

64  KASHIMA CITY 
 

政策４ 豊かな人を育むまち 
第１節 家庭教育や幼児教育の充実 

10 年後のまちの姿を「子どもが，家庭や地域において基本的な生活習慣や社会性を身につけ，

心身ともに健康に育っているまちが実現しています。」として，「①家庭や地域の教育力の向上」「②

幼児教育の充実」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 子どもの教育に第一義的責任を持つ保護者に対し，家庭教育についての情報や学習機会の提

供，相談・支援体制の充実が求められています。さらに，地域全体で子どもを育むという市

民意識の醸成を図っていく必要があります。 

○ 発達段階に応じた家庭教育や幼児教育に関する講演会や市民を対象にした家庭教育を考える

集い等を実施し，家庭教育や幼児教育の重要性を啓発しています。 

○ 子育て講演会等，地域の人材を講師として活用し，事業を実施しています。 

 

○ 幼児教育の一層の充実を図るため，家庭・学校・地域との連携を深め，子どもの個性や発達

段階に応じた適切な指導を推進することも求められています。 

○ 幼稚園では，保護者のニーズへの対応策として，通常保育時間終了後に預かり保育を実施し

ています。また，一部の幼稚園では 3歳児保育を実施しています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①家庭や地域の教育力の向上 

� めまぐるしい社会環境の変化と少子化社会に起因する，子育てについての不安を抱える親た

ちに対し，家庭教育に関する学習機会，子育てに対する意識改革の場として「子育て講演会」

を実施し，家庭教育や幼児教育の重要性を啓発していきます。 

� 家庭や学校に加え地域が一体となり，地域の人が身近な場所で子どもの育ちに関われる環境

をつくります。 

� 地域の人材を活用し，家庭教育を考える集い等を開催し，家族の少人数化により低下してい

る家庭教育力の向上に努めます。 

 

 

②幼児教育の充実 

� 幼稚園の「幼児教育」，保育園の「乳・幼児保育」という概念にとらわれず，小学校就学前の

すべての幼児を対象とした質の高い幼児教育と子育てを総合的に支援する環境を提供します。 

� 幼稚園・保育園の垣根を越えた一体的な教育・保育が実施されるよう，引き続き運営法人に

適切な事業運営を要請（指導・監督）していきます。 

� 教育・保育の一層の質の向上を図るため，幼稚園教諭と保育士の研修機会の充実に努めます。 

� 幼稚園・保育園から小学校へ就学する際のスムーズな移行が可能となるような仕組みを構築

していきます。  

� 長期休業期間中の預かり保育や預かり保育の時間延長等に加え，３歳児からの３年保育を公

立幼稚園の全園で実施し，就学前教育の充実を図ります。 

 

 

③家庭教育の充実と相談機会の充実 

� 保護者の家庭教育に関する学習機会と子育てに対する意識改革の場を提供し，子どもの適切

な成長につなげます。 

� 家庭教育に対して指導や相談のできる人材を育成し，有効な子育て支援体制を構築します。 

� 小学校においても，保護者・児童に対して，「心とからだの講演会」を開催し，家庭教育にお

ける自他の命を大切にする心の育成を図ります。 

� 教育センターに就学相談員を配置し，発達面についての心配ごとや子育て・就学・教育に関

する保護者の相談に応じます。さらに，関係機関とのネットワークを構築するなど，多面的

な支援ができるよう相談機能を充実させます。 

 

【施策の関連指標】  

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

家庭教育に関する学習会

の実施回数 

回 18 25 72.0％ 30 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市子ども・子育て支援計画（平成 27～31 年度） 

第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画（平成 28～37 年度） 

鹿嶋市社会教育推進計画（平成 26～35 年度） 



基本計画 

基本目標２ 

66  KASHIMA CITY 
 

第２節 学校教育の充実 
10 年後のまちの姿を「郷土への誇りと人を思いやるやさしさを持ち，生きる力と生涯にわたっ

て学び続ける意欲を持った子どもが育っています。」とし，「①教育内容の充実」「②学校教育環境

の充実」「③開かれた学校づくりの推進」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 豊かな心と生きる力の育成や児童一人ひとりのきめ細かな指導の充実，基礎学力向上の取り

組みとして，ティームティーチング講師やアシスタントティーチャー，市費負担教職員，専

科担当講師の配置を継続して行っています。 

○ 異文化理解の推進や国際化に対応できる人材を育成・輩出するため，小学校英語特区の認定

による特色ある英語教育に取り組んでいます。 

○ 学校給食に地場産物（鹿嶋市産及び茨城県産）の食材を多く取り入れており，その使用割合

は国の目標値を上回るものとなっています。 

 

○ 学校施設の耐震化率は 100％を達成したものの，学校施設の老朽化工事費の負担が大きくな

っています。 

○ 学校図書館を全小中学校に整備し，機能充実を図るため，図書館司書の配置を実施してきま

した。 

○ 児童生徒の情報活用能力の向上を目的に学校における ICT環境の整備（教育用タブレット配

置及び無線 LAN整備）の充実を図りました。 

○ 自警団の防犯パトロールや「こどもを守る 110番の家」等，地域ぐるみで子どもの安全確保

に取り組んでいます。 

 

○ 平成 28（2016）年度に市学校支援ボランティアを発足させたことで，地域の人材発掘が促

進され，各校に展開していた人材バンクの裾野が広がり，地域で支える学校の意識が高まり

つつあります。 

 

今後５年間の施策ごとの方針 

①教育内容の充実 

� 市費負担教職員，ティームティーチング講師配置による少人数指導の実施，アシスタントテ

ィーチャー配置に伴う支援の必要な児童生徒への対応により，きめ細かな学習環境の整備を

推進します。 

� 小学校の英語教科化に先行して市独自の外国語活動・英語教育の推進を図ります。 

� 読書活動，学習支援，情報活用能力を育む拠点として，学校図書館の充実を図ります。併せ

て，司書の適切な配置を行います。 

� 社会の ICT化に応じた教育環境の整備をはじめ，ICT専門教職員の育成を進めます。 

� 課題の発見・解決に向けて主体的・対話的な学習による深い学び（アクティブ・ラーニング）

を充実させた授業を推進することで，児童生徒の学力の向上を図ります。 

� 学校給食において，地域の食材使用による地産地消を通じた食育を推進します。 
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②教育センターの機能の充実 

� 不登校や長期欠席児童生徒対策の相談・支援を行います。 

� 幼児・児童生徒の発達相談及び特別支援教育の支援を進めていきます。 

� 研修や講座を通して，教職員の相談や指導力向上を図ります。 

� 教育に精通した専門のスタッフを配置し，横断的な教育支援を行います。 

 

 

③学校教育環境の充実 

� 安全・安心，そして快適に学べる教育環境を確保するため，計画的に学校施設の老朽化対策

工事及び空調設備整備工事を行います。 

� 自校方式の学校プールを改め，公営の屋内温水プールの整備や民間プールを活用し，学校プ

ールの集約化を進めます。 

� 公立学校及び幼稚園の学校給食を安全かつ安定的に提供するため，各設備を定期的に改修し，

適正な稼働に努めます。 

� 安全パトロールの強化等，地域ぐるみで子どもの安全確保に努めます。 

 

 

④地域の実情に配慮した学校づくり 

� 地域の人材や学校支援ボランティアの活用により，地域と連携した教育を推進します。 

� 学校図書館や学校運動施設を市民に開放することや，学校評議員

※13

による外部評価の推進を

することにより，地域との交流をより一層深めます。 

� 高松地区をパイロット地区として小中一貫教育の導入を進めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

学校図書館の整備 校 17 17 100.0％ 17 

学校支援 

ボランティアの活用 

回/年 400 － － 600 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画（平成 28～37 年度） 

鹿嶋市社会教育推進計画（平成 26～35 年度） 

  

                                                   
※13：学校の教育目標・計画や地域との連携の進め方等に関し，保護者や地域市民の意見を聞くとともに，

その理解や協力を得て，特色ある教育活動を主体的かつ積極的に展開しています。 

新 



基本計画 

基本目標２ 

68  KASHIMA CITY 
 

第３節 青少年の健全育成 
10 年後のまちの姿として「家庭・学校・地域の連携のもと，豊かな創造性と思いやりのある子

どもが，社会の一員として使命と役割を持って自立することができるまちが実現しています。」と

して，「①青少年活動の充実」「②青少年の健全育成」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 青少年を取り巻く環境は大きく変化しており，社会性と自主性のある豊かな人間性を育むた

め，フロンティア・アドベンチャー事業

※14

をはじめとする体験活動やボランティア活動，青

少年フェスティバル

※15

等の企画・運営を通じて，主体的な活動を支援し，青少年の健全育成

を図っています。 

 

○ 地域住民が学校の教育活動に関わったり，青少年相談員活動の充実を図ったりするなど，地

域ぐるみで行う青少年健全育成の推進を図っています。 

○ 青少年センターでは，保護者・青少年相談員・学校職員等と連携して，朝の声かけ運動を実

施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
※14：小学５・６年生を対象とし，自然の中での生活体験を通して，自己の発達や友人関係の向上を図ると

ともに，自然環境についての理解を深めることを目的とした総合的な教育事業のこと。 

※15：市民団体による青少年健全育成活動を周知啓発する機会として，毎年開催。「ぼくの家族わたしの家

族」標語・絵画優秀作品の展示や薬物乱用防止，未成年者喫煙防止啓発活動等を実施しています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①青少年活動の充実 

� フロンティア・アドベンチャー等の様々な体験活動を通して，豊かな心を育み，たくましい

子どもの育成に努めます。 

� 高校生会や子ども会活動を充実させ，青少年の社会活動やボランティア活動等への参加を促

し，地域で活躍する将来の指導者やリーダーの育成を推進します。 

 

 

②青少年の健全育成 

� 青少年の健全育成のために，地域住民による学校の教育活動への関わりを推進します。 

� 青少年相談員活動の充実を図るなど，青少年育成団体の活性化を図り，市民ぐるみで行う青

少年健全育成を推進します。 

� 青少年センターにおける相談支援や，問題解決に必要な情報提供等の充実を図ります。 

� 青少年の健全育成の妨げとなる有害情報等を監視し，社会環境の向上に努め，青少年相談員

による街頭指導や相談活動等への支援を継続します。 

� インターネットを適切に活用する能力を習得する情報モラル教育の推進に努めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

青少年健全育成 

事業数 

回/年 10 － － 13 

メディア教育活動 回 5 5 100.0％ 10 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画（平成 28～37 年度） 

  

新 

改



基本計画 

基本目標２ 

70  KASHIMA CITY 
 

政策５ 学び・楽しみ，地域がつながるまち 
第１節 郷土教育の推進 

10 年後のまちの姿を「地域の誇りである伝統・文化が大切に守られているとともに，市民一人

ひとりが豊かな文化・芸術にふれながら生活し，意欲的に活動を展開することで，新たな地域文化

が育まれます。」として，「①文化財と伝統文化の保存と継承」「③文化施設・史跡公園の整備・充

実」といった各施策を展開し，後期基本計画においては「郷土教育の推進」を施策として大きく取

り上げ，本市の持つ地域資源のひとつとしての「鹿嶋らしさ」の一端を担います。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 市民が郷土に対する誇りや愛着を感じられるよう，先人の守り伝えてきた郷土の歴史と文化

を学び，それを次代に継承していく必要があります。そうした文化財の適切な保護・保存を

図るためにも，発掘調査の実施や，市史編さんに向けた資料等の整理を行っています。 

○ 祭頭囃子保存会の活動を支援し，伝統文化の継承を図っています。 

○ 「鹿嶋市どきどきセンター」や「ミニ博物館ココシカ」において，本市の所有する歴史や文

化財の資料等を展示し，広く周知を図っています。 

○ 文化財保護活動補助スタッフの養成については，専門的な知識を持つ人材の確保が難しく，

進捗が図られていない状況です。 

 

○ 国指定史跡「鹿島

か し ま

神宮

じんぐう

境内

けいだい

附郡家

つけたりぐうけ

跡

あと

」の整備・活用を図るため，史跡整備検討委員会を開催

し，整備基本構想を取りまとめています。 

○ 国指定史跡については，計画の策定や発掘調査の実施等，今後の調整が必要です。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①郷土教育の推進 

� 本市で育つ子どもたちに，郷土愛を持ってもらえる郷土教育やその機会を提供します。 

� 郷土教育を通じて，市外で本市の良さを伝えることができる人材育成を進めます。 

� 本市の歴史と文化を正しく後世に伝えるため，市史編さん事業を推進します。 

� 文化財を広く公開することによって，文化財への理解と関心を高め，市民の愛郷心の高揚を

図ります。 

 

 

②文化財と伝統文化の保存と継承 

� 歴史的価値の高い文化財については，保護・保存・活用のために必要な調査・整備を行いま

す。 

� 祭頭祭や神幸祭等，地域の伝統芸能や民俗行事の伝承や掘り起こしに努め，市民の郷土芸能

に対する理解を深めるとともに，これらの文化遺産を後世に伝える後継者の育成に努めます。 

� 本市の民話や市民音頭の普及活動等を通じて，歴史や文化への理解や郷土愛を高めます。 

� 文化財保護活動ボランティアを育成し，市民と行政が協力して，文化財を守っていく環境を

構築します。 

 

 

③文化施設・史跡公園の整備・充実 

� 鹿嶋勤労文化会館や鹿嶋市どきどきセンター等の施設については，適切な維持管理を行うと

ともに利便性の向上を図ります。 

� 文化財愛護思想の高揚や学習の場となる史跡公園として，国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家

跡」や市指定史跡「夫婦塚古墳」の整備を進めます。 

� 本市の歴史・文化を学び，伝えることができる施設の検討を進めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

文化財保護活動補助 

スタッフ養成者数 

人 0 50 0.0％ 50 

本市の民話及び 

市民音頭普及活動 

人 2,862 3,000 95.4％ 3,500 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画（平成 28～37 年度） 

鹿嶋市社会教育推進計画（平成 26～35 年度） 

  



基本計画 

基本目標２ 

72  KASHIMA CITY 
 

第２節 生涯学習の推進 
10 年後のまちの姿を「市民一人ひとりが，それぞれの年代や生活スタイルに応じて，自由に学

び，楽しみ，その成果が豊かな地域づくりに反映されています。」とし，「①生涯学習活動の推進」

「②生涯学習によるまちづくりの推進」「③生涯学習支援体制の充実」「④生涯学習施設の整備・充

実」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 市民活動団体における後継者不足が顕在化しています。そうした中で，まちづくり活動を支

援する公民館職員を対象とした階層別研修・情報交換会を開催し，人材の育成を図るととも

に，課題等を共有しながら，各種生涯学習活動を推進しています。 

 

○ 職員や社会教育関係団体等を対象とした研修会・交流会等を開催し，地域課題の共有・情報

交換の機会とし，生涯学習を生かしたまちづくりを行っています。 

 

○ 地区公民館における職員及び施設を有効活用し，各地区の生涯学習の推進のために，地区住

民と生涯学習のコーディネートを行うことで，生涯学習の充実を図っています。 

 

○ 地区公民館は，地域の生涯学習の拠点施設という役割だけではなく，東日本大震災を契機に，

災害時の拠点施設としての重要な役割について強く再認識しました。地区公民館は，すべて

新耐震基準適合施設ではあるものの，老朽化対策は必要です。 

 

○ 地区まちづくり委員会へ公民館事業を委託し，各委員会の企画・実践により，地域の特性を

生かした生涯学習活動を推進しています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①生涯学習の促進 

� 生涯学習機会の周知のため，市民センター広報紙の発行や，FM かしま，市ホームページや

SNS

※16

により市民への幅広い情報提供に努めます。 

� 中央公民館並びに各地区公民館において，教養，文化・芸術，健康等の様々な団体・サーク

ルが楽しみながら活動できる環境づくりに努めます。 

� 各市民活動団体等と連携し，市民活動団体の後継者の育成に努めます。 

� 市民活動への支援を通じて，団体・サークルの運営体制の充実を図ります。 

� 市民活動団体等の活動実践者及び生涯学習実践者の情報交換の機会として，まちづくり市民

センター交流会等の充実を図り，既存活動の充実並びに学習成果を地域づくりへつなげます。 

 

 

②生涯学習支援体制の充実 

� 講師派遣制度等を活用し，自主的な団体・サークル活動やボランティア活動を支援します。 

� 相談・指導体制の充実を図り，市民の主体的な生涯学習活動を支援します。 

 

 

③生涯学習施設の整備・充実 

� 市ホームページやかしま子育てネット

※17

による積極的な情報発信や，郷土資料のデジタル化

を推進していきます。 

� 中央図書館の機能の充実を図るため，改修・改築へ向けた調査研究を進めます。 

� 中央図書館と学校図書館の貸出しシステムや司書の連携を図り，読書環境の充実に努めます。 

� 公民館施設の長寿命化を図るために，計画的に老朽化対策工事を進め，施設の利便性の向上

を図っていきます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

まちづくり市民 

センター利用者数 

人 98,768 105,000 94.1％ 110,000 

まちづくり市民センター

定期利用団体数 

団体 53 85 62.4％ 60 

図書館貸出し冊数 冊 324,501 400,000 81.1％ 400,000 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画（平成 28～37 年度） 

鹿嶋市社会教育推進計画（平成 26～35 年度）  

                                                   
※16：ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略称。人と人とのつながりを促進・支援する，コミュニ

ティ型のネットサービスで，ここでは，facebook（フェイスブック）や twitter（ツイッター）を

指します。 

※17：子育て中の親があわただしい育児の合間でも「必要な情報を容易に入手できること」「日常の子育て

に役立つ実用的なコンテンツを有すること」を基本に，子育て情報のみに特化した公式のポータルサ

イトのこと。 



基本計画 

基本目標２ 

74  KASHIMA CITY 
 

第３節 芸術活動の活性化 
10 年後のまちの姿を「地域の誇りである伝統・文化が大切に守られているとともに，市民一人

ひとりが豊かな文化・芸術にふれながら生活し，意欲的に活動を展開することで，新たな地域文化

が育まれます。」として，後期基本計画の策定においては「芸術活動の活性化」に注力し，各施策

を展開していきます。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 芸術文化関係団体間の連携を図り，団体並びに事業の活性化を図る必要があります。 

○ 文化活動事業の充実にあたり，新たな担い手の発掘や人材の育成等が求められており，市民

が気軽に多様な文化・芸術にふれる機会の充実や指導者の育成を図るため，（公財）鹿嶋市文

化スポーツ振興事業団や鹿嶋市文化協会への支援を行っています。 

○ 市民が文化・芸術活動にふれる機会の充実が求められており，市民の芸術文化活動の発表の

場並びに鑑賞の機会として，「市美術展覧会」「市民ギャラリー企画展」「市芸術祭」「文化フ

ェスティバル」をそれぞれ関係団体との協働により開催しています。また，鹿嶋勤労文化会

館や中央公民館内市民ギャラリー等においては，地区公民館におけるイベントとして，文化・

芸術関連作品を展示する機会を設けています。 

 

 

 

 

 

  



 

 

75 

 

 

今後５年間の施策ごとの方針 

①文化・芸術活動の促進 

� 展示会やコンサートの開催等，市民が気軽に多様な芸術にふれ合う機会の充実を図り，市民

の芸術活動の発展に努めます。 

� 芸術活動を通した交流の場となる鹿嶋勤労文化会館及びまちづくり市民センター，中央図書

館等，様々な公共施設の機能の充実や開放に努めます。 

� 地域の文化振興の担い手として，市民による自主的な活動を促進するため，芸術文化関係団

体への支援を行います。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

市美術展出品者 点 183 190 96.3％ 200 

鑑賞者数 人 927 1,000 92.7％ 1,100 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画（平成 28～37 年度） 

鹿嶋市社会教育推進計画（平成 26～35 年度） 

 

 

新 

新 



 

 
 

  



 

 
 

 

基本目標３ 地域資源を生かしたまちづくり 
（政策６）多様な交流が生まれるまち 

（政策７）活力ある産業育成のまち 

（政策８）豊かな自然と共生するまち 

 



基本計画 

基本目標３ 

78  KASHIMA CITY 
 

政策６ 多様な交流が生まれるまち 
第１節 観光の振興 

10 年後のまちの姿を「観光資源の整備・活用が図られ，「訪れてみたい」「また訪れたい」と思

える魅力がまちにあふれています。」として，「①観光資源の充実」「②観光交流客の誘致」「③観光

客の受け入れ体制の整備」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 豊かな自然資源の年間を通じた利活用が求められており，海岸活用によるビーチスポーツ大

会やにぎわいづくりの実施等による新たな観光資源の創出を図っています。 

○ 本市が持つ多種多様な潜在的観光資源，地元経済の活性化を図ることが大きな課題として挙

げられており，そうした課題に対し，新たな観光コンテンツとして，自然体験型の「鹿嶋神

の道」等の遊歩道整備による市内回遊ルートや観光資源の開発を推進しています。 

○ 鹿行広域での観光ルートの創出等，新たな視点に立った集客方法の一貫として，水郷三都推

進協議会（鹿嶋・潮来・香取）による広域観光事業を実施する中で，ビジットジャパン（VJ）

事業

※18

で水郷三都の魅力・見どころを海外へ向けて紹介しています。 

 

○ 成田国際空港や茨城空港との近接性を生かして，インバウンド観光客の誘致を図ることも必

要となっています。 

○ 塚原卜伝大河ドラマ化キャンペーンや，鹿島神宮御船祭でのメディアの取り上げ，フィルム

コミッション推進室の立ち上げによる各種撮影支援等，メディアを通じた市の PR を進めて

います。本市を PR していただく「かしま大使」を選出し，国内外に向けた鹿嶋ブランドを

PRしています。 

 

○ 鹿島神宮やカシマサッカースタジアムへの観光客の滞在時間の延長による市内への経済効果

が求められています。観光ボランティアをおもてなし県民大会へ参加させることにより，全

県的なおもてなしと併せて市内ボランティアの気運醸成を図り，市内観光客受け入れ体制の

充実を図っています。また，鹿島神宮周辺にぎわい店舗マップを作成（英語版も同時作成）

し，市内を回遊できるよう努めています。 

○ 「鹿嶋フリーワイファイ（無料 Wi-Fi）」の整備や公衆無線 LAN を設置した事業所や施設を

対象に補助金を交付することで，観光客等が無料でインターネットに接続できる環境を整え

ています。 

○ 海外からの観光客の受け入れのために，外国語対応ガイドの育成を進めています。 

 

 

 

  

                                                   
※18：国土交通省が実施する訪日外国人旅行者の増加を目的とした訪日プロモーション事業のこと。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①観光資源の充実 

� 代表的観光資源である鹿島神宮との連携を強化し，市民の憩いの場の創出とにぎわいのある

観光機能の向上を図り，鹿島神宮駅や鹿島城山公園，カシマサッカースタジアム等も含め，

回遊ルートの整備を図ります。 

� 市内の観光地や飲食店の案内を通じて，市内の活性化につながる観光総合案内所の設置と，

それに隣接した観光客用のトイレ施設の整備を検討します。 

� 海水浴場開設期間以外に訪れる方にも快適に利用してもらえるよう，下津・平井海岸を通年

型マリンスポーツエリアとして整備することを目指し，新たな観光事業を計画的に展開する

よう努めます。 

� 民間事業者による観光集客施設の進出に対して，支援していきます。 

 

 

②観光交流客の誘致 

� フィルムコミッション推進室を中心に，各団体，各イベント等への撮影支援を積極的に行い，

本市への観光客の誘致を進めるとともに，受け入れ態勢の充実を図ります。 

� ロケ地巡りや古武道見学等，今後増加が見込まれるインバウンドを含めた観光客向けコンテ

ンツ等を磨き上げ，市内に埋もれている観光資源の発掘に努め，全国に向けて発信します。 

� キャラクター等を用いた観光キャンペーンを展開し，引き続き本市のPRに努めていきます。 

 

 

③観光客の受け入れ体制の整備 

� 観光ボランティアや外国語対応ボランティア等，まちの魅力を紹介できる人材の育成に努め，

「おもてなしの心」を持って観光客を温かく迎えることができる体制の充実を図ります。 

� 観光マップや観光案内板，誘導サイン等の整備を行い，外国人を含めた観光客にわかりやす

い案内機能の充実に努めるとともに，インターネット環境を活用し，市の活性化につながる

コンテンツの整備を行います。 

� レンタサイクルによるまち歩きの支援に努めます。 

 

 

④広域観光の推進 

� 近隣自治体との連携を一層深め，広域的観光ルートの整備や観光事業の推進を行い，観光業

に携わる事業者等が連携・組織化し，戦略的な観光振興，集客力の向上を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

観光入込客数 万人 290 300 96.7％ 300 

観光ボランティア 

登録者数 

人 51 80 63.8％ 80 

 



基本計画 

基本目標３ 

80  KASHIMA CITY 
 

第２節 多様な交流活動の振興 
10 年後のまちの姿を「多様な分野で国際交流・地域間交流が進められ，活気に満ちた，創造性

豊かなまちが形成されています。」として，「①国際交流の推進」「②外国人への支援の充実」「③地

域間交流の推進」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 国際交流について，姉妹都市への中学生派遣事業や鹿嶋サッカーフェスティバルでの交流等，

民間団体の協力を得ながら国際交流を進めてきました。引き続き，民間団体等と情報共有を

しながら，国際交流の継続へ向けて支援をしていきます。 

 

○ 市内や近隣市に住む外国人にとって住みやすい生活環境を構築するため，今後も会社や学校

等との関わりを円滑に進め，市民の国際交流への理解を深めることが必要です。日本の歴史・

文化を通じて，市内日本人と日本在住の外国人との親睦を深めることを目的とした交流バス

ツアーの開催や，外国人による日本語スピーチコンテストの後援を行い，外国人と文化の相

互理解を図っています。 

 

○ 平成 25（2013）年度から 3 か年にわたり，福島県南会津郡南会津町との地域間交流事業

を実施しています。市内小学生 5・6 年生を対象に，夏は南会津町の小学生を本市に招き，

冬は本市の小学生が南会津町を訪問し，相互交流を図ることにより，郷土の学びと雪山体験

を実施し，情操教育を図っています。 

 

○ 地域外からの人材を誘致し，地域活動における活躍を通じて，その地域への定住・定着を図

ることを目的とした意欲的・積極的な取り組み等が全国的に広がっています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①国際交流の推進 

� 姉妹都市への中学生海外派遣事業等を通じ，国際理解教育を推進します。 

� スポーツ活動や文化・芸術活動といった多様な分野における民間レベルでの国際交流活動を

促進するとともに，鹿嶋市国際交流協会等の民間団体への支援を充実させます。 

� 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が本市でも開催される（予定）ことを

好機と捉え，市民が参加して外国人とふれ合えるイベント等を通して国際感覚を醸成すると

ともに，多文化共生の地域づくりを進めます。 

 

 

②外国人への支援の充実 

� 外国人観光客が安心して市内を回遊することができるよう，多言語表記の観光案内板の整備

を行います。 

� 本市に暮らす外国人が不自由なく日常生活を送ることができるよう，民間団体と連携し，日

本語教室や地域活動への参加を促進するとともに，交流の場の提供や外国人同士のネットワ

ーク化を図ります。 

 

 

③地域間交流の推進 

� 近隣自治体を含めた地域間交流に積極的に取り組み，スポーツや文化，情報や産業等の幅広

い分野での連携協力を推進していきます。 

 

 

④地域への活力流入の推進 

� 地域外からの人材を活用し，地域活動や地域の活性化を通じて，地域交流の促進を図ること

を検討します。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

中学生海外派遣事業 

参加者数（延べ） 

人 465 500 93.0％ 650 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市国際化推進大綱（平成 23～32 年度） 

  



基本計画 

基本目標３ 

82  KASHIMA CITY 
 

政策７ 活力ある産業育成のまち 
第１節 農業・漁業の振興 

10 年後のまちの姿を「意欲ある担い手によって，新鮮で安心な農水産物が供給され，地元食材

が積極的に消費されるまちが形成されています。」として，「①農業生産体制の整備・充実」「②魅

力ある農業の振興」「③漁業の振興」「④特産品ブランド化の推進」といった各施策を展開してきま

した。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 農業従事者の高齢化や後継者不足，耕作放棄地の増大，輸入農産物との競争等，農業を取り

巻く環境は厳しい状況が続いています。 

○ 新規就農者支援の一環として，青年就農給付金を支給し，就農支援を行い，農業後継者の育

成を図っています。 

○ 耕作放棄地については，地権者等からの申請により，農業公社が耕作放棄地からの復元作業

を行っています。また，茨城県と連携し，農地中間管理事業を進め，農地の集約化を推進し，

大規模かつ効率的な農業体制の構築を図っています。さらに，耕作放棄地を活用しての体験

農園を推進し，市民が農業にふれる場を提供するなど，多角的な手法で耕作放棄地解消に取

り組んでいます。 

○ 大野地区の農業生産基盤の強化のため，排水対策を行っています。 

 

○ ６次産業の推進に向けて，生産者と関係機関の連携や，加工品開発等へ支援が求められてい

ます。現在，かきもち等において，生産から加工・販売に取り組む生産者への支援等を進め，

6次産業化の推進を図っています。 

 

○ 地元農水産物の更なる販売拡大に努める必要があります。特別栽培米等の地元食材を学校給

食に使用するほか，ヒラメ，生シラス，シラウオ等地元水産物を使った料理を地元飲食店で

提供したり，学校給食で使用したりすることで，地元水産品の積極的活用をし，地産地消の

促進と認知度の向上を図っています。 

 

○ 東日本大震災に伴う原発事故による放射能汚染問題により，食の安全性に関する消費者意識

が一層高まっていることから，風評被害の払拭や，環境負荷の少ない減化学農薬，減化学肥

料栽培を推進しています。 

○ 地元産ユウカメロンを鹿島アントラーズと連携し，「アントラーズメロン」としてブランド化

し，高付加価値化を行っています。 

○ 米，ピーマンは，減化学農薬，減化学肥料で栽培し，茨城県特別栽培農産物認証を受け，他

産地のものと差別化を図っています。また，銘柄産地指定として，ピーマンを申請しており，

ブランド化を推進しています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①農業生産体制の整備・充実 

� 農業を持続的な産業とするため，認定農業者や後継者の育成・確保を図るとともに，新たな

担い手の育成支援に努めます。 

� 園芸施設整備強化により，生産量の安定や作業効率化に努め，農業経営の向上を支援します。 

� 区画整理，農道等の基盤整備事業を行い，農産物の品質や収穫を高め，生産コストを低減し，

農業経営の向上と安定を図ります。 

� 農業公社等と連携し，耕作放棄地対策に努め，農業生産体制の充実を図ります。 

 

 

②魅力ある農業の振興 

� 減農薬に取り組む環境にやさしい農業生産によって有利販売につなげ，安全・安心な農産物

であることを消費者に PRしながら，販売促進を図ります。 

� 耕作放棄地を利用し，交流人口増加のためにも，交流体験農場の整備・活用を図ります。 

� 生産と加工・販売の一体化や地域資源を活用した農業の６次産業化を推進します。 

� JAや農業団体等が運営する直売所の充実や学校給食での地元食材の利用拡大等により，地消

地産を推進します。 

� 国の政策に注視しながら，市民と共創し，農業の振興に努めます。 

 

 

③漁業の振興 

� 本市の漁業・水産物を PR するイベントを充実させるとともに，県栽培漁業センターを核と

した鹿島灘ハマグリ，ヒラメ等の稚貝・稚魚の生産や放流により資源管理型漁業を支援しま

す。 

� 公共下水道の整備や合併浄化槽の普及，ごみの不法投棄防止等による鹿島灘や北浦の水質浄

化を推進し，漁業環境の改善，向上に努めます。 

� 北浦に葦等の水生植物を植栽し，水産資源の回復や漁場環境の改善を図ります。 

 

 

④特産品ブランド化の推進 

� 鹿島灘ハマグリ，タコ，つくだ煮といった水産物及びその加工品，メロン，ピーマン，キャ

ベツ等の地域特産品を「鹿嶋ブランド」として積極的に PRし，販路拡大に努めます。 

� 地域の食材を最大限に活用した特産品の開発と販売の支援を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

耕作放棄地面積 

（現地調査実績） 

ha 87.9 86.1 97.9％ 77.1 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市農業振興地域整備計画（平成 27 年度～） 

改



基本計画 

基本目標３ 
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第２節 工業の振興 
10 年後のまちの姿を「鹿島港を中心とする臨海工業地帯で活発な生産活動が行われ，活気のあ

るまちが形成されています。」として，「①企業の誘致」「②既存企業の強化」「③新たな産業の創出」

「④港湾の整備と利用促進」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 鹿嶋市産業活動の活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例を制定するなど，新規

立地の企業に対する優遇制度を設立し，税制優遇による企業の誘致を図っています。 

○ ビジネスホテルの誘致を行い，企業誘致とともに市内の宿泊需要に対応できるよう立地を推

進しました。 

 

○ 既存企業の強化のために，鹿島臨海工業地帯競争力強化検討会議において，鹿島臨海工業地

帯競争力強化プランの策定を行うなど，立地企業や関係団体，国・県等と連携し，当地域の

工業地帯の更なる発展を図っています。 

 

○ 立地企業や国・県・地元市で構成する鹿島臨海工業地帯競争力強化検討会議やそのワーキン

グ会議等において，工業地帯内の産業間の交流を図ることにより，連携による産業の創出を

支援しています。 

 

○ 鹿島港外港公共ふ頭が，平成 25（2013）年４月に鹿島港初となる耐震強化岸壁として，暫

定供用されました。 

○ 鹿島港外港公共ふ頭の整備促進を図るとともに，港湾を活用する企業を誘致し，市の活性化

を進めていくことが求められており，後背地への新たな産業の誘致を図っています。また，

鹿島港外港地区においては，港湾施設の整備，中央防波堤，南防波堤の延伸等の整備を国，

県に要請する必要があります。 

○ 平成 27（2015）年度より，茨城県・神栖市・鹿島埠頭（株）・鹿島港湾運送（株）と連携

し，コンテナ貨物集荷促進事業を実施し，平成 28（2016）年７月に韓国定期コンテナ航路，

同年９月に国際フィーダー航路

※19

が鹿島港北公共ふ頭に開設されました。 

 

○ 鹿島港が東日本大震災で被害を受けたため，貨物取扱量は著しく減少した時期がありました

が，国や県，各立地企業の努力により復興され，平成 25（2013）年鹿島港取扱貨物量は過

去最高を記録しました。また，津波被害を受けた北公共ふ頭周辺地域の防災対策として，県

が北公共ふ頭外縁部へ防潮堤を平成 28（2016）年５月に整備しました。 

○ 復興特別区域法による国と連携した税の優遇を進めており，既存企業の新たな設備投資等を

促進しています。 

 

 

                                                   
※19：海外からの輸出入コンテナを輸送するために，国内主要港湾と国内各港とを接続する航路のこと。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①企業の誘致 

� 県や関係機関と連携強化し，企業の誘致を推進します。 

� 市内立地企業と連携し，企業遊休地の活用を通じた産業の活性化を検討します。 

� 鹿嶋市産業活動の活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例に基づき，新規立地の

企業に対する優遇制度を活用，企業の誘致を継続していきます。 

� 鹿島港外港公共ふ頭の年間を通じての有効利用を進め，地元への経済効果と雇用が生まれる

よう，企業の誘致を推進します。 

� 企業誘致のための立地条件の向上を図るべく，国・県に対し，高規格道路の整備等の交通ア

クセスの整備に関する要望を行っていきます。 

 

 

②既存企業の強化 

� 復興特別区域法による茨城産業再生特区等を活用し，引き続き既存企業の強化に努めます。 

� 立地企業の労働力確保のために，全庁的に連携し，生活環境の向上を図ります。 

 

 

③新たな産業の創出 

� 鹿島臨海工業地帯の立地企業や茨城県，神栖市等と制定した鹿島臨海工業地帯競争力強化プ

ランを推進し，工業地帯内の産業間の交流を図るなど，工業地帯の競争力強化を図ります。 

� 鹿島港外港公共ふ頭の整備に伴い，利活用する企業の誘致を図ります。 

 

 

④港湾の整備と利用促進 

� 鹿島港外港公共ふ頭の本格供用に向け，防波堤の延伸，ふ頭用地整備及び浚渫による水深確

保を国・県へ要望していきます。 

� 港湾周辺地域の安全性の向上のため，県に対して津波高潮対策を要望していきます。 

� 鹿島港の利用促進のために，関係機関と連携して，ポートセールスを実施していきます。 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿島臨海工業地帯競争力強化プラン（平成 28～32 年度） 



基本計画 

基本目標３ 
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第３節 商業の振興 
10 年後のまちの姿を「消費者のニーズに対応した便利な商業環境が整備され，市民が地元で買

い物を楽しんでいます。」として，「①商業活動の活性化」「②経営支援体制の強化」「③新たな商業

環境の整備」「④ICTを活用した商業活動の促進」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 商店会への加入率は年々減少しており，県内と比べても空き店舗の数も多く，創業率も低い

状況です。そうした中で，鹿島神宮を核とした地元商店街や商工会と連携し，祭事等におい

て，にぎわい広場を利用した「神宮周辺にぎわいづくり事業」を推進しています。また，商

工会，市内金融機関等と連携し，創業支援に向けた産業競争力強化法に基づく創業支援計画

の認定を受けています。 

 

○ 国道 124号及び県道鉾田鹿嶋線（大野地区）の沿道に大規模小売店舗が出店しました。 

○ 本計画策定に係る市民意識調査では，市内への大規模店舗の立地が求められています。国道

124 号沿道及び国道 51 号バイパスの台地部周辺において，新たな商業地の形成のために，

県や事業者と立地調整を図っています。 

 

○ 無料 Wi-Fi のサービスを用いた商業活動（店舗情報発信等）については，各店舗の主体性に

よるところが大きいのが現状です。外国人旅行者を含めた商店街利用者に鹿嶋フリーワイフ

ァイ（無料 Wi-Fi）の接続を提供し，市内観光情報や商店街情報等を発信して利便性の向上

を図っています。 

○ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え，｢ICTの整備｣から｢インバウ

ンドの取り込み｣へと，考えを変えていく必要があります。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①商業活動の活性化 

� 商工会・観光協会と協力し，まちなかイベント等の地元商店街活性化事業を行い，にぎわい

と交流人口の増加を目指します。 

� 多様な消費者ニーズに対応するため，地域に密着した商店街と郊外の大規模小売店舗との機

能分担と相互連携を図り，地域商業の均衡ある発展を目指します。 

� まちの活性化に向け，商店街に見られる空き店舗の，市民の創意工夫に基づく活用を検討し

ます。 

 

 

②経営支援体制の強化 

� 関係機関と連携し，各種資金融資制度や経営相談，創業支援等の充実に努め，経営の改善・

安定化，新たな商業の担い手づくりを支援します。 

� 事業者の健全な発展と経営基盤の強化に向け，関係機関との連携のもと情報交換や研修・交

流等の機会を提供し，優れた経営感覚を持つ人材の確保・育成を支援します。 

� 商店街の活性化や商業者の育成を支援・指導する商工会と連携の強化を図ります。 

 

 

③新たな商業環境の整備 

� 国道 124号沿道及び国道 51号バイパスの台地部周辺においては，市の新たなにぎわい拠点

として，交通の利便性を生かした商業地の形成を図ります。 

� 大規模小売店舗の進出に際しては，大規模小売店舗立地法に基づき，周辺地域の生活環境や

景観の保持に努めます。 

 

 

④ICT を活用した商業活動の促進 

� 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え，ICTを活用した，インバウ

ンド向けの受け入れ体制の整備を進めていきます。 

� 事業者の ICTを自らの商業活動に有効活用できるよう，指導・支援を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

商工会組織率 ％ 65.0 70.0 92.9％ 72.0 

市民の創意工夫による

空き店舗活用件数 

件 4 6 66.7％ 10 

 

  



基本計画 

基本目標３ 
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第４節 雇用・勤労者福祉の推進 
10 年後のまちの姿を「若者の雇用が確保され，一生涯安心して働くことができる環境が整って

います。」として，「①就労支援の充実」「②就労環境の改善」「③勤労者福祉環境の充実」といった

各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ ハローワーク等の関係機関と連携し，求人説明会や就職面接会等の相談・情報提供を充実さ

せました。現在，ハローワーク常陸鹿嶋管内における有効求人倍率は平成 28（2016）年 9

月末で 1.40倍となり，平成 26（2014）年 11 月から連続して１倍を超えて推移しており，

労働環境は改善傾向にあります。 

○ 平成 28（2016）年 3 月の高等学校卒業者の就職状況については，就職希望者のほぼ全員

の就職が決定しています。また，高等学校卒業者を中途雇用した事業主に対しても奨励金を

支給し，支援に努めています。 

 

○ 平成 28（2016）年６月１日現在，市内に本社機能がある民間企業における障がい者法定雇

用率は 1.99％で法定雇用率（2.0％）を若干下回っています。引き続き，障がい者を雇用し

た事業主へ奨励金を支給するなどの支援が必要です。 

○ 市内企業で表彰された就労環境改善優良事例を広く周知しました。今後も，就労環境改善の

ため，県と連携してワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実現に向けての更なる

周知が必要です。 

 

○ 国では，労働安全衛生法が一部改正され，従業員 50 人以上の事業所に対し，労働者の心理

的な負担の程度を把握するための医師・保健師等によるストレスチェックの実施が義務化さ

れました。これを受け，本市では，鹿行地区産業安全衛生大会等による周知徹底を図ってい

ます。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①就労支援の充実 

� 積極的な企業誘致活動を行うとともに，地元の産業の一層の振興を図り，雇用機会の拡大に

努めます。 

� 新規学卒者や障がい者の雇用促進に向け，事業者への啓発や奨励金等による支援を行います。 

� ハローワーク常陸鹿嶋等の関係機関と連携し，求人受理説明会，産学懇談会及び就職面接会

をはじめとした相談・情報提供体制の充実に努めます。 

� Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者向けに，常陸鹿嶋地区雇用対策協議会のホームページを整備し，雇

用促進に向けて会員情報の提供等に努めます。 

 

 

②就労環境の改善 

� 関係機関と連携し，老若男女，障がいの有無に関わらず，誰もが安心して働くことのできる

労働環境づくりに取り組みます。 

� 就労環境改善のため，県と連携してワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実現に

向けての更なる周知を行っていきます。 

 

 

③勤労者福祉環境の充実 

� 勤労者の健康増進のため，メンタルヘルス対策をはじめとした各種カウンセリングの充実や，

健診体制の確立，疾病予防対策の充実について，関係機関と連携し事業者に対して働きかけ

ます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

市内高校卒業者就職率 ％ 98.4 92.0 107.0％ 94.0 
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基本目標３ 
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政策８ 豊かな自然と共生するまち 
第１節 景観の保全・形成 

10 年後のまちの姿を「鹿嶋らしい豊かな自然と歴史・文化資源が生かされた，潤いのある都市

景観が保全・創造されています。」として，「①良好な景観まちづくりの推進」「②景観保全措置の

推進」「③市民参加の景観づくりの推進」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 景観形成補助制度の限度額及び対象費の拡充を行いましたが，1件/年の実績で止まっており，

建物所有者への働きかけを続け，中長期的な視点で取り組まなければなりません。 

 

○ 緑地保全地域や特別緑地保全地区等の緑地保全制度の活用を図る必要があります。 

○ 茨城県景観形成条例に基づき，大規模な建築や開発案件への指導，助言を行っています。 

○ 屋外広告管理者への説明会等を実施し，屋外広告物の適正な設置について周知を図るととも

に，更新時期の事前通知等により，事務処理の適正化に努めています。 

○ 違反広告物の是正・指導の徹底を図り，違反広告物追放推進団体に協力を得ながら，立て看

板等の簡易な違反広告物については除去しています。 

 

○ 花いっぱい運動は市民主体の活動として定着しており，スタジアム大通り，ふれあい大通り

をはじめ，他の沿道花壇にも活動の輪が広がっています。いつまでも住み続けたい，住んで

みたいと思う，落ち着いた生活環境を維持・形成するためには，まちの特性である豊かな自

然と歴史・文化資源等を生かした景観づくりを，市民や事業者，民間団体と協力して取り組

むことが必要です。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①良好な景観まちづくりの推進 

� 景観基準の周知及び景観形成補助制度の利用促進を図ります。 

 

 

②景観保全措置の推進 

� 鹿島神宮樹叢をはじめとした社寺林や屋敷林，斜面緑地，水辺空間等，うるおいのある自然

景観の保全と創造を図るとともに，史跡，歴史的建造物等，歴史的景観の保全を図ります。 

� 周辺の景観に与える影響が大きい大規模な建築や開発，特殊な施設の設置にあたっては，茨

城県景観形成条例に基づき，景観保全のための適正な指導，助言を実施します。 

� 公共建築物の建設，道路や橋りょうの整備にあたっては，周囲の景観と調和した統一的なデ

ザインや色彩の積極的な導入に努めます。 

� 屋外広告物の設置にあたっては，まち並みに配慮し，デザイン・色彩等の統一化を図ります。

また，市民や関係団体の協力を得ながら，違反広告物や周囲の景観にそぐわない広告物の撤

去を行います。 

 

 

③市民参加の環境づくりの推進 

� 学校教育や生涯学習において景観に対する学習の推進を図り，まちの景観づくりに対する市

民意識の向上に努めます。 

� 市民の参加による花いっぱい運動等，市民主体の花を生かした景観づくりを促進します。 

� 地区の特色を生かし，自然や歴史と調和した景観形成に向け，市民参加による「地区計画」

や「景観協定」等の新規導入を促進します。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

景観整備 

補助件数 

平成 11（1999）

年度からの 

合計件数 

11 15 73.3％ 20 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市都市計画マスタープラン（平成 22～32 年度） 

 

  



基本計画 

基本目標３ 
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第２節 公園・緑地の整備 
10 年後のまちの姿を「公園・緑地が充実し，憩いや交流の場として，誰もが親しみを持って利

用しています。」として，「①公園の整備と維持管理の充実」「②緑化の推進と緑化環境の保全」と

いった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 市内には，鹿島城山公園や津賀城址公園をはじめ 88 か所の公園があり，身近なコミュニテ

ィの場として活用されています。 

○ 地域の特性を生かした利用しやすい公園にするため，地域と連携した公園づくりや維持管理

を行うとともに，遊具については，安全性に配慮した適正な管理を行っています。公園美化

ボランティア制度の定着により，42団体が 53 の公園の管理をしています。また，高松緑地

（公園部分）及び大野潮騒はまなす公園に指定管理者制度を導入しています。 

 

○ 鹿嶋まつりの開催に合わせ，鹿嶋市緑化協議会の協力のもと「鹿嶋市緑化フェア」を開催し，

花種や花苗を無料配布し，緑化推進のための PRを行いました。こうした市民と連携による，

公共空間・私的空間における緑化を推進することが重要です。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①公園の整備と維持管理の充実 

� 市民のニーズを的確に把握したうえで，市民や関係団体の参画による整備を進め，地域コミ

ュニティの場として，誰もが安心して利用できる公園づくりを推進します。 

� 公園・緑地の充実を図るとともに，市民との連携のもと，施設の適切な維持管理と計画的な

更新，防災拠点としての機能強化等に努めます。 

� 清潔で，四季の緑や花を目にすることができる公園づくりを目指して，公園美化ボランティ

ア制度を推進します。 

� 高松緑地公園，卜伝の郷運動公園に対し，施設の長寿命化計画に基づいた計画的な維持管理

を行っています。 

 

 

②緑地の推進と緑地環境の保全 

� 公共施設の緑化を推進するとともに，街路樹の植栽や沿道における市民との協力による花壇

づくり等を推進し，沿道景観の向上に努めます。 

� 鹿島神宮樹叢をはじめとする社寺林の緑地環境の保全に努めます。 

� 市民参加による植栽・緑化活動等を通じて，緑化意識の高揚を図るとともに，緑化活動を推

進する人材の育成に努めます。 

 

 

③大野潮騒はまなす公園のリニューアルに向けた検討組織の設置 

� リニューアルに向けた検討組織を立ち上げ，本市の主要なにぎわい拠点として整備すること

により，観光客の集客に努めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

市内公園緑地数 か所 88 90 97.8％ 100 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市公園施設長寿命化計画（平成 27 年度～） 

  



基本計画 

基本目標３ 
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第３節 河川・湖沼の整備 
10 年後のまちの姿を「親水性に富んだ，市民に愛される水辺環境が形成されています。」として，

「①治水対策の推進」「②身近な親水空間の創出」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 集中豪雨や台風等による水災害を防ぐため，北浦への各流入施設の日常的な維持管理，改修

を行うとともに，流下能力低下の要因となる土砂堆積状況，堤防等の法面の樹木の繁茂状況

及び，堤防・護岸の強度等，河川管理施設の状態を重点的に確認し，異常が認められた場合

には早急に対策を行う必要があります。 

○ 準用河川

※20

の維持管理には，地域住民や関係機関との連携及び協力も必要不可欠であること

から，今後も自然豊かな環境と河川景観に配慮し，河川美化，水難事故の予防等に努めてい

く必要があります。 

 

○ 関係機関や地域等と連携し，市民が親しみやすい水辺空間の整備と活用に努める必要があり

ます。 

○ 北浦の水辺空間の活用については，平成 25（2013）年度から霞ヶ浦・北浦沿岸の 14 市町

村と茨城県で組織する「水郷筑波サイクリング環境整備事業推進検討会」においてサイクリ

ングロード構想があり，現在整備に向けての検討が進められています。 

○ 西谷親水遊歩道に隣接する池の上流部で草木を伐採したことで，一般道からも眺望が可能と

なったことから親水空間としての整備が進んでいます。 

 

 

  

                                                   
※20：一級河川にも二級河川にも指定されなかった河川で，市町村長が公共性の見地から重要と考え指定し

た河川のこと。  
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今後５年間の施策ごとの方針 

①治水対策の推進 

� 河川・湖沼の状況を把握し適切な整備や改修を図る等，計画的な河川・湖沼環境の維持管理

及び治水機能の向上に努めます。 

� 局地的な豪雨や台風等による浸水や冠水被害を防ぐため，排水路の改良をはじめとした排水

機能の向上に努めます。 

 

 

②身近な親水空間の創出 

� 北浦湖畔沿いのスポーツ・レクリエーション機能の向上を図るため，サイクリングロードや

水辺を生かした交流拠点の整備を検討し，茨城県や近隣他市との連携も検討していきます。 

� 市民に安らぎの空間を提供するため，御手洗公園，鉢形雨水幹線等を身近な親水施設として

整備し，適切な維持管理を行います。 
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第４節 自然環境の保全 
10 年後のまちの姿を「自然の恵みである豊かな水と緑に囲まれたまちが実現しています。」とし

て，「①自然環境の保全・創造」「②自然とふれ合う機会の拡大」といった各施策を展開してきまし

た。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 平成 26（2014）年度に２匹，平成 28（2016）年度に３匹のアライグマを捕獲していま

す。アライグマ，イノシシ等，市外からの種が移入しており，生態系の維持のためにも早急

な対応が必要です。また，近年，スズメバチが住宅地に営巣することが増加しており，市民

の安全な生活を確保するためにも，対策を検討する必要があります。 

○ 緑地保全地区の指定ができるよう土地所有者や関係機関との協議・調整を図る必要がありま

す。 

○ 斜面緑地について，緑地保全地区の指定ができるよう土地所有者や関係機関との協議・調整

を図る必要があります。 

○ アサザ

※21

の植栽による北浦の水質浄化活動について，実施主体である「アサザ基金

※22

」が

現在活動を休止しているため，今後，新たなビオトープ

※23

の整備活動，または，浚渫等直接

浄化活動等を検討する必要があります。毎年３月に県事業の一環として行われる「北浦清掃

大作戦」は，地域住民の協力を得て，北浦周辺の清掃活動を実施しています。 

 

○ 鹿島神宮，鹿島灘，北浦や市内に３か所指定されている自然環境保全地域（小山不動），緑地

環境保全地域（唐臼神社，沼尾神社）等を活用した，市内の自然環境に直接ふれる機会を増

やす必要があります。 

○ 北浦周辺自治体及び国・県を中心に組織された北浦水質レスキュー隊主催による「北浦 1周

ウォーキング」を開催し，北浦周辺の自然環境にふれるとともに，コースの清掃活動を行っ

ています。 

 

 

  

                                                   
※21：ミツガシワ科アサザ属の多年草で準絶滅危惧種に分類されています。ここでは，湖等の水辺で盛んに

繁茂し，魚等の生息地となることから，霞ヶ浦の浄化対策や水生生物の良好な生息場所を確保する目

的で植栽されています。 

※22：正式名称「特定非営利活動法人アサザ基金」。霞ヶ浦再生プロジェクト「アサザプロジェクト」を推

進するうえで誕生した NPO法人。学校ビオトープや里山づくり等の活動も行っています。  

※23：「一定の組合せの種によって構成される生物群集の生息空間」を意味するドイツ語。ここでは，地域

の生息系等が観察できる人工的な施設を指します。  
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今後５年間の施策ごとの方針 

①自然環境の保全・創造 

� 霞ヶ浦・北浦の環境問題をより身近に感じてもらえるための施策を継続して行います。 

� 斜面緑地について，法面が法令に基づいて施工されているか調査し，適宜指導します。 

� 違法残土について，パトロール等を実施し，早期発見・早期解決できるよう努めます。 

 

 

②自然とふれ合う機会の拡大 

� 自然体験の機会拡充を図るとともに，より多くの市民が活動に参加できるよう，積極的な情

報発信に努めます。 

� 関係団体との連携のもと，市民の自然環境に関する学習機会を提供します。 

� 自然学習・自然体験のための場の整備を検討します。 

 

 

③自然環境保全学習 

� 鹿島灘や北浦等，地域の特性を生かした自然環境学習や唐臼神社，沼尾神社等の地域の歴史

と関連のある施設とリンクした自然環境学習を小学校区単位で行い，地域愛を育むとともに

自然環境保護に関する興味の喚起を図ります。 

 

 

④有害鳥獣対策 

� アライグマ，イノシシ等の害獣に迅速に対応するために，猟具の充実や職員の専門知識を向

上させるなど，捕獲体制の充実を図ります。 

� スズメバチに関しては，巣の撤去費用の一部を補助することで市民の負担軽減を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

霞ヶ浦湖上スクール 

参加者数 

人 

104 

(３団体) 

50 208.0％ 100 

 

 

  



基本計画 

基本目標３ 
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第５節 資源循環型社会の形成 
10 年後のまちの姿を「ごみの排出が徹底的に抑制（リデュース）され，再利用（リユース）・再

生利用（リサイクル）される資源循環型のまちが形成されています。」として，「①３Rの推進」「②

廃棄物の適切な処理の推進」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 再利用（リユース）については，粗大ごみの一部を鹿嶋市シルバー人材センターにおいて戸

別回収を行い，再生して販売を行っています。 

○ 排出抑制（リデュース）については，生ごみ処理機器購入設置補助金を設け，生ごみの減量

化に努めていますが，年間のごみ総排出量は，近年では２万 t を超え，目標値には届いてい

ません。 

 

○ 家庭から排出された可燃ごみ・不燃ごみについては，市内に設置してある約 1,600 か所のご

みステーションで収集を行い，適切な処理に努めています。震災前は，１日あたりのごみ量

が約 90ｔでしたが，震災後は，約 95tに増えています。 

○ 再生利用（リサイクル）については，可燃ごみの RDF（固形燃料）化を含め，衛生センター

において再資源化を進めており，リサイクル率は，茨城県の目標値 23%（平成 27 年度目標）

を大きく上回り，53.6%（平成 27 年度実績）に達しています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①５R の推進 

� リデュース（ごみを減らす），リユース（繰り返し使う），リサイクル（資源として再利用す

る）の 3R活動に，リフューズ（不要なものは買わない），リペア（修理する）を加えた 5R

の普及促進のため，学校教育や生涯学習等の機会を通じて，市民一人ひとりの意識の高揚を

図ります。 

� より効率的，効果的な 5R活動が展開されるよう，地域や事業所における資源リサイクル活

動を促進します。 

� ごみの分別の徹底や減量化の啓発を継続的に行い，ごみ減量化に対する市民意識の向上を図

ります。 

 

 

②廃棄物の適切な処理の推進 

� 資源回収については，地区住民が資源集積所を管理することにより，適正に回収するととも

に，高品質の資源としての再利用を更に推進していきます。 

� ごみ処理施設等の機能状況を点検し，適正な維持管理を図ります。 

� 可燃ごみの広域的処理を行うとともに，ごみ処理施設の適正な維持管理に努めます。また，

コスト等の効率性から，これまでの RDF 処理方式を見直し，焼却処理方式への移行を進め

ます。 

 

 

③民間の資源回収の活用，利用促進 

� 民間事業者と協力し，買い物の途中等に利用可能な資源集積所を増やすことにより，リサイ

クルのための環境を整備し，市のごみ排出量の減少を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

可燃ごみ排出量 

（市民１人あたり） 

g/人/日 952.3 908 95.1％ 888 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（平成 24～38 年度） 

 



 

 

 

  



 

 

 

基本目標４ 市民と共に創るまちづくり 
（政策９）地域が結び，笑顔あふれるまち 

（政策 10）女性も男性も輝くまち 

 



基本計画 

基本目標４ 

102  KASHIMA CITY 
 

政策９ 地域が結び，笑顔あふれるまち 
第１節 共創のまちづくりの推進 

10 年後のまちの姿を「市民・事業者・行政がそれぞれの役割と責任を果たし，創意と工夫に満

ちた協働のまちづくりが実践されています。」として，「①まちづくり情報の共有化」「②市民参画

の推進」といった各施策を展開してきました。これまで進めてきた「協働のまちづくり」の成果の

上に，更に一歩進んだ「共創のまちづくり」を推進し，より良いまちづくりを行っていきます。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 広く市政への意見を求めるために各種事業を実施し，出された意見の共有化が必要です。ま

た，SNSの普及への対応等，多様な媒体を利用して情報を共有していくことも必要になって

います。 

○ 定期発行の広報かしま以外に，FMかしまや市ホームページ・SNS等を活用して，幅広い対

象者に，新鮮かつ充実した行政情報・イベント情報・災害情報等を提供しています。 

○ 広聴業務として，電子メールで意見をもらう「ご意見メール」，市内 18か所に設置したポス

トへ意見を投函できる「市長への手紙」等を実施しています。また，市内 101 地区へ市長が

直接出向き意見を交換する「車座懇談会」を開催し，市民からの意見を広聴しています。 

 

○ まちづくりへの市民参加の拡充及び市民活動の活性化のために，平成 24（2012）年度には

市民活動支援制度を創設し，これまで 15 事業を採択し，市民と市の協働事業を実施してい

ます。より市民団体の活動に合った制度とするため，現状を考慮して制度の改善・見直しを

図る必要があります。 

○ 安心してまちづくりに参画していただくための支援策として，市民活動保険制度を活用し，

公共的な市民活動中に起こる事故や病気の保障に対応しています。 

○ 平成 24（2012）年度に県からNPO法に関する事務の権限移譲を受け，市内 NPO法人の

設立認証等の支援を行っており，現在市内 NPO 法人数は 29 法人となっています。更なる

市民活動の広がりには，NPO 法人の育成が不可欠であり，本市では設立支援のほか，NPO

法人等を対象とした研修の案内や，市内 NPO 法人等による団体交流会を開催するなどの支

援を行っています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①まちづくり情報の共有化 

� 「市長への手紙」や「ご意見メール」，アンケート調査，パブリック・コメントにより市民意

向を把握し，また多くの市民と語り合い，意見をうかがう場を設けるなどの積極的な広聴を

進め，市民の声が市政に的確に反映されるよう広聴活動の充実に努めます。 

� 広報かしまをはじめ，各種小冊子やパンフレット，FM かしま，市ホームページ等，多様な

媒体を活用し，積極的な広報を図るとともに，各種内容の充実に努めます。 

� 個人情報保護に十分留意しながら，行政情報を積極的に公開していくため，「鹿嶋市情報公開

条例」及び「鹿嶋市個人情報保護条例」の適正な運用に努めます。 

 

 

②市民参画の促進 

� 市民と行政が一体となって，積極的な情報共有を図り，課題解決に向けて共に目標を設定し，

その解決や新たな価値を創造することで，「共創のまちづくり」を進めていきます。 

� 市民の声を市政に反映させていくため，各種審議会における公募委員の登用や計画策定にお

ける市民組織との連携等，市民参画の機会を充実します。 

� 地域課題の解決に向けた市民の提案の公募や，市民や市民活動団体等が新たな目的を持って

まちづくりに取り組む事業を行うことで，市民活動の活性化を図る市民活動支援制度の推進

を図ります。 

 

 

③市民活動団体育成事業 

� NPO法人を含む市民活動団体を活性化させるため，講座や研修会等を開催して団体等の支援

を行い，公益的な活動につなげます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

まちづくり委員会 

委員数 

人 856 900 95.1％ 1,000 

市民提案制度の 

採択数 

件 5 6 83.3％ 10 

 

 

  

改



基本計画 

基本目標４ 
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第２節 コミュニティ活動の活性化 
10 年後のまちの姿を「市民一人ひとりが積極的に地域づくりに参加し，連帯感あふれる地域社

会が形成されています。」として，「①コミュニティ意識の啓発」「②コミュニティ活動の育成・支

援」「③活動拠点の整備・充実」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 本市への転入者が転入届を提出する際，窓口で加入パンフレットを配布するとともに，区長・

自治会長へ地区転入者に対しての区・自治会加入を働きかけるようお願いしています。 

○ 地区まちづくり活動における市とのパイプ役や地域課題の解決を担う地域活動支援員を，各

地区まちづくりセンターへ配置しています。 

 

○ 高齢化や地区との関係の希薄化等により，区・自治会への加入率が低下してきています。区・

自治会の育成のために，平成 26（2014）年８月に作成した「自治会活性化事例集」を配布

し，活用していくことで，区・自治会へ加入することの意義の啓発を進めています。 

○ 定期的に行政委員の研修等を行っています。例年，定例会を開催し，市の主要事業について

研修を行うとともに，県外の先進地視察を行い，行政委員業務の参考としています。 

○ まちづくり連絡協議会主催による階層別研修会の開催により，各まちづくり委員会関係者等

の資質向上に努めています。また，定期的な情報交換並びに諸課題の検討により効果的な事

業運営が図られました。 

○ コミュニティ活動におけるリーダーや参加者の固定化が進み，一部の市民に負担が集中する

という課題が生じています。 

 

○ 各地区に対し，地域活動育成交付金を交付し，地区活動の充実が図られるように支援してい

ます。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①コミュニティ意識の啓発 

� まちづくり市民大会をはじめ，あらゆる場や機会を通して，コミュニティの重要性を広く PR

し意識の啓発に努めるとともに，区・自治会等の地域組織への参加を促進します。 

� 区・自治会加入に向けて，自治会活動の内容や自分の住んでいる地域を知ってもらう機会を

増やすなど，自治会活動に参加しやすい仕組みづくりに取り組みます。 

 

 

②コミュニティ活動の育成・支援 

� コミュニティ活動の主体である行政区や地区まちづくり委員会の活動を支援するとともに，

コミュニティ活動のリーダーとなる人材の発掘・育成・支援のための研修の機会等の充実に

努めます。 

� 各地区まちづくり委員会相互の連携を図るため，まちづくり連絡協議会の活動を支援します。 

� コミュニティ活動の活性化を図るため，地域コミュニティと市民活動団体等の連携を支援し，

地域課題の解決を図ります。 

� コミュニティ活動における担い手育成のため，若者の意見を聞く機会等をつくり，施策に生

かせるように努めます。 

 

 

③活動拠点の充実 

� コミュニティ活動の拠点となるまちづくりセンターの機能充実に努めます。 

� 各地区まちづくりセンターへ配置した地域活動支援員を中心に，地区住民と行政による「共

創のまちづくり」を推進し，まちづくり活動の充実に努めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

行政区への加入率 ％ 52.0 65.0 80.0％ 55.0 

まちづくり市民 

センター利用者数 

人 98,768 105,000 94.1％ 110,000 

各地区まちづくり 

センター利用者数 

人 248,971 240,000 103.7％ 250,000 

各地区まちづくり 

センター定期利用団体数 

団体 385 380 101.3％ 400 

地縁団体認可数 
団体 26 30 86.7％ 40 

 

 

  



基本計画 

基本目標４ 

106  KASHIMA CITY 
 

第３節 人権の尊重 
10 年後のまちの姿を「誰もがかけがえのない個人として尊重されるまちが実現しています。」と

して，「①人権意識の高揚」「②人権教育の推進」「③人権擁護体制の充実」といった各施策を展開

してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 女性・子ども・高齢者・障がい者等の人権についての課題に加え，インターネットによる人

権侵害等社会構造の変化に伴う課題の多様化，複雑化が見られます。 

○ すべての市民の人権が尊重される社会の実現に向けて，人権問題を正しく理解し，認識でき

るよう，人権教育及び人権啓発を更に推進する必要があります。 

○ 年間を通じて，法務局等と協力して特設人権相談や常設人権相談を開設するほか，茨城県と

連携し，人権講演会を開催しています。 

○ 日常生活における人権侵害に対して，関係機関や関係団体との連携のもと，人権擁護委員等

による相談に対応していますが，高齢化の進行や地域社会の希薄化等，地域を取り巻く状況

の変化から，人権擁護委員の担い手不足が課題となっています。 

 

○ 人権擁護委員による人権教室や人権の花運動，全国中学生人権作文コンテストを通じて人権

尊重の重要性や理解を深めることで，相手への思いやりやこころ・生命の尊さを体得できる

よう，人権教育の推進を図っています。 

○ 法務省及び法務局と人権擁護委員が組織する人権擁護委員連合会及び人権擁護委員協議会と

協力して人権擁護活動を行っています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①人権意識の高揚 

� 人権意識の高揚と正しい理解を進めるため，関係機関との連携・協力のもと，あらゆる場や

機会を通して啓発活動を推進します。 

 

 

②人権教育の推進 

� 人権問題について理解を深め，いのちの大切さや人を思いやる気持ちを育むため，成長段階

に応じた人権教育の充実を図ります。 

� 身近な地域や事業所において講演会や研修会を開催し，人権の正しい理解の普及に努めます。 

 

 

③人権擁護体制の充実 

� 日常生活において生じる人権侵害に対して，関係機関や関係団体との連携のもと，人権擁護

委員等による相談体制の充実を図ります。 

� 虐待やいじめ等の人権侵害に対して，関係機関との密接な連携を図り，早期発見・早期対応

に努めます。 

 

 

 

  



基本計画 

基本目標４ 

108  KASHIMA CITY 
 

政策 10 女性も男性も輝くまち 
第１節 男女共同参画社会の推進 

10 年後のまちの姿を「男女が互いの人権を尊重しつつ，責任を分かち合い，個性と能力を十分

に発揮しています。」として，「①男女共同参画の意識づくり」「②男女共同参画の環境づくり」「③

女性が活躍するまちづくり」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 本計画策定に係る市民意識調査では，「女性よりも男性が優遇されている」との質問に対し，

過半数以上の女性が，「家庭」でも「職場」においても女性よりも男性が優遇されていると回

答するなど，未だに男女共同参画の意識は浸透していない傾向にあります。 

○ 標語・シンボルマークを作成し，クリアファイルのデザインとして作製・配布することによ

り，効果的な啓発活動を行っています。 

○ 毎年，男女共同参画推進大会（フォーラム）を開催し，男女共同参画意識の啓発を進めてい

ます。また，平成 24（2012）年度から男女共同参画情報誌「ウィング」を年１回発行する

など市民への意識付けを行っています。 

 

○ 自分らしく，希望する仕事と生活の調和を実現するためには，世代を問わず自分のこととし

て男女の格差を認識することができるような意識や社会的環境を整えていくことが必要です。

平成 27（2015）年 4 月には，市民活動支援課内に女性支援室を設置し，より一層の推進

体制を構築しています。 

 

○ 市民・事業者と共に男女共同参画社会のあり方を考え，連携・協力し，それらの実現に向け

た体制構築の検討をしています。 

○ ワーク・ライフ・バランスについて，男女共同参画計画概要版，パンフレット等で周知して

います。 

○ ドメスティック・バイオレンス

※24

やセクシュアル・ハラスメント

※25

対策は，相談機関の周

知及び関係部署との連携を図っています。 

 

 

  

                                                   
※24：配偶者や恋人等，親密な関係にある人からふるわれる暴力のこと。殴る，蹴るという「身体的暴力」

だけでなく，言葉による｢精神的暴力｣，親・兄弟姉妹や友人との付き合いや行動を制限する「社会的

暴力」，生活費を渡さないといった「経済的暴力」，避妊に協力しないなどの「性的暴力」も含まれま

す。 

※25：「職場において，労働者の意に反する性的な言動が行われ，それを拒否するなどの対応により解雇，

降格，減給等の不利益を受けること」または「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なもの

となったため，労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいい，男女雇用機会均等法により事業

者にその対策が義務付けられています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①男女共同参画の意識づくり 

� 男女共同参画を正しく理解し，誰もが身近な問題として関心を持ち，行動に移せるように，

意識啓発を進めていきます。 

� パンフレットの発行や講演会の開催等により，男女共同参画に関する意識啓発や情報提供を

行います。 

� 関係団体との連携のもと，生涯を通じた各段階で，家庭・学校・地域といったあらゆる場に

おける男女共同参画に関する教育・学習機会の提供に努めます。 

 

 

②男女共同参画の環境づくり 

� 男女が平等な社会の構成員として就労することができるよう，性別による格差是正のための

意識啓発や，個人のニーズ・生活スタイルに応じた就労環境づくりを事業所等に働きかけま

す。 

� 男女が共に仕事や家事・育児・介護・地域生活との両立を図ることができるよう，ワーク・

ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及啓発に努めます。 

� 男女の多様な価値観が市政にバランスよく反映されるように，政策・方針決定過程への女性

の参画を促進します。 

� 男女共同参画の視点が反映された市政運営となるよう，市職員に対する意識啓発に努めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

各種審議会における 

女性委員の登用率 

％ 30.1 35.0 86.0％ 35.0 

啓発セミナー 

実施回数 

回 2 2 100.0％ 4 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第 2 次鹿嶋市男女共同参画計画（平成 28～32 年度） 

  



基本計画 

基本目標４ 
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第２節 市民が活躍する社会の形成 
市民が，性別やその置かれている環境に関わらず，一人ひとりが自分らしくいきいきと生活でき

る社会の実現に向けて，男性にとっても女性にとっても暮らしやすい社会であるよう，男女共同参

画の意識の浸透に向けた取り組みを推進していきます。併せて，市民一人ひとりが社会の一員とし

て，多様性に富んだ豊かな活力あふれる社会の構築を推進します。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 家庭や学校，職場，地域等，男女が共に参画できる社会を実現するため，社会の様々な分野

における女性参画を促進し，女性が活躍する社会づくりを推進する必要があります。 

○ 女性を中心として活躍している団体を集め，鹿嶋市女性ネットワーク会議を，年 7 回程度開

催し，研修等を通じて，女性が活躍するまちづくりを推進しています。併せて若年女性を対

象とした講習会を開催し，働きたい，あるいは働いている若年女性がライフプランニングを

学び，自分自身で人生設計できる力を身につける機会を提供しています。 

 

○ 学習講座での託児サービスの提供等，女性が積極的に社会活動に参加しやすい環境づくりに

努めています。 

○ 様々な価値観を持つ市民一人ひとりが自由に社会に参画でき，誰もが安全・安心な生活を送

れる，豊かな社会を構築することが求められています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①女性が活躍するまちづくり 

� 男女共同参画の理解を深めるための広報・啓発に努めます。 

� 広報紙等，市が発信する文書等における男女共同参画の視点に立った表現を促進します。 

� 男性にとっての，男女共同参画の意義についての広報・啓発に努めます。 

� 女性の社会進出を促進するためのイベント等を実施し，啓発活動を行っていきます。 

 

 

②市民の社会参画の推進 

� 市民が年齢や性別，障がいの有無等を問わず，誰もが尊重され，自由に社会に参画できる社

会の構築のために，意識啓発を進めていきます。 

� ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントに対しては，各種媒体による

防止に向けた意識啓発に努めるとともに，関係機関と連携した見守り・相談体制の充実を図

ります。 

� あらゆる人のニーズに対応したユニバーサルデザインの考え方の普及・促進を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

女性支援イベント 

参加者数 

人 650 700 92.9％ 800 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第 2 次鹿嶋市男女共同参画計画（平成 28～32 年度） 

改



 

 

  



 

 

 

基本目標５ 住んで安心のまちづくり 
（政策 11）みんなにやさしい福祉のまち 

（政策 12）安全に暮らせるまち 

 



基本計画 

基本目標５ 

114  KASHIMA CITY 
 

政策 11 みんなにやさしい福祉のまち 
第１節 生涯を通じた健康づくりの推進 

10 年後のまちの姿を「市民一人ひとりが，生涯を通じて自ら健康づくりに取り組んでいるまち

が実現しています。」として，「①主体的な健康づくりの促進」「②健康増進支援事業の充実」「③母

子保健事業の充実」「④食育の推進」「⑤健康増進施設の充実」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 疾病の早期発見・早期治療を目指し，個別通知や広報等で周知し，各種がん検診の受診率及

び要精密検査の受診率向上を図りました。また，特定健診・特定保健指導を実施することに

より，糖尿病や循環器疾患等の発症予防及び重症化予防の推進を図っています。 

 

○ こころの健康問題の重要性に関し，広報等を活用し普及啓発を図っており，また，こころの

相談やゲートキーパー養成等，自殺予防対策を推進しています。 

 
○ 子どもの健やかな成長発達支援を目指し，乳児家庭全戸訪問・育児相談・健診等の各種事業

を実施し，健診・相談後は要支援者や未受診者への対応を行っています。乳幼児健診の未受

診者に対し，子育ての孤立化や育児不安の軽減を図り，成長発達の支援，虐待防止等に努め

ています。 

○ 保健センターや地区まちづくりセンター，公立・私立の子育て支援センター等と連携し，定

期的に育児相談の機会を設け，より身近な場所で相談に応じ，子どもと保護者の健康増進を

図っています。また，妊婦健診や妊婦への訪問事業を行うなど，安心して出産できるよう支

援しています。さらに，子どもや子育て家庭が共に健やかな成長を育めるよう，妊娠期から

の切れ目のない支援を実施することが重要です。 

 

○ 幼稚園・保育園・小中学校等において，給食を通じて食の大切さや楽しみを実感することで，

家庭と連携した食育活動を推進しています。また，鹿島アントラーズと連携し，市内の小学

校では，食べることと運動することを学ぶ食育活動を実施しています。 

○ 生活習慣病予防の観点から，ライフステージに合わせた食育の推進，食生活の改善，健康づ

くりを一体的に推進することで，健康維持のための効率的な事業の推進を図っています。 

 

今後５年間の施策ごとの方針 

①主体的な健康づくりの促進 

� 健康づくりは市民自身が主役であり，みんながいきいき元気であるよう，「自分の健康は自分

で守る」という意識と行動の啓発に努めていきます。 

� 地区公民館等と連携し，各種健康教育・健康相談事業等の健康づくりに関する地域活動を支

援します。 

� 広報かしまや市ホームページを活用し，健康づくりに関する情報の発信を行っていきます。 

� 鹿嶋市食生活改善推進員連絡協議会等の健康づくりボランティア団体への組織活動支援及び

育成を行い，健康づくりの促進を図っていきます。 
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②健康増進支援事業の充実 

� 主要な死亡原因であるがん及び循環器疾患への対策に加え，重大な合併症を引き起こす恐れ

のある糖尿病について，従来の発症予防だけではなく，重症化予防の推進を図ります。 

� 健康寿命の延伸には長年の生活習慣及び生活環境が大きな影響を及ぼすことから，より良い

生活習慣を身につけ実践できるよう，様々な機会を通じた周知・啓発活動の推進を図ります。 

� 特定健診の受診率向上を図るとともに，循環器疾患や糖尿病等の発症リスクに基づいた保健

指導を実施し生活習慣病の予防を図っていきます。 

� こころの健康づくりの重要性について広報等で周知を図り，相談支援の充実に努めます。 

� 予防接種等の感染症予防対策について，市民が適切な行動がとれるよう情報提供を行うとと

もに普及啓発を図っていきます。 

 

 

③がん対策の充実 

� 各種がん検診を，対象者へ個別通知するほか，がん検診クーポン事業等の実施や，がんに関

する知識の普及啓発を行うことにより，受診率の向上を図り，がんの発症予防及び早期発見・

早期治療につなげます。 

� 要精密検査者に対しては，がん検診実施機関との連携を図りながら精密検査の確実な受診に

つなげていきます。 

 

 

④切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策の充実 

� 子どもの健やかな成長発達支援のために，乳児家庭全戸訪問，４か月育児相談，９か月育児

相談，１歳６か月児健診，３歳２か月児健診等の各種施策を推進していきます。 

� 妊産婦や乳児が孤立せず集える場としての保健センター相談室の開放や，有効な健診・相談

を行うことで，親や子どもに寄り添い，健やかな成長を支援します。 

 

 

⑤食育の推進 

� 栄養・食生活の改善は生涯を通じた取り組みが必要となることから，乳幼児期から高齢期ま

でライフステージごとに，生活習慣病予防等の新たな視点を踏まえながら，より計画的かつ

総合的な食育を推進していきます。 

 

 

⑥健康増進施設の充実 

� 保健センターを，市民の健康づくりの拠点施設として活用し，あらゆる世代に対応した保健

事業を展開していきます。 

� 市民が気軽に利用でき，健康増進や介護予防に寄与できる温水プールの整備を検討します。 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

１歳６か月児 

健診受診率 

％ 89.7 90.0 99.7％ 92.0 

胃がん検診受診率 ％ 39.9 50.0 79.8％ 50.0 

特定保健指導実施率 ％ 43.7 45.0 97.1％ 60.0 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第二次健康かしま 21（平成 28～37 年度） 

新型インフルエンザ等対策行動計画 



基本計画 

基本目標５ 

116  KASHIMA CITY 
 

第２節 医療体制の充実 
10 年後のまちの姿を「かかりつけ医から高度医療まで，安心して医療を受けられる体制が整っ

ています。」として，「①地域医療体制の充実」「②救急医療体制の充実」といった各施策を展開し

てきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 人口 10 万対の医師，看護師数は，県全体を下回っており，急性期等に対する医療提供体制

を地域医療構想

※26

全体の中で検討をしています。 

○ 夜間小児救急診療所の運営については，年間 365 日の運営体制を図り，平成 27（2015）

年には院内処方を開始するなど，充実・拡大を図っています。 

○ 各種保健事業や広報等により，かかりつけ医を持つことの必要性について周知を図っていま

す。 

 

○ 鹿行南部地域（鹿嶋市・潮来市・神栖市）の協定による鹿行南部病院群輪番制運営費補助金・

夜間救急医療機関運営費補助金・二次救急告示病院運営費補助金等の様々な施策を総合的に

実施し，救急医療体制の強化を図っています。併せて，鹿行保健医療圏

※27

に三次救急医療機

関がないため，県外の三次救急医療機関に対し，受け入れの協力要請を行うなど，医療体制

の整備が必要です。 

○ 救急医療は，今後も充実が求められており，鹿行南部地域の二次救急医療機関では，医師，

看護師等の医療スタッフの不足から，年々増加する救急搬送の受け入れが大きな負担になっ

ています。引き続き，医師確保支援や地域の病院・消防署等との連携強化，隣接医療機関と

の連携，地域医療を守るための市民参加促進と市民の意識の啓発が必要です。また，市内に

所在する病院，または診療所が常勤医師を新たに雇用する場合において，その病院等に補助

金を交付し，医師の確保支援を図っています。 

○ 軽症患者に対応する一次救急，入院を必要とする二次救急，重篤な患者に対応する三次救急

が，本来の役割を分担できるよう，県や医師会等の関係機関，近隣の潮来市・神栖市と連携

し，鹿行南部地域夜間初期救急センターを神栖済生会病院内に開設しています。これにより，

一次救急の充実とともに，二次救急医療機関の負担軽減を図っています。 

 

  

                                                   
※26：平成 37（2025）年に向け，病床の機能分化・連携を進めるために，医療機能ごとに平成 37（2025）

年の医療需要と病床の必要量を推計し定めています。（県が二次医療圏単位で策定） 

※27：自然条件や入院患者の受療動向等の社会的条件等を考慮し，主として病院（診療所）における入院医

療を提供する体制の確保を図る区域として，茨城県が設定した二次保健医療圏の中の地域ブロック

（鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市）のこと。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①地域医療体制の充実 

� 関係機関の協力のもと，病院や診療所等の連携体制を強化し，地域医療体制の充実を図りま

す。 

� 初期医療や健康相談，保健指導等を担う「かかりつけ医」を持つことについて，意識の啓発

を図ります。 

 

 

②救急医療体制の充実 

� 市民がいつでも適切な医療を受けられるよう，市内医療機関や二次，三次救急医療機関と連

携して，休日・夜間を含む救急医療体制の充実に努めます。 

� 夜間小児救急診療所やその他関係機関との連携により，休日・夜間の小児救急医療体制の充

実に努めます。 

 

 

③医師確保支援事業の充実 

� 市内において不足する診療科医師の確保に係る補助を行い，内科・外科・小児科・産婦人科・

精神科等の診療科の整備を図ります。 

� 医科大学と連携して，寄付講座開設の取り組みを推進し，医師不足解消を目指します。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

かかりつけ医を 

決めている人の割合 

％ 59.3 65.0 91.2％ 75.0 

 

  



基本計画 

基本目標５ 

118  KASHIMA CITY 
 

第３節 地域福祉の推進 
10 年後のまちの姿を「誰もが住み慣れた地域社会の中で，助け合い，支え合いながら暮らして

います。」として，「①地域福祉意識の醸成」「②地域福祉活動団体などへの支援と連携強化」「③地

域福祉推進体制の充実」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 誰もが気軽に地域福祉活動やボランティア活動に参加できる体制づくりに取り組むとともに，

活動の拠点となる場の充実が必要です。 

○ 小中学校の総合的な学習の時間を活用した福祉学習や，各地区公民館まつり等での高齢者や

障がい者への理解を深めるための取り組み等，福祉教育の推進に努めています。 

○ 発達障がいに関する講演会や認知症（予防）講演会，人権啓発講演会等を開催し，地域福祉

に対する意識の啓発に努めています。 

 

○ 地域における福祉活動を推進するため，地区社会福祉協議会活動の活性化と地域との連携の

強化を推進し，その他各種ボランティア団体等の育成・支援を更に拡充する必要があります。

こうした課題に対して，鹿嶋市社会福祉協議会と連携して，福祉活動ボランティアを行う団

体等に対し，活動支援や団体育成を行っています。 

○ 鹿嶋市社会福祉協議会が主体となって，市内の各小学校区を活動範囲とする地区社会福祉協

議会を組織し，ひとり暮らしや子育て，介護，障がい等，地域住民が，暮らしの中で抱える

課題を解決する自主的な活動を支援しています。 

 

○ 地区社会福祉協議会，市民，ボランティア団体，行政等，地域福祉に関わる団体等の情報共

有と意見交換が活発に行われるよう地域福祉ネットワークの充実が求められています。市や

鹿嶋市社会福祉協議会は，福祉，保健，医療機関をはじめ，民生委員，地域福祉推進委員，

地区社会福祉協議会，事業者，ボランティア，NPO法人等と協働して，多職種連携のもと地

域福祉を推進しています。 

○ 市民や事業者，地区社会福祉協議会等が協働して，地域の課題や問題の解決に取り組みなが

ら地域福祉の推進を図っています。 

○ 鹿嶋市ボランティアセンターでは，ボランティア活動希望者の相談や登録，養成講座，研修

会，情報提供，広報活動等の支援を行っています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①地域福祉意識の醸成 

� 学校教育や生涯学習を通じた福祉教育を推進するとともに，広報活動やイベント等，あらゆ

る学習・体験機会を通じて，地域福祉に関する意識の高揚に努めます。 

 

 

②地域福祉活動団体等への支援と連携強化 

� 地域における福祉活動を推進するため，その中心的な役割を担う地区社会福祉協議会の活動

を支援するとともに，鹿嶋市社会福祉協議会と連携して，地域福祉推進委員活動や各種ボラ

ンティア団体の育成・支援を図ります。 

 

 

③地域福祉推進体制の充実 

� 誰もが気軽に地域福祉活動やボランティア活動に参加できる体制づくりに取り組むとともに，

活動の拠点となる場の充実に努めます。 

� 保健・医療・福祉等のサービスを有機的に組み合わせ，地区社会福祉協議会，市民，ボラン

ティア団体，行政が一体となった重層的な地域福祉ネットワークづくりの充実を図ります。 

� 民生委員児童委員活動を支援し，地域での子育て家族，高齢者，障がい者，低所得者等に対

する適切な相談体制を強化します。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

福祉活動ボランティア

登録者数 

人 1,116 1,400 79.7％ 1,400 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市地域福祉計画（平成 25～29 年度） 

  



基本計画 

基本目標５ 

120  KASHIMA CITY 
 

第４節 高齢者福祉の充実 
10 年後のまちの姿を「高齢者が誇りと生きがいを持ち，地域で安心していきいきと暮らしてい

ます。」として，「①介護保険制度の適正な運営」「②生活支援の推進」「③生きがいづくりの推進」

といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 高齢社会の一層の進行に伴い，今後も要支援・要介護認定者数の増加が見込まれており，介

護予防意識の啓発や介護予防事業参加者の拡大を図ることが求められています。そこで，高

齢者を対象にした介護予防教室や認知症予防教室，高齢者筋力向上トレーニング教室，また，

介護者の負担を和らげるための家族介護者教室，さらに市民団体の協力を得てシルバーリハ

ビリ体操教室等を実施し，介護予防等に役立てています。 

 

○ 高齢者等がたとえ要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしが続けられるよ

う，地域包括支援センターを中心に，医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供

される体制「地域包括ケアシステム

※28

」の構築を進めています。地域包括ケアシステムの拠

点施設である地域包括支援センターは，機能の強化を図るとともに，認知度の向上に向けて，

より一層の周知活動が必要です。 

 

○ 地域福祉推進委員の増員配置，認知症サポーター養成講座の開催や，地域のボランティア団

体等の育成支援を通じて，日常生活で支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅

生活を継続するための社会資源の充実に努めています。 

○ 元気な高齢者の社会参加を支援し，それぞれの生きがいづくりに関する活動等が，地域の活

性化につながるような仕組みづくりが求められている中，高齢者の生きがいづくり・居場所

づくりに向けて，シニアクラブ連合会やシルバー人材センター，NPO団体等と連携し，就労

機会の拡充や文化・スポーツ・世代間交流等の様々な事業を実施し，高齢者の社会参加を促

進しています。 

 

今後５年間の施策ごとの方針 

①介護保険制度の適正な運営 

� 誰もが安心して介護保険制度を利用できるよう，認定や給付の公正化・適正化に努め，介護

保険制度の円滑な運用を図ります。 

� 地域支援事業の充実を通し，介護予防ケアマネジメントによる高齢者一人ひとりの状態に合

った介護予防サービスの提供を進めます。 

� 介護保険施設等サービス基盤整備については，適正な介護保険事業を運営できるように，計

画的な整備及び監督に努めていきます。 

                                                   
※28：支援の必要な高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう，

医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域体制のこと。医療機関，介護事業所，

地域包括支援センター，自治会や地域ボランティア団体等が連携し，地域の特性に応じて高齢者の在

宅生活を支援する体制づくりを目指しています。 
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②生活支援の推進 

� 誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう，医療・介護・予防・住まい・生活支援が

地域で一体的に提供できる体制「地域包括ケアシステム」の構築を推進していきます。 

� 地域包括ケアシステムの理念に基づき，ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯等，日常生活を営

むうえで様々な課題を抱えている高齢者に対して，適正な生活支援サービスの提供とサービ

スの充実に努めます。 

� 地域における医療・介護の関係機関が連携し，在宅医療と介護サービスを一体的に提供でき

る体制づくりに努めます。 

� 地域での生活支援体制の強化に向けて，自治会等の地域活動や地区サロン活動を支援すると

ともに，NPO・ボランティア団体等の多様な主体の地域福祉活動を支援します。 

� 認知症の早期診断・早期対応を目指し，本人や家族支援等の初期の支援を包括的・集中的に

行う認知症初期集中支援チームの発足に向けた取り組みを進めます。 

 

 

③生きがいづくりの推進 

� 高齢者が豊かな知識と経験を生かし，地域づくりへの参画を促進することを目的に，地域特

性に応じたシニアクラブの活性化を支援します。 

� シルバー人材センター等と連携を図りながら，高齢者の社会参加の形として，就労意欲の活

用方策を検討し，地域の活性化の促進を目指します。 

� 高齢者の生きがいづくり活動の促進に向けて，文化・スポーツ・世代間交流等の様々な事業

を実施するとともに，事業への参加を促します。 

� 介護予防・日常生活支援総合事業

※29

の開始に合わせ，地域で様々な生活支援サービスや介護

予防サービスを提供できる多様な主体が構築される中で，元気高齢者も支える側として活躍

できる体制づくりを支援します。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

介護予防教室等への参

加者数（延べ） 

人 1,444 700 206.3％ 1,600 

認知症サポーター 

養成者数 

人 968 450 215.1％ 1,100 

シニアクラブ・シルバー

人材センター会員数 

人 3,726 4,550 81.9％ 4,600 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第６期はつらつ長寿プラン 21（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）（平成 27～29 年度） 

  

                                                   
※29：平成 29（2017）年４月からの総合事業の開始に伴い，予防給付のうち，通所介護と訪問介護が介

護予防・日常生活支援総合事業に移行され，全国一律のサービス提供から，地域の実情に応じた取り

組みができるようになります。この提供体制の構築に向けて，生活支援・介護予防サービス提供主体

等協議体を発足し，多様な主体間の情報の共有及び連携・協働による資源開発を推進していく必要が

あります。 



基本計画 

基本目標５ 
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第５節 障がい者福祉の充実 
10 年後のまちの姿を「障がいがあっても住み慣れた地域で自立して生活し，多様な活動にいき

いきと参加しています。」として，「①自立支援対策の推進」「②就学・就労支援の充実」「③社会参

加活動への支援」「④人にやさしいまちづくりの推進」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 核家族化の進行や，加齢に伴う障がいの重度化・重複化等により，障がい者福祉サービスに

対するニーズは一層拡大しています。障がい者が自らの意思でサービスを選択し，利用でき

るよう，福祉サービス提供事業所及び計画相談事業所との連携を強化し，情報提供に努めて

います。 

○ 障がい者が地域で安心して生活できるよう，迅速かつ適切な情報提供と関係機関が連携した

相談支援体制づくりを一層充実させることが重要になっています。地域自立支援協議会によ

る保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関や団体のネットワーク構築の強化を図るとと

もに，障害者地域生活支援相談員を配置し，相談支援体制の充実を図っています。 

 

○ 障がい者の経済的・社会的自立や自己実現を図るためには，雇用・就労の場の確保といった

社会参加の機会充実が求められています。障がい者が働くことに生きがいを感じ，生活の向

上につながるよう，地域自立支援協議会に就労支援及び相談支援の専門部会を設置し，また，

就労移行・就労継続支援事業所と連携し，職業訓練の機会及び福祉的就労の場の充実に努め

ています。さらにハローワークや「障害者就業・生活支援センター」等との連携により，相

談や情報提供の充実を図っています。 

○ 障がい者一人ひとりが，個々の障がいの特性に配慮された保育や教育が受けられるよう，療

育相談支援体制及び就学相談体制の充実等に配慮し，保育所や学校等への巡回相談を実施し

ています。 

 

○ 障がい者が地域社会の中で自分らしく生活していくためには，地域の人々が障がいや障がい

者に対する理解を深めるとともに，地域全体で見守り，支え合うことが必要不可欠となって

います。文化・スポーツ・レクリエーションといった多様な活動に参加し，充実した生活が

送れるよう，「みんなのひろば（福祉まつり）」等のイベントを活用し，情報提供の充実に努

めています。 

○ 障がい者の社会参加を支援する制度として，自動車運転免許取得費の助成，自動車改造費の

助成，タクシー券の発行や移動支援事業を実施しています。 

 

○ 地域自立支援協議会相談支援専門部会を定期的に開催し，指定相談支援事業所との情報交換

や学習会，地域課題の共有等を図っています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①自立支援対策の推進 

� 障がい者がその人らしい自立した生活が送れるよう，在宅福祉サービスの充実や地域生活移

行への支援等，一人ひとりの能力に応じた日常生活が可能となる施策を推進します。 

� 医療費の助成や福祉手当の支給等，各種経済的支援制度の周知と適正な給付に努めます。 

� 福祉サービス提供事業者との連携を強化し，サービス利用者に対する迅速かつ適切な情報提

供に努めます。 

 

 

②就学・就労支援の充実 

� 個々の障がいの特性に配慮した保育や教育が受けられるよう，保育所や学校等への巡回相談

を実施し，就学や進路相談体制の充実を図ります。 

� 障がい者が働くことに生きがいを感じ，生活の向上につながるよう，就労移行・就労継続支

援事業所と連携し，職業訓練の機会及び福祉的就労の場の充実に努めます。また，ハローワ

ークや「障害者就業・生活支援センター」等との連携により，相談や情報提供の充実を図り

ます。 

 

 

③社会参加活動への支援 

� 障がいを理由とする差別や権利利益の侵害の解消に向けて，障がいに対する市民の理解と認

識のもと，障がい者が自分の生活を自分で選択し，社会参加ができる施策を推進します。 

� 障がい者が，文化・スポーツ・レクリエーションといった多様な活動に参加し，充実した生

活が送れるよう，生涯学習や地域活動への参加機会を拡充するとともに，「みんなのひろば（福

祉まつり）」や「身体障害者スポーツ大会」等，障がい者のふれあい・交流施策の充実に努め

ます。 

 

 

④人にやさしいまちづくりの推進 

� 障がい者が安心して暮らせるまちを実現するために，ハード面の整備だけではなく，もしも

のときに人々が支え合い，安心して生活できるまちづくりを推進します。 

� 関係機関と連携し，様々な啓発活動や福祉教育を実施することにより，ノーマライゼーショ

ンの意識の浸透を図ります。 

� 障がい者に配慮した生活環境を確保するため，歩道整備や公共施設のバリアフリー化等を推

進します。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

福祉施設を退所し，一般

就労する障がい者数 

人 2 3 66.7％ 5 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

21 かしま障がい者プラン 

※第４期鹿嶋市障がい福祉計画（平成 27～29 年度） 

 第３期鹿嶋市障がい者福祉計画（平成 27～32 年度） 

  



基本計画 

基本目標５ 
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第６節 低所得者福祉の推進 
10 年後のまちの姿を「生活保護制度を基本とした福祉サービスの充実と就業の促進等により，

低所得者が地域で自立した生活を送っています。」として，「①福祉サービスの充実」「②生活自立

への支援」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 年々増加する生活保護に関する相談については，相談内容を傾聴し，各種支援制度等，他制

度の有効活用を促しながら相談にあたっています。 

○ 被保護世帯の自立に向け，関係機関が連携し，生活や就学・就労等の自立に向けた相談支援

体制の充実を図ることが必要です。 

 

○ 被保護者に対するケースワーカーによる支援と併せて，生活福祉課内に就労支援員を配置し，

就労が可能と思われる被保護者に対しては，就労による自立支援に努めています。 

○ 生活困窮者自立支援法の施行に伴い，生活福祉課内に主任相談員及び生活困窮者自立相談員

を配置して，生活に困窮している世帯に対し，就労も含めた生活全般の相談を実施しており，

自立支援に向けて，ハローワーク等の関係機関との支援体制の構築を図っています。 

○ 被保護者や低所得者に対して，年金や医療保険，介護保険等の社会保障制度の各種支援策の

周知に努める必要があります。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①福祉サービスの充実 

� 生活保護を必要とする世帯の実態と要望を的確に把握しながら，生活保護制度の適正な運用

を図ります。 

� 各種経済的支援制度の周知を図り，有効活用を促します。 

 

 

②生活自立への支援 

� 被保護世帯の自立に向け，関係機関が連携し，生活や就学・就労等の自立に向けた相談支援

体制の充実を図り，個々の世帯の状況に合った助言・指導を行います。 

� 生活困窮者自立支援法に基づき，ハローワーク等の関係機関との連携のもと，生活に困って

いる人々への相談をはじめ，就労支援等セーフティネット機能の充実と自立に向けた支援に

努めるとともに，学習支援等の新たな支援事業の検討を進めます。 

� 被保護者や低所得者に対して，年金や医療保険，介護保険等の各種社会保障制度に係る支援

策の周知に努めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

生活保護世帯のうち 

就労世帯の割合 

％ 6.1 6.0 101.7％ 7.0 

 

  



基本計画 

基本目標５ 
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第７節 社会保障制度の安定運営 
10 年後のまちの姿を「各種社会保障制度が市民に理解され，適正に運用されることにより，市

民の生活基盤の充実が図られています。」として，「①国民健康保険事業の健全な運営」「②後期高

齢者医療制度の円滑な事業の推進」「③年金制度の周知」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 医療費が増大する一方，被保険者数の減少に加え低所得被保険者の増加による保険税収納額

の減少等，今後の国民健康保険財政は多くの問題を抱えています。 

○ 納税相談の充実等により，国民健康保険税の収納率向上に努めています。また，ジェネリッ

ク医薬品に対する普及啓発活動や人間ドック，受診行動の適正化，給付適正化，保健事業等

の必要な取り組みを推進することにより，医療費の抑制，更には国民健康保険財政の健全運

営に努めています。 

○ 平成 30（2018）年度に市町村国民健康保険の広域化（県単位）が予定され，制度改正が見

込まれることから，制度の周知を含め，国の政策への注視が必要です。国民健康保険の広域

化に向けて，県が中心となり自治体の主管課長会議や検討部会で標準保険料率等の協議を実

施しています。 

 

○ 後期高齢者医療制度について，安定した制度運営を図るため，相談窓口の充実や保険料の確

保に努めるとともに，今後の制度変更を見据えつつ，制度の周知と理解の促進に努めていま

す。 

○ 茨城県後期高齢者医療広域連合と連携し，後期高齢者への健診事業の充実に努めています。 

 

○ 年金受給資格の短縮等の改正が決定しており，今後の制度周知等は引き続き重要となります。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①国民健康保険事業の健全な運営 

� 納税相談の充実等により，国民健康保険税の収納率向上に努めます。 

� 特定健康診査・特定保健指導等の健康づくり事業との連携をはじめ，ジェネリック医薬品に

対する普及啓発活動を推進することによる医療費の抑制や，受診行動の適正化を図るなど，

国民健康保険の健全な事業運営に努めます。 

� 平成 30（2018）年度から，都道府県が財政運営の責任主体となり，安定的な財政運営や効

率的な事業の確保等の国民健康保険運営において中心的な役割を担い，国民健康保険の広域

化による制度の安定化を図ります。今後も，地域住民と身近な関係を築き，資格管理，保険

給付，保険料率の決定，賦課・徴収，保健事業等地域におけるきめ細かい事業を引き続き担

っていきます。 

 

 

②後期高齢者医療制度の円滑な事業の推進 

� 安定した制度運営を図るため，相談窓口の充実や保険料の確保に努めるとともに，今後の制

度変更を見据えつつ，制度の周知と理解の促進を図ります。 

� 茨城県後期高齢者医療広域連合と連携し，後期高齢者への健診事業の充実に努めます。 

 

 

③年金制度の周知 

� 国民年金制度に対する市民の理解を深めるため，制度の周知や広報・相談業務の充実を図り

ます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

国保税収納率 ％ 88.4 90.0 98.2％ 95.0 

ジェネリック 

医薬品利用率 

％ 35.0 58.0 60.3％ 62.0 
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政策 12 安全に暮らせるまち 
第１節 災害対策の充実 

10 年後のまちの姿を「防災・減災に関する体制が整い，地域における支え合いの仕組みが構築

された，災害に強いまちが実現しています。」として，「①防災体制の強化」「②減災対策の推進」「③

災害時体制の強化」「④災害復旧の推進」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 地震や台風等の自然災害は，いつどこで発災するかわからないことから，総合防災訓練や地

区公民館単位で地区防災訓練を実施し，災害に対する意識の高揚を図る必要があります。 

○ 市主催の総合防災訓練や各公民館及び地区単位で行っている防災訓練において，市民を対象

とした災害時に身を守る行動や各種災害時の疑似体験等を行い，防災体制の強化を図ってい

ます。一方で，近年では大雨による洪水や崖崩れ等の土砂災害等が全国各地で発生している

ことから，地域の特性に合った対策と防災訓練の必要があります。 

○ 津波被害を受けた長栖地区において，津波襲来時の一時緊急避難場所として，高松地区防災

公園を整備しました。夜間の停電時にもスムーズな避難行動ができるようバッテリー内臓の

避難誘導灯（45灯）を設置しています。 

○ 国土交通省霞ヶ浦河川事務所との災害時ホットラインを構築し，大雨や洪水時の連絡体制強

化を図るなど，関係機関との協力体制の構築を図りました。 

 

○ 津波や土砂災害に対するハザードマップを作成し，市民に対する減災の周知を行いました。

しかし，ハザードマップ作成の根拠となる被害想定は，近年の災害実績やハード対策の進捗

状況等を踏まえ，随時見直しをする必要があります。 

○ 津波災害時のスムーズな誘導のため，危険箇所に避難誘導看板を設置しました。 

 

○ 防災行政無線のデジタル化やＪアラート

※30

の接続を図り，災害や緊急時の速やかな周知体制

を強化しました。 

○ 災害時に市民が安全かつ迅速に避難行動できるよう，平井地区及び下津地区に避難路を整備

しました。平成 24（2012）年以降，新たに 41 か所を避難所として指定し，災害時での避

難場所の確保を行っています。また，非常用備蓄食料等の充実を図っています。災害協定に

ついては，新たに自治体や民間企業と 1４件の協定を締結し，現在 56 の団体と災害時の協

力体制を構築しています。 

 

  

                                                   
※30：全国瞬時警報システムのこと。弾道ミサイル情報，津波警報，緊急地震速報等，緊急事態に関する情

報を国（内閣官房・気象庁から消防庁を経由）から送信し，市町村防災行政無線（同報系）等を自動

起動することにより，国から市民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステムを指します。  
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今後５年間の施策ごとの方針 

①防災体制の強化 

� 災害に強いまちづくりを目指し，各種防災訓練等を通じて，市民や事業者，行政，防災関係

機関と連携を図り，防災体制の強化に努めます。 

� 防災に関する広報や防災教育等の充実により，市民の防災知識の普及や防災意識の向上を図

ります。 

� 災害時要援護者が円滑に避難できるよう，地域が一体となった支援体制づくりを推進します。 

� 台風災害等の予測可能な災害に対しては，防災行政無線や市ホームページ等を通じた早めの

注意喚起を実施します。また，タイムライン

※31

の導入について検討します。 

� 地域防災計画の見直しを行いながら，災害体制の強化を図るとともに，災害時には，組織目

標や災害対策業務，役割分担等を定めた業務継続計画に基づく災害時の対応を行います。 

 

 

②減災対策の推進 

� ハザードマップ，防災パンフレットによる啓発や各防災訓練の実施により減災の推進に努め

ます。 

� 災害情報は避難情報を迅速かつ的確に伝達できるよう，防災行政無線の充実や FM かしま，

twitter（ツイッター），鹿嶋市かなめーる

※32

（以下，「かなめーる」）を活用した情報伝達体

制の整備・充実に努めます。 

� かなめーるを活用した情報提供の更なる効果の拡大を目指して，総合防災訓練時等にかなめ

ーる登録の推進を行います。 

 

 

③災害時体制の強化 

� 災害時の体制強化のために，避難所の充実を図ります。 

� 災害支援活動が円滑に行うことができるよう，防災資機材や非常用備蓄食糧等の充実を図り

ます。 

� 災害時における協力体制の構築のため，自治体間や民間企業との応援協定を拡充します。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

自主防災組織の設置数 地区 42 60 70.0％ 70 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市地域防災計画（平成 23 年度～） 

鹿嶋市建築物耐震改修促進計画（平成 22～32 年度） 

鹿嶋市業務継続計画（平成 28 年度～）  

                                                   
※31：台風による大規模水災害等，発生の前から予測できる災害に対して，災害発生前から発生後まで，時

間ごとにあらかじめ明確にしておく事前防災行動計画のこと。 

※32：本市が行う防災情報や市からのお知らせ等を，登録された方へ電子メールにて配信するサービスのこ

と。 
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第２節 防犯活動の強化 
10 年後のまちの姿を「市民を犯罪から守る様々な環境が整い，地域での防犯活動が強化され，

犯罪のない，安心して暮らせるまちが実現しています。」として，「①防犯意識の啓発」「②地域ぐ

るみの防犯活動の促進」「③防犯体制の強化」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 刑法犯認知件数は減少傾向にあるものの，侵入窃盗，自動車盗難等の身近な犯罪は依然とし

て発生しており，その他にも，子ども・女性・高齢者等の社会的弱者を狙った凶悪な犯罪や

多くのニセ電話詐欺による被害等，市民を取り巻く環境は厳しさを増している状況です。 

 

○ 関係機関と連携を強化し，防犯意識の向上を図るため，防犯に対する各キャンペーン活動の

実施や，防災行政無線による犯罪の注意喚起等で，防犯意識の高揚に努めています。 

○ 市内 16 の企業や団体等と「地域安全の協力に関する協定」を結び，地域の犯罪抑止に努め

ています。 

 

○ 夜間犯罪の抑止や歩行者の安全確保を図る観点から防犯灯設置を推進しており，防犯灯の

LED化も併せて進めています。 

○ 鹿嶋警察署では，犯罪抑止と犯人検挙に全力を挙げていますが，警察の力だけでは市内全域

をくまなくパトロールすることは極めて困難です。市民自らが地域を見守る｢防犯への取り組

み｣が求められています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①防犯意識の啓発 

� 安全・安心まちづくり鹿嶋市民大会や鹿嶋まつり，全国地域安全運動キャンペーン等で，関

係機関と連携し，注意喚起のチラシや啓発品の配布を行うなど，市民に対する防犯意識の高

揚に努めます。 

� 女性や子ども，高齢者等の犯罪弱者を対象とした防犯教室を開催します。 

 

 

②地域ぐるみの防犯活動の促進 

� 地域における防犯活動の充実を図るため，「こどもを守る 110番の家」の加入や自警団の設

立を促進するとともに，その活動を支援します。 

� 自警団に加え，事業所等との連携を図り，地域における見回り活動を強化します。 

 

 

③防犯体制の強化 

� 市民や地域，警察をはじめとする関係機関，行政が連携し，犯罪のない安全で安心なまちづ

くりに取り組みます。 

� 防犯カメラや防犯灯の設置を推進し，犯罪抑止及び歩行者の安全確保に努めます。 

� 地域の目が届かない危険箇所を解消するため，通学路周辺の除草や，道路・公園等の樹木管

理を推進します。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

防犯灯設置数 か所 5,564 5,600 99.4％ 6,100 

自警団組織数 団体 17 22 77.3％ 27 
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第３節 交通安全対策の強化 
10 年後のまちの姿を「子どもから高齢者まで，全ての市民が安心して外出できる交通環境が整

っています。」として，「①交通安全意識の啓発」「②交通安全対策の推進」「③交通事故被害者救済

対策の充実」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 関係団体等と連携し，街頭キャンペーン等の各種啓発活動の実施や，広報かしま・FM かし

ま等を通じて周知活動を行い，交通安全意識の啓発を図っています。 

○ 交通ルールやマナーの周知及び安全運転に対する意識高揚に努めていく必要があります。さ

らに，交通事故防止の啓発はもとより，自動車運転者等に対し，交通安全に対する注意喚起

を促していく必要もあります。 

○ 鹿嶋市交通安全協会等による交通指導車での市内巡回パトロール，交通安全母の会

※33

による

各幼稚園・保育園・小中学校等での交通安全教室の実施，高齢者への交通安全教室や各まち

づくりセンターでの交通事故防止啓発活動等の支援を通じて，市内の交通安全強化に取り組

んでいます。 

 

○ 本市における交通事故の発生件数及び負傷者数は年々減少傾向にありますが，交通事故死者

数に関しては，毎年およそ３人から５人の方が亡くなっている状況です。死亡事故の特徴と

しては，高齢者の事故が増加傾向にあります。交通事故被害者の救済を目的とした，「県民交

通災害共済事業」の周知・啓発を推進しています。 

○ 交通標識の掲示や設備の改善等を関係機関と連携して行い，対策を講じています。また，ガ

ードレールやカーブミラー等の交通安全施設の整備については，地区や市民からの要望等を

鹿嶋警察署と連携して対応しています。 

 

 

  

                                                   
※33：安全で安心な交通環境の実現を目的に，交通安全街頭キャンペーンへの参加，各イベント会場での広

報活動，高齢者宅への反射材配布等の活動のほか，幼稚園・保育園・小中学校での交通安全教室の補

助等，交通安全に関する幅広い啓発活動を行っている団体です。  



 

 

133 

 

 

今後５年間の施策ごとの方針 

①交通安全意識の啓発 

� 鹿嶋市交通安全協会や鹿嶋市交通安全母の会との連携を図り，市内の交通事故防止活動を実

施し，交通ルールの遵守等，交通安全意識の啓発に努めます。 

 

 

②交通安全対策の推進 

� 関係機関と連携を図り，ガードレールやカーブミラー等の交通安全施設の整備を図り，適正

な管理に努め，交通事故防止に努めます。 

� 交通標識の掲示や設備の改善等の対策を講じることで，安全に通行できる環境整備を進めま

す。 

 

 

③交通事故被害者救済対策の充実 

� 交通事故被害者の救済を目的とした，「県民交通災害共済事業」の周知・啓発を推進します。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

交通安全教室 

実施回数 

回 24 22 109.1％ 24 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第 10 次鹿嶋市交通安全計画（平成 28～32 年度） 
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第４節 消防・救急体制の充実 
10 年後のまちの姿を「緊急時においても速やかに対応できる消防・救急体制が確立され，市民

が安心して暮らしています。」として，「①火災予防体制の強化」「②消防体制の充実」「③救急・救

助体制の充実」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 一般住宅への住宅用火災警報器設置については，建築確認時に設置の確認を行っていますが，

今後も関連課及び関連機関と連携を図りながら設置率の向上に努める必要があります。 

○ 鹿嶋市消防団による火災予防週間や地区の夜警等を通じて，市民への火災予防の周知を行っ

ています。 

 

○ 鹿嶋消防署及び大野消防署，鹿嶋市消防団と連携を図り，火災に対する迅速な消火活動や火

災予防の啓発活動等を実施し，市民の生命や財産の保護に努めています。 

○ 消防団員の減少に伴い，定年の引き上げや報酬の改定，女性消防団員の募集等を行い，消防

団員の確保に努めています。 

 

○ 消火栓や防火水槽の老朽化に伴う修繕や解体の要望が増加傾向にあります。消防水利の設置

は中長期的な更新計画が必要とされます。 

 

○ 平成 28（2016）年 2 月 9日から消防・救急体制については，茨城県内 20消防本部 33

市町の災害通報の受信，出動指令その他の消防指令業務を共同で行う「いばらき消防指令セ

ンター」が運用開始されています。しかし，救急車やドクターヘリの出動回数が増加傾向に

あり，医療機関への受け入れ体制の強化が必要です。 

○ 自動体外式除細動器（AED）を市内公共機関やスポーツ施設 47 か所に設置し，救急法の講

習と併せて，自動体外式除細動器（AED）の使い方等の普及啓発に努めています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①火災予防体制の強化 

� 地域の火災予防対策の向上のため，広報をはじめとした情報提供，市民参加の消火・避難訓

練，消防団等による巡回警戒活動を実施します。 

� 家庭における防火対策の向上のため，住宅用火災警報器の普及促進に努めます。 

 

 

②消防体制の充実 

� 火災等による被害を軽減するため，災害時の応急対策が迅速かつ的確に行えるよう，市民・

事業者・関係団体及び行政の連携による総合的な消防体制の充実を図ります。 

� 火災の発生に際し，迅速な出動と適切な消防活動を行うため，消防施設や車両・資機材の整

備，防火水槽の増設等による消防水利の充実に努めるとともに，消防団員の確保と組織の強

化に努めます。 

 

 

③救急・救助体制の充実 

� 多様化・拡大化する救急需要に対応するため，救急車の利用のあり方や応急手当の手法等に

関する啓発活動を推進します。 

� 救急隊到着までの間に適切な処置を行えるよう，市民を対象とした研修会等を実施するほか，

関係機関と連携し，自動体外式除細動器（AED）設置施設の拡大を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

消火栓設置数 か所 793 775 102.3％ 825 

避難場所への誘導案内

看板設置数 

か所 138 300 46.0％ 600 
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第５節 消費生活の安定 
10 年後のまちの姿を「市民一人ひとりが消費生活に正確な知識を持ち，安心して消費活動を行

っています。」として，「①消費者意識の啓発」「②消費者活動の促進」「③消費者保護の体制づくり」

といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 年々増加傾向にある消費者被害を防止するため，出前講座の開催や広報紙（年４回程度），市

ホームページ，FM かしま，消費生活展（年１回：鹿嶋まつり）等を通じて，消費生活に必

要な知識，トラブルへの対処法，頻発している問題事例等の情報提供を行うなど，消費生活

に関する意識啓発と学習機会の提供に努めています。 

 

○ 「鹿嶋くらしの会」等の消費者団体の育成と活動を支援することで，消費者被害の防止に努

めています。 

 

○ 消費生活専門相談員３名を配置し，面接・電話等にて消費生活相談に応じています。 

○ 消費者トラブルへの対応は，迅速かつ的確な対応にあたることが早期解決と被害拡大の防止

につながることから，あらゆる機会を通じて相談窓口として消費生活センターの周知徹底を

図るとともに，複雑化・多様化する相談内容に対して，相談員の資質向上のための積極的な

研修の機会の確保に努めています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①消費者意識の啓発 

� 消費生活に必要な知識やトラブルの対処法，頻発している問題事例等の情報提供を通して，

消費者意識の啓発に努めます。 

� 消費者が自ら必要な情報を入手することができるよう，消費生活に関する出前講座を開催し，

学習機会の充実に努めます。 

 

 

②消費者活動の促進 

� 「鹿嶋くらしの会」等の消費者団体の育成と活動を引き続き支援し，消費者被害の防止に努

めます。 

 

 

③消費者保護の体制づくり 

� 多様化・複雑化した消費者トラブルに対し迅速かつ的確に対応するため，関係機関と連携し

た相談体制の充実を図ります。 

� 消費生活センターを市民の身近な相談窓口として PR に努めるとともに，研修等を通じて消

費生活相談員の資質の向上に努めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

消費者教育出前講座の

参加者数（延べ） 

人 246 450 54.7％ 500 

 



基本計画 

基本目標５ 

138  KASHIMA CITY 
 

第６節 快適な住環境の整備促進 
10 年後のまちの姿を「暮らしの基本となる良好な住環境が整備されています。」として，「①宅

地開発に関する指導」「②安全で快適な住宅づくりの促進」「③市営住宅の整備」といった各施策を

展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 秩序ある宅地開発を誘導するとともに，自然環境に配慮し，開発区域の良好な住環境の整備

を図る必要があります。 

 

○ 平成 27（2015）年 5 月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたことに伴い，

苦情や情報提供等に対する迅速な対応を図り，危険性があり周辺地域に対する影響が高い空

家については「特定空家等」に指定し，空家所有者に対し改善を指導することが求められて

います。 

○ 近年の人口減少や既存住宅・建築物の老朽化，バブル崩壊による経済状況の変化等により，

空家等が増加しています。 

○ 木造住宅の耐震化を促進するため，耐震診断補助を実施しており，耐震診断を受けた方を対

象に，耐震改修工事に対する助成を行っています。 

 

○ 公営住宅等長寿命化計画に基づき，国の補助金を活用して市営住宅の長寿命化と機能向上を

図っていく必要があります。 

 

○ 東日本大震災の被災者のための住宅として，平成 26（2014）年に災害公営住宅（平井東団

地）16 戸を整備しました。被災対象者だけではなく，一般公募し，広く入居者を募集して

います。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①住宅開発に関する指導 

� 良好な環境が整った住宅地の形成を図るため，開発に対する適切な指導に努めます。 

� 地盤の液状化が心配される土地に住宅を建築する場合は，事前に液状化対策を施すよう周知

を図ります。 

 

 

②安全で快適な住宅づくりの促進 

� 耐震診断や耐震改修工事に関する情報提供をはじめとして，所有者等の負担軽減のための支

援策により，安全で災害に強い住宅づくりを促進します。 

� バリアフリーに配慮した高齢者や障がい者にやさしい住宅づくりを促進します。 

� 省資源・省エネルギー等に配慮した環境負荷の少ない住宅の普及を図り，環境にやさしい住

宅づくりを促進します。 

 

 

③市営住宅の整備 

� 公営住宅等長寿命化計画に基づき，計画的な改修や機能向上を図るとともに，入居待機者の

解消に向けた取り組みを推進します。 

� 災害公営住宅の有効活用から，被災対象者だけではなく，広く入居者を募集します。 

 

 

④空家対策の実施 

� 空家の中には，地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあり，それがもたら

す問題を解決するため，鹿嶋市空家等対策計画に基づき，空家等に関する対策を総合的かつ

計画的に実施します。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

住宅の耐震化率 ％ 88.4 90.0 98.2％ 95.0 

介護給付（住宅改修） 

件数 

件/年 91 150 60.7％ 100 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市建築物耐震改修促進計画（平成 28～32 年度） 

鹿嶋市公営住宅等長寿命化計画（平成 26～35 年度） 

鹿嶋市空家等対策計画（平成 29～35 年度） 

 



基本計画 

基本目標５ 
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第７節 上水道の充実 
10 年後のまちの姿を「良質な水が安定して供給されています。」として，「①安全で安定した水

道水の供給」「②効率的な水道事業経営」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 水道は生活環境の向上と改善を図り，健康で文化的な生活を営むうえで欠かすことのできな

い重要な社会基盤であり，安全・安心な水道水を安定して供給するために，老朽管の更新工

事を計画的に行う必要があります。 

○ 災害時における給水機能の強化を図るため，老朽化した水道管の布設替えや地震災害に対す

る耐震化等，計画的に施設整備を進めています。 

○ 安全・安心な水道水の安定供給を行うため，効率的な事業を展開し，健全な事業経営を行っ

ていくことが大切です。 

○ 様々な機会を活用し，水の大切さを市民に認識してもらうための PRを実施しています。 

 

○ 適切な料金体系の設定を行うとともに，料金納入未収金の解消に努めることが重要です。 

○ 未収金対策としては，電話や臨戸訪問による催促を行うとともに，長期滞納者に対しては給

水停止・再停止も執行し，未収金の解消に向け，継続的な対策を講じています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①安全で安定した水道水の供給 

� 安全で安定した水道水の安定供給を行い，効率的な事業を展開し，健全な事業経営を行いま

す。 

� 災害時における給水機能の強化を図るため，老朽化した水道管の布設替えや地震災害に対す

る耐震化等，計画的に施設整備を進めます。 

 

 

②効率的な水道事業経営 

� 安定した事業運営の継続に向け，効率的で健全な水道事業の運営を推進します。 

� 適切な料金体系の設定を行うとともに，料金の納入未収金の解消に努めます。 

� 様々な機会を活用し，水の大切さを市民に認識してもらうための水道普及に向けての PR を

実施します。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

鹿島区域配水管 

整備延長数 

ｍ 350,437 340,000 103.1％ 350,000 

大野区域配水管 

整備延長数 

ｍ 224,187 260,000 86.2％ 300,000 

鹿島区域水道 

普及率 

％ 88.2 88.0 100.2％ 90.0 

大野区域水道 

普及率 

％ 41.7 40.0 104.3％ 50.1 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市上水道事業老朽管更新事業計画（平成 27 年度～） 

 

 



基本計画 

基本目標５ 
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第８節 下水道の充実 
10 年後のまちの姿を「生活排水が適切に処理され，快適な居住環境が確保されています。」とし

て，「①公共下水道

※34

事業の推進」「②農業集落排水事業の推進」「③合併処理浄化槽の設置促進」

といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 公共下水道処理区域内では，水洗化率（公共下水道管への接続率）の向上に向けた市民への

啓発活動に加え，浄化センターの適切な維持管理及び計画的な補修を図る必要があります。 

○ 認可区域内の未整備区域の汚水幹線や雨水幹線を計画的に整備しています。 

○ 下水道事業の効率化・合理化を図り，健全経営を行っています。 

○ 平成 27（2015）年度に生活排水ベストプランの見直しを行い，公共下水道については今後

10 年で整備する計画となっています。 

 

○ 中地区の農業集落排水施設

※35

の老朽化が進み，今後の推進（整備）方針の策定が急がれます。 

○ 大船津・爪木地区の農業集落排水処理場はまだ新しいことから，施設の老朽時において，ポ

ンプ施設設置による下水道への切り替えによる経費削減が期待されます。 

○ 公共下水道や農業集落排水の整備計画の区域外では，単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ

の切り替えを積極的に推進していく必要があります。 

 

○ 住宅の新築改築や，雨水排水の整備に合わせた設置等により，設置率が向上しています。 

 

 

  

                                                   
※34：主として市街地における下水を排除し，または処理するために地方公共団体が管理する下水道で，終

末処理場を有するもの，または流域下水道に接続するものであり，かつ，汚水を排除すべき排水施設

の相当部分が暗渠である構造のもののこと。 

※35：農業振興地域のし尿や生活排水を処理する施設のこと。内容は公共下水道と同じですが，集落単位で

整備するものを指します。鹿嶋市内では，中・大船津・爪木の３地区で運転しています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①公共下水道事業の推進 

� 市街化区域において，公共下水道の計画的な整備に努めます。 

� 認可区域内の未整備区域について，汚水幹線や雨水幹線の計画的な整備を推進します。 

� 公共下水道会計については，市の特別会計から独立した公営企業会計へ移行し，より効率的

な下水道整備を実施するため，経営の効率化・合理化を図り，健全経営の確保に努めます。 

� 平成 27（2015）年度に策定した浄化センター長寿命化計画に基づき，改築工事を計画的に

実施していきます。 

� 公共下水道の適切な維持のために，ストックマネジメント計画を策定し，効率的な下水道事

業を推進していきます。 

 

 

②合併浄化槽の設置促進 

� 補助制度を活用し，単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えを促進します。 

� 合併処理浄化槽の設置者に対し，適切な点検・保守管理を指導します。 

� 市町村整備型合併処理浄化槽

※36

の導入について検討を行います。 

 

 

③下水道・農業集落排水施設の統合 

� 維持管理の効率化のため，将来的に農業集落排水処理場を老朽化のタイミングで廃止し，ポ

ンプ施設を設置して下水道への切り替えに向けた調査・研究を進めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

水洗化率 ％ 90.3 87.0 103.8％ 92.0 

汚水整備面積 ha 1,353 1,400 96.6％ 1,500 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市浄化センター長寿命化計画（平成 28 年度～） 

鹿嶋市環境基本計画（平成 13～32 年度） 

鹿嶋市排水ベストプラン（改訂版）（平成 28～37 年度） 

 

                                                   
※36：市町村が主体となって浄化槽の設置・維持管理を行うこと。受益者となる市民に分担金や使用料を負

担していただき，事業費を賄う公共事業です。個人設置型合併浄化槽に比べ，早期の普及が図れるな

どのメリットがあります。  



基本計画 

基本目標５ 
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第９節 効率的な土地利用の推進 
10 年後のまちの姿を「秩序ある土地利用が図られ，自然と産業が調和した賑わいと落ち着きの

ある都市空間が形成されています。」として，「①計画的な土地利用の推進」「②まちの魅力や活力

を高める土地利用の推進」「③地籍調査

※37

事業の推進」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 人口減少と高齢化が進み，市街地整備に係る国の方針としてコンパクト化が掲げられる中，

本市も市街地整備を検討するうえで，地域別・年齢別の居住人口を把握して将来的な人口分

布を想定することが必要です。 

○ 鹿島港整備の進捗に合わせ，外港地区及び北海浜地区の一部を新たに市街化区域に編入する

とともに，用途地域の見直しを行い，準工業地域として設定しました。 

 

○ 東日本大震災により，事業施行途中で甚大な液状化被害を受けた平井東部の土地区画整理事

業については，震災からの復旧・復興と早期事業収束のため，平成 24（2012）年 11 月

22 日付けで組合施行から市施行に変更し，事業推進を図っています。 

○ 大野３駅周辺地区において，地区施設である道路や公園を整備しています。 

○ 市の新たな活力を生み出す拠点として，神宮北宮中地区の地区計画が決定され，地区内の開

発が行われています。 

○ 民間事業者により大規模な観光レジャー施設整備の計画が進められています。 

○ 郊外型商業施設の立地を許容している状況もあり，将来的な都市構造と公共交通システムの

再構築を含めて，土地利用の見直しを検討しなければなりません。 

 

○ 地籍調査対象面積は市全体で 79.11km

2

。登記完了区域は平成 27（2015）年度末現在で

10.43 km

2

で進捗率は 13.18％となっています。平成 26（2014）年度までは大野区域

で実施し，平成 27（2015）年度から鹿島区域（清水）でも新たに調査区を設定して，事業

を進めています。 

○ 東日本大震災の影響で，大野区域内の基準点に移動が生じたため，国土地理院により復元作

業を行っていることから，平成 24（2012）年度は地籍調査事務に着手できず，1 年間の休

止を余儀なくされ，進捗に遅れが生じています。地籍調査は，現在進行中の地区が終了後，

市民の必要性や緊急性を加味した見直しを行い，調査区域を設定する必要があります。 

 

 

 

 

 

  

                                                   
※37：国土調査法に基づき，主に市町村が主体となって，一筆ごとの土地の所有者，地番，地目を調査し，

境界の位置と面積を測量する調査のことです。  
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今後５年間の施策ごとの方針 

①計画的な土地利用の推進 

� 国土利用計画法等の関係法令の遵守のために，周知を図り，土地利用を推進します。 

� 土地利用の状況を踏まえ，必要に応じて用途地域の見直しを行います。 

� 市街化区域内の土地の有効利用のため，適正な誘導を行います。 

 

 

②まちの魅力や活力を高める土地利用の推進 

� 適正な市街地の形成と良好な宅地の供給を図るため，平井東部土地区画整理事業を推進しま

す。 

� 大野３駅周辺地区においては，地区整備計画に基づき，質の高い居住空間の形成を図ります。 

� 鹿島神宮を中心とする市街地ににぎわいを創出するため，新たな市街地整備計画の検討を進

めます。 

� スポーツ交流拠点のひとつである鹿島ハイツ周辺においては，市の貴重な資源である斜面緑

地や，豊かな水辺空間といった地域資源を生かし，多くの人が訪れ滞在することができる，

新たな交流拠点の整備を支援します。 

� 国道 124号沿道及び国道 51号バイパスの台地部周辺については，市街化区域との近接性を

踏まえ，市の新たな活力を生み出す拠点として，地区計画制度等を活用し，利便性を生かし

た商業・業務地の形成を図ります。 

 

 

③地籍調査事業の推進 

� 市街地・集落地を優先的に調査していくことにより，今後の地籍事業の市民ニーズに応えら

れるように努めます。また，中心市街地を調査することにより，固定資産税の徴収適正化や

公共事業の迅速化，まちなか再生事業の展開等，効果的な土地利用がなされるよう努めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

地籍調査事業 

推進面積（鹿島地区） 

km

2

 0.0 0.65 0.0％ 2.45 

地籍調査事業 

推進面積（大野地区） 

km

2

 10.43 15.5 67.3％ 19.3 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市都市計画マスタープラン（平成 22～32 年度） 

第 6 次国土調査事業十箇年計画 

  



基本計画 

基本目標５ 
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第 10 節 道路網の確立 
10 年後のまちの姿を「快適で安全な道路網が形成され，市民や県内外からの来訪者が自由に往

来しています。」として，「①幹線道路網の整備促進」「②道路環境の向上」「③人にやさしい道路環

境の整備促進」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 国の事業である国道 51号新神宮橋については，平成 26（2014）年度に４車線化の事業化

が図られ，現在，工事に向けた調査が進められていることから，引き続き，早期整備・完成

に向けた要望活動及び事業進捗等に係る情報共有を行っています。 

○ 県の事業である都市計画道路 3・3・9宮中佐田線（主要地方道茨城鹿島線）は，御園生橋か

ら旧国道 124 号間（約 940ｍ）が平成 29（2017）年春頃に開通の見通しとなり，さら

にその延伸となる旧国道 124 号から国道 124 号バイパス間（約 600ｍ）に関しても，平

成 28（2016）年度から事業化される運びとなっていることから，事業進捗等に係る情報共

有を行っています。 

○ 道路網の確立には，交通量の調査や周辺の道路整備の状況，土地の境界確定測量等の様々な

調査が必要であるため，長期的かつ計画的に進めていく必要があります。 

○ 市内幹線道路の多くは，近隣都市間を連絡する広域幹線道路や臨海工業地帯を連絡する道路

であることから，通過交通量が多く，特に，朝夕の通勤時には慢性的な交通渋滞が発生して

おり，その解消や緩和が求められています。 

 

○ 宅地化の進行に起因する排水整備に係る要望が増加しているため，適正に対応していく必要

があります。 

○ 排水対策として，緊急性・必要性・公共性等を踏まえたうえで，市民の要望に応じながら，

市内における排水施設未整備箇所において，雨水排水施設の整備を行うことにより，大雨時

の道路冠水及び浸水被害の解消を図り，市民の生活環境の向上に努めています。 

○ 橋りょうの修繕対策として，予防保全の観点から，市内の老朽化した橋りょうの長寿命化対

策を実施していますが，施設の状態を十分に把握しておらず，道路施設の老朽化が急速に進

む中で大きな課題を抱えています。 

 

○ 自転車ネットワーク計画の策定に関する国としての新たな指針が示されたことから，本市に

おいても，歩道及び自転車道・自転車レーンといった自転車の利用環境の整備を検討してい

く必要があります。 

○ 市道清掃奨励金の申請件数においては，これまでの周知努力により，市民の積極的な制度活

用を図っています。 

○ 道路の里親制度については，茨城県道路里親制度の清掃美化活動ボランティアを行う道路里

親団体として，８団体が県道の沿道花壇で活動を行っています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①幹線道路網の整備促進 

� 快適で安全な道路環境の確保に向け，広域圏と結ばれる国道や県道の整備充実について，関

係機関に対し積極的な働きかけを行います。 

� 道路網の確立のために不可欠である都市基盤の骨格となる都市計画道路について，実施効率

や整備効果等を検討しながら，計画的な整備と適切な維持管理を図ります。 

 

 

②道路環境の向上 

� 渋滞緩和及び市民生活の安全性と利便性の向上のため，沿線住民の理解と協力のもと，計画

的な生活道路の整備に努めます。 

� 市道舗装率

※38

の修正後の目標値を達成するため，計画的に市道の舗装化を進めます。 

� 冠水及び浸水箇所については，引き続き全体的な地形を踏まえた計画的な雨水排水整備を促

進し，近年の局地的集中豪雨による被害低減のため，既設排水施設の流下機能改善等に努め

ます。 

� 老朽化した橋りょうの修繕を図り，各道路状況に応じた整備に努めます。 

� 幹線道路や北浦堤防等において，日常の通勤・通学や買い物，レクリエーションに利用でき

るよう，国の新たな基準を反映した歩道や自転車道の整備を推進します。 

 

 

③人にやさしい道路環境の整備推進 

� 道路を安全に通行するための交通安全対策，周辺住民の生活環境の悪化につながる街路樹に

発生する病害虫の駆除，交通の妨げとなる雑草や樹木の伐採等を適宜行い，安全・安心な道

路環境の整備に努めます。 

� 快適で安全な歩行空間を確保するため，歩道の拡幅整備やバリアフリー化等，歩行者にやさ

しい道づくりを推進します。 

� 災害時に，安全かつ迅速に避難することができる避難路の整備に努めます。 

� 道路の里親制度の活用等による市民の道路愛護意識の向上を図り，快適な道路環境の維持に

努めます。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

市道舗装率 ％ 70.0 75.0 93.3％ 72.5 

市道清掃奨励金 

申請件数 

件 97 70 138.6％ 110 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市橋梁長寿命化修繕計画（平成 26 年度～） 

                                                   
※38：市道舗装率については，先の東日本大震災で被災した道路及び水路の復旧を優先し，整備進捗に遅れ

が生じたことから，目標値の見直しを行っています。 



基本計画 

基本目標５ 
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第 11 節 生活環境の向上 
10 年後のまちの姿を「公害のない，快適な生活環境が整ったまちが実現しています。」として，

「①公害防止対策の推進」「②環境美化の推進」「③保健衛生対策の推進」といった各施策を展開し

てきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 市内事業者における環境対策については，公害防止協定や立入検査における指導・監視等に

よって，公害防止に努めており，対策が徹底されてきていますが，近年，PM2.5 の発生量の

増加等，他の地域からの大気への影響が懸念されています。 

 

○ 環境サポーター統一行動を毎年６月第２日曜日に実施し，不法投棄防止の啓発を図っていま

す。環境サポーター629人（平成 28（2016）年度登録者数）が各地区を巡回し，不法投

棄の抑制と早期解決を図っています。 

 

○ 獣医師会による狂犬病の予防接種を支援するなど，関係機関と連携し，狂犬病予防に努めて

います。また，狂犬病予防のため，広報かしま，市ホームページ等のメディアを通じ，市民

に周知を図っています。 

○ 犬対策については，県動物指導センターによる引取件数及び殺処分数共に減少傾向にありま

す。一方で，猫対策については，引取件数，殺処分数共に増加傾向にあることから，平成 28

（2016）年度より，1 世帯あたり年 1匹の避妊去勢手術費助成対象制限を撤廃しました。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①公害防止対策の推進 

� 大気汚染や水質汚濁，騒音・振動，悪臭，化学物質汚染について，関係機関との連携のもと，

工場等に対する指導・監視の強化を図るとともに，今後も継続的に監視を行います。 

� 鹿島臨海工業地帯立地企業と公害防止協定を締結し，公害の防止に努めるとともに，関係機

関と連携して立入検査を行い，その指導に努めます。 

 

 

②環境美化の推進 

� 地域が一体となった環境美化活動を促進するとともに，環境学習の機会充実を図ります。 

� 地域住民や事業者，環境サポーターと協力し，各地区の巡回を行い，不法投棄等に対する監

視体制を強化し，不法投棄の抑制と早期解決を図ります。 

� 環境サポーター統一行動を実施し，市民へ不法投棄防止の啓発を図ります。 

� 不在地主に対し，土地の適正管理について随時連絡・指導を行い，安全で衛生的な生活環境

の維持に努めます。 

 

 

③保健衛生対策の推進 

� 狂犬病予防のため，関係機関との連携のもと，適切な飼育方法の啓発を行います。 

� 猫の殺処分数を減少させるため，避妊去勢手術費用の助成を行います。 

� 市ホームページ等で，捨て犬や捨て猫と，動物を飼いたいと考えている市民を里親として仲

介することにより，ノラ犬・ノラ猫の殺処分数の抑制を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

北浦における 

COD 測定値 

mg/l 7.5 7.6 98.7％ 7.6 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市環境基本計画（平成 13～32 年度） 

鹿嶋市一般廃棄物（ごみ）処理計画（平成 24～38 年度） 

  



基本計画 

基本目標５ 
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第 12 節 地球環境の保全 
10 年後のまちの姿を「環境負荷の軽減が図られた，地球環境にやさしいまちが実現しています。」

として，「①地球温暖化対策の推進」「②省エネの取り組み推進と新エネルギーの活用」「③地球環

境保全活動の推進」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 「省エネ家計簿」や「エコドライブ」等省エネ活動の普及促進を図るとともに，LED照明へ

の転換や電気自動車の普及を促進していく必要があります。 

○ 住宅用太陽光発電システム補助金については，平成 21（2009）～25（2013）年度の５

か年で，371件の設置補助を行い，年間約 8,465tの CO2発生抑制に努めました。住宅用

太陽光発電システムに対する国の補助制度が，平成 25（2013）年度をもって終了したため，

国・県や他の自治体等の動向を注視しながら，新たな地球温暖化防止対策を検討する必要が

あります。 

○ 公共施設における太陽光発電システム設置については現在５か所（中央公民館，大野ふれあ

いセンター，衛生センターリサイクル施設，鹿嶋斎苑，保健センター）で実施しました。こ

のほかに，民間企業による公共施設での発電設備を 16 か所（民活プロジェクト：６か所，

屋根貸し事業：10 か所）で実施しています。 

○ 市内への風力発電施設の立地に伴い，新エネルギーの誘致を行いました。 

 

○ ハイブリッド車，電気自動車，燃料電池車等環境に配慮した自動車等の普及促進を図るため

に，国・県や民間事業者等の役割分担を明確にし，市として地球温暖化防止に貢献できる施

策の展開を図る必要があります。 

○ 環境問題関連団体の活動を調整するため結成された「かしま環境ネットワーク」に対し，補

助金の交付を行い，里山・谷津田の再生事業や「環境カルタ」の作成等，環境問題に関する

様々なプロジェクトを助成するとともに，アースデイの開催等市民に対して啓発活動を行っ

ています。 

○ 毎年，「かしま環境ネットワーク」等環境関連団体を中心に環境展を開催し，来場者に対し環

境問題に関する PR活動を行っています。 

○ 省エネキャンペーン（夏季・冬季）や，霞ヶ浦の日キャンペーン（9 月）を実施し，市民に

対して，環境問題の啓発活動を行っています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①地球温暖化対策の推進 

� 市民・事業者・行政の連携のもと，温室効果ガスの排出削減に向けた活動を推進します。 

� 学校教育・生涯学習等の場を活用し，地球温暖化防止に関する啓発を行い，環境負荷の少な

い生活スタイルへの転換を促進します。 

 

 

②省エネの取り組み推進と新エネルギーの活用 

� 省エネ及び節電対策推進のため，家庭等における電力使用量の「見える化」の普及に取り組

みます。 

� 公共施設において，太陽光をはじめとする自然エネルギーの利活用を推進するとともに，市

民や事業者への普及促進を図ります。 

� 市庁舎や学校等公共施設の照明を高効率照明（LED照明）へ計画的に転換していきます。 

� エネルギー自立型のまちづくりのため，大規模太陽光発電施設（メガソーラー）や風力発電

施設といったエネルギー関連産業の誘致を推進します。 

 

 

③地球環境保全活動の推進 

� 市民が地球規模の環境問題を身近な問題として捉え，様々な取り組みや消費活動を実践でき

るよう支援します。 

 

 

④水素活用促進事業 

� 鹿島臨海工業地帯を市内に有する地域の特性を生かして，水素に関連した企業の誘致や新た

な産業の創出を支援します。 

� 茨城県や事業者等，産官学連携により，水素利用に関する調査・研究を進めます。 

 

 

⑤電気自動車普及促進事業 

� 地球温暖化の原因物質とされている CO2 の排出量を削減するため，市有自動車等を計画的

に電気自動車等の環境に配慮した車両へ更新していきます。併せて，公共施設に電気自動車

用充電設備を整備し，企業や市民の電気自動車購入の促進を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

地球温暖化に関する 

イベント等啓発活動の 

実施 

件/年 6 5 120.0％ 10 

 

  

新



基本計画 

基本目標５ 
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第 13 節 公共交通の充実 
10 年後のまちの姿を「環境や人にやさしい公共交通が整備され，多くの人々に利用されていま

す。」として，「①鉄道輸送の充実」「②バス輸送の充実」「③公共交通体系の更なる充実」といった

各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ JR 鹿島線と鹿島臨海鉄道大洗鹿島線が東京近郊や水戸と連絡していますが，本数が少なく，

道路交通と比較するとその機能は低いものとなっており，利用者は減っています。 

○ 大洗鹿島線を育てる沿線市町会議では，沿線市町と連携し，夏休み体験学習事業や田んぼア

ートツアーを行うなど，鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の利用促進を図ってきました。 

○ 鹿島サッカースタジアム駅の恒常的な旅客駅化については，関係機関と連携し，要望活動を

行っています。 

○ 大洗鹿島線の車両更新等の設備投資に対し，沿線市町で支援を行っています。 

 

○ 東京駅や羽田空港を結ぶ高速バスが運行しており，利用者は増加傾向にありますが，鹿島神

宮から東京駅までの直通バスの増便要望があります。 

○ コミュニティバスについては民間の路線バスの減少により，運行本数の増加や路線の拡大等

の要望が寄せられています。利用者数は順調に伸びているものの，依然として交通空白地帯

の市民や交通弱者の移動手段の確保は課題となっています。 

○ 鹿行広域によるバス路線の試行運行や，県による鹿行地域公共交通確保対策協議会の開催を

行うなど，広域によるバス路線の検討を行っています。 

 

○ 公共交通空白地帯の市民や免許証を返納した高齢者や子ども等，交通弱者の移動手段の確保

が課題となっています。特に大野区域の高齢化が進んでおり，市中心部（鹿島区域）までの

移動手段の確保は必要不可欠です。 

○ 国による地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正に伴い，地域の公共交通の現状

や都市計画等を含めて検討しており，平成 28（2016）年度に鹿嶋市地域公共交通網形成計

画を策定し，新たな公共交通体系の構築を推進しています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①鉄道輸送の充実 

� 鹿島サッカースタジアム駅の旅客駅化や鹿島神宮駅の IC カードへの対応，JR成田駅までの

増便等について関係機関と協議・連携を図りながら要望し，JR鹿島線の充実に努めます。 

� 大洗鹿島線を育てる沿線市町会議において，県や近隣市町と連携し，イベントの実施や各種

連携を図るとともに，鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の維持を支援します。 

 

 

②バス輸送の充実 

� 東京近郊への広域的な交流の拡大を図るため，高速バス運行の充実を事業者に働きかけます。 

� コミュニティバスについては，市民ニーズや道路状況の変化に応じた路線・運行時間等の検

討を行い，利便性向上に努めるとともに，効率的な運営を推進します。 

 

 

③公共交通体系の更なる充実 

� 公共交通ネットワーク全体を一体的に形づくり，持続させる公共交通システムのあり方や市

民・交通事業者・行政の役割を検討し，推進します。 

� 各市の病院等をつなぐ広域公共交通網を整備し，自家用車を持たない高齢者でも，近隣市へ

の病院へ通院できる広域での公共交通網の構築を県，鹿行 5 市連携のもと検討します。 

� 茨城空港について，県，関係市町村と連携を図りながら PR に努め，更なる利用拡大に向け

た取り組みを行います。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

コミュニティバスの 

１日あたり利用者数 

人 186.2 180 103.4％ 200 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

鹿嶋市地域公共交通網形成計画（平成 29～33 年度） 

 

 

 



 

 



 

 

基本目標６ 自立した信頼のあるまち 
（政策 13）持続可能な行財政運営 

 



基本計画 

基本目標６ 

156  KASHIMA CITY  
 

政策 13 持続可能な行財政運営 
第１節 持続可能な財政運営の推進 

10 年後のまちの姿を「歳入・歳出のバランスが取れた健全な財政運営が図られています。」とし

て，「①計画的な財政運営の推進」「②安定した財源の確保」「③財政の透明性の向上」といった各

施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 事業の実績・効果と市民ニーズとの整合性を精査した結果や市議会による事業評価，庁内で

の行政評価を予算編成に反映させ，持続可能な財政運営を可能とする適正な予算規模となる

よう見直しを行う必要があります。 

○ 長引く景気低迷を受け，市税が減少傾向にある中，事務事業の選択と集中を推進し，物件費・

補助費等の縮減に努めています。今後，賃貸契約や払下げ等を行い，市有財産を有効に活用

するとともに，財源の確保に努める必要があります。 

○ 予算編成時における枠配分実施や行政評価による事務事業の見直し等を推進しています。 

 

○ 歳入の根幹をなす市税収入は，ピーク時の平成 20（2008）年度から減少を続け，今後も大

幅な増加は見込めない状況にあります。一方，歳出は，国の社会保障制度改革，市独自の子

育て支援施策等に伴う扶助費の増加や，築数十年を経た公共施設の更新・維持管理・老朽化

対策に係る経費の増加等が見込まれ，市の財政運営は極めて厳しい状況が続くものと予測さ

れます。こうした中，未利用市有財産を有効活用するための有償による土地賃貸契約，ふる

さと納税や，市有地や平井東部土地区画整理事業における保留地の販売等により，自主財源

確保のための施策を推進し，より健全な財政運営を目指しています。 

 

○ 「予算は政策の具体化」であることを念頭に，本市の置かれた厳しい財政状況に対して最大

限の危機感を持ち，既存事業の拡大・縮小・廃止の必要性を見極め，納税者の視点に立って，

費用対効果の検証，行政の責任範囲の明確化，事務の効率化等を十分に精査・検証し，事業

の選択と集中を推進しています。 

○ 広報かしまや市ホームページを活用し，予算及び決算に関し，市民にわかりやすい財政状況

の報告に努めています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①計画的な財政運営の推進 

� 当面及び中長期の課題を整理したうえで適切な投資配分を行うとともに，社会経済情勢の変

化等に対する柔軟性を確保するため，財政調整基金の充実を図ります。 

� 事務事業に関する経費等の徹底した見直しを行い，行政コストの縮減に努め，公共サービス

の効率的な提供を図ります。 

 

 

②安定した財源の確保 

� 関係機関と連携し既存産業の活性化を図るとともに，積極的な企業誘致に努め，安定的な財

源確保に努めます。 

� 市税等の収納率向上に向けて，納税相談の実施，滞納整理の強化，納税意識の高揚を図りま

す。 

� 受益者負担の適正化の観点から，各種利用料・手数料等の定期的な見直しを行います。 

� 未利用の市有財産の有効活用や処分を推進し，財源確保に努めます。 

 

 

③財政の透明性の向上 

� バランスシート（貸借対照表）や行政コスト計算書等の財務諸表について，固定資産台帳を

活用した総務省が示す統一的な基準により作成し，資産・債務管理等に活用するとともに，

市民にわかりやすく公表し，財政の透明性の向上を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

財政力指数

※39

 － 0.98 0.96 97.9％ 0.99 

経常収支比率

※40

 ％ 89.7 89.4 99.7％ 89.2 

公債費負担比率

※41

 ％ 10.5 12.3 114.6％ 11.3 

 

 

  

                                                   
※39：地方公共団体の財政力を示す指数で，標準的な行政活動に必要な財源をどれくらい自前で調達できる

かを表しており，指数が高いほど財政力が強いといえます。基準財政収入額（市税等自前で調達でき

る収入）を基準財政需要額（標準的な行政活動に必要な経費）で除して得た数値を過去３年間につい

て平均して求めます。単年度の財政力指数を「単年度財政力指数」と呼び，1.0 を超えた場合は，当

該年度の普通交付税は交付されない，いわゆる不交付団体となります。 

※40：市税等使途が特定されておらず経常的に収入される財源のうち，人件費，扶助費，公債費等経常的に

支出される経費に充当されたものが占める比率。都市にあっては，70～80％にあるのが望ましく，

80％を超えると財政構造の弾力性が失われつつあるといわれています。 

※41：一般財源（市税等の使い道が特定されない財源）総額のうち，どのくらい公債費（借入金の償還）に

充当されたかを示す比率。一般的に 15％が警戒ライン，20％が危険ラインとされています。 



基本計画 

基本目標６ 
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第２節 効率的・効果的な行政運営の推進 
10 年後のまちの姿を「新しい公共という概念が浸透した，市民納得度の高いまちづくりが行わ

れています。」として，「①行財政改革の推進」「②民間活力の導入」「③広域行政の推進」といった

各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 今後更なる税収の低下や扶助費の増大等，厳しい財政状況が続くことが予想されることから，

引き続き行財政改革を推進し，更に進行する人口減少や高齢化等の課題に効果的に対応する

施策を実施するため，一層のスリム化・効率化を図っていく必要があります。 

○ 新たに第６次行財政改革大綱を策定し，主に財政運営の健全化を中心とした全 35 の取り組

み項目を設定し，引き続き行財政改革を推進しています。 

 

○ 市の事業を行ううえで PFI

※42

制度等を含めた民間活力の導入の検討が必要となります。 

○ 多様な主体によるまちづくりを行財政改革の一環として捉え，市民参画制度の拡充，自治活

動・市民活動支援等に取り組んでいます。 

○ 指定管理者制度については，導入を検討した結果，現状の 22 施設で活用しています。 

 

○ 今後は，時代の変化に応じた広域での行政サービスを提供するために，課題の抽出等を行い，

更なる検討を図る必要があります。鹿行広域事務組合及び鹿島地方事務組合において，これ

らの組合を構成する各市と連携し，効率的な行政サービスの提供を図っています。 

 

 

  

                                                   
※42： Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）のこと。公共施設等

の建設，維持管理，運営等を民間の資金，経営能力及び技術的能力を活用して行う手法を指します。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①行財政改革の推進 

� 市民納得度や成果主義の視点に立ち，最適な施策・事業を見極め，経営型の行政運営を推進

します。 

� 効率的かつ計画的な行政運営を推進するため，PDCAマネジメントサイクルに基づく，事業

実績や費用対効果を客観的に把握することができる評価システムの一層の充実を図ります。 

 

 

②民間活力の導入 

� 限られた財源を最大限に活用するため，PPP

※43

を活用し，PFI，指定管理者制度，公設民営

（DBO）方式，さらに包括的民間委託，自治体業務のアウトソーシング等を検討し，民間活

力の導入を検討します。 

� 民間の資金，経営能力，技術的能力を活用することにより，国や地方公共団体等が直接実施

するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業について，PFI 手法を検討し

ます。 

 

 

③広域行政の推進 

� 鹿行地方の中心都市として，周辺地域や課題を共有する他都市との連携を推進し，効率的で

質の高い行政サービスの提供に努めます。 

� 文化やスポーツ施設等，市民相互の交流を深める公共施設の相互利用を推進します。 

� より一層効率的な広域行政を図るため，定住自立圏構想の検討を行います。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

各種審議会における 

公募委員の割合 

％ 20.0 20.0 100.0％ 20.0 

指定管理者制度 

導入施設数 

施設 22 36 61.1％ 22 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第 6 次鹿嶋市行財政改革大綱（平成 28～32 年度） 

  

                                                   
※43： Public Private Partnership（パブリック・プライベート・パートナーシップ）のこと。公民が連

携して公共サービスの提供を行うスキームを指します。 



基本計画 

基本目標６ 
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第３節 行政サービスの向上 
10 年後のまちの姿を「市民生活に最も身近な行政機関として，良質な市民サービスが提供され

ています。」として，「①窓口サービスの向上」「②広報広聴機能の充実」「③情報化の推進」「④職

員の能力向上」「⑤効率的な組織運営」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ マイナンバー制度の施行に伴い，新たにマイナンバーカード（個人番号カード）を活用した

諸証明の「コンビニ交付」を導入しました。 

○ より効率的なサービスの実施に向けて新たに開始したコンビニ交付の状況を見ながら，自動

交付機を含む窓口サービスのあり方を検証する必要があります。 

○ 第２・第４日曜日に市役所窓口の一部開庁を実施し，平日に来庁することができない市民に

対する利便性の向上を図り，市民サービスの拡大を行っています。 

○ 市民に身近な事務等に関して，市民の視点に立ちながら，利便性の向上や事務処理の迅速化

等を目指して，県と協議し，事務事業の権限移譲を受け入れました。 

 

○ 定期発行の広報かしま以外に，FMかしまや市ホームページ・SNS等を活用して，幅広い対

象者に，新鮮かつ充実した行政情報・イベント情報・災害情報等を提供しています。 

○ より多くの市民に広報できるよう，引き続き様々な媒体において，市民ニーズに対応した魅

力あるわかりやすい情報提供を行っていく必要があります。第二次鹿嶋市情報化計画に基づ

き，パソコン，ネットワーク，システム等の整備を行い，行政サービスの利便性向上及び業

務の迅速化・効率化を推進しています。 

 

○ 主要システムを，庁舎内での保有・管理から，堅牢な外部のデータセンターで保有・管理し，

通信回線を経由して利用する形態を採用しました。情報セキュリティの強化や災害時の業務

継続性の確保を図ってきました。マイナンバー制度の施行により，更なる行政サービスの利

便性向上や業務効率化といった効果が期待できる反面，一層の情報セキュリティの強化が必

要です。 

 

○ 鹿嶋市人材育成方針に基づき，各種研修を通じて市職員としての資質向上や専門分野のスキ

ルアップを図っています。めまぐるしく変化する社会情勢に対応した研修を提供していく必

要があります。現在，職員の研修への参加率は増加傾向にあり，目標管理制度の運用による

人材育成の取り組みも職員に浸透しており，職員の能力向上を図っています。 

○ 社会経済情勢等の変化や地方分権，少子高齢化の進展，市民ニーズの多様化により生じる行

政課題に的確に対応できるよう，組織検討委員会を中心に組織体制を検討していく必要があ

ります。 

 

○ 複雑多様化する行政需要に対応し，柔軟かつ迅速に処理できる効率的な組織の改編を行い，

市民サービスを充実させる体制を整えました。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①窓口サービスの向上 

� 質の高い窓口サービスを提供するため，職員の接遇能力の向上に努めます。 

� 窓口の利便性向上のため，総合窓口サービスの内容の充実や自動交付機のあり方を含めた市

全体の窓口サービスの向上に努めます。 

� マイナンバーカード（個人番号カード）の普及を図り，市民の利便性が高いコンビニエンス

ストアでの諸証明発行サービスの利用促進に努めます。 

� 市民サービスの向上につながる事務事業については，積極的に権限移譲を受け入れます。 

 

 

②広報広聴機能の充実 

� 様々な媒体を活用し行政情報の発信を行い，市民意見の聴取のための広聴活動の充実に努め

ます。 

 

 

③情報化の推進 

� 情報通信技術を最大限に活用し，業務の迅速化と効率化を図りつつ，利便性の高い行政サー

ビスを提供します。 

� 個人情報の漏えい等を防止するため，情報セキュリティ対策の一層の強化を図ります。 

 

 

④職員の能力向上 

� 職員の研修機会の拡充を図り，職員一人ひとりの能力開発に努めます。 

� まちづくり出前講座への職員の派遣等を通じて，職員のコーディネート能力を高めるととも

に，職員の地域活動への積極的な参加を促進します。 

� まちづくりに関しての事業の企画・立案をグループで研究し，研修報告会等で発表するなど，

職員自らが企画・立案のスキルやプロセスを学ぶことで，職員の資質の向上を図ります。 

 

 

⑤効率的な組織運営 

� 新たな行政課題や多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応するため，継続的に組織機構

の見直しを行い，機能的かつ効率的な組織体制の構築を図ります。 

� 特定・緊急の課題に対しては，プロジェクトチーム等の組織により，横断的な業務体制を構

築し対応を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

職員の研修への 

参加率 

％ 91.0 100.0 91.0％ 100.0 

県から権限移譲を受け

る法令数 

法令 65 70 92.9％ 117 

マイナンバーカードの

普及件数 

件 1,857 10,000 18.6％ 45,000 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第 6 次鹿嶋市行財政改革大綱（平成 28～32 年度） 

第 3 次鹿嶋市情報化計画 

新 
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１ 名簿 
No 氏名 所属 備考 

１ 内田 貴志 鹿島神宮氏子青年かなめ会  
２ 大川 文恵 鹿嶋市社会福祉協議会  
３ 岡 直子 公益財団法人鹿島病院  
４ 岡見 正仁 鹿嶋ご当地アイドルプロジェクト実行委員会  
５ 給前 正敏 町おこしグループ楽しかっぺ鹿嶋  
６ 城内 洋二 鹿嶋市観光協会  
７ 随念 学 新日鐵住金株式会社鹿島製鐵所  
８ 菅澤 明子 社会福祉法人星山福祉会  
９ 杉山 美幸 JA しおさい農産物直売所  
10 関口 一行 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー  
11 野口 智広 公益社団法人かしま青年会議所  
12 原 キミ 教育関係有識者 ～平成 28 年 9 月 30 日 

13 水島 正人 鹿嶋市商工会  
14 溝口 輝明 鹿嶋市国際交流協会  
15 守谷 孝行 鹿島臨海鉄道(株)  
16 山際 正美 鹿嶋市区長会  
17 山口 由貴 鹿嶋市男女共同参画推進委員会  
18 山田 博子 鹿嶋市文化協会 副会長 

19 山本 健一 鹿島灘漁業協同組合  
20 吉川 常隆 学識経験者 会長 
21 和地 義明 鹿嶋警察署  
    

【アドバイザー】   
 川島 宏一 国立大学法人筑波大学  
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２ 諮問書 
 
 

鹿 ま 政 諮 問 第 １ 号  
平成２８年７月２０日 

 
鹿嶋市総合計画審議会 
会 長  吉川 常隆 様 

 
  

鹿嶋市長  錦 織 孝 一    
 
 

第三次鹿嶋市総合計画（案）について（諮問） 
 
 
別添、第三次鹿嶋市総合計画（案）について、貴審議会の意見を求めます。 
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３ 答申書 
 

平成２９年２月１７日 

 

鹿嶋市長 錦 織 孝 一 様 

 

鹿嶋市総合計画審議会 

会長 吉 川 常 隆 

 

第三次鹿嶋市総合計画（案）について（答申） 

 

平成２８年７月２０日付け，鹿ま政諮問第１号で諮問のあった第三次鹿嶋市総

合計画（案）について，鹿嶋市総合計画審議会において慎重審議の結果，適切で

あるとの結論に達しましたので答申します。 

計画の推進にあたっては，今後５年間に本市が控えるイベントや大きな変化に

的確に対応し，鹿嶋らしさを生かし，地域を牽引するリーディング自治体を目指

すまちづくりを推進されたい。また，新たな将来像である「子どもが元気 香る

歴史とスポーツで紡ぐまち 鹿嶋」の実現に向け，まちづくりの担い手である市

民・事業者・行政の共創により，各種施策及び事業の推進に取り組まれることを

望みます。 
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４ 策定過程の概要 
年 月 日 区 分 備 考 

平成 28年１月４日～ 

平成 28年１月 29日 

市民意識調査の実施 

・無作為に抽出した一般市民

3,000 名と市内在住の高校生

307名を対象に実施 

平成 28年４月 28日 第１回鹿嶋市総合計画審議会 

・会長，副会長の選出 

・策定方針の検討 

・市民意識調査の報告 

平成 28年６月３日 第２回鹿嶋市総合計画審議会 

・前期基本計画進捗状況の報告 

・市民意識調査概要の報告 

・基本構想の検討 

平成 28年７月 20 日 第３回鹿嶋市総合計画審議会 

・基本構想の検討 

・市長から審議会へ諮問 

平成 28年７月１日～ 

平成 28年７月 15 日 

関係団体ヒアリング 

・市内活動の 16団体を対象にヒ

アリングを実施 

平成 28年９月 14 日～ 

平成 28年 10 月 19日 

住民懇談会 

・市内 10 地区にて地域住民への

意見聴収 

平成 28年 11 月２日 第４回鹿嶋市総合計画審議会 

・関係団体ヒアリング結果報告 

・後期基本計画（骨子）の審議 

平成 28年 11 月 28日 第５回鹿嶋市総合計画審議会 

・住民懇談会結果報告 

・後期基本計画（案）の審議 

平成 29年１月５日～ 

平成 29年１月 24 日 

パブリック・コメント 

・第三次鹿嶋市総合計画後期基本

計画（案）について 

平成 29年２月 13 日 第 6回鹿嶋市総合計画審議会 

・パブリック・コメント結果報告 

・後期基本計画（案）の一部修正 

・答申（案）について 

平成 29年 2 月 17 日 鹿嶋市総合計画審議会 答申 ・会長より市長へ答申 
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５ 鹿嶋市総合計画審議会規則 
○鹿嶋市総合計画審議会規則 

平成 2年 3月 30 日 

規則第 17号 

注 平成 27 年 10 月から改正経過を注記した。 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，鹿嶋市附属機関に関する条例(平成 2年条例第 2 号)第 3 条の規定に基づき，

鹿嶋市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(所掌事務) 

第 2 条 審議会は，市長の諮問に応じ，市の総合計画に関して調査審議し，その結果を市長に答申

するものとする。 

 

(組織) 

第 3 条 審議会は，委員 30 人以内で組織する。 

2 委員は，学識経験者のうちから市長が委嘱する。 

3 委員の任期は，2年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

4 委員は，再任することができる。 

 

(会長及び副会長) 

第 4 条 審議会に，会長及び副会長各 1人を置く。 

2 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

3 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

4 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

 

(会議) 

第 5 条 審議会の会議(以下「会議」という。)は，会長が招集する。 

2 会長は，会議の議長となる。 

3 会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

4 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

 

(幹事) 

第 6 条 審議会に，幹事若干人を置く。 

2 幹事は，市の職員のうちから市長が任命する。 

3 幹事は，会長の命をうけ，会務を処理する。 

 

(専門部会) 

第 7 条 審議会に専門事項を調査審議するため，必要に応じて専門部会を付設することができる。 

 



 

169 

 

(庶務) 

第 8 条 この審議会の庶務は，企画担当課が処理する。 

(平 27 規則 57・一部改正) 

 

(委任) 

第 9 条 この規則に定めるもののほか，審議会に関し必要な事項は，審議会が定める。 

 

附 則 

この規則は，平成 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 2年 8月 1日規則第 28号) 

この規則は，平成 2年 8月 1日から施行する。 

附 則(平成 6年 6月 23 日規則第 22 号)抄 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成 7年 9月 1日規則第 28号) 

この規則は，平成 7年 9月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 10 月 13 日規則第 57 号) 

この規則は，公布の日から施行し，平成 27 年 4月 1日から適用する。 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三次鹿嶋市総合計画 後期基本計画 

発行年月：平成 29 年３月 

発  行：鹿嶋市 

編  集：政策企画部まちづくり政策課 

     〒314-8655 

     茨城県鹿嶋市平井 1187 番地１ 

     電 話 0299（82）2911（代表） 

     ＵＲＬ http://city.kashima.ibaraki.jp/ 

 

 



 




