
 

 

 

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 
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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 
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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 
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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 
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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。 
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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 



 

 
 

  


