
 

 
 

 

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 
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基本目標３ 
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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 
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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 
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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 

86  KASHIMA CITY 
 

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 

88  KASHIMA CITY 
 

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 

 

  



基本計画 

基本目標３ 

90  KASHIMA CITY 
 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本計画 

基本目標３ 
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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） 

 



 

 

 

  


