
 

 

 

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 

124  KASHIMA CITY 
 

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 

 

 

  



基本計画 

基本目標５ 
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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。 



基本計画 

基本目標５ 
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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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基本目標５ 
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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。  
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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。 

 

  



 

 

135 

 

 

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 

 

  



基本計画 

基本目標５ 
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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 
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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） 
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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～） 
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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。  
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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 
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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。 

 

  



 

 

153 

 

 

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） 

 

 

 



 

 


