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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

[1] 市町村の推進体制の整備等 

(1) 中心市街地活性化に係る担当の配置 

中心市街地の活性化を図るため，重点プロジェクト推進室を中心に，関係部局を総括し，取組

を進めている。 

 

表．担当の配置状況 

担当課 担当要員 

政策企画部重点プロジェクト推進室      3人 

 

(2) 庁内の連絡調整の会議等 

横断的な庁内組織として「鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会」を設置し，議論を

進めてきた。引き続き同委員会を中心に，中心市街地活性化に向けた事業の進行管理や課題の

調整を図るものとする。 

 

表．鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会の構成 

委員長 経済振興部次長 

副委員長 商工観光課長 

委員 重点プロジェクト推進室長，政策秘書課長，財政課長，市民活動支援

課長，生活福祉課長，介護長寿課長，こども相談課長，農林水産課長，

施設管理課長，都市計画課長，道路建設課長，社会教育課長，教育施

設課長 

関係職員 必要に応じて招集 

事務局 重点プロジェクト推進室 

 

表．鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会の活動状況 

平成 29年 4月 27日 第 1回鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会 

・調整委員会設置要綱について 

・中心市街地活性化基本計画について 

・宮中賑わい創出事業の取り組みについて 

・基本計画の策定体制について 他 

平成 29年 6月 29日 第 2回鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会 

・県内他都市の導入施策事例について 

・導入施策（案）について ・検討委員会について 

・まちづくり法人の設立について 他 

平成 29年 8月 24日 第 3回鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会 

・中心市街地の位置及び区域の設定について 

・中心市街地の現状と課題について 

・中心市街地活性化の基本的な方針及び目標について 

・まちづくり会社について 他 

平成 29年 10月 24日 第 4回鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会 

・中心市街地活性化基本計画策定予定について 
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・鹿嶋市中心市街地活性化計画区域について 

・鹿嶋市中心市街地活性化の方向性について 

・鹿嶋市の中心市街地活性化区域に求められる活性化施策 他 

平成 30年 1月 18日 第 5回鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会 

・宮中地区賑わい創出事業のコンセプトについて 

・まちづくり法人設立計画書（草案）について 

・鹿嶋市中心市街地活性化計画の活性化施策について 他 

平成 30年 3月 22日 第 6回鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会 

・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の素案について 他 

平成 30年 5月 17日 第 7回鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会 

・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の素案について 他 

平成 30年 10月 30日 第 8回鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会 

・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の素案について 他 

平成 31年 3月 11日 第 9回鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会 

・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の素案について 他 

令和元年 5月 13日 第 10回鹿嶋市中心市街地活性化基本計画調整委員会 

・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画について 他 

 

(3) 市議会における審議の内容 

市議会に対しては，基本計画策定やまちづくり会社の設立等について適宜報告を行ってきた。

基本計画素案についても，説明を行い意見を伺った。 

表．市議会における審議状況 

平成 30年 9月 21日 第１回宮中賑わい創出事業検討協議会 

平成 30年 10月 26日 第２回宮中賑わい創出事業検討協議会 

平成 30年 12月 3日 第３回宮中賑わい創出事業検討協議会 

平成 31年 1月 22日 第４回宮中賑わい創出事業検討協議会 

平成 31年 2月 7日 第５回宮中賑わい創出事業検討協議会 

 

(4) 地域住民，有識者，民間事業者等を交えた中心市街地活性化に関する検討の実施 

市民に対しては，中心市街地における施設整備について，説明と意見聴取を行ってきた。 

表．地域住民，民間事業者との協議状況 

平成 30年 7月 10日 

～8月 3日 

平成 30年度各地区市政懇談会（10地区公民館で実施） 

・市政全般及び市民交流（歴史資料）館について 

平成 30年 9月 27日 第１回市民交流（歴史資料）館に関する意見交換会（鹿島地区） 

平成 30年 10月 3日 第１回市民交流（歴史資料）館に関する意見交換会（大野地区） 

平成 30年 11月 16日 第２回市民交流（歴史資料）館に関する意見交換会（鹿島地区） 

平成 30年 11月 20日 第２回市民交流（歴史資料）館に関する意見交換会（大野地区） 

 

(5) 基本計画に対するパブリックコメントの実施 

題 名 「鹿嶋市中心市街地活性化基本計画（案）について」 

公 表 期 間 2019年 6月 10日～2019年 7月 9日 

公 表 方 法 インターネット(市ホームページ)及び市役所窓口での閲覧 
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市民等からの意見数 10人   79件 

 

[2] 中心市街地活性化協議会に関する事項 

(1) 協議会の概要 

中心市街地活性化基本計画策定にあたり，幅広い分野から活性化の基本的方向性等について

意見を求め，地域の特性や住民の意向等を踏まえた検討を行うため，平成 29年 7月 27日に「鹿

嶋市中心市街地活性化検討委員会」を設置した。なお，設置時点ではまちづくり会社が設立さ

れていなかったため，法定協議会としての要件を満たさない「任意協議会」としての設立とな

った。平成 30年 4月のまちづくり会社設立後，同年 5月 15日をもって法定協議会に移行した。 

 

(2) 構成員及び開催状況 

表．鹿嶋市中心市街地活性化協議会会員名簿（令和 2年 5月 29日時点） 

事業所名・団体名 役職 根拠法令 備考 

(株)常陽銀行鹿島支店 支店長 第 15 条第 8 項  

鹿嶋市商工会 会長 第 15 条第 1 項  

JA なめがたしおさい 代表理事専務 第 15 条第 8 項  

大里駐車場 代表 第 15 条第 4 項  

鹿島灘漁業協同組合  代表理事組合長 第 15 条第 8 項  

新町区 区長 第 15 条第 4 項  

笹本石材(株) 代表 第 15 条第 4 項  

(株)鈴章 代表 第 15 条第 4 項  

鹿嶋市観光協会 会長 第 15 条第 8 項  

鹿島アントラーズＦＣ 取締役事業部長 第 15 条第 4 項  

(株)コウケン 代表取締役 第 15 条第 4 項  

鹿島神宮 権宮司 第 15 条第 8 項  

(株)新仲家 代表取締役 第 15 条第 4 項  

仲町区 区長 第 15 条第 4 項  

角内区 区長 第 15 条第 4 項  

鹿嶋市 政策企画部長 第 15 条第 4 項  

まちづくり鹿嶋(株) 代表取締役 第 15 条第 1 項  

樹林 代表 第 15 条第 4 項  

鹿嶋神の道 代表 第 15 条第 4 項  

(独)中小企業基盤整備機構関東本

部地域振興部 
 第 15 条第 7 項 オブザーバー 

茨城県産業戦略部中小企業課 課長 第 15 条第 7 項 オブザーバー 

 

 

 

 

 

 

 



92 

図．協議会の組織構成 

 

表．部会の構成（令和元年 12月 26日解散） 

部会名 協議事項 構成員数 

審議部会 中心市街地の活性化について 24名 

まちづくり部会 中心市街地活性化区域のまちづくり 10名 

観光部会 中心市街地活性化区域の観光振興 10名 

全体（アドバイザー・オブザーバ

ー） 

専門的見地からの助言 4名 
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表．鹿嶋市中心市街地活性化協議会開催状況 

年月日 内  容 

平成 29年 7月 27日 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会（全体会） 
・役員選出 ・協議会設立について ・基本計画について 

・講演会  

平成 29年 9月 26日 第１回 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会 

第 1回まちづくり部会・第 1回観光部会 
・計画区域について ・中心市街地活性化の方向性について 

・活性化のための施策について 

平成 29年 10月 16日 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会 第 1回審議部会 
・計画区域について ・中心市街地活性化の方向性について 

・活性化のための施策について 

平成 29年 11月 28日 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会 

第 2回まちづくり部会・第 2回観光部会 
・宮中地区賑わい創出事業のコンセプトについて 

・まちづくり法人の設立計画書（草案）について 

・基本計画における導入施策（案）について 

平成 29年 12月 26日 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会 第 2回審議部会 
・宮中地区賑わい創出事業のコンセプトについて 

・まちづくり法人の設立計画書（草案）について 

・基本計画における導入施策（案）について 

平成 30年 1月 30日 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会 

第 3回まちづくり部会・第 3回観光部会 
・基本計画における導入施策の方向性について 

平成 30年 2月 15日 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会 第 3回審議部会 
・基本計画における導入施策の方向性について 

平成 30年 5月 15日 第 2回 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会（全体会） 
・鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会の部会編成について 

・鹿嶋市中心市街地活性化法定協議会への移行について 

・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画素案について 

平成 30年 11月 8日 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会 

第 4回まちづくり部会・第 4回観光部会（合同部会） 
・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画について 

・内閣府協議結果 

平成 30年 11月 15日 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会 第 4回審議部会 
・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画について 

・内閣府協議結果 

平成 31年 2月 26日 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会 

第 5回まちづくり部会・第 5回観光部会（合同部会） 
・宮中賑わい創出事業について 

・交流館・歴史資料館複合施設の必要性について 

・中心市街地活性化基本計画について 

平成 31年 2月 28日 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会 第 5回審議部会 
・宮中賑わい創出事業について 

・交流館・歴史資料館複合施設の必要性について 

・中心市街地活性化基本計画について 

令和元年 5月 9日 第 3回 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会（全体会） 
・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画について 

令和元年 7月 17日 第 4回 鹿嶋市中心市街地活性化検討委員会（全体会） 
・パブリックコメントの意見について 

・市への意見書（案）について 

令和 2年 5月 29日 第１回 鹿嶋市中心市街地活性化協議会 
・鹿嶋市中心市街地活性化協議会規約の改正について 
・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の変更について 
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令和 3年 2月 18日 第 2回 鹿嶋市中心市街地活性化協議会 
・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の変更について 

・まちづくり事例について 

・各事業について 

令和 3年 9月 30日 令和 3年度第 1回 鹿嶋市中心市街地活性化協議会 
・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の変更について 

・大学連携による鹿嶋の未来ビジョンワークショップについて 

・提言に向けた各組織の鹿嶋市中心市街地活性化への活動報告について 

・市民提言鹿嶋未来ビジョン「鹿嶋マルシェ構想」（案）についての意見交換 

令和 4年 2月 28日 令和 3年度第 2回 鹿嶋市中心市街地活性化協議会 
・鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の変更について 

・鹿嶋市中心市街地活性化の未来ビジョンの提言について 

・大学連携による鹿嶋の未来ビジョンの提案 

 

(3) まちづくり会社設立に向けた動向 

①これまでの経緯 

まちづくり会社設立に向けたこれまでの経緯は以下のとおりである。 

表．まちづくり会社設立に向けた経緯 

年月日 内  容 

平成 29年 10月 31日 まちづくり会社の設立について 
・設立の目的等 

平成 30年 1月 16日 まちづくり会社の設立について 
・設立準備会について ・資本金について ・設立までの流れについて 

平成 30年 3月 1日 まちづくり会社の設立について 
・収益事業の在り方について ・会社の体制について ・事務所所在地について 

平成 30年 3月 7日 まちづくり会社の設立について 
・設立登記について  ・定款(案)について 

平成 30年 4月 10日 会社設立日 

平成 30年 5月 15日 まちづくり鹿嶋（株）設立披露パーティ 

 

②「まちづくり会社」の概要 

法 人 名： まちづくり鹿嶋株式会社 

発行可能株式総数： 1,000株 

資 本 金： 110万円 

設立時主要株主： 鹿嶋市，鹿島神宮，鹿嶋市商工会，鹿嶋市観光協会， 

   鹿島灘漁業協同組合，しおさい農業協同組合 

設 立 時 発 起 人： 鹿嶋市長，鹿島神宮代表役員，鹿嶋市商工会会長， 

   鹿嶋市観光協会会長，鹿島灘漁業協同組合代表理事， 

   しおさい農業協同組合代表理事 

会 社 設 立 日： 平成 30年 4月 10日 

 

③事業内容 

１．鹿嶋市の中心市街地におけるまちづくり，都市計画，観光開発並びに土地，建物の有効利

用に関する調査，計画，運営，設計及びコンサルタント業務 

２．不動産の売買，交換，賃貸借及び仲介並びに所有，管理，運用 

３．各種イベント，セミナー，講座の企画，運営及びチケットの販売 
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４．商店街，商店の販売促進のための共同事業等，商業振興を図るための企画，運営，指導，

調査，制作及び情報提供 

５．駐車場，公共施設，公共交通，民間施設，福祉施設等の企画，建設，管理，運営 

６．書籍，印刷物の企画制作並びに出版及び販売 

７．旅行商品の企画，催行，運営，旅行斡旋，観光案内 

８．広告代理及び各種プロモーション業務 

９．飲食店業並びに日用雑貨品，たばこ，酒類等の物品販売業 

１０．土産物品，食料品，嗜好品の製造及び販売 

１１．情報化通信技術を活用した商業者等の販売促進の企画及び運営並びに通信機器を利用し

た情報処理サービス及び情報提供サービス 

１２．損害保険，自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業及び生命保険の募集に関する業

務 

１３．商店街振興組合，その他商店街活性化のための組織の一般事務処理，文書作成等の受託 

１４．警備業，清掃業 

１５．人材派遣 

１６．動産のリース，古物の販売 

１７．住宅供給及び居住環境向上のための事業 

１８．上記各号に付帯する一切の業務 
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(4) 基本計画の作成に際して協議会から提出された意見書 
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(5) 協議会の規約 

 

（名称） 

第１条 本会は，鹿嶋市中心市街地活性化協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は，鹿嶋市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的

かつ一体的に推進するため，鹿嶋市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本

計画の必要な事項を協議するとともに，中心市街地の活性化のために民間事業者が作成す

る計画の実施に関し，情報を共有し，鹿嶋市中心市街地の活性化の推進と発展に寄与する

ことを目的とする。 

（活動） 

第３条 協議会は，その目的を達成するため，次の活動を行う。 

（１）中心市街地の活性化に係る総合調整に関する事項 

ア 中心市街地の活性化に関する事業の総合調整 

イ 中心市街地の活性化に関する会員相互の意見及び情報交換 

ウ 中心市街地活性化のための勉強会，研修 

エ 協議会の会員，市民及び市内観光者等への情報発信 

オ その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施 

（２）鹿嶋市が策定する中心市街地活性化基本計画に関する意見具申，協議及び提案 

（３）その他，中心市街地の活性化に関すること 

（協議会会員の構成） 

第４条 協議会は，次の者をもって構成する。 

（１）中心市街地活性化法第１５条第１項及び第２項に該当する者 

（２）中心市街地活性化法第１５条第４項各号に規定する者 

（３）前各号に掲げるもののほか，協議会において特に必要があると認める者 

２ 前項第２号に該当する者であって，協議会の構成員でないものは，自己を協議会の構成員

として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合においては，協議会は，正当

な理由がある場合を除き，当該申出を拒むことができない。 

（退会） 

第４条の２ 会員は，協議会を退会しようとするときは，その旨を会長に届けなければならな

い。 

（除名） 

第４条の３ 会員が協議会の名誉を棄損し，又は協議会の目的に反する行為をしたときは，総

会において４分の３以上の同意により，これを除名することができる。 

２ 前項の規定により会員を除名しようとするときは，除名の議決を行う総会において，その

会員に弁明の機会を与えなければならない。 

（オブザーバー） 

第５条 協議会の活動に関わる法令等の指導・助言を得るために，必要に応じてオブザーバー

を置くことができる。 

（役員） 
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第６条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長１名 

（２）副会長１名 

２ 会長及び副会長は，会員の互選により選任する。 

３ 役員の任期は，3年とする。ただし，再任を妨げない。 

４ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

５ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代

理する。 

（会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集する。 

（１）会議は，会員をもって構成する。 

（２）会議は，会員の半数以上が出席しなければ，議事を開き議決することができない。 

（３）会議は，会長が招集し，会長が議長となる。 

（４）会議の議事は，出席者の過半数をもってこれを決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。 

２ 協議会の活動を円滑に推進するため，協議会に運営委員会を置くことができる。運営委員

会の組織，運営，その他必要な事項は，会長が会議に諮って定める。 

（事務局） 

第８条 協議会の事務及び会計を処理するために，まちづくり鹿嶋株式会社に事務局を置く。 

（解散） 

第９条 会議の議決に基づいて解散する場合は，会員の４分の３以上の同意を得なければなら

ない。 

（規約の廃止） 

第 10 条 本規約は，第９条の解散をもって廃止する。 

 

附  則 

１ 本規約は，平成 29 年 7 月 27 日から施行する。 

２ この規約に定めるもののほか，協議会に関し必要な事項は，会長が会議に諮って定める。 

３ 部会が解散する際に，観光部会及びまちづくり部会の構成員となる会員は，中心市街地活

性化基本計画に関する意見具申，協議及び提案等の役割が終了し，退会するものとする。 

４ 本協議会は，中心市街地活性化法第１５条第１項の組織設立要件が整った時点（まちづく

り会社等が設立され，本協議会の会員となった時）で本規約の一部を改正し，同法に規定

する協議会に移行するものとする。 

５ 前項の規定により，本協議会は平成 30 年 5 月 15 日を以って法定協議会に移行する。 

６ 本規約の改正は，平成 30年 5月 15日から施行する。 

附  則 

  本規約の改正は，令和 2年 6月 1日から施行する。 
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[3] 基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進等 

(1) 客観的な現状分析，ニーズ把握に基づく効果の高い事業推進 

① 統計的データの客観的な把握・分析 

「１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針」の「[3] 鹿嶋市民のニーズ等の把握・分

析」の欄に統計的データによる客観的な把握・分析を記載。 

 

② 地域住民のニーズ等の客観的な把握・分析 

「1．中心市街地の活性化に関する基本的な方針」の「［3］鹿嶋市民のニーズ等の把握・分

析」の欄に，市民アンケートに基づく把握・分析を記載。  

 

③ 前計画に基づく取り組みの把握・分析 

本計画は新規計画であるが，関連する計画の把握に努めた。 

 

(2) 多様な主体の関与を促す持続的な検討の場づくり 

中心市街地活性化の主役は，本来市民や企業など民間であることが再認識されており，近年

行政はその支援を行う立場に移行しつつある。 

民間主導のまちづくりに移行していくにあたり，時代の変化を見通し，迅速かつ機動的にリ

スクをとって事業推進の中心的役割を担う人材の登用・育成が課題となっている。今後は中心

市街地のエリアマネジメント，観光まちづくりの総合調整の役割を担う新たな組織づくりに向

けた検討を進めていく。 

基本計画に対するパブリックコメントを 2019 年 6 月 10 日から 2019 年 7 月 9 日まで行い，

10人から 79件の意見をいただいた。 

  


