
様式（１）-①

都市再生整備計画（第
だ い

5回
か い

変更
へ ん こ う

）

鹿島神宮
か し ま じ ん ぐ う

周辺
しゅうへん

地区

茨城
いば ら き

県　鹿嶋
か し ま

市

令和4年1月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 70 ha

平成 30 年度　～ 令和 4 年度 平成 30 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/年 H29 R4

店舗/5年間 H25-29 H30-R4

人/12h H29 R4

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

平休日平均歩行者通行量
地区内４か所の調査地点での，平日・休日各12時間の歩行者通
行量の合計

地区内での来街者の回遊性を計る数値
3,260 4,000

　　目標１：鹿島神宮及び周辺地区の歴史的景観に合せた新たなシンボルロードの整備，回遊性を創出させる駐車場の整備を通じ，観光地としての価値を高め，来街者の増加を図る。
　　目標２：当該地区内へ休憩施設や地域情報，案内看板等を整備することで，来街者の回遊性を生み出し，滞在時間の延長，地域の活性化を図る。
　　目標３：空き店舗を活用した新規起業支援や新たな観光交流拠点を整備することで来街者を増加させ，周辺地区内での消費拡大を図る。

・本地区は，鹿島神宮の門前に位置し，観光と商業経済の中心として栄えてきた地区である。現在でも，鹿島神宮は常陸の国一宮として，年間120万人（平成28年度）の観光客が訪れる本市有数の観光拠点となっている。その一方で，当地区から鹿島町役場，鹿島中
学校等の都市拠点施設が移転したことや，地区外周へ国道５１号，１２４号バイパスをはじめとする幹線道路が整備されたことにより，市民の当地区への来街者は大幅に減少してきている。また，大型店舗の郊外立地が進み，客足が郊外へと離れ，かつての中心市街
地としての活気や集客力が失われている状況にある。そのため，行政，商工会，観光協会，地元商店会等の関係者協議により中心市街地の活性化策を模索している。
・前述の通り，本地区には，鹿島神宮の参拝を目的とした観光客が多く訪れているが，その大半が参拝のみで，神宮に隣接する駐車場の利用が多いことから，参道沿いの商店や周辺商店街での消費行動を伴わない現状となっている。また，観光客中心ということで，
周辺商店街の中には，休日のみの営業を行うところも多く，平日の賑わい作りが課題となっている。
なお，本地区を含む鹿島神宮周辺地区において，中心市街地活性化基本計画の策定を進めており，併せて，平成30年4月にまちづくり法人の設立を行い，賑わい創出を図っていく地区である。
・本地区には，鹿島神宮周辺地区地区計画が定められており，鹿島神宮に通じる歴史・伝統的な街並みと快適でにぎわいのある空間の調和したまちづくりを推進している地区である。
・都市再生整備計画策定にあたっては，商工会，観光協会，鹿島神宮，地元商店会等関係各団体とまちづくりに関する意見交換を行っている。

・郊外型大型店舗に離れてしまった市民の「足」を鹿島神宮周辺地区に再び向けさせるためには鹿島神宮周辺地区の歴史と伝統を生かした様々な地域間交流を主体とした集客力のある魅力作りが求められている。
・鹿嶋市を訪れる観光客の約９割が滞留時間の短い通過型の観光形態であることから，鹿島神宮を中心とした様々な観光ルートの紹介や滞在を楽しめる空間の創出が求められている。

【総合計画】
・第三次鹿嶋市総合計画では，「鹿嶋らしさを生かした豊かなまちづくり」を基本理念とし，鹿島神宮をはじめとする歴史文化，最先端の科学技術を擁した工業地帯，北浦や鹿島灘等の豊かな自然，さらには，市のシンボルの一つであるスポーツ資源，これらの地域資
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，「様々なシーンにおける市民活力の向上や交流人口の拡大を通じて地域の活性化を図る」こととしている。
・鹿嶋市都市計画マスタープランでは将来像を「かしま文化が織りなす交流のまち」とし，鹿島神宮周辺地区を鹿嶋市の顔と位置づけて，鹿島神宮を中心とした歴史文化漂う地域に根ざした商業，観光の整備を進めている。

当該地区利用者数 鹿島神宮及び城山公園の年間利用者数の合算
エリア全体の賑わいを示す人数

1,404,291 1,544,720

都道府県名 茨城県 鹿嶋市
か し ま し

鹿島神宮周辺
かしまじんぐうしゅうへん

地区
ち く

計画期間 交付期間 4

新規出店数
計画期間内に新築やリノベーションにより，新たに出店される店
舗の合算

周辺地区内での消費拡大に資する数値
7 10



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

・鹿島神宮の門前町としての歴史的景観を保存し，エリア全体において統一感のある歴史的景観を演出することで，観光地としてのさらなる魅力向上を図
る。

○基幹事業：地域生活基盤施設（緑地，広場）
○基幹事業：高質空間形成施設（石畳風舗装）
○提案事業：地域創造支援事業（景観改修補助金）

○事業終了後の継続的なまちづくり方策について
　　　・当該地域は鹿嶋市の観光や商業の中心地であることから，既存の地区計画の見直しにあたっては都市再生整備計画と整合するものとする。
　　　・門前町らしい景観を守るためにも，また良好な住環境を守るためにも基本的規制事項は地区計画で定め，細部については地域住民主体でまちづくり誘導ルール（ガイドライン）による街並み形成を進めていく。

　○交付期間中の都市再生整備計画の管理について
　　　・交付期間中において各種事業を円滑に進め，目標に向けた確実な効果をあげるため，地域住民や周辺商店街連合会，その他関係団体の参画を得て，本計画の点検や意見交換等の開催等について検討する。

方針に合致する主要な事業
・鹿島神宮南側の幹線道路沿いに共同駐車場を整備し，神宮までの導線を新たなシンボルロードとして整備することで，歴史・観光地としての魅力度向上，
来街者の増加を図るとともに，周辺地区内の消費拡大を図る。

○基幹事業：道路（道路改良）
○基幹事業：地域生活基盤施設（駐車場）
○基幹事業：下水道
○提案事業：地域創造支援事業（上水道整備）

・古来より続く鹿島神宮の表参道を中心としたエリアにおいて，新たに駐車場並びに休憩スペースを整備し，案内看板等による地域情報の発信を行うこと
で，観光客を中心とした来街者の回遊性を生み出し，滞在時間の延長を図る。

○基幹事業：公園（鹿島城山公園）
○基幹事業：地域生活基盤施設（緑地、広場）
○基幹事業：地域生活基盤施設（駐車場）
○基幹事業：高次都市施設（交流館）



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市再生整備計画事業） 様式（１）-④-２

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 道路改良 鹿嶋市 直 L=220m 2 3 2 3 3.0 3.0 3.0 3.0 －

道路 道路改良 鹿嶋市 直 L=470m 2 2 2 2 4.1 4.1 4.1 4.1 －

道路 道路新設 鹿嶋市 直 L=170m 30 3 30 3 72.6 72.6 72.6 72.6 －

道路 道路新設 鹿嶋市 直 L=50m 3 3 3 3 159.2 159.2 159.2 159.2 －

公園 公園整備 鹿嶋市 直 N=1箇所 3 3 3 3 14.1 14.1 14.1 14.1

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道 新築 鹿嶋市 直 L=45m 2 2 2 2 2.8 2.8 2.8 2.8

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 緑地，広場 鹿嶋市 直 A=7,000㎡ 30 31 30 31 273.4 273.4 273.4 273.4

地域生活基盤施設 緑地，広場 鹿嶋市 直 A=960㎡ 3 3 3 3 20.6 20.6 20.6 20.6

地域生活基盤施設 駐車場 鹿嶋市 直 A=9,800㎡ 2 4 2 4 178.0 178.0 178.0 44.5

高質空間形成施設 緑化施設等 鹿嶋市 直 L=220m 4 4 4 4 72.6 72.6 72.6 72.6

高質空間形成施設 緑化施設等 鹿嶋市 直 L=470m 3 4 3 4 109.4 109.4 109.4 109.4

高質空間形成施設 緑化施設等 鹿嶋市 直 L=170m 2 4 2 4 54.6 54.6 54.6 54.6

高質空間形成施設 緑化施設等 鹿嶋市 直 L=50m 4 4 4 4 18.5 18.5 18.5 18.5

高次都市施設地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

ワーケーション拠点施設

子育て世代活動支援センター 鹿嶋市 直 A=900㎡ 3 4 3 4 730.5 730.5 730.5 730.5

複合交通センター

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

住宅市街地
総合整備
事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 1,713.4 1,713.4 1,713.4 0.0 1,579.9 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

鹿嶋市 直 年１件 30 4 30 4 8.5 8.5 8.5 8.5

鹿嶋市 直 L=180m 2 3 2 3 4.3 4.3 4.3 4.3

合計 12.8 12.8 12.8 0.0 12.8 …B

合計(A+B) 1,592.7

まちづくり活
動推進事業

事業活用
調査

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

景観改修補助金 計画地区内の事業所，住宅

上水道整備 区画道路1号

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

区画道路1号

鹿島神宮駅前広場

半たわみ（石畳風舗装）市道0213号線

ポケットパーク

神宮南駐車場

半たわみ（石畳風舗装）区画道路2号

半たわみ（石畳風舗装）区画道路1号

半たわみ（石畳風舗装）市道5492号線

交流館

市道0213号線

市道5492号線

区画道路1号

区画道路2号

鹿島城山公園

事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

交付対象事業費 1,592.7 交付限度額 637.0 国費率 0.4

事業 事業箇所名

統合したB／Cを記入してください



（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 ●●

事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○）

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

鹿島神宮周辺地区（茨城県鹿嶋市） 面積 70 ha 区域
宮中の一部，宮中一丁目・二丁目の全部，宮中三丁目・四丁目・五丁目・六丁目の一部，宮下一丁
目の一部，宮下二丁目・三丁目の全部，宮下四丁目・五丁目の一部，城山一丁目・二丁目・四丁目
の一部

縮尺 1：10,000

地区名：鹿島神宮周辺地区 区域面積：70ha



様式（１）-⑦-2

当該地区利用者数 （人/年） 1,404,291 （H29年度） → 1,544,720 （R4年度）

新規出店数 （店舗/５年間） 7 （H25-29） → 10 （H30-R4）

平休日平均歩行者通行量（人/１２h） 3,260 （H29年度） → 4,000 （R4年度）
目標

　　目標１：鹿島神宮及び周辺地区の歴史的景観に合せた新たなシンボルロードの整備，回遊性を創
出させる駐車場の整備を通じ，観光地としての価値を高め，来街者の増加を図る。
　　目標２：当該地区内へ休憩施設や地域情報，案内看板等を整備することで，来街者の回遊性を生
み出し，滞在時間の延長，地域の活性化を図る。
　　目標３：空き店舗を活用した新規起業支援や新たな観光交流拠点を整備することで来街者を増加さ
せ，周辺地区内での消費拡大を図る。

代表的
な指標

鹿島神宮周辺地区（茨城県鹿嶋市）　整備方針概要図（都市再生整備計画事業）

□提案事業 地域創造支援事業

景観改修補助金 総事業費8.5百万円

■基幹事業（道路改良）
市道0213号線 L=220m
市道5492号線 L=470m

■基幹事業（地域生活基盤）駐車場

駐車場整備（9,800㎡）

■基幹事業（高質空間形成施設） 市道の石畳風舗装

市道0213号線 L=220m
市道5492号線 L=470m

■基幹事業（高質空間形成施設）
市道の石畳風舗装
区画道路1号 L=170m
区画道路2号 L=50m

都市再生整備計画区域
鹿島神宮周辺地区 70ｈａ

■基幹事業（地域生活基盤施設）緑地，広場

鹿島神宮駅前広場（7,000㎡）
ポケットパーク（960㎡）

縮尺 1：10,000

□提案事業 地域創造支援事業 上水道整備

区画道路1号 L=180m

凡例（基幹事業）

道路（市道0213，5492号線）改良

道路，下水道，上水道（区画道路1～3号線）新設

地域生活基盤施設（緑地，広場）

地域生活基盤施設（駐車場）

高質空間形成施設（市道の石畳風舗装）道路事業に同じ

■基幹事業（下水道）
区画道路1号 L=45m

■基幹事業（道路新設）
区画道路1号 L=170m
区画道路2号 L=50m

地域創造支援事業（景観改修補助金）

■基幹事業（高次都市施設）
交流館
（約900㎡）

高次都市施設

公園（鹿島城山公園）

■基幹事業（公園）公園整備

鹿島城山公園（1箇所）


