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7-1 オーガニックシティ推進事業
木更津市オーガニックシティ
プロジェクト推進協議会

オーガニックシティセミナーなど、市民参加型イベントを、
中心市街地各所及び近接する公園等で開催する。オー
ガニックシティへの理解を深めることで、協働のまちづく
りへの参加を促すとともに、中心市街地を訪れる機会の
創出を図る。

地方創生推進課

7-2 木更津港まつり 木更津港まつり実行委員会

例年８月１４日・１５日の２日間で行われ、多くの見物客
が訪れる。１４日は「やっさいもっさい踊り大会」が催さ
れ、１５日は大規模な花火大会が開催される。本市を代
表する祭りであり、内容の充実を図ることで、中心市街
地の魅力の発信や訪れる機会を創出する。

観光振興課

7-3
地域資源を活用した中心市
街地回遊性向上事業

木更津みち案内人協会
(一社)木更津市観光協会

「証城寺の狸ばやし」で有名な證誠寺など地域資源を活
用し、木更津みち案内人によるまちめぐり、（一社）木更
津市観光協会による花柳界体験、ガイドマップ作成等を
行う。来訪者が中心市街地の魅力を知り、体験する機会
を創出することで、中心市街地を回遊しやすい環境を確
保する。

観光振興課

7-4
芸術文化に親しむまちづくり
振興事業

木更津市
（一社）まちづくり木更津

ミニアートコーナー、駅ピアノの設置やワークショップを実
施するとともに、令和４年の市制施行８０周年には芸術
祭を開催する。少しずつアートの種をまくことで市民の文
化レベルの向上と子どもの居場所づくりを図るとともに、
アートと触れ合う機会を創出して、文化の醸成を図る。

文化課
地域政策課

7-5
みなとまち木更津再生プロ
ジェクト

みなとまち木更津推進協議
会
民間事業者

賑わいや活力に満ちた、みなとまち木更津の再生を目指
し、「KISARAZU　PARK BAY  FESTIVAL」、「木更津バ
ル」、「木更津ナチュラルバル」、「八剱八幡神社de街コ
ン」等の多様なイベントの開催や、休憩・イベントスペー
ス等の多目的広場の管理運営を行う。

観光振興課

7-6 木更津こどもまつり事業
木更津こどもまつり
実行委員会

若い親子が主役となり、自ら企画・出店して、地域の
人々と交流するまつり。駅西口の歩道や公園などを会場
に、地域の人が、こどものために「できること」を持ち寄
り、開催する。

子育て支援課

7-7 商業団体等イベント実施事業

木更津東部商店街振興組
合
木更津舞尊実行委員会
木更津一番街商店街振興
組合
木更津市

商業団体等がイベント（かずさYOSAKOI木更津舞尊、観
音まつり、矢那川桜まつり等）を行い、市は事業を支援
する。その中で、中心市街地において開催されるイベント
を充実させることにより、中心市街地を訪れる機会の創
出や居住環境としての魅力の向上を図る。

産業振興課

7-8
木更津駅前観光案内所運営
事業

木更津市

駅西口に位置する常設の案内所において中心市街地の
魅力の発信やガイドマップ等の配布を行う。来訪者が中
心市街地の魅力ある資源を手軽に知る機会を創出し、
中心市街地を回遊しやすい環境を確保する。

観光振興課

7-9 産業立地促進事業 木更津市

木更津市産業立地促進条例の対象地域の一つに中心
市街地を設定し、事務所を新設、増設、移設した事業所
に対して助成する。中心市街地内において事務所を新
設等しやすく、事業が行いやすい環境を整えることで、新
規出店・起業の機会の促進を図る。

産業振興課

7-10
中活コーディネーター設置事
業

木更津市
(一社）まちづくり木更津

中活コ－ディネーターを設置し、中心市街地に存する遊
休不動産の利活用や、市民交流スペースの設置に向け
た提言、エリアマネジメントに関する勉強会の開催等、賑
わいを創出する取組を支援する。住民主体のまちづくり
を推進することで、中心市街地における新規出店・起業
を促進する。

地域政策課

7-11
おもてなし通信環境（Wi-Fi）
整備事業

(一社）まちづくり木更津

中心市街地にWi-Fi環境を整備する。来訪者が容易に情
報を取得しやすいインターネット環境を整備することで、
観光客を含めた来訪者の利便性と回遊性の向上を図
る。

地域政策課

7-12 まちなか情報発信事業 (一社）まちづくり木更津

個々の事業者等により発信されてきた中心市街地内の
情報を、まちづくり木更津のホームページやＳＮＳ等の媒
体を通じて総合的に発信する。情報の一元化を図ること
で、来訪者が中心市街地の魅力ある資源を手軽に知る
機会を創出し、中心市街地を訪れる機会の創出を図る。

地域政策課

7-13 空き店舗マッチング事業 木更津市

中心市街地で空き店舗情報登録制度に登録されている
物件をリフォームし新規出店する場合に、改修工事費の
一部を補助する。空き店舗を利用しやすく、中心市街地
で新規出店しやすい環境を整えることで、空き店舗の解
消や商業の振興などを図る。（駅西側は限度額上乗せ）

産業振興課
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7-14 創業支援事業
木更津市産業・創業支援セ
ンター

産業・創業支援センター（らづ-Biz）の運営、常設の相談
窓口の設置、創業塾の開催等を実施する。特に中心市
街地においては、出店希望者の物件マッチングにあたり
駅周辺の空き店舗を案内するツアーを開催し、地域と産
業の相互活性化を図る取組を行っている。

産業振興課

7-15 商業団体等活性化支援事業 木更津市

商店街の魅力・機能を高める事業や、店舗の改修など
の施設整備等に対して、事業費の一部を補助する。ま
た、情報化社会への対応事業や、街路灯等の電灯料を
補助することにより、快適さを実感できる商店街づくりを
促進する。

産業振興課

7-16 中心市街地誘客事業 木更津市

東京湾アクアライン利用者を主なターゲットとして、木更
津金田ＩＣ付近の看板に中心市街地への案内を表示し、
来訪を促す。また、飲食店クーポンや市内観光案内を掲
載したパンフレット「週末木更津計画」を作成し、木更津
ならではの情報を提供することで、回遊性を高める。

観光振興課

7-17
中心市街地商業活性化セミ
ナー等実施事業

中心市街地活性化協議会
中心市街地商業活性化に関するセミナー等を実施し、住
民主体のまちづくりを推進することで、中心市街地にお
ける新規出店・起業を促進する。

地域政策課

7-18
中心市街地商業活性化アド
バイザー活用事業

中心市街地活性化協議会

市民や事業者等が主体となって行う中心市街地商業活
性化に向けた事業の実施等に対してアドバイスし、住民
主体のまちづくりを推進することで、中心市街地における
新規出店・起業を促進する。

地域政策課

7-19 アクアコイン普及推進事業
民間事業者・木更津市・木
更津商工会議所

電子地域通貨「アクアコイン」を市内外に広く発信すると
ともに、市民・事業者等に対して普及推進を図る。さら
に、商店街等と連携することで、地元商店での消費を促
進できる体制の構築を目指し、中心市街地内における新
規出店・起業を促進する。

産業振興課

7-20
木更津市公設地方卸売市場
再整備事業

木更津市
民間事業者

開設後約５０年が経過し、施設・設備の老朽化が進んで
きた公設地方卸売市場を再整備し、市場の役割強化
や、集客施設等の新たな機能を取り組むことで活性化を
図る。

地方卸売市場

7-21
木更津恋物語 冬花火in恋人
の聖地／中の島大橋

恋人の聖地/中の島大橋ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ実行委員会

恋人の聖地としての、「中の島大橋」をPRするため、１２
月中旬～２月上旬に木更津港内港地区周辺で本格的な
花火の打上げや、イベント等を実施し、中心市街地を訪
れる機会の創出を図る。

観光振興課

7-22 木更津あかり祭～夜灯～ 勝手に木更津応援団

駅西口周辺及び木更津第一小学校のグラウンドを会場
とし、こどもたち等が作成した約５,５００個の灯籠や、竹
あかりを灯し、地域の魅力向上と、交流を促進し、中心
市街地を訪れる機会の創出を図る。

地域政策課

7-23 八剱八幡神社御例祭 八釼八幡神社

毎年７月第２金曜日に「本殿祭」を行い、翌土曜日・日曜
日には、関東一と称される大神輿が氏子内を巡幸する。
祭りを開催することで、中心市街地を訪れる機会の創出
や、居住者の地域への愛着の醸成を促す。

地域政策課

7-24 市場まつり 民間事業者

一般消費者向け販売等の新しい機能を持った市場を目
指し、卸売業者主催でイベントを開催することにより、市
民の台所としての市場のPRを行い、市場の活性化を図
る。

地方卸売市場

7-25 スパークルガーデン活用事業 スパークルシティ木更津

駅西口のスパークルシティ木更津において、平成３０年
度に整備したウッドデッキを活用し、フリーマーケット等を
毎月開催し、中心市街地を訪れる機会の創出や、居住
者の地域への愛着の醸成を促す。

地域政策課

7-26 狸まつり 證誠寺狸まつり実行委員会

童話「証城寺の狸ばやし」で有名な證誠寺において、木
更津第一小学校児童による童謡にあわせた踊りの披
露、琴の演奏や舞踊、甘茶の接待、チャリティーバザー
などを開催し、中心市街地を訪れる機会の創出や、居住
者の地域への愛着の醸成を促す。

観光振興課
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7-27 寺町落語会　選擇寺　寄席 寺町木更津実行委員会

選擇寺は、歌舞伎「与話情浮名横櫛」の切られ与三郎の
相棒として有名な、こうもり安の墓が境内にあることでも
知られている寺院である。寺院本堂で落語寄席を行い、
寺町風情を味わう場を提供し、中心市街地を訪れる機会
の創出や、居住者の地域への愛着の醸成を促す。

地域政策課

7-28 レンタサイクル事業 民間事業者

来訪者及び市外からの通学者や通勤者などに自転車の
レンタルを行うことで、自転車の盗難被害リスクの低減、
場内放置台数削減など駐車環境の健全化を図るととも
に、中心市街地内の回遊性の向上を図る。

観光振興課

7-29
中心市街地商業活性化推進
事業

木更津商工会議所
木更津の魅力を知ってもらい、訪れてもらうことを目的と
したＣＭコンテストや、飲食店情報サイト木更津うまいも
んマップ運営等の各種事業を実施する。

産業振興課

7-30
木更津みなとまちなかワーク
ショップ

木更津みなとまちなかワー
クショップ

みなと口（駅西口）において、地域住民や関係者と連携し
つつ“まちの賑わい”を生む行事の企画推進、空家や休
眠店舗などの再生・利活用を促す活動を行う。

地域政策課

7-31
駅前広場の清掃及び美観保
守事業

木更津駅前広場管理協議
会

木更津駅前において植栽帯管理、清掃、花壇の花植え・
管理等の美化活動を実施し、きれいで訪れたい、住みた
いと感じることのできる中心市街地を実現する。

管理用地課
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