
鹿嶋市

香取市

潮来市

東庄町

銚子市
田んぼ

・かえるの声が聞こえなくなると寂しい気がするから

サッカー場
理由

残すためには

・市民の健康維持のため
・スポーツなどの良さを市民に伝えることが必要

波崎高校
理由

残すためには

・波崎高校が好きだから。また、波崎高校に関わ
　らず学校は残していかなければならないから
・若い人々を増やす（人口増加）ことが大切

波崎第一中学校
理由

残すためには

・母校であり、思い出の学校だから

・校舎をいつまでもキレイにしておく
・子どもを増やすことが大切

利根川沿いの漁港
理由

残すためには

・魚を捕るために必要な漁港・職業だから

・漁業について興味を持ってもらえる
　イベントの開催が大切

鹿島臨海工業地帯
理由

残すためには

・神栖の財政の支えであり、多くの
　市民の働き場所だから
・企業誘致（企業に対して益が
　あることを行う）

波崎海水浴場
理由

残すためには

・遊び場でもあり自然と触れ合える場所
　だから
・１つの自然がなくならないように
　海岸清掃等を定期的に行う

波崎体育館
理由 ・色々な運動ができるため、日頃の運動

　不足を解消できるから

歴史民俗資料館
理由

残すためには

・昔のことが学べるため

・もっと良くするために大きくする

かみすみなと祭り
理由

残すためには

・伝統があるから（屋台が並ぶ）

・ＰＲしていくことが大切

息栖神社
理由

残すためには

・自然のある歴史ある神社だから
・文化として残すべき
・参拝者の増加

白十字保育園など
理由

残すためには

・両親が忙しい時に子どもを預けられる
・都会の人も田舎で住みやすい（子育てし
　やすい）環境をつくり、発展させていく
・保育園の維持

神栖総合公園
理由

残すためには

・格安で借りることができるスポーツ場はここだけだから
・ちゃんとした運動ができる場所は必要だから

・色々な人が使用することが大切

日川浜海水浴場
理由

残すためには

・海は昔からある自然で、自然は人間にとっても地球に
　とっても必要だから
・神栖市外から多くの人が来るきっかけだから
・浜をきれいに保ち、周辺施設を充実させる

理由

残すためには

・子どもが遊べる公園や気分転換できるサイクリングロード、花火大会等のイベントがある
・春には桜がきれいでゆっくりできるから
・神之池がないと神栖市のカップルが減るから（デートスポット）
・昔からあるオブジェなので神之池にくる子ども達に見てもらいたいから
・自然がいっぱいで走ると気持ちが良いので後世に知ってもらいたい
・距離を測りながら走れるような場所が少ないので、残しつつ、さらに利用者が増えれば良い
・ゴミ拾いや捨てたくなるようなゴミ箱または焼却炉の設置が大切
・ゴミ捨ての注意・ポイ捨てなどをしないことが大切
・植林や水をきれいにする事が大切

神栖花火大会（神之池）
理由

残すためには

・夏に花火を楽しみにしている人が沢山いると思うから
・昔から続いているお祭りで、どの年代も楽しめるから
・年に一度の風物詩となっており毎年多くの人々が観に
　くるため
・もっと沢山の人が来れるように駐車場の増加や、
　インターネットを利用して他県向けへのＰＲを
　増やす
・市民が花火大会の素晴らしさを伝えていく

1000人画廊
理由

残すためには

・市民の描く神栖市を絵でみることができるから
・絵に神栖市民の多くの思いがつまっているから
・人それぞれの個性的な絵で堤防をにぎやかにできるから
・堤防だから
・海の潮で絵が汚くならないよう定期的に整備してもらう
・幅（距離）を伸ばしてもらう

風力発電（ 波崎海岸 ） 
理由

残すためには

・二酸化炭素を排出せずに発電することができるから
・神栖市の自然を生かして発電しているから
・発電のため

・環境問題について考えて生活していくことが大切

鹿島労災病院
理由

残すためには

・波崎・土合の住民にとって近くに大きな病院がないと
　子どもや高齢者が安心して暮らせないから
・病院存続のために、市の協力のもと先生を増やす
　などの対策を取ることが大切

かみす舞っちゃげ祭り（神栖中央公園）
理由

理由

川の近くの昔ながらのまちなみ
・新しい家などが建ち、昔の雰囲気がなくなってきてしまったので残した方が良い理由

残すためには

・神栖市民や周辺の人だけでなく、外部の人が沢山来る祭り
　なので神栖に活気がでるから
・神栖市の団体を応援することができるだけでなく、県内外
　の団体を呼ぶことで、神栖が全国との交流をもてるから
・地域住民、企業からの積極的な支援が大切

掘割川
理由

残すためには

・夏の遊び場となっているから
・ポイ捨てをしないことが大切

中央図書館
理由

残すためには

・静かな場所で勉強したい人がいると思うから
・色々なことができる便利な図書館だが、電子
　書籍等の普及で利用者が減少しているため
・普段利用していない人の勧誘が大切

神栖中央公園
理由

残すためには

・年齢関係なく様々な目的で楽しめるから
・子どもが多いので広いスペースで遊べる
・津波が来た時の避難場所として残していかなければならない

・ゴミを減らしトイレをキレイにして、また来たいと思える
　環境をつくる
・バスケット・サッカーゴールなどを置き利用者数を増やす
・キレイに保つことが大切

その他

神之池緑地（神之池、公園、ジョギングロード、オブジェ）

市役所

鹿島セントラルホテル

波崎高等学校

神栖高等学校 波崎柳川高等学校

①　未来の神栖市のイメージをつくろう　 「未来に残していかなくてはいけないもの」

神栖市都市計画マスタープラン　高校生ワークショップ結果のまとめ （３校）



鹿嶋市

香取市

潮来市

東庄町

銚子市

矢田部小学校

工夫・改善

・長い歴史のある学校なので形に
　残したほうが良いと思う
・神栖市民の為になる施設に再利用し、     
　存在価値のある建物にしてほしい

県道 239 号線

工夫・改善

理 由 ・歩道が凹凸している

・道路の凹凸をなおす。
・冠水していることがあり、雨の日が大変
　なので、水はけを良くすると良いと思う！

大野原南街区公園

白十字病院

工夫・改善 ・お医者さんの数を増やしたり、患者の
　受け入れ数を増やす

・病気をなおすところだから

日川浜海水浴場

工夫・改善

・ゴミは多いが風は心地よいところ
・遊泳する

・ゴミが浜辺に捨ててあるからゴミ拾いを行ったほうがいい
・ゴミが多いのでサンドアートなどを造ってゴミを捨てにくくする。遊泳する
　だけではなく、それ以外でも楽しめるところが必要だと思う
・ゴミを捨てるのがもったいないくらいキレイにしてみる
・海中がこれ以上濁らないように洗剤を新たに開発してみて少しでも透明にする
・大きなゴミの撤去
・場所の制限

理由

工夫・改善

・街灯が少なく、消えているものもあり、夜遅くなってしまうときがあり
　夜真っ暗で怖い
・魚の死骸が多い
・写真のようにどこから水辺かわからない。草で隠れていて子供がボール
　など拾いに行ってしまったとき、どこからが池なのかわからず落下し 
　てしまう
・キレイにすると→心がキレイに→みんなが仲良く→世界平和
・草刈り、ゴミ掃除など　

理 由

道路

工夫・改善

・まわりにゴミが落ちている
・細い路地
・カメラの設置　　・看板の設置
・まわりの木をなくす　・車や自転車や
　歩行者の見通しを良くする　

中央図書館
理由

工夫・改善

・本がたくさんあるから

・もっと大きくする
・もっと英語の本を置く
・本とビデオを観るところを分けた方がいい

夜遊びの店

工夫・改善

・クラブ,  キャバクラ
　子供も少ないわけではないので少々控える
　べき。また、その店のまわりに立っている
　人たちが正直言って怖い
・夜遊びの店を置くこと自体は悪くないが、
　似たような店を何軒も並べるのはあまり
　よろしくないかと

神栖中央公園

工夫・改善

・小さい子が遊ぶところだから
・走るところだから
・遊べるところだから

・電 灯 を 増 や す
・イベントを増やす
・お年寄りが楽しめるものをつくる
・も っ と 木 を 植 え る こ と が 必 要

工夫・改善

理 由

理 由

理 由

本新町の生活道路

工夫・改善

・地域の人が使う道路 ガタガタに

・舗装しなおす
・側溝の蓋を統一する

理 由

バスの時刻表 ( 波崎高校 )

工夫・改善

・バスが早く来る

・バスの時刻表の時間を正確に

理 由

歩道 (国道124号 太田～矢田部付近 )

工夫・改善

・歩道が狭くて道も悪い

・改善してほしい

理 由

十字路

工夫・改善

・危険な道路

・車が来ているかわかるようにミラー
を取り付ける。看板などを設置して
注意を呼び掛ける

理 由

理 由

理 由

理 由

・子供が遊ぶ場所だから

・遊具が古いから新しくする
・すべり台とブランコしかないから他にも増やす
・夕方、暗くなった時のライトが暗い

道路沿いの緑

工夫・改善

交通
・バス，電車，車，自転車など
・車がスピードを出しすぎて怖い
・歩道が歩きにくい
・鹿嶋市や銚子市には電車が
　あるのに神栖にはない
・バスの本数が少ない
・利用者が限られている
・時間が限られている
・web などにしか時刻表が
　載っていない
・乗りたいと思わせる工夫がない

・歩道をつくる
・カーブミラーを多く設置する
・街灯を増やす
・バスの本数が少ないから多くしてほしい
・乗れなかったら次のバスを何分も待つ、もっと頻繁
　に来てほしい
・もっとバスの本数を増やし、お年寄りに優しい環境にする
・近所のスーパーやコミュニティセンターに時刻表の掲示
・バス本数の増加
・いつもの利用者の意見の掲示

理由

病院
理由

全体

工夫・改善

・ケガなどをしたときに行くところ ・病院を増やす工夫・改善

理 由 ・草が生い茂っている

・ゴミのポイ捨てが多く、汚い！
・草を刈り取る、看板を立てる

大野原の空き地

工夫・改善

理 由 ・草が生えている
・手がつけられていない

・草を刈り、ゴミを捨てづらくする
・地域でゴミ拾いをする

理 由

理 由

シーサイドパーク (海沿い )

工夫・改善

・立入禁止になっている

・海沿いのとても良いところなので中に入れるようにしてほ
　しい

理 由

波崎海岸

工夫・改善

・ペットボトルなどのゴミがたくさん落ちている

・ゴミ拾いをする
・ゴミ箱を設置する
・波崎高校生がゴミ拾いをする

理 由

神之池緑地（神之池、公園）

市役所

鹿島セントラルホテル

波崎高等学校

神栖高等学校 波崎柳川高等学校

②　未来の神栖市のイメージをつくろう　 「工夫や改善をして良くしていかなくてはいけないもの」

神栖市都市計画マスタープラン　高校生ワークショップ結果のまとめ （３校）



鹿嶋市

香取市

潮来市

東庄町

銚子市

交通
・移動手段 ( 自家用車以外 )
・駅、鉄道
・新しい交通手段
・便利な交通機関

・少子高齢化で若者が減り、お年寄りが増えるため
・バスだけだと限られてしまうし電車があった方が他地域　
　の人も来訪しやすい。都市化を目指すなら電車は必要
・自転車だと行けるところが限られ、雨だと行けなくなる
・交通手段が増えると、色んな所からの観光客が増える
・そもそもバスなどの交通機関がなければ神栖市に有名な
　施設があっても来れない

神栖市役所周辺
理由

理 由

・病院
・映画館　・買い物をするところ
・競技場、アリーナ
・神栖市は事故が多いから
・神栖市には大きな病院がなく命を助けられないことがある
・若い人を集めるため　・家族と映画を観るため
・飲食店ばかりで服屋とかゲームセンターとか作った方が良い
・ライブ会場等、東京にしかなく交通費がかかるため神栖市に来てほしい

理由

教育機関
理由

全体

海沿い ( 道路 )

理 由

・食事をするところ (海上レストランなど )
・自然を活かしたアスレチック
・ドライブコース
・街灯
・道路の舗装
・海が近いことをいかした施設
・外に出て小さい子が遊んでいたり観光で来ている人が
　あまりいなかったりするので誰でも遊べる場所
・人が通らないので防犯のため明るく
・道路が暗く歩いている人や自転車に気付きにくい、
　不審者も多くなる
・路面の悪い場所が多いから

必要なもの

波崎

理 由

・ショッピングモール

・銚子市のイオンが小さいので
　観たい映画が上映しないから

必要なもの

国道124号沿い

理 由

・健康になるためのもの ( 施設 )
・生活用品や服など揃っているところ
・通勤通学手段

・様々な世代の人が楽しめて人を集め
　ることができるから
・買いたいものがバラバラだった時に
　移動が大変。子供がいる家庭は買い
　物が楽になるから
・神栖市に施設を作るのは手間とコス
　トがかかるが都市に行ける手段が
　あれば作らなくて済む上、住人も
　増える

必要なもの

矢田部地区

理 由

・ショッピングモール

・遠くまで行っているから

必要なもの

波崎高校周辺

理 由

・カフェ

・静かに勉強できるところがほしい

必要なもの

銚子市 - 神栖市間

理 由

・銚子市と波崎をつなぐ地域交通　

・銚子市と神栖市を行き来する手段が
　少ないため ( 国道だと停留できない )

必要なもの

神栖高校周辺

理 由

・娯楽スポット（楽しいところ）

・遊ぶところがある→みんなが
　楽しい→みんなが仲良く→世界
　平和

必要なもの

平泉

理 由

・田んぼ付近の街灯
・デートスポット
・映画館 ( 平泉コミュニティセンター内へ）

・街灯が壊れていて危ない
・神栖市のカップルが増える→
   少子高齢化を防ぐ
・映画館（稲敷市）までの交通手段
   が潮来市からのバスか自家用車
   しかないため

必要なもの

常陸利根川沿い

理 由

必要なもの

・考える力を伸ばす施設
・大学
・多彩な分野が学べる大学

・他の大学より考える力を伸ばす大学が必要
・神栖市には大学がないから
・近くに大学があると進路が決めやすいから
・多彩な分野が学べる大学があれば他県からも若い人が来る
・都内に行かずに家から通うことができる

必要なもの

安全設備
理由・街灯など ・公園や路地が真っ暗で怖く、安心できない

・子供が遊ぶところ
・子供を預ける施設
・子供を預けられる施設

・外に遊ぶところがあるとゲームなどのやりすぎが防げる
・子供が多い地区など忙しい親などが子供のほったらかし
　状態が続くことがないように
・神栖市在住でも遠い所に預けている家庭が多い。不便にな
　らないようしっかり配置を決め建てると効率良くなる

必要なもの

子育ての場
理由必要なもの

商業施設
理由・映画館

・楽しめるところ
・人が集まる施設
・なんでも揃う商業施設
・ショッピングモール
・コストコなどまとめ買い
　できるお店

・映画館がある稲敷市まで遠い
・神栖市で友達と遊ぶところはほとんど思いつかない。自
　転車で行けるところがあると学生の利用が増えると思う
・神栖市に住んでいても遊べる施設がなく市外に出掛ける
　人が多い、また市外からも人が来ない
・今まで買物は遠出していたけれど近くにあれば、便利だし
　県外や近隣からの利用者が増え神栖市が活発になる
・ママさんが子連れで買い物できるように
・神栖市には大きいショッピングモールなどがないため
　市外からの利用客が増えれば活性化すると思う

必要なもの

必要なもの ・交通手段 ( バス・電車など )
・サイクリングロード
・交通手段がないから
・人が来ない、進出しない
・今神栖市にあるのは道が狭く走りづらいのでもっと
　自転車で走りやすい道がほしい

鹿島セントラルホテル周辺

理 由

必要なもの ・ボウリング場

・祝勝会や宴会前、イベントなどの集まりのときに
　扱いやすい、体も動かせるため

大野原（住宅街）

理 由

必要なもの ・コンビニ( 明るくて人が集まる場所 )
・周辺を照らすもの ( 街灯など )
・付近の街灯
・映画館
・夜帰ってくると市道は明るいのに住宅街は暗く、
　犯罪などが起きそうで怖い
・帰り道が怖い
・道が暗すぎて一度大きい石を自転車で踏んでこけた
　ことがある。とにかく明かりがほしい
・神栖市から映画館まで車で 30 分かかるので気軽
　に映画を観たい

必要なもの

街灯、娯楽スポットなど

娯楽スポット

街灯、娯楽施設など

深芝周辺
理由

理 由

・遊べるところ　・娯楽スポット
・ショッピングモール　
・人を集める施設
・病院
・街灯
・神栖市に行きたい！と思えるお店や観光地がない
・全国知名度を高めるため
・神栖市には遊べるところや大きな娯楽スポットがないから
・医者が少ない
・事故防止（ライトを持たずに歩く人がいる）

必要なもの

病院、商業施設、街灯、娯楽スポットなど 病院、映画館、競技場、商業施設など

神栖中央公園周辺
必要なもの

・周りから人を集めるため
・写真スポットがあると良い
・運動したいから
・既に神栖中央公園にイルミネーションはあるが、
　きれいなのでもっと規模を広げてほしい
・舞っちゃげ祭りで芸人さんを呼ぶように、
　多少の音楽フェスはあってもいいと思う。国営ひたち
　海浜公園のロックフェスに負けず劣らずなフェス！
・東京スカイツリーなどその場所にしかないそこに行かな
　ければ見れないものを神栖市に作った方が良い。神栖市
　は住みやすいけれど他県の人が来るような観光スポット
　や行事が少ない
・娯楽専門の店が少ないから
・映画館は稲敷市にしかなく、行くまで30分位かかっ
　てしまう

・イルミネーション
・スポーツ施設
・イベント(音楽フェスなど )
・観光スポット (東京スカイツリーのようなもの )
・娯楽スポット
・映画館

理 由

イルミネーション、イベント、その他施設など

娯楽スポットなど

須田地区

理 由

・緑の多い公園

・今後地球温暖化の影響で植物の
　数が減っていくので神栖市には
　必要

必要なもの

公園

サイクリングロードなど

施設、交通整備など

商業施設

交通手段 休憩所

商業施設

食事処、アスレチック、安全設備など
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　国道124 号

市役所

鹿島セントラルホテル

波崎高等学校

神栖高等学校 波崎柳川高等学校

サイクリングロード

③　未来の神栖市のイメージをつくろう　 「 これからの神栖市に必要なもの」
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