
０．計画の前提

「Ⅰ．市民自治」について

1
・市長含めた市政について反対する市議の人が多く、議会が止まることを良く聞きます。何のために議会を
やっているのかを考え話し合ってもらいたい。（特に反市長を前面に出す議員の方たち）

2 選挙での低投票率が気になります。

3
・市が開催する会議、シンポジウムに参加したいが、平日は無理。土曜日、日曜日の開催をし参加者を増や
さないと、市民の協力を得られないことも多くなるのでは。

「Ⅱ．行財政運営」について

1 ・公共施設の駐車場整備をお願いします。(高齢者、乳幼児のいる家庭にはとても助かります。）

2
世界遺産登録のために税金を何億と投入するのならば、その分を市民への社会保障やインフラ整備に充て
るべき。市の財政の現状からしても、今、行う政策ではない。

3 なぜ、住民の中に浸透することができないのですか？

4 ・鎌倉を未来へつなぐ第三セクターの設置

5
住民構成は高齢化する一方、観光地として人気があり、首都圏のベットタウンとして若い人を呼び込む魅力も
十分にあると思います。超高齢化地域のモデルとなるような市になることを期待します。

6 願わくは公私ともに安心して暮らせるまちづくりを切に願います。

7 ・地方税の軽減

8

もっと市民の事を考えて税金で働いているあなた方、市民の為に働いてほしいし、税金を無駄遣いしてほしく
ない。
３（１４）：ごみは自分で責任持て　　（１７）：水産物は嫌い　　（１８）：あったかもしれない。
４（２３）：ごみが散乱している。クリーンセンターなどのごみ収集の徹底を望む。
（２６）：進歩がない　　（２７）：汚い。砂押川に鯉が前より少ない。ほとんどいない。
５（２９）：そんな情報が鎌倉市からない。　　（３０）：民間の業者がはびこっている。
（３２）：何もやっていない。
６（３）：特に税について　　（６）：緑制がきつい　　（８）：ごみについては徹底していない　　（９）：なんで整って
いると思うの？ふざけるな　　（１７）：混雑しすぎ　　（１８）：名前だけ　　（１９）：人に聞くと下水無いって　　（２
０）：鎌倉ケーブルは最悪　　（２２）：もっとアピールすべき　　（２３）：企業が少ない。大船地区に三菱・資生堂
があるだけ。鎌倉市内にはない

9
・鎌倉市職員の給与が高いと言われている。サービス、対応はあまり好感を持てない。高い分のサービスを
きっちりとすべきである。

10
・鎌倉市に来て２年ぐらいですが、市政として様々努力されているのが分かりますが、結果が欲しいです。観
光に力を入れているのも当然ですが、企業を呼び込むなど財政を安定的に確保してほしい（将来的な部分
で）

11
・態度の悪い職員が多い。ごみ収集車（信号無視する）の茶髪の人とか、数年前は公園とか緑地？関係の○
○とかいう人とか、中央図書館にたまにいただらしない服装の中年オヤジ職員とか。

12 ・企業がやっているような効率的な市の運営はいつの時点でもやる必要ありと感じる。

13
世界遺産には登録しなくていいと思う。古都鎌倉の方は車が多すぎると思う。（大船の方に住んでいるのです
が、たまに鎌倉に行くとそう思う）森林や自然を大切にしてほしい。　観光客は何もしなくても来ると思うから、
市民の生活第一に考えて欲しいと思う。　　大船駅は色々整備されて利用しやすくなって良かった。

14 超高齢化社会になった場合の鎌倉市の財政面に非常に不安を感じます。

15 ・市のサービスがあまり良くないので改善してほしい。例えば、土日も窓口を開けて欲しい。

16
市職員の意識改革！　民間の厳しい環境と比較し、親方日の丸的日々に甘んじるな！　　　仕事が楽すぎ
る。パートでも十分な仕事が多い。税金の無駄遣い。

17 独自性なし。どこの市でも同じことを言っている。とてもまじめに考えているとは思えない。
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18 頑張っておられると思うが、もっと良さをアピールし、住み易くし安全でいてほしい。

19 市が若い力で発展していくよう期待しています。

20
本庁、支所においても職員の数が多すぎると思う。これにより人件費を減らし、少しでも市民の負担を減らし
て欲しい。

21
市の財政困難は昔からあまり変わらないと思う。高齢化が進みますます租税は減少が予想される。観光地と
して外部の業者が増える傾向が目立っていると思われるので、こうした業者にも税金を納めてもらえるような
制度ができると良いと思う。また一都市だけの力では難しいけれど、宗教法人税は当然あるべきと思う。

22

夫の代から８５年以上住み続けているが、年々鎌倉は全てにおいて質が落ちていると感じます。鎌倉という場
所と名前だけで売らんかなの、品の悪い商店が増え、休日特に連休は地元民は買いだめして自宅待機。非
常時には身動き取れないと不安を抱えている人も多い。観光客を呼びこもうと必死の様ですが、まずは住ん
でいる人が今後も住み続けたいと思うような、交通、防犯、環境整備等を望みます。

23 ・市税が高すぎる？

24
・ごみの有料化は反対ではありませんが、観光客の出した処理の負担には賛成できません。何らかの形で富
士山のように入山料名目として、１人１００円くらい頂いたらどうでしょう。（集金のアイデアはありませんが）

25
・大船ルミネで各種証明書を取得できるのは大変助かります。（土日対応もあるので）　　　　（大船、玉縄は駅
から遠く移動が不便なので）

26

鎌倉に住んで２０年近くになるが、まだ十分に住み続けるのに納得できる状態ではない。名所・旧跡があり、
観光には良いと思うが、住んで居る者が生活しやすいとは思わない。玉縄地区は鎌倉の端で、何でも市の行
う整備などは最後である。同じ住民税を納めているのに、不公平を感じている。もっと全ての住民を同じように
住み易くして欲しいと思う。他の地域に住んで居たので、今まで住んで居た所をとてもよい所だったと思う事
がある。鎌倉もぜひそう思えるようなところになってほしいと思う。他の地域の人達から、鎌倉は良い所だと
言ってもらえるが、本当に「そうだ」と思えるようになってほしい。

27 ・税金が高い（公務員の給与の見直しが必要→一般の会社との差）

28 財源不足については数多い寺社から何らかの形で集める方法を考えてみても良いのでは。

29 税金が高すぎる。住民税

30 ・市政のコスト追求を十分行い、全国で上位のコストに相応しい行政を望む。

31

毎年行われている「新春の集い」は、鎌倉プリンスホテルで行われ、１人２０００円不足分は税金が使われてい
るとのこと。また市の職員が業務として出席しているとのことですが、これはいかがなものでしょうか？税金を使
わず、実費で会費を集めて開催するのが基本であろうと思います。職員も通常業務についてる方も多いはず
で、差別に当たると思います。次年は改善を望みます。

32 これからも住み易く安全な市でいられるよう、常に市民の声を聞き、必要に応じて対応をお願いします。

33 観光地以外の地域にも「目」を向けて市政を行ってほしい。

34
相変わらず市の天下りで、地域の職員まで占めるのではなく、地域の希望する人をパートで採用したらどうで
すか。

35 ・近県からの観光客が多い。寺社仏閣から税金を徴収していただきたい。

36 ・観光より居住している人が生活しやすい環境を整備

37
夫婦２人暮らしですが、老人と子どもについての施策ばかり考慮され（このアンケートでも）税金を納めている
メリットを感じられません。

38
住民重視の市制が行われているとはとても思えない。まず職員を最低限まで抑えるべきで、職員は遊んでい
るようにしか見えない。給料も高すぎ。働いていると思えるのは、ごみ収集の人ばかり。

39 旧鎌倉のみ重視し、大船、岡本地区は取り残されている感じがする。

40
市議が多すぎる。報酬が高すぎる。もっと市議や市の職員の給与を下げるべき。税収が減って貧乏というの
なら当然。
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41
・市民が参加できない日程かつ市役所職員が業務で参加している「新春の集い」を中止すべき。事業仕分け
で不要という判断がでていると聞いており、その決定に従ってもらいたい。

42 ・市職員の給料が高すぎる。

43
市の職員は必ず市在住者から採用すべし。市から給与を得て、横浜市に住んだ方が子育てに有利と言って
いる職員も多し！

44
もっと大胆にｏｎｅ　ｉｓｓｕｅに絞った施策を年度ごとに企て実行を強力に！総花的施策ではいつまでも同じ。
批判を恐れずに。

45
・観光都市としての整備はもう十分なので、市民の生活に直結する問題に資本人材を投入して欲しい。鎌倉
は物価高く、津波対策も見えないし、ごみも解決しておらず、高齢者増加もある。

46
・観光に重点を置いているようだが、静かな歴史のあるまちが鎌倉の魅力です。鎌倉のもつ本来の良さを大
切にして、住民に良い市政を望みます。

47 ・市政だより、タウンニュース等はよく読んでいるが、申請行政、福祉から脱却ください。

48 税金が高い。

49 市の職員の給与が高い。神社仏閣が税を払っていない。

50 母子、父子家庭に手厚い支援を鎌倉独自で行ってほしい。

51 ・役所の職員の態度悪すぎ。もう少し対応の仕方を考えるべき。

52 市民税が高いのに何もしてもらっていない。これが率直な意見です。

53

・世界遺産をめざす前にそこに住んで居る住民の事を考えて欲しい。世界遺産に選ばれたら、観光客が増
え、ごみ、車、現在も酷いのにさらになるのですよ。休日など買い物に出かけようとしても、渋滞しているし、休
日明けの駅のごみ箱を見たことがありますか？
・私自身、小町通りで働いていますが「トイレだけ借りに来る人」がたくさんいます。こういった事情を知ってい
ますか？それに対して対策を取っているのでしょうか？

54 ・住民税が高すぎなので、もう少し安くしてほしい。

55
鎌倉は役所の人の給料が高すぎる。手当の見直しも早急にすべき。市長に首長としてしっかり引き締めて
いって欲しい。

56
長嶋市議の地道な活動をしている人もいる。政治活動に全く縁のない私のようなものから見ても、自分の利益
の為でなく、市民の為に活動していることが良くわかる。市役所の方がにも「市民の為に」という姿勢をしっか
り学んでほしい。

57 ・市役所の方々が以前より親切、丁寧になった。

58
他市（横浜）から転入したり、身内に不幸があったりしたときに、市役所の手続きがあまりも時間がかかって
びっくりしました。職員はたくさん大勢いらっしゃるのに、対応してくれる人が少ないのは、なぜかと思います。
市政以前の問題と思います。

59
市民に理解できるような（直接恩恵を受けられるような）施策をお願いしたいです。
世界遺産の登録は、市民にとってメリットはないと思うので、（特に交通渋滞の件）そのような施策に税金を投
入するならば、市民の生活に密着した対策を考えて頂きたいです。

60 他市より税金が高いように思われる。

61

・法的には分からないが、寺社仏閣等の観光保全等にかかるまたは維持費は、各寺社仏閣の入場料から徴
収すべき。
・市役所職員の平均給与が、全国的に見てもこの鎌倉の予算では、高すぎる。住民負担を軽減してほしい。
組合が強すぎる？

62
自分が毎日深夜まで残業し、高い住民税を納入しているのに、市の職員らは、午後５時ピッタリにゾロゾロ退
庁し、異常に高い給与を得ていることが腹立たしい。

63 鎌倉市はスエーデン方式を目標にしてはいかが？高負担、高福祉を！
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64
・寺や神社からも税金を徴収するよう願いたい。隣接する市よりなぜ鎌倉市は税金が高いか。
・民間に委託するところは委託するように願いたい。
・職員の人数カットを願いたい。

65
大船駅のホームレスや、大船駅西口のマンション問題に改善が見られない。市長の目は鎌倉駅の方へしか
向けられていないように思える。

66
・腰越、深沢等出張所いつも暇を持て余しているのではないか。廃止不可なら人員を減らす、または市ＯＢ等
に入れ替え、経費節減を検討。

67
・まちの景観、衛生美観の意識は高いと思うが、大船駅前を実際に子ども(３歳児）と歩いてみると、パチンコ
屋、ゲームセンター前の煙草臭、歩道の汚れ、排水臭が不快。

68 市税が高い。

69 市職員(市長、幹部含む)の意識改革による行政改革の強力推進

70 職員給与の減額

71 鎌倉市は他の地域と比較し税金が高すぎます。

72 市議会議員や市職員の定員数が多すぎるように思う。

73 地元の住民への行政サービスの充実に力を入れてほしい。

74 今でも観光客が多いのに、これ以上は渋滞やごみ問題等お金では解決できない問題が増えるばかりです。

75
山を崩してマンションを建設したり残念です。　　隣の藤沢市や横浜市に比べて、高齢者に対する支援が低
いと思う。(バスの無料化等）税金は高いと聞いていますが、世界遺産となるならばその名に恥じない市政も希
望します。

76 ・ただ市役所は暗すぎて窓口の人ががんばっていても暗い。その室温暑すぎ！いつ行っても！

77 市の職員が給料に見合った仕事をしているとは思えない。

78 ・予算削減のアイデア、施策の議論が足りない。

79
・住民税が高い割に、文化遺産にばかりお金をかけすぎていると思う。それよりも図書館などの公共施設等を
充実させるべきだと思う。他の神奈川の市では、公共施設が充実していると感じる。

80 税金の使い方に関していま一度見つめ直していただきたいと思う。

81 ・市役所のきめ細かいサービスが欠けているように思う。

82
鎌倉というブランド名が強い割には、近隣の藤沢市、戸塚区の方が公共施設が整い、暮らしやすいように感
じます。

83 ・市民税が高すぎる。

84
窓口対応業務に関して、市民一人ひとりに対し事務的ではなく、もっと親身になって知らないことを含め丁寧
に説明してほしい。

85

鎌倉市であるから特に景観を重視することなく、一財政に応じた活動をすればよいと思う。
他の市の行政と同じように職員数を減らしラスパイレス指数も下げ、もっと経費を軽減することが優先するべき
である。
ごみ有料化を進めるのであれば、その分の減税を繰り入れるべきである。

86
・市役所の駐車場　人員不要！意味がない。なぜあんな多くの人がいるのか？ボランティア？○○○○○や
機械式でＯＫ！

87
市民が求めているサービスを市政が実施してくれる関係がなければ、市税の使用にも問題・矛盾を感じる。
何が必要なのかを考え、議論をした上で、実行してもらいたい。

88 ・市職員の給与を減らしてその分をごみ資源に回すべき。
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89

障害者福祉課にお世話になることが多いのですが、対応が遅いと感じることが多いです。何か申請しても再
促しないと届きません。車椅子も作っていただいたのですが、車椅子の業者が鎌倉市は横浜市に比べても
対応が遅いですねと言っておられました。窓口の対応は悪くないです。
すぐやっていただけない原因は、課の担当者が抱えている仕事が多すぎるからなのでしょうか？

90 ・観光客の集客も大切だが、市民の為にも考えて欲しい。

91 高齢化が進んでおり、市財政の困窮が気になります。

92

・恵まれた自然や観光地としての高い知名度にあぐらをかき、地元に住む人を大切にしていると感じる政策、
施策、整備がない。安直な”人寄せ”ではなく、歴史があり価値がある鎌倉をきちんと理解し、ブームやオシャ
レ等で住む人が増えたりしない、地に足の着いた息の長い計画で改善すべきところがあると思う。住んでいる
人を大切にできなければ、まちは”お安い”感じになり、あっという間に価値がなくなる。市政をコントロールす
る人たちが価値を理解しているか、大切に思っているとは感じない。

93
市役所はいつ訪問しても人が多い。効率的な仕事を行うことに努力し、人件費削減しなければならない。市
のサービスを客観的に監査することができていない。

94 鎌倉市は税金が高い。

95
６（１）～（９）：具体的な行政の試みがあるのでしょうか。あったとしたら全く知らない。もっとアピルしてほしい。
今、何に取り組んでいるのか分からなければ、参加することもできないから。

96
・市役所の人の言葉：役所に行き相談しているとき、暴言と思える言葉がある。→言葉ではなく、その人の考
えそのものではないでしょうか。

97
・市職員の対応（応対）の仕方が雑な方が多い。
・市の行政と市民生活の接点をとる。

98 ・海岸や道などに名称を作り、付けることは止めてほしい。

１．人権を尊重し、人との出会いを大切にするまち

「３．多文化共生社会」について

1 ・海外からの旅行者をサポートできる活動があれば市報などに載せてはいかがですか。

２．歴史を継承し、文化を創造するまち

「１．歴史環境」について

1
世界遺産登録という動きをされているが、猫も杓子も世界遺産というのはやめて、堅実に環境整備をすすめ
てもらいたい。

2
世界遺産になる必要性は全く考えられない。現状でも観光客はたくさん来られている。これ以上、土日休日、
人であふれかえるのは必要なし！
東京移転ありうる。

3
・世界遺産登録の活動はやめるべき！→地域住民のメリットがない。→維持費用、市民生活の制限、交通マ
ヒ

4
財政が厳しい現状ではあるが、山と海と歴史のある寺院の鎌倉をもっとアピールして、世界遺産の登録をもう
一度してほしい。

5 私は別に世界遺産にしなくていいと思います。

6
・鎌倉の世界遺産登録はやめてほしい。世界遺産に登録されなくても独自の保全に努めれば、鎌倉の魅力
は向上すると思う。世界遺産に媚びる必要は全くないと思う。

7
・鎌倉の将来を総合的に考えると「世界文化遺産」への登録が必須。今までの経緯を反省し、市政・市民と一
体となってどのように取り組むべきかを考え、実行していって欲しい。このままでは鎌倉は若者にとって魅力
的なまちではなくなり、老人ばかりのまちになって破たんしてしまう。

8
世界遺産をがんばるのはお金の無駄である。それらしい遺跡もすべて土の中なので、何か特徴となるものが
全くわからない。
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9

貴重な文化財保護の重要性は理解してますが、家屋建設前の遺跡調査のルールはあまりにも理不尽でし
た。施主にとっては、予算と時間との闘いです。建築許可を振りかざして理不尽なルールで進めるしかなく、
予定していない調査費用や調査待ちの時間等とても納得いくものではありませんでした。鎌倉だから？理不
尽なルール、立場の弱さをついたいじめです。これから鎌倉に住む人に同じ思いをしてほしくないものです。

10 もういい加減に世界遺産登録にお金や時間を使うのは止めてください。

11
新しく住宅建設する際、史跡周辺等を十分に調査していただきたい。開発せず鎌倉らしさの保全にぜひ尽力
ください。

12
課題は山積みであるが、鎌倉を観光地としてどうあるべきかというのが見えてこないので、世界遺産取り消し
の件を特に市民を含めて考えていく必要がある。

13 世界遺産登録運動など直ちに止めるべき。

14
・鎌倉を世界遺産にするために４９億円もかけたと聞く。だめとなり負債を抱えてこれから大変。それでもなお
何億円かけて別の部門から世界遺産になるように申し込むと聞く。驚きの上と思うが。市政は高齢者が多くお
金が無いと聞いていたので、どこにそんなお金があったのか。

15 世界遺産はもうやめるべき。税金の無駄遣いである。

16 世界遺産に登録することにお金を使いすぎ！

17 世界遺産はめざさなくてよいと思う。

18 世界遺産登録など必要なし。

19 世界遺産登録に向けて頑張ってください。

20
昨年、世界文化遺産登録からもれたわけですが、現在住んで居る地域におりますと、あまり関心がありませ
ん。鎌倉駅周辺もマンションが数棟あるようですが、どうも寺社仏閣とのギャップがありすぎに思われます。熟
考のほどお願いいたします。

21 ・世界遺産登録はする必要はない。

22
世界遺産に登録する必要はない。もしも登録されたら、観光客は増すだろうが、同時にごみのポイ捨てが増
え、悪化するだろう。

23
世界遺産の認定は必要ではない。むしろ不要、不快と思う住人も多い。鎌倉は鎌倉であり、住人が安心して
愛着を持ち暮らせるまちであってほしい。古き良き鎌倉を忘れず、観光事業にばかりおもねることなく、住むま
ち鎌倉としての目線を大切にしていただきたい。

「２．文化」について

1
文化都市に相応しい音楽ホールが欲しい。「きららホール」は響きやロビーが古くて、階段を上るのも大変。
もっと文化に理解を示してください。

2 文化都市と呼ばれるのにふさわしい文化的施設に充実を望みます。

3
・文化活動がとても活発だと思いますが、市民個人による活動に負うところが大きく、鎌倉市が文化活動を推
進しているようにはあまり感じられません。

３．都市環境を保全・創造するまち

「１．みどり」について

1 ・公園の数が圧倒的に少なく小さすぎる。せめてまち内会のラジオ体操の場所位は何とかしてほしい。

2
・台峯の自然環境の保全
・緑の保全

3 ・公園に時計を設置してほしい。そこで遊ぶ子ども達が自分が帰宅するべき時間が分かるようにするため。

4 鎌倉の自然が開発により破壊されているように思われます。自然環境は壊さず、美しい鎌倉を守ってほしい。

5 近くに公園が無く、子どもや老人が憩える場が欲しいと思います。

6 公園がなくては子どもは遊べません。
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7
同じ税金を払っているのに、公園に犬をつれていっただけで他の市民から注意されるのはおかしいのではな
いか？もちろん糞の始末などしない方がいるというのは理解できるが、看板に「連れてくるな。入るな。」と表示
するのはいかがなものか？あくまでも注意喚起に留めるべきではないかと思います。

8 ・幼稚園児、小学校低学年の子どもを持つ母です。安全で安心して遊べる公園がありません。

9 ・緑地の保存

10
・また寺社仏閣や山はあるが、根岸の森林公園や駒沢公園、砧公園等のようなのんびりとくつろいだり、ペット
と散策したりできる大きな自然公園がない。

11 ベンチを設置　希望します。

12
市内全域に緑ある山を崩して、住宅地にできない条例を作るべき。５０年１００年１０００年と経つうちに許すと、
徐々に緑がなくなるから、人間生活の環境に悪い結果となる。住めなくなる。

13
宅地造成で緑がどんどん失われています。鎌倉市はなぜ緑を少なくすることを許すのでしょうか。緑を守るこ
とに力を注いでほしいです。

14 ・自然を生かした公園など、鎌倉らしさを取り入れた遊び場が増えると良いと思います。

15 ・山はあるが藤沢市のように花や木を植ええるのは少ない。

16 分譲住宅を造成するため山を崩すのは、自然環境を破壊すると思います。（関谷住民）

17 広まちは公園化せず、できるだけ自然のままで遺して欲しい。

18 これ以上山や緑地を破壊しないでいただきたい。

19 また、自然豊かな鎌倉なのに、子どもや高齢者の集まる公園や広場が少ない

20
宅地開発のために近所にある山が崩され、木が伐採されています。近隣住民はみな心を痛め、落胆しながら
眺める事しかできずにとても残念です。市で山を買い取るなどの対策はなかったのでしょうか。これ以上、自
然を壊す開発がなくなることを願います。

21 ・緑を減らす開発に規制を！(個人邸の場合も）

22 ・残存農地、森林保全への補助、ボランティアの積極的活用

23 公園が少ない。

24
脱法的に貴重な緑地を破壊し、長期間放置状態(笛田公園裏の元保存緑地）となったり、違法な転用を謀る
(鎌倉山一方通行両側）状況に有効に対処する行政努力を求めたい。

25 ・特に就学前の子どもたちが自宅近くで遊べるという公園が少なすぎると思います。

26 ・現在、極楽寺地区に住んで居ますが、山の手入れを行政でもう少し行っていただきたい。

27 緑の保全に努めて頂きたい。まとまった緑地の宅地化に規制をかけることはできないものでしょうか。

28 乱開発はしないで欲しいです。

29 公園も他の市に比べると、非常に少なく、子育てには向いていない気がします。

30 小さい子どもが遊べる公園や集まれる場所を作ってほしい。全くない。

31
私は鎌倉が大好きです。小さい頃から山に登り、野原で花を摘み、自然がたくさんあることにとても癒されてき
ました。しかしここ最近、自然を壊しマンションだらけ！これ以上自然を壊さないでください。

32 ・これ以上、緑を無くす開発は許可すべきでない。

33
除草ボランティアの活動日を今現在の年２～３回を月に２回は設定していただきたい。若宮大路の一の鳥居
あたりは夏は雑草が目立つ。

34 以前は世田谷区でしたが、比べても公園は少なく、子どもたちがのびのびと遊べる場所がない。

35 宅地造成のための自然破壊、伐採等を増やさないように。

36 ・広い公園が欲しいです。（遊具がたくさんあり、のびのびしていて小中学生が集まれるような）
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「２．都市景観」について

1
・小町通り、若宮大路など古都鎌倉に相応しい建物、看板、店舗にするようもっと規制する方が良い。あまり
にもめちゃくちゃすぎる。人力車も多すぎる。

2
・市としてまちをどのようにしたいのか見えていない。古風なまち並みを残すのか？新しいものを取り入れるの
か？ただあまりにも古すぎる昔から通例を守ろうとする人が多すぎる。極論ではなく柔軟にはできないもので
しょうか。

3
日本にまた世界に誇れるような鎌倉に。古いものは大切に。不動産屋を増やしてどうするのですか？風景を
守らずして古都とは言えません。援助してあげてください。

4
古都鎌倉の景観が刻々と変わっていく様子が将来的に不安です。緑が無くなりちぐはぐな建物が立ち、まと
まりのない景観になっているような気がします。（鎌倉山など）

5 ・景観を壊さない配慮を

6
・鎌倉駅から主要な神社仏閣への景観（道路、建物）が統一性がなく、およそ歴史的に感心できる姿ではな
い。

7 武家の古都鎌倉という割に、日本家屋が多いわけでもなく、商業地区も統一感が感じられない。

8 ・電線のないまちをめざして欲しい。

9

まちの景観をごみごみしたものから、ゆったり気持ちが和らぐものにしてほしい。屋根、外壁の色を統一？す
る、洗濯物の干し方、庭が少しでもあれば木を一本植える等々、上手く市民の自覚を促す市政を取り入れて
ほしい。史跡、名勝の周囲はゆとりをもたせてほしい。市民への呼びかけをして、周囲の景観を整える方向に
もっていければ…と思います。

10 電線、電柱をできるだけ埋めて欲しい。

11
まちの景観について：従来の住宅地に新たに転入してきた人が、その住宅地にはなかったような外壁（色）、
家の形など目に余ります。そのようなことに対する規制を切に望みます。また、メインであろう八幡宮前の通り
の商店も同様に思います。

12 ・電線、電柱が煩雑で美しくない。景観を損ねていると感じています。

13
努力しているのは感じ取れる。景観を大切にして（強力な規制を作るなど）、全体的に美しく、歩道を広く、観
光収入を増やせるようにしてはどうか。

「３．生活環境」について

1
ごみ収集について　現状は大変順調に進められている(末端では）と思われる。できればこのままの収集方法
を持続し、処理方法については一工夫をお願したい。

2
歩きたばこが駅(大船駅）から歩いてくる人に多く、とても不快に感じる。自転車に乗りながらや駅の喫煙禁止
区域でのたばこが多く目につく。

3
・ごみの収集方法を現状のまま変えないでほしい。有料化や各家庭個別収集は、嫌がらせやいじめのように
感じる。

4

ごみの有料化について→絶対反対
１．すべての人がカラス対策するとは思えない。カラス減少がまた増加する。
２．まち内会費で多額な費用をかけ、カラス対策したのに無駄になる。全額市で補償してくれますか。
３．ごみ減少する試算ですが、家庭用処理機(電気の場合）でCO２増加するのでは。

5 ・ごみ個別収集はもう少し議論していただきたい。身の回りで賛成している方は一人もいないので。

6

年末のごみ回収について　　今まで各戸に収集の変更についての一覧が配られていました。市の広報と回
覧だけでは、共働きなどでいそがしい人や、高齢者は対応が難しいと思います。間違って出されている人が
多かった。資源の無駄を省くのと、きめ細かい周知は別だと思います。ごみの詳しい出し方についても、各戸
に細かく知らせていただきたい。高齢者や忙しい人はいちいちホームページで確認できません。

7 名越のごみ工場のあり方についての市民的議論の場を作ってほしい。
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8 ごみの戸別収集は反対です。

9
・３Ｒ充実のためのごみ処理施設の整備。
・リサイクルセンターなどの有効利用。

10 ・トンビについて、早急に対策を立てる方が良い。酷い。

11
・ごみ袋の有料化には賛成だが、戸別収集には反対です。戸別にしたからって極端に減るとは思いません
し、景観も悪い。働いている人や外出した場合など一日中家の前にごみ箱がある状態になる。それ以上に戸
別収集の方が、時間も人件費も今以上にかかり無駄だと思う。

12
・ごみ分別は良い事だが、名越ごみ焼却場（クリーンセンター）内を見学したことがあるが、分別したごみを同
時に焼却している。（生ごみ、プラスチックなど）　　納得できない。

13 ・ごみの戸別収集に紙類をぜひ加えてほしい（老人には重いので）

14
・ごみ戸別回収は大反対です。早朝出して外出（出勤）するので。ごみの出し方のルールを守っていないの
が高齢の方だったりするので、きちんと守ってほしい。

15 ・路上喫煙の取り締まり強化（子ども達への影響心配）

16 ごみ清掃処理を市民の立場で使いやすい仕組みにしてください。

17 ごみの個別集めは反対です。

18

やはりごみの分別については気になる所です。高齢者にとっては、分別はとても大変な作業の様で…残され
たごみを分別して、決まった曜日に出し直したりしております。個人収集になれば少しは、分別を意識できる
のだろうかと今から不安です。そもそも出す曜日を間違っていることも多く、月１回の危険有害ごみの日もよく
理解されていないことが多いです。衣類収集の時、ふとんを丸ごと出したりなど…クリーンステーションに明日
は何のごみの日ですと大きくめくれる看板があるといいなと思います。

19
ごみの個別収集は全ての点においてマイナス要素しか考えられないので反対です。現行のごみステーション
を継続する中で、ごみそのものの減量を各家で心がけ実現すべきである。

20

・社会（経済活動）がごみが出ない仕組みとなっていない中、個人に減量の負担をさせるような行政に感じて
います。また、山からの落ち葉を掃いて集めた人はその落ち葉ごみをどうしたらよいのですか？という意見も
聞こえる中、行政の説明手法への工夫を望みます。
・外部委託した後のサービスが向上または利用者に満足されているか等の確認も工夫して欲しいと思いま
す。

21 ごみ処理スケジュールの明確化（いつまでに何をするか明細の明示）

22 ・ペットの飼い主も同様（犬の排泄物）

23

・ごみ焼却所問題について：今泉台の施設が終了するのに納得できない。名越だけでは無理だし、私も名越
近くに住んで居るが、生活に必要だから文句言わないのに、今泉台の人は自分たちのごみを、他に押しつけ
るなんておかしい。市は早急に新しい焼却所を作るべきだ。少子化問題より最優先すべきである。今、住んで
居る市民全員にとって大切な施設である。

24

家庭系ごみ戸別・有料化に反対です。消費税もあがり、医療費負担の増額にもかかわらず、高齢者の年金は
減少傾向にあり、老人にとっては希望のない日々です。また子育て世代にとっても負担が増えるので、増税
の時期にするべきではありません。また、個別収集は人件費もかかり、不法投棄、ごみの散乱等、問題山積
みです。

25

・ごみを集める場所（クリーンステーション？）について、横浜市のようにボックス式にしてほしい。猫やカラスが
ごみを散らかす防止になるから。現状はネットをかぶせているが、役目を果たしていない。またネットを高い所
に置かないでほしい。（ごみを集めに来る市役所の人が高い所に置くので、使用する時は壁によじ登って
取っているのが現状である）

26

電動生ごみ処理機を補助を受けて購入し、使用しているが、処理残材は肥料として庭の土に埋めており、燃
やすごみは汚れた紙（ティッシュ）くらいで少ない。もっと各家庭に導入促進すべき。ただし、台所の流しのご
みネットも電動生ごみ処理機で処理しているが、１００％自然由来の製品を事業者が用意するよう、市も支援
してほしい。（１％ほどポリエステルが入っている）
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27
ごみの有料化について、分別もきちんと他のまちに比べてできているのだから、今まで通りに無料でしてほし
い。（住民税も他のまちに比べて高めなのだから）

28 また、ごみの再利用やエコには賛成ですが、ごみの有料化や戸別化が必要なのか疑問です。

29
ごみの戸別収集は論外。もっと税金を有効に使ってもらいたい。ただし、ごみの処分場については早急に手
当てしてほしい。有料化については、何のために高額な税金を払っているのかと言いたい。また市職員が鎌
倉市民ではないのはおかしい？？

30

動物、猫、犬を安易に処分せず、命ある生命は生かしつつ、不幸な動物を増やさないように、民間でも活動
している方々への助成をお願いしたい。外来種についても、殺生せず保護して、せめて今ある生命を奪う事
のないようにできないものか？ドイツ等に見習い、保護して飼い主を探すまで飼育する施設を、ぜひとも建設
してほしい。人にも動物にも優しい市にして。

31 ごみの戸別収集は止めてほしい。今の収集方法が良い。

32 ・ごみの有料化、戸別収集の再度検討を

33
赤字が出るごみの戸別回収は中止すべき。有料化については賛成。もっと自治会、まち内会に入り込んで説
明してほしい。

34 ・ごみ有料化などもってのほか

35 ごみの有料化はめんどくさいのでやめてほしい。

36 新しく焼却炉を作るつもりはないのですか。市民にまた負担を作り、人件費もかかるのではないでしょうか？

37
・ごみは早く処理場を建設すべき。市民に負担させて質的向上にならないのはおかしい。人材、資金が確保
できるなら、分別管理など止めるべき。

38 ・ごみ焼却施設の計画進行を望みます。有料化、戸別収集は反対する。

39

・ごみの有料化に絶対反対。市長は再選されたことを理由に再び有料化させようとしているようであるが、投
票率から考えても、市民の大半は有料化に賛成しているとは考えにくい。有料化を急ぐよりも前に、ごみをい
かに出さないようにするかの努力により傾注すべきである。市長は大きな勘違いをしている。
・商店の過剰包装抑制
・個人住宅ばかりでなく、共同住宅においても、敷地内生ごみ処理施設を設ける（不燃ごみ処理も考慮してよ
い）

40
個人徴収のごみ有料化は疑問です。戸別収集は家人の不在等知られやすい。（ごみ箱を家の前に出したま
まにするとか…）ごみを出さずにごみ屋敷も増えそう。

41 ごみ有料　大反対。

42 ・ごみの回収は戸別に収集は止めてほしい。今まで通りの方が良い。

43 ・犬を放して散歩する人が多いので、ドッグランの必要を感じています。

44 ごみの有料は反対ではないが、戸別は反対です。

45
・ごみ有料化について　生ごみを肥料等にして持っていき、フラワーセンター、公園、まち路樹等のリサイクル
にするシステムがあればよい。

46
ごみの戸別収集はきちんとごみ出しができていない、ルールを守らないのは、アパート等の集合住宅の方が
多いように思います。なので集合住宅の収集について、きちんと考えて欲しいです。

47 多額の予算を割いてのリサイクル直ちに止めるべき

48 ごみ出しは今までどおりが良いと思う。

49 ごみの戸別収集、有料化につては、くらし、地域、自然を守っていく方向に逆行するので反対。

50
・ごみ収集について：戸別収集がやっと今春からスタートですが、他地域ではとうの昔に行われています。遅
い。
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51

今一番気になっている事はごみの戸別収集です。片瀬山へ歩いていくことも多いのですが、藤沢は既に戸
別収集になっていますが、大変見苦しく、収集に時間と人がかかっています。風の強い日には、ポリバケツ、
収集物が散乱し、道の真ん中に転がっています。また、朝ごみを玄関前に置き、１日外出し夜遅く帰宅するま
で、ポリバケツ、ネットがそのままになり、収集後も空のポリバケツが風に飛んでいることもあります。これは稀
ですが、旅行に行く日は、家の前に出しては行けません。鎌倉はリサイクル率１番と、うちの周りはきちんと出
していてマナーも良好です。わざわざ人件費を出して、戸別収集にする理由が見当たりません。断固反対で
す。

52 ・ごみの有料化は反対します。

53 ごみの有料化を進めて、実施していただきたいです。

54 ごみの戸別収集はぜひやって欲しい。

55
鎌倉に住みはじめてまだ日が浅いが、ごみの有料化には関心があります。以前、長年住んで居た藤沢市で
は、すでにやっており、ごみの出し方にはかなり気をつけております。やはり有料化は必要な気がします。個
人のごみについての認識が高まるかと思うのですが…

56
現在、ごみの戸別収集を行っていますが、歩いて山を登ったり下りたりは、時間もかかるし、それだけ経費も
かかると思います。ぜひご検討をお願いしたい。

57

・ごみ有料化について：有料化そのものは賛成。その方が公平だと思う。ただしルール違反をする人が無いよ
う、公平化　を図るのは大切なことだが、そのために個人収集するのはあまりにコストがかかりすぎ。費用対効
果のバランスが悪すぎると思う。例えば、公道に面した家の人が、山奥の家の戸別収集の人件費を負担する
のはある意味不公平だ。（土地購入時に自己負担で条件の良い場所に住んだ人と、安くて条件の悪い場所
を購入した人は？）
・今泉クリーンセンターが使えなくなるのは、周辺住民との約束と聞いたが、その理由は意外と市民全体に周
知されていない印象。（市もこの件についてあまり話したがらない印象さえ受ける）そもそも周辺に住民などほ
とんど住んで居ない環境なのに、なにかおかしい。約束した周辺住民て誰？　　個別収集の莫大な費用を全
市民に負担させることになるなら、再度土地を使わせてもいいと思ってくれないの？納得してもらえるだけの、
十分な補償をしても、戸別収集コストよりも全然少ないのでは?この辺りももっとオープンに話し合うべきで
は？　　　今泉のクリーンセンターを使い続けられないか、周辺との交渉をもっと努力する等もやってみている
のでしょうか。
・また戸別収集などという極端に走らない方法はないのか、もっと検討してほしい。

58
・歩行喫煙の全面禁止
・各所に設置してある喫煙コーナーの撤廃。図書館や時計台の横の道を通る時に大変苦しいので。

59 今泉のごみ処理場は引き続き必要と思われる。

60
ごみの有料の話が出ていますが、各戸の前に置き集める人件費や車の購入費が膨大になるのではないで
しょうか。今泉の所の場所を建て替えて、温水プールなど市民の為に考えてみてください。

61

・藤沢市では放射能検査を無料で、どんなものでも(個人の家で採れたものなど）検査してくれる機関があるよ
うだが、鎌倉市では購入したものしか検査できないと言われ、不満がある。鎌倉市でも家で採れた野菜、果物
なども検査できるようにしてほしい。
・ごみの戸別収集は特に若い女性など、ごみの持ち去り(不審者による）が心配。

62 ・ごみ出しのマナーが悪いので、早く各家庭での収集を開始してほしい。

63 ごみ戸別回収を早くしてほしい。

64
鎌倉を世界遺産にするために４９億円もかけたと聞く。そんなお金があれば、他市に頼らずに環境に良いご
み焼却場ができたと思う。

65 ・ごみの戸別収集反対。観光都市の景観上もコスト的にも問題。新型ごみ焼却炉を導入せよ。

66
・犬猫等の糞が敷地内、家の周辺道路に度々落ちており困っている。飼い犬猫の糞の処理の徹底、ごみの
ポイ捨て禁止、ごみの捨てやすい環境にしてほしい。
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67

ごみの有料化反対
理由
・玄関先にごみ箱を置くと汚く、まち全体が不潔になる。
・有料化により、ポイ捨てが多くなり汚くなる。まちの環境が悪くなる。
・業者人員を増やすため税金が多く使うようになる。
・ごみ箱などが強風の時、道路に転がり交通事故の元となる。
対策
・ごみの分別の大事さと分別内容方法をもっと具体的に。指導表示を写真等で各ごみ収集場に啓示する。
・地域別に抜き打ち分別監視をして、悪い所は指導する。

68 家庭ごみ収集については、戸別収集をぜひ実施してもらいたい。

69

ごみ…集積場が無く道路脇に積み重ねられており、ネットを被せていてもカラスにごみを散乱されており、美
的にも衛生的にも最悪だと思う。
クリーンセンター…お昼の休みが長いと思う。渋滞を抜けてやっと着いたら１１：３０。1時間半もそこで待つこと
はできず、出直し。職員は煙草をふかしている…

70 ・ごみの戸別収集は早く始めてほしい。

71 ごみの有料化は問題ないが、戸別収集は一度やってしまうと元に戻せないことも含め、やめた方が良い。

72
・ごみの戸別収集のモデル地区の選定には、市内で一番難しいと思われる地域を入れないと、実情の把握
には近づけないと思います。（車が入れない山の上や階段状の土地など）　　またまちを世界遺産にとめざす
市内にごみが並ぶ様子はどうでしょう？

73

ごみの減量化、有料化、戸別収集などを盛んに呼びかけているが、我々市民はごみの分別を一日中するた
めに生活しているのではない。市職員と違い我々は日々、忙しい毎日を送っているのだ。他にすること、しな
ければいけないことが山ほどあるのだ。
ごみの有料化はけしからん。

74 ・ごみ有料化より処分場を確保すべき。

75 ・ごみの分別をより分かりやすくして欲しい。（各家庭に一覧表を毎年配付希望）

76

・ごみの有料化問題も、有料化して総量を減らすといった漠然とした結果をもとめるのではなく、住居別（一戸
建て、マンション、他の集合住宅等）のごみの出し方の違いや、種類別の量を調べて有効な対策を考えて欲
しい。
・ごみの総量を減らすことと、観光客を増やしたいと言うのも矛盾しているような気がする。観光客が増えれば
その分ごみも増えそうである。

77 ごみ問題がんばってください。

78 ・ごみ有料化については反対である。

79 ごみの戸別収集、有料化は納得できない。生ごみの処理方法など、他にまだ減量化する方法があると思う。

80 ごみ問題も山積みで市民に負担をかける対策しか聞こえてきません。

81 ごみ問題について、戸別収集は葉山まちのように無料にしてもらいたい。

82
・ごみの有料化　絶対反対！絶対反対！
・観光客のポイ捨てなど何とかすべき。家庭は十分努力している。

83
・ごみ問題について：ごみの３Ｒ活動による減量は理解できるが、「生ごみ処理機」で出たものをまた生ごみと
して出すようなシステムはエコの観点から矛盾している。処理物を回収する、回収する場所を設けるなどすべ
き。

84
・ごみの戸別収集、有料化も反対。現状で分類などごみに関しては十分協力している。藤沢市とは比べられ
ないと思う。

85 そして猫や犬も守ってください。お願いいたします。（処分をやめてください）

86 ・生ごみ→土にしたものの回収をお願いしたいと思います。
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87

ごみ回収有料反対！！
増税だけでも家計に大きな負担になる。有料になるのなら払いたくないと、道などのポイ捨てやコンビニのご
み箱に捨てる人が増える可能性がある。有料ごみ袋を毎回買う余裕がない家は、ごみがたまり不衛生にな
る。ごみ袋が有料ではない所まで捨てに行く人がいる。（実際にしている）　市長選の投票率が低いのは、市
民の関心度が低い証拠である。当選イコール有料化実行にはならない。

88
ごみ問題などもそうだが、歩きたばこをする人を多く見かけ、マナーの守れない人がいてがっかりすることがあ
る。鎌倉市民としてだけでなく、大人としてマナーを大事にする人が多く住むまちでありたいので、「歩きたば
こ」に関する規制をもっと厳しくして欲しい。よろしくお願いします。

89 名越のごみ出し　電話予約になったのは良くないと思う。

90
・ごみ（袋）有料化は賛成だが、市の試算を明らかにオーバーする戸別収集は税金のムダ。ふれあい収集は
とても良いのでそのままに、現行通りクリーンステーション回収で、有料袋はもっと小さいサイズも作って収集
してほしい。

91 ・ごみの収集について、なぜ戸別収集にしたのか。

92

ごみ収集の件ですが、このご時世ごみ処理に費用がかさむのは当然であり、市民が負担するのは（有料化）
はやむを得ないと思います。ただ戸別収集には反対です。私は西鎌倉在住ですが、自治会でもアンケートを
したり、問題意識はとても高いです。現在ブルーシートからグリーンのケース型に移行し、カラスもほとんどい
なくなり、美しいまちになりました。
隣の藤沢市片瀬は戸別収集が始まっていますが、見に行くと、各家庭でばらばらのごみ箱、ブルーシートや
網ですませるところ。また、風が吹いて空のごみ箱が道路に飛び散っていました。ごみが飛んでカラスがつつ
き、それは誰が片付けるのでしょうか?今はなにかあったら、その週の当番が片付けています。個別になったら
ごみも個人の所有物になるので、下手に手を出して、トラブルになることもあるのでは。人から見てごみでもそ
の人にとっては宝なんて言われたら、高齢者ですし、たまりにたまってごみ屋敷なんてことになる人も出てくる
のでは。ごみの有料は仕方ないです。むしろお金は出します。ただ西鎌倉に将来的にごみ箱が散乱するの
は絶対反対です。地域によってごみ収集のあり方を選択できるようにしていただきたいです。

93 小型家電リサイクル（藤沢市でつくっているもの）を早急に始めてください。

４．健やかで心豊かに暮らせるまち

「１．健康福祉」について

1 ・地域医療センターの移転希望

2 老人介護施設の充実

3 ・ホームレス対策(公共施設に長居されるので悪臭が漂い不潔。衣食住、就労の保障を！）

4
保育園入所審査プロセスが不透明。東京都や県内他の自治体と比べてお粗末。鎌倉市の最大のネックは保
育行政にあると思います。特に共働き世帯には非常に冷たいと言えるでしょう。改善を望みます。

5 ・保育士の給料をあげないといくら保育園、幼稚園等を造っても、働きたいと思える人がいないとだめ。

6 ・医療(特に周産期、救急分野）の拡大を図ってほしい。

7
・小児医療に所得制限がありますが所得制限は無しにしてほしい。子どもの病気については同じように扱って
ほしい。

8 ・母がアルツハイマーになった時、１０年くらいどこに何を相談していいかわからなかった。

9 ・若者が子育てしやすいまちにしてほしい。

10 ・高齢者による地域活性化ができるような施策の充実

11 ・当方独身ですが、子育てに関するサポートを手厚くお願いしたい。

12
高齢者の医療費対策、健康保険料対策の為にも、老人の健康管理、スポーツセンター、健康・体力チェック
など。.ボランティアに対するポイント制導入など、色々藤沢市などからは活気ある市の動きが見て取れるの
か？およそ鎌倉市のそういった動きが見えない。

13 ・健康管理面での対策（人間ドック等）を充実してほしい。
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14
子育て支援がかなり良くないそうなので、充実させてほしい。文化遺産だけではなく、市民の暮らしを守って
欲しいです。

15
７０歳以上７５歳以上でも良いですが、鎌倉市内の交通機関を半額または市からのチケットを出すようにして
欲しい。

16 例えば定年後の雇用などより定年後の起業を支援するとかいう項目は何故ないのか？

17

少子高齢化は全国各地でも見られる現象ですが、高齢化については見方を変えれば当然の結果であり、喜
ばしい事とも言えるのではないでしょうか。なぜなら私たちは長生きを求め、医療の発展に尽くしてきたからで
す。医療の発展に伴う長寿命化を、介護あるいは高齢者の健康づくりといった点が乖離しているところを、どう
連携させるかを考えていく必要があると思います。一方で私は、むしろこれからの鎌倉を担う子どもたちや若
者をどのように育て、定住させるのかについて、重点的に対策を立てるべきではないかと思います。鎌倉で子
どもを産む環境は十分でないと思いますし、鎌倉に住み仕事も子育ても鎌倉で出来る人はそう多くはいない
のではないでしょうか。

18
この先の老人医療費負担率上昇により、自分達の老後に大きな不安があります。現在の年金での生活に不
安もあり、どのようにしていけばよいのか？と考えると怖くなります。更なる医療、社会福祉制度の充実を切に
望みます。

19 弱者の視点で市政を行ってください。

20
子育て支援の拡充を民間の力を借りながらお願いしたく思います。助け合いできるまちづくりのために私も協
力します。「産んでも女性が働き続けることができる日本」とするために、まずは個人→会社→行政へと広げて
いきたいです。

21 ・老人福祉施設等の充実（低価格）

22
・遺族年金のみでも入れるようなグループホームサービス付高齢者施設などを作って欲しい。
・子育て支援も含め、観光と福祉を中心としたまちになると素晴らしいと思う。

23
子どもを産み育てやすいように、産科補助券の金額をあげてほしいです。横浜と比較すると鎌倉は低く、自己
負担が多くなります。

24

・子どもにも老人にも決してやさしいまちとは言えない。税金ばかりが高く、医療機関が少なく、福祉が他市ま
ち村に比べてとても劣っている。
・住民にとってもとても住みづらく、年老いてからは住むのが困難になると思うので、早くに他行政で福祉等が
しっかりとしたところに移り住むことを考えている。

25

・高齢者をもっと活用できる場を開拓して、能力、体力、精神力のある人たちを年齢制限することなく、経験を
生かす努力をしていけたらよいのではと思います。
・介護施設が少ないと良く聞くので、改善をはかってもっと介護の充実を図れるよう、若い人材確保に努めて
はどうでしょうか。

26 学童に通っていない子ども達も放課後、預けられるような場所があると助かります。

27 ・子どもの医療費補助（学年を上げる。所得制限をなくす。）

28
・障害児・者が住み易い鎌倉にしてください。特に小学生、中学生等のデイサービスを増やしてください。藤
沢市のように、デイサービスを充実させてください。
・児童相談所が無いことがおかしいです。鎌倉市に…　　なぜ横須賀市なんですか？遠くて大変です。

29
また、少子高齢化の解消、子育てしやすいまちに取り組むのなら、不妊治療の助成金も県とは別に出すべき
と思います。

30 ２４時間対応の病院を増やす等やるべきことはたくさんあります。

31

難しい時代になりました。（このアンケートも難しかったです。）子育てにお金がかかる、仕事が大変だったり、
給料が低かったりなど、少子高齢化は当然だと思います。人は自然のままに無理せず生きる、自力でまたは
近隣（家族もいるなら）で助け合って生きる。できない人は。社会や行政が助ける。でも無理に延命を図らな
い。若い人達が困らないようにと、個人的には思っているのですが、公の方はそんなことは言えませんね。

32 高齢者にも冷たい。民生委員もろくな人がいない。
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33
・介護施設を増やして欲しいです。
・健康でいられる様、スポーツジムの増設をしてほしいです。（都内では駅前によくある）

34 ・高齢者が多いのに、老人施設が少なすぎる。

35 老人の不必要な病院通いが多すぎます。

36 子育てのしやすい社会を充実させてほしい。

37

和民グループのような民間の老人ホームは、鎌倉にも多く出来ていますが、とても高く、一部のお金持ちしか
入居できません。寝たきり老人を家庭で看るのは、とてもたいへんで家族の負担もかかります。「特養」に申し
込んでも３～４年待ちは異常です。「老健」クラスでも月額は高く、毎月支払う家族は大変なのです。これから
ますます高齢者が増え、老々介護も当たり前のようになるのです。鎌倉に「特養」を増やしてください。待機老
人が一人でも減るように！「老健」も３カ月で追い出すシステムを無くしてください。切実な問題です。
←確か去年も書いたように思いますが…　　改善する気はありますか？

38 ・鎌倉で地震、津波からは逃れられないが、市民病院もない。現状はお粗末。

39 ・幼児たちが自由に遊べる空間がほとんどない。子どもの家新設は良かった。外では海浜公園しかない。

40 義務教育の子どもがいても働きやすい環境（学童）を増やして欲しい。

41
大変良い所ですが、市の福祉、子どもの手助けが他市に比べても十分までいかずとも、病院も少なく満足の
いくものではない。年齢が進むにつれ、不安がつのる。

42

あと病院問題！私は結婚して鎌倉に住み、出産した時に早産で、通院していた所では早産で生まれた場合
に対処できないと言われ、他市に回されましたが、大変な思いをしました。そのことがあって次の出産は「鎌倉
では出産しない！」と決め、里帰り出産にしました。鎌倉は安心して行ける大きな病院がない！　これから年
取っていくと、この件も大変重要な事です。
市民税を高くとっているのなら、この辺も住民が安心して住める市にしてほしいです。

43 高齢者が不安なく暮らしていけるような年金制度、福祉の充実

44 高齢者偏重の行政を改革すべき。エゴ、プライドが透けて見える施策は百害あって一利なし。

45 ・まちづくりよりも、健康環境作りに予算を振り向けるべき。

46

私は７２歳の主婦です。家族は２人。今泉台に住んでおり、この場所が大変気に入っております。できればこ
の地で終わりたいと願っております。まち内会も大変しっかりしており、この団地に老人ホームのような物が出
来ればと望んでおります。我が家を売って入りたい日が来ればと思います。元気なうちはボランティア（老人
の）で助け、歳を取り動けなくなったら、助けてほしいと思います。近所の人達は会えば皆、会釈するようなま
ち内です。

47

・年収の差別での納税：年収が多くても税金で取られ、子ども手当はもらえず、年収が少ない若い家族の方
が結局残るお金が多い。
・子ども手当や、子ども医療費の平等さを求めます：上と同じで、年収ぎりぎりボーダーラインにいるので、子
ども手当はもらえず医療費はかかる。ぜんそくもちの家庭のため、小児医療費は、全員平等に小学校まで無
料にしていただきたい。

48 障害児、者の福祉サービスの充実をぜひお願いします。

49

・保育園の先生の行動がリスクを負いたくないという対応が見られ、無責任な行動を改善して欲しい。
・市民病院がないので、設立してほしい。特に夜間に小児科の対応してもらえる病院が無く、藤沢市民病院
まで行かなければならない。
・発達支援センターと保育園の連携が悪い。意見または発言の食い違いがある。

50 また、少子化対策なども市民に広く良い方策を考えることも必要かと思います。
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51

昨年子どもが生まれ、市政に求めるものが子育てについてが一番になりました。現在は子育てに専念してお
りますが、今後は子どもを預けて働きたいですし、その時に心置きなく任せられる場所が増えてほしいと思い
ます。
・医療費など助成がもっと充実してほしいですし、
・小児科専門の医療も増えてほしいなと思います。
・レイウェルが近かったので、子育てサポートセンターが移転したのは残念です。まだ市内に住んで４年です
ので、今後家族で鎌倉に住むという事を実感していきたいと思っています。

52 ・バス利用の運賃が負担である（高齢者）

53

子どもの教育、子育てについて充実していただきたいと思います。発達に悩みのある子どもを育てています
が、既存の相談窓口、施設では不十分と感じています。子育ての現実と職員の意識に大きな隔たりがありま
す。他地域から転居してきましたが、地域差を強く感じました。幼稚園入園時にも、入園拒否にあうなど、難し
い問題を抱えましたが、相談するところもなく（相談しても相談にならない）、結局子育ての問題は家庭内の事
というスタンスと思いました。発展を望みますし、そのための尽力は惜しみません。

54 小・中学生の医療費に所得制限を設けないでほしい。

55 子ども、高齢者に対しての支援が少ないと思います。

56 子どもが増えるように頑張ってください。

57
・子育て支援の充実強化
・医療介護の充実強化

58 お寺が多く税金が入らないので、老人に対しての福祉が悪い。

59

鎌倉の地が好きで住みたいと思い、20数年前に越してきましたが、住民が安心してかかれる市民病院がない
のが残念です。文化人が住んでいたという割合にしては、東京が近いためか、医薬関連の連携機関が確立
していない感をうけ、総合病院では人と向き合っているように感じられない。生まれる時、死に至る時、最初か
ら最後まで人として認められ、受け入れられた姿勢で接してもらえるスタッフのいる機関・病院を作っていただ
きたいです。

60
自然があるという環境については、他の都市に無い良い市ですが、働きながら子どもを育てる環境が不十分
過ぎると思います。住み続けたくても、現実問題として住めない環境なので改善を望みます。(保育園の少な
さ、交通手段の少なさなど）

61 子どもの遊び場が少ない。

62 腰越子ども会館の新設（早急な）！！

63 福祉がもっと暖かくなればよいと思う。また障害者に対しての手の差し伸べ方、母子父子家庭への手

64
子どもの相談に行ったが担当が分かれすぎていて、横のつながりがあまり感じられない。どこに相談してもそ
れはここではありませんみたいな感じで、相談しに行ってもいまいちな感じで終わってしまった。

65 ・薬漬け、病院通い癖の高齢者を減らす施策が必要。（健常者と障害者の負担率の差別化など）

66 ・介護保険を使うときの手続きが分かりにくく且つ面倒すぎる。

67
子育てに関するサポートが薄いと思います。特に病児保育など女性も働きやすい環境を整えてもらえると、夫
婦で子育てしながら仕事がしやすく、少子化も改善されるのではと思います。（中学生までの完全医療費無
料を含めて）

68
女性が安心して働き続けられるよう、中学校の学校給食制を早急に進めるべきだと思う。何の努力もせず無
理だと言うのは行政の怠慢だと思う。

69

市の活性化には税収アップが必要だと思う。そのために①女性の正社員での社会復帰②子育て支援（託児
所等）の充実を願う。夫だけの収入では市に消費できるお金にも限度があり、共働きにするだけで、一世帯で
消費できるお金がぐんと上がると思う。そのためにも託児所等も充実していただきたい。パートではパートでの
月の収入と、託児所に払う金額がほぼ同じくらいになってしまうため、女性が働く意味が金銭的な意味ではな
いと思うため、正社員で復帰が望ましく、それには託児所の業務時間も延ばしていただきたい。

70 ・市民病院がほしい。
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71
市民病院を作ってほしい。医師会が大反対していると仄聞するが、どこかの大学病院と提携して野村総研跡
地を提供してはいかが。

72 子どもの育成（子作り含む）に全力をかけたほうがよい。市民および市政はその認識が欠落している。

73

よりよい市政の為に、工夫や新しいアイデアを進めている課もあると思いますが、保育園入園（保育課）、学
区変更の相談（学務課）の際の“ただ今ある規定の中に収まってもらいたい”という職員の態度にがっかりしま
す。たくさんの業務でお忙しいとは思いますが、もう少し”毎日の仕事を順にこなしていく”ではなく、よいよい
鎌倉市になるには、という事を考えて取り組んでほしいです。
大船地区のレイウェルの支援センターが閉館してしまいましたが、１／週で大船保育園を貸していただいて、
開催してくださいました。たくさんの親子が参加しています。このような柔軟な対応は大変ありがたいです。

74

高齢者が身体を鍛えられる場所（ハード）と指導（ソフト）の充実をすることにより、健康寿命を延ばすことがで
きると思う。実際には長野のある村では大きな効果を出している。市の大きな負担になっている医療費の軽減
につながる。しかしながら、鎌倉市では限られた場所と人数（参加）になっているため、参加機会がきわめて
少ないように思う。ぜひ地域分散での対応を考えて欲しい。
追記：特にソフト面の強化をすることで参加したい気持ちを広げられると思う。

75
・もう少し通える病院を作ってほしい。
・出産できる産婦人科を作ってほしい。

76 子育て環境の充実と言いながら、財政無いことを理由に公立保育園を民営化することは反対である。

77
子育てしやすいまち作りの充実を希望します。２０１５年に保育園の新システムになると聞きますが、市政での
補助金を充実していただき、未来を担う子どもたちの生活が豊かになるように、是非協力していただきたい。

78 子どもと高齢者が明るく元気に暮らせるまちにしてほしい。

79
様々な子育て支援をお願いしたい。子どもはいずれ老人を支えるのだから、教育すべき。老人には適当なと
ころまでの支援で良い。自分もそれで良い。
鎌倉の自然と地域の人々は、子どもを育てるのに良い環境である。もっとアピールすべき。

80
地形の問題もありますが、高齢者の多い山はちょっとした雪や、長引く工事で、車椅子使用の（わずかは歩行
できますが）老人は、緊急でも全く外へ出られなくなります。そのような事態にどうしたらよいか、連絡先なり対
応先のきめ細かい助言の窓口が欲しいと常に思っています。　　介護している家族から

「２．学校教育」について

1 ・教育への予算拡充希望(中学校の給食化など）

2 ・小、中学校におけるいじめ対策について、講師を招いたりして、学校、親共に勉強できるようにしてほしい。

3 ・中学を部活で選べるようにしてほしい→学校による差が激しい。

4
・中学校の給食を実施していただきたい。母親たちも共働きで弁当作りの負担が大きい。育ちざかりの子ども
たちに充分な栄養を！

5 そんなことより、公立の小中学校の環境をもっと良くする、

6
・中学校の学区が広すぎるので、学区のはずれで１時間近くかかる徒歩の生徒達に対するバス、自転車など
の対応を。

7 学校教育の更なる充実化　　従来の教科に加え、英語についても検討してほしい。

8
・小学校にプールがないのはかわいそう。
・給食の素材にこだわってほしい。

9 子育てサポートの事ばかり問題視されるが、子どもの道徳教育を学校でしっかり学ばせてもらいたい。

「３．生涯学習」について

1 ・図書館の設備をもう少し充実させてほしい。書籍数も少ないし汚いと思う。

2 図書館の書籍を充実してほしい。
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3
鎌倉は寺社仏閣が多いのでそちらに税金を多く使われているイメージが強く、市民が気軽に利用できる施設
があまりないと思える。

4 ・図書館の開館時間の見直し（５時は早すぎる。７時位まで開館すべき）

5 ６０歳以上を対象とした市民講座が多く参加できない。

6
・税金が高いのに働いている私には市内公共施設を利用しづらい。
・図書館も施設が古く利用時間が短すぎる。

7 ・市の図書館や公営の温泉等も充実、新設してはどうか？

8 ・図書館を徒歩で行くことができる距離に建ててほしい。

9
世田谷区や横浜市に住んでいた時は、スポーツジムやプール、図書館も充実していましたが、図書館もほと
んど行政センターの一部にしかないし、蔵書の数も少なく、不満です。

10 ・図書館が少ない。図書が充実していない。

11 地区で使用できるホールができますように。旧レイウェルのような建物

12
10人から20人くらいの人数でサークルができる教室(学習センター）を、もっと多くあったらいいなと思います。
(大船地域で）　　学習センター並みの料金で

13 特に鎌倉きらら、図書館などの施設が充実しているとはとても思えません。

14
・鎌倉生涯学習センター、ロビーをきれいにしていただきたい。先日久しぶりに訪れた時、ソファーのまわりが
異臭を感じた。（アンモニアの臭）

15
読書が趣味なので、玉縄図書館を良く利用しています。司書の皆さんは親切で色々なことを良く知ってい
らっしゃるので、いつも助かります。玉縄等の地域館がなくなるかもしれないという噂を聞きましたが、ぜひこの
まま続けてほしいと思います。

16 ・図書館を充実してほしい。（文化都市の割には良い図書館がない）

17 ・図書館の蔵書数が少ない。調べ物ができない。

18

図書館を中心とした文化施設をもっと充実させてほしいです。図書館は閲覧席が少なすぎるし、建物の老朽
化も進んでいます。鎌倉は「文化のまち」とういうイメージがあるのに、このような文化施設が遅れているとイ
メージダウンにもつながります。歴史遺産保存だけでなく、ぜひ現代の文化施設充実の対応もお願いいたし
ます。

「４．青少年育成」について

1

・現在、学童と児童館が一緒になっているので、午後や長期休暇中は児童館として使えません。児童館が欲
しいです。横浜市のように放課後、学童以外の子も小学校で遊べるようにしてほしいです。学校と子どもの家
の学童が離れているのが心配です。
・他の市のように学校内に学童は作れないでしょうか？小学校の水泳指導や展覧会のような行事がかなり物
足りないです。いくつか住んだところの中で、一番先生の負担が少ない気がします。
・全体として子ども向けの予算が少ないのでは?という印象を受けます。（幼稚園の補助なども）

「５．スポーツ・レクリエーション」について

1
・屋内屋外市営プールの充実(駐車場も含め）
・スポーツ施設の充実

2 ・鎌倉体育館にサウナを付けて欲しい。シャワー室が寒すぎる。

3

現在ごみの有料・個別収集が問題として取り上げられているが、梶原の野村総合研究所跡地に新しい焼却
炉を建設し、温水プール及びグラウンドをつくり、鎌倉に念願の総合グラウンド建設に取り組んでいただきた
い。私は鎌倉少年ラグビーのコーチをしていますが、この30年「グラウンドを!」と言い続けているのに未だか
なっていません。是非お願いします。

4 ・スポーツ施設の充実（グラウンド拡充、新設）

5 ・温水プールなど不便な所にある。使いたいが使えない
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6
・子どもが元気いっぱい遊べる広い場所や、雨の日でも体を動かせる体育館のような施設があると有難いで
す。（学童とは別なもの）
・深沢多目的広場を整備してもらいたい。

7 ・同様に、スポーツジムやプール等もろくにありません

8 総合型スポーツ施設を作っていただきたい。

9
・高齢化に向かっている中、健康増進、維持のため、「スポーツジム」「プール」を民間業者に配慮することな
く、増進すべき。施設、利用料金など。

10 スポーツセンターなど高齢者限定ではない市民のための利用できる施設を増やしてほしい。

11
・スポーツをする際のグラウンドの確保、整備
・用途別人工芝、フィールド事業

12 特に体育館などの施設が充実しているとはとても思えません。

13
・見田体育館をよく利用させていただいています。暖房に関する意見ですが、暖房を利用する時間（現行2時
間単位）をもう少し細かく設定し、少しでも電力の消費に心配りを持つべきだと思います。（温度の設定もきめ
られているのか？運動する場所にしては高すぎると思う。）

14 ・スポーツできる場所：グラウンドなどの使いにくい 場所がない。

５．安全で快適な生活が送れるまち

「１．地域安全」について

1

湘南町屋（モノレール）駅から、中央公園方面に上がる坂を毎日利用していますが、夕方から夜間とても暗
く、また斜面には雑木が生い茂っていて死角が多いため、女性が歩くのに不安を感じます。娘も利用します
が、半年に一回くらいのペースで怖い目にあいます。暗がりのスペースで待ち伏せされたり、後ろから近づい
たり、車で並走（超ゆっくり）され、先回りして停止し、下車しておいかけて来たり、自転車にバイクで近づき接
触したりと様々です。道路沿いに家がないため、狙われやすいのだと思います。まち灯を増設し明るい歩道
を確保してください。雑木は定期的に切りそろえ（私有地なら指導してください）てほしいです。まち内会にも
依頼しましたが、市の許可が下りないとライトを設置することもできないとの回答でした。至急ご検討いただき
たくお願いいたします。安心して暮らせるまちづくりのため、どうぞよろしくお願いします。

2 ・地震、津波対策について、他県や他市の対策も参考にしながらぜひより良い対策と訓練をお願いしたい。

3 ・地域の防犯カメラがない。交差点など主要なところは設置してほしい。

4 ・津波等の自然災害に備え、海岸の住宅、観光客の避難場所を既存の建物以外に考えた方が良い。

5 ・防犯灯をもっと設置してください。（あっても木々で塞がれ役立たず）

6

・現在の住まいから避難所に向かうまでに死んでしまう。
・消防署、行政センターが津波で真っ先にやられてしまう。
・行政機能がマヒしてしまう。
・行政区のはずれに住んで居るので中心部に行かない。

7
昨年から鎌倉に住んで居るのでこのまちの事はよくわからないですが、治安が良いと聞いているし、実際治
安が良いと思いました。

8 避難後の状況が心配

9
鎌倉は古都らしく、緑と旧跡の多いまちで住みよいと思っていますが、安全面を考えると、緑が多くて良いの
ですが、半面がけも多くがけ崩れが心配。

10 ・まち灯があっても全然明るくないので、夜道を明るくしてほしい。

11 災害時の対応

12 防災無線が聞きづらい（風、雨等）家の中にいる時。
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13
こらから来るであろう災害の時、都内などに働きに出ている人が多いのに、それに対しての対策があまりされ
ていない様に思う。例えば、鎌倉市の人達の集合場所などを決め、団体で自宅に戻る対策をたててもらいた
い。一人で歩いてくるのは大変不安です。また、一度都内から歩く訓練みたいなことを実施してもらいたい。

14 ・避難場所　御成中学は無理。もっと多くの避難場所を確保することが必要。あの坂は上れない。

15 ・西鎌倉駅から腰越橋までの道が夜は暗すぎる。まち灯を増やして欲しい。

16 ・青色防犯灯を導入してほしい。地方では使用している所があり犯罪が少ない。

17 ・犬猫がいるので、災害時に避難場所へ一緒に避難できると良いと思います。

18
市全体が暗い。一歩横道に入るとなお暗い。樹木が多いため。学校その他の帰り、子どもたちは暗い中、帰
路につく。まち内会にお願いしても予算の事でなかなか実現しない。早い解決を望む。

19 ・防災かまくらの無線が聞こえない。Ｔｗｉｔｔｅｒでも情報を伝えてほしい。

20
・避難場所が遠すぎて、老人を連れてではとても行けない。もっと身近にも避難できるところを確保してほし
い。

21 ・災害時に住民以外の人数（観光客等）も含めて、収容できる避難所や救急対策のキャパがあるかどうか？

22 ・災害時、避難集合場所で提供してもらえる物資情報が知りたい。

23 ・災害情報と「行方不明者のお尋ね」を分けてほしい。

24
・津波対策を具体的に進める。警察の新庁舎になぜ津波避難塔を備えなかったのか。１３４号線に避難方向
指示サインを設置。

25 行政からのお知らせ(屋外放送）がはっきり聞き取れない。

26 ・市内でたまに放送されるアナウンスが聞き取りづらい。間延びしているのでもう少し早く話して欲しい。

27
・東日本大震災の被災地を見てきて、鎌倉市の広報は不十分ではないかと思う。
・災害時の拠点となる小中高の学校の整備・充実、子ども・若い世代が逃げ込める避難場所の確保、訓練の
実施（複数回）、どこまで逃げればいいか（災害時）明確指示（明示）

28 ・まち灯をもっと明るくして欲しい。

29
災害があったらと思うと、前は海後ろは山。どこへ逃げればよいか不安。津波の時は高台へというが、山崩れ
土砂災害警戒区域である。

30 放送が良く聞こえなくて緊急の場合、心配。

31
住んで居る人たちが安心して歩けるよう、自転車の観光客にマナーを守っていただける注意事項を○○○○
○に市の方より言って欲しいです。

32
・１３４号線のまち灯が全部灯っていないため暗い。明るくして欲しい。
・モノレールの湘南町屋駅から、湘南深沢駅までの道が暗い。明るくして欲しい。

33
海岸近くに住んで居るのでやはり、津波が怖いです。避難場所は知っていて、実際に行ったことはあるが、鎌
倉は道路が狭いため、火事が発生したり、大勢の人がいっぺんに逃げられるかどうか、混雑しそうで、地震が
来たらとても心配です。

34
・鎌倉に住み続けたいが今回の雪の事を考えると（災害時も）、交通機関のマヒ等、長期になった時には”食”
の事も。

35

・津波対策（地震）：「助かる」と思える安心があるまち
①震災時、市役所にいた人は外に避難している→役所の耐震はどうか
②同上時、御成中の毛布は帰宅困難者の人の分しかなかったと、市役所の人から聞いた。市民、観光客へ
の対応を考えて欲しい。
③腰越は藤沢と連携し、「助かる」安心が欲しい。

「２．市街地整備」について

1 ・深沢再開発(空地）は公園やスポーツ施設が望ましいと思います。
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2
鎌倉山～七里ガ浜間の新造成地の開発許可は自然環境、緑の破壊である。昨年の世界遺産落選はまさに
こういった松尾市政の責任であり、市長自身の自覚が必要である。この声は市長に届くのでしょうか？

3 ・相続で維持しきれなくなった（？）不動産が解体され細分化されるのが防げると良いと思う。

4
・住居の腰越地区は建築基準が厳しく、３階建ての築３０年マンションが建替えできない。１００ｍ先が藤沢市
で高層マンションが建っているのに納得できない。

5
・大船駅前にパチンコ店が多すぎるので減らして欲しい。代わりに本屋など文化的な店を誘致してほしい。大
船は鎌倉のイメージとはかけ離れているので、この差を埋めて欲しい。

6 ・国鉄の跡地がどうなるのか気になります。

7
・鎌倉に住むとは、工場が少なく緑が多いので良いねと他人から言われるが、最近住宅開発についての考え
方の方向が少々難ありとの感あり。（手広切通し、がけ地の小さい区画の住宅）

8 パチンコや飲み屋を大船にばかり押しやるのは止めて頂きたい。

9
世界遺産として認めてもらうには、住宅や旧市内への車の乗り入れ等もう少し厳しい規制が必要ではないで
すか。庭のある古い住宅が更地になり、３区画４区画に分断されてしまうのはとても残念です。

10 道路が狭く、ごちゃごちゃしたまち並み。

11
鎌倉市は超高齢化都市。このままでは税収確保できず、市内の住宅が空き家化、駐車場化が急速に進んで
いく。新たな鎌倉の都市づくりを市民の参加を得て、計画的に実施してもらいたい。（専門家、いわゆる市民
運動家主体は反対）市民の意見募集を行うべきと思う。

12
大船観音の近くの工事がそのままになっているのを、早く直して欲しい。西口側の発展もしっかりと実行して、
大船駅の充実を図ってほしい。

13
・古都をアピールしながらも、観光客があまり足を運ばない地域の住宅開発は続き、市全体としてのバランス
が欠けているような気がする。世界遺産登録のためには、あたらしいものを古いものの価値が尊重される状況
にすることも必要なのでは？

14

・鎌倉市は世界遺産をめざした割には、市内のマンションの建設も多く、相応しくない建物が多い。笛田の山
の上は、要塞の様で恐怖心が湧く。若い人たちを増やしたいのは理解できるが、ゆとりあるまち作りを望む。
・大船観音前のマンション予定地は、いつになったら元のように緑多い地になるのか、はっきりしてもらいた
い。

15
・工場や他の施設が移転又は廃業による空地に、小さな公園か市の施設でもと期待しているのですが、ほと
んどマンションが建ち、ここ４～５年の間に周りはマンションだらけです。また緑の山を削り、これもマンションと
いう具合です。緑豊かな鎌倉はどんどん破壊されてたまらない気持です。

16
・１月に入り、近くの自動車学校（センチュリー）が藤沢市に移転しました。この広大な土地もマンションが建つ
のでしょうか。市の行政指導はどうなっているのでしょうか。
・大船駅周辺の整備も手つかず、戸塚・辻堂の変貌を見習うべきです。（取り残されている）

17
・大船駅前商店まちにゲームセンター（パチンコを含む）、風俗的な遊び場が多い。規制すべきではないか。
・宅地開発の規制

18
最近、えっ？こんな場所に家が建つの?と思われるようなミニ開発(住宅)が目立ちます。一例として、私の住ん
で居る湘南町屋の駅のそばで歩行道路に面した崖の所に家が建ちました。鎌倉のまちの品位を落とすミニ
開発が多すぎます。

19 ・公営墓地の充実を望みます。

20
・大仏周辺に都市計画を入れて、歩道の拡幅、建物看板等の規制による整備を行うこと。現状は世界遺産
チャレンジにほど遠い。

21
・深沢国鉄跡地は市を活性化させるビジネスや研修センター等を誘致し、若者を増加させる。環境だけでは
市の将来はない。
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22

・駅前全体の都市計画を進めてほしい。
・大船駅前周辺の飲食まちは、階段が無いと行けない場所も多く、子どもやお年寄りの多い場所なので、雨
の日でも座ってちょっと休憩できるバリアフリーなコミュニティースペース、キッズスペース、カフェスペースを
設けたり、市の景観を生かしたランニングコースやスポーツ施設を充実化により、幅広い年齢層の市民が、健
康で楽しく生活できるようにしてほしい。

23 ・鎌倉市全域の市まち化調整区域化→大船駅前再開発は積極的に推進してほしい。

24
鎌倉というイメージはよく、鎌倉駅周辺は整備されていて美しい。ただ鎌倉市は鎌倉エリアだけではない。他
のエリアにも目を向け、財をそそいでほしい。

25
鎌倉というブランドを維持するのであれば、無駄にでかいマンションや大規模な住宅地の新規開発は控える
べきだろう。

26 もっと住みよいまち、都市計画、道路の整備などやるべきことが多くあると思います。

27

鎌倉市の最大の特徴は、古都（観光）、海浜（風致、観光）、住居、商業、工業がコンパクトな中でしっかり
ゾーン分けされているという事である。市政はこれらの特徴や機能が高水準に維持されるよう、指導し続けて
ほしい。無秩序な開発や、安易な建築、営業行為がなされぬよう、プライドを持って敷居を高くしていただきた
い。将来ユネスコの世界遺産登録を再度めざすのであれば、市政の格もそれに見合うレベルであるべきだと
思う。

28 まち並み、文化、自然の保護に努めて、住人が誇りを持てるようなまちにしてほしい。

29

鎌倉市政について
正直ながらあまり良い印象を抱いておりません。古き骸をまとった保身を貫く姿勢と言ったら言い過ぎでしょう
か。
私は結婚して横浜で１０年ほど暮らし、鎌倉に返ってきて２０年になります。隣り合う２つの市で生活し、市民と
向き合う市政の姿勢の差に悲しみさえ感じることがございます。例えば鎌倉市がなぜ世界遺産に選ばれな
かったのか?市内のいたるところに散乱する乱開発の爪痕。コンセプトである武家社会の痕跡など全く見られ
ません。イタリアのローマなど、まちそのものが古代遺跡のミュージアムでありながら、現代市民の生活の場と
してもしっかりと機能した観光都市としてのインフラが整っています。中世のまち並みが残るドイツの地方都市
でもそうです。横浜市は港まち、近代文化の発祥地としてのアイデンティティを明確にしたランドスケープデザ
インがしっかり考えられており、有意義な再開発がすすめられており、うらやましく思います。
それに対して、私の住む大船地区などはもはや鎌倉ではないという扱いすら感じます。社会問題にもなった
大船駅西口のマンション開発頓挫地の放置。抜本的な問題解消を後回しにして、金をかけたにもかかわら
ず、非効率な西口駅前再開発。東口も駅前を始めいたるところにパチンコ屋がのさばり猥雑としたままです。
ターミナルだと言うのに未だ送迎の車を止めることもできません。これが鎌倉の北口とか表玄関とか呼ばれる
駅前と思いますか？

少々無礼な感想を述べさせていただきましたが、鎌倉市で生活し、鎌倉を愛する市民としての率直な感想で
ございます。

30

また自然を生かしたまちづくりが必要。
特に駅前（たとえば西鎌倉駅）は、公共性の高い空間にすべきと考える。大きな空地は、住宅ではなく商業ス
ペースとして、テナントの貸し出し、自然（川や緑地）を活かした公園をセットすることで、駅の利便性向上、コ
ミュニケーション向上から、まちの活性化につながるはず。是非検討してもらいたい。

31 新駅（ＪＲ）は不要。絶対反対！

32
・大船観音前マンション問題を早急に解決してほしい。許可に関連した職員を厳罰にすべきで、当時の市長
である石渡徳一にも何らかの責任を取らせる必要がある。

33
・横浜、藤沢のようなまちづくりではなく、電車から降りてみたくなるようなまちづくりをお願いしたいと思いま
す。（高いビルは建てない、まち中に武家屋敷がある等）

34
ここ玉縄地区は、大船観音向かい側の土地開発の中断のため、醜い姿を晒したまま。関谷小学校そばの山
を崩しての大掛かりな宅地造成と豊かな自然が失われている。

「３．総合交通」について

1 ・自転車に乗っている人のマナーが悪いので指導を徹底してほしい(歩行者が危険）

2 湘南モノレールの駅などエレベーターの設置（深沢地域の商業開発するならば尚更）をお願いします。
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3 ・交通安全に関する意識を高めるための、警察署と連携しての施策。

4
・常駐で違法駐車が多い。道路にはみ出す。夜間必ず停める。(おそらく駐車場を持たず、道路に停めてあ
る。）とても危険。もっと取り締まってほしい。

5
交通マナーの徹底→安全な交通ルール、警察官の不足
(例）鎌倉駅前　１６：００から一般車両の進入禁止だが無視されている。　旧警察署横の昼間進入禁止。

6 ・市全域のバス路線図があると良い。できるだけ公共機関を利用したいのに、その情報が不足している。

7 手広交差点付近に住んでいますが、週末になると特に暴走族のバイク音がうるさい。

8 車の運転を少なくして交通機関を利用すれば環境にも良いと思います。

9 ・自転車に安心して乗れない。

10 ・駐輪場の確保、整備

11 ・鎌倉山から西口駅へのバスが欲しいです。

12

ママチャリ又は老人の自転車の乗り方があまりにも酷い。自転車は左側通行を知らない女性が多いのでは！
平気で右側を走っている。そして狭い道路から広い道路に出る時の一旦停車左右の確認がされていない。
停まりたくない気持ちはわかるが（特に子どもを乗せている時）あまりにも酷い！自分勝手で我先に行こうとし
ている。どうにかならないか。

13
渋滞税の一日も早い導入。通年でやるべき。定年後の団塊世代は毎日が休日だから、得られる税収で市内
都市計画道路整備を、また湘南国道再有料化も検討されるべき。

14 ・駅周辺の駐輪場を確保してほしい。

15 ・長勝寺前の道路、朝の車のスピードが怖いので片側通行等にできないか。

16
・鎌倉は住宅地の道路が狭いにもかかわらず、ケータイやスマホを見ながらの歩行者が多いので、車の運転
者は逆に危険を感じます。市政ではないかもしれませんが、広報などで警笛をならしてほしい。

17 　車の乗り入れを制限することにより、安全安心のまちづくりを行う。

18
・富山で公営のレンタサイクルシステムがあった。鎌倉の駅や大仏等の観光地周辺で同様に取り入れてみて
はどうか？

19 ・諏訪ヶ谷⇔鎌倉駅間バスの増便

20 ・大船駅ロータリー安全に横断歩行できるように

21 自転車をもっと取り締まってほしい。

22
交通量が多く、道路の幅が狭いため、子どもが自転車に乗るのも心配です。バスを利用するにも道が混んで
いるため、駅までの時間も読めません。車の交通量が少なくなると良いと思います。

23 ・市民の道路代の徴収の実施を再検討を　　市民以外は税負担賛成

24
・市街地から離れた住宅まちの交通機関の充実を。民間バス会社に援助をして、バス便（バス停）の増設、コ
ミュニティーバスなど。地域でコミバスなど運営しているところには、きちんと助成金を出すことも必要。

25 ・市政とは直接関係ありませんが、江ノ電やモノレールの終電をもっと遅くしてほしい。

26

鎌倉市内の道路は大半が非常に狭い。この状況下でスムーズな交通を保つために、交通信号の内容を根本
的に検討し直す必要がある。（これは警察署の管轄であることは承知）　　歩車別信号は非常に良い。更に右
折車の通行をスムーズにするために、１方向づつの制御が検討されるべきです。車社会の中で、住み易いま
ちにするためには、渋滞のないスムーズな交通が不可欠です。

27 渋滞の解消、

28 駐車場の充実も期待します。（もちろん市民が高齢化しているためでもあります）

29 ・電車人身事故が多い。駅で協力して対策を立ててほしい。
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30
ロードプライシングも検討されているようだが、たまにしか来ない観光客には負担にはならないし、市民が観
光客のために払うのはおかしい。

31
・災害時、JR踏切が遮断されている件を、市とJRで調整していただきたい。駅に電車がいると進行方向の踏
切が下りたままになる。小袋谷、山ノ内、下馬等（既に検討されているのであれば不要です。）

32
・土日のいずれか住民以外の車両マイカー規制をしてほしい。月数回でも。休日に買い物に行くと、渋滞で１
日がかりになる。

33
バスの本数に系統ごとのばらつきがあり過ぎると思います。大船駅へ出るのに、バスを使わなければならない
地域が広いと思いますが、１時間に２本しかない地域は非常に不便です。特に長い区間を走っていて、遅れ
る場合も多々ありますので、バスの本数が増えればより快適な生活が送れると思います。（大船ー藤沢間等）

34
軽自動車一台入る程度の幅の生活道路に進入走行してくる車両が多すぎる。その上、歩行者がいてもス
ピードをおとさないで、むしろ上げる車が多いので何とかしてほしい。

35

・八幡宮周辺で駐車場をしている業者が、渋滞しているにもかかわらず、道路に出て誘導することで、さらに
渋滞が悪化しています。規制するか観光税として課税してほしい。
・郵便局（本局）とスルガ銀行の間の道路を一方通行（車両）にしてほしい。隣接している住居の垣根が道路
にはみ出していて、更に歩きづらく、何度も車と接触している。

36 ・裏道などに減速帯の設置を希望します。

37
・自転車が趣味なのですが、快適に走れるとは言えません。道が狭い、人が多い道が多すぎます。
・小袋谷交差点の渋滞と、その近くの道路が狭い、人が多い、車が多い、大変危険です。

38
鎌倉に住み３８年あまり過ぎました。今は暮らしやすく、周りの環境には満足しています。ひとつ毎日の生活で
外出して気になることがあります。自転車を利用されている方のルールがどうなっているのかと思う事があり、
怖い思いを何度もしています。安心して歩道を歩けるようになるといいと思います。

39

フラワーセンター前の山崎跨線橋の信号を、時差式か矢印を出して欲しい。右折できない。渋滞がひどくとて
も迷惑している。なぜいつまでたってもそのままなのか、市は何をしているのか知りたい。もっと市民の声を聞
いてほしい。何年も前から問題になっているのに、何の対応もなく酷いと思う。早く信号を変えてほしい。怠慢
だ。市民の為に仕事をしてほしい。

40 ・細い道路をトラックとタクシーがスピードを出して走り過ぎている。規制を。

41
・坂ノ下交差点の信号の右折時間が少ない。特に夜間は歩行者と対向車がいないのに信号が全く変わらな
い。夜間は右折信号をなくしてほしい。

42 ・徒歩、自転車で安全に移動、散策できるまちになると良い。

43
・最寄駅までの公共交通手段はバスですが、更に充実できるようにしてほしい。（本数、最終時刻の延長、バ
ス停留所等）

44

自転車が車道を逆走することを多く見ます。できれば市民向けの講習会等があればと思います。
警察官の方々がよく、市民の住宅の建物の陰で取り締まりのため立っていますが、外から見て明らかに車か
ら見えないよう、いわゆる「ネズミ取り」をしているように思えます。特に交通量の少ない場所では、自転車の違
反を見過ごさずに、そちらを注意していただきたいです。

45 ・土日の交通の便も考慮いただきたい。

46 大船駅に（西口）タクシー寄せばかりで、障害者用車両停止も認めるべきだと思います。

47
・抜け道と呼ばれる裏道を猛スピードで通る車が多いので、学童が危険を感じます。何とか改善してほしいで
す。

「４．道路整備」について

1
・電気化学工業社付近の道路が狭く、また大型バスも通るため自転車の運転が危険である。道路の拡張、整
備を希望する。

2 子どもが歩くのに危険な道路（歩道がない）がある。

3 ・管轄外だと思うが、国道134号行合橋交差点から腰越までの整備。
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4 道路の整備(広くしたりなど）を求む。特に歩道の確保を望んでいる。

5 ・歩道が無い場所が多い。車が狭い所を通り過ぎる。危ない。

6 ・今泉の歩道を造ってもらいたい。運転したくても、父が散歩もできないし、歩行者としても危険です。

7
・道路交通法の改正に伴う整備が遅れている。自動車を歩道の整備をしていただきたい。いつも危険を感じ
ている。

8
・車と人との距離が異常に近い。でもそれは道が狭いので仕方ない。問題は車のスピードを落とさせる工夫が
無さ過ぎる事。ヨーロッパのように段差等を作り、減速させる等の工夫が必要。

9 身近な所ですと、車道が狭い所が多く、歩く人や自転車の人が多い道は通りにくく感じます。

10
歩道と車道の分離がもっと整備されると良いと思う。歩道を歩いて大船駅まで行くのでも、非常に段差があり
歩きにくく、自転車のすれちがいでも危険を感じる。また自転車道がきちんと確保されると良いと思う。

11 　・歩道の整備（広く）

12 ・自転車専用道路を作るべき

13 道路、歩道とも狭いため、特にお寺周辺が交通渋滞している。観光客が多く整備が必要である。

14
・鎌倉山に住んで居ますが、我家からバス通りまでの道の舗装が継ぎはぎだらけで、自転車、買い物用の
キャリーカーでの動きが大変です。

15 道も整備されていない。

16
・まち路樹があるため、駐車場（スーパー等）から出る時、道路の走行車が見えにくく危険を感じることが多い
ので、植木の高さ等、条例で見た目より安全性を重視していただけたらと思います。

17 また名所、旧跡への道路が狭く、交通事故が心配です。これからの安全対策を考えていただきたい。

18 ・歩道について　アスファルトがでこぼこしている（フラットではない）ので整備してほしい。

19 ・道路の整備がされておらず、自転車、歩行の際に安心して通れません。

20 ・公道のアスファルトが剥げてがたがたである。

21 狭い道路が多いので、一方通行等の規制をして歩道を確保してもらいたい。

22 ・歩道まち灯、横断歩道の整備

23 道を広げ、バス、歩行者、自転車が安心して通れるまちに早くしてください。

24
鎌倉まち道近くにすんでおりますが、車道は充実しておりますのに、歩道は道が狭いうえにでこぼこで、満足
に自転車、歩くのに不自由しています。もっと歩道の整備をお願いしたいです。

25 歩道の段差が多いので解消してほしい。

26 道路の整備も期待します。（もちろん市民が高齢化しているためでもあります）

27 ・市全域に渡って道路整備（歩道、バス停エリア、駐車場）が悪い。

28
住宅近くに踏切があり、道路幅も狭く、通り抜けできない。緊急車両等が有効に使えるかどうか心配。道路等
の整備も併せて考えて欲しい。

29
・七里ガ浜方面に行くＲ１３４の歩道が、砂が山になって歩きにくくなっている箇所があるけど、歩道を定期的
に清掃してほしい。（障害者です）
・稲村ヶ崎公園付近の枯葉も掃除してほしい。

30
・道路が狭い。
・歩道を自転車が走る。

31 ・道路の段差が多い。（ベビーカー、自転車、がたがた道になる）

32
歩道を含めた道路整備をしてほしい。子ども連れで、又はベビーカーで歩きにくい道が玉縄地域に多いた
め。
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33 ・歩道と自転車道を充実させてほしい。

34
・駅に行くまでの道路に歩道が無く、危ない思いをしている。この地域に住んで１８年になるが、いっこうに変
わらない。

35
道路が傷んでいる所が多くみられる。修理を頼んでも簡易的で２～３カ月後には、また穴などが出来てしまい
ます。

36
腰越の県道の歩道整備につき、市も迅速に実施するよう強く働き掛けるべきと思う。歩道を使う幼・小中学生
が車道に下りて、危険な状況となったことを何度も目撃している。

37
自転車の交通ルールが変わり、きちんとした歩道を確保してほしい。北鎌倉駅から大船（小袋谷）までの通り
が大変狭く危ない。でもルールは守らないと！危ない思いをしてまでもルールは守る必要があるのか…

38
私の家は北鎌倉の駅は近いのですが、山の上で３方向から道がある(市道）のですが、全部石段や道路幅が
狭くて、車が通れません。下水道もまだ通っていませんし、もっと年をとってきた時心配です。鎌倉市の道路
なのですから、せめて小型車位通るように整備していただきたい。

39 ・歩道がガタガタの所は直してほしい。

40 ・通学通路の充実（整備）

41 道も危ない。

42
・側溝に泥がいっぱいで雨が降れば溢れる。さらってもらいたい場所があちこちにあります。災害の種を小さ
い中に色々気をつけておくことも、大事なのではないかと思います。

43
また切通し等の危険個所が何年も放置、通行止めの様なままな事は怠慢と感じている。　　世界遺産がどうの
という前にすることがあると感じている。

44
・家の前の道路において、水道工事とガス工事が別々で掘ったり埋めたりを繰り返していたのは無駄だと思っ
た。

45 大船周辺には、ミラー1本あれば事故が防げるのにと考えられる危険な路地がたくさんあります。

46
道路が狭すぎな所へ柱が多く、まるで一方通行のようなところがある。柱の地中化をもっと広域に広げてほし
い。電線が多く、景観的にも良くない。子ども達の安全にも必要と思う。

47
鎌倉市内の道路事情が非常に危険だと思います。玉縄小学校周辺も幹線道路でも、明確な歩道が整備され
ていないし、台の踏切付近の道路はまさに混乱。信号もなく車、歩行者、自転車の交通量は大変多く、道路
が狭いと事故が起きないのが不思議なくらいです。

48
鎌倉市では自転車専用道路がないように思います。広い道路で出来るところから作ってほしいと思います。
歩道を安心して歩きたいです。

49 ・歩行空間をもっと広くして欲しいと思います。

50
新鎌倉山入口からのメイン通路は、もう何十年も修理もなく、自治会内をバスが通るようになり、すごく歩くのも
でこぼこで危険です。一日も早くに直していただきたくお願いいたします。

51
車道に歩道がないためとても危険なのです。住民が少なからず食料品や日用品の買い物に行くのに車道へ
はみ出していくのです。せめて６０センチくらいでも○○さんから買取りをしてほしいと痛感しているのです。
事故が起きてからでは遅いのです。一度検分をしてほしいのですが。

52
４才１才の男の子がいます。道幅が狭く車も通るため、２人を連れて歩くのがとても大変です。道路も要所要
所にでこぼこしていて、ベビーカーもスムースに進められないのが現状です。

53
高齢者の体力維持のためにも自転車道の拡充・整備を進めてほしい。鎌倉市内は車道を走ることが不可能
と思える。自転車・歩道・車道を分けることで、事故も軽減すると思う。駐車場の不足からの違法駐車も減るの
では？

54
交通量が多い道路に歩道が無くて怖いので、建替える家などは積極的に土地を提供できるようにしてほしい
（山ノ内）
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55
・狭い道路の電信柱がなくなると有難い。
・生活道路でぼこぼこの箇所が多いので、できるだけ滑らかにしてほしい。

56 ・道路の幅など致し方ない部分はあるが、歩行者が安心して歩けるよう、歩道の整備を進めてほしい。

57 ・踏み切り（小袋谷）の両側の歩道が狭いので検討をお願いします。

58
年を経るとともに、市内の歩道を歩くと歩きづらく感じる。ななめになっている部分が多く、狭いうえに凹凸があ
る。もし車椅子を押していく時は、絶対むりで車道を押さねばならない。改善をしてほしい。

59 道路の整備をお願いいたします。（歩道の整備、踏切や信号のない交差点の解消など）

60 市全体で安全な歩道を確保、整備してほしい。

61 ・道（道路、路面）の質が低いのが非常に気になります。（アスファルトの継ぎはぎ等）

62 ・公道の雑草が伸びても伸びっぱなしで、通行難の場所があります。市で管理を行ってほしい。

「５．住宅・住環境」について

1 ・若い人が住める様に住宅（借、買）が入手しやすくなると良いと思う。

2 ・歴史や観光を売りにしている割には、まち作りがチープでがっかり。

3

・鎌倉市は歴史的な建造物が多く、海や自然もある魅力的なまちだと思います。ただ、子どもや高齢者の方
が住みやすいまちかと考えると、どうなのかな？と思います。
・鎌倉らしい景観は壊さず、より暮らしやすいまちづくりをしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたし
ます。

4
起伏に富んだ住宅地が多く、高齢者が住みづらくなって転出するケースが多い。具体的な策は持ち合わせ
ていないが、なにか方策を考えてもらいたい。

5 一部の市営住宅の老朽化に関しての対策はあるのか知りたい。

6

私自身は持ち家で今のところ心配ないですが、知人は公団に入居、高額なので、市営住宅申込したく、抽選
漏れ何度も！　　市営住宅に関しては、モノレール下（深沢辺り）道路側、本当に建物が哀れとおもいます。も
う少し手入れお願いできないでしょうか。税金は高いのに。ちなみに個人的にH１０年には高額納税者名簿に
掲載されました。何が世界遺産よね～と知人が。市営住宅は？予算が厳しいのでしょうか？　　色々と失礼し
ました。

7
鎌倉を世界遺産にするために４９億円もかけたと聞く。そんなお金があれば、昭和３０年代建築の市営住宅を
もっと便利な安全な住宅ができたのではと思う。

8
鎌倉を世界遺産にするために４９億円もかけたと聞く。そんなお金があれば、たとえ小さくても火葬場ができた
のではないかと思います。

9 大船地域に住んで居ますが、切通しの外側も良好な居住地域として環境を守っていって欲しい。

10
少子化が進み、空き家が多くなっている今、豊かな自然を壊しての住宅造成が必要とは思えない。今まで
あった住宅の跡地や住宅の活用をもっと考えてほしい。

11 世界遺産をめざすよりも、若い人が住みにくる環境の整備に注力してほしい。

「６．下水道・河川」について

1
・河川の清掃と整備を！
・若宮周辺の商店まちの下水管の整備を。メイン道路に悪臭が(汚水)酷い。

2
湘南モノレールの深沢駅の近くにある川ですが、ごみが多く、汚水が流れ込んでいます。（壁から黄白色様
のもの）鳥も多くいる川です。川の清掃や汚水が流れ込まないような対策をしていただきたいと思います。

3 ・側溝が臭い（特に夏）
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4
・上下水道料金の支払いについて：やっとクレジットカードで支払えると思っていたら、インターネットしか申込
ができません。鎌倉市は高齢者が多い地域です。インターネットはしない人も多いです。高齢者は無視です
か？他地域は郵送可です。再考願います。

5 大船は１０年前の台風で水没したが、治水を徹底してほしい。

6
・自然環境とまちづくりに関して：川の汚染を感じることがある。（二又川～神戸川）原因は生活排水と思わ
れ、下水の整備、道路や川への不適切な排水を流すことを禁じる規制・教育をすべき。
・保全活動は一部ボランティアだけでなく行政・市民が一緒に公平性のあるものにした方が良い。

６．活力ある暮らしやすいまち

「２．産業振興」について

1 ・腰越商店まちなど閉鎖状態の地区が多い。

2

今後もインターネットを利用して仕事をする時代は続くものと思われます。したがって労働環境も大きく変化し
てくるはずです。現在都会に集中している労働者を鎌倉に呼び込み、人口増と税収増に繋げる施策が必要
ではないか。ただの観光地だけでは高齢化する鎌倉は一部の人達を除いて生活しにくいまちになりかねま
せん。行政措置により経済特区らしきものを設け、企業誘致を計るとか、鎌倉市外の居住者で２０代３０代の
若い人達（男女の別なく）に鎌倉市への転居を促す優遇策を付加してやれば、上昇する高齢化率を１０％ダ
ウンさせることは可能と考えます。散見される空き家の利用を市が補助して再利用を考え併せて、活性化に
つなげるべきです。ごみ問題も大事だが、市は国に積極的に働きかけ、高齢化を阻止すべき施策をしていた
だきたいと思います。

3 ・小町通りは新しいお店ばかりであまり楽しくありません。

4 鎌倉市に港をお願いします。（材木座、坂ノ下）

5

由比ガ浜商店まちは、子どものころ過ごしていたまちの商店まちの雰囲気に似ている。これは鎌倉に来て下
さる観光客あってのもの。実際に地元の商店まちはシャッター化しており目も当てられない状況である。今後
も観光客が増加する施策を出すとともに、地元の商店まちで買い物できる地元住民が安心して買い物できる
ようにしてほしい。

6 観光に力を入れている割には、お店など開店が遅く閉店が早く、単価が高い。

7

鎌倉プレミアムはとても素晴らしいアイデアだと思う。鎌倉市内の商店…などで使える（１割引き）市が潤うし、
まちが活性化していくことを願います。日本国中「鎌倉です」というと誰でもが知るまちに住んで居ることは市
民として嬉しい限りです。全国から鎌倉に来て下さるのですから。
２０００人に選んでくださりありがとう！

8 一部を除き、古い店がどんどん廃業している。

9 また働く場も増やして欲しいと思います。

10 企業誘致推進していない。

11 若い人たちが鎌倉で働けるよう、企業を誘致する等も必要と考えます。できれば、クリーンなものを。

12 食料自給率の低い日本において、もっと地場産業の活性化をはかるべき。

13
観光都市にしては商売っ気がない。店の閉店が早すぎるため、観光客の客離れが多い。観光都市にするた
めにはもっと市全体が努力すべきであると思う。

14

鎌倉は寺社仏閣等歴史的にも伝統的な文化に恵まれており、これらは今後も大切に保存・維持していくべき
ですが、時代の流れに沿って、新しい企業を育成していかないと鎌倉市の発展は望めません。
横浜や川崎に比べて新しい企業を育てる行政施策が不足していると思います。将来の鎌倉市の更なる発展
のために、今こそ育成のための施策が必要ではないでしょうか。

15
地元に企業を誘致する施策に関心があります。福岡のように地域社会とスタートアップがコラボレーションして
まちを活性化したり、雇用を増やしてほしいです。
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16

この前の選挙から今まで暮らしていて、生活が変化したとは思えません。子どもや高齢者が暮らしやすい市
にすることは大切ですが、仕事が忙しい２０～５０歳ぐらいがもっと暮らしやすいような政策を考えてみてはい
かがでしょうか？今の時代は共働きが当たり前なので、例えば、食品が買えるお店の数を増やす、営業時間
を伸ばすなど、そのような経営ができるような企業を市政が誘致したりできないものなのでしょうか？夜に鎌倉
に帰ってきた時の何もない寂しさは異常です。

17
・鎌倉見物に友人が来た際、小町通りも案内するが、文化（食や衣、日常品）があまりにもお粗末。まるでガラ
クタショップの集まり。この通りが鎌倉の顔？恥ずかしい。他の門前まちなど研究。あり方を地元で（金を儲け
るだけのイメージを無くしてほしい）。　　住んで居る我々でも行きたいと思う商店まち、まちづくりを。

「３．観光」について

1
・稲村ガ崎の海岸にも公共のシャワーが欲しい。(由比ガ浜にはトイレの所にあるので）昔、海の監視所が在っ
た時に水道は引いてあると思うので。

2 観光地ではなく住宅地である。観光客の増加により市民の生活がしにくい部分も出てきている。

3 ・外国語での観光ボランティアの充実

4 ・観光→住民への還元の仕組みを作る。

5 観光客が観光しやすいまちづくりが求められていると思います。

6 観光名所をアピールしてほしい。

7 ・市内公衆トイレの設置

8
鎌倉アルプス等人気のハイキングコースに水道がないし、トイレも少ない。整備も必要で、整備すればさらに
都心から近いハイキングコースとして人が集まる。

9 七里ガ浜海岸の砂浜が昨年の台風の影響等により激減しています。ご確認を。

10 鎌倉古都のまちづくりにより、観光等を発展させる。

11
・これから景気が良くなるとすれば、日帰り観光地の鎌倉は、宿泊観光地等に観光客が流れることが予想され
る。

12
・夏の海水浴場に風紀を乱す者がいる。治安対策、安心安全対策に力を入れてほしい。集団パトロールなど
を活発に！

13 ・海水浴シーズンにごみの散乱、騒音、風紀の乱れが激しいので対策をお願いいたします。

14 ・夏の由比ガ浜のタトーを排除してほしい。（治安維持）

15
・観光客が増えると、市民が生活しにくい面が出てきます。（道の混雑、ごみなど）共存できるようになるとよい
と思います。

16 観光地としての見せ方が気になります。観光客が増えれば、税収も増え、市の事業も行いやすいのでは。

17 海の家の後の惨状をもっと真剣に捉えて欲しい。（ごみ、浜辺の注射器、酔っ払い等）

18
・年々観光客のマナーが悪くなっており、特に夏場においては海水浴場での騒音がひどく、また深夜でも海
水浴場近くの住宅まちで騒いでいるため、警察と連携してパトロールの強化等をしてほしい。(逗子市や藤沢
市のような対策を取ってほしい）

19

・世界遺産登録をめざす前に、外国人観光客や旅行者に対応できるよう、働く側、受け入れる側の語学力の
向上や、ガイドを充実させるべきだと思う。(住民や市内就業者に向けての講座等）
・２０２０年のオリンピックイヤーに向けて観光による収益を増やすべく、住民の声を参考に道路整備や休憩所
の設置等をすすめても良いと思う。(一方通行や市有地への誤った進入等が多すぎると思う）

20 観光地なので、まち中のトイレを増設すべきだと思う。特に小町通り。
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21
観光地としてイメージの強い鎌倉だが、トイレが非常に少なく、店舗も購入者のみと立札がある。また、ドリンク
のみのオーダーでは入店できない店もあり、ご年配の方や子ども連れに非常に不親切なまちという印象。市
民ですが、観光に足を運ぶ度に市民の意識の未熟さが感じられ、とても世界視点に及ばない。

「４．勤労者福祉」について

1 ・姉が(４７歳）リストラされて、３年仕事が見つかりません。自分に何かあったら一家共倒れです。

2
・自分の住んで居る地域が活性化されるよう貢献できる雇用があれば、仕事のやりがいもあり、続けていけら
れると思います。

3 仕事を増やして。年寄りを活用してください。

「５．消費生活」について

1 物価も藤沢市に比べて高い。

2
物価が市内はとても高いので、他の地のように安いと良いと思います。同じ鎌倉でも大船の方に行くととても
安いので驚きです。

3 ・他の市に比べて鎌倉は、物価が高い。

4
大船駅はだいぶ改良されたが、バス停までの歩道は、風雨を避ける屋根が半分なので、全体が良いと思う。
どうして中途半端なのか。
気候が良い。

5 鎌倉は生活するには物価が高すぎる（他の県市に比べ）。

７．計画の推進

「１．市民参画・協働の推進」について

1
facebookの「かまくらさん」に参加させて頂いております。期間限定とのことですがずっと続けて欲しいと思って
おります。ご検討の程よろしくお願いいたします。

2 できる限りの情報発信をお願いします。

3
・市の行政の役割をできるだけ減らして、まち内会の自主活動、子ども会の活動を活発にすべきと思う。
・ただ住民には健康であっても、このような活動に積極的に参加しようと努力しない人は多すぎることは事実。

4
村岡新駅構想、ごみ処理費用有料化、高齢化対策など市政の課題に対する広報活動が十分とは言えない
と思う。問題が十分に周知されないまま運営が行われ、市政が動いているように感じる。

5

鎌倉に住んでいるというと羨ましがられることが多くあります。鎌倉にあこがれ、住んでみたいと思う人は、老若
男女いるにもかかわらず、なぜ住めないのか。生活していけないのかをよくよく検証すべきではないでしょう
か。
１０年２０年先の鎌倉を作っていくのは、今、子どもや若者の世代です。彼らがどんな鎌倉を望んでいるのか。
どうすれば彼らがこのまま鎌倉に住み続けられるのか。彼らの声を聞き、知る努力を市政に望みます。長文で
失礼致しました。

6 広報活動（「かまくら」等）の充実

7

１か月前に鎌倉市に引っ越してきたばかりなので、質問の８割はわからないと答えるしかありませんでした。た
だ１か月程度暮らせば、こういった質問に自分で考えて答えられるようになるような情報発信をしていただけた
ら、より鎌倉市に住み易くなるのではないかと思います。Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント（鎌倉市公式）はフォローしようと
思いました。

8
パソコンがないので、ホームページとかをご覧くださいとか、入手くださいとかは、できないので困ります。他に
も私のようにパソコンのない方もいるのでは？

9 ・鎌倉市のHＰが使いにくい（風疹について）

10
・困ったこと、悩むことなど相談できる窓口を市役所に設けてほしい。（専門知識を持った方）
どうしたらよいのかわからず、相談に行って、道筋が見える助言を得たい。

11 ・高齢者への訪問等で、市での活動を広めてほしい（情報が入らないので）
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12 ・普段から意見を提出しやすい環境の整備。

13 鎌倉の魅力をもっと事業に活かせるような発信をしてほしい。

14 広報が月に2回くらい

15
鎌倉に生まれ育ち、住んで居る事はきっとみな誇りだと思います。他市他県から越してくる人も、地域愛が生
まれてくれると嬉しいです。県外へ仕事に出てしまうと、鎌倉の情報は耳に届きにくいです。人が集まる所、駅
などに公共の情報ツールがあればもっと身近に感じることができるかも…と思います。

16
市と住民の考えがかけ離れていれば意味がないと思う。市の考えがあまりにも理想を追い続け、現実的でな
い場合であっても意味がない。やはり私もそうだが、もっと市政に参加したり関心を持って話し合える機会が
大事なのかと常々思います。

17
市民の一人一人が市政に参画していくことは、取りも直さず市民自身の為でもあることを認識し、行動するこ
とを助長する仕組みと、それに応じた奨励金などを金額の多寡を問わず、検討することが必要であると考えま
す。

18

一般の企業でも企業内の問題を社内の人間だけで解決しようとしても解決できないことは多々あります。また
外部のコンサルタントなどを利用しても、一部の既得権を守ろうとすれば、やはり金だけかかって抜本的な問
題解決はできないので、窓口をできるだけオープンにし、様々な意見を受け入れる体制を作って解決しま
す。
鎌倉にはたくさんの文化人が住んで居ます。近年はベンチャー企業など若いブレーンも増えています。これ
は鎌倉市がもつ有益な資産でもあるわけですから、もっとオープンに色々意見を取り入れ、議論に参加でき
る環境の整備をすべきではないでしょうか？

19 ・住民の声を聞く機会を作ってほしい。

20
・広報の仕方が下手だと思う。活字を埋めればいいというものではない。読んでもらいたい工夫が足りない。
自分達だけで満足している、役所的な紙面、報告だと思って読んでいます。

「２．コミュニティー活動の活性化」について

1
・まち内会のIT化促進（各種申請書等の受付、代行）
・高齢者家庭⇔まち内会⇔市政の直結モデル都市化
・まち内会機能の大幅見直し（前近代的な集会からネットまち内会化）

2 ・まち内会が高齢者化し、まち内のクリーン活動への参加がほとんどない。

3 土日で地域の人々と出会える場を、行政として作れないものか？(ボランティア、興味、飲み会）

4 地域のつながりがもっと良いものになればいいなあ…

5
まち内会での募金集金、更にその際、全戸巡る回覧板に記載しないといけない氏名、住所、募金額は必要
なのか?まち内会での募金に疑問を感じます。

「３．地域福祉の推進」について

1
また３０％の高齢者のうち、健康な方がより社会的に地域で活躍できる場を提供できれば、元気な高齢者が
生き生きと活動を続け、健康年齢は上昇するのではと期待します。

その他の意見

「本アンケートに関する意見」について

1
市としてはもっと身近な人の生活の質問をするべきだと思うし、この文章をつくった人間の気持ちが分からな
い。

2 ・アンケートにしては質問の数が多すぎる。途中で嫌になってしまい２日かかった。

3 ・このような形で市民の声を聴く体制が素晴らしく感じています。

4
こういったアンケートは良いが、年代別に絞った設問形式にすべきでは？これでは集計も中途半端の結果に
終えるのではないですか？

5 ・この種のアンケートは数多くやって欲しい。
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6
今後の施策にどう反映していくのかといった目的自体が、このアンケートを答えていて正直分かりませんでし
たし、疑問を感じました。指標を把握し、この結果をどうアウトプットしていくのか、ここまで調査結果で表して
いただきたいです。ぜひ目的意識を高く持って取り組んで下さい。

7
このアンケート自体があまり的を得ていない気がした。抽象的すぎて答えられない。無作為に選出となってい
ますがアプローチを変えた方が良いのでは？と思います。

8 ・設問の意味が回りくどい。分かりづらい。（特に６）

9 アンケートを書いても実際に何が変わるのかが分かりません。

10
このようなアンケートを実施するだけでも、多額な費用が掛かっていると思う。このアンケートの結果がより良い
行政運営につながることを期待します。

11 無作為、無記名とはいえ、意見を発信できる機会を与えて下さりありがとうございました。

12
アンケートの質問内容が分かりづらいです。またアンケートを入れる際、鎌倉市の政策概要も簡単なものでも
入れて頂けるとありがたいです。

13
６．鎌倉市の「まちイメージ」は回答しにくかった。理由は「鎌倉市」が何を意味しているのか。行政なのか？
「まち」とあるので「まち」なのだろうが…

14
今回のアンケートも、この程度の質問内容とｎ数で得た統計結果で、どの程度の基本計画のフレームを作る
つもりなのか？本気度を疑ってしまいます。

｢その他の意見」について

1
インターネットもないし携帯も連絡するしかわからない現状の生活しかできません。それを若い市長さんは分
かっていますか？

2
市政についてではありませんが、私どもは静岡から鎌倉に引越してきて1か月にもなりません。なのでこのアン
ケートに充分に答えられていません。分かる所だけを答えました。あしからず。

3 　いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。

4 市民が行政に頼りすぎているような気がする。

5
「命のビザを繋いだ男」の小辻節三さんの遺族が鎌倉に住んでいらっしゃるのだから、鎌倉市としてもっとア
ピールすべきではないでしょうか？

6 ・鎌倉は永く住み慣れたまち。これからも良いまちでありますように。

7
夫の実家があるので３年ほど前に鎌倉に住民票を移しましたが、平日は孫のいる川崎市で生活していますの
で、普段の事はあまりわかりません。

8 鎌倉は大好きですが、地震と富士山噴火が心配なので。

9
私の土地の出入り口を出ると、前が他人の土地であり、そこに軽自動車が駐車しており、毎日停まっており、
何とか移動していただくようにしてほしい。車の持ち主に言っても聞いてくれないため。なお他の住民に聞い
たら鎌倉市では、こういうふうに困っている住民が多くいるそうです。

10 日曜日、市役所駐輪場を開放してほしい。

11 ＬＴＥをどこでも入るようにしてほしい。

12
・鎌倉は経済的に余裕がある知識人にとっては住み易い市と思えます。でもそうでない人にとっては、老後の
生活が続けえられる受け皿があるかどうか？

13 お役所はすごく頑張ってくれていると思う。ありがとうございます。

14 誰にも平等な事はない。誰もが満足することもない。優先順位は誰が決めるのか。政治は難しいですね。

15
市民の代表として選出された市議会議員の活動が良く理解できない。互いが互いをリスペクトせず、足の
引っ張り合いをしているように見え、非常に残念。これでは市政が良くなるわけでもなければ、前進すらしな
い。ボートが１カ所でくるくる回っているようなもの。自覚して市政を遂行してもらいたい。
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16 松尾市長はがんばっておられると思う。市役所の皆さまも市長を更に支えてあげてください。

17
駅前の綺麗さとか気にしているけれど、観光メインにしているけれど、こんなに住みづらい市はない。でも市
政に不満はない。関心もないけれど、まあがんばっていると思う。高齢者のために。

18 ・大船フラワーセンターは今後も続けて欲しいです。

19 ・鎌倉市民としてもう少し、誇りを持てるような環境を作っていただきたい。

20
・独身で東京の勤めが長かったので、子どもの事は分かりません。
・現在は健康で過ごしているので、高齢者の施設などは詳しくわかりません。

21
子育てと福祉しか訴えない議員には投票しない。まず治安やごみ、インフラといった基本的なものを手厚く、
そして鎌倉らしさを次位に考えた市政を望む。

22
個人の財産なので周囲から口を出せることではないので、市側からアプローチしてもらえないか。まち内会長
宛て返事乞う。（山ノ内中まち北まち内会）

23
市長のがんばっておられる姿、いつもＦＢ等で拝見しています。職員の方々もいつもお疲れ様です。ありがと
うございます。

24
市政とは関係ないのですが、江ノ電の由比ヶ浜駅の方から大仏の方へ、毎朝ビニール袋とトングを持って、
吸い殻とごみを拾っている男性がいます。ほとんど毎朝ですよ。人の話ですと海の方にもいらっしゃるそうで
す。なかなかできないことですよね。こういう人がいることを知っていらっしゃいますか。

25 市民になってまだ2年弱ですがこのまちのためになることを見つけたい。

26
市長の姿勢、声が全く伝わらない。議員の頃、早朝一人で活動していた意気込みに多くの期待をしていた市
民は、私だけではないと思う。まずは市長が大きな声をあげてほしい。そうすると市民の関心が寄せられると
思う。市職員の動きも変わると思う。変えてほしい。

27
若者が出て行ってしまうのは(他のまち等に）、住み続けたいと思わないのではないか。若者は他のまちへ行
きたいと言っています。

28

最近、鎌倉駅周辺のコインパーキングの一部が値上げされた。高齢者は重たい荷物をたくさん持って歩くの
は大変なことで、やむをえず買い物に車を使うことが多いのです。10分位止めたい時に、都会のど真ん中で
もないのに、30分400円とかありえない料金設定です。また、一部の飲食店でも正月料金を設定したりと、全
体的に観光客の方を向いた商売をしており、地元民に対して全く優しくないと思います。ハワイにはカマアイ
ナ(その土地に住む人の事)価格というものがあって、レストランやホテル、ゴルフ場などを利用する際、地元の
人は割引されます。このような制度を設ければ、もっと地元の人々が地元のお店を利用するようになって、地
域も商店まちも活性化するはずです。プレミア商品券よりもさらに一歩進んだ「鎌アイナ」割引。ぜひとも実現
させて下さい。

29

・ネットにつながる環境があれば、発信されている物が見られるから、まあなんとなく「頑張ってくれている」よう
なものは感じられる。
・節電でまちが暗いのは(3.11以来）とても良い事だと思う。コンビニも不要なくらい(まちに集まる所が少ないか
ら非行も少ない）。

30 議会があまりにも不透明！古いしがらみが多すぎ！

31
現時点で特に困っていることがないので、今の生活に満足している。このまま生活していけたらとても幸せな
事と思っている。

32 鎌倉市に限らず、私は公務員がどうしてボーナスをもらえるのか不思議でしょうがない。

33
多数決が正しいとは限らない。と同時に市民の意見が正しいとは限らない。市をダメにするか否かは行政で
はなく市民である。

34 ・市長のがんばりは支持する。

35 ・土地代が高く住みにくい。

36 ・鎌倉近代美術館を残して欲しい。
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37

市長の選挙公約に対して、役所の全職員の方々による姿勢が肌身に感じられないような気がします。そういう
私も市の様々な活動に参加していない負い目もあるのは事実です。現在、築３０年以上のマンションに住み
続け、それ以前は鎌倉地域にいましたので、鎌倉を出たことはありません。

市役所には年１回用事があり、その都度職員の方々にはお世話になっております。今後ともどうぞよろしくお
願いします。

38 住み易い鎌倉の為にどうぞよろしくお願いいたします。

39 脱原発でお願いします。

40 自分みたいに、生まれてからずっと住み続けたいと思える市で、あり続けていてほしいです。
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７．鎌倉市の行政課題について、特にお聞かせください。

◇避難集合場所や地域資源への意識について

No. 分類 7（9）自由記入欄（地域資源）

1 自然環境 玉縄桜

2 自然環境 広町

3 自然環境 広町緑地

4 自然環境 鎌倉山

5 自然環境 七里ガ浜

6 自然環境 葛原ヶ岡公園

7 自然環境 鎌倉中央公園、フラワーセンター

8 自然環境 公園がある

9 自然環境 鎌倉湖

10 自然環境 中央公園

11 自然環境 材木座海岸

12 自然環境 中央公園

13 自然環境 七里ガ浜海岸

14 自然環境 大臣山

15 自然環境 鎌倉アルプス

16 自然環境 衣張山、平成巡礼道＆巡礼古道

17 自然環境 七曲、植木谷戸

18 自然環境 自然公園

19 自然環境 鎌倉中央公園

20 自然環境 広町の森

21 自然環境 由比ガ浜海岸

22 自然環境 七里ガ浜海岸、広町

23 自然環境 鎌倉山

24 自然環境 鎌倉山

25 自然環境 由比ガ浜海岸

26 自然環境 畑

27 自然環境 天園ハイキングコース

28 自然環境 広町緑地

29 自然環境 広町緑地

30 自然環境 和賀江島

31 自然環境 鎌倉中央公園

32 自然環境 東浜、江ノ島

33 自然環境 大船フラワーセンター

34 自然環境 鎌倉広町緑地

35 自然環境 広町の山

36 自然環境 七里ガ浜

37 自然環境
寺分２～３丁目梶原３丁目は中央公園に隣接しており、環境の良さには申し分ない。町内会
も活発で法人化に向け活動中。町内会館の建て替えが目標である。

38 自然環境 鵠沼海岸、神戸川

(9) あなたの居住地周辺（町内会くらい）に地域資源（名所や地域固有の特徴等）はありますか。ありましたら、例を
参考に具体的な名称をお書きください。
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No. 分類 7（9）自由記入欄（地域資源）

39 自然環境 鎌倉中央公園、源氏山公園

40 自然環境 広町

41 自然環境 広町

42 自然環境 小動岬、広町の森

43 自然環境 山崎の緑・公園

44 自然環境 台峯緑地、六国見山

45 自然環境
緑の多い鎌倉山ですが、代替わりに伴う宅地造成が急激に進んで、斜面を利用した土地利
用も目立ち、山らしさが失われつつあり残念です。

46 自然環境 広町

47 自然環境 源氏山

48 自然環境 鎌倉山、鎌倉中央公園

49 自然環境 材木座海岸

50 自然環境 田谷洞窟

51 自然環境 散在が池森林公園

52 自然環境 散在が池、天園ハイキングコース

53 自然環境 台峯緑地

54 自然環境 広町

55 自然環境 鎌倉山、広町

56 自然環境 鎌倉山

57 自然環境 中央公園

58 自然環境 広町の森

59 自然環境 六国見山

60 自然環境 山、海

61 自然環境 七里ガ浜、海、日没時

62 自然環境 広町

63 自然環境 名越切通し、衣張山

64 自然環境 源氏山公園

65 自然環境 材木座海岸

66 自然環境 トレッキング

67 自然環境 材木座海岸、海浜公園

68 自然環境 広町、海岸

69 自然環境 源氏山、中央公園

70 自然環境 稲村ガ崎公園

71 自然環境 由比ガ浜海岸

72 自然環境 鎌倉山周辺の緑

73 自然環境 七里ガ浜

74 自然環境 腰越海岸、坂ノ下海岸、西浜、東浜

75 自然環境 腰越漁港

76 自然環境 切通し

77 自然環境 由比ガ浜海岸

78 自然環境 大仏切通し

79 自然環境 由比ガ浜

80 自然環境 衣張山
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No. 分類 7（9）自由記入欄（地域資源）

81 自然環境 由比ガ浜

82 自然環境 広町

83 自然環境 材木座海岸

84 自然環境 釈迦堂切通し

85 自然環境 稲村ガ崎公園

86 自然環境 七里ガ浜海岸、田辺広町

87 自然環境 七里ガ浜海岸

88 自然環境 源氏山

89 自然環境 広町

90 自然環境 鎌倉中央公園

91 自然環境 腰越海岸

92 自然環境 七里ガ浜

93 自然環境 鎌倉中央公園、源氏山

94 自然環境 中央公園

95 自然環境 中央公園

96 自然環境 鎌倉山、笛田公園

97 自然環境 広町、津西１丁目公園

98 自然環境 鎌倉山の緑

99 自然環境 中央公園

100 自然環境 天園

101 自然環境 天園ハイキングコース

102 自然環境 鎌倉山

103 自然環境 笛田公園

104 自然環境 中央公園

105 自然環境 天園ハイキングコース

106 自然環境 七里ガ浜海岸

107 自然環境 中央公園

108 自然環境 由比ガ浜海岸

109 自然環境 谷戸

110 自然環境 名越切通し

111 自然環境 由比ガ浜海岸

112 自然環境 中央公園、源氏山公園

113 自然環境 夫婦池公園

114 自然環境 砂押川

115 自然環境 鎌倉中央公園

116 自然環境 天園ハイキングコース

117 自然環境 六国見山

118 自然環境 笛田公園

119 自然環境 腰越海岸

120 自然環境 腰越海岸、広町台地

121 自然環境 西鎌倉

122 自然環境 由比ガ浜海岸

123 自然環境 七里ガ浜
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No. 分類 7（9）自由記入欄（地域資源）

124 自然環境 腰越海岸

125 自然環境 腰越海岸、七里ガ浜

126 自然環境 由比ガ浜

127 自然環境 笛田公園

128 自然環境 笛田公園、広町、夫婦池

129 自然環境 衣張山

130 自然環境 小町通り（一年中人でにぎわっている）

131 自然環境 広町

132 自然環境 広町

133 自然環境 鎌倉山、広町

134 自然環境 由比ガ浜海岸

135 自然環境 釈迦堂切通し

136 自然環境 源氏山

137 自然環境 稲村ガ崎公園

138 自然環境 七里ガ浜海岸

139 自然環境 フラワーセンター

140 自然環境 逆川

141 自然環境 大船植物園

142 自然環境 七里ガ浜

143 自然環境 鶴岡八幡宮の裏山

144 自然環境 由比ガ浜海岸、甘縄神社

145 自然環境 衣張山

146 自然環境 野村総研跡地の緑

147 自然環境 関谷川

148 自然環境 大船フラワーセンター

149 自然環境 柏尾川、玉縄城公園

150 自然環境 フラワーセンター

151 自然環境 散在が池（鎌倉湖）

152 自然環境 天園ハイキングコース

153 自然環境 七里ガ浜海岸

154 自然環境 源氏山

155 自然環境 由比ガ浜、海浜公園

156 自然環境 中央公園

157 自然環境 由比ガ浜

158 自然環境 鎌倉山、江ノ島海岸

159 自然環境 中央公園

160 自然環境 腰越海岸

161 自然環境 フラワーセンター

162 自然環境 材木座海岸

163 自然環境 江ノ島東浜

164 自然環境 フラワーセンター

165 自然環境 谷戸（中央公園）

166 自然環境 広町緑地、七里ガ浜海岸、小動岬
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No. 分類 7（9）自由記入欄（地域資源）

167 自然環境 腰越漁港

168 自然環境 フラワーセンター

169 自然環境 柏尾川

170 自然環境 鎌倉中央公園

171 自然環境 柏尾川

172 自然環境 鎌倉中央公園

173 自然環境 稲村ガ崎からの江ノ島、富士山の眺め

174 自然環境 広町緑地

175 自然環境 源氏山の景観、佐助川

176 自然環境 中央公園

177 自然環境 広町

178 自然環境 裏大仏ハイキングコース

179 自然環境 腰越海岸

180 自然環境 台峯

181 自然環境 腰越海岸

182 自然環境 源氏山

183 自然環境 ゴルフ場（Ａｉｒ　Ｐｏｒｔ）

184 自然環境 六国見山

185 自然環境 七里ガ浜海岸

186 自然環境 フラワーセンター

187 自然環境 六国見山

188 自然環境 散在が池

189 自然環境 天園ハイキングコース、六国見山、鎌倉湖

190 自然環境 源氏山公園周辺

191 自然環境 谷、トンネル

192 自然環境 鎌倉山、海岸

193 自然環境 鎌倉山より見る富士山

194 自然環境 散在が池

195 自然環境 フラワーセンター

196 自然環境 中央公園

197 自然環境 中央公園

198 自然環境 鎌倉山、広町

199 自然環境 腰越海岸

200 自然環境 御成山

201 自然環境 鎌倉中央公園

202 自然環境 六国見山

203 自然環境 由比ガ浜海岸

204 自然環境 広町

205 自然環境 七里ガ浜海岸

206 自然環境 源氏山

207 自然環境 七里ガ浜海岸

208 自然環境 由比ガ浜海岸

209 自然環境 鎌倉山の桜
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No. 分類 7（9）自由記入欄（地域資源）

210 自然環境 鎌倉中央公園

211 自然環境 鎌倉中央公園の谷戸、里山

212 自然環境 鎌倉中央公園

213 自然環境 柏尾川・境川の流域

214 自然環境 江ノ島腰越海岸

215 自然環境 山

216 自然環境 七里ガ浜海岸、広町緑地

217 自然環境 フラワーセンター、天神山

218 自然環境 小さな公園

219 自然環境 七曲坂

220 自然環境 材木座海岸

221 自然環境 由比ガ浜

222 自然環境 町内会くらいでは無い。

223 自然環境 散在が池森林公園

224 自然環境 中央公園

225 自然環境 神戸川、七里ガ浜、腰越海岸

226 自然環境 稲村ガ崎海岸

227 自然環境 住宅地のイチョウ並木

228 自然環境 源氏山

229 自然環境 滑川

230 自然環境 由比ガ浜海岸、公園

231 自然環境 大船フラワーセンター

232 自然環境 広町

233 自然環境 山

234 自然環境 七里ガ浜海岸

235 自然環境 鎌倉山

236 自然環境 和賀江島付近

237 自然環境 七里ガ浜海岸

238 自然環境 腰越海岸

239 自然環境 材木座海岸、由比ガ浜海岸

240 自然環境 由比ガ浜海岸、源氏山公園

241 自然環境 七里ガ浜海岸

242 自然環境 七里ガ浜海岸

243 自然環境 七里ガ浜海岸

244 自然環境 海岸

245 自然環境 腰越漁港、神戸川

246 自然環境 天園ハイキングコース

247 自然環境 谷戸池、柏尾川、フラワーセンター

248 自然環境 フラワーセンター

249 自然環境 笛田公園

250 自然環境 鎌倉中央公園

251 自然環境 腰越港、七里ガ浜海岸、鎌倉山、小動岬

252 自然環境 滑川中流
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No. 分類 7（9）自由記入欄（地域資源）

253 自然環境 七里ガ浜

254 自然環境 七里ガ浜海岸

255 自然環境 六国見山

256 自然環境 散在が池

257 自然環境 中央公園

258 自然環境 フラワーセンター大船植物園

259 自然環境 緑の保存

260 自然環境 中央公園

261 自然環境 由比ガ浜

262 自然環境 腰越海岸

263 自然環境 手広の切通し

264 自然環境 江ノ島

265 自然環境 材木座海岸

266 自然環境 広町の森（里山の風景）、腰越海岸、七里ガ浜

267 自然環境 谷山

268 自然環境 蛍が生息する川

269 自然環境 名越の切通し

270 自然環境 源氏山

271 自然環境 天園ハイキングコース

272 自然環境 ハイキングコース

273 自然環境 鎌倉湖畔

274 自然環境 広町の森

275 自然環境 台峯

276 自然環境 中央公園

277 自然環境 鎌倉山

278 自然環境 広町

279 自然環境 夫婦池公園

280 自然環境 稲村ヶ崎、七里ガ浜海岸

281 自然環境 由比ガ浜海岸

282 自然環境 七里ガ浜海岸

283 自然環境 広町の森

284 自然環境 朝比奈切通

285 自然環境 広町の森

286 自然環境 材木座海岸

287 自然環境 衣張山

288 自然環境 材木座海岸

289 自然環境 鎌倉山桜道

290 自然環境 腰越海岸線

291 自然環境 谷戸池

292 自然環境 六国見山ハイキングコース

293 自然環境 中央公園

294 自然環境 七里ガ浜海岸、海

295 自然環境 広町
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No. 分類 7（9）自由記入欄（地域資源）

296 自然環境 六国見山

297 史跡・名勝 玉縄城跡

298 史跡・名勝 青蓮寺

299 史跡・名勝 鎖大使、龍口明神社

300 史跡・名勝 稲村ガ崎

301 史跡・名勝 北条常盤邸跡、腹切りやぐら

302 史跡・名勝 稲村ガ崎

303 史跡・名勝 大船観音

304 史跡・名勝 光明寺

305 史跡・名勝 鶴岡八幡宮

306 史跡・名勝 八幡宮

307 史跡・名勝 釈迦堂切通し

308 史跡・名勝 杉本寺、報国時、浄妙寺

309 史跡・名勝 戦没者の慰霊塔

310 史跡・名勝 明月院(あじさい寺）、六国見山

311 史跡・名勝 杉本寺、報国寺、鎌倉宮

312 史跡・名勝 玉縄城址

313 史跡・名勝 円覚寺、鎌倉山の桜

314 史跡・名勝 松竹撮影所跡地、大船観音

315 史跡・名勝 竜口寺

316 史跡・名勝 稲村ガ崎、小動神社

317 史跡・名勝 大船観音

318 史跡・名勝 泣塔

319 史跡・名勝 夫婦池

320 史跡・名勝 観音寺

321 史跡・名勝 大船植物園

322 史跡・名勝 白山神社

323 史跡・名勝 大仏、長谷寺

324 史跡・名勝 八幡宮、銭洗い弁天

325 史跡・名勝 大船観音

326 史跡・名勝 玉縄城址

327 史跡・名勝 鎖大師青蓮寺

328 史跡・名勝 茶室（有名な人）

329 史跡・名勝 玉縄城跡地、首塚

330 史跡・名勝 円覚寺

331 史跡・名勝 大船観音

332 史跡・名勝 江ノ島

333 史跡・名勝 常楽寺

334 史跡・名勝 江ノ島

335 史跡・名勝 小動神社、満福寺

336 史跡・名勝 海蔵寺

337 史跡・名勝 和賀江島

338 史跡・名勝 玉縄城址、大船観音
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339 史跡・名勝 玉縄城址、大船観音

340 史跡・名勝 玉縄城址

341 史跡・名勝 円覚寺

342 史跡・名勝 称名寺

343 史跡・名勝 光照寺、成福寺

344 史跡・名勝 鎖大師、満福寺

345 史跡・名勝 鎖大師

346 史跡・名勝 鎖大師

347 史跡・名勝 円覚寺

348 史跡・名勝 明月院、円覚寺

349 史跡・名勝 大船観音

350 史跡・名勝 報国寺、八幡宮

351 史跡・名勝 大船観音

352 史跡・名勝 玉縄城址

353 史跡・名勝 明王院、浄妙寺、報国寺

354 史跡・名勝 報国寺

355 史跡・名勝 玉縄城址、首塚

356 史跡・名勝 葛原ヶ岡神社

357 史跡・名勝 田谷の洞窟

358 史跡・名勝 光明寺、和賀江島

359 史跡・名勝 浄妙寺、報国寺

360 史跡・名勝 大仏切通し

361 史跡・名勝 長谷観音、権五郎神社、光則寺、収玄寺

362 史跡・名勝 浄明寺、報国寺、鎌倉宮

363 史跡・名勝 龍口寺、小動岬

364 史跡・名勝 青蓮寺

365 史跡・名勝 満福寺、小動岬

366 史跡・名勝 鎖大師

367 史跡・名勝 満福寺、竜口神社

368 史跡・名勝 八幡宮、大塔宮

369 史跡・名勝 和田塚

370 史跡・名勝 大仏

371 史跡・名勝 浄光明寺

372 史跡・名勝 釈迦堂切通し、妙本寺

373 史跡・名勝 大仏、甘縄神明宮

374 史跡・名勝 光明寺、九品寺

375 史跡・名勝 鎖大師

376 史跡・名勝 光明寺

377 史跡・名勝 長勝寺、妙本寺

378 史跡・名勝 雨乞いの池

379 史跡・名勝 鎖大師

380 史跡・名勝 杉本寺、報国時、浄明寺

381 史跡・名勝 お寺

45



No. 分類 7（9）自由記入欄（地域資源）

382 史跡・名勝 鎖大師

383 史跡・名勝 葛原ヶ岡

384 史跡・名勝 円覚寺

385 史跡・名勝 瑞泉寺、覚園寺

386 史跡・名勝 鶴岡八幡宮、紅葉山

387 史跡・名勝 明月院、円覚寺

388 史跡・名勝 桜道

389 史跡・名勝 三嶋神社

390 史跡・名勝 玉縄城址

391 史跡・名勝 報国寺、杉本寺、浄明寺ほか

392 史跡・名勝 報国寺、浄妙寺、華頂宮邸

393 史跡・名勝 長谷観音、御霊（権五郎）神社

394 史跡・名勝 大船観音

395 史跡・名勝 大船観音

396 史跡・名勝 八幡宮、大塔宮、頼朝公墓、荏柄天神

397 史跡・名勝 百八やぐら

398 史跡・名勝 円覚寺、東慶寺、光照寺

399 史跡・名勝 小動神社、万福寺、諏訪神社等

400 史跡・名勝 万福寺

401 史跡・名勝 長谷寺

402 史跡・名勝 大船観音

403 史跡・名勝 龍口明神社

404 史跡・名勝 小動神社、万福寺

405 史跡・名勝 長谷寺

406 史跡・名勝 釈迦堂切通し、妙法寺

407 史跡・名勝 鉄の井

408 史跡・名勝 鎖大師

409 史跡・名勝 古刹寺院等

410 史跡・名勝 竹が谷城跡

411 史跡・名勝 玉縄城跡

412 史跡・名勝 鎖大師

413 史跡・名勝 和田塚

414 史跡・名勝 安養院、妙法寺、安国論寺

415 史跡・名勝 浄光明寺、英勝寺

416 史跡・名勝 玉縄城跡、龍宝寺

417 史跡・名勝 長谷観音

418 史跡・名勝 常栄寺、妙本寺

419 史跡・名勝 大仏

420 史跡・名勝 玉縄城跡

421 史跡・名勝 玉縄城跡

422 史跡・名勝 妙本寺

423 史跡・名勝 大船観音

424 史跡・名勝 雨乞いの池
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425 史跡・名勝 鶴岡八幡宮

426 史跡・名勝 釈迦堂

427 史跡・名勝 大仏、長谷観音

428 史跡・名勝 報国寺

429 史跡・名勝 北条氏常盤亭跡

430 史跡・名勝 玉縄城跡

431 史跡・名勝 大船観音

432 史跡・名勝 玉縄城

433 史跡・名勝 大船観音、玉縄地区の社寺

434 史跡・名勝 玉縄城

435 史跡・名勝 玉縄城跡

436 史跡・名勝 多聞院、常楽寺

437 史跡・名勝 泣塔

438 史跡・名勝 白山神社

439 史跡・名勝 白山神社、称名弁

440 史跡・名勝 称名寺

441 史跡・名勝 雨乞いの池

442 史跡・名勝 和田塚

443 史跡・名勝 大仏

444 史跡・名勝 大船観音

445 史跡・名勝 大船観音

446 史跡・名勝 大船観音、六国見山

447 史跡・名勝 北鎌倉の各寺院

448 史跡・名勝 満福寺（源　義経）

449 史跡・名勝 玉縄城跡、龍宝寺、観音様

450 史跡・名勝 江ノ島

451 史跡・名勝 妙本寺

452 史跡・名勝 満福寺

453 史跡・名勝 大船観音

454 史跡・名勝 塩釜神社

455 史跡・名勝 鎖大師

456 史跡・名勝 北野神社

457 史跡・名勝 建長寺、観音様、海蔵寺等

458 史跡・名勝 佐助稲荷、銭洗い弁天、葛原ヶ岡公園

459 史跡・名勝 江ノ島

460 史跡・名勝 光触寺（ほほ焼阿弥陀）

461 史跡・名勝 本覚寺

462 史跡・名勝 極楽寺

463 史跡・名勝 大仏

464 史跡・名勝 不動神社

465 史跡・名勝 大船観音

466 史跡・名勝 竜口寺

467 史跡・名勝 円覚寺、東慶寺
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468 史跡・名勝 大船観音

469 史跡・名勝 円覚寺

470 史跡・名勝 大船観音

471 史跡・名勝 多聞院、常楽寺

472 史跡・名勝 諏訪神社

473 史跡・名勝 玉縄城、竜宝寺、大船観音

474 史跡・名勝 円覚寺

475 史跡・名勝 光明寺、和賀江島

476 史跡・名勝 明月院前の道路沿いの風景（下記茶室を含む）

477 史跡・名勝 大慶寺

478 史跡・名勝 八雲神社

479 史跡・名勝 白山神社の毘沙門天様

480 史跡・名勝 大船観音

481 史跡・名勝 大仏

482 史跡・名勝 大船観音、竜宝寺、玉縄城

483 史跡・名勝 満福寺

484 史跡・名勝 杉本寺

485 史跡・名勝 大仏の切通し

486 史跡・名勝 今小路

487 史跡・名勝 大仏

488 史跡・名勝 玉縄城址、竜口寺

489 史跡・名勝 常楽寺

490 史跡・名勝 甘縄神社

491 史跡・名勝 大船観音

492 史跡・名勝 大船観音

493 史跡・名勝 竜口神社

494 史跡・名勝 銭洗い

495 史跡・名勝 長谷観音、光則寺　その他寺社仏閣多数

496 史跡・名勝 長谷観音、御霊神社

497 史跡・名勝 鎖大師

498 史跡・名勝 大仏、常盤邸

499 史跡・名勝 常盤文庫

500 史跡・名勝 円覚寺

501 史跡・名勝 大船観音

502 史跡・名勝 玉縄城址及び周辺の寺、村岡城址及び二伝寺

503 史跡・名勝 竜口寺(江ノ島を含む）

504 史跡・名勝 玉縄城

505 史跡・名勝 大船観音

506 史跡・名勝 玉縄城跡

507 史跡・名勝 光明寺、五所神社

508 史跡・名勝 若宮大路

509 史跡・名勝 八雲神社が近いが町内会くくりでは外れる。

510 史跡・名勝 大船観音
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511 史跡・名勝 玉縄城

512 史跡・名勝 八幡宮

513 史跡・名勝 明寺、来迎寺、実相寺、八雲神社

514 史跡・名勝 銭洗い弁天

515 史跡・名勝 玉縄城跡

516 史跡・名勝 満福寺

517 史跡・名勝 大船観音

518 史跡・名勝 青蓮寺

519 史跡・名勝 極楽寺、成就院

520 史跡・名勝 釈迦堂切通し

521 史跡・名勝 青蓮寺

522 史跡・名勝 光明寺、長勝寺

523 史跡・名勝 雨乞いの池

524 史跡・名勝 玉縄城址跡

525 史跡・名勝 小八神社（一説によると鎌倉八幡宮より古い）　湯釜の儀式

526 史跡・名勝 大船観音

527 史跡・名勝 大仏、長谷寺、御霊神社

528 史跡・名勝 北条氏常盤亭跡

529 史跡・名勝 長谷観音、光則寺

530 史跡・名勝 満福寺、小動神社

531 史跡・名勝 小動神社、満福寺

532 史跡・名勝 鶴岡八幡宮、建長寺

533 史跡・名勝 大船観音、玉縄城跡

534 史跡・名勝 観音

535 史跡・名勝 大船観音

536 史跡・名勝 玉縄城跡

537 史跡・名勝 大船観音

538 史跡・名勝 大船観音

539 史跡・名勝 常楽寺

540 史跡・名勝 竜口寺、竜口明神社、満福寺

541 史跡・名勝 関取場跡、八幡宮

542 史跡・名勝 鎌倉宮

543 史跡・名勝 大船観音

544 史跡・名勝 大船観音

545 史跡・名勝 円覚寺

546 史跡・名勝 玉縄城址跡

547 史跡・名勝 玉縄城

548 史跡・名勝 大船観音寺

549 史跡・名勝 竜口寺

550 史跡・名勝 御霊神社、長谷観音

551 史跡・名勝 永福寺跡、瑞泉寺、鎌倉宮

552 史跡・名勝 小動神社、万福寺

553 史跡・名勝 鎖大師　建造物
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554 史跡・名勝 満福寺

555 史跡・名勝 大船観音

556 史跡・名勝 鶴岡八幡宮

557 史跡・名勝 大仏

558 史跡・名勝 竜口寺、竜口明神社

559 史跡・名勝 玉縄城跡

560 史跡・名勝 円覚寺

561 史跡・名勝 大船観音

562 史跡・名勝 東慶寺、円覚寺、八雲神社

563 史跡・名勝 宇賀福神社

564 史跡・名勝 明月院

565 史跡・名勝 明月院

566 史跡・名勝 浄妙寺

567 史跡・名勝 大船観音

568 史跡・名勝 常楽寺

569 史跡・名勝 竜口明神社

570 史跡・名勝 鎌倉宮

571 史跡・名勝 青蓮寺

572 史跡・名勝 大船観音

573 史跡・名勝 竜宝寺、玉縄城址

574 史跡・名勝 五社稲荷神社

575 史跡・名勝 九品寺、光明寺

576 史跡・名勝 切通、寺

577 史跡・名勝 鶴岡八幡宮、辻説法

578 史跡・名勝 段葛、八幡様

579 史跡・名勝 大船観音

580 史跡・名勝 安国論寺、大宝寺

581 史跡・名勝 玉縄城址

582 史跡・名勝 満福寺

583 史跡・名勝 玉縄城址、田谷洞窟、大船観音

584 史跡・名勝 円覚寺

585 史跡・名勝 竜口寺、小動神社

586 史跡・名勝 鎖大師

587 史跡・名勝 離れ山のお地蔵様

588 史跡・名勝 大船観音

589 建造物 腰越行政センター、図書館

590 建造物 西田幾太郎の家

591 建造物 スターバックス御成町店

592 建造物 鎌倉芸術館

593 建造物 近代美術館

594 建造物 白山神社、鎌倉街道

595 建造物 旧華頂宮邸

596 建造物 フラワーセンター
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597 建造物 鎌倉芸術館

598 建造物 大船フラワーセンター

599 建造物 安国論寺、安養院

600 建造物 腰越行政センター

601 建造物 野村総研跡地

602 建造物 鎌倉芸術館

603 建造物 檑亭

604 建造物 鎌倉芸術館

605 建造物 湘南モノレール

606 建造物 鎌倉八幡宮

607 建造物 鎌倉芸術館

608 建造物 鎌倉芸術館

609 建造物
魯山人跡（なぜ家を手放し、笠間に移築したのか。もう少し鎌倉市が手放さないで保存してい
くべきだった！もったいない！）

610 建造物 円覚寺

611 建造物 光明寺

612 建造物 竜宝寺入口にある建物

613 建造物 竜宝寺、フラワーセンター

614 建造物 白山神社

615 建造物 魯山人旧宅

616 建造物 御成小学校講堂

617 建造物 フラワーセンター、武道館

618 建造物 鎌倉芸術館

619 建造物 芸術館

620 建造物 フラワーセンター

621 建造物 光明寺

622 建造物 吉屋信子記念館

623 建造物 華頂宮

624 建造物 文学館

625 建造物 鎌倉文学館

626 建造物 日本初のバレー発祥の地

627 建造物 鶴岡八幡宮

628 建造物 棟方美術館

629 建造物 フラワーセンター

630 建造物 国宝館

631 建造物 龍口明神社

632 建造物 鎌倉文学館

633 建造物 文学館

634 建造物 鏑木清方記念美術館、旧川喜多邸

635 建造物 文学館

636 建造物 県立美術館

637 建造物 鎌倉文学館、吉屋信子記念館

638 建造物 華頂宮
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639 建造物 湘南かまくら病院、コーナン　ライフ

640 建造物 湘南鎌倉総合病院

641 建造物 大船フラワーセンター

642 建造物 文学館

643 建造物 鎌倉芸術館

644 建造物 鎌倉芸術館

645 建造物 石井家跡

646 建造物 江ノ島水族館

647 建造物 玉縄行政センター、田舎館

648 建造物 パチンコ

649 建造物 フラワーセンター

650 建造物 鎌倉武道館、大船体育館

651 建造物 大谷美術館

652 建造物 文学館

653 建造物 建長寺、鎌倉芸術館

654 建造物 鎌倉芸術館

655 建造物 玉縄行政センター

656 建造物 鎌倉芸術館

657 建造物
明月院前の細野家の茶室（魯山人ゆかりの細野燕台の造った金沢赤壁の茶室が手入れが
行き届かず、存亡が危ぶまれる。個人所有だが、市の力でどうにかならないか）

658 建造物 フラワーセンター

659 建造物 図書館、社会福祉協議会

660 建造物 鎌倉文学館

661 建造物 玉縄青少年会館

662 建造物 棟方志功館、雷亭

663 建造物 久成寺(長尾一族の墓）、二伝寺(平良文の墓）

664 建造物 鎌倉文学館、吉屋信子記念館

665 建造物 鎌倉芸術館

666 建造物 鎌倉芸術館

667 建造物 石井家

668 建造物 町内会くくりでは無い。

669 建造物 玉縄青少年会館

670 建造物 今泉クリンセンター、名越クリンセンター

671 建造物 吉屋信子記念館

672 建造物 鎌倉芸術館

673 建造物 大船ルミネ、鎌倉芸術館

674 建造物 鎌倉芸術館

675 建造物 玉縄青少年会館

676 建造物 成瀬家住宅

677 建造物 江ノ島タワー

678 建造物 鎌倉文学館

679 建造物 すこやかセンター

680 建造物 鎌倉芸術館
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681 建造物 大船体育館

682 建造物 七里ガ浜小学校、鎌倉浄化センター

683 建造物 竜口明神社

684 建造物 明月院

685 建造物 鎌倉芸術館

686 建造物 華頂の宮

687 建造物 鎌倉芸術館

688 特産品 鎌倉野菜

689 特産品 海産物、鎌倉野菜

690 特産品 ハトサブレー、わかめ

691 特産品 鎌倉野菜

692 特産品 しらす

693 特産品 鎌倉野菜

694 特産品 鎌倉野菜

695 特産品 地魚

696 特産品 しらす、鎌倉野菜

697 特産品 しらす

698 特産品 関谷周辺の鎌倉野菜

699 特産品 鎌倉野菜

700 特産品 しらす

701 特産品 しらす

702 特産品 しらす

703 特産品 しらす

704 特産品 海産物

705 特産品 しらす、わかめ

706 特産品 しらす

707 特産品 鎌倉ブランド野菜

708 特産品 しらす

709 特産品 しらす

710 特産品 あじ寿司

711 特産品 あじ、いわし、しらす

712 特産品 野菜

713 特産品 玉縄桜

714 特産品 鎌倉野菜生産

715 特産品 わかめ、しらす

716 特産品 わかめ

717 特産品 鎌倉野菜

718 特産品
ハトサブレー、いちょうサブレ―、湘南名物タコせんべい、井上かまぼこの梅花はんぺん、三
留商店においてある薬膳ソース

719 特産品 しらす、わかめ

720 特産品 アカモク、メカブ

721 特産品 生しらす

722 特産品 鎌倉彫
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723 特産品 つるやのうなぎ

724 特産品 しらす、わかめ

725 特産品 わかめ

726 特産品 しらす、鎌倉野菜

727 特産品 しらす

728 特産品 しらす

729 特産品 わかめ

730 特産品 鎌倉野菜

731 特産品 生しらす

732 特産品 たこせん

733 特産品 ハトサブレー

734 特産品 鎌倉野菜

735 特産品 鎌倉野菜

736 特産品 いちご、ばら

737 特産品 わかめ

738 特産品 しらす

739 特産品 にしかまプリン

740 特産品 しらす

741 特産品 しらす、鎌倉野菜

742 特産品 わかめ

743 特産品 しらす

744 特産品 鎌倉彫

745 特産品 しらす

746 特産品 しらす

747 特産品 鎌倉野菜

748 特産品 わかめ

749 特産品 しらす

750 特産品 しらす、わかめ

751 特産品 野菜

752 特産品 関谷　かまくら野菜の産地

753 特産品 関谷周辺の野菜

754 特産品 鎌倉ワイン

755 特産品 しらす、わかめ

756 特産品 しらす

757 特産品 しらす

758 特産品 野菜

759 特産品 しらす

760 特産品 あじの押しずし

761 特産品 わかめ

762 特産品 しらす

763 特産品 わかめ

764 特産品 鎌倉野菜

765 特産品 鎌倉野菜
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766 特産品 鎌倉野菜

767 特産品 しらす

768 特産品 野菜

769 特産品 しらす

770 特産品 しらす、鳩サブレ

771 特産品 しらす、わかめ

772 特産品 しらす

773 特産品 鎌倉野菜

774 特産品 大船軒の鯵押しずし

775 特産品 わかめ

776 特産品 鯵の押しずし

777 特産品 鎌倉野菜

778 特産品 しらす

779 特産品 しらす、わかめ

780 特産品 くるみっこ、ハトサブレー

781 特産品 鎌倉野菜

782 特産品 かまくら野菜

783 特産品 しらす

784 特産品 しらす

785 特産品 わかめ

786 特産品 しらす、わかめ

787 特産品 しらす、わかめ、力餅屋

788 特産品 わかめ、鎌倉野菜、梅ワイン、梅サイダー、鎌倉ビール

789 特産品 しらす

790 特産品 鎌倉野菜

791 特産品 しらす

792 特産品 しらす、わかめ

793 特産品 玉縄桜

794 特産品 大船軒　鯵の押しずし

795 特産品 しらす、わかめ

796 特産品 鎌倉野菜

797 特産品 しらす、わかめ

798 特産品 しらす、わかめ

799 特産品 トマト、長ネギ、レシュー

800 特産品 しらす

801 特産品 しらす

802 特産品 鎌倉関谷地区で採れる野菜

803 特産品 わかめ

804 特産品 しらす

805 特産品 鎌倉野菜

806 特産品 しらす

807 特産品 かまくら野菜、関谷

808 特産品 しらす
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809 特産品 しらす

810 特産品 大船観音のもなか

811 その他 鎌女

812 その他 広町広場での田んぼ活動

813 その他 町内会活動、子供会活動

814 その他 熊野神社例大祭

815 その他 警察が常にパトロールをしてくれている。

816 その他 町内会グリーンベルト清掃活動

817 その他 防犯パトロール、助け合いの会

818 その他 様々な人が出会えるカフェがある

819 その他 散在が池

820 その他 鎌倉薪能

821 その他 町内会のお祭り(夏)

822 その他 腰越漁港

823 その他 こども会が活発なよう

824 その他 手広祭

825 その他 台峯

826 その他 当グリーンハイツの組合はまあよく出来ている。

827 その他 子どもパトロール

828 その他 町内会防犯活動、町内会白扇会（老人会）

829 その他 砂押川プロムナード

830 その他 防犯パトロール

831 その他 防犯パトロール

832 その他
市で参加できる女性のための大工教室はとーっても楽しかったためまた参加してみたいで
す。

833 その他 鎌倉祇園大町祭

834 その他 半町町内会活動

835 その他 町内会の要支援者支援活動

836 その他 白寿会

837 その他 町内会の火の用心

838 その他 沢山あって上げきれない。寺社など

839 その他 深沢バザー、冬祭り

840 その他 特にあるとは思えない。

841 その他 町内超高齢者化、空き家増加

842 その他 面掛け行列、お囃子

843 その他 大船商店街

844 その他 五ケ町による祭典行事（７月）

845 その他 団地内防犯活動

846 その他 町内会清掃活動

847 その他 鎌倉高校前駅

848 その他 ロジュマン祭

849 その他 珍しい乗り物　湘南モノレール

850 その他 町内防犯活動
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851 その他 七里ガ浜

852 その他 町内会館

853 その他 栄光学園

854 その他 大船中通り商店街

855 その他 深沢多目的スポーツ広場

856 その他 ゴルフ場、定期的な清掃活動

857 その他 大船商店街

858 その他 小動神社天王祭

859 その他 江ノ電

860 その他 商店街がにぎやかである

861 その他 住宅地内の豊かな緑

862 その他 火の用心の町内会活動

863 その他 能舞台、稲村公園

864 その他 神戸川清掃活動

865 その他 助け合いの会

866 その他 夜間パトロール

867 その他 町内会防犯活動（パトロール実施）

868 その他 町内会防犯活動

869 その他 沢山ある。

870 その他 青空サロン会

871 その他 子供会活動

872 その他 防犯活動をしている

873 その他 防犯活動

874 その他 親の代以前くらいからの住民でないと入れない活動ばかり。

875 その他 江ノ電

876 その他 大町会館

877 その他 湘南モノレール、町内会防犯活動（見回り）、消火器

878 その他 小八神社夏祭り、防犯活動

879 その他 町内会　木曜夜の巡回活動

880 その他 鎌倉高校前駅（江ノ電）からの景色

881 その他 天王祭、町内会防災部

882 その他 首塚まつり

883 その他 神奈川県営体育館（温水プールを40年利用）

884 その他 ＤＩＫ大船マンション理事会活動

885 その他 学校が多い（清泉、栄光）

886 その他 町内会防犯活動、清掃活動

887 その他 防犯パトロール

888 その他 七曲坂、新井白石碑

889 その他
江ノ電とその街並み（腰越の電車通り）、小動神社天王祭、竜口明神社例大祭、義経まつりパ
レード

890 その他 ミシュラン一つ星レストラン

891 その他 囃子会

892 その他 湘南モノレール
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893 その他 腰越行政センター、図書館

894 その他 町内会防犯活動

895 その他 町内会防犯活動

896 その他 高野町内会

897 その他 わんわんパトロール、町内会防犯パトロール

898 その他 町内会防犯活動
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