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《子育てについての意見》

番号 意見

1 幼稚園を増やす

2
働く女性にとっては安心して子どもを預けられる保育園が自宅の近くにあるということ。
低所得の家庭には、助成が充実しているということ。

3
もし自分が結婚していたら考えるけど、もっと子育てより仕事している女性についても考えてほしい。
女性が一人で生きていける市にしてほしい

4
スポーツ施設を充実してほしい。
市長の若さあふれる改革の推進（応援します）

5
子どもがいないので良くわからず、もう既に取り組んでいられる事とは思いますが、近所付き合いがで
き、母子同士よく話ができる友達やサークルがあると良い様に思います。

6

年金暮らしの両親と同居しています。子どもがいない家で６０代だと、年金暮らしとは言え、あまり行政
サービスを受ける事もありません。ソフト面よりも道路に歩道をつけるとか、自転車専用レーンを作るな
ど、万人によい街づくりがされると良いと思います。もし子どもがいるならば、出産できる湘南鎌倉病院と
あと１ヶ所しかないと聞いた事があるのですが、少なすぎると思います。

7
保育園整備
歩行者の安全確保（せまい道が多いのに車の通行が多い。もっと制限すべき。歩道も少なすぎる。）
子どもだけの問題ではありませんが。

8
１　子ども人口に対して充分な数の保育園又は幼稚園
２　産科医及び小児科の充実
３　子ども・育児・教育に対する公的財政支援

9
隣近所の人々のサポート
感心を持つこと

10
近所の人達と交流を持って気軽に子どもを一時預かって頂ける様、信頼関係をつくって行ったらと思いま
す。

11
保育園や子ども会館などの施設を増やし、事前に登録すれば緊急時に利用できる制度にして、核家族
の家庭をサポートする。
子育て支援策の種類や利用方法をQAの形で冊子にして、健診の際に配布するなど広報する。

12
働く親への協力
保育園の時間延長

13

他都市に比較して、子育て世代に対する配慮が劣っている。
特に医療費は小学６年生まで所得に関係なく無償化して欲しい。
住民税が高い割には若年層に対する福利厚生がとぼしい。
現在の市政では、中高年層はますます増加すると思われる反面、若い世代の流入を阻害している。

14 保育所の充実

15 保育園の充実

16

産科、小児科、夜間診療等の充実
保育所の整備
若い世代が入居しやすい住宅の建設（マンションとは限らず）
地域間の格差を 小限にする（鎌倉地区＜特に旧市内＞との差）（特に大船地区はパチンコ店等が多
く、ひったくり等も多い）
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17

託児所、保育所が少ない
子どもが遊べる公園（放課後）
道路の整備
車のスピード規制
子ども手当て（人数が多い人ほど優遇されるシステム）

18
中学校を給食にしてもらえば共働きの母の負担が減ります
児童クラブは整備が足りないように思います。

19

保育園
学校が近い
車と歩道がもうけてある
交通便
公園
駅が近い
子どもが多い

20

滋賀県草津市の親戚は、同市では５０歳や６０歳代の主婦が市に？登録されていて、乳幼児のいる家庭
に、無料で時間単位でベビーシッターとして派遣されているのが便利と言っていた。専業主婦が授業参観
や買い物、ちょっとした外出時に利用しやすい制度も必要。もちろん待機児童を少なくしたり学童保育を
充実させるのも重要。特に後者については滋賀の例を応用できないか？ハコ物はできる限り避けてほし
い。
公園についても、住宅地内の公園は芝生など緑の被覆が私の子ども時代よりも貧弱で、転ぶと痛そう。
ハコもので作るなら、今ある公園の再整備（遊具を置くのではなく土を柔らかくして緑を増やす）をしてほし
い。

21
すべて我にありで、自分が育った程度しか子育ても自分人生もそのまま
何もエンジョすることなし
税金を有効に使ってほしいのみ

22

保育園、子どもの家の整備
医療費助成拡大
公園の増設
道路の安全性強化

23
保育士の雇用を増やすことと、保育所を増やしても良いと思います。

近私の住んでいる山崎地区には一戸建住宅、マンションが次々と建築され、人口が増え、交通量が増
えたので、環境に対する問題が心配です。

24

まずは道（歩行者側にしても、特に車両側にしても）が狭い。小町通りだけ電柱を排除して、観光客にだ
けいい顔をしている。
車は走行しづらいし人は歩きにくい。
子育てをするには歩きやすい、ベビーカーが歩行しやすい、つまり外に出やすい安全な道を作るべきだ。
又、公園が少ない。子ども達が気安く毎日遊べる公園を作って下さい。横浜市を見ならって下さい。

25
保育施設を充実させる
児童を預けられる施設を充実させる
地域の人たちが子どもを見守る

26

産科の充実を計る
保育園の充実と安い保育料（幼稚園の費用も同様）
幼稚園の費用が安くなれば、母親が家庭で子どもを見る事ができ、保育園の利用者から幼稚園への移
動が考えられる

27
１　月並みですが、やはり公的保育園の充実だと思います。
２　産婦人科医院の数的充実（この点は鎌倉市の医師会の取組は評価しています）
３　小児科医の充実
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28

待機児童をなくす
保育園の充実（あずける時間も含める）
ベビーシッター制度の充実
より良質な保育士さん（ヘルパーさん）の育成と待遇改善

29

子どもを連れて毎日外出する時に、どんな場所でどんな事が必要なのか。ベビーカーで出掛けると、どん
な所で不便があるのか、何があったら助かるのか、そういう意見をたくさん集めて不便な場所を多く改善
していく。
子育てしている私達が外出したりするたびに不便に感じている事柄を、もっと知って状況を把握すること
だと思います

30
広い公園がほしい。野球やサッカーができるくらい。わざわざ車で遠くまで公園の為にいくのは大変であ
る。

31
子育て中の親と子がいつでも集まれて遊んだり話をしたり出来る場所が必要。私の地区には何も無し。
町内の公会堂など利用して何か出来ないものかと思います。
小坂小学校地区の学童保育の場所を地区内に変えた方が良いのではと思います。

32
地域社会の連携、親以外も困った時手伝えるようなサービス（保育園等のハードも必要だとは思うが）（そ
れは行政が直接でもNPOに補助する形でもかまわないと思う）

33 保育園、幼稚園、公園等を充実させる必要があると考える

34

大船駅周辺ではバリアフリーが必要だと思います。駅から玉縄交番方面への道路は、ベビーカーでの移
動が非常にしにくく、公道にバス停があり、バス待ちの人のベンチや人の列をよけながらの歩行が困難
です。又、駅南改札口から西口へ行くにもベビーカーでは危険と思いつつも、エスカレーターを使用しな
いと西口市街へは降りられず・・・いつも苦労しています。ルミネが閉店中は数段（十段くらいあるでしょう
か？）の階段を使用しなくてはなりません・・・とても大変なことです。西口のエレベーターの設置を早急に
お願いしたいです！！大船駅は５路線も使用できるターミナル駅であるにもかかわらず、整備が遅れて
いると思わざるをえません。街灯も暗く感じます。

35
経済的支援
医療機関の充実（数が少ないとの声を聞きます）
公園等（まとまった面積）の子どもを安心して遊ばせる施設の充実

36
子ども達がのびのびとして遊ぶ場所が少なく、いつも親がついてないと安心して遊べない。目につくのは
親の態度が子どもはみているので、親にもう少しマナーを守って、子どもにまわりの人に迷惑かけないよ
うに教えてもらいたいと思う事がある。

37
広い歩道
段差の無い道、歩道

38
医療費を小学生くらいまでタダにする事
保育園などを増やして女性が働きやすい環境をつくる事

39 小児科など医療機関の充実

40
子どもの産める病院を増やす。
ごちゃごちゃしている大船駅前の再開発を早急に進め、安全な道線を確保する

41

鎌倉は路地が狭く自動車、自転車が頻繁に通る為、子どもが集まって遊べる場所ではありません。かと
言って、親の送迎が必要な公園等では、子どもの自主性が無くなります。放課後の学校校庭解放等あっ
てもいいのでは。あまりに「じゃあ後で遊ぼう」の場所が無さすぎて見ていてかわいそうです。ボール遊び
も禁止ですから。
子育て世代と高齢者との連携を取るとりくみがあると聞いています。そういった隣近所付き合いをうまく促
進する方法をもっと進めて欲しい。

42 夜間診療体制

43
保育園だけでなく子どもと親が集える場所、更に育児に悩む親が相談できる年長者又は同じ悩みをもつ
親同士が話し合える所があるとよいと思う
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44 子育ては終了していますので分かりません。

45

子ども服や子ども用品を買う場所が鎌倉駅付近にない。公園が少ない。歩道が狭い。駐輪、駐車スペー
スが少ない。あっても高価。
子どもを短時間預かってくれところがあるといいと思います。ファミリーサポートはいい人にめぐり合えれ
ばいいですが、人をさがすのがちょっとわずらわしいです。

46 住環境、託児施設

47 子育てや教育（子どもの）もやっと終わったところなのでしばらく考えたくない。

48
駐輪場
駅前のみどりの広場

49

公園の整備。
笛田公園、鎌倉中央公園はいい公園なのに利用数が少なくてもったいない。子連れがいきやすい遊具な
どがあればいいのに。中央公園は駐車場を広げれば利用客は絶対ふえるでしょうが、利用させたくない
公園なんですかね。あそこにバスなどで行きたい人はいないでしょう。私のまわりの人は車で藤沢市の公
園に行っています。情けない話です。

50
○○○、○○○○○、○○○○を排除すること
○○純化
○○○の○○○○

51
核家族の小さな子ども達を近所のおばあちゃんが預かったりできるように出来れば、母親も安心して働
けると思う（熱を出したりすると仕事を休まなくてはいけないのが大変です）。
シルバーボランティアの充実

52

保育園の充実　入園児の数を増やすとともに、早朝延長保育などニーズにこたえる必要がある。
学童保育の充実　横浜市の様に各学校の敷地内で学童保育が行われるなど利用しやすくする必要があ
る。
子育ての確保　急な用事の時に預かってくれたり、熱があって預かってもらえないときに利用できるところ
が必要

53

刃物事件等物騒な世の中故に、空き地も少なく、学校内の校庭も自由に遊べなくなっている。子どもは工
夫の天才なのにそれを行える遊び場がない。公園は大人が作った空間です。遊具を整え、そこで遊べと
いうだけでは子どもの創意工夫は生まれません。子どもの傷害や事件を恐れ、広場や空き地は立ち入り
禁止。子どもが冒険すると親や教師にしかられる。これではノビノビとした若者が育たず、将来規制人間
しか誕生しなくなってしまいます。

54
保育所の充実
利便性のある保育サービス
放課後の学童保育

55 全ての人の協力

56

子どもがいないのでわかりませんが、共働き家庭の保育所、児童クラブの整備がどうか気になります。
車道が狭いため、子ども達の登下校の安全の確保
子育て以前に、産婦人科、不妊治療について助成がない
街灯が少ない

57
財政支援
保育園、学童保育の充実

58

歩道が細くて安心して赤ちゃん、子どもを連れて歩くには恐い。
子どもを遊ばせる所で大きな公園がない（アスレチックやボール遊び、スベリ台等の多くの遊び物がある
公園などがあればよい。）
鎌倉は、生活するにはここがスバラシイと思うものが少ない（物価は高いし、住民税は高いし　老人ホー
ムは高いし）

59 市民税の減税を進めて市職員の給与を下げること。市職員の人数を減らすこと。
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60

観光都市、古都である前に住んでいる住民にとって住み易い町作りをしてほしい。八幡宮の近くである以
上、観光客は多く、しかたないが、道路も狭く、子どもも歩きにくく、公園も無く、遊ぶ場所も無い！！非常
に子ども達を育てるのには適していない町だと感じる。自転車も道路が狭いので危なくて乗れない。道路
の整備、公園造り、子どもだけで歩けて遊ぶ場所もない所で子育ては出来ないと思います。世界遺産都
市になったら益々子育ては出来なくなるでしょう！

61
交流する場所がアクセスの良い所に作ってほしい。（駐車場が少なかったりすると、駅から遠いと行くの
が難しい）

62
子どもが大きくなっているので現状が分かりませんが、緑、自然、公園（広場）を残すこと。２０年前は境内
で遊ばせていましたが、今は遊べないようです。

63 保育園　公園

64 住宅地近辺での公園の充実

65
まず産科、次に小児科をもっと設置する。それに続き保育所の数を増やす。子育てと仕事のバランスがと
れる様に、例えば、仕事場に保育施設が付いているなど。

66
１　高齢化に伴う移動手段が出来ていない（梶原、鎌倉山、今泉地区）
２　各地域内の車の速度が早すぎ、危険、地域内の速度は25km以下が望ましい。
３　子ども達と大人のふれあいの場が少ない

67 親の教育

68
１　鎌倉市の自然や緑を大事にしてほしい。
２　市や学校、家庭のコミュニケーションが大事。
３　市や市民が子どもを育てる気持ちが必要。ある意味のおせっかいも必要。

69
保育園の増設
子ども見まもり

70
歩道の確保や、段差をなくし、ベビーカーでの移動がしやすい街にしてほしい。
お店では、エレベーターの数を多くするなど工夫してほしい。

71

今の世の中に（考え方、方法、仕事）あった（サービスの拡充、法整備）状況把握と整備。
今の子育て世代にアンケートしてみては？
子どもの遊び場。
一部文句言い（モンスターペアレント）に負けない市の体質作り、容赦の無い対応を。面倒くさがらずに。
地域全体での子どもの保護、世話、指導の意識付け。
※ちょっと昔の日本にもどせば良いと思う。子どもは国の子、地域の子と言う感じ。まあ、この考えは今の
世の中に会わないと思うが、一番良いのでは？

72 子どもがいないのですいません

73
１　保育所の質、数の向上
２　学校教育の充実

74 保育施設の充実（施設数と安全性）

75

狭い道路が多すぎる。（整備や幅を広げて欲しい）
とても細く（狭い）一方通行しか出来ないでしょうと思うような所でも車両が多く、2台も3台もバックして何台
も何台も通してから自分が通るという様な事も、毎日のようにあちこちである。という事はそれだけ子ども
だけでなく大人も危険がいっぱい。通学、通勤がコワイ位である。もちろん普段の買い物や遊びに行かせ
るのも考えてしまう。自転車などは本当にコワイ。乗る方のマナーの悪さも一つの要因ですが・・・

76 子どもたちや年寄りたちが安心して遊べる公園を造ってもらいたい。

77 住民の協力。つながりを広く持ちたい。助け合い、仲間、努力。
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78
安全に歩ける道
両親、祖父母の教育

79
全国でもトップ（ワースト）クラスの税金の高さの見直し。これまでの公務員発想による計画と民意との
ギャップに気付き、考え、行動する姿勢。

80
安全に利用できる大きな公園
保育園

81 保育園　幼稚園　歩きやすい歩道　エレベーター　バス等

82

子どもを産める病院
子ども、若い親、子育てを終えた親、年よりが身近にいる環境
一軒の家庭でできないので、それぞれが別に集まるのではなく、無理やり一緒にしなくても、自然に一緒
に居られる環境
子どもをあずけて働ける職場、あずける場所

83
子育てを促進する人が集まる場所
学校などを通して子ども会の設定

84
働く女性の支援、環境が不充分。
家の近くに公園、保育園、子ども会館等、延長保育（時間が短すぎる）する施設がない為、共働きを断
念。

85
自然環境の保全（子ども達が親しみ易い自然環境づくり）
子ども達が自由にのびのびと安全に歩き行動できる道路、街づくり。
保育園、幼稚園の充実。

86 安全に子どもが集まることができる場所

87

１　待機児童“０”にする
２　近隣に（居住地）保育所があること。兄弟が同一保育所に入所できるよう配慮する
３　病児保育のバックアップ体制があること
４　地域の支援が得られること。送迎支援、病児支援など
５　学童保育所の充実
６　遊びの広場の活用（ある程度広い敷地が望ましい）
７　地域子育てのリーダー養成

88

保育園が少なく入る事がむずかしい
一時預かりの出来る保育園とＬｏｎｇ時間の出来る保育園がなく時間外の有料はキツイ家庭も多い
女性の悩み相談のキャパが狭いと思う
パート労働者への産前産後の金銭的、又、生活の手助けが少ない
公園は家の近くに何ヶ所かありますが、遊具の充実している公園が少ない

89

わが子は発達障がいです。でもこの様に親子共々幸せに暮らせるのは、行政、地域、学校、医療、家庭
が繋がっているからです。でもここまで歩むのに6年という歳月が流れました。行政との関わりで感じたの
は困っている側（市民）の本当の支援が成しとげられていないことです。して頂いていることはとても有難
いのですが、そこに本当の支援がないのです。この様な声をどんどん挙げて制度を変えてゆくにはどうし
たら良いのか今考えています。・・・といった目安箱のようなもの、市民の声が届いて反映できるような機
会、場所を必要としています

90 母親のサポート（忙しい時、困ったときの応援）

91

１　市内を散歩している時、町内会の掲示板でちかん、盗難、不審者等の情報をよく見る。より安全で安
心できる暮らしができるようにする事（当家も11年前にあきすに入られた。9年前に長女がひったくりに
あった）
２　保育園の整備

92
公園が少ない
寺社は多いが有料で広い場所が少ない
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93
人が歩きやすい様に車通行のコントロール
子どももふくめた家族が必要としている衣、食、お店不足

94
観光客にでは無く地元の人々に親切な環境が必要。
助け合い、思いやり、支え合い！！

95
核家族が多い今、子育てを終わった中高年の人達を活用して、“子育て支援”事業をするなど子育てを社
会全体で支えることが必要だと思う。

96
“コンクリート”はいらない。
生活面（費）での援助が必要である。

97
各家庭の近くに子ども達どうしで遊べる場所（公園、広場など）があれば良いかと思います。（大人の眼の
届く場所で）
保育園の充実

98

安全が必要だと思います。
公園に一人で遊びに行かせられない。
街に出るにも、厳しく決まり事を決めなければ事件や事故にまきこまれるなどの不安から、逃げられない
などの環境は避けなければならないと思います。
諸外国では危険があたりまえとなっているかと思いますが、日本は安全に気をつかわないで子育てが出
来る国になって欲しいと思います。
特に伝統ある鎌倉市では、安全に遊びに行くことのできる街になって欲しいと思います。

99 安心して子を預けられる所があるといい。（今は少なくて預ける事が出来ない人がいます）

100

相談支援の充実
小児医療費助成の様なもの（手当給付的なもの）の充実よりは、ハード面（保育園や一時利用預かりの
できる施設、子どもむけ遊具（各公園）の充実）の支援の方が大切だと、親にとってはその方がありがた
い。学校の夕方開放（横浜市のトワイライトスクール的なもの）があると、放課後一時的に預かりが必要
な時に助かる。子ども会館や子どもの家は学校から遠い所が多く、また就労前提の預かりしかできず不
便。

101

保育園の待機児童を無くすこと。このことにより、さらに女性も働きやすく活力のある町となると思いま
す。
現在ある行事、たとえば鎌倉市小学校音楽会（芸術館で毎年開かれています）等は、高く評価していま
す。鎌倉の文化都市としてのこれからを大変よくしていくイベントと感じています。あの様なホールを小学
校や中学校等、子どもの為にこれからも使わせてあげて下さい。今年度はインフルエンザの関係で中止
となり、うちの娘も出場できませんでした。今年出場できなかった学年が来年度6年生になりますが、何と
か出場できる機会を与えていただけないでしょうか？市長さんもぜひ一度見に来ていただきたいを思い
ます。

102
市立小中学校の教育プログラムの充実
道路の歩道・歩道橋の整備
総じて子育てし易い街だと思っています。

103 市の保育所増設

104
・行政による面もあると思うが、一番は家庭（特に親）の意識向上が必要では。
・安心した子育ての為、保育所等の充実・増設が必要と思う。

105
・公園、スポーツ施設の充実
・交通事故対策（車しめだし、速度制限の強化）

106
1)　保育園、幼稚園の一体化と拡充
2)　低所得層への保育・養育費の補助
3)　市立教育機関・運動場の芝生化（小学校は特に必要、杉並区を参考にして）

107
・近隣同士の交流の活発化
・子育て支援施設の増設。地域に開かれた施設に
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108

・保育園がもっと必要
・気楽に子どもを預かってくれるところ、共働きでなくともたまに母親の時間を作って上げられるような所
・海が近いので、サーファー族が多い夫婦に子どもを持つ気力がなさすぎ　30才代
・子育もそうだけですが、子どもを作らない人の多い鎌倉、前途を案じております。

109
・身近な公園の整備
・緊急の時に子どもを預けることのできる施設
・母親が孤立しないように、子連れで集まる事のできる各種会合

110

・公共交通機関を充実させる。
・公立小中学校の学区選択を自由にする。（自宅から近い所に通学できるように）
・中学生以下の医療費の無料化。
・産婦人科、小児科医師の増員。
・救急医療の充実。
・保育園の充実

111 ・緑豊かな街造りと同時に子ども達に活用する（里山の重要さと小動物の成育関係等の実地教育）

112
公園
私は子どもが幼稚園の時になる時に引っ越して来たので不便は感じなかったが、もし小さい子を公園に
連れて行くとしたら子どもの足で30分位はかかっていたと思う。

113 色々ありますが、実行していってもらたい。

114
地域の方々の協力
公園があっても練習したい鉄棒がなかったり、整っていても隣接する大きな木に毛虫がウジャウジャいた
り、ちょっと困ります。

115
・小中学校を総合的に見直し、学校の校舎を保育所、学童保育に当てる様にする。
・校庭を開放して交流（世代間）の場を作る。

116 高齢者福祉サービスと子育て支援を切り離さず行う事を考えてはどうか。

117 子どもが成長してしまったのでよくわからない。

118
従来の経済効率至上主義から脱却し、安全は高くつくというテーゼを考え直し、子育ての場に自然科学
分野の独創的かつ自然環境の感動出来得る「学育」の環境を創る。

119 仕事をしているお母さんが帰って来るまで預かってくれる施設があったらよいと思います。

120
・保育ママの充実
・スロープを多く

121
子どもがいないのでよくわかりませんが、託児所の充実が必要だと思います。安心して会社に行けるよう
に。

122
問３１と同じで、現在若い世帯に接していないので、よく分からない。
ただ、産婦人科、小児科の医者が少なく不安があることはニュースで聞いています。

123 休みの日に学校を開放したりして、遊び場として利用

124

・駅近くに保育園、託児施設を作る
・子育てサポート体制づくり→民間の力を活用。シルバー世代、子育て一段落世代をシッターとして活用
　　　　　　　　　　　　　　　　　→病児保育をするところをつくる
・学童期の子どもの学校終了後のケアー（あずかり）

125
子どもが安心安全で遊ぶ場所が欲しい。
自然の環境の中に子どもを戻すべきです。
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126 子育て経験のあるボランティアサポーター制度をつくる。

127
医療費補助
教育費補助
地域の安全

128
保育園の充実
広い歩道

129

銭（資金）が足りなくて困っている様ですが（国も県も又市も）、その中で緑に多く使用している様に思う（も
ちろん緑も大切ですが）。
保育園、幼稚園、介護施設（市営は無理と思いますが）等を少しでも充実して行った方が良いと思う。もち
ろん手掛けている事と思いますが？あまり見えて来ない。

130

道路の幅（歩行者専用の道幅）を広くすること。
車の渋滞に関する規制をする。
駐車場を増やす。
小児科の充実。
救急医療の充実。
小児医療費助成の拡大。
産婦人科の充実。

131 産婦人科、保育施設、小児科施設などの充実したまちづくりが必要かと思います。

132

第一に、子どもが自由に遊べる広場が少ない。
公園そのものが少ない上に、あったとしても狭い、暗い、寒いなど、遊ぶ環境ではなく、ボール遊び、自転
車に乗れない、声をあげてはいけないなど、制約が多すぎる。一体、市内の子ども達はどこで遊べという
のか！もっと子どもが自由にのびのびと大声を出して遊べるスペースがなければ、健全な育成はあり得
ない。
又、通学路の整備にも早急に取り組んで欲しい。

133

・遊具のある広い公園が必要だと思います（ローラーすべり台やトランポリン）。鎌倉中央公園は広いです
が、遊具が少なく茅ヶ崎の里山公園や平塚総合競技場の公園まで行ってます。
・大船駅東口からたまなわ交流センターへベビーカーを押して行く際にルミネのエレベーターを使用しま
すが、一部エスカレーターを使用しなくてはならず大変危険です。駅の階段わきの長いエスカレーターに
ベビーカーを乗せている母親も多数見かけますが、とても危ないです。転落したり、挟まれる可能性があ
り心配です。笠間口のエレベーターを使用しJRの入場券を利用し、安全に西口に行ける様に、子育て世
代や障害をもつ方（車イスの方）や高齢者などに無料でJR入場券を配るか東口にもエレベーターを設置
して欲しいと思います。
・未就園児だけでなく、小学校に上がるまで子育てサポートの方に預かってもらえると助かります。

134 託児所、保育所などの増加、特に駅に近い所がほしいと思う。

135

就学児童への対応については、ある程度見るべきものがあるものの、未就学児、乳幼児の施設が不充
分
児童に対する施策の実施
評価をいま一歩細分化して行う必要があると思います。

136

男性の就業を支援推進し、派遣採用を禁止し、若い男女の結婚をしやすいよう、社会基盤が安定するよ
うに市、県、国、企業経営者が協力して推し進める必要がある。
企業経営者の私利私欲のみを優先し、働く人の就業意欲を阻害する派遣社員制度は即刻改めるべきで
ある。男性はもとより、多くの未婚女性や既婚子持ち女性を家庭から労働市場に引き出すことは、子育て
を根本から否定する愚行であると思います。子どもの保育所増設とか学童保育の増設は、子どもや親や
家族の幸福には結びつきません。税金の無駄使いと子どもへの責任放棄を社会が認めることになるの
です。保育園、幼稚園や学校の教育関係者の責任ではないのです。子育ては両親がすべきもの、その
祖父や祖母の大家族がすべきものなのです。具体的には家族手当てや扶養手当を多く支給することで
解決すべきで、保育所、学童保育を充実増強することは、本当に子育てを解決することにはならない、子
どもを大切にすることにはならないことを行政（国、県、市）や企業経営者は自覚、反省すべきであると思
います。
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137

①　産科・小児科の医療機関の設置
②　乳幼児から学齢期・就職までのトータル的な相談機関
③　トラブルが起こった時に、その子どもに直接関わっている機関（人も含む）が、すぐにスクラムが組め
る（相談し合う）場と、そのシステム。
→例えば、学齢期であれば学校（担任も含む）、家庭（保護者）、地域（青少年指導員や学童など）、医療
機関

138 医療機関が少ない

139

・神社、仏閣への参拝（入場）に対し、住民は無料にしてくれると子ども達を連れて気軽に訪れることが出
来る。
・公園にベンチや遊戯・道具等くつろげる施設をもっと設置してほしい。
　キャッチボールが出来たりスケボーで遊んだりするスペースがほしい。
・これだけ犬を飼ってる人が多いのに、ドックランが海側に1つもないのは不思議である。

140
子ども手当てはいらないと思います。
働きたい女性がいっぱいいるのですから、まず、保育所を充実させることが先決です。

141
子育て世代の親から直接話を聞く機会を設け、実現可能なことから取り組んでいく事が大切かと思いま
す。

142
・安全に遊べる広い公園（子どもが走り回って遊べる）を増やす。
・市立の保育園を増やす
・産院を多くし、安心して子どもが産めるようにする。

143 市民同士の協力や地域ぐるみでの活動が必要かなと思います。

144
小さい公園をいくつも作るのではなく、ボール遊びや走り回れる広いスペースのある、運動公園のような
施設があるといいと思う。

145
近所付き合いがある町になれば。
医療も充実した方がいい。

146

子育てのために街をきちんと整備するのは反対です。鎌倉の町の特徴は路地と狭い道路です。歴史の
町であるからそれを壊すべきではないと思う。長野に転勤し現地の学校に通わせた事がありました。長
野は教育県で知られていますが、真にその一つに遭遇しました。それは学校の正門前に大きな道路があ
るのですが、そこに信号がないのです。それは子ども達が自分の目で左右を確認し横断するのを勉強さ
せる為と聞きました。鎌倉の町にあった教育「注意して道を歩く」。それには鎌倉の町は何故狭いかを（他
の都市と異なり）歴史的に勉強させる。子どもなりに理解すれば整備を何故されていないのか分かるであ
ろう。
只、子どもの遊び場が少ない。

147
公園が遠く、子どもだけで行かせられない環境を改善する。
道が古くて狭く、車が平然と路側帯に入ってきて、大変危険。
公園に限らず親と一緒に歩いている時も気が抜けなさすぎる。

148
公園に砂場や遊具が少ないので、母子があまり集っていないと思う（藤沢市から引っ越してきたので特に
そう思う）。なので公園の作り方に力を入れる必要があると思う。
また、道が狭いところが多いので、親子で歩ける、又は自転車で外出できるように整備してほしい。

149 子どもを持っていないので、考えられない。

150 これから出産するのですが、今の段階では何が必要なのかまだわからない。

151

１　小さな子どもが安心して遊べる公園が殆どないのには参った！まだ小さいうちは遊具がない公園で
は間がもたないのだ。海浜公園や笛田公園などの原っぱに放り出しても、小学校高学年位の集団遊び
が出来る年頃になれば公園とは言えない・・・
小さな子どもが遊べる公園づくりに力を入れなければ地域は活性化しない。
２　所得制限のない中学生までの医療費無料化。
３　安全な通学路づくり、ガードレールや歩道の確保（急に歩道のなくなる宝戒寺前は観光客も事故にあ
うので危険な場所だと思った。）
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152
朝早くから夜遅くまで子どもを預けられる保育所
子どもが出来たら、鎌倉を出なければ、正直仕事が続けられないと思っている。

153 経済的な余裕がなくても、子ども達が自由に利用できる施設がもっと増えれば良いと思います。

154 住民税を安くする。

155
家庭が大事だと思うので、とにかく良い家庭が良い子育てになると思います。
先ず、家庭の親の教育をするが必要。

156

保育園の充実と学童の充実
・施設があるのは当然ですが、サービス内容をもっと充実させてほしい。（病気の対応、時間の延長、先
生方の意識改革）
・母親が仕事か家庭か選択できる環境が必要だと思う。
・PTA参加は有給にすべき。常に同じ人しか参加しないので、給与制にしてもうひとつの職業としたらどう
か。
・市内の小中学校は行事の日を統一したらどうか（小学校は１０月１０日、中学校は１１月１日など）。毎年
どの日になるか直前にならないとわからず、仕事をしている者には予定をたてにくい。行事はだいたい毎
年決まっていますが、変更の時にかぎって直前になる。

157
公園や緑地の整備をすること。
危険な道が多くあるので、子どもだけでなく、高齢者の歩くところなど、道はかなり修繕が必要と思う。
自転車対策も必要。

158
子どもが幼稚園に入る前、病気になり胃カメラをのんだり、歯医者に通うとき、子どもを同伴できない状態
のとき、預かってもらえる所を探すことができなかった。もしも、その時、安心して授けられたらよかったの
にと思います

159
・歩道の整備
・遊具のたくさんある大規模な公園がない

160

・歩行者用道路を充実する。対向する歩行者ですれ違えない道路があり不便を感じる。交通事故の危険
性有り。
・難しいかも知れないが大胆な交通規制を行い、自転車用道路があるといいと思う。（アムステルダムな
どとても暮らしやすそうだと感じた）→暮らしやすい街＝子育てしやすい街と考える。

161 ・道路の整備。電柱がたくさんあり、子連れで歩いているととても危険を感じます。

162
大江広元が縄張りをした街であり、現代の行政が彼より秀れているとは思わない。いじくらずに清掃に徹
するのがよい。

163
子どもがいない事もあり、子育てしやすい環境に対して余り考えた事有りません。
只、少しずれた答えかもしれませんが、食育について、もう少し考えた方が良いのではと思います。（学校
給食の内容等）自身が食に関係する仕事をしている事も有りますが。

164 保育園を増やして、子どもを安心してあずけて働けるようにすること。

165
保育園、幼稚園、学校などの施設を拡充すること。
良い教育者が確保できるよう、保育者、教育者を優遇すること。
これは市政だけではできないことなので、国政に対して要求することもして下さい。

166
公的な託児施設の増設や老人のディサービスのように、１日単位で預けられる施設などがあればよいの
では？

167 世代を超え、コミュニケーションが取り易い場所がある所。

168
広場があったらと思います。しかし、遊具は特になくてもよく、タコあげやボール遊び等を思い切り出来る
場所（野原）です。
また、そこには清潔なトイレと水場は不可欠です。
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169
補助金
保育園
幼稚園

170

・子どもを増やす為にもっと住民の意識と理解が必要。
　子どもの声が「うるさい」と言う人には鎌倉市が教育を行うべき。
・自動車が通らないせまい道（生活道路）でも原付バイクが走っている現状を放置している。明らかに危
ない。
　もっとお年より、子どもを含む歩行者全般に優しい市にしてほしい。

171

・保育園を地域ごとに増やしてほしい。
・安全な歩道を増やして欲しい。
・公園を増やして欲しい。（雪ノ下や浄明寺、二階堂付近に）
・幼稚園の延長保育ができる所を増やして欲しい。

172
医療免除などの面では非常に助かっています。東京に働きに出ている身としては、保育施設や学童保育
など時間が短く（迎えが早く）苦慮しています。また景観とのバランスもあると思いますが、歩道の充実、
外灯の増設などもあれば安心です。子どもを増やす＝産むそして保育園も大切に思います。

173 学童を預かる施設などを増やし（時間も長くしたり）、働く親の助けとなるようにしてほしい

174

子育ては両親が協力してするもの。
女性が働きやすい社会になるとよいと思う。
子どもに少しばかりのお金を国からもらってうれしいだろうか。
子どものために働く姿を見せたらどうか。

175
地域の助け合い
声かけ運動

176

広い公園がもっとあるといいなと思います。
海辺公園の遊具の充実。
総合病院を旧市内に設ける。
子育てのできる住宅を増やす。

177 藤沢市の子育て事業のほうがよっぽどよい。

178
・親への教育（モンスターペアレントが多いと思うので）
・あいさつ運動とか

179
少子化、核家族化で、地域とのつながりが少なくなっている。
昔ながらの地域ぐるみのお付き合いを促すような行事や、文化主催事業への学校ぐるみの取り組みをよ
り積極的に行う必要がある。

180
・小児医療制度の充実
・子育てサークル等の活動拠点の確保

181
子育ての前に若者が安心して結婚できる環境を作ってやるべきである。残業をしないと生活できないよう
な給料ではなく、普通の生活がおくれるような給料が支払われるべく、企業にも働きかけるべきである。

182
保育園の入園が安く容易にできること
観光客のマナーの向上を促す
子どもが安全に遊べる施設（屋外・室内）

183
若い母親が生活の為に働きたいと思っても、保育施設が少なくて困っているので、保育園を作って欲し
い。

184
保育園の充実や幼児が気軽に集える場の充実、又、働く親達にとっては、病気や具合が悪い時に預かっ
てもらえる場の充実が必要と思われます。
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185 安心して自転車に乗れる、歩くことが出来る歩道の幅がほしい。

186 子育て支援（保育園の充実化で働きやすい街へ）（支援として月額支給）→所得がない人には多額

187
親が仕事しやすい環境作り→保育園etc
幼児の受け入れ充実

188 保育所

189

ベビーカーで外出する時、歩道がガタガタしていたり、段差があったりと、歩きにくいと思いました。
普段1人で歩いている時には気付かないことですが、子どもと歩くと小さい事が気になります。
歩道を自転車が走って来るので危ないと思うこともあります。
子どもと安心して歩ける道にして下さい。

190 税金を支払うのが大変で、子どもの為にしてやれているのか、先々が不安です。

191
１．子育て相談支援、保育園整備、小児医療費助成などの子育て支援等の一層の充実
２．歩道の整備
３．公園の整備

192

長い目で見ることが必要でしょう。例えば「保育所」などを増設するというインフラだけに集中してはダメ。
隣の方が、町内の方が、サークルの方がお互い子育てのために助け合うという意識をもつためには、そ
もそも現在小・中学生の皆さんにそのような意識をもてるような教育的配慮が必要であると思います。そ
の子たちが親になった時に鎌倉市がどう変わるか。そのスパンで考えてみるべきではないでしょうか。

193
一時保育を増やして欲しい！
横須賀の方が公園がきれい！

194
保育所の充実
若い人の正社員としての職場の確保

195
地域で子育てをする。いつも近所、地域の大人が子どもたちを見ていて、必要な時に手をさしのべられる
環境が必要。そのために隣近所がお互いをよく知り合い、自分の子どもを育てるのと同じ感覚で地域の
子どもたちに接すること。

196
幼児教育の無償化
公立小、中、高の一貫教育など

197

（公園や遊ぶ場所）子どもたちが安心して遊べる場所。
“子育てしやすいまち”というよりは“子育てしやすい環境”を先に考えるべきと思う。今現在、子育てする
ために、教育費等（生活費）がかかるため、子どもには充分な生活が送れない場合がある。もっと子育て
に対する援助も考えて欲しい。

198
保育園を作る事
お母さんが安心して、仕事が出来るよう、学童保育等も必要だと思う

199
・子どもを預ける施設（待機児童などの減少）
・子どもがおつかいに出かけたりすることができる安全な環境
・お母さん達の情報交換等できるネットワーク作り（公園などの施設の充実）

200 24時間の託児所

201 道路が狭すぎる。広くするべきだ。

202 よくわからないです。

203 保育園の市職員の勤務態度の意識の改善

13



204

江ノ島周辺の道（歩行者、自転車用）を歩いて藤沢市に入ると道路がとても歩きやすくなります。本当に
歩きにくく、ベビーカーを押していて「見かけはかっこ良くてお金かかってそうだけど失敗」と子育て中思っ
ていました。
他にも比べると劣る点が多々あり、がっかりします。高校受験も藤沢市の方が生徒に有利に思われま
す。せっかく自然や歴史等優れている点もあるのですから、藤沢市他を見習うべきところは見習って改善
して欲しいです。

205

2世代、3世代住宅建設により、複数世代が協力して子育てすることを可能にし、人口減少に歯止めをか
ける施策が肝要と思料。その為にお金のかからない方策の第一は、住宅地域における建ぺい率・容積
率を緩和することです。街並みのバランスを維持しつつ実現させる為には、例えば、現状４０％・８０％地
区を５０％・１００％にするなど、ゆるやかに緩和することで良いと思料。

206
・保育園、幼児園を夜間まで運営
・公共トイレの充実

207
・公園
・所得制限なしでの医療者負担や子ども手当など

208 親（大人）の生活が充実できるようにする。

209
保育施設を増やす。
子どもが遊べる公園を増やす。（近所の子どもが道路等で遊んでいる）
玉縄地区の山の上に公園を作ったらどうか。（大人も散歩できる）

210 子どもがいないのでわからない。

211

・公園の整備。公園が荒れていて遊具もさびついている。人気もなく益々人が集まらない悪循環。藤沢の
奥田公園や新林公園には子どもの声が溢れていて親も子もホッとする。小学生になっても子どもだけで
あそべる大きな広場もあまりなく、人もいない公園に子どもだけで行かせるのは不安。いつまでも子に親
がついていかざるえないので、子どもも窮屈。
・歩道の整備。道が狭く、ベビーカーで歩くと怖い。段差も多い。

212 お互いコミュニケーションをとればよい。

213

学校で学童保育をしてもらえると家、帰らずに安心して遊ぶ場所ができるので助かる。
鎌倉市の公園は子どもが楽しく遊べる遊具が少ない。
辻堂海浜公園のような子どもが楽しめる公園があれば、もっと人が集まって、子ども同志、母親同志の交
流ができると思う。

214
大人が子どもを叱る社会が必要だと思います。そのためにはもっと住民同士のつながりの場があると良
いと思います。
とはいえ、既に深沢地区には祭りやクリスマスイベント等のつながりの場はありますが・・・。

215
・道路事情（道が狭く自動車が多い）を改善すること。
・病院の充実。

216

・共働きでも安心して預けられる保育園、学童の整備。（数と質）
・経済的な支援。子どもを多く産み育てられる基盤、動機づけ。
・公共施設や公園の充実。
・安心な医療。（出産～子どもの病気etc）
・住民の意識。（見守り）

217
産婦人科、小児科の充実
待機児童を減らし、学童保育の充実
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218

・小児科の数を増やす（子どもは中耳炎など耳鼻科を受診する必要がある病気も多いが、休日など市内
に受診できる耳鼻科が少ないのも本当に不便）。
・道路（歩道など）が狭いので危険
・２人、３人乗り自転車を購入する際の補助金がたくさんいただけると嬉しい
・公園の遊具の安全性
・知的障害のある子ども達が通える養護施設（特別支援学校）が市内に無いため、どうしても支援級の児
童数が増えてしまいます。かと言って、担任数介助員の数は増えない。この部分の予算を削るって・・・ど
うなんでしょう。学ぶチャンスが減っている事を日々感じています（付き添える先生の数が少なく、遠足や
社会見学に行かれない事も・・・）。

219

授乳できる場所、オムツ替えできる場所をもっと作るべき。
あっても暗かったり、あまり清潔でなかったり・・・。
また、駅へ行くにもバスなどの路線が発達していなく、道路もベビーカーで歩きにくい場所ばかり。
ある程度大きくなると、さほど不便は感じないが、乳児の時は本当に外出するのが大変だった。検診する
にも遠かったり・・
駅（大船、北鎌倉、鎌倉）バリアフリーをもっと進めてほしい。
一度市役所の授乳スペースを利用したが狭かった。
もう少し利用者の目線で、作ってもらえるとありがたい。
母親は赤ちゃんと大きな荷物を抱えているので、狭いと不便。
また、図書館も小さい子ども連れでも使えるように何か情報を発信してほしい。騒ぐのを気にして連れて
行くことをためらってしまう親が多い。

220
若い家族が家を持ちやすい制度が必要です。
自治会協定により80坪以下の区画を認めない住宅地では、若い人には、とても土地を購入できません。
その結果、高齢者ばかりの住宅地になり、街に活気がありません。

221 子どもがいないので分からない。

222
・保育園の整備
・バスのルートを増やす。便を増やす。

223
今は老人のいる家が少なく、老人との触れあえる町。子どもはいろいろな世代でいろいろな事を学ぶと思
う。公園に老人の公園（テレビで見ました）があれば自然と集まりそう。

224

近隣の人とのコミュニケーション。
ファミリーサポートセンターのような制度がもっと広まればよいと思います。
近隣同士で若いひとは1人ぐらしのお年寄りなど、子育て終了されたご夫婦は若い夫婦の子育てをお互
い支えあえるしくみ。

225

・放課後、子ども達が子ども達だけでも安心して遊べる公園。
　時間帯を設けて「おまわりさん」配置。
　遊びや工夫が体験できる・・・年配者などの協力で、この時間帯に公園に行けば、楽しむアイディアス
ペース（工夫、絵を描く、趣味を生かせる、危険なスポーツを除く）etcがある・・・。コーナーがある日を作
る・・・。～行っておいで・・・と言えるような環境（一緒に行かなくても安心な場所）。
・医療費は小学校卒業まで無料化（収入制限なし）

226

学区が広すぎて夜間大人が通っても怖い通学路には、民家の灯りを協力して点けてもらう。
高齢者を病院通い等だけでなく、支援して戴いたらどうでしょうか？
ボランティアで勉強以外の特技をつくるための茶道、花道、ソロバン、習字等先生方はいらっしゃると思い
ます。協力して頂き、鎌倉に移住してでも住みたい街にして欲しい。
ベビーシッターのように少しの時間だけでも子どもを低額で預かってくれる元保母、ナース等　責任問題
もあると思いますが・・・

227
整備された歩道
保育園、市立幼稚園の増設、新設
市民病院の建設

228 多項目を列記し、その中から選定する様にして下さい。
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229
・保育所（安く入所できる公立）
・バリアフリー（乳母車に乗せたまま移動できるように）

230

・子どもが小さいうちは同じ月齢の子を持つ母親同士が集まり、ただその場を提供するだけではなく（たと
えばサークル等に発展させるなど）、つながりを持てるよう・・・それを維持できるような働きかけがあると
いいと思います。以前住んでいた地域では、「同じ学年の子」を集めて半年くらい活動を共にし、あとは各
グループごとの自主的なサークル活動に導いてくれました。また、子どもを預かってくれて、その間、母親
は料理や子育ての講座を受けられるカリキュラムが組まれ、半年くらい通っていました（週一）。子ども達
には専門の保育者がつき、毎週シールを貼って保育してもらっていました。
とても新鮮で気持ちがリフレッシュでいたのを覚えています。
・下の子の時は鎌倉市で産んだのですが、集まる場所は駅から遠く、車のない母親にはつらい場所でし
た。また近所に同月齢の子がいるのかも全くわからず、鎌倉女子大のたんぽぽクラスに入れるなど、お
金をかけないと未就園児は預かってもらうこともできませんでした。おとなしい母親はどんどん孤独になっ
てしまうと思います。共感できる人が近くにたくさんいることが小さな子どもを持つ母親には必要です。ファ
ミリーサポートサービスなど近所の人（お母さん）に相談できるようなシステムが加わるといいと思いま
す。

231 働く女性に対する子育て支援方策の充実

232

東京の学校では、学童は学校の中にあり、生徒は授業が終わったら、学校の中で教室に移動していて、
とても安全だと親が言っています。
パートで働きたくても、子どもを1人家においておけないから働かない人がたくさんいます。
鎌倉市はそれがものすごく遅れています。
緑があるのはいいけど子どもの塾の帰り道があぶないことがとてもイヤです。

233

・大きな公園の設立
・大きな道路の整備（子どもが1人でも歩けるような歩道）
・歩行者と自転車の分離
・駅前の整備（大船）

234 幼稚園や保育園の数を増やす。

235
保育園開放で子どもとあそびに行った人から、とても良かったと聞いた。公園も少ないところはインター
ネットで開放日の情報を得て行っている。今後も子育て世代があつまり、自然に子育ての話ができる場
があると安心する。

236
ビルやマンションを増やすのではなく、もっと緑を大切にするべきだと思います。
近所の人たちとの交流を増やす→親などが家にいないときに協力してもらうなど、助け合っていくことが
必要だと思う。

237
予防接種費用の一部を助成
広い公園を増やす

238
・鎌倉市はリタイアした年齢層が多いと思われるので、その世代を子育てヘルパーとして活用する。（尚、
その際には事前にしっかりした面接は不可欠）

239

まず、保育園を充実させて欲しい。
世間では、保育園増設のため、色々と工夫されている中、逆行する様に岩瀬保育園植木分園がなくなっ
てしまうなど、考えられない。
あの周辺には保育園がないので困る、ある市町村ではオムツまで行政からいただいていたり、子どもの
むし歯予防にフッ素を無料でぬってくれたりするのに、鎌倉市は全くない、とても手薄。
子育てしにくい市！！

240 保育園、学童保育施設の充実。鎌倉市は母親が働いている家庭には子育ては難しい。

241
県外に勤めに出ているため、また、まだ独身なので、子育てや教育環境について具体的な意見は書けま
せん、申し訳ありません。
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242
１　産婦人科の設立
２　保育園の設立
３　各地域の集会所などを利用しての子育ての不安や仲間づくりが出きるサークルや会を作る

243

・道路がせまい、駅に行くまで必ず細く車の多い道を通らねばならない。手をつないで歩くにはあぶない。
自転車も通りにくい。
・大船駅周辺には、ちょっとした広場、公園がないため、子どもと休憩、おやつ、お弁当をする場がない。
唯一、ルミネのモノレール側の広場だけです。

244
暴走族対策
路上を含む自宅以外での喫煙対策もしくは規制
自転車道上のダンプ等の長時間停車の規制

245

子ども達にとって危険の多い現在、有線放送や町内を車で巡回して子ども達を見守る様子等、大変良い
事だと思いますが、隣近所の人々がみんなで子ども達をあたたかく見守っていく事が大切だと思います。
それには、もう少し、隣近所の人々が顔を合わせる機会があればよいと思います。
現在、各地で保育所不足を多くいわれておりますが、子育て経験のある、子育てを終えた人々が、何か
役に立つような事があればよいと思っている人も多いのでは、ないでしょうか。

246

・働きにでないで、子育てに専念している親にもっと目をむけても良いと思う。子どもを外で預かって働い
ている方が、子育ての大部分を人に任せているから。
・今は外で働く親が増えて社会自体も働く親を応援しているが、小学校になるとPTA役員など、なり手が
なかなか決まらず、子どもは世話になってるが、親は仕事を理由に逃げて、結果的には働いていない人
が引き受けるというのが現状。
今の社会状況が変化しているのに、学校の組織が昔のままでいるのは、無理があると思う。
もっと市民の生の声を聞く場を設けてもよい（子育て以外についても）

247

・犯罪をなくす事。声をかけても警戒して挨拶が出きない子どもがほとんど。反対に子ども達に変なおじさ
ん、おばさんと思われて気分よくない。仕方ないと思う。
鎌倉市では私が分からないだけかも知れないが、あまり子どもの犯罪は聞かない。
学校の前では、登下校の時は見守って下さる。
広い遊び場所があっても、危険な所では皆行けないと思う。ぜったいに行かない。

248
保育園をもっと作り待機などなくして下さい。
山崎の浄化センタ内にある空き地は避難場所にして、その為の施設を作ってほしい。

249 保育施設の充実

250 保育施設の整備

251 保育所の充実

252

子どもを一時的に預かってくれるような施設があれば、母親の負担はかなり楽になると思います。
母親の緊急事態にも対応できるよう、いつでも、気軽に安心して預けられる施設です。
アメリカのテキサス州では、民間業者がこのような施設を展開しており、多忙な親の子育てを支援してい
ました。

253 駐輪所、駐車スペースをもっと充実させてほしい

254

・公園の充実（あっても遊具等が少なく範囲もせまい）
・散歩に危険を感じず、楽しく歩ける道の充実（自転車をこわがらず、こげる道）。他市から来ましたがせ
まく驚きました。
・どうしても「観光の市」という事が、地域に住んでいる人よりも優先されてしまい、みんなが行きたい！と
思う「憩いの場」があまりにも少ない気がします。
・お寺は拝観料がかかるので、毎日は行かれません・・・
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255

・医療機関（特に産婦人科、小児科等の充実）
・幼稚園、保育園等の充実（誰でも安く確実に入園出来る事）
・女性が働ける場所が近くに有る事
・介護等の負担がかからない市のシステムの充実

256
・安全、安心のためのインフラの整備、充実
・具体的には医療、教育、道路、公園、みどりの保全等の整備が大切だと思います。

257
保育園、学童の充実
道路や建物のバリアフリー
公共施設、飲食店の禁煙徹底

258
・道路整備、子どもが安全に歩ける道
・医療費の助成
・広く、整備のととのった公園

259 保育園、幼稚園、託児施設の充実

260 医療費を中学卒業まで所得制限なしで無料にしてほしい。

261 子どもがいないという事もあり、現在の鎌倉市の状況現状がわからないのでお答えできない。

262

お年寄り中心の町のように感じられ、子どもには冷たい感じがする。
未来を担う子ども達をもっと大切にしてほしい。
病院に行っても“子どもはうるさい”という視線でお年寄りによくみられてしまう。地域、皆で子ども達を育
てていくという意識はほとんど感じられない。
夜間救急を充実させてほしい。（電話をしたら、今日は小児科の先生ではないので困るとあっさり断られ
てしまいました。）

263
道路の整備
子どもや老人が安全に通行できる道

264 親の社会的な常識が欠けている？

265 保育園の整備（入園の可能性）

266
交流の出来る場を、空教室など利用して、作った方がいいと思う。
子育てばかりに力を入れないで、子を願っている家庭にも何かあればと思う。
市内在勤の人だからといって保育園に入れるのではなく、市民を優先に入れるべきだと思う。

267
現状に於ては「まち」は危険が多過ぎる。
例えば自転車道路の未整備（斜め道はベビーカーも危険）。安心して遊べる広場も少ない。中央公園は
不便。フラワーセンター小児連れ無料化。

268
保育所を増やす事。
もっと広い公園を作ってほしい。（家の周りの公園は小さい所ばかりである）

269

子育て、子どもの精神的なしつけ教育は家庭の役割が一番だと思います。
保育園をつくる、ふやすという以前に何故母親が家にいて子どもに愛情をそそがないのか。それがとても
心配です。
特別の場合をのぞいて、子どものケアが必要な年齢までは、せめて母親や身内のものが家庭にいて、子
どもを見守り、愛情をかけてやる、その気持ちがうすれている今の社会をとても悲しく思います。

270
一般的には保育園の増設、保育時間の延長が一番だと思う。（職場の共働き夫婦を見て）
学童保育の充実も、東京、横浜の職場で勤務し、１～２時間の残業を考えると 低でも20時までの保育
が可能である事は必要
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271

・保育園に希望すれば入れるようにしてほしい。
・産婦人科（出産可能な施設）を増やしてほしい。
・子どもが安心して遊べる場所や環境の整備。
・学童保育を増やす。
・大人が子どもも見守る（通学路、公園）など
・自然公園、運動公園が学校の近くや町中、子どもが遊びに行きやすい所にしてほしい。

272
緑をこれ以上なくさないでほしい。きれいな空気の所で心豊かな子ども達であってほしい。
子ども達は皆、すなおです。
地域の大人が近所の子どもを育ててゆけたらと思う。

273

「三丁目の夕日」戦後の昭和の時代が子育てには良い環境だったと思う。同居世帯、何世帯にも渡る親
戚付合い、隣組に象徴される近所付合い、低学年から高学年まで一緒に遊ぶ、ビー玉、めんこ、こま回
し、Sケン、石けり、ゴム段、馬飛び、初めの一歩、どろじゅん、三角ベース、缶けり、凧上げ、バトミントン
等々、暗くなるまで外で遊び、上下関係を学び、時にはケンカもするが、仲直りの仕方も学べる子どもの
社会が有った。
今は室内ゲームに興じ、パソコンで情報取りと情報交換、核家族化、人との交流が無い世になってしまっ
た。
子ども達の社会をもう一度再構築する為には、ある程度の規制は設け、親と家庭に対する教育をする必
要があると思う。
当初「一億総白痴化」と言われたテレビは、現代更にくだらない番組ばかりとなっている。市民・県民・国
民の集い、リクレーション、討論会の番組、ホームドラマで家庭のあり方を表現する等々、テレビを活用す
るべきである。

274

出産～５才
　産科、婦人科の充実
　たよりになる小児科の増設
学童期
　市内にはスポーツ施設　科学館など、この時期の子どもが利用する施設が少ない。しかし施設を作るこ
とは難しいであろうから、藤沢市や横浜市などの施設を利用する場合に補助があれば利用しやすい。
　横浜市、藤沢市にはNPOが学校ではできないような体験をさせてくれる場を提供してくれています。そ
のような場がたくさんあると良いと思います。

275

地域伝統行事の活性化、美術館等の有効活用、神社、仏閣（客商売に走りすぎている。特に防災には参
加すべき）の積極的な地域コミュニケーションの参加が子育てのみでなく、鎌倉全体の暮らしやすさにつ
ながるのではないでしょうか。
公園の整備や保育所の増設以前にひとりひとりの意識の改革が必要だと感じています。
何故鎌倉に住んでいるのか、何故観光地として人々が訪れてくれるのか、子育ても高齢者福祉も同じ視
点で捉えても良いのではないでしょうか。

276 現在子育てしていないので、分かりません。

277 公園、遊び場を多く設置する。

278
子育て年齢を終えた私には具体的に判りかねます。
公園等（多勢の子ども達が遊べる場所又は学校）

279 保育園の充実

280 遊具のたくさんある無料の公園を増やしてほしい。

281
・託児所、保育士を増やし、待機児童を減らす。
・産科、小児科の充実
・子育てサークル等、市内コミュニケーション出来る場を数多く設ける。

282

・小児科他医療環境が藤沢市をみると淋しい。
・通学路の歩道がせまく（鎌倉－藤沢）自転車の通行等、大変危険な状態である。
・市の努力により豊かな自然・緑が多く、大変環境の良い町になっております。今の子ども達はこの豊か
な自然と遊ぶこと、施設がないこと、小川で魚をとり自然の中で虫をとることが必要だと思います。
・校舎の耐震、当市においてはもう少しのところにあり努力されたい。
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283
１　保育施設の充実
２　安全の確保、隣近所のふれあいの充実
３　教育の充実、教育の平等性の徹底

284 税金が高すぎる。横浜市の２倍と聞いた。税金の使い方を知りたい。

285
ファミリーサポートの充実。
公園を増やす。
横浜市の「はまっ子クラブ」の様に放課後学校で遊べる施設が欲しい。

286
女性が働き易い環境を充実させてほしい。
例　保育所の設備を整え、安心して、子どもを預かるようにして欲しい。

287
・子どもが遊べる広い公園が欲しい！！
・歩道がせまいので広く歩きやすくして欲しい！！
あとガードレールの設置もして欲しい。

288 道路や歩行者用の通路をキレイにしたらいいと思う。

289

１　ベビーカーが歩きやすい道作り（道幅の確保、段差なくす）
２　おむつ替えスペースの確保、女性トイレだけでなく男性トイレにも・・・。スーパーなどにも常備されてい
れば、外出もしやすく、家にこもりがちにならずにすむ
３　公園や遊具の充実（広さを求められない所こそ）
４　授乳場所もあったら・・・

290
近隣の市、たとえば藤沢市などは子どもの家などがあり、又公園も多く、よく遊ばせに行きました。鎌倉市
は少ないと思います。

291 保育園の充実

292

教育（小・中学校、幼、保）、公的図書館、子どもの家などの連携
情報の共有化
まず産科のきちんとした整備
ベビーカーでも安全に歩ける歩道の整備
適正な家賃で若い人達が住まいを利用できること

293 学童保育、保育園等の充実

294 子どもが安全に自由に遊べる広場の確保（私達が子どもの頃に自由に遊べた場所が必要）

295

私の住んでいる地域はマンションが多い。
公園は数あるが、晴れの日などはとてもにぎやかで、しかし雨の日等、遊ぶ場所があるのか心配です。
聞く所によれば、藤沢市などではチビッコハウスなどある様です。
又、ある区に住むと、中学校まで医療費がかからないとか。私が住む鎌倉はどの様になっているか？？
子どもにもう少し予算を使ってあげても良いのかと思う。

296

・ティアラ鎌倉ができたことは素晴らしいが、もっと産める場所が必要。第２子を藤沢の助産院で産みまし
たが、市内にも助産院があればいいと思う。
・各所（行政センター・保育園など）に乳幼児を連れて、毎日集える場がもっと必要。
・ベビーカーでも歩きやすいよう歩道の整備、駅のエレベーター設置。

297

・医療費の補助拡大
・産院や質の高い医師（小児科）と医療
・保育園や学童施設の充実
・安心して遊べる広場の充実
・乳幼児をもつお母さん達が集まりやすい場所（児童館的なところや、サークル活動）の充実

298

小児医療費の助成の拡大、中学生までやってほしい。
公園の充実。
小学生以下の子ども用の公園はあっても、小学生用の公園がない。
自由にサッカーや野球ができたり、木のぼりしたり、秘密基地を作っても文句いわれない所。
たしかに緑豊かだが、勝手に手を加えて遊ぶとおこられるから。
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299 保育所、医療

300
公園等をもっと増やし、大人と子どもがいっしょに遊べる場所を考えてほしい。（会話が大事である）
金銭面に於いては高校まで授業料を無料にする方向性を確立するべきだ。

301

公立の保育園を利用させていただいています。今の園で先生方等、よく働いて下さり感謝しております
が、市は民営化を進めようとしているようです。しかし、計画が５年も延期になったり等、計画性がないよ
うに思う。民営化をして、親にとってメリットより、保育の質が下がることが心配される。５年も延期になる
ような計画を市は発表するべきではないと思う。親を心配で不安にさせている。今ある園を民営化するよ
り、新しい園を増設できないものなのでしょうか？

302
保育園、幼稚園の数のうえでの充実。
夜間保育の充実。

303

・保育園の受入人員の確保
・ベビーカーでも歩行出来る歩道
・出産を出来る施設
・土、日、祭日でも対応してくれる保育所、学童

304
過度にならない程度の住民の理解・協力
特に「自分が良ければそれでよい」という意識を変えること

305

・子育て支援サービスを充実させ、子育てに悩んでいる母親の悩みを相談でき、解決できる施設がもっと
増えると良いと思う。
・また、保育所や学童クラブなどの子どもを預かるサービスがもっと充実するといいと思う。
・ご近所付き合いも大切だと思う。
母親が一人子育てをするのではなく、地域の方も一緒になって子育ての手助けをすることで、大分子育
てしやすい環境になると思う。

306
自宅の近くの公園は木がうっそうと生えており、見通しも悪い。
昼でも日光はあまり届かず子どもだけで遊ばせるのが不安。
緑が多いのは理想だが安全性にかけると思う。

307
・保育園を充実させて待機児童をなくす。
・お母さん達の交流の場を設ける。

308
情報をもっと共有する。子育てママのグループ、高齢者グループ　ボランティアグループなど、そのグルー
プ内では活発だが、それらのグループをつなぐ情報網が欠けていると感じます。

309

子どもを安全に気楽に預けられる場所が、まず必要だと思います。保育園の数が少なすぎます。キッズ
クラブや個人でやっていらっしゃる方へのプッシュも必要。
エリアごとに何歳の子どもが何人居て、その内何人が入所希望していてといった具体的な数字を出し、そ
の為には何軒保育所が要るか出す。鎌倉内(下馬）の大きな空物件に出す等可能なはず。園庭の問題等
(近所周辺の理解等もあるとかと思いますが）色々あるでしょうが、子どもが育たなければ税収(未来の）も
減り、市も個人も大変になることでしょうから、市役所の方々が住民への理解を得るよう（市長さんも）話
をすべき！リタイアした人達に簡単な保育指導をし、保育の現場でヘルプに入るなどもすると、お年寄り
はボケないし、昔の遊びの伝承や知恵も伝えられるだろうし、地域交流にもなる。結果、大きくなる時(小、
中学校）、登下校時の安全にもつながる。市が保育士のシカクをを取ろうとするお年寄りも他の市民もサ
ポートするくらいがベスト。リタイアしても働ける人は働き、社会とのつながりを持ち、税金を納め、健康診
断を受け、病の早期発見にもつながる。
母親達は外へ働きに出て、収入を上げ納税。子ども達は教育や知恵を遊びの中から会得し、社会性を
身に付けていく。他の子どもとも兄弟の様に関わり合えれば、尚良いかと思われる。役所も市民も商店の
人も民が一丸となって変える！後ボーネルンドの力を！
＊各家庭で使わなくなったオモチャ等を市で集め、個人に貸し出しするサービスも良い。→すべき！EUや
USではオモチャコンサルタントが市で居り、個人ママ達にアドバイスをして、子どもの成長に合わせたコン
シェルジュサービスを行っている。図書館にもコンシェルジュが居るとベター！絵本（年齢に合った）や
DVD等。
＊キドキドを作る（ボーネルンドを調べて下さい！）。そこに保育施設を作る！
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310
働く親をサポートするシステムを充実してほしい。
保育園（待機児童をなくす）、保育ママを市に登録して必要に応じて活用するとか。

311
働く母親のために保育所などの充実。
また、産婦人科などもふくめ、安心して子どもを産み育てることができる施設の充実。

312
芝生のある公園で親子で遊べる様な場所があればいいと思います。（自分の住んでいる場所から遠くな
いところに。いつでも利用できる緑のある公園）

313

・子ども公園の整備
ブランコ、鉄棒、砂場があるほか、簡単なボール投げができる程度の広さで十分と思いますが、全ての家
庭が利用できるよう、多所にあることが必要でしょう。
なお、遊具の安全、管理はもちろんですが、常時監視されているような工夫も期待されます。

314
北鎌倉へ引越してから１年３ヶ月くらいしかたっていないのですが、スーパーが全くなく、皆どこで何を
買っているのか疑問でした。（今は宅配をたのんでいますor大船駅で買う）
静かでいい町ですが、衣食住そろわないと話しにならないです。

315

・保育園の新設をお願いしたいと思います。第二小地域にはありませんし、他は遠くいっぱいです。
・子育て世代に限った事ではありませんが、鎌倉は路地の楽しさが特長でもありますが、住宅地はしかた
がないにしても、金沢街道の歩道の整備状況はひどいと思います。
片方しか歩道がないし、すれ違うのもむずかしく、車が何十センチかむこうをスピードで走っていて、二小
の子ども達の通学状況を東京から引越してきて見た時はびっくりしました。
大御堂も交差点は車の右・左折の車と、本を片手の観光客・自転車が信号にかかわらず、横切るので事
故がおこらないかと心配しています。
外国の観光客にも恥ずかしいです。横の移動がしにくいので、中心部には毎日行くものの、十二所の方
は行ったことがない、気軽に行けないです。

316
子育てに必要な費用（医療、保育園、幼稚園、義務教育）に関して、家庭の負担を少なくして欲しい。
安心して産み育てていける様にして欲しい。

317 道路の整備

318

６０代のお元気な主婦の方々に行政センター等で、子育て体験やまたアドバイスをしながら、個人的に相
談も受けてあげる。
そして日変わりで若いママ達の手だすけとして、設備のととのった所で２～３時あずかり、子守りをして上
げられればいいのではと思います。

319
子育ては親の責任が基本だと考えています。施設や他人に任せるのは親の責任放棄ではないかと思い
ます。親の責任をもっとアピールする行事を行って下さい。教育委員会、市PTA等行動して下さい。

320

子どものいる家庭が少ないので、子育て世帯が増えると良い。そのための施策が必要だと思う。なかな
か仲間ができないと思うので、支援センター３ヶ所の他にも、子育て中の親が引きこもらないような支援
が必要だと思う。
働いていない親へも支援をしてほしい。市内に３ヶ所も支援センターがあるのはとても良い。またそこが
常設でいつ行っても良いし、アドバイザーが迎えてくれるので、雰囲気が良い。そういう場が増えると良
い。
特にファミリーサポートセンターは実際どのくらい子どもを預かっているのか。高齢者のファミリーサポート
と同じやり方は無理があるのでは？ファミリーサポートセンターの使いやすさがもっと必要。

321 子育て支援の充実（保育園などの施設、学童の充実）

322
・保育園の数が少なく、入所が困難。
・道、店舗など、ベビーカーで通れない所が多く、子連れにはきびしい。

323
市当局のやる気(予算等）
周辺住民の協力
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324
１　子ども達が自由に遊べる広場が各地区にほしいこと。
２　小児科医院と産婦人科はなくてはなりません。
３　各小学校の空教室を開放して、ふれ合う場所にしたらと思います（若い人と高齢者との）

325

・保育園の待機児童を減らすために、保育園の充実に市として積極的に力を入れる。→働く家庭が増え
ることで、市の財政が潤い、若い世帯が増えることで活気のある街になる。
・鎌倉には小さな公園は多いが、大きな公園が少ない。緑地があるので十分だとも言えるが、できれば子
どもと一緒に一日遊べるような公園があると嬉しい。
・安心して子どもを遊ばせられるまちには近隣協力が必要です。まちぐるみで子どもを育ててもらえる環
境があると嬉しいです。老人と子どもが一体となるようなイベント、例えばコマまわしなどお年寄に教えて
いただくなど。

326

保育園、延長保育
病児の受け入れ
安全な町
不審者のいない、事故・事件のおこらない町。パトロールetc
ボランティアの充実が大切だと思います。

327
保育園・学童保育の充実
補助金または税金の減免策の充実
三人乗自転車の購入補助制度の実施、あるいは現有三人乗自転車の使用許可制度の制定

328

１　安心できるまちづくり（交番等の整備）、各町内会に１カ所
２　公園等の整備（身近なところに）
３　防犯活動ステーションの整備（藤沢市が実施している）
４　道路の整備（大船地区は、大船⇔藤沢方面道路の横須賀線踏切場所）

329
のびのび遊べる公園をつくること
親同士が助け合える協力網が地域でできること
親の収入が安定していて、子どもの教育を十分に考えられる環境であること

330 週末に子どもを連れて親子のふれあいができる大きな公園が欲しい。

331 待機児童の解消。ただし、箱物だけではなく。

332

災害時の対応要領の配布
町内の防災・救助体制の告知
交通緩和策
子育て支援策の充実

333
市長と住人が話し合える「対話の場」を設けていただくことが必要だと思います。それによって、住人の
ニーズが分かるのではないでしょうか。

334

自由に参加できる場所は整っているけど、実際に利用する親子、母子に出会うことが少なく友達ができな
い。
もっと積極的なイベント、催し物を具体的に開いてほしい。
0歳～3歳くらいの未就園児の託児システムをもっと充実させてほしい。一時保育の施設が少なすぎる。

335 わからない

336 歩道がきちんとあって、安心して歩けること

337

ベビーカーでの移動が楽になるように、大船駅東口の階段横に改札口の階までのエレベ－ターが必要。
これは車椅子やお年寄りのためにも必須だと思います。笠間口や西口にあるのに東口にないのはおか
しい。
図書館の本の返却ボックスが、○○○○○や○○や○○○などスーパー内に設置されていると、返却
の遅延が減るのでは。（子どもや自分のために図書館を利用するが、つい返却が遅れてしまうため。）

338
歩道は市の関係かわかりませんが、これから作るものは、段差やでこぼこが多く、危険でないようお願い
します。
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339 保育施設の充実を

340
保育園の場所が不便なところに多い。特に私の子どもが通っている保育園(栄区に隣接）は、ほとんど半
数が横浜市の方が多いので、鎌倉市の方が通えるように新規に設置してほしい。関谷ではなく大船、鎌
倉駅近隣にないと意味がないと思います。

341
鎌倉には海があるので、利用して市内の学校がひとつに集合して、何か楽しいイベントを毎年恒例の行
事にしたら良いのかな・・・とも思います。

342
保育施設の充実。
安心して通行(歩行)できる道路。
安全パトロール、安全･危険情報の共有。

343
公園
自動車道の整備、歩道の整備。観光客が多い割には整備されていない。
公立高校の充実(学力面に応じた学校選びができること）

344
子どもにとって安全な町であることが望ましいと思います。
安心して遊べる広場、子育て中の人達の交流の場等、もうすでにあるのかもしれませんが、さらに充実を
図っていただければと思います。

345
遊具の充実した広い公園があってもよいのではと思います。
子どもの家(学童)は各小学校内に用意するべきだと思います。

346

他の場所で子育てをするのと比べて、鎌倉は他人に関心を向けない人が多いように思う。子どもをつれ
て外出するときも、ほとんど声を掛けられることがない。他の町では知らない人からもよく声を掛けられる
のに対して、とても人間関係が希薄な印象がある。もっと子どもは、前代の財産であり宝であるという意
識を市民の多くが持っていけるようになれば｢自分の近くに保育園などの子どもの施設を作ってもらって
は迷惑だ」などの意見が出なくなるのではないだろうか。
小児の医療費助成が1歳まで～入学までに引き上げられて大変助かった。重症にならないうちに受診す
ることができ安心できた。所得制限なしに、せめて小学生まで助成があるとありがたい。少子化の町だか
らこそ。
安心して遊べる場所がない。気軽に行けて、年齢差のある子達ともつながって遊べるプレイパークのよう
なものが是非ほしい。

347 職員の方々がもう少し市民に対しての優しい心、愛情を持って本気で接してほしい。とてもそう思います。

348

就労したい方のための保育所の充実
今回国で予算化されようとしている子育て支援のために金銭を家庭に分配することは悪い制度である
（必ずしも子育てに使われるとは思われない）。
子育て支援をするのであれば、子育てのためだけに使われる制度にする必要がある。たとえば学費、教
科書代、給食代等の学校教育経費の無償化、保育所の充実、課外活動の支援等々につかうべきだ。こ
のことで家庭の負担を軽減すべきである。

349
とにかく遊ぶ場所が少なすぎると思います。ボールで遊べるのが海浜公園だけというのはどうでしょう
か。休日は野球、ゲートボール、ラグビー等が一緒に使っていてとても危険です。子どもがのびのびと遊
べるところを増やすべきです。放課後の校庭も開放してほしいです。

350
登校、下校以外でもパトロールをしてほしい。車以外でも、犬の散歩の方など、ボランティアでもワッペン
などを付けているだけでも違うと思います

351 土日祝も子どもを預かってくれる場所があると助かると思う

352 公園、子どもの家（室内アスレチックのようなもの）等の遊び場の充実

353
保育園の充実
子育てサークルの活性化

354 保育園などをもっと充実させる
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355

子ども手当などという一過性の効果(？)を追求するのではなく、恒久的な制度の確立が必要と思います。
子育ての充実は社会資本、福祉制度の充実を意味するものと思います。少なくとも託児所、保育園の拡
充がもっと切実に急がれるものだと考えます。鎌倉市の行政全体が次代を担う子どもたちの育成に何が
必要なのかきめ細かく考えていかなければならないのではないでしょうか。

356 子育ての世代ではないので実情がよくわからない

357
保育園を増し、60歳過ぎで健康な年寄りが先生のお手伝いをしながら、お母さんたちがもっと働きに出る
ことができるよう年寄りも協力し(ボランティア）、活発な町にできたらよいと思います。

358
昔あった広場や空き地にどんどん住宅が立ち並び、緑が損なわれ、子どもたちがのびのび駆け回る場所
がなくなっています。コミュニケーションの取れる場をしっかり残してほしい。
赤ちゃんを安心して産める医療機関が少なすぎる。

359 地域のコミュニティ

360
乳幼児からの保育所の整備
学童保育の充実

361
ファミリーサポート等は非常に助かりますが、市役所で手続きできるようにするべき。大船まではどうして
も車が必要なので、妊婦、子連れの母親にはやさしくない。また広報が足らないため口コミで知った。
渋滞と暴走族は、早急に対策を求めます。世界遺産をめざすなら車の規制を考えてはどうか。

362 小さな子どもがいないのでわかりません。

363
小児科、耳鼻科の数が増えること（産科も）
保育施設の充実と優秀な保育士の育成

364
短時間でも子どもをあずけられる所があると良いなと思います。
小児医療費助成の年齢が伸びたのが、ものすごく家計が助かり、他の市の人からうらやましがられま
す。

365
大人の意識
自然な場所をこれ以上失わないこと。
危険な場所を作らない。

366
保育施設の整備･充実
公園他の増設

367
緑はたくさんあるが子どもたちがのびのびと遊ぶことのできる公園がなく、子どもが小さいころは大変不
満に思いました。各エリアにきちんとした公園がほしい。遊び場がない子どもたちは友達の家を行き来
し、ゲーム遊びが中心になっているのが現状です。

368

学校の教材は十分に足りていますが、予算を十分に取ってください。でもムダにとるのではなく、使うとこ
ろとエコの予算の区別はきっちりとしてほしい。道路も狭すぎる。自動車が来ると止まって通り過ぎるのを
待っています。子どもたちに生きるルールを教えてください。家庭のしつけとは違うと思う。挨拶をしない
子が増えている。知らない人と話してはいけないの意味は十分理解できるが、せめて近所の人と位は挨
拶してほしいな。

369

ベビーカーや幼い子どもの手を引いて歩くとき、車とすれすれのことが多く、いつも危険を感じています。
もっと歩道の幅を広くしてほしいと思いますが難しいと思いますので、ガードレールを増やすとか段差をな
くして（でこぼこ道はベビーカーで歩きにくいことがあるし、車椅子の人にも同じことだと思います。）ほしい
と思います。
何よりも強く感じるのは、保育園が少ないということです。私も認可保育園に預けられず、育休をギリギリ
一年半に伸ばしてやっと無許可に入れてもらいました。もう一人ほしいのですが、あずけられるところがな
かった場合、仕事を退職せざるを得ないことを考えると、無理なのかなあというのが現状です。
夫の給料だけではやっていけないので、もっと女性も子育てしながら仕事ができるよう、何とか考えてほ
しいです。保育園問題については早急に対策をお願いします。
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370
幼稚園、中学校への給食の導入。
集団ではなく、個人宅での預かり保育の導入（子育てが一段落した家庭や元気な高齢者宅）。子どもも学
校が終わったら落ち着いた環境でゆっくりしたいと思う。

371
若い家族が鎌倉市内に住むよう、住宅手当の援助。保育園児、幼稚園児の支援費を横浜並みにする。
若いお母さんのための保育相談室を市役所、行政センターに設置。
女性の職業訓練校と鎌倉市内の仕事、職場への就職支援。

372
自助努力が本旨であり、行政は何もすることがない。甘えの構造をなくすことが大事。
子育ては大事なこと。本人が責任を持って行うこととすべきである。子ども手当など不必要である。

373 子どもが産める環境が充分整っていると対外的にアピールしまくる。

374 （子育てしやすいまちであったと思っている。あえて言うとすれば）救急医療機関の充実

375
無料医療制度の拡充
公園設備の充実
公共交通機関(バス等)が利用しやすいような道路状況の改善。

376
運動する広場などがほとんど存在しない。よって人が集まる場所もあまりない。人間が集まる場がなけれ
ば子育ては難しい。

377 保育園、幼稚園の一体化、内容の充実

378
歩道の整備
古い街並や自然が多い中で両立は難しいかもしれないが、子どもをつれて歩く上で、交通量が多い道で
も歩道がなく、すれすれを車が通ることが多いので怖いことが多い。

379 公的託児施設の拡充。

380 保育園の充実。延長保育時間の延長。子どもに安全な環境（交通及び犯罪に対して）。

381 安全に遊べる場所。公立保育所の数。

382
・保育園等の子どもを預ける施設の充実（数の不足）。
・高齢者と連携したコミュニティーの形成（身近な方にアドバイスをもらう事により、負担緩和）。

383
公園を増やしてほしい。
学校が遠いので通学が大変。

384

・歩道があり歩きやすい道。
・エレベーター（駅など）。
・大きな公園（駐車場も無料で日当たりの良い）。
・近所の人との関わり合い。
・年に何回か決めて、無料か安く託児できる場所があると助かる！！！
・幼稚園に通う費用が高すぎるので年収に応じて補助を増やす。→公立の保育園を作る。

385

現況がわからないのですが、子どもたちが小さい時（10年前？）は、子どもの家のような施設、大きい広
場が市内にあまりに少なく、藤沢市まで行って遊ばせていました。近所に公園が大・小ありますが、小さ
い子どもが遊ぶ姿をほとんど見かけないのは、単に子どもの数が少ないというだけでなく、市外へ行って
いるのかな・・・と思っています。海も里山も近く、環境はどこよりも優れているので、そこへ出かけるきっ
かけのイベントが多いと、小さい子どもを持つ親も足が向くのでは。私立幼稚園しかなく、月謝もかかるけ
れど、おけいこ事へは熱心に参加するから、自然の中でも遊べる催しがあればいいし、時間はたっぷりあ
る大人の力をかりて、老人施設と幼・小の交流が日常的にあると、昔の遊びとか、童謡とかしるきっかけ
になるし、お金をかけなくても人手をかけてできることはたくさんあるように思えます。

386
子ども達がのびのび遊べる外の施設はとても少ないと思います。キャッチボールもしてはいけない公園な
んて・・・。
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387
・保育所の増設
・車道と歩道の分離による安全対策
・広い公園の確保

388

・保育園の整備
　鎌倉地区に保育園がない（材木座方面にしかないので、駅の反対方向（通勤とは逆方向）に行く必要が
あり、結局不便で現実に即していない）
・健康診査等
　市の行うものは全て平日。土日にも行ってほしい。また、一度健康診査の際に医師が遅れてきて、ひど
く（１時間以上）待たされたことがある。子どもはぐずり、仕事にも行かれなかった。「待って当然」というの
ではなく、スムーズに親子が参加できるようにやり方を考えていくべき。
・学童保育
　父母会（ボランティア）の努力で成立している。市は何もしていないと思う。環境面も整備すべき。建物が
あまりに古く不安。

389
緑を多くし、開発をとめ、旧の物、景観を保存し、大切にすることにより、大人も子どもも心ある自然と子
育てができるまちになると思う。

390 公園、公共施設の充実、道路の整備

391

通学路をはじめ、歩道の整備を、歩行者（特に子ども）の目線に立って行い、安全な街にすること。
御成小学校周辺のように他の地区においても美しい景観を生かしながら改善して欲しいです。
歩道が無駄に広いかと思うと途中で切れていたり、鎌倉市の道路は人にも車にも安全ではないといつも
感じています。本来環境に優しいはずの自転車も走る道がなく、歩行者や自動車の迷惑になっているの
が現状です。子どもを安心して外に出せるような、自転車に乗って行っても安心して帰りを待てるような道
路を望みます。

392
広い公園や○○○○○のように子どもが安心して遊べる場所などを用意したりすると良いと思うし、何よ
り児童手当とか安すぎます。子育てしやすい前に、生む人もへるだろうし、生活に対しても不安をおぼえ
ます。鎌倉市はお年寄りにはやさしいと思いますが、子どもにはやさしくないように感じます。

393 緑や公園をふやしてほしいと思います。

394

子ども達の通学路に生ゴミが散乱していたり、横に流れる川からはドブ臭いにおいが充満していたりと、
保護者の方々が横断歩道の安全確認のため毎朝立っていらっしゃる割には、環境が悪いと思う。カーブ
の生垣が高くしげっているので、車が見えないのであぶない所などたくさんあります。私は自転車にのり、
毎朝仕事に出掛けますが、子どもの乱れた歩行、遊びながらの歩行、私の方がハラハラして危険を感じ
ています。基本的なことの見直しをきちんとすべきだと思います。

395

住宅地に 近空き家が増えています。この様な空き家を市が長期間（1年以上）借り上げ、就学未満の子
ども達を世話する（その住宅地に多くの老年者がおり、何か仕事を望んでいる）。少なくとも夜7時半迄預
けられる様にしたら良い。世話をする老年者に1日1000円の日当でよい。報酬はbetter than nothingの考
えで十分。

396

・保育園の数を増やし、安心して子どもを預けられるようにする。
・車の運転をしない母親たちも気軽に買物に出られるようバス便などを増やしたり、ベビーカーものせや
すいような整備。
・小さな子はもちろん、大きな子も楽しめるような（野球などできるような）広い公園があるとよい。
・長時間待たずに診てもらえるよう、小児科が多くあるとよい。

397 公園などの整備

398
中学、小学生の空き教室などを使用して、未就園児やお年寄り、動物などの交流をもったりなど、地域ぐ
るみでの活動が必要

399
子どもが遊べる場。特に公園。特別な遊具がなくても広場があれば・・・と思います。
第一小学校は放課後開放がないので、一段と遊びが減っています。

400 保育所の充実
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401
・保育所（鎌倉では大変少ないようなので。）
・医療機関の充実（産科もティアラが出来てもまだ少ないように思います。）

402

１　近隣、住民がお互いにコミュニケーションを日頃から十分にとれる環境が必要。
２　公園や小学校などで自由に子どもたちが遊べるようにすること。
３　幼稚園、保育園などの必要 低限の充実。
４　基本的には、家庭でのしつけ、コミュニケーションをとることが 重要視されるべき。

403 子どもが増えないと話にならないので、子どもが必要。

404 病院

405
・医療費助成。対象年齢の拡大
・若年層が転入しやすい制度づくり

406

・保育園・保育所の充実
・エレベーター・エスカレーターなどの整備（駅など）
→大船駅を利用するのですが、ルミネ側改札にエレベーターがなく、とても不便です。わざわざルミネ内
の業務用のようなエレベーターを使わないと東口に下りられません。

407
・保護者の働く環境を整えること。（子どもを預ける場所の確保。市内近郊に働く場所を増やす、等）
・交通手段の利便性を図ること。（モノレールのエレベーター設置、歩道の確保）

408
①　遊具の沢山ある大きな公園があったらと思う。
②　小学生の子ども達が安全に自転車に乗れるロードがあったらと思う。

409 子育てというよりも子どもを産む産院、病院がない。それで子育てといわれても・・・矛盾している。

410
お母さん達の子どもと一緒に参加出来るプレイルームなど、少人数でも参加出来て、子育ての悩みを相
談したり、話し合える場所

411
保育園、医療関係の充実。
子どもを育てながら働くのに支障のない環境が必要。（例えば病気の子どもを預けられる保育園と医療
機関の連携等）

412 環境。つまり、保育施設、公園等、道路（歩道）の整備。

413

子育て世代がコミュニケーションをとる場が大切だと思います。長女（現在8歳）が幼い頃よく福祉センター
の子育てひろばを利用しましたが、そこでお友達ができたり、ボランティアの方々のアドバイスなどが大変
役立ちました。残念なのはとても小さな部屋（火曜のみ大きな部屋）だということです。できれば毎日大き
な部屋を開放していただきたいです。それから鎌倉市内の公園は大きいのですが、少し住宅地から離れ
ているので（もちろん住んでいる場所にもよりますが）、住宅地内の公園を増やしてほしいです。

414

・鎌倉市には緑を守る為、景観のための保護された山や林などは多いが、公園などが少なく、結局緑に
直接触れる場が少ないと思う。世界遺産を目指すのはいいが、見るための景観より、辻堂海浜公園のよ
うに遊べる場がほしい。野村総研の跡地を是非、子ども達がのびのびと過ごせる場所にしてほしい！
・中学の給食は是非！是非！お願いしたい！栄養のバランスがしっかりしていたり、地産地消にも一役
なると思うし、なにより働いている親にとって、これほど助かるものはないと皆（ママさん達）は言ってい
る。子ども達も給食を皆でくばり、同じものを机を囲んで食べることが大好きだと言っている。どうかよろし
くお願いします！！
・あと、個人的なことで申し訳ないが、七里が浜のセブンイレブンをどうにか規制してほしい。夜など暴走
族のたまり場となっていてこわい。

415
核家族化が進んで電車、バス、公民館の催し等でのマナーの低下が著しい。→例えば、学校等の土曜
日開放による老人（人生経験豊かな層）と子どもの交流、対話、ゲーム、宿題の手助け等をはかる。元気
老人対策にもなる。（老人にもマナーが悪い人は沢山いるが）
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416

・公共交通機関の充実（バスダイヤは２０年近くほとんど変わらず・・・。家・マンションは増えたのに。）
・駐車場の充実（病院、役所等）
・歩道整備（ガードレール、段差等）
・病院の充実

417

・公園を増やす。（子ども同士・親同士のコミュニケーションを取る場所がない）
・産婦人科を増やす。（安心して行くことの出来る場所が少ない）
・観光客ばかりでなく地元へも配慮したまちづくり。（観光客目当てのお店ばかり、地元客の行きづらい・
集まりづらいお店ばかり目立つ）（休日は、大通りなどベビーカーでの移動が難しい。裏道はガタガタで歩
きづらく、困っている人が多くいます。）

418

・住宅地内の交通安全対策
西鎌倉住宅地に住んでいますが、朝夕の通勤時間帯に、住宅地内（バス通りを除く）を高速で通り抜ける
車両が多く危険です。住宅地内では道路にBUMPを設置していただけると子どもだけでも安全に通学で
きます。
・ジョギング、サイクリングの環境を整備してほしい。
健康の為、ジョギング、サイクリングをするときは鵠沼のサイクリングロードに行ってしまいます。鎌倉市
内でも同じ環境があればありがたいと思います。腰越～由比ガ浜間など、歩道を広げ作れると良いので
すが・・・と国交省に言いたいが・・・。

419 運動のできるスポーツ広場

420
子育てするには土の道路がまったくなく、遊ばせる場所（広場、公園）がほとんどなく、お寺がたくさんある
が、昔は門前で遊べたのが、 近では皆無で、子どものためにはまったくよくないまちです。もう少し広場
を計画して作っていってはどうでしょうか？

421
他人の子どもにも心を働かせて、いきずりでも子どもの行動に関心を寄せ、注意をしたり、話をしたり関
心を持つこと。

422 園庭が十分ある保育園や幼稚園の数を増やし、小児科の夜間対応ができる病院が各地域にあること。

423 保育所などがもっとたくさんほしい。

424
近くに小さな公園はいくつかあるが、遊具があまりにもないので、公園があっても意味がない。ベンチの
みあって、たまに男の人が座っているので、子どもが遊びづらい。もう少し親子で遊びに行けるような公
園があったら良いと思う。

425
交通規制を厳守させる。
・暴走族の取り締まり。
・小道でのスピード違反。

426

・保育園の充実
・公園の充実
　・周りに公園がなく、子ども達が道路で遊んでおり、危険。ボールを民家の壁にぶつけ、迷惑。
　・小学校等学校のグランドをもっと活用する工夫があってもよいのではないか。

427 人のやさしさ。

428

歩道が非常に舗装状態が悪く、子ども、高齢の方は歩きにくい。ベビーカーも通りづらく、また、歩道に駐
車している人も多い。また、高齢者の方のドライバーには歩行者優先の意識のない方が多く、歩道を安
心して渡ることができない。子どもは社会で守っていくものという意識を高めるよう、いろいろな場（警察、
広報等）で働きかけてほしい。

429 駅前保育園です。

430 中学校に給食をお願いします。

431

・安全、治安のよさ
・保育など勤務している母親へのサポート
・時短勤務可能な就労場所の増加
・暮らしやすさ（物価なども含め）
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432

・私たちも勉強不足や知識不足も多くあると思いますが、思ったことを書いてみます。
・救急で駆け込める病院が少なく遠い。
・魅力ある公立・小中学校（充実した設備や特色のある取り組みなど、アクティブな学校）
・自転車が乗れたり、楽しい遊具が揃った広々とした公園を作ってほしいです。
・夜間救急もようやく小児科の先生が居て下さる様になり助かっておりますが、レイウェルまで行かなくて
も良いくらい鎌倉地区にも小児科が充実していると本当にありがたいです。
・医療費助成も6年生まで延びて本当にありがたく思います。以前、他の自治体と鎌倉市はなぜこんなに
差があるのかを、市長への手紙でお聞きしたところ、財政難との返事でした。少子高齢化が著しい鎌倉
において、若い家族がここに住み続けたいと感じる町にならなくてはダメだと思います。今までの市は何
においても、市民の要望は二の次なんだな、と思うことが多かった。
・40才までの？健康診断が一年おきなのが大変残念に思います。何とか毎年実施して頂きたい。
・ベビーカーでの移動がとにかく大変。ガードレール内狭い。歩道の段差が多い。街灯が暗い、少ない。
住民道路の整備のレベルが低い。
・インフルエンザなど予防接種は今後も学校等でお願いしたいです。病院で別のカゼやインフルエンザを
もらって来てしまうので。そしてインフルエンザの注射も65才以上の方のような助成が子供にあったら本
当に助かります。

433 分かりやすい（⇒使いやすい）支援サービスが必要だと思います。

434 特になし

435

一人親に対する助成等をきちっと払う。東京都（杉並）ではすぐ手続きが出来たのに、神奈川県に来てか
ら正しい情報を与えないまま切られ、４才から助成金を出さない。何度言っても、一度切れたら・・・と出さ
ない。母親が失業した時も何もしない。日本に子どもが少ないのに、今ある命をきっている。私共は年金
生活。大借金をして孫を育てています。税金を請求する前にすべきことをするべきだ。孫は日本では育て
られなかったことは事実です。未払い分を至急払うべきだ。

436 病院や保育園等が駅の近くにある。近くにない場合は駐車場が広い、お産ができる病院を増やす。

437
子ども手当支給の是非が話題になっていますが、手当の内容を更に具体化しての支給の方が効果的だ
と思います。例えば、義務教育の子どもには教育費、教科書の無料化、などです。

438

子育てを終え、子ども達が独立して約二十年以上経っているので、私達夫婦にとってこの問は、切実・身
近なものではないので抽象的な答えになります。
まず若い夫婦が子どもを持つことに喜びを感じ、社会的にも認められることが必要です。戦前の「産めよ
増やせよ」になってはいけませんがある程度の旗振りキャンペーンのようなものが必要です。経済的な裏
付けができれば言うことはありませんが、財源からして容易ではないでしょう。
女性が仕事を持つこと、結婚後もそれを続けることがごく普通のことになっています。それに対応する「保
育のしくみ」が必要です。近所に大きな保育所があり、その職員の方の努力には頭が下がりますが、もう
少し規模の小さな施設を数多く作る方策はないものでしょうか。元気な高齢者が多くなっているので、そ
の人々を活用するのも一つの方法かと思うのですが、妙案は思いつきません。

439 お母様方が安心して働ける環境、まず、公立の保育園を増やす必要があるのでは。

440

夫婦間で協力するのはもちろんだけど、（特に）奥さん＝お母さんが子育てで時々ストレスを感じたとき
は、家事・育児サービスを利用したり、精神的な悩みを聞いてくれるところのサービスを使えばいいので
は…と思います。（自分はまだ独身なので…）
あとは、だんなさん＝お父さんが、奥さん＝お母さんを助けるのがいいですね。
それから、万が一、母子（父子）家庭になってしまったら、それをサポートしてくれると苦しいのが少なくな
ると思います。

441

道が狭い。歩道がなく往来も激しい道で、危ないと感じることが多いです。モノレール下の道が特に。街
灯も少ないです。
子育てに直接関係あるか分かりませんが、ごみ捨て場が汚く、よくごみも散乱していますし、カラスがもの
すごく多い。いろいろな所（香川・埼玉・千葉等）に住みましたが、今のところ 低です。
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442

旧鎌倉地域は子どもも少なく、子どもが友だちと出会う場が必要だ。まず公園が挙げられる。公園の整
備・安全を図ってほしい。公園のない地区には造ってほしい。
歩道が狭く、道面も段差が目立つ。ベビーカー利用、また自転車で子どもを乗せる場合、危険を感じる。
そのため、歩道の整備をお願いしたい。
若いお母さんで、初めての子育ての場合、心理的不安があるのではないだろうか。相談の場や、子育て
の情報（インターネット）が得られるようにと希望する。
児童館・図書館などで親子で参加する会を開催する。

443

お金を出したらすべてＯＫなどという「ばらまき」だけでは絶対いけないと思う。子育てをしている若い方々
も甘えるよりも、自分からも一生懸命に子育てに専念する努力も必要だと思う。
子どもを預けるというのが当たり前の風潮は、私は少し考えたほうがよいと思うし、地域力をもっと活用し
てくれれば少しでもお母さんたちの助けになると思う。地域の皆と会話すれば仲良くなれるし、大勢の目
で見守ればよいと思う。

444
近所の人に預けられるとは限らないので、保育園に入園していなくても、親が病院から帰ってくるまで預
かってもらえるなど、子育て中の親の体調が悪いときに子どもの面倒を見てもらえるシステムがほしい。

445
保育ママ制度の整備と拡充
横浜市で行っているような「浜っこクラブ」のような学校でそのまま子どもを放課後に預かってくれるような
制度をつくると、子育て中の方は助かると思います。

446
観光地なのにおむつ替えのできるトイレが少ない。デパート等から増やしていくべき。
あとは、設問７「鎌倉市の「まちのイメージ」についてお聞かせください。」も含めてよく分からない。
しかしお年寄りにはやさしいまちだとは思う。というよりは年寄りが強いのだろうか…

447

なにより医療費の補助。小・中学生も対象にしてほしい。
ベビーカーに対応した段差のないまちづくり、広い歩道が必要。
公立保育園に加えて公立幼稚園。
市内の住宅地域の公園が少ないし、あっても狭い。近所に広い公園がほしい。

448
母親の急な外出に関して短時間の保育ができる人間・場所・システムなど。
地域に流入してくる若い世代への積極的な働きかけ。

449
鎌倉は東京へ通勤するのは時間がかかるため、保育園などの機関が遅い時間まで預かるなど待遇をよ
くできたらいいと思います。

450
あまり子育て、子育てと強調することはない。多くの人が暮らしやすいまちが子育てにふさわしいまちだと
考えます。（人口の減少は、子育てがしにくいからという理由ではないと思う）

451 子どもの目線で考え安心して遊びに行ける環境づくり

452

みどりが多く、子育てするにはすばらしい土地柄だと思うが、もう少し各地域に遊具や子どもを安心して
遊ばせることのできる広場・歩道などある公園があったら…と思っている。以前住んでいた川崎市はその
点すばらしかったです。核家族の子育て中の若い世代がどんどんまちに出て行けて、不便なく過ごせた
ように思います。公園や子どもセンターなどの充実が良かったです。

453 いざというときに、子どもを預かってくれる施設。

454 公営の保育園・幼稚園を増設する。

455 文化的環境の整備
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456

見通しのよい公園
　多少危険が伴っても、体を十分に使って遊べる遊具（ジャングルジムなど）、練習用に自転車の乗り入
れる公園があればいいなと思います。
学童保育の充実
　小学校内に学童保育を設けてもらえれば、今ある施設（小学校）を十分に活用できる上、人数の制限も
なくなるのではないでしょうか。地域のお年寄りかボランティアの方々が一緒に時間を過ごしたり、学童保
育のためだけに必要な人員を雇用すれば、雇用の機会も増えるように思います。
　鎌倉市は、自然・文化的にも大変恵まれた市であり、子育てする環境にもってこいの市だと感じていま
す。住居を構えたいと思いますが、非常に土地も高く、すぐには手が届きません。その一方で空き家が多
いと聞きました。そのような空き家を子育て世代が借りやすく購入しやすい制度があればと思います。

457

親との同居または近隣に世帯を持つことにより、子どもの面倒を見てもらえる、支援してもらえる環境づく
り。いろいろな面で教えてもらえるのではないか。
新世帯での子育ては、生活状態から共働きを考えねばならず、保育園や託児所へ預けなければならな
い。保育園等の完備が必要である。
自然環境づくり。
小規模でよいので、公園が必要である。

458
子どもたちがのびのび遊べる広い公園。今ある公園は、ひとつひとつが小さかったり、設備が充実してい
ないので、子どもたちがのびのび遊ぶことができない。

459
子育て支援をもっと増やしてほしい。うちの家は子どもが５人いますが、支援がもっと増えて大丈夫だとわ
かれば、もっと子どもが鎌倉市に増えると思う。ぎりぎりの生活の人が多いのに、市民税が高すぎる。横
浜や横須賀を見習ってほしい。

460
鎌倉地域に保育園が足りない。保育園～自宅の距離が長く、雨だと特に送迎が大変。各小学校区域内
に各々保育園があるべきと思いますが？大船のほうはたくさんありますね。

461 親、子、常識を持たないと私たちも協力ができない気がします。先生も大人になってほしいです。

462
今まで３人の子どもを育ててきましたが、駅から自宅までのバス利用の際に非常に不便を感じました。お
年寄り優先だから仕方ないのかもしれませんが、少子化政策があまり実現されていないように思います。
あと妊婦さんにも非常に冷たいと思います。

463

長男が小学２年生のとき、当地に越してまいりました。長女は中学２年生、次女は小学４年生でした。一
番の問題は長男に係わることで、「いじめ」でした。プロレスのまねのようなことを待ち伏せしてやられたと
聞いて、私は意を決して担任に会いに行きました。すると女性教師は「あの子はよい子です。」と言われ、
非は息子にあるのでは？というようなことを言われ落胆しました。この問題はいずれ分かり、先生のほう
から謝ってこられたのですが、現在はそのようなことはないことを望みます。

464 夜道を明るくしてほしい。特に夏場は、夜間の見回りを多くしてほしい。

465
親が安心して子どもを預けたり、遊ばせたりできる場所。私の場合、実家が遠く親戚などひとりも関東に
いないので、子どもが小さいときは何をするのも、どこに行くのも一緒だったため、病院や美容院は困りま
した。

466
子育て、子育てとあまりにも近ごろ耳にすることが多いですが、子どものしつけをしなければいけない若
い母親の態度のほうが問題なのではと感じます。どんどん他人任せ、行政任せが、すぐ何かあると国が
悪い、行政が悪いと人のせいにしてしまうのではないでしょうか。

467 核家族が多くなったので、老人施設と子育て施設を隣接してふれあいの機会を増やしては。

468

保育園、幼稚園、小児科医の充実、身体的に問題のある子どもの施設など
子どもたちが安心して（身の危険を感じることなく）通学できる環境
若い母親の相談にのれるカウンセラーを配置（ボランティア）
経済的に苦しい家庭の支援

469 保育園・託児所を増やす。

470 公立保育園の拡充
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471

老人と子どもが触れ合う場をつくる。
例えば、インドのダージリンへ旅行したときに、散歩道のところどころに設置した公園に大人のための健
康遊具（鉄棒・平行棒・平均台・腹筋用ベンチなど）が置かれ、大人と子どもがともに遊びながら声を掛け
合う姿を見た。朝の散歩やランニングの際に公園で顔見知りの子どもに会うと頭をなでたりしてすばらし
いコミュニケーションの場となっていた。
鎌倉の小さな公園にも滑り台・ブランコ以外に老人が体力維持に使う健康遊具を併設してほしい。

472

我が家の近くに公園がやっとできました。孫が来たときなど行くのですが、いろいろ注意が多くがっかりで
す。そして誰もいません。行政はつくっておしまい。
保育園移転も近所の反対でどうなるのか。とても気になります。保育園が必要といっても、これが現実で
す。地方には同じ敷地に幼稚園か保育園、そして小学校。もう少し柔軟な判断を。周りの市町村の様子
をうかがってからではなく、独自の市政を。

473

もっと子どもが遊ぶことのできる公園があるといいと思います。たぶの木公園ができましたが、遊具もなく
行く気がしません。
医療費無料化を７歳までではなく、せめて小学校６年までにしてほしいと思います。まだまだ病院に通うこ
とが多くて大変です。

474
子どもやお父さん、お母さんたちが自由に利用できる児童館のような遊び施設をつくる。お年寄りと触れ
合えるような場があってもよいと思う。

475
子育てによい環境はかなり整っていると思います。
自転車専用道が欲しい。

476 市行政と地域住民によって運営される子育てに関するネットワークの整備

477

必要なときに必要な手助けをしてくれる場所、人。
子どもを見てくれる、相談できるなど、子どものことはこの窓口に聞けばよいというところがあるといい。核
家族でも子どもが小さいときは、特に必要だと思う。
子どもと一緒に行動しやすい安全な道路や公園。小さな公園があっても、ボール遊びもできない、自転車
の練習もできないでは何も意味がないと思う。

478
保育園の数をもっと増やす必要があると思う。私が住む第二小学校の学区には、保育園はひとつもなく、
一番近くても材木座に行くしかない。せめて通勤のために駅に向かう途中にあればと思う。同じような状
況は、他の地域でもあると思うし、こうした状況が続くと安心して子どもを産み育てることができない。

479

出産までできる産婦人科を増やす。
私は、妊娠・出産時に受け入れてもらえなくて御茶ノ水まで通わなければならなかった。妊娠中も産後
も、通うのが大変だったので、市内の産婦人科をもう少し増やして欲しい。
小児科を増やす。
かかりつけ医が休業となり、現在は少し離れた病院まで車で行っている。車が使えない場合など困るの
で、近所に小児科がないのは不安。

480

高齢者がとても多い市なのに、福祉について充実していないと思う。また、ひとり暮らしで孤独な人が多
すぎる。
駐車場が少ない。
若い人たちが楽しめるところがない。
空き巣がとても多いのに個々で守るしかない。
百貨店がなく、スーパーも大きいところがないのはとても不便だし、藤沢・横浜まで行かなくてはならな
い。

481

子どもを産める環境
バギー用（車椅子の方々用）のスロープ
質が保たれている保育園、幼稚園、その先生方
広々とし、みどり豊かな公園
地域のネットワークを通じ、さまざま行事に参加でき、交流を深められる仕組

482
保育園・幼稚園の充実
子ども手当ての充実
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483 小児科や救急病院がすぐ近くにある、もしくはリストになった病院の表などあるといいと思う。

484

安全であること
安心して歩くことのできる道があること（ベビーカーが安心して通れる道があること）
コミュニケーションをとる場があること
小さくても身近にある公園

485
子育て中のお母さんたちが、気軽に立ち寄れる場所があり、お母さん同士がそこで友人を作れ、また、い
つでも子育てについて相談できるボランティアがいること
安心して小児科にかかれること

486
まずは出産できる病院の充実が不可欠。ティアラが設立されたあとも、まだ二カ所しかないため、不足し
ていると思う。また、市内の道は歩道がない道が非常に多いため、子どもが歩きやすい道とは言えない。

487

子育て中のお母さんが相談できる場所があったら心強いと思います。
子どもを預け、リフレッシュできる時間が必要と思います。品川区に住んでいる若い母親が、１時間500
円、600円で子どもを預け、自分の時間がつくれると喜んでいました。鎌倉市にもあるかもしれませんが、
よい試みと思います。

488

小学校と地域がしっかり連携すること。そのために、イベント等を通じて両者が交じり合い、子どものいな
い世代も子どもに関心を持ってもらうことが必要
保育園や学童施設の充実
幼児と小学生が帰宅後に犯罪の恐れなく、のびのびと体を動かして安全に遊べる場がいる。例えば、小
学校校庭の開放など。外遊びが危ないという認識で、小さなころから家遊びが主体になり、ファミコン一
色になってします。

489
保育園等の整備
医療施設の整備

490 近隣との交流

491
各地区の児童館の数をもっと増やす。遠い、不便な場所では利用しにくいでしょう。
小さな公園はたくさんあるように思いますが、親子でボール遊びをしたり、走ったり、自転車に乗ったりが
できる少し広い公園がほしいですね。

492
子育て支援を子育てしている人みんなが知れるような体制を整えるべき。あっても知らないで利用できな
いとか、利用しづらかったりするのはもったいない。

493

道がとても狭く、歩道のないところが多いので危ないと思います。もう少し道路整備が進めばと思います。
車も多く、危ないので、歩車分離信号はいいと思います。
新しく引越してきた方には、子どもの家や会館の場所が分かりにくく、あまり案内されていないと思いま
す。

494

子どもが外で楽しく遊んでいるようなことが昔に比べて少なくなってきている。（私は60代前半）少子高齢
化の時代でしょうがないのかも。子どもと高齢者との交流が普段の生活の中であるといい。遊べる空き地
が少なくなってる。つくられた公園の中でしか遊べない子どもたちはかわいそう。私が子どものころは、悪
さをすれば注意してくれる年寄りがいた。子どもの悪さに対して、今は大人は見てみぬふりをするのは
…。今の時代は難しいなと思う。（昔の遊び…カンけり・陣地とり遊び・ケンパ・ゴムとび・チャンバラごっ
ご）

495 保育園、学童保育園

496 保育園の整備

497 保育所・産婦人科の充実

498 歩道が極端に少ないので歩道を増やす

499

・道がせまくてベビーカーで出かける気になれない。（特に歩道）
途中ですれ違う自転車も怖いし、邪魔に思われるのがとても嫌です。もう少し歩きやすくて安全だと良い
です。
・ベビー用品を売っている店が少なすぎる。
車がないのでだいたいインターネットで購入していますが、急に必要になった時は困ります。
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500

交通の便の良い所に、保育所を作る（公立・私立を問わず）。
共働き、または母子のみの家庭にとって、子育てがし易くなるから。
例えば、駅の近くや駅中にある方がいい。
市が場所を提供したり、補助金を出せば、民間の施設が作り易くなる。
大船駅の駅中に保育所があれば、乗り換えのためだけに駅を使用する人にも便利である。この場合、横
浜市や藤沢市に住んでいる人も利用するかもしれないが、鎌倉市の人だけを対象にすることにこだわる
必要はないのではないか。

501
・updownの激しい土地柄において、子どもや親の働きやすい環境（交通機関等）を充実させること。
・学童施設の充実（現状だと、近場の学童施設に子どもを預けたいと思わない）。
・公園にトイレを付けてほしい。

502

①　嫁いだ娘が鎌倉で産みたかったが、医院・病院の不安で他市で産みました。但しそちらの病院も各
市からたくさん受け入れて医者がフル回転。我が孫もその影響で産後久しくICU室で過ごしました。市の
問題というか国全体の問題なのでしょうが、一番大事な問題が未解決では先が思いやられます。
②　嫁いだ娘　もう１件は娘の市民税の件です。
H16年の税が今年に書類が来ました。税＋延滞金（10万円近い）との事。担当者、上役の方は役所仕事
の如く払ってほしいとのこと。３年間何の連絡も無く払え、払えとは納得できません。
何を言いたいのかわかりますか。対応の仕方が不親切だと思います。何でも当たり前のように仕事をす
るのではなく、市民の気持ちになって仕事をお願いします。

503
段差のない道路などの環境整備。
住民同士の助け合い。
行政からの情報提供。

504 公園などの施設

505 バギーと歩行者がすれ違いできる充分スペースのある歩道が少ない

506

・子育て中の親たちの交流の場をつくる
・子どもたちが自然の中で元気に遊べるように、公園などの公共施設をもっと増やす
・公的な支援の充実
自主的な子育てサークルの奨励（市がバックアップしてほしい）

507
お金、人材
市民の協力、意識（良くしようと思う）

508

・保育園整備
　収入等は関係なく、企業で有ること（もちろん町中に有るのが大切）が希望です。
・保育園の中での子育て相談支援が有れば尚良いと思われます。なぜならば、保育士さんだけでは負担
が多すぎると感じます。

509 保育園を増やすべきだと思います。

510 風紀が乱れないようにする。

511
・医療の充実
・保育の充実
・周囲の温かな視線

512

質問自体があいまいで大きすぎるので答えるのが難しいが、共働きの親の場合は、保育園のアクセスが
大きな論点になり得るだろうし、身体に障害をもつ子どもの親にとっては、学校そのものの受け入れ体制
や、学校の所在地（学校へのアクセスとの関係で）などが問題として浮上してくるでしょう。
より一般的には、図書館のより一層の充実が求められるが、もし行政が根本的に子育て支援を進めるの
であるならば、減税などを考慮するのも一案だと思う。

513 公園に時計を設置

514

１　何もないガランとした公園ではなく、緑が豊かで楽しい遊具がたくさん有る、子どもがワクワクするよう
な公園が市内に皆無なので、ぜひ作ってほしい。
２　安全な歩道が有る通路を是非作ってほしい。鎌倉市内の道は狭く、歩道も無い道が多く、子どもを１
人で歩かせるのは不安です（自動車優先に思える）。
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515 子育てが終わりましてよくわかりません

516 保育園を増やすこと（若い母親が働きやすいように）

517
・病院をもっと増やしてほしい。
・道路が危険で、整備をもっとしてほしい。特に富士見町～大船駅間のモノレール沿い

518

・公立の幼稚園があるといい。
・仕事を（パートなど）したい時に低料金で預けられる施設があると良い。
・乳幼児を連れて気軽に集える場所が各地域に充実してほしい。マイカーを使わず徒歩で行ける所にあ
るとよい。
・車の通りが激しい所でも歩道と車道の道幅がせまく、子どもを連れて歩いたりベビーカーを押して歩くの
が危険だったり、道に段差があり危ない。
・小さな公園はいくつかあるがもっと大きい公園があると良い。
・地域の子ども会などの活動がないのであると良い。

519

・放課後の学童保育、高学年の学習場や遊び場の提供
・土曜日学校開放、自由登校
・通学路の街灯を増やしてほしい。
　部活帰り、安全にしてほしい。
・歩行者と自転車の通路を分けてほしい。
・自転車は左側通行を徹底するよう指導を遂行してほしい。

520
・公立保育園、幼稚園、学童保育所の増設
（核家族の多くの共働きの家庭の子どもが入園できず、困っている。）
・公園（明るく、安全安心な遊具、広場完備が望ましい）

521

・子育てしながら働く女性のために、保育園の充実
・幼稚園に通う児童への補助金の金額のアップ
　例）H17、H18　横浜市在住時…47,000円
　　   H19　　　　 鎌倉市転居……30,000円（１ヶ月分の月謝代にしかなりません。）
・子どもの医療費　負担0円の延長
　現在小学校入学前まで無料→中学校入学前まで延ばしてほしい（所得制限なし）
　※小学生の時はまだまだ医療費がかかるため

522

周辺に子育てをしている家庭がほとんどない為お答えに少し無理があるかもしれません。
ただ、転勤で引っ越してきた方から“幼稚園はどこにありますか”と聞かれたことがあります。知っている
限りで教えてあげましたが、お勧めしてあげられる場所などが思いつかない様です。
地域にもう少しすぐ返事を教えてあげられるような所があると良いと思っています。
鎌倉は物価も高い為、子どもを育てることも私達のように年金生活者も大変です。車・電車・バスなどを
使わないといけない場所では意味もありません。親が働きたくても小さな子どもを預かってくださるような
所もないと聞いたことがあります。あっても空きが出るのを待っているようです。

523
近、子どもが公園に遊びに行く時でも親がついてきたりする所を見かけます。やはり子どもが安心して

遊べる環境づくりが大切なのではないかと思います。

524 地域社会の取組を大切にする

525 子ども達が遊びやすい場所

526
・安全に遊べる公園がほしい
・野球やサッカーが出来るような広いグランドがあるといい。

527
・保育園などの施設の充実、学童保育
・産科のある病院がもう少しあると良い。
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528
・保育所を増やすこと
・３人乗り自転車を市で購入、子沢山の家庭に貸し出す方法
・休日学校の運動場を一般に開放して親子の遊び場として利用できるように。

529 働く親への支援

530
産婦人科の病院を充実し、安心して子どもが生まれるように保育園を作る。保育士を育成する。母親の
心のケアをする。

531
雨の日でも遊べる子どもの家などの設置等、ハード面でも他市に比べて遅れているように思われる。
そういった設備を整えることにより子ども達を安心して育てていけると思う。

532

“空”です。ゆったりした環境は、人をおおらかにする力を持っていると思います。自然もまた、その力を
持っています。鎌倉はもう充分に開発されてしましましたので（これで世界遺産登録というのがちょっと納
得いかない私です。）、特に高い建物は、大船地区を含めて制限していただければと思います。その上
で、人と人とのコミュニケーションの場がたくさんあれば子育ても孤立しないでできるのではないでしょう
か。

533
市立総合病院など安心してかかれる病院があると良い。旧市内には、外科、（産）婦人科、小児科などが
よくわからない。

534 両親が共働きの子どもの世話するのが充分必要。

535

・公園を充実させてほしい。
数はあるけれど、子どもがほとんどいないし、淋しい印象が強い。例えば、遊具を充実させ、活気ある公
園を市内に何カ所か作ってほしい。（藤沢市の辻堂海浜公園のように。）逆に、中央公園のように、自然
をそのまま体験できる場所は貴重だと思う。
・歩道の整備
ベビーカーを押して、よちよち歩きの子どもの手をひいて安心して歩ける歩道が少なすぎる（鎌倉山）。モ
ノレール駅などのエレベーターの設置を急いでほしい。

536 保育園の充実

537 専業主婦が一時的に子どもを預けることのできる保育園が必要と思う。

538

小さい子が、安全に遊べる公園や遊具
小学生達が野球・サッカー等ができる広場
自転車が通れる歩道の整備
大人の温かい目

539 地域の独自性で活性化を進めてほしい

540

・鎌倉市は道が細く、ところどころに危ないと感じる場所があります、歩道の整備をぜひしていただきたい
です。
・横浜市には「浜っ子（？）」という小学校の放課後一時預かりの制度があると聞きます。鎌倉市も学童保
育以外にそのような制度があると助かります。
・子育てとは、直接関係ないのですが、各家庭の玄関先のライトを夜になったら点灯してくれるよう、市の
方から呼びかけをしてほしいです。街灯だけでは暗いと感じる事も多く、防犯の意味も含め、ぜひお願い
します。
・「スクールゾーン」標記をもっと増やしてください。
・会社や学校などの遊地を一時的に借りて、子どもが外で遊べるようにしてはもらえませんか。

541
・自然を大事にすること
・子どもに関する病気の対応として、病院を充実させる。（子ども専用病院を開設するとか、新規病院を開
くなど）。産婦人科病院を充実させる。
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542

A）お金が掛からない方法で
　・中高年が協力しやすい仕組み（託児など）
　・車の市内走行時における幼児用シートベルトの廃止
　・子育て支援金　26000円（13000円）の活用と付加価値
　・子ども施設は近くの人には便利だが利用者に偏りが出る。
　　単なる親子の居場所だけになっている。内容にも工夫が必要。
B）お金が掛かる方法
　・主要公共施設（公民問わず）にミニ巡回バス
　・子ども施設の駐車場の確保
　・保育施設の充実や預かり時間の工夫
　・歩道、施設や店のバリアフリー化促進（ベビーカーなどに）
　　授乳場所の設置

543
核家族での子育てを応援できるシステム
例えば、元気な高齢者がボランティアで手伝う。
高齢者と子ども達が一緒に過ごす場づくり等

544

・駅（大船駅東口）にエレベーター設置希望
・駐輪場無料の大きな公園
・三人乗り自転車が駐輪できるスペースにゆとりのある駐輪場
・道路に段差をなくす（ベビーカーが引っ掛かり危ない）

545

・保育所の待機児童数全国ワースト２位ですが、子育て中の女性も働きやすい環境を整えてほしい。
ただ、民営化するのは反対。→保育の質が下がる。
保育園は教育ではなく、生活の場である事を忘れないでほしい。
・中学校の給食化進めてほしい。

546 ご近所付き合い

547
親子共々、家にこもらず屋外に連れ立って、近隣の子育中の父（兄）等と触れ合える場作りの推進。
大規模な公園を造成するというよりも、各々生活空間の身近な所にちょっとした“井戸端的空間（でも良
い）”を沢山設置するなどはいかがでしょうか。

548
・子育ての前に、子を産める施設を増やした方が良いと思います。鎌倉市では現在２ヶ所しかないようで
すが、それでは足りないと思います。
・歩道を確保することです。車が土日祝は観光客の影響で非常に多く、危険な目に合います。

549
どんなよい環境をつくっても今の親はあますぎる。昔の親は子どもが７、８人いてもちゃんと育てている
（着るものや食べるものもなかった。）

550
近くに公園などがなく、子ども達がのびのびと遊べるような環境ではないので、もっと広い公園が必要だ
と思う。車道も歩道も狭いうえに車の通行量が多く、排気ガスで空気も悪いので、車の量を規制してほし
い。

551

子どもが小さい頃、一番の不安は、夜間急病になった時に、市内のどこの病院に受診したら良いのか？
と常に不安に思っていました。
・市内に24時間小児科医が常駐する病院
・公立幼稚園の設立
　どうして私立幼稚園しかないのですか？その保育料も近隣の市よりかなり高いと思います。

552

・ファミリーで遊べるレジャー施設が少ない。
　その反面、大船駅にあんなにパチンコ屋さんは要らないと思う。
・ファミリーでもスポーツジムに通いたいと思うが、高いし、近くに手ごろなものがない。
・子どもに色々なものを見せてあげたいが、全体にコストが高い。
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553

「子育て」の前に先ず「出産」のための場所の問題がある。偶々娘が出産のため我家（鎌倉市）に戻って
きて産院の手続を始めた時、施設の少なさに驚かされた。結論から言うと選択肢は２箇所しかなかった。
湘南鎌倉病院とティアラ鎌倉である。そのうちティアラ鎌倉は予約に色々な制限があり申し込める状況で
はなかった。結局湘南鎌倉病院一箇所だった。選択の余地はなかったということである。しかも、同病院
は定員制がなく希望者は全て受け入れてくれるが、出産が多い時は１室の分娩室の中で何人も一緒に
出産することになるということを聞いて心配していた。そしてその心配が現実になった。娘の場合は分娩
室が開かず隣の陣痛室の狭いベッドでお産をする羽目になった。無事出産出来たから良かったが、産院
の不足を痛切に感じた。出産の施設不足を解消せずに子育てを論じても始まらないと思う。
第２次救急対応の小児科の充実も必要と考えるが、保育園・保育所・学童保育の時間延長など乳児から
学童に至るまでの保育所の問題も重要である。
保育所の入所待ちが非常に多く、母親が産休を早めに切り上げて少しでも入所し易い４月に申し込む事
例が増えてると聞く。娘も勤めを持っており保育所のお世話になる予定である。鎌倉市在住でないでの直
接本アンケートとは関係ないが現住所の現状も他と変わりないようで深刻な問題と受け止めている。鎌
倉市においても母親が安心して働けるように保育施設の充実を図ってほしい。

554

私の住んでいる岡本1丁目は横浜市との境というのもあるのか、鎌倉市の公園はなく、又、道路の街灯も
少なく、暗い道です。中心部だけを環境整備するのではなく、全体に配慮したまちにしてほしい（公園に
行っても鎌倉市の友達ができない、夜の帰り道は暗く、子どもを一人で歩かせるのはこわい）。
又、近隣に同世代の子どもがいるかどうかわからない。子育て支援学級のような形で、町内又は地区ご
とに生涯1ヶ月おきに1歳ぐらいまで集まりなどをもつ場を設けてほしい（横浜市ではあるそうで、近くの方
と友達になれ、悩みなども話せるようです）。今の集まりの形は集まり事を知らない人が多く、０才児はほ
とんどきていません。もっと意味のある形にしてほしい（きららをみている人が少ないと思うし、０才児は特
に集まる場を定期的にもてるようにしてほしい）。
保育園も同じような場所に集まっていて、もう少し場所を離したところにしてほしいと思う。送迎が大変な
人も多いと思う。

555

町内で親しめる環境。
近所の人が気軽に声をかけられる（若いお母さんへ、小さい子どもへ）、近所の人に相談ができる（若い
お母さんが）など、日頃から親しんでいれば、孤立しないで自分の子どもと接することができるのではない
でしょうか。
毎日ではなくても、急に小さい子どもを預かってもらえるところがあると助かるのでは。半日でも、一日で
も。

556 市民のための公園

557

公園、児童福祉施設の充実。
・子どもをつれて遊べる屋内施設
・トイレ・授乳室の設置
・アクセスのよさ（平らな道・ベビーカーでの出入り）
・既存のリソースの有効活用（子ども会館の充実）
保育園若しくは子ども園の拡充
・子育て世代が増えないと鎌倉の高齢化に歯止めはかかりません。働く父母が安心して預けれる保育所
の増加。増員により、働く子育て世帯の定住を望めるのではないでしょうか。

558 子どもが遊ぶ場所が少ない。保育所が少ない。大至急作ることが大事だと思う。

559
「子育てしやすいまち」とは「人が人として生活しやすい町」。一人一人が安心して生活できるようになれ
ば、廻りの人々に暖かい心遣いができるのではないかと思います。①子育て支援、②公立保育園、③学
童保育、④公園の整備の順位で、母親支援が育てやすいまちの一歩かな？

560 高齢者などにも、子育てをヘルプしていただくコミュニティづくり。

561

小さい頃は家庭単位で、そして小学生くらいになったら、地域で子どもを助け育てていくのがいいのでは
と思っています。そのためには男性側の理解が必要だと思います。どの世代の人もまだまだ子どもは女
性が育てるものと考えている人が多いです。会社の仕組みもそうですし、本人の自覚もまだ甘いと思いま
す。社会でそういう問題を真剣に考えていく機会が増えていけばいいのにと思います。
それとは別で・・・小さい子どもが３人いるのですが、買い物一つ満足にできません。鎌倉には、魅力的な
所が多いので、ぶらっとしてみたくなる時があります。駅の近くに子どもを預けられる保育所みたいなとこ
ろがあればいいのに・・・と思うことはあります。数年我慢すればいい話ですけど・・・
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562
・保育園の充実
・公園の確保

563

支援策はとても充実していると思う。それを利用するかどうかは本人にまかされている。
ただし、医療費をもっと負担軽減してほしい。所得制限があり、入院費・通院費とも支払っている。
また、小児慢性疾患は一生涯続くと思われるが、給付金は20歳までしか支払われない。その後の人生は
否定されている。どこかの行政や政府の横並びの政策をとるのではなく、鎌倉市独自の子育て支援、特
に弱者とされる者たちに対して思い切った決断をしてほしい。未来を担う子どもたちをどこよりも大切にす
る鎌倉市になってほしい。

564 子育て支援策の“一層の充実”を宜しくお願いいたします。

565 鎌倉は東京等にくらべ、子育てしやすいのでは。

566
交通、交通機関の整備
問31（子育て相談支援、保育園整備、小児医療費助成など）の充実をさせる事

567

私は鎌倉に45年住んでいます。ここで育ち、結婚し、子どもが生まれました。住まいも３ヶ所移りました。
現在は新しい自治会に属しています。新しい自治会だと市民まつり、市民運動会には公式に参加できま
せん。仲間に入れてもらえないということです。差別でもあり、同じ税金も払っている市民なのに恩恵を受
けにくくなっています。当然子どもにも間接的には差別されていると感じると思います。大人の差別をなく
していただきたい。

568

・公園のさらなる充実
・中学卒業までの医療費助成
・総合病院の充実
・裏道の歩行者道の充実、整備

569
私には子どもはいないが、医療費の補助が鎌倉市では少ないのでは？東京は中学生まで無料の区もあ
るとききますが・・・

570
保育所、幼稚園の充実
玉縄地区にも小公園があるが、日常的な手入れがなされておらず、入りにくい所も多い。

571

・保育園代を安く。
・保育園、学童を遅い時間まで開けていただく。
・隣人、隣家とのコミュニケーション
・子ども会等、地域の集まりを活発化

572

・大きな公園を増やしてほしい。
・公民館のような施設をもっと作ってほしい。
・福祉センターの発達支援室を大船地区にも作ってほしい。（現在、子どもが通っていますが、毎回、バ
ス、電車に乗って行くのは大変です。）
・幼稚園を増やしてほしい。

573 地域で子ども達を育てる環境づくりの促進。

574
「ボール遊び禁止」等大人の都合で、公園のルールが決まっている。子どもの遊び場がない。表面上、公
園はあるが。

近のマンションは公園があるが、市や企業の遊休地を子どもに開放するべきではないか。

575

公園
　近所の公園のリニューアルで、子どもの遊具が減り、高齢者用に追加がありましたが、こうした取組に
は賛成できかねます。
保育園
　待機児童が多いのでは。
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576
産院・小児科・保育所の充実と市内での女性雇用の拡大。
働く場所が遠いと子どもの病気などの時や残業に支障が出てしまい、なかなか、安心して子育てと仕事
の両立ができない。

577 子育てしやすい？支援とか？そもそも街づくりに子どもだけが焦点は変と思う。

578 もっと明るい公園を。作りすぎてないもので。

579
子世代に聞くと、第二子が欲しい時、第一子を保育園に入れるか、幼稚園に入れるか、ひどく迷っていま
す。働きたいが、第二子が生まれるときは、第一子を保育園で預ける訳にはいかなくなるという理由。ぜ
ひ、仕事も子育てもスムースにできるやり方をつくって下さい。

580
行政以前の問題が多数あります。子どもの友人家庭など家の前で遊んでいた時（夏休みの午前中）、近
隣住民の方より無記名の手紙がポストに入っていて「子どもがうるさい」という内容だったそうです。こう
いった話を聞くといくら公園や道路を整備しても外で遊ばせづらくなります。
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《教育環境についての意見》

番号 意見

1 小学校の質的、量的の充実

2

教育格差という言葉は、お金のある人は私学でしっかりした教育を受け、塾で学力をつけ、いい大学へ行
く、という考えから出ているが、公立でしっかりした学力を身につけ、公立でも十分対応できる教育がうけ
られていれば普通に通用する人間になる筈である。社会に出てどういうことをしたいかということを考えら
れるような教育を公立でもしてほしい。

3
教育施設の充実
鎌倉市在住の人材活用

4 平日は都市で仕事をしているので、夜２０：００や土日の市民講座があるとよいと思います。

5 図書館の蔵書を増やす。

6 有能な教育者の育成

7
なんども討論し、ようやく図書館の木、金がPM７：００になりうれしく思う。都内はPM８：００（月－金）まで実
施している。現役で活躍している時はまったく図書館、体育館を使用したことはない。文化都市と云うわり
には蔵書の貧弱さには、仲間に恥ずかしくて云えない。

8 図書館の自習室を利用しやすくする。時間の延長や環境の整備

9
親の教育意識
学校教育への理解

10
大規模公園の整備（子どもを安心して遊ばせることのできるもの）。
現在の鎌倉市の公園整備は自然公園が中心であり、明らかに中高年代のみを対象にしている（青少年
が活動できる公園を）

11
事故、事件の予防（パトロール）
安心できる町づくり

12 図書館の充実

13
市立小、中学校の教員の増員
塾等に行っていない子どものために、放課後にボランティア等を入れて補習教室を行う
私立大学（学部だけでも）、私立中、高、両学校の誘致

14

まず一つ。本形式のアンケートは書きづらいです。（ホッチキスの止め方）
大きい図書館が欲しい。
市がやる子ども向けの習い事（習字、ペン字、剣道、柔道など）。不況で習い事を出来ない子どもが多い
から。子どもに塾以外の習い事をさせるチャンスを。
市が子どもの教育環境を整える為に何を取り組んでいるのかをもっとアピールして欲しい。市が何をやっ
てるのか全く伝わってこない。例えば皆が見るバスや電車の中にこんな事やってますとかこういう制度が
ありますと。HPじゃ誰も見ません。

15 図書館の整備をのぞみます。児童書すくなすぎます。

16 子ども会が活発

17

学級崩壊さえ防げればよいと思う。そのためには教師の質に注意を払うことも大切だが、それよりも家庭
に目をむけるべき。家庭が穏やかであれば、子どもも落ちついた性格になるはず。
普通の主婦が問３３に書いたような制度でリフレッシュする時間を得たり、共働きの家庭の子が放課後に
楽しく過ごせることが大切。子ども向けのカルチャー、スポーツ教室があってもよいかもしれない。

18
すべて愛
すべて親。親の生き方がすべて
税金を上手に使ってほしいのみの２０１０年です。
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19 教師の質向上

20 教職員のレベル向上

21
鎌倉市には陸上競技場がなく、市内の中学生は移動の足代等、負担が大きい。
是非、野村総研の跡地を若者の為の施設にして頂きたい。

22
１　図書館等の蔵書の質量のレベルアップ（鎌倉は恵まれた方だとは思いますが）
２　初等教育の教師のレベルアップ

23 保護者や市の職員によるボランティアで、子ども達の登下校時の安全を守る

24 歩道の整備

25
地域の大人達がみんなで見守っているよ！という様な感じで、子ども達に接する事が出来たらと思いま
す。
図書館なども、もっと魅力のある何度も行きたくなる様な内容。何か無いかなと思います

26 おもいつきません…

27
鎌倉女子大学には鎌倉在住の人間が勉強したいというような学部学科がなく、 っと幅広い学部をもっ
た大学のゆう地が必要である。

28
駅から公、私立学校への安心、安全なゆったりした通学路を確保すること。（街灯なども少なく治安への
配慮も必要）

29 特にわからない

30 子育て支援の充実

31 誰もが教育を受けられる社会福祉などの支援策

32
市内の小、中、高、大学等と連携して市民と一緒に参加できるイベントや講座などを企画する。
図書館を充実させる。

33

身近に遊べる環境。構えてではなく、いつも自然を感じられる（通学路にドングリが落ちているとか）緑地
保全。心を育てる町にしなければ、学ぶ意欲も育まれないと思います。
ハコ物ではなく子どもが自分で考えて時間を過ごせるしくみが一番大事では？
学校開放で思ったのは先生の質がかなり低下しています。生徒を見てないし、自分の考えだけで進めて
います。もっと先生の質を上げて欲しいし、時間が無いのであれば補助人員を入れて欲しい。

34 遊び場として学校施設の開放

35
治安対策
遊び場所（広場　運動場等）の整備
保育園の整備

36

公立小にプールがあったらいいと思います。
緑、公園
歩道の整備
熱心な先生

37 教員指導者の充実レベルUP

38 子どもを鍵っ子にしない家庭

39

この地域ではボランティアのパトロールや人々も子どもに対する声かけ等、気持ちよい暮らしが営まれて
います。金銭的な支援よりも、（子育てを終えた世代は、国や県に頼らず自己責任で育てて参りました、
少子化で若い世代が少ないのは解りますが）精神的な支えの方が大切であるし、その様な環境を作る事
と思います。（老人～子どもが隔て無く集えて影響し合える機会や場所）
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40
保育園、学校の職員数を増やすことが必要ではないですか。教員数の規定があるのはわかりますが、臨
時的非常勤職員などを増やせないでしょうか。現実は人がたりなくて、やりたいサービスができない状態
です。

41 安全な中学

42
幼稚園児でも子どものみで遊べる空間を作る事。その空間を老人がなにげなく、見守ってあげる空間も
その近くに作る。その空間は樹木に囲まれ地面は主に土であること。自然が感じられる空間。老人が自
由に花を植えられ、個々に管理する。そうじもする。

43
小・中学校の連携
公立中学校の学力向上のためのプログラム（放課後の学習、休日の補習など）

44 行政と教育の場の協力と理解

45

行政たのみにするのではなく、市民一人一人のモラルが一番大事であると思う。
鎌倉という妙なプライドも良し悪し。私の住んでいる所もご近所は高齢者の単独世界が多い。若い世代
は便利な地域移住してしまう。変なプライドは捨てて“人が住む地域”として利便性を高めることも必要。
“年寄りには優しいが子どもには厳しい街”になってしまう。

46
図書館の充実（本館はかなり老朽化）
学校設備の充実
鎌倉ならではの、課外活動やボランティアのメニューを用意

47
公立学校の職員（先生）は只ちに日教組から脱退させるべきである。ゆとり教育なんて「変な教育」方針
を止めるべきである。

48 安全・・・地域内でのコミュニケーション

49
図書館の更なる充実
博物館、美術館の無料化

50

子どもは家族だけのものだけでなく、社会全体で見守れる様な雰囲気が大切だと思います。大人達が
昔々の人々の様に他人の事を思いやる本当の大人として成熟してゆくべきだと思います。自分の事だけ
で精一杯な時代で仕方の無いことかもしれませんが。
過保護な人間が増えているので、自立の出来た人になる為にも（自分も含めて）広い視野で育っていけ
る様にしたいと思います。それでも全体主義的にならない程度に。

51
塾に行くより老人の講座で、子ども達に教える事は沢山ある。地域で活発な活用をした方によい。学校の
先生が若い人だけに片寄っているより、老人力を使ったらと思うが。

52
大人の教育　例えばよく目にする子どもを連れた親や祖父母が、電車などで幼稚園に入ったかどうかの
子どもにも座席を一つ確保していたり、横向き座りで2人で3人分使っている大人が近頃目立ちます、まず
大人の教育しませんと

53
１　自然や緑を大事にすること。
２　開発をしようして自然破かいしないこと

54

図書館の内容の充実（新本をもっと多く）
外国青少年との交流
鎌倉の歴史にもっと深く交流できる様にする
体育館の整備

55 図書館

56 第一に防犯対策を強化して、安心して勉強できるようにする
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57

学園都市にでもすれば？
質問が具体的でないので書きようがない。
生涯学習施設について、鎌倉は郷土芸能が豊富なので紹介や体験を出来る様にしてみる。
市の体育館の設備拡充（藤沢の秩父宮見てみな）。
学校や子どもの学習について、現行の学校数で充分なのではないか？親が教えない事が多く感じる。
※何があれば環境が良い、なにがないから環境が悪いと言う事にも疑問が有る。

58

１　道（公道）の整備
２　公共交通機関の充実
３　学校施設の充実
４　学級定数の減
５　教師数の増（市費を使っても）

59

やっぱり人のふれあい。たくさんいる老人を利用して何とか子ども達に色んな歴史の事も含め知って欲し
い。（遊び方、人との接し方など数多くの人達に出会う事は良い事、大人だって隣の人の名も知らない様
な状態、アパート単位、マンション単位、自治会単位でもっともっと活発にふれあいたい。）
お祭り、運動会、ボランティア活動

60
利用できる交通機関が限られているので、循環バスを使って公共施設、学校、公園、病院等を訪れること
ができるようにしてもらいたい。

61
人と人との輪
人と人とのつながり

62 団塊の世代の活用

63
教育環境を整える施策の前に、若年層の転出数の増加、転入数の減少に対する策を講じる方が先なの
では？と思います。結婚、出産という時に、私は、鎌倉に籍を置きたいという考えはなく他市に住居を持
ちました。

64 図書館

65
図書館等の施設の整備が必要
大船に住んでいるが、図書館は横浜市栄区のものを利用している状況

66 人格的に、知的に優秀な人材（教師）の採用と育成

67 平等に学ぶことができる環境（塾に通わなくても学校で学べるなど）

68
１　コンビニの深夜営業を規制する
２　学童の縦割り構成で楽しめる広場・施設作り
３　学校の地域への開放、利用を検討

69
図書館の充実が必要。
鎌倉の山々をハイキングしたり、気軽に自然とふれあう活動を増やす。

70
地域との関係を密にし、親だけで育てる社会ではなく、地域が育てるという教育を進めた方が現在の子ど
も達の心の教育が出来ると思う。
義務教育の中に英語という教科を増やすべきと思う（中学生からではなく、小学生から＜低学年＞）。

71

教育環境というと何かと直ぐにお答えが難しいですが矢張り、緑が多くて自然に触れ合うことかと思いま
す。わが子も三人いますがゲーム機で遊ぶことがおおくて困っています。一概にゲームが悪いわけでも
ないですが、人間形成ができて教育環境もついてくるものと思います。たまたま経営企画課の方々が選
んで下さいましたが、この様な声はきっと私だけではないと思います。広報を見て・・・・というのではなく座
談会形式　車座のようなものがあればもっと多くのいろいろな意見交換会ができると思います。母の力は
大きいです。これをクレームというのではなくてより良いものにしたいので是非行政と市民が力を合わせ
て子育てをして頂きたいです。よろしくお願いします。
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72
児童、生徒の気持ちを大切にする先生の存在
悪いことをきちんと指摘して、正すことのできる大人の存在

73 不明

74 保育所の増加

75 市政及び住民、大人の社会がまとまっていることが子どもの手本となる。

76 助け合い、思いやり、安全で安心な環境

77
心身の健康のためには勉学だけではなく自然と大いに触れあうことが大切。鎌倉には幸いにも山も海も
あるのだからもっと子ども達が気軽に安全に自然に親しむことができるようにすることが必要だと思う。休
日にさえも子どもの姿すら見かけないというのはありえない。

78
市内小、中学校の運動場（グランド）は全て芝生にする。
思い切って体を動かす場所と環境を考慮することとその維持管理で雇用が創設できるのでは？

79 図書館の充実

80

相談支援の充実
各学校の支援級設置、支援員の充実
小学校のクラスで少しフォローが必要な子がいても支援員が少なかったり、自校に支援級がないと、近く
の学校までいかないといけなく負担が大きい（午後から抜けてとか）（その本人にとっても他のクラスメイト
にとっても）。また、もともと学区に支援級の学校がなく仕方なく遠方に通学する人もいる。親の負担がか
なり大きいときく。ただでさえフォローが必要な子育てなのに親の負担に甘えている様な義務教育なら、
親側としても学区の学校で教育をうける権利があって当然だと思う。お金がかかるからなかなか設置でき
ないという理由はおかしい。当然設置すべきものを設置してないだけなのだから。

81 公園、保育所が必要です。

82

子どもの文化活動をしっかりすること。上にも書きましたが書道展や美術展、子どもによる音楽の発展の
機会など、学校での成果の発表の場が大いに子どものやる気、意欲、発見などに役立つと考えます。
近は学校の授業時間が増えたり、英語が小学校に入ってきたりしているようです。小学校は音楽の専門
の方が音楽を教えられていて大変よいことだと思います。時間数が増えた分だけ教員を増やして指導が
ゆきとどくようにすることも必要かと思います。英語も専門の方の指導がよいと思います。
子どもの遊び場の確保も必要だと思います。

83
塾や私学依存からの脱却
学校だけでなく地域社会で子どもの教育に取り組む仕組み作り
治安の強化

84 地域ごとに図書館、広場の設備の充実を望みます。

85 教育は家庭における問題、他より与えるものではないと思う。

86
学校の増加
図書館の充実
教員の質の向上

87
教員、保育者の専門性
養育者の教育に関する学びの場の提供

88

学校環境は囲りに良い環境を作ること
幼児教育に少し力を入れて欲しい
芸術関係にも目を向けてこれからのびる人材を助成できる環境
周りで暖かく見守る意識が欲しい
年に関係なく鎌倉の人は文化に高い意識があり音楽会一つでもいいものを、教育は若い人だけのもので
はないと云う事を云っておきたい

89 身近に子ども達が自分で行ける小さな文庫があるといいと思う。
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90

他県から8年前に引越してきたのですが、鎌倉市は「地域と学校の連携」を唱えて、学校行事や授業に保
護者の参加を求めすぎていると思います。確かに小学生の家庭科や図工などは、保護者の協力があっ
た方が安全です。ですが、作業に大人が加わりすぎると、子どもは自分で考えて行動することが出来ま
せん。調理実習などお母さん達がほとんど全部やってしまって子どもの学習になっていませんでした。大
人の過剰な介入は、子どもの自主性を奪います。学校は保護者に頼りすぎず、子どもの自主性を尊重し
て下さい。

91
教育環境を整備するのは当然の事で市内の環境破壊を止めるべき。（山地の崖を宅地造成等）
法的に困難なのは理解出来るが何の為の法なのか？
必要なら国レベル、県レベルの立法を心掛けるべき。

92
無理な話だとは思うけど、周りの大人の温かい目、色々な事情があるから年中子どもがうるさいと困るけ
ど。のびのびと遊べる施設など。楽しく遊べる場所があれば、ゲームや家で遊ぶ事も少なくなると思う。

93
習い事をするのに藤沢まで行っています。市内それもバス一本や自転車で行ける範囲の中に子どもの
習い事があれば嬉しい。

94
小中学生の減少に伴う学校の再整備と、教員の質の向上と、教師と父母の対話と議論の場を作ること。
日教組の役割は終わったと考えて新しい時代の教育の養成と資格のcheckをすべきだ。

95
図書館の充実が必要だと思う。
成人向けの教育にも注力し市民講座などを実施すべき。

96
図書館の運営及び充足は根本から考え直し、フィンランド（特にヘルシンキ市）の様な運営方法を研究
し、鎌倉の土壌に合った相応の施設と経営を導入。

97 学校に子ども達の相談相手になるような人が常駐されているとよいと思う

98 町の人の子どもへの声かけ。マナー等まわりの大人達もさりげなく教えてあげるようにしたい。

99 子どもの教育に対し、しっかりとした信念を持った教師を揃えること。

100
学習塾の乱立必要なし
駐車場の完備
商店街の存続、昔からの商店が変わって来た（外から業者が増えすぎ）

101
昔（２０～３０手前位）の授業が必要
ゆとり教育ではダメ

102

地域のつながりを強くする。（地域力の活用）
学校→地域　かかわりを多くし子どもに生活力をつけさせる　生活と学習を関連づけさせる　。
地域が教育に貢献していけば、鎌倉市の教育にフォーカス（特徴あるものとして）があたり、教育に関心
の高い人達が住み、更に教育が底上げされると思う。

103 平等、平等って競争させないのがおかしいです。

104
質の高い教師
地域の協力

105 分からない。学校の本を増やしたり、パソコンを増やしてあげるのはいいのでは？

106 何と云っても市長初め市職員全員が一人一人がやる気を起こして頑張って下さい。

107
中央図書館の建替えを含めたリニューアル
公民館などを活用した学童保育や子ども図書館の設置
公立小中学校の教育水準の確保

108 自身のまち鎌倉を良く知れば今のままで特に必要はないかと思います。
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109
各地域でコミュニケーションのとれるまちづくりにすること。市立小中学校の教師の質、意識の向上。サラ
リーマン化している教師があまりにも多すぎる。子どもの教育にはお金をかけるべき。それこそが、鎌倉
の文化的質の向上につながると考えます。

110

鎌倉市には外国人の観光客が多く訪れますが、子どもも大人もなかなか外国人と接する機会がありませ
んので、英会話に力を入れ、子どもガイドなどすれば、外国の方にも喜ばれるし子どもも自信がつくと思
います。
小学校は少人数制のクラスだと良いと思います。
幼、小、中学校と老人ホームや高齢の方を交流できるようにするとよい。（子どもたちに料理を教えてくれ
たり、編みものなどを一緒できても楽しそうです）
電灯がなく暗い場所も有るので日が短い冬は心配です。もっと電灯を増やしてほしいです。

111 わかりません。（教育環境の意味が、どの範囲なのか不明です。）

112
公立学校に地域の力を導入し、子ども達に父兄や教師以外の尊敬に値する大人への接点を増やしてい
く必要があると思います。

113

教育問題については免許更新制の是非、教育免許取得6年制、教育実習期間1年等々、私の出身大学
の教員経験者の会議でも毎年議題になっています。来月にも教育懇談会に出席の予定です。ところで教
育環境の整ったまちにするには何が必要だとおたずねですが、私は地元出身の教育経験者として次の
ように考えます。私も県、市の教育行政経験がありますが、ものより人にその重点を置く必要がありま
す。教員採用については地方出身者を一切取らない（東京都、神奈川県等のやり方はまちがい）地元生
まれの地元育ちを優先して採用する。大学が気がつかない、行政が気がつかないことを身を持って体験
してきている貴重な人材なのです。 初に申し上げた３つの課題のうちひとつめは一言無駄　ふたつめ
は6年間では先生になる人が絞られて優秀な人材が集まらない、育たない。唯一納得できるのは実習1
年間のみです。これもべったり1年間というより1学期2学期3学期の大切な学校教育の中心課題を体験で
きる機会が多く与えられる、苦しいけれども有意義な実習が必要である。もちろん大学へも随時戻れる実
習であるべきです。つまり大学が一方的に現場にお願いする教育実習ではなく、市役所が（市教育委員
会ではなく）市長直属の教育実習生派遣プロジェクトチームが必要であると進言したいと思います。文部
科学省、県教育委員会、市教育委員会、PTA組織　教職員組合の関与した今までの教員環境の整備の
仕方は、65年間誤りだらけでなんの成果もあがってきませんでした。正にものより人の時代に入りまし
た。校長、教頭の天下りも教育環境が整備されない原因です。PTAは即刻廃止、在学生の親だけでなく
地域の保護者会があればよい。校長、教頭、教員は含まない組織が必要であると思います。

114 子どもひとりひとりに対して幼稚園（保育園）から小学校、小学校から中学校への引継ぎの徹底

115 学習センターの充実

116

外燈の数と統一を両面で充実してほしい
通学路に対する徹底化（明確な標識、交通規制等）
R１３４を中心とした暴走行為の取り締まりの工夫
HPばかりに頼らないで鎌倉らしい掲示板（大型ディスプレー）を要所要所に設置して、市民の公有意識を
得られるような場を作ってほしい（それらに教育のことも広報して）

117

今はほとんど二世代同居をしなくなりました。そのせいか若い世代の親が子どもを叱らなくなりました。子
どもが平気で親に対して「バカ」とか乱暴なことばを言ってもたしなめない。親を親とも思ってない言動が
多すぎます。友だち感覚がいいと思っているようですが、しつけがなっていない。「学校」というスペースを
利用して何かコミュニケーションを持てたらよいと思います。このままですと親子関係が崩壊してしまいま
す。

118
自然を残すことにより子どもたちが植物や虫などの生き物と触れ合う機会を作ることが必要
学校で使える教育予算の増額

119 子どもがもう少し集中できるような環境が必要だと思います。

120
各校でのプールの設置
小学校３校＋中学校１校の共有プールでは満足のいく水泳学習は受けられないと思う。
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121

問３３に続いているが、
確かに子どもの遊び場が少ない。只やたらに整備されたものが子どもにとってよいかといえばそれも疑
問である。創造力を育むものがあってもよいのでは。ハイランドの中にある大きな公園、何もない芝の
山、あれは子どもが自分から遊びをつくり出すのではないか。もう一つ提案は我が家の近くにある護良親
王墓の前の広場。前後を時間を限り、車をストップさせ子どもを遊ばせてやりたい。
もう一つは街にあった授業。鎌倉は何故東京、横須賀に近いのに戦災から逃れられたのか。一人のアメ
リカ人が「歴史的にある鎌倉を守れ」の一声からである。これも歴史にあった授業をしっかりしたらどうか
という提案。

122

小学校について
地域とふれあい学校が地域に開かれいる姿勢は感じている。が、その分子どもの学習時間が不足してい
るように思える。体験ももちろん大事だが、教科に対するじっくりした取りくみも必要であり、先生方が行事
にかかわる用事で忙しく、勉強その他子どもたちへの対応が不充分ということにならないようお願いした
い。つまり公教育をもう少し教科重視に。体験が増えても、じっくりしたふり返りの時間がとれないのなら
単なるひまつぶしに終わる

123 すぐれた教師を育成することが第一に。

124

鎌倉図書館をもっと利用しやすく。（道幅が狭くPもなく混乱している、図書館がこの有様では困る）
観光地として環境を整えること
車道にまで広がる歩け歩けの大行列１００人くらいに自転車、オートバイ、乱立する電信柱…、宅配便や
生協のトラックが狭い道路に停車し渋滞が慢性化している。

125 ３３と同　都心で働く夫婦も増えていると思うが教育状況（幼児教育）が整っていない。

126 環境を整えても本人のやる気がなければ意味がありません。

127 住民税を安くする

128 ただ先生をふやすのではなく良い教育者をそだてて下さい。

129

大人の意識改革です。
小学校・中学校の先生は公務員にせず、企業から募集したらどうか。社会経験なく「先生」になるのは現
在は難しい。選挙権を変える。５人に１人が高齢者なので、今のままでは、教育や子育てに対する意識
のある人がえらばれにくい。高齢者中心の社会ではなく、２０～４０代中心の社会になるように１８才から
市議会選に選挙権を与えたり、小中学校に子どもが在籍してる家庭には１つ多めに権利を与えたりな
ど。

130 図書館の充実。もっと増やしてほしい

131
岩瀬地区に住んでいますが、砂押川沿い特に砂押川交差点に行くまでの途中が車道のみで、いつまで
たっても改善計画が進まないのが不思議です。死亡事故もあるので早く行ってほしいです。そういう面で
安全な道の整備が遅れていると思います。

132
中学校の給食化
放課後の校庭開放

133

図書館、書店の充実が必要。上記どちらも市内のものは規模、質（特に理工系）ともに悪いと感じる。都
内と比較というわけにはいかないかもしてないが、例えば北海道の函館市の図書館は整っていると思う。
書店は専門書を購入する時は藤沢or都内まで行かなければならない、文化度を上げる（保つ）には上記
の充実は必須！

134
教員の給与を減らす。
公務員も同じであるが、他より収入がよくなると保守的になる。
貧乏にして努力させるのがよい。

135
環境というより先生の質
教える側に今の世の中制約が多すぎるのでは！

136 観光より教育を重視すること。教育を優遇する政策を行うよう国に要求してゆくこと

137 自然と学べる場所（色々な知識が得られる）
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138
総合美術館があったらよいと思います。鎌倉には芸術館はありますが、絵画等を常設又は企画展でいつ
でも楽しんだり接する場がなく、とても文化都市とはいえないのではと思います。

139
公園を増やす。
街灯（細い道）を増やす。子どもの登下校、塾通いが現状では難しい。道が暗すぎる
原付バイクの時間規制AM７：00－９：００、PM３：００－７：００は通行禁止に！！（生活道路）

140 公園を増やして欲しい。

141

市町村レベルの問題ではないかと思いますが、「ゆとり教育」に問題があると感じています。小中学校で
の対策が望ましいですが、鎌倉市としての対策が打てると良いと感じます。また、玉縄地区は市のはず
れにあることから、せっかくの古都を感じることが少ないのだと思います。小学校授業の一環として、文化
に触れることがより地元意識が沸くのではないでしょうか？

142
学校の耐震化は進んでいるのでしょうか？
子ども、大人などいろいろな年齢を対象にした学習をする講座、教養を高める講座、絵画、コンサートや
演劇など催しをする場所を整えたりすることが必要

143 真心を持った教育指導者

144 問３３の回答を実現し子どもの数を増やすことが必要だと思います。

145
子どもが安心して歩いたり自転車にのれる広い歩道をつくるべき
自転車があぶないのではなく道がせますぎる

146
親子がそろって何かを勉強して、結果が目に見えるような形にできるセミナーとか体験会とかあったら楽
しく勉強するのではないでしょうか？←という場所を提供する事。

147
必要のないマンションを建てない。
山を切り崩さない。
自然と共に成長できる都市になること。

148
３５人学級の実現
鎌倉の歴史、伝統、文化などを学ぶ特色ある教育活動の実現

149
分別ある老人がたくさん何もせず遊んでいる。
この人達をもっと活用して教育の仕事に向けていくよう切に希望する。

150 小中学校の施設の充実と教師の質の向上

151
他の市の図書館に比べ本や１６ｍｍフィルム、ＤＶＤが極端に少いと感じております。図書館の本を増や
し、子ども達の知恵や知識を広めてあげたいと思っていますので図書館に援助をお願い致します。

152
細いながらも交通量の多い道路が多いと思うので、可能な限り歩道の整備をしていただけたらと思いま
す。

153
先ずは教師の質の向上。そして子ども達にしっかり学習の基礎となる物を教える。
小学校での授業の充実。授業時間の減少や子ども達の集中力の欠如からか、学力が充分に身について
いない事を認識させられています。

154
小学校の成績表の評価について“できる”と“もう少し”の２段階では、まるっきりわからない。もう少し現実
をはっきり教えてほしい（ここに書くべき内容ではないと思いますが、すみません）。

155 私立も公立も同じ教育内容（塾にいかなくて済む教育内容）

156
外部からのサポート
リタイアした人達の参加（ボランティア含めて）

157 パチンコ屋をなくしてほしい。大船には多すぎてバクチの町になりそう。
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158 子どもが走り回れる場所がもっと身近にあり、自らが見て触れてという場所がもっとあればと思います。

159
１．中、高一貫校の整備
２．図書館の増設

160

やはりこれは「良い教師」が必要だと思います。「良い教師」を養成するには何が必要でしょう。もちろん
「良い教師」を育てることのできる大学です。これは鎌倉市だけの問題ではありません。そして更に卒後
教育（教師のための）も必要でしょう。入学試験対策のためだけではこれも不十分ですね。教育とは何で
あるかを理解している教師を育てることが重要だと思います。

161 夏場の海岸は 悪！あの姿を見たら、世界遺産は無理！

162
英語を母国語とする人の、英語教師助手としての各校での活用。
観光客の道案内をする、生徒による実習。

163
教員の質の向上
学校におけるパソコン等時代に即応した整備
携帯電話等利用した市内の安全確保

164
仲良く遊べる環境
学ぶことへの意欲を刺激する行事
図書館、学習室の充実

165
充実した図書館が欲しいと思う（設備のととのった）
EX．個別自習出来るスペースなど

166
特にいらない。今のままで充分。
家庭で行えば良いので税金を使うべきではない。

167
教育は家庭における問題、他より与えるものではないと思う。経済的にめぐまれている人とそうでない人
との差があると思うのでそういう差を無くした方が良いと思います。

168

前述しましたが、他の市と比べ見習うべきところは見習って改善して欲しいです。
小学校の成績表の二段階評価、中学生・高学年になってからも変わらずびっくりした。あれでは全く我子
の成績がわかりません。川崎市の友人に同学年の成績表を見せて頂き差におどろきました。自然と歴史
以外見習うべきところがたくさんあります。鎌倉市の先生は成績表作成に関して楽だとと思います。中学
受験の塾に行かないと成績がわからないのはいかがなものかと思います。

169

鎌倉地区はリタイア世代が急増しているように感じられます。この世代は教育もあり健康な方が多いの
で、この層を子ども（高校生を含む）達の教育現場に教師の補助戦力として投入してはいかがでしょう
か。ボランティアを募るのも一方法ですが、きちんとした成果を上げるためには若干の謝礼を払うやり方
が望ましいと思料。

170

街の色彩統一
電灯線を地下配電
街路樹
これで美しい街になります。

171 学校の改革・・・少人数制、教師のレベルアップ

172

各学校、幼稚園、保育園など、そこに通わせている人しかそこで行われている行事や教育方針を知る機
会があまりない。もっと地元に住む人達にも、また同じ市内に住む人達にも、幅広く学校だよりや園だより
などが読む機会があれば今の先生達の努力や思い、生徒達の活動がもっと身近に感じられ、「教育環境
なんて自分達には関係ない」と思っている人達を少しでも取りこんでいく努力が必要なのでは。
高齢者が多い町にしては子育てには温かいというより冷めた距離感を感じる。

173
自然と調和して全体を考えることが望ましい
机上のみのテキスト講習では×
現状をしる。
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174 塾に任せる教育ではなく、学校でしっかり勉強させてほしい。

175

体を動かして遊べる（広大な）自然
　子どもは外で遊ぶべき。少しくらいの怪我で大騒ぎする親の説得が大変かも知れないが、自然に触れ
て遊ぶのは様々な感覚や感情、発見、謙虚心、自然を愛で尊う気持ちを育むと思います。
携帯電話　原則禁止化
　バーチャルの世界でなくリアルの実世界の重要性をちゃんと認識する必要があると思います。

176 子どもが老人を大切に思う気持ちを育てる。

177
教員の数と質の向上（お給料UP、課外活動に市民を募って負担削減と質UP）
（土）も休まない。（月）～（土）の授業数と時間も増やす
市内で小→中→高→大学の良さを（鎌倉らしさ）つくる。

178

親の意識
情操教育、躾、モラル、挨拶等家庭での教育が出来ていないとどんな立派な教育設備が整っても良い教
育にはつながらない。
大人が地域ぐるみで関わっていく大切さも必要だと思います。

179

学校では担任以外に授業中にサポートに入る先生を今以上に増やすべき。（現状は少なすぎる）
塾に行かなくても、きちんと授業についていかれる様な指導。
1クラスの人数を少なくする（30人を超えると先生の目も届きづらいと思います）
支援級のない学校では、障害のあるお子さんの事を知る機会が少なすぎると思います。
どの先生も支援級を受けもつ事（1年でも2年でも）により普通級に在籍している「少し支援が必要なお子
さん」への対応の仕方も変わるのではないでしょうか。
平日遊ぶ時間が少ないので土曜日の授業を再開し平日の下校時間を早くしてほしいです。

180 分からない

181
目の前の草もとらない、外ははかない人がいますけど、観光地だから町は美しく路地に花を植えたり、犬
の糞もなくし、安全で安心、子どもの時から親が身をもってすればよくわかる子になると思う。
ゴミのない海もいいけど、いつも海岸がいっぱいです。社会の成員としての子どもの環境教育は大事。

182

無料又は1000円以下位で鑑賞できるコンサートや芸術に触れる機会、場所を多く…。小学区くらいの小
範囲でなら子ども、友達同士で行ける。（上記質問にも関連する）
中、高生のたまり場になりそうな所は大人、警察の目が届くようにする。公園や他でタバコの残りなどを
見つけて吸っている子もいる。買えなくても入手方法はいろいろある！！
通学路にはまだまだ危険な道路がある、歩道ナシ、暗い。
小、中学校の学習レベルが私立に比べてかなり低い、見直すべき。

183

中学校の教師に若い先生が少なく、活気が無く、自分の仕事だけをクリアすれば良い感じに思えた。今
の世の中、教師だから定年まで安定はおかしい　学力の高い子どもを育てるには、先生方も努力して欲
しい。毎年資格試験の更新をするとか・・・　横浜市の以前いた学校では、放課後の時間もとても熱心で、
学校全体が明るい感じがしました。公立だからと言われないような、公立に行きたいと言えるような教え
の場を作って欲しい。教師同士の横のつながりが薄いためでしょうか？お互い刺激し合い、補習クラス等
を作り、子どもに対し熱心な教師を育てて欲しいです。教師どうし無関心だから、ハレンチ（元岩中）教師
が出たりするのではないですか？？

184 学校からの情報公開、オープンスクールの内容充実、教育者の意識向上

185

昔はどこでも空地があれば遊べたがいまは皆囲われていて空地があっても遊べない。
安心して遊べる自然のある公園を身近に。
学校の校庭を一般にも開放して欲しい。空いているのに（だれも使っていないのに）鍵がかかっていて入
れない。
子どもたちにも遊ばせて。
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186

子育てしやすい町と一緒になってしまいますが…
集まれる場所が駅から遠く気軽に行かれない。駅の近くを整備してほしいです。
公園がマンションの付属公園で、小さいものばかり…ボールを使える公園に行くのが遠く、子ども達の遊
ぶ場所が少ない。遊具がありきたりのものばかりで、子ども達の目を輝かせるような魅力的な公園がほと
んどない。あったとしても海の近くとか・・観光客にアピールする場所ばかり…岩瀬に住んでいますが小学
生の子が集合して楽しくみんなで遊べる公園がない（あっても幼児レベル）。近所の皆さんも困っていま
す。
川崎、横浜、藤沢にいつも遅れをとって後をとっている子育て支援策なので、この際画期的に市長が言っ
ていた「中学の給食導入」などやっていただけると、鎌倉市も注目され働く親も助かりわざわざ鎌倉市を
選ぶ若い世代も増えると思います。小さな鎌倉市だからこそできる「やるじゃん鎌倉！！」というところを
みせていただきたいです。

187 道路がせまい！

188 東京都のように児童館を作る

189
家庭の教育力をアップできるように大人むけの講演会や情報を子育て世代向けに多くする。そのことが
教育環境アップにつながると思う。

190
まずは市民の一人ひとりがゴミを減らすことや、町を汚さないように心がけ、行動することが必要だと思
う。そのようなことを呼びかけ、それでも何の変化がない場合は何かしら規制をかけるなどをした方が良
いと思う。

191
幼稚園を増やす
市立中学校完全給食化

192
上記同様、シルバー世代の活用が必要。
学業、スポーツ等広く経験豊富な人材が多数いるはずなので、若い家庭、学校の教育への協力体制、シ
ステムを早急に創るべきでしょう。

193
安全性
子どもたちが校外実習などできる環境
文化

194
治安をよくする。
夜中、バイクが高音をたてて走り回ったり環境がよくない。

195
子どもの遊び場を確保すること。昔は野山で遊ぶことが出来たが、治安の悪化のため、現在は難しい。
公園の充実は必要不可欠。

196
歩道の確保
駅前のちょっとした場所にベンチと緑

197 親（保護者）地域社会、行政、教育機関のしっかりとした連けいと実行力

198

小、中学生が気兼ねなく遊べる・運動する場所の設置。どこの広場もボール遊びが不可となっている。
鎌倉市にはまともな運動施設がない（笛田公園も深沢多目的も雨天の後は使用不可になる）。
学校の外トイレも古くつまり清潔とはいえず、子どもがきれいに使用しようという気はならないと思う。
小学校の通知表が2段階評価でいいのでしょうか？
一クラス40名でなく、もう少し減らして、よりきめ細かい教育を。
教師の確保

199

鎌倉駅周辺にはパチンコ、ゲーム店を作らない・作れない、とても良いことです。大船駅東口は一等地に
パチンコ、ゲーム飲食店が立ち並ぶ。夜の町の事は私は知らないが、昼間と違ってとてもこわい気がす
る。鎌倉芸術館ができて明るくなった。派手にしなければ仕事が出きないのかとも思う。品のある街。環
境の整ったまちにしたいです。　ごめんなさいそういう所で仕事をする方

200 道路が狭いのにはとても困る

201 1クラス少人数制

202 公立学校教育の充実
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203 もっと魅力的な図書館があればいいと思います。

204
上記のように「心にゆとりを持てる場の充実」が教育環境に対しても実を結ぶと思います。
自転車よりも車が多いのは道もせまく、自転車置き場もないからでは？と思います。

205

経済的負担が大きくならない様にする事
子どもが楽しく学べるテーマ性の有る施設の拡充（但し不必要な大型建物ではない）
画一的でない個人の個性を伸ばす教育
指導者のレベルアップと保護者のレベルアップ。家庭内教育が出来る事と信頼関係の構築（モンスター
ペアレントなど論外）

206
これも子どもの「安全、安心」が第一だと考えます。
問３３～の答えと同じで当たりまえのことを当たりまえとして、毎日、整備に努めるようにしてください。
特に「整っ」ていない、とは思っていませんが・・・。

207
学校の施設が古いままで、汚い所が目立つ
（公立）図書館は常時７時頃まで開けていてほしい
図書の内容を充実してほしい（旅行案内等、１０年以上前の資料では役に立たない事が多い）

208
中学校での給食実施。
グラウンドが少ない。

209 図書館、体育館を増やしてほしい。

210
このようなアンケートをもっと具体化し、市民の意見を聞くといいと思います。
これでは、あまりに抽象的すぎるアンケートのように思います。何も解決しないように思います。

211
学区整備（近い学校に行ける制度作り）
家から近いところにあっても、学区で決められた遠い場所への通学を余儀なくされる。

212

・父兄の一言で教育者が態度を変えるのは、いかがなものか？
・若い親はしつけと甘えとがいっしょで、家庭内のしつけをきちんと社会に出てからではおそいのでは？
・親子で公園にあそびに来てもゴミは持ち帰らずそのままにしてしまう事など・・・
・おむつを公園にすてて行くなど・・・

213
団塊の世代の協力、知恵
先生達の心のケア
生徒だけでなく親の教育

214

現在の「まち」は大人に対するものばかりで、子どものためになるようなものは皆無に等しい。
私達の子ども時代のように商店が軒を並べ、私的に普通の会話があり、子どもも含めたコミュニケーショ
ンがあり、レジではなく金銭の受け渡し、お互いが感謝の気持ちを培われていたように思う。従って市もビ
ルばかりでなく、意図的にそのような商店街を造る必要があるのでは・・・

215 子どもの興味も多様化しているので、学校の授業とは別に、それぞれの興味に合わせたスクール（教室）

216
教育とは何をさしますか？
勉強を詰め込むだけでなく、心の豊かな人間づくり
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217

「ゆとり教育」は学力の低下、非行等多々弊害が出ている。塾へ通えない子どももいるのだから、学校で
の学習時間をもっと充実させるべきである。そして月一回例えば土曜日に、図工、絵画、音楽（コーラス）
等の授業に父兄も参加する場を作り、学校・親・生徒の交流を計る。給食を一緒に食べるのも良いだろ
う。
家庭（親）＝子ども＝学校（教師）の間でコミュニケーションが構築できることにより、モンスターペアレント
の問題も無くなり、教師は教育の業務に専念出来ると思う。
・自立思考を育てる…社会の仕組み、職場見学、簡単な経済と経営
・儒教の教え…先祖、親、年上を大事にする
・愛国心を持たせる…教師が国旗に敬意を示さない。国歌を認めないのは言語道断！！教師は国旗、
国歌を教える立場だ！！個人の考えで国の尊厳を認めない教師は解任すべきだ！！
・英語を第二国語として、書けるよりも、話せるように教育すべき
・節約「もったいない」を教え込む…エコ、地球環境、食物は生命を頂く（粗末にしない。感謝）

218

現状でも他の地域にくらべると、鎌倉市はとても教育環境が整ったまちだと思います。それは個人個人の
教育意識が高いからだと思います。鎌倉市で充分な事が出来ない時は、時間とお金をかけてでも必要な
教育を受けようとする人達がたくさんいるという事です。上記にも書きましたが、市内の施設など新設する
ことを優先するより、鎌倉市らしさを出した教育支援、補助を期待します。

219

競争よりは地域をよく知る機会が沢山もてるような環境が大切だと思います。
また、外国人の方も多くいらっしゃるので、視野が広くなるようなチャンスをあたえてくれるのでは…。
地域では外国語やお料理などを教えたり、されている方もいらっしゃるようですが、そのような活動を教育
現場に入れたりするなど、ハードよりもソフト面で変えてゆく方がどんどん新しい事にチャレンジできるの
で良いと思います。

220 教育環境は充分整っていると思います。

221 小、中学校の近くには図書館を建てる事で利用できる。

222
・市内教職員のレベル向上、学習カリキュラムの向上
・市内風紀を整える。夜の見回りや海の家営業時間の短縮など。

223 子どもを社会共通の財産と認識し、住民全員が教育に参加できるような意識社会にすること。

224
学童教育の充実
プール、レジャー施設の充実
子どもの才能を伸ばす市での格安の教育、習い事

225
少人数クラスを増やす。
副担任をおく。
学校の図書室に司書の人をおく。

226
子ども達にとって勉強しようと思える様な先生をそろえる。
若い人達の考えをとりいれる。

227 競争の場と褒められる場

228 移動図書館。生涯学習プログラムとその参加促進のPR。

229

図書館の充実
学校図書館へ常時大人が在る環境。
農業や漁業やものをつくる大人（1次産業）の姿を幼児、小学生、中学生が普段から目にして尊敬できる
大人の職人モデルと認識できるといいなぁ。
インターネットを使える環境を整える。
　（中学校の宿題などで○○を調べてくるとあっても家庭ではパソコンを使えない場合もあるし、図書館は
5時に閉まるのでは、部活をしている子どもは調べようがない。）
中学の学習の評定が他の市に比べて厳しいので気の毒。
内申を気にしすぎて小さくまとまりすぎている。
学童の放課後過ごす設備を充実してほしい。
特に障がいのある子どもの「のんびりスペース」場所の確保。交通手段や環境に制限のある子たちだけ
に市で真剣に考えてほしい。
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230
親、及び回りの大人が子どもを優しく見守ることが必要だと思う。もっと子どもをのびのびと、育てる気持
ちが必要。

231

近くに住む娘夫婦に以前から聞かされていたが、楽しい学校を目標とする様な先生方が沢山居てくれる
事を望む。
私達が育った時代の教育は先生と生徒とが希望に向かった時代。今はあらゆる面で恵まれてすべての
事が思うようになる時。先生ももっと時間的ゆとりが大切ではないでしょうか。

232
小学校の放課後に参加できる課外授業のクラス（？）などがあるとよい。地域のボランティアと交流等
学びたい人が学ぶ機会を得られるのが理想的

233 子ども手当てなど

234
公共施設に従事している方々の意識改革を改善させる事
そのような方々のマナーの悪さ、親切心が足りない実状を目にしています。全ての方を１０点満点とは出
来ないでしょうが、５の方は８へ、７の方は９へと持ち上げるよう徹底させて下さい。

235 通学時の歩道が十分ではないと思う。

236
親の教育に対する意識。
教育に対する高い意識を養成するための施策。

237

高齢者の「社会の見本になる（良くも悪くも）」という自覚。
“人が社会を作り、社会が人を作る”
ハコモノでは何も解決しない、人を大事と考える考え方が重要
大船地区は特にパチンコ店等治安悪化要因が近年急速に増大しているのは問題

238
自分で考えることのできる子どもになる為の教育プログラム・子どもの個性を伸ばす教育プログラムの作
成を実施

239
緑地をむやみに売りとばさず、子ども達を緑の中で体験学習できる環境をつくること。
自然とふれあう生活が少ないのが気になります。

240

図書館の本をやみくもに集めるのではなく、上記にある様に、成長に合わせた興味に合わせたコンシェ
ルジュサービスがあると思う。大地（食育）やボーネルンド（オモチャ）、科学館の人、大学教授（内田樹
氏）（養老氏）と共にアイディアを出し実体験させながら体感会得させるような活動をする。山歩きやハイ
キングも子どもと一緒に！！鎌倉野菜の育て方を一年を通して行う。海でコンブをワカメをメカブを拾って
食べる！等やらせる！色々やらせる！これもやはり市の人間、市民が一丸となってやる。キッザニアの
ような実体験を商店街でやらせてもらうような…。養老氏がせっかく鎌倉市民なので彼に色々きく。小学
校の間までに色々と体験させると中、高は自分で考えて動ける。必要なのは理想を抱いているティーン
達に、より理想に近付ける為　how　toのアドバイスを行える人が必要。ex,パイロットになりたければ理数
を、コレをやるとこういった大学へ等。方法は１通りではないことも伝える。何が必要…それは本と遊びと
話をちゃんと聞いて、答えられる大人。答えが分からずとも正直に誠実な対応をする大人。「オー！今度
まで調べとく。なかなか良い質問だな。君も考えて君なりの答えをくれ。お互い出し合おう！」といった風
で。と私は考えます。

241 行き過ぎない程度に子ども達に感心を持つ雰囲気があるといいと思います。

242 わからない

243 子どもが楽しく学べるようになればいいと思います。

244
小・中学生が放課後、休日に運動ができるような小規模な運動場・体育館の整備が望まれる。野球、サッ
カー、バレー、卓球、庭球など様々なスポーツのサークルが作られることも必要と思いますが、指導者の
育成が大事でしょう。

245 子どもがいないので何ともいえません。
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246

子ども達はとても恵まれた環境で育っていて鎌倉はすべてそろっている理想的な所だと思います。問３３
にも書きましたが、やはりもう少し安全に歩けないと出歩けないと思います。鎌倉宮の道の両脇も恐ろし
いです。移動ができないと家にこもってしまうことになるのではないでしょうか。近くに鎌倉市が買い上げ
た林がありますが、公園ぽくしなくても、少し整備して自然の中で遊べるようにしてあげれたらと思いま
す。

247
図書の充実
公園の整備

248

教育の基本は、社会生活に適応するための知識、技能を身につける事（教養）、そして社会の一員として
生活をする事と思っています。市の施設、図書館、青少年センター等に学校教育以外のコーナーを準備
（お年寄りと子どもでITを使う勉強会、ゲームも含め）し、その講師にボランティアをお願いする。市職員も
協力する事。予算の少ない事と思いますが、新たな施設は必要なく、いま有る施設を充分活用して下さ
い。

249 幼少期からの教育体制の整えや教育する側へのフォローアップの充実

250

１　週に一度でも移動図書が利用出来ると便利です。
２　 近の子ども達は本を読まなくなっていますので、学校で読書をすすめ、又感想文など書かせたりし
てほしいのですが。
３　百聞は一見にしかずということわざがありますが、私は小さい頃体験したことは良く覚えておりますが
子ども達には出来るだけ何でも体験させてほしいのです。
４　一人で生きて行くために必要なこと、あたりまえのことが出来る様に指導してほしい。その様な体験で
きる環境を作ってほしい。

251

鎌倉の歴史を子ども達にわかりやすく教えてくれる資料館
海、山の自然環境について、将来の日本を支えていく子ども達に環境保護を訴求する施設
もちろん少人数制クラス
よりよい学校にしていくためには学区制を廃止し生徒数に応じて学校に補助金（？）を割り当てる。学校
を競わせることでマンネリな授業ではなくわかりやすくみ力ある授業になるのではないかと思います。

252
教師の質を上げることです。小学校の教師の格差がありすぎです。いい加減な教師が多いです。ひとり
の教師だけでなく、PTA etc.の見守りも必要です。本当にレベルが低い、いい加減な教師がいます。市長
には是非現場を見てほしいと思います。

253
教育関係者の資質向上
教育系大学、大学院の誘致（昔の横浜国大学芸学部のような組織）
国立研究所あるいは独法研究所の誘致（野村総研跡地の利用等）

254

学校の先生の意識を深め、生徒から尊敬される方々が増え、それと同時に親たちが自分の子どもの責
任を十分に果たすため、環境整備に協力することが必要だと思います。
親も子どももきちんとあいさつをする習慣をつけること（現在はこちらがあいさつをしても相手がしない方
がいます。これは、大人に多いです。）

255
交通規制
運動公園の整備
母親教室の充実

256
我が家の子どもたちは、小・中・高と私立に通っている。公立校の信頼感の回復を期待したい。私立のメ
リットは感じるが、コスト負担が大変。

257 みどりの木々を増やすことが、健康を増進させ、それが結果的に教育環境がよくなることと思います。

258
学童施設、時間外(放課後)学習タイムの実施
史跡や自然環境を利用した課題学習
子どもが安全に暮らせるような住民同士のつながり

259 図書館、体育館等の設備を整える。

260 図書館の規模拡大。閲覧スペース、自習室が広いとありがたいです。
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261
学業ばかりを重んじることなく、基本的な同等区的なことを強制ではなく教育の中に取り組むべきだと
常々思っています。

262

私の子どもは横浜市の小学校が近いため、越境させて通わせております。（いまだに学区制をとっている
ため）親の職場に近い学校へ通わせてもらえば市内の小学校に通えます。こういった融通の利かない行
政は大変残念です。その点において横浜市には大変感謝しております。私自身市内の小中学校に通っ
ていたので、いつまでも古い価値観は捨て去った方がいいと思います。

263
学校同士でよく連絡しながら、同じスペースで教育に対応して今までどおりの良い子どもたちを成長させ
ていただきたいと思います。

264 学童クラブ等でのイベント（読み聞かせ、体験授業等）実施。図書等の充実。

265
鎌倉には現在、その環境は整っていると思う。
公立高校に関しては、学力面に応じた学校選びができること。

266
学校図書館、公園の充実。
文化的、体育的行事や公演等を多くする。
市民の一人ひとりが将来のよき市民を育てるという意識を持つことも必要ではないかと思います。

267

私は鎌倉よりも小規模の都市から転居してきたが、鎌倉の公共施設の貧弱さに驚いた。学校にプールは
ない、中央図書館の不便さ、病院の不足、学童保育がない、体育館や公民館の小ささ、市営プールの老
朽ぶり…結局逗子市や藤沢市の施設を利用したりしていることになり矛盾を感じている。歴史的な史跡
の保存などに費用がかかるのかもしれないが、今のこれからの鎌倉市民のために投資することも大切な
のでは。
鎌倉には他の地域からたくさんの学生たちが見学にやってくるが、お寺を見て帰るだけ。宿泊をしてもっ
と深く体験をする場所がない。鎌倉の子どもたちも宿泊研修をする場所を求めて外へ出かけていく。その
ような研修施設を検討してほしい。

268
親のしつけ、先生方の子どもたちへのしつけ
勉強の楽しさ、体力の強化

269

過保護教育からの脱却、心身の強い子どもの教育（屋外活動の充実）、教師の強い指導力の発揮、ＰＴＡ
の役割の明確化（教師とＰＴＡの役割分担の明確化）
日本人として誇りのもてる教育、善悪の分別ができる教育
学校教育と家庭でのしつけの認識（学校教育が教育のすべての責任を持つものでない）分担

270
養護学校の不足を解消してほしい。中学で通えるのが肢体不自由の子どもだけというのはおかしいで
す。藤沢まで通えない人も多くいるはずです。

271 議員の人数を減らす。

272
学校が休みの日などに行う自然塾、大人がいろんな分野において子どもたちとかかわりあうワークショッ
プの開催。

273 産学協同も一考かと思います。

274 道徳教育が大切

275
教育現場、教師の質の向上が必要なのでは。サラリーマン化している教師が多く、塾任せで現場が変わ
らなければ、先には進めないのではないかと思います。

276
優秀な教師
教育カウンセラーや生活指導員の配置

277
子どもが小さい為、具体的にはまだよく知らないが、自然環境は充分良好。レクリエーション等もあるよう
なので、言うことはない。

278 図書館の充実
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279
幼児教育の充実、向上のための施策
集団活動の継続的な機会提供
家庭教育の向上を促す啓蒙活動

280 図書館が古すぎる。

281
まずは家庭から
家族のあり方

282
もっといろいろなイベント講座を増やし、宣伝し、質の高い環境作りをしてほしい。鎌倉は県外市外の方
から見たらとても豊かで高級感にあふれた町の印象ですが、実際に生活してみて豊かさは感じられな
い。財政のこともあると思いますが、特色として文化的クオリティーを高めてほしいと思います。

283

これ以上緑を減らさないように計画性のある土地改革をしてほしい。私が鎌倉へ越してきたのはちょうど
30年前でした。山崎でしたので、今は中央公園になっている場所は自然が残っていて子どもたちは池で
ザリガニを取ったり、大人はセリ摘みをしたりと、それはそれは自然の中で思う存分遊んで、おかげさまで
自然を愛する子どもになってくれました。しかし近年作られた自然になり、面白みがなくなってしまった。公
園も小さすぎて大人と子どもが共有する環境はゼロに等しい。ほんの少し手を加えるだけの自然を残し
て、そして街灯も増やしてほしい。

284
大船駅周辺は、パチンコ店が多く、ゲームセンターもあり、子どもを育てるにはちょっと景観がよくないよう
に感じます。町ぐるみで子どもが誘惑されないよう、見た目も美しいまちづくりをしなければならにように思
います。

285
図書館の充実。特に大船行政センターは小さすぎです。本の数も少ないです。ソファーやいす席が少な
く、ゆっくり本を読む空間が少なすぎです。
今泉台地域に子ども会館を設置、さらに児童会館等もお願いいたします。

286 インフラ（プール）

287 教育の環境には適切なまちであると思っているが、今の鎌倉には図書館の内容充実がほしいところだ。

288
図書館(施設、蔵書等)の充実
教育機関の充実（大学等）
教育費補助（収入制限付)

289

公園。まだこちらに引っ越してきたばかりなので鎌倉市内を見て回ったわけではないですが、公園が少な
い印象を受けました。通学路付近や学校の側にあれば子どもたちも自然に足を運ぶし、友達と遊ぶとき
の待ち合わせ場所にも利用できると思います。私が前に住んでいたところでは、小学区のすく横に広い
公園があり、友達と遊ぶときには、必ずその公園で待ち合わせをしていました。先日、友人とその公園を
訪れ、懐かしい気持ちになり幸せでした。子どもが大きくなった後でも楽しめる、懐かしい町がすばらしい
と思います。

290
コミュニケーションの取れている町。深く他人に干渉されるのはわずらわしいかもしれないが、何をしてい
て、どんな人物なのか知っておく必要があるかもしれない。

291 教育行政の体質改善

292 学校教育（教育の生涯教育を含む）の見直し

293 静かで落ち着いた場所

294
・子ども同士が（親も含め）連携できるコミュニティを作る（対人関係構築）
・子育て支援策の充実
・スポーツ、文化面の活動応援

295 ゆとり教育の廃止。教育意識の高い教師を採用する。市内に公立の中高一貫の学校をつくってほしい。

296
・塾へ通わなくても学校の勉強だけで十分になる様な学校の教育。←小学校の教育の工夫。
・学校へ通う道の街灯を増やす。
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297

せっかく鎌倉市立の小・中に通っても、なかなか市内の各施設（博物館、美術館、文化遺産・・・）に行く機
会はそう多くなく、ひとえに親の意向なので、学校からもっとつれ出してほしかったです。小・中9年間、1学
期に1ヵ所（今は前後期？に1ヵ所）でも行けば、住んでいる所を大切に思う教育になる気がするのです
が・・・。今では大学生の子供たちも意外に鎌倉を知りません。落ち着いて教育をうける環境を整えるに
は、まず、足元を知るところから始めて、鎌倉に、ほこりをもって住んでいる子供たちが増えて、市外の私
立を受験して出て行ってしまう子供が減るといいと思います。

298
・鎌倉の歴史を学べる博物館（可能なら体感できるようなもの）
・キャンプなどの宿泊ができる施設

299

・安全な通学路の確保
・私立幼稚園の助成金？
　金額の区分に疑問が残った。世帯収入によって金額が異なるのは理解できるが、年齢差のある兄弟が
いる場合と、２才差などの場合で金額が大きく異なるのはどうなのか？と思った。（お金がかかるのは一
緒なのに…。）

300
・親に対する教育が足りない
・施設を創ることではなく、人を育てるソフトが大切

301

文化のレベルの高い鎌倉市にしては、中央図書館が充実していないと思います。鎌倉市ならではの看板
のような図書館があれば、子どもも大人もおおいに利用しますし、人も集まり、交流も広がっていくのでは
ないでしょうか。新しいものを取り入れた生き生きとした雰囲気の、そこに行けば何かが見つけられるよう
な図書館を望みます。

302
親が子どもを安心して送りだせる環境を作ることだと思います。例えば学校に行く時など、信号を渡らず
に行けたりとか、車の多い道を歩かせないとか。そうすれば習い事とかも安心して１人で行かせたり出来
るのではないかと思います。

303

・私の住んでいる関谷（洗馬谷戸）は下水道が整備されず、○○○○○○○○○○のような所です。道
路が土地所有者がいて、下水道完備に反対しているとききました。私達が意見一致してもその先になか
なかすすみません。行政で地主に強くいっていただく必要があると思います。
・毎週逗子に出かけますが、逗子海岸はトイレも数があり、清潔だし、浜辺の清掃もいつもきれいにして
います。鎌倉の海岸は年々砂場が減少し、その浜辺もうち上げ物でくさいし、きたないと思い、いつも残
念です。鎌倉と海とは切りはなせないものと思います。観光協会も自分の年だけ無事ならという考えをす
て、将来のことを心から考えて下さる方々を選出すべきだと思います。

304
・先生の人数を増やし、放課後も補習などあるとよい。
・実力のある先生が市内を回れるよう、異動の期間をもう少し短くするとよいのでは。

305 教職員等の質の向上

306 １人１人の心がけ

307 小・中学校の少人数制。Max20人/クラスで担任１人が限界の様に感じます。

308
・特別支援学級を通常の小学校に設置していくこと。
・地域資源の有効活用。

309
児童の数が減っても、やたらと統廃合をして学区をひろげないほうが良いように思います。その方が地域
との関係も密になり、大人の目も届きやすくなり、見守りやすくもなると思います。

310
１　一般市民のモラルの向上。→・自然と触れ合える場所、イベント。・図書館などの積極的利用。
２　鎌倉というまち、文化に誇りを持てるように、文化継承できる、イベント・教室の開設。
３　日本人（鎌倉人）が基本にありながら、多文化との交流、学習の機会。

311 お金が必要。必要なところに充分な費用をかけること。

312 小学校の選択制度（子どもの特色、特性に合わせた学校選びを可能に）
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313 図書館や公園の環境整備。

314
質の高い教育が公立で受けられるように、先生の質を高め、設備を整えることが不可欠であると思いま
す。高校無償化を実現するよりも、小中学校の冷暖房の整備や地震対策などに力を入れるべきです。

315
給食費はただにして、先生方の負担を軽くして、授業の内容を楽しく、分かりやすくする。
地域のみなさんと子ども達がふれあい、安心して過ごせる場所。

316
・教育に携わる人達の指導が必要。（学校、家庭に於ける精神的向上）
・図書館等の充実を図る。

317 鎌倉特有の歴史と文化を元に、教育環境を充実してほしい。

318
学校教育に保護者が参加する取り組み。小学校での読み聞かせなどとても良いと思います。子どもたち
が保護者と関わる機会があると学校外でもコミュニケーションをとるきっかけになっています。

319

他の県から比べると、宿題とテストが少なすぎる気がする。以前、千葉県と東京都に住んでいたが1/3くら
いだと思う。鎌倉市は比較的裕福層が多く、親御さんが教育熱心で塾なり忙しいから宿題は少なめにし
ている、と先生方は言うが、私の住んでいた町ではもっと習い事をしている子が多かったが、宿題はたく
さんでていたと思う。他の人と比較することはあまりいいことではないとされるが、競争心がなければ、こ
れからの厳しい世界では生きていけないと思う。そういう点から見て、精神をきたえるため、部活動やマラ
ソン大会、国際化のための英語教育などにも力を入れてほしいと思う。

320
夫婦池公園の整備は良かった。植物、鳥、水生動物の観察で小・中学生に役立っている。手入れも良
い。

321
・図書館資料の更新、充実
・商店街の環境把握、店舗精査（大船東口、パチンコ屋多すぎ）
・緑の保全

322
図書館のアピールが少ない。
休日に学校の開放など、子どもがみんなで学習する場、他、町の人との交流の場として提供する。（フリ
マ・バザー、音楽の教室、体育館でのイベントなど）

323

・市内の青少年育成、NPO活動への支援強化
毎週日曜日”坂ノ下”で小学生から中学生にウィンドサーフィンを教える活動をNPOで実行しています。冬
は海の活動に加え、鎌倉の山のハイキングも行っています。鎌倉市と連携した活動もしたいのですが、
今のところ実現していません。NPOは”スポーツネットワーク”といいます。過去何度か市にコンタクトした
のですが…。

324
・小学校のプール
・野球場
・教育予算

325

無駄な店は増やさないこと。
古都としての道路や建物。→マッチ箱のような家が増えすぎ。２階建て以上は必要ないと思います。古い
家が壊されていく現状を嘆いています。
年末に必要のない道路工事（住民は鎌倉掘りと言っています）があっちこっちで急に始まるのは解せませ
ん。止めてほしいです。
自転車が通る路を考えていただきたいが・・・・？
若い人が住めるように住民税を下げるとよい。
市役所の人が多いと思います。
山の緑を開発しないようにしてほしい。
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326

親の姿勢が大切だと思います。
教育を点数に走りすぎる人。
人生を育成してゆく。
何の為の教育かと、まず人間性を大切に育てたい。
良いところを伸ばし、磨いてゆけたらと思う。
子どもは宝だから。

327 マンション等住宅増築に対しての道路環境が追いついてないと思います。

328
・保育園、幼稚園、学校などの設備や先生の充実。
・図書館はたまに利用しており良いと思う。

329 逗子市のような図書館

330

・教育環境を論ずる前に、対象となる若い人が少ないのではないか。
・問33とリンクするが、子育てしやすい環境をつくり、若い人に来てもらうことが先決。
・市内の教育資源（学校、企業）を活用し、企業人に講師を依頼し、科学少年団等の組織作り、教育等を
考えてはどうか。

331
保育園の増設や、多様な働き方をする親に対応できるよう、24時間保育や病児保育の拡充のため、幼
稚園や病院等に協力を願えるよう、働きかけをしていただきたい。

332 五感教育、自然の山、田、畑が少しは残る鎌倉。なるべくならば、分譲地になってほしくないものです。

333 小・中学校の設備を充実して欲しい。校舎の建て替え、全小・中学校にプールの授業等。

334
・教育者の育成
・スポーツ、文化イベント強化
・自治会、学校などで啓蒙活動

335

・市と学校が鎌倉っ子を増やそうという熱意。
・公立小中学校にも関わらず、他の自治体と差があるように思います。（学校の取組など）
　1)中学校もぜひ給食をお願いしたい。給食でない公立中学校があるなんてびっくり。
  2)学童以外にもフレスクなど学校を中心とした制度を充実してほしい。
  3)地理的には仕方ないにせよ、中学校でプールの授業がない。海で遊ぶことの多い鎌倉の子。学校の
授業だけでは泳げる様にならないので、スイミングスクールへ通う子が多い。学校でもう少し泳ぎに対し
て力を入れてほしいと思います。市の主催での夏休み水泳教室はとても良いと思いますが、市と学校と
の連携で泳げる子を増やすようなしくみをお願いしたいです。泳げない子、鎌倉で育った泳げない親が多
いのにびっくりしました。
・バス通りから一本入る住民道路は街灯が暗すぎる。道の穴や段差が整備されていない。
・フレンドリーなどで開かれる講座などを良く利用させて頂いています。経済的に習い事も限られる中、子
どもたちに色々な体験をさせてあげられてありがたく思います。そろばんや英会話、外国語会話（大人も
可）など、書道もレベルupしてゆくことができたり、体を動かす講座など、今後も本当に期待しています。
・どこかの自治体で夕方から民間の塾の先生を招いて、学習できる公立学校があると聞いたことがあり
ます。そんな事も鎌倉で試してみるのも良いかと思います。
・事なかれ主義な感じを受ける鎌倉の公立小中学校、アグレッシブで柔軟な教育改革をお願いします。
・ 後にひとつ、びっくりしたこと。「頭しらみ」がよく発生する様です。学校からもお手紙が来ます。都内に
居た私にとって初めての話で、しかも初めて自分の子どもがしらみをもらって来ました。自然が多い故な
のでしょうが、しらみ駆除の薬がとても高いので、子ども二人となると家族で駆除をおすすめします、との
ことでしたが、大変でした。少しだけでも援助があると助かるな、と淡い期待を持ってしまいました。

336 公開された（⇒誰でも利用できる）学校が必要だと思います。

337

悪の公教育。先ず”人間”を大切にする教育。教師の質の低下。教師の人間としての品格をうたがうこ
と多々あり。したがって教室の友達関係も悪く、学校に明るさがない。子ども一人一人が人間の命を持っ
ているので尊重して。上から威圧的にコントロールするのでなく、心から話し合って、明るい教室を作って
ほしい。又、高校生も何かもっと目的意識を持った生活を送るよう指導する必要がある。教師は”忙しい”
の一言。以前は、１クラス５０名だったのを考えると今は楽なはず。
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338
地域によって教育レベルの差があると思います。学力向上も大事ですが、人として大事な事を小さな頃
から教えてあげればいけないと思う。

339
子どもの社会性向上の為、仕事に就いている社会人との接点を多くした方が良いと思います。授業に講
師として招くなどしてはどうでしょうか。

340

国民学校に入学した年に終戦となり、田舎で中学校まで過ごした身にとって、今の鎌倉市の教育環境は
比較にならない位良く、例えば、他の都市に比べて、とか、外国に比べてとかいう視点もなく、具体的に言
えないのは残念です。
義務教育の期間の児童にとって、教師の影響力は極めて大きいと思います。従って、物的な環境よりも
教師の数と質をお考え頂きたい。又、古参の先生と経歴の浅い先生とで、生徒の扱い（例えば高校進学
の際の扱いの違い）が違っていないかなどの公平さについても同様です。見えないところで難しいことだ
と思いますが「物よりもしくみ」であると思います。

341
約30年前のときは、学校において土曜日は（午前中だけだけど）授業があったので、復活すれば平日に
しわよせが少なくなる上に、たまの休日（土曜の午後や日・祝、夏・冬・春休み）がありがたいと感じるはず
です。

342

子どもがいないので現状がどうなのか分かりません。子どもを持つ予定はありませんが、教育に使われ
るお金はおしいと思いません。どんどん力を入れてください。
市役所の役人の方でどう見ても仕事をしてないように思う人がいますが…。（してるかもしれませんが、す
ごく○○○）そんな人のお給料はどぶに捨ててる気分です。
具体案がないですが、私も含め、市民が教育・子育てに今よりもっと興味を持つような意識改善をする努
力は必要だと思います。

343

教育では、家庭・社会・学校がその環境である。
整った家庭とは…と考えると、愛情・ゆとりなどのある家庭かと思う。そのために、ひとり親家庭、また、何
か問題を持つ家庭にはサポートの体制が必要。
社会は、お互いに声をかけたり、良識と冷たからず、あつすぎず適度な距離の人間関係が大切だと思
う。
学校は、しっかり勉強の基本を、そして勉強への継続性を身につけさせていただきたい。また、 近はい
じめなどもあるので、人間関係のルールなど定期的に学ばせてください。
安全のため、パトロールも続けてほしい。
子どもがバスに乗らず図書館に行けると良い学びとなるため、図書館がもっと浄明寺方面にほしい。

344
教育というとすぐ学問と思ってしまいますが、大きい世界でみるとやはりたくさんの人の協力・愛情で子ど
もたちを見守ったらいいと思う。
学問と道徳（しつけ）を両立させて、やさしい人が増えたらと思います。

345
近は低学年から学習塾に通う子どもが増えています。大人対象とは思いますが、ゲームセンター関係

が多すぎるのではないでしょうか。

346
家庭でできること、行政がすべきこと、地域や学校でできること、各々の役割をそれぞれが考え、行い、互
いが連携できるようにすることではないでしょうか。

347
学校設備の充実。
図書館の充実。藤沢市だけでなく、横浜市の図書館とも連携してほしい。図書館の開館時間の延長。
市民向けスポーツ教室のようなアウトドア活動の充実。

348 地域の特性（季節の行事・潟・野鳥の渡りなど）をひんぱんに広報してゆく。

349
観光客の多さから交通機関が混雑することがあるので、交通機関をより充実をすることで、活動の幅が
広がると思います。
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350

落ち着いた静かな環境の保持（防災無線を使ってスピーカーで音楽を流すようなことはやめてください）
「凍結に注意」など必要のない看板の撤去（もう少し環境に配慮すべきだ）
街路樹の適切な管理（あまり切り過ぎないこと）
自転車の危険にさらされず歩道を安心に歩けるようにする。
音量の規制など住宅地でのスピーカー公害のなんらかの歯止めを考える。

351 他市に比べて少ないと考えるので、授業時間を増やす。

352 無償で塾のようなサービスを提供してほしい。

353

環境は普通と思うが、それ以前の問題として、私は先生・行政の姿勢が弱すぎると思う。テレビ等でよく
報道されている給食費を「うちの子は食べたくて食べている訳でないので出す必要はない」とか、家の子
が嫌いなものを出しているなどと言う親がいると聞きますが、そんな勝手を言っている親の子どもは義務
教育といっても登校させる必要はない、登校を受け付けないぐらいのやり方でよいと思う。一部の親のた
めに全員がおかしくなってくる。

354 文化教養施設の充実

355

現在、私の子どもは幼稚園に通っており、毎年給付される私立幼稚園通園手当ては大変助かっています
ので、継続していただくとありがたいです。
各小学校にプールをつくっていただきたいです。放課後、プール教室に通う子どもさんが周りに多くいま
す。個人で教室に通わなくても学校でしっかり練習できる環境があればと思います。
通学路の安全確保。信号のない交差点にできるだけ信号をつけていただきたいです。スクールゾーン
（車両進入禁止）の徹底に努めていただきたいです。

356
スポーツ関連や図書館、学習関連、ミーティングルーム等の大きな複合施設があればよいと思う。例え
ば、トレーニングをして本を読み、ティールームで休憩をして体力を整える。休日にできればよいのではな
いか。

357 塾に頼らないでも十分な教育を受けられる環境

358 教育、教育と子どもに押し付けるのはどうかと？もっと自由に見守っていたほうがいいと思う。

359
今の小学生は放課後、何をしているのでしょうか。おけいこ事？塾？友人の家？自宅？わが子（30代）の
ころは、小学校の校庭で日が暮れるまで遊んでいました。今は校庭は開放されていないのですね。安全
のため？広い校庭がもったいないと思います。

360
幼稚園が少ない。園バスを利用しないと通園できないのは非常に不便である。ここは今泉台なので園バ
スを利用できる幼稚園が２園しかない。２園の中から選ぶとなると、夜中に並んだり、出願期間が１日し
かなかったりと親には負担が多いと思う。

361 型だけではなく、健全な心と身体をまず育成することだと思います。

362 道路の整備や明るい環境。

363
今、子どもが小学校低学年で、放課後遊びに行くことが多くなりました。ただどうしても家の中で遊ぶこと
が多く、同じ子どもとばかり遊んでいます。いろいろな子どもたちと遊ぶことのできる場所を増やしてほし
いです。学童だとすでに通っている子どもが多くて行きづらいと言っていました。

364
大人の人格と教養を高めること
老人の住みやすいまちは、すべての人に住みやすい

365
極端な娯楽の設備のないまち
子どもたちや青年に悪影響を与えるものを営業させないこと

366 分かりません。

367
大学の設置
国際学会の開催されるような環境づくり

368 学校の統合は大変難しいことと思いますが、ぜひ検討してください。
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369
教育方針が小・中・高と一貫していることが大事だと思います。
勉強だけでなく、道徳心を養っていくことも重要である。

370
教科書に載っていることだけの授業でなく、さまざまな分野の人々を招いて話してもらったりと、自ら学ぶ
楽しさを感じられるような教育であってほしい。

371 公立小学校の教育内容の充実、これに尽きます。

372 市行政と地域住民によって運営される教育に関するネットワークの整備

373
自分たちの住んでいるまちを良く知ることができる環境。たくさんの歴史的なお寺があるのだから、気軽
に足を運べるように市内在住の子どもたちは拝観料を無料にするなど。

374
東京でやっているところがあるように、学校の授業のあとに補習をやればよいと思う。今は、みな塾に
行っているのだから、学校で塾の先生を入れてやれば、親も安心できる（行き帰り）
すぐに帰ってしまう、手作りのプリントなどないため、先生の教育をして欲しい。

375
質が保たれ、それぞれの学校の格差の少ない公立校など
地域で学べる交流会

376
市民の意識
行政のリーダーシップ

377 図書館や勉強する場所の提供

378
幅広い世代とコミュニケーションがとれる場
規模の大きい図書館
公立・私立を取り混ぜた学校同士のつながり

379
大船と北鎌倉の中間に住まいがありますが、小さな川がいくつかあるのに、それが生かされることなく殺
伐としているので残念です。遊歩道や学校付近であればビオトープなどを整備したらよいと思います。ま
た安心して通学できるように歩行者用道路を充実することが必要と思います。

380
全体的に学校が老朽化している気がするので、改築を行い、ＩＴ化も含めたインフラの整備が必要かと思
います。

381
葉山の県立美術館に行ったとき、小学生が見学に来ていました。鎌倉の近代美術館や寺社等、課外活
動を通じて歴史を学ばせ、郷土を身近に感じることは必要と思います。全国同じ教育でなくても鎌倉とい
う歴史あるまちから歴史や生活を学ぶ。それには教育する側の実力が伴われなくてはなりませんが。

382

地域を巻き込んだ、子どもの安全の確保
その「地域」の主体となる民生委員、青少年指導員、学校評議員が名誉職ほしさの名ばかりの老人ばか
りにならぬよう任期を決め、常に新しい血を入れていく。そうでないとすぐに形骸化してしまう。
地域が主体となって行う祭りや音楽祭といったイベントを成功させる仕組と行政の援助。
小学校・中学校の施設の放課後や休日の活用を考えること。スポーツやイベントや教育（補講なども含
め）にもっと使えないか。

383
常識のある、大人の目が必要。どんなによい環境であってもそこに住んでいる人のモラルが大切である
と思う。

384

身近に自然に触れる環境を残しておくことが必要。
知識を頭に詰め込むのではなく、自然に触れることで、何かを疑問に感じ、その疑問を分かっていこうと
いう姿勢が、学ぶ、勉強するという習慣へつながっていくと思う。
鎌倉には海や山など自然が豊かな方であるが、意識的にこれらを守っていかないと、破壊が進んでしま
う。
中央公園で行われている子どもによる田植、稲刈りなどの行事は続けていってほしい。また、歴史ある建
物や遺跡も多いので、身近にある小さなものでも、案内板を立てるなどすれば、歴史への関心が高まっ
ていくのではないか。
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385

質問の内容が難しく、意見になっていないかもしれません。
・個性的な教育を目指す。
　・先生個人個人の個性有の教育、そして親との連携
　・地域に育む環境教育
　　→緑地保全、森林保全、豊かな生物空間の創造、物作りの楽しみ、米作り等
　　　地区の人々との係わりより学ぶ
　・実験等自己体験での楽しさ。地区の会社、地区住民の能力を理科授業等に参加してもらい違った視
点の教育を。
　・決して箱物では解決できないと思います。

386
図書館（公共及び学校）の充実
公立小・中学校の先生の数とレベルの向上

387
（子どもの）親・教師・行政のしっかりとした連携
学力と伸ばすだけでなく、子どもも心を育てる教師の育成
（学級崩壊・いじめ問題を減らすために）

388
人材、お金
一人一人の協力、意識

389
・勤労者が安心して働ける環境が有る。
・高校生は誰でも安心して勉学できることが必要
　公立・私立を問わず国と地方が一緒になって支援していく。

390 学校教育を見直すことが必要。

391

１　公立小中学校の教育内容・授業内容の充実
２　学校施設というすばらしい環境をおおいに活用
　　例えば、空き教室、放課後、週末の利用
３　地域市民によるボランティア活動を利用
　　（学校と地域の信頼関係をつくる）

392

教育環境という言葉自体があいまいだ。子どもの教育環境のみを指しているのか、成人の生涯教育を含
むのか。前者であれば、市内の小・中学校にアンケートをとるのがよいではないか。その中から有効な案
が出てくるかもしれない。
古都鎌倉の歴史をより一層深く知りたいという市民は多いはず。そのような展示資料館などが無いのが
不思議だ。

393 学校のクラスに各２名の教師

394

１　パチンコ屋の無いゲームセンターの無い駅前
２　緑豊かな広い歩道の有る道路
３　広い大きな図書館や博物館
４　大学・高等専門学校の誘致（野村総研跡地）

395 図書館が少ない

396

放課後の学習場所
・みんなで宿題をしたり、ドリルをしたりと習慣づけできる場所の提供
・寺子屋の復活
・土曜日を自由登校の日にしてほしい
（大学生や専門学校の教育学部、教員の資格、取得希望者・学生の実習場として交流するとか）

397
学習センター、スポーツ広場、体育館、音楽・美術館、図書館、学校校庭の開放等、だれもが気軽に参加
できる場所、安心して通える交通機関の充実、イベントを通して経験豊かな人たちの協力、学校と地域家
庭の連携。
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398

各学校によって、子どもたちの学力能力に差があるのでは？と感じます。公立である以上それぞれの学
校で勉強内容や授業時間など差が出るのはおかしいのでは。各学校だけでなく、鎌倉市全体のレベル
が上がる様、学校間の差をなくしてほしいです。学区内の小学校と中学校の評判が悪く公立へ通わせる
事に不安を感じます。

399

図書館なども電車・バスなどを使用しないと行くことができません。鎌倉の図書館も奥まっていて狭い為、
利用しにくいです。
腰越支所の中にあるところも車で行かなければ無理ですが、駐車場が少なくなかなか利用することがで
きません。子ども達が夏休みなど安心して行ける場所にあると良いと思っています。私共は主人と鎌倉
の図書館ではなく藤沢の図書館を利用しています。広くてゆっくりたのしむことができます。
どちらにしても乗り物を利用しないといけません。

400

近、個人の価値観が多様化し、豊かさ、ゆとりのある生活様式を重視する方向へと変化してきていると
聞いたことがあります。
この変化に対応した生涯学習の整備として、町主体の公民館活動、芸術・文化活動の支援、スポーツ施
設の整備

401
幼稚園・小学校・中学校の私立学校へ通わせるのは、親の希望で行かせている。その私立への助成は
必要ないと思う。公立をもっと充実させ、地域の子どもたちのタテ・横の繋がりを大切にする教育を考える
必要があると思う。

402
小坂小学校の正門にはいつも車がとめられている。理由はどうあれ学校のしかも正門前を駐車場として
使用するなど言語道断。
事故のおきる前に手をうつべき。

403 運動・スポーツのできる広い公園や野球場・サッカー場など

404

１　子ども達の図工、書などの作品をもっと頻繁に発表・展示できる場所を設け、子どもたちの励みにして
ください。
２　定年退職した方々の協力を得て、土・日、学校や寺の一部を開放し、学校では出来ない学習、遊びを
子どもたちに教えられる活動が進められることを望みます。

405

子どもも大人も集うことのできる場所。
（学習センターはどこもそうだと思いますが、使用する人たちが固定されがち）
身近な公園もないよりはありがたいですが、マンション横のあまりに小さなひあたりの悪い場所を見る
と？？？
維持費のほうが大変なのでは？と思ってしまいます。図書館の充実や学童、学校そのものを充実させる
ことが大切に思います。

406
昔の塾の様に広い普通の家庭でしつけ、教科書、復習等、教職を持って退職した方等が遊びでもしなが
ら教える。

407
現在、塾通いしている小中学生が半数近くいると言われていますが（我々の小中学生の時は塾などあり
ませんでした。）、その塾の勉強を学校で放課後に希望者のみを教えるということはできないでしょうか。

408
子どもが気軽に参加できる講座等の開催
保育所、幼稚園の充実や補助金up
教育指導者の向上

409
幼・小・中高の一貫教育の中で人間性を高めることができる、また地域にあった思いやりの仕組と基礎・
基本の繰返しが必要。受験のための教育は欠陥人間を作り出していると思う。
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410

・鎌倉市は本当に環境が良いと思います。子どもに悪影響を及ぼすような施設もあまりなく、またそのよう
な人もあまり見ないので助かっています。けれど、やはり学生服でたばこを吸うのを見かけたり（しかも交
番のすぐ近く）という事があるのもまた事実です。警察の皆さんにはその辺ぜひ目を光らせて、注意をし
てくれるようお願いしたいです。
・学童数も 近はすっかり減り、空き教室もたくさんあると思います。そこで、市民ボランティアさんなどに
放課後、学童時向けになにか教えてもらえるような機会（例えば、書道とか、お茶、その他日本文化など）
があったら、地域の人達とも交流が増え、いいのではと思います。

411
・学校施設に対してIT環境を整備する。（PCを導入しての教育を充実させる。）
・小学校から英語の授業を必要科目とする。（国際化に対応できる人材を育てるため。）

412

・教養と意欲のある中高年を教育現場で先生のアシストに活用
・敢えて小中校に英才クラスを設ける
・多くのネイティブによる外国語授業の充実
・既存校（中高）の一部を芸術または観光学校に転換（誘致も）
・図書館が宝の持ち腐れ⇒内容および活用方法を大胆に変える
・パチンコ屋などの設置規制条例

413 児童手当の充実

414
寺・神社ばかりで公園がなさすぎ！！！
マンションが多すぎる！もうこれ以上山をくずさないで！
住民増やすなら市民税安く！高すぎ！

415 親のモラル

416

公的な学校での教育とは別に、自由参加（父（兄）の参加可能）形式の各地域に出向いての出前講座
（又は塾）形式のものを立ち上げて、親共々、子どもが関心を寄せるようなテーマ（地球のこと、動植物の
こと、職人さん達の仕事の世界など）を主とした、“知ることのおもしろみ／楽しみ”を学んでもらうような教
育（と云うよりも啓発）の活動を行政が率先して推進できれば良いと勝手に思っておりますが、現実は如
何に？

417

・公園を増やす
・緑を増やす
・運動ができる大きな公園を整備する。
　野球場やテニスコートなど笛田公園にありますが、まだまだ足りないのではないでしょうか。マラソン
コースが無いというのも気になっています。安心してマラソン・ジョギング・ウォーキングができるコースを
整備する必要があると思います。

418 市政の頑張りしかない

419 学校周辺の環境を良くすることだと思うが、幸い鎌倉は神社・仏閣が多いので良いと思う。

420

学童の教育については、子育てが終わっており現在の学童の教育環境については殆ど把握していない
ので割愛する。
生涯教育については、鎌倉市の取組は進んでいるほうだと思う。特に小生が多少関わっている老人対象
分野ではカリキュラムも豊富で今後の老齢化対策の一貫として更なる維持・発展を期待するものである
が何しろ施設の老朽化が甚だしい。改修の予算も雀の涙程度しかなく、一刻も早い対応が必要と考え
る。

421
環境というのかどうかわかりませんが、学校の先生方の教育が大切なのではないかと思います。それが
子どもに反映されるのでは・・・。
学校が終わった後の集まり（子ども達の）を有効に使って学校外教育をしてもらえるといいなと思います。

422 美しく整った町並みを作る。ある程度、制限してでも、建物の形、色調を落ち着いた美しいものにする。

423 自然環境との共存

424
・小学校区の見直し。学童数のバランス。
・公立小中・中高一貫校の導入。

68



425
海が近いという考えからか、小中学校にプールがないのはふしぎとしか言えない。水泳指導は海ではで
きないと思う。

426

「人」としての基本教育がまず必要と思います。「おはようございます」「ありがとう」「ごめんなさい」、この
三つの言葉さえ、言えない「大人」が多く、多分このアンケート集約部門「総務部」でも三つの言葉を言え
ない人がいるのではないでしょうか？
行政として機関を造るだけではなく、①運営する人②活用する人「人」がが主体となり、「心の交流」にす
ることが必要か？

427
私が気に入っていることは駅の周辺にゲームセンターがない所です。これはずっと守ってほしいことで
す。

428 学級の少人数化

429

腰越に住んでいるが、この地区では学校と地域が協力して子どもたちを育てようという、とてもいい試み
がされている。住んでいるみんなが地域の子どもたちにさりげなく目配り、心配りしている。この環境は素
晴らしいと思う。
何か施設が必要なのではなく、こうした誰もが顔見知りで良いことも悪いことも大人たちが見守っていくこ
とが必要だと思う。
マザー・テレサも愛情の反対は無関心だと言っているように、地域が子どもたちにさりげなく関心を持つこ
とが必要である。そのためにも学校は常に地域に開かれた存在であり、続けなければならない。密室に
しないことが大事だ。

430 学校・家庭の協力体制がより必要だと思います。近所・地元・町内会の協力が欠かせないと思います。

431

鎌倉市だけでは限度があるので、近隣の市と連携して意見交換したり、施設を利用できるようにすれば
よいと思います。（鎌倉市民が藤沢市の図書館を利用できるように。）自分の同級生はほとんど市外、県
外に移り住んでいます。たぶん今の子ども達ももっと市外・県外に移ると思います。それは、しょうがない
ことだと思います。
小学・中学の時に地域経済の大切さを学ばせるべきだと思います。鎌倉市という狭い地域にとらわれず、
横浜市、川崎市、県内の地域経済のすばらしさを学習させ、県内にとどまらせたらいいと思います。

432 ･安全な通学路の確保

433
スポーツ振興の為、野球、サッカー、ラグビーなどができるグラウンドやジョギングなどが簡単に行える
コース（平地）の充実が必要。

434
可能であれば、
ゆとり教育という形にとらわれず、以前の教育内容についても、必要に応じて教育を進めていただきた
い。今がいいとは思えない。

435
・大きな図書館を作ってほしい。
・大船駅前の再開発を早く進めてほしい。（パチンコ店が多すぎると思います。）

436
学区制の廃止
小中一貫教育

437
・教師がサラリーマン化している。
・２段階評価から５段階評価へ。
・相対評価から絶対評価へ。

438
鎌倉独自の文化を本当に大切に守りぬいて欲しい。
マンションを乱立し、近代化を図っても他と変わらなくなってしまう。
教育面ではかなり遅れていると思う。

439
市民（子どもから大まで）の目の届く、学校・教育環境・交流の場を増やし、みんなが一緒に子育て、教
育、介護、助け合いをしているという意識づくり。

440 塾が駅周辺に多い現状。塾が流行らなくなれば、教育環境が整っていっている証明と思う。
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441 人との横のつながり。静けさ。

442 地域の働く人々の交流を活発にすること。

443
通学路の安全（道路防犯）
少人数のクラス分け
土曜午後授業の実施
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《市政についての意見》

番号 意見

1 松尾さん、市長がんばって下さい！そして身障者につき、舗道の整備をおねがいいたします。

2
鎌倉に引越してきて、まだ１年なのでわからないことも多い。一番行政に望むことは、この独特の自然環
境、歴史遺産を大切にして欲しい。コンクリートの崖はやめて欲しい。観光都市としていきていくためには、
もっと景観を大切に街造りをして欲しい。

3

スピード感のある行政であって欲しい。
岡本のマンションの他、裁判になっているものについては、明らかに市の側の判断ミスが原因になっている
と思うので、市の職員はもっとしっかり勉強してほしいし、仕事をしっかりしてほしい。事なかれ主義はやめ
て欲しい。

4
市制が何やってるか分からない
鎌倉は何もかも高いというし、住みやすくはないのかも
年とったら鎌倉では住まないとも聞くし

5

鎌倉は歴史の町です。観光客がくるのは大いにウエルカムですが、観光客のモラールが悪く、名所近辺の
整備が不十分の為、住民への悪影響を感じています。
他の市と比べるとスポーツ施設や教育施設が少なく感じます。土地が少ない事も理由とは思いますが、空
いている場所を上手に活用して環境整備を図っていただければと思っております。

6
私は緑の多い街が好きで北鎌倉に住んでいます。自然環境を守ろうとすれば、先進的な事は少し遅れ、多
少不便になるのは仕方のない事と思っています。住環境を改善して整備された街づくりを求めず、もっと自
然を守る事を優先して考えていただきたいです。

7
鎌倉市というと、海や寺、神社のある地域だけでなく、大船地区の整備もお願いします。ミニ開発の住宅や
駅前のビルの高さ、外壁の色の統一など、まずは見た目を美しく（ヨーロッパも街のように）、そして全ての
世代が暮らしやすい市になるよう期待しています。

8

鉄道だけを利用して通勤、通学をできる地域が少ない。バスの本数も少ない。
市のホームページから身近な行政情報を（住民票、印鑑証明等の取得）得るのがしにくい。 初のページ
からアクセスしやすくしてほしい。
鎌倉のハイキングコースは市外からも訪れる人が多い一つの大事な観光資源だと思いますが、休憩場所
やトイレが少なすぎると思います。

9 いろんな所に出かけない者にとって全体像は分かりにくい

10 このような市民意識調査は有効と考えます。どんどん実施するべきです。

11

文化都市に市長でしたが、前回だけは夜の市長でした。仲間に紹介できない人間でした。今回は期待して
います。
年金生活に入り時間もあるので、大学時代のように活躍したいと思っています。
他の雑誌に投稿してゆきます

12

鎌倉市役所の人達の給料は全国で二位、一位が東京都
規模から見てもずっと小さい町なのに障害者の受付は役人としか思いません
私達は一生懸命働いて税金を支払っています。先日も市民税だけが自動引き落としになっていなかったの
で、要介護５の主人を自宅において急いで支払いに行きました。２４時間私一人で見ているので時間があり
ません。
いろいろ手続きがたまって一つだけ記入もれがありましたが、他の窓口は、自宅へ帰ってから連絡ください
と言ってくれました。が障害者医療給付担当者は、あまりにも事務的でもう少し市民の為に働いて下さい。
二人で何やら話をしていて私が行っても何々気が付きませんでした。

13 山に囲まれているので、緊急時の放送が響いてしまって聞こえない。　佐助１丁目御成中学下
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14
健康増進法第２５条の定めに基づき、公共施設や公共の場所において、禁煙又は分煙が実施され、市民も
協力しています。しかし私の近所の市役所職員は、今でもひんぱんにポイ捨てを繰り返しています。一度注
意しましたが逆に切れられました。職員全員に対しての教育を徹底して下さい

15
道がせまく、危険な道が多いので、歩道の整備を。
キャッチボールが出来る公園を作ってほしい。
横浜市に負けない行政サービスをおねがいします

16
年寄りが集まっておしゃべり出来るような公園がない
車椅子や足の悪い人がいるなか、歩道がななめだったりガタガタでトッテモアブナイ。怪我する前に！

17
高齢者のことをもっと考えてもらいたい。友達で夫婦で８３－８５才の人がいますが１人でご主人を見ている
のがきのどくです。どうか市がなんとかできないでしょうか

18

鎌倉に住んで２８年になりますが、住んでみて感じることは、若い人が少ないなあと思いますし、観光で訪
れていた若いころは、古都鎌倉の静けさを求めて来ていたのですが、今は静けさイコール高齢化のイメー
ジで先々不安です。
これからは若い人口を増やすことを重点におき、市政に反映させていただきたく思います

19 車椅子、ベビーカーが通れる歩道を整備して欲しい。

20
税金が高い
市民病院がない
道がせまい（悪い）

21

市のことを深く知っている訳ではありませんが、ミニ開発への許可はできる限りやめてほしい。どんどん山
が崩され、そこに何も知らずに緑が多いのが良いと思った人が入ってくる・・・という矛盾した状況が起きて
いる。
職員の働き方に不能率が多いのではと聞いている。１０万円の恩給を１回で払うか１０回分割にするかを４
０、５０代の男性職員二人で説明したり悩んだりしたのをみて、あきれてしまったとか・・・職務を整理し新規
採用をやめ、余った人はハコ物以外の鎌倉の観光収入や税収UPにつながる仕事をわりあててはどうか。
まさか地方公共団体で解雇はできないでしょうから、解雇せよと要求することは、やめておこうかと思ういま
す。

22
税金のみが高くて（市民税）、もっと市民のこと思考してほしいのみ
真面目に暮らしている我々一人一人ずっと感じています。ホント考えてほしい２０１０年です。

23
先日、足をケガして車椅子を使用する事になりました。歩行者の道は傾斜している所が多く、体が傾き、こ
わい思いをしました。車椅子生活を日常通っている人はとても不便だと思いました。こわいし、車道におりて
走らせなくてはいけないので危険です。

24

市税が高い。その高い税金が市民に還元されているとは思えない。
又、スポーツをする環境が極端に悪い。
以前横浜に住んでいたが、ここへ越してきて運動をする機会がなくなった。老人の街なのでしょうか。若いア
クティブさが全くない。

25
１　 近乱開発の放任が心配です。いたるところで自然破壊が目につき、このままでは鎌倉の魅力である
自然がなくなるのではと不安になります。行政で歯止めをしてもらわないと、大変なことになると心配してい
ます。

26

市民税が高い。
高齢者にやさしくない（バス代等）
公園の設備が整っていない。（きたない、遊具がさびてる、砂場にかこいがない。横浜はキレイです）
公園が少ない。
中学校給食にして下さい。
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27

昨年来たのでまだよく分からないところが多いです。・・が思ったこと　大仏～源氏山などルートが整備され
てない。道がガタガタだったので国際観光都市？？と思った。おそまつすぎです。歩道も信号機もない道が
多いのでビックリした。ここは昭和？？と思った。
お年寄りが多いのかそっち系の文化活動は盛んなようです（唯一良い点？）
図書館に置いてある雑誌の種類が少なすぎ、東洋経済、日経ビジネス、プレジデントとかなかったよう
な・・・
ゴミの方法がスーパー級に難しすぎます。タオルの布質による分別差、いまだにさっぱり分かっていませ
ん。納豆パックの扱い方、洗っているか否か。生ゴミ本気で減らすようならコンポストとか機械の激安配布、
公共施設での使用見本など示してください。市指定のゴミ袋がないのでそのままスーパーの袋利用してい
ます。スーパー袋有料化が一番有効でしょう。
重要ポイント。 後に鎌倉のバス運転手さんはすごいです。ここで運転できたら世界中どこでもOKだと思っ
た！

28
みんなが鎌倉に来たいと思える街にしてもらいたいです。せっかく歴史のある街なので、日本を代表するよ
うな良い街にしてください。いつもありがとうございます。

29 無駄をだしている（税金）職員の不祥事、横柄な態度。改めてほしい。

30
「今迄はこうだったから」と言う様な事ではなく、必要なこと、無駄なこと、はっきりと分けて市民が主役の市
政をお願いします

31
手広→大仏→長谷→下馬へ抜ける道路の混雑を解消する方法はないでしょうか？
又、七里が浜→由比ガ浜へ抜ける道路も混雑する。これも何とかならないのでしょうか？

32

保育園の補助金をだして欲しい。
保育料が他の市より高いので、子育て支援に必要だと思います。又、保育園が不足しているので増やして
欲しいです。
歩道の整備と街灯を明るく、をお願いしたいです。

33 大船西口を利用する２つの私立高校生への通学路の配慮が十分に行われていないように思われる

34
私は鎌倉が好きですので、生活しやすく、子どもも安心して生活ができ、病気になっても安心してかかれる
病院が多くあればよいと思います。若い市長さんですが頑張って下さい。

35
大船駅のルミネ側の階段に下りエスカレーターを設置して欲しいです。（上りエスカレーターはありますが下
りが無いためご高齢の方は辛そうです）

36 市の行政については・・・・良くわかりません（あまり興味がないです）

37 松尾市長様　　過去のしがらみにとらわれずにどんどん新しい風を吹き込んでください。期待しています。

38

アンケートに答えていても思うのですが、“対外的に良く見てもらいたい”の姿勢が強すぎるように感じます。
例えば緑地保全にお金がかかるのも分かりますが、「ここの木が～」のお願いをすると、２人掛りで１～２時
間の現地視察。丁寧な対応には頭が下がりますが、その時、自ら道具を持参し作業を行っていれば終わる
ような事柄もしばしばお見受けします。主婦の狭い視野だと思いますが、もっと足元に目を向けていらっしゃ
れば、改善箇所も自然と見えてくるのではないでしょうか。

39
市民税などが高いわりには交通の便、特にバスなど本数が少なく時間がかかる（鎌倉駅～江ノ島、藤沢～
七里ガ浜）

40 他の自治体に比べて職員数が多いのではないか。給与体系も高いと思われる

41 新しい若い市長の手腕を発揮して、老人にやさしい町づくりをして下さい。

42
鎌倉市にはどうして、職業安定所や社会保険事務所がないのですか？市民がいくら反対してもマンション、
葬儀社が建つのでのでしょうか？

43
税金を有効に使用してほしい。
今の鎌倉は昔と違い、町並みが乱れている。まるで東京の下町とおなじ。住宅、マンション建設の規制を強
化してもらいたい。緑も保全、開発は不動産及びゼネコンを儲けさせるだけである。
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44
天下り法人の多さにおどろいています
行政のむだ使いにびっくりです
中小企業の経営が苦しい中、公務員のどっかりいすに座り態度の悪さに頭に血が昇ります

45

（２６）について、私は幸いにも現役です。よって地域の活動にあまり参加しておりません。聞くところにより
ますと、この地域の活動は、一部の世話役の勝って気ままにされている（声の大きい方が勝つ！）との事。
私も以前地域の会合に一度だけ出た事がありますが、その通りだと思います。その為、今、地域の自治会
離れが進んでいるようです。私も付かず離れずの無視を決め込んでいます（多忙の為もあります）。このよ
うな状況で地域住民の意志という事で、自治会から市に対して意見が、自治会から住民の意向として提出
されているのではないかと心配しています。

46

※世界遺産登録を目指しているのであるなら（そうで無くとも）、これ以上自然破壊のない様行政指導を。み
どりの斜面が削られて細々と宅地にされてしまいます（鎌倉山、江ノ電沿線の山の斜面等）。古都鎌倉は
「海に向かって開け三方は山の緑に守られていなくては」と思います。
※子育て支援のみではなく老人対策をお願いします。裕福な暮らしの方が多いとは思いますが、苦労して
生活しているお年よりを目にします。軽費で入居できる施設を、そして自立出来ている方々には江ノ電やバ
スの補助を厚く。老人が安心して暮らせる市は若い方にも将来の不安もないと思います。

47

「鎌倉を世界遺産に」というのに反対です。周囲にもそう言っている人は多いです。市民の民意を聞く前に
いつにまにかそんな流れになっているような気がします。民意を聞く機会をとって欲しい。ネット投票や各支
所に意見ボックスを置くとか。
今の鎌倉はこれ以上増やせない状況でしょう。もし世界遺産にする気があるなら道路の拡張とかしなくて
は、市民生活道路がなくなります。混んだ江ノ電や道路で苦痛な顔をしている観光客を見かけるといつも申
し訳なく思っていまいます。

48 ○○○、○○○○○、○○○共のような○○種族を排除し、独逸と協力していくことが必要である

49

観光について
東京が近いなどめぐまれた状態であること、あぐらをかいて京都のような努力が足りないと思う。企業等の
誘致も少ないのだから、やはり鎌倉は観光で売り出していかなければいけないのだから、もう少しどうした
らいいか考えてほしい。奈良が朱雀門を建設したように、鎌倉幕府を再建してはどうか。もっともどのような
ものだったか分からないらしいから（どこにあったかも点々として定められない？）、いっそのこと鎌倉市役
所を新築するときに幕府風にしてもいいかもしれない。
交通について
道が狭い、混む、 終バスが早すぎる。バスの乗り継ぎが悪すぎる。東京や市外に通勤、通学する者に
とって 悪の環境だ、これをまず改善すべきだと思う。
投票場所について
（選挙の）徒歩でいける投票場所があるのに、バスか電車でしか行けない投票場所を指定されるのは、投
票する権利を放棄させられているようで変えてほしい。

50

世界遺産になるような運動がさかんですが、その前に、増加しつつある老人口に対してもっと積極的に対応
してほしい。小町道路、長谷付近は商業化し、東京の原宿と変わりなくガッカリします。観光地としての開発
はもっと海と山に向けられるべきです。土日にガラ空のフクちゃんマイクロバスが巡回しておりますが、あれ
は一体なんですか？勿体ない。老人の為に利用して下さい。鎌倉市の職員の方はあのガラ空きマイクロバ
スを見て他に何か利用しようと思わないのですか？ガソリンと経費の無駄使いです。職員の方は土日が休
日なので御存知ないですか？

51

鎌倉の特徴は何と言っても、海と山（みどり）があることです。少々の不便があっても、この海と山の景観は
守って行きたい。鎌倉には多くの自然散策路があります。それでも昔、昭和２０年代３０年代に較べると減っ
てきています。これ以上減らさないで欲しい。又復活できる所があれば復活させて欲しい。先日１２月中旬
に小田原市内の歴史散策に行ってきた。まちかど博物館18ヶ所の内何箇所か案内してもらったが仲々良
かった。その時防波堤の先の海を見た。真白な砂浜に皆喚声をあげた。鎌倉の海岸には昔、松林があっ
た。逗子に抜ける自動車道路を、もし地下道にして松林と砂浜が残っていたら、すばらしいだろうと時々思う
ことある。

52
従来の慣習にとらわれることなくゼロベースの見直しを常に行える行政に期待します。あかちゃんからお年
よりまで鎌倉に住んでいてよかったと思える雰囲気作りも大切と思います。

74



53
積極的な新市長に期待とエールを送ります。鎌倉が変わると信じて応援します。鎌倉に住んで40年余り、市
民意識調査が行われていたのを耳にした事もありませんでした。

54

こちらへ来てまだ2年。以前住んでいた川崎と比べると土地柄、不便極まりない（これはある程度仕方がな
いが）。
観光地の割に住民税が高過ぎる。
不妊治療への助成があるといい。少子高齢化であるが、“生みたくても子どもができない”女性はかなりい
る。だが、自然豊かで文化的水準、市民のレベルも高いと思うすばらしい所である。

55 松尾市長に大変期待しています。

56 老人に対し補助が少ない（乗り物など）

57
市内のあちこちが乱開発をして住宅建設をやって自然破壊が進んでいく姿を見るにつけ、市政の自然保護
の精神が全く見られない。非常に残念なことである。市の人口増加を目標にして税収の増加をねらっている
姿勢がみえみえである。

58

１　バスの割引は横浜市のように７０才から収入に応じ、格安にしてほしい。年寄りはバスが足になりますの
で是非お願いします。
１　市内寺社の拝観料について
　寺社の厚意によると云ってますが、拝観料は無料にしてほしい。６５才以上の拝観料などわずかでしょう。
これは市が寺社にお願いして無料にしてほしい。
１　材木座とうふより和賀江島までの１３３号側の歩道に漁師のガラクタがかなりある。アイスクリームの冷
凍庫等景観をそこなり、世界いさん登録を目ざしているなら即撤去を願う

59
高齢者が多い地域と思いますが、もう少しいろいろな方が集まりやすいスペースがあちらこちらに（身近に）
あると良いと思います。

60
市長、市議会、市会議員の活動が良く見えない
選挙の時だけは頑張るがあと不明
もっと活動報告を多く発信してほしい

61

日経グローカルという雑誌では鎌倉市のサステナブル度がUPしているとあり、市政側での努力を評価致し
ます。
個人的な要望としては以下の通りです。
湘南モノレールの夜間営業延長とSUICAとの連携
海岸美化の強化
市役所の休日営業
温水プールの増設

62

特にこれと言って感じることはございませんが、政治の熱意が市民に伝わり、一般の人々との接点が多く感
じられることは大切だと思います。選挙の時だけでなく、底辺に居る人々の気持ちを良く汲むことは大切で
す。この様に意識調査をされていることは良く改善なさろうとしていらっしゃることだと思います。やはり個人
の自由意志が傷付かない程度にやっていただきたい件も少し有りました。メタボ検診の際のやり方は気持
ちが傷つきます。

63

環境はよいのに行政が追いついていない乱開発。
市民病院がない。
教育がひん弱。
市の行政がおざなり。地域から行政をする人達を選んで身近に問題解決を。
他市の人が多すぎ。気持ちがうすい。
この鎌倉市をどんな街にしてゆくかビジョンが感じられない。

64

家族に車椅子生活者が居たり、外出させようにも、住まいのある地域は急な坂ばかりで、1人で押しても登
れません。道路事情をもう少し弱者の立場になって考えていただけたらとおもいます。歩道と自転車が人に
ぶつからんばかりに走っていくというには考えものですし、交差点で人信号で自転車がスピードをゆるめず
に横を通り過ぎる時など危険を感じます。狭い歩道を自転車通行可というのはおかしいです。市の職員も
昼食時など駅近辺に出かけた折にはキョロキョロと街の様子にも目をくばって下さい。
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65
高齢者にバス無料券を発行して欲しい
後期高齢者の保険料の補助をして欲しい
設備の整った大学病院の誘致をしてほしい

66

地元住民の交通、江の電の乗車賃を安くしてくれるよう（定期券など）江の電と交渉して下さい。
安くても健全な経営が成り立つよう、観光客の誘致（温泉を風光明な海岸沿いにほって一泊してもらえるよ
う）をする。
坂ノ下プールを室内プールにする。
坂ノ下から由比ガ浜方面の遊歩道は大変広く、タイル張りで素晴らしいが車道がせまいのはアンバランスと
思います。
鎌高ふ近の渋滞も早く解消されるといいと思います

67

市役所の役人に仕事させろ！！窓口での待ち時間が長い。税金で飯を食っていると言う気概を持ってく
れ。市内在住の役人が何人いるのでしょうか？別にどーでも良いと思っているのが本心でわ？
自分サラリーマンですが、住民税高いですよー。藤沢の同世代と雲泥の差ですよ。月2000円違いますよ。
物は高いし住みにくい市だよね。引越ししようかな・・・

68
湘南モノレール下の道（特に西鎌倉から湘南深沢の間と富士見町から大船の間）の歩道はガードレールが
なく、かつ歩道の幅も極めて狭くとても危険です。相対的に財政が豊かと思われる（詳細は承知しておりま
せんが）。鎌倉市がいつまでも放置していることを常々不思議に思っています。

69

私は大船ですが、28年前より住んでいて、住民票は一時横浜になった事はありますが、ふたたび大船に
戻って来ました。28年間生活のすべてが大船の廻りだけだったと思います。交通、商店街、本当に色々なも
のが生活するにはとても便利で暮らしやすい所だと思います。山、海、緑本当にステキな所ですが、他に比
べ物価が高いのでは・・・食品や薬品以外にもっと安く、公共の物などは高いし無料のものがあっても良い
と思う。鎌倉芸術館の使用方法、催しも色々考えて欲しい。

70
今回の意識調査ははじめての企画であると思うし期待しています。ホームページに掲載するだけでなく、広
報等で発表してください。

71
自治会を重視してほしい。
自治会に入る件数を増やしたい。
地区の輪を広げたい。

72
歴史的遺産のない地域でも緑をなくすような開発はしてほしくない
土地の所有者が変わるとその跡地が細切れにされて売り出されるが、鎌倉もそろそろ関西の芦屋（もしかし
たら違うかも）のように一区画の広さを何㎡以上と規制した方がいいのではないか。

73
市として何をしたい、目指したいのか、また　それに対しての活動が机上の空論的なものになっていない
か、市の職員の方にそういう意識がある様には見えない。

74
道が狭い。地形の問題もあるので道路や歩道の拡張は難しいと思うし、観光地なのでやむを得ない事情も
あると思うが改善を望む。北鎌倉駅に屋根をつけてほしい。また、改札を増やして混雑時の柔軟な対応を
願います。

75
市役所の窓口で障害者に関わる情報を知りたくてもわからない。市がやってなくても、どこへ行ったら良い
かどこで聞けば良いかの情報を知らせてほしい。あまりに知らなさすぎ。

76
高齢者の多い市と考えます。福祉の充実、医療関係の整備（特に市民病院の建設等）、環境も大事だ
が・・・力を入れるべきところを十分検討して！！期待してます。

77 税金を有効に使い、住みよい町になるようによろしくお願いします。

78 岡本地区に幼児～高齢者が気軽に利用できる総合支援施設や広場を希望します。

79
感じ方４の答えが多く申し訳ありません。４の理由の1つとして知らないことが多いのかも知れません。市政
のPRももっとされてはいかがでしょう。昔はよく地域の自治会にケイジ板が有りましたが、それも少ない様に
思います。もっと身近な市政になる様に頑張って下さい
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80

この度は選んで下さってありがとうございます。是非子育ての親達、障害者の親達との懇親会、勉強会など
開いて頂けるとありがたいです。これはクレームというのではなく共に歩みたいからです。皆、そう思ってい
ます（市民）。ご連絡を頂ければ一度市の方に行きお話をさせて頂きたいです。是非その様な機会を作って
下さいよろしくお願い申し上げます。

81 市長が若い人になったので若者の考え方が分かりやすくなってくれると良いと思います。

82

鎌倉駅西口にもトイレを設置すべきではないか！日祝祭日には、江ノ電改札口付近は観光客で大変混雑
している。特に中高年観光客はトイレをどうしているのだろうか？東口側のトイレまで行くのは大変である。
私は駅員に頼んでJRのトイレをまた、みずほ銀行やコンビ二のトイレを利用したりしているが、西口にもトイ
レを設置すべきです。由比ガ浜通りに立派なトイレがあるが、どの程度利用されているのだろうか？まず西
口に設置すべきだった。取敢えず下馬四つ角と駅西口に由比ガ浜通りのトイレへの案内板を表示したらど
うか。外国人観光客のためにも！

83
ここ数年「なにがしたいのかわからない」市政に不満を持っています。まとまって一つの方向へ動いていると
ころを見せてほしい。今後に期待しています

84
市会議員の教育をしっかりやりなおして下さい。「あいさつの出来ない」女性議員がいます。選挙の時の事
をもう一度考えてあのお願いしますの言葉はどこかのにいってしまった常識の欠けた人だった　あいさつの
出来ない人がよい政治が出来るはずがない

85
新聞、パソコン等に頼らない情報の伝達方法を考えてみて下さい。
街中にベンチがあれば、散歩をしていても休むことが出来るのに・・・。
道の段差がこわいです。

86

鎌倉駅周辺の街並みの統一感のなさは、他国の歴史ある町とは比較なならないほどお粗末だと思う。看
板、色使いもっと厳しく規制してもよいのでは。
道路の狭いことも問題だが、唯一の公共の交通手段であるバスはなるべくミニバスにして、もっと利用しや
すくしてほしいと思う。
町中のゴミは少なくなったが人通りの少ない路地のポイ捨て、不法投棄はいまだに続いている。市役所に
よる見回りなどで片付けてもらえないものだろうか

87 不況が長引きし、雇用が不確かな時ですので失業した人、その家族に充分なフォローをしてほしい。

88
若い市長に行政が協力し、今以上の鎌倉になることを期待したい。
大船駅西口の交通渋滞の見直し（朝、夕）をなんとかして欲しい。横浜市と協議対策を図って下さい。選挙
の時は市議会議員の方々は立ってごらんになっていると思うが、選挙が終わると・・・・・。

89 不勉強ですみません。今後このアンケートをきっかけに市政に興味を持っていきたいと思います。

90

他市から4年前に引っ越ししてきたが、鎌倉は文化的施設や文化活動、地域のコミュニティー活動は参画す
る人々の意識も高く充実していると思った。ただし子育てに関しては未熟（医療費補助や親子広場などある
ことはあるが他市にとび後退的でつぎはぎ）。
正直子育ての終わった家庭や大人が住むには文化的環境が整っていてよいが、子育て世代には正直住
みにくいと思った（物価も高い）。
大船を少し超えれば、子育て世代には魅力的な横浜市があり、知り合いも移り住んでいくのをみると正直
考えさせられる。

91 鎌倉駅（うら駅）、観光地にお手洗いをもっと作ってほしいです。

92

子どもの通学の際にせまい道路におおいかぶさるようにかき根の葉や木がはみだしている家庭が多く困っ
ています。人の歩く道のはばをきちんと確保できるよう、道路ぞいの家に注意をうながして下さい。危険で
す。同じく通学時に、歩きながらのたばこは禁止にできないでしょうか？
※新しいやる気のある市長さんに期待しております。子どもの文化を守り今がんばっている先生達を応援し
てあげて、よりよい子どもたちをみんなで育てたいですね。

93
観光資源をもっと活かして、安定した財政基盤を築いて欲しい。
外国人旅行客の積極誘致の為、両替所や安価な宿泊施設を作ると良いと思います。
お年寄にガイドをやって頂くなど、観光には可能性が大きいと思います。
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94
安易に大切な緑の森林に、業者への開発を許可しないでほしい。
鎌倉市の住民の高い税金は日本一。市職員の給与だけではなく地域の市民への還元を望みます。

95
①　国道134号、鎌倉高校前の信号について、右折車による渋滞が明らか。道路を広げる措置ではなく、右
折禁止を復活させるべき。時間制限等を含め早急に解決すべきを思う。
②　路上歩行の喫煙禁止を条例化を。

96 実行力のある市政を望む

97
１　道路、歩道の改修工事が早い様な気がする。とことん使って欲しい
２　職員給与のラスパイレス指数は１００又は９０台になっているか、なっていないなら一年も早く１００にす
べき。

98
鎌倉市は、行政施策に対する市民への説明が不足している。
鎌倉市は、自然、歴史、鎌倉らしい景観を大切にしていると言いながら、無策な土地開発を安易に許可す
ることが多すぎる。

99
50年鎌倉に住んでいるが年々緑が少なくなっている。二度と作り出すことの出来ない景観がこわされ、色、
形、様々な小さい家がなくなり、鎌倉の良さが失われつつある。何とか色の統一とか形も少し整えるとか、
自然と親しめて鎌倉らしさを作って行けたらと思っています。期待しています。

100

道路を整備して下さい。地域によっては国道１34号線がダメになったら陸の孤島となりかねません。災害時
に救急車や消防車が全域にきちんと入れるようにして下さい。
あと、緑豊かな古都鎌倉を目指している割には、結構宅地開発しまくっていると思います。観光地としてもっ
と自覚をもって環境及び景観の保全に努めるべきです。
更に、医療（特に小児科）を充実させて下さい。土日も診てくれる所が圧倒的に少ないです。

101
市民総合病院の設立
交通渋滞の緩和（十二所方面から市内、北鎌方面から市内、大仏周辺等々）

102
市当局は観光公害に対処する姿勢は少なからずあると思うが、観光に依存している業者達に押されて思う
様な政策が取られていない様な感を受けるが・・・。
又、住宅の為の環境破壊は止めて欲しい。

103
鎌倉市の姿、感じ方
私はイメージの基準が判らないので答えが出ない。出したとしても適当な思いつきではないか。多くの人も
そう思うと感じます。直接たずさわっていれば又違います。

104
鎌倉市は良く緑を大切にと云っていますが、それは旧鎌倉市内であって、私共の町は山を削って宅地にし
ている緑がなくなる一方です。

105

市政についてというのは、はっきり言ってよく分からない。以前住んでいた深沢より現在の手広はご近所な
ど大変あたたかく、地域の方々のパトロールなどで子どもと安心して住めるのが、ありがたい。あちこちに新
しい家が建ち古くて立派だった家がなくなっていってしまっているのがとても残念。
深沢地区に小児科が少なく困ります。タクシーで行けば・・・とも思いますが、やはりすぐに診てもらえる自転
車でも10分以内に行ける場所に・・・

106 市会の充実と市民の声が通る様に議員数を減らして全体で15名位にする。

107
「地球温暖化」の防止策として、近隣の自治体（藤沢市、横浜市etc）が施行している屋上緑化への補助
（金）を早急に実現してもらいたい。（そうなれば直ぐでも我が家でも実施したい）…材木座在住。
図書館の整備にもっと注力すべきだと思う。あまりにもプアな状態です。
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108

住宅地の開発行為、許可が全くでたらめであり、違法行為が行われていても決して取り締られない為、自
然破かいは違反者の思いのままである。週一回せめて月一回位、街を巡って実態を視察してはどうか。弱
い一般市民はゴリ押しの違反者に対して何も云えず街は破かいの一途。世界遺産登録など遠い遠い夢の
終るであろう。一度こわされた自然は100年、200年先でも元に戻らない。今を生きる我々の責任は大であ
る。

109
鎌倉は人口が高齢化しており子育ても重要だが、高齢者が安心して住める環境作りも同じくらい重要だと
思う。また、勤労者世帯に対する生涯学習、スポーツ施設等の充実を期待している。

110

市の職員のお給料が高いそうですが近隣市と同じでよいと思います。
観音前（大船）のマンションでもめているところ、早く解決して下さい。
歩道のせいび、自転車専用道があればよいと思う。
ミニバスの時間をもう少し多くしてほしい

111
税金が高い
カラスがごみをちらかしてきたない
道路（歩く道）に犬のフンがよく落ちている。かい主のモラルの低下がみられる。

112
市の指定のゴミ袋がないのがありがたいです。レジ袋に活用できるので、エコロジーの面でもよいように思
います。のんびりしていて住みやすい街ですが、一番奥へ入ると、うす暗く、治安の面でどうかなと思う場所
が多いです。地形的にみて仕方のない面もありますが。とてもいい市なので、市政を応援しています。

113
昔から建物を中心とした街づくりをしてこなかった鎌倉は世界遺産の登録に力を入れても、もう手遅れで
す。イタリア、フランス等の街並はすばらしい！段葛の通りですら勝手にバラバラな建物ばかりです。観光を
旗印にしている人たちがやっているとは思えない。行政指導とは大変なことなのでしょうけれど！

114
約40年前、住んでいて殆ど変わってないのが道路の整備、拡張。特に鎌倉八幡～江ノ島に抜ける道がひ
どい。また緑地保全はいい事であるが雑木が繁殖しすぎる地域が目立つ。台湾リスも多すぎる。

115
税金をむだにしないでほしい
むだな道路工事はやめてほしい

116
細い道が多く、車も歩行者も移動しにくいと感じることがあります。道の整備が進むともう少しよいなと思い
ます。

117 障害者への支援が足りない

118

住み始めて5年しかたっていないので「10年前」と比べて、言われてもピンとこなかった。どんなことでも言え
るが、関係者への調査もほとんどせず、議員の言ったことはすぐに反映されるのがよくわからない。もっと関
係者の話をきいてほしい。仕事をもっていたら議会なんてみれないし、わざわざネットにつないで見る気もな
い。

119

鎌倉市は高齢者の方がたくさんいらっしゃいます。高齢者に向けたサービスやイベントの方がとても多いよ
うに見受けられます。高齢者の方々の意識を変えないと「子育てしやすいまち」と実感できることはないと思
います。とにかく、車の渋滞を制限しないことには世界遺産への登録は無理だと思います。「フクちゃんバ
ス」を走らせるのはムダと思います。観光バスの市内への進入を何とか考えるべきと思います　若い市長に
期待してます。がんばって下さい。

120
本当に市民の声が届いているのか、アンケートが役立て頂ければと思います。よりよいまちづくりをして
いって欲しいと思います。

121

鎌倉市は世界遺産に力を入れているようですが、私の周辺の人々は世界遺産に登録などされなくて良いと
思ってる人がほとんどです。そちらで税金を使うのであれば、市民の為に歩道を整備したり広い公園を造っ
たり、鎌倉芸術館で無料のコンサートに招待してくれたり、とにかく市民の為にお金が使われる事を望みま
す。
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122
１　税金が他の地域より高い。本来なら（規則では）建築できない所に建物を建てる許可を市が出す。
２　道路が整備されていない。軽トラックが入れない所でもどんどん建物が建てる許可が出て緑がなくなっ
ている。バス通りがせまい。歩道が整備されていないなど、都市計画が不充分です。

123

レイウエル鎌倉通りをもっと利用出来るようにして下さい
道路も広く良く工事されています。
常楽寺通りはバス、大型トラックの駐車で先が見えず、自転車も多い通学路にもなっています。歩道を自転
車が走り歩いている時ぶっかった事もあります。
バスから降りた時買い物袋を落とされた事もあります。
とても危険です歩いている人が多いです少し考えて下さい

124
一昨年引っ越してきたのですが、文化都市とはかけ離れた実態に失望しました。既存のハードに安住し、ソ
フト面の充実感がありません、文化財を観光に生かすという従来からの視点に加え、新しい文化を創造し
価値を生みだすことが文化都市だと思います

125

市民健診についてやさしさ、思いやりが足りない。どんな健康保険でも市民健康診断はすべて同様に受診
させるべきです。基本健診は自費でやれとかいう市の姿勢はおかしい。６４才まで全部できていたのが、６
５才なったとたんに健診項目からはずすとは何のための市民健診なのかおかしくないですか。
鎌倉市は市外、県外、外国の観光客を多く誘致し、市内の観光源をフル活用し、市内の商工業者が多くの
収益をあげ多く税金を納付し、一般市民はお客様にそれぞれの立場で親切に接し、協力すべきと思いま
す。その結果、一般市民が納める税金は減税されればなおさら良いことと思います。私も市民として、仕事
として、四季のみどころ、鎌倉（観光地図）、市内各施設の姿を紹介すべく入場券、割引券など、毎日、市
外、県外、外国人に配布、鎌倉市の広報宣伝に努力しています。

126
山々を切りくずし自然環境がどんどん破壊し鎌倉らしさがなくなっていくのがはがゆい。何とか維持できない
か？

127
朝早く、夜遅い東京勤務のサラリーマンですが、休日は鎌倉市民です。市政への参加は怠りがちですが、
本アンケートのようなもので、逆に市政の問題点を教えてください。意見が具体的に述べられません

128

鎌倉山の木はどんどん倒されています。自然破壊そのものです。建物を建てて人が住めば税金が入るから
と思っているのでしょうが、どこが自然を守っていると言えるでしょうか。桜の木ももう老衰してしまうのです。
市はどんどん許可を出してしまうからいけないのです。とても悲しいことです。自然的景観はなく世界にもど
こにも誇れるものはなくなります。

129
緑を伐採し景観を悪くしてまで店や施設を建てる必要はないと思う、建築許可を出す時にはよく検討しても
らいたい。（鎌倉山は近年緑が減ってきたように思う）

130 このようなアンケートが有意義なものになるように期待しています。

131

１　分煙の徹底。主な先進諸国（イギリス、イタリア、米国・・・）と同様に、公共施設は当然のこと、一般のレ
ストラン、カフェ、パブ、クラブなど全ての屋内は全面禁煙として頂きたい。同様にビーチも全面禁煙でお願
いしたい。
２　鎌倉市役所職員などの中にまだまだ親方日の丸的な勤務態度の方もみられると考える。リストラ、給与
カットの民間企業の厳しい現実を自らのことと思うこと。

132 いつまでも緑を残して欲しいです。

133 住み良い町をぜひ作って下さい。若い市長さんに期待してます。

134

余に世界遺産にとらわれていると思う。寺、神社は確かに多いがそれをとりまく環境を壊していると思う、あ
わてて永福寺跡地を元に戻すというが何のために以前埋めたのだろう。あのまま草原で昔を想像するのが
何故いけないのか、かなりお金をかけたがどうかと思う。それよりは街並みを残し建蔽率を守り、緑の住宅
地を（鎌倉にふさわしい）つくってこそ世界遺産ではないか。又、昔からある伝統的お祭りをしっかりバックア
ツプして観光客に知らせてほしい。鎌倉にある輿は歴史があって実によい。祭りもそれなりに重みがある。
地域に根づいている祭りを勉強していただきたい
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135

引っ越してきて5年、特に何かに力を入れている様子も見られず、動きが停滞している市だとかんじていまし
た。新しい市長になり期待しています。隣の藤沢市のようにフィルムコミッショナー（？）を作ったり、鎌倉市
民は寺社の参拝料が割引になる制度ができたりしたらいいと思います。子どもに体験させられるスポーツ
会ももっと種類多く開催されるといいです。もちろん大人も参加できるといいです。中学校の給食も期待して
います。

136
関係ないかもしれませんが、住んでいるアパートのプロパンガスが高くて困っています。なんとかならないも
のでしょうか、○○○○○○です。鎌倉はプロパンガスを利用している人が多いと思うので・・・

137

ゴミ出しについて
　過度な分別は逆に環境に悪い事は常識なのに、行政の考え方は逆（ゴミ出しに関してはすぐに見直し
を）。
市のHPが充実していない。
遅くまでの充実した交通網がない
子育ての環境が整ってない

138
これからの鎌倉市を見据えて子ども達がのびのびと生きていけるよな街づくりにできるだけ協力してやって
ゆきたいと思います

139 税金？

140
これ以上山をくずしてもらいたくありません。もっと緑を守ってほしいと思います。
大船地区にばかり１０階以上のマンションを建て過ぎている。

141 特養ホームをたくさん作って安くだれでも入れるようにして下さい

142
道路の整備をしてほしい。台１丁目から小袋谷信号までの歩道は自転車も通り、車の通行量も多いのにデ
コボコが多くとても歩きにくい。信号も少ないので車はスピードを出すのでこわい。
大船行政センターは業務の効率化を図って下さい

143

イベントの時の鎌倉駅は危険を感じる。明らかに人が飽和状態→なぜ改札が１ヵ所？
道路整備が進められないのであれば通行税導入があったらいいかもしれない（環境CO2及び事故防止の
面）
上記が鎌倉市のウィークポイント
リスクマネジメントが必要

144

上記２７の質問は全て肯定表現であり、行政のかくれみの、あるいは行政のマスターベーションのようであ
り、行政の無能の象徴のようである。
鎌倉は歴史遺産によりかかった町であり、行政は余計なことはしないことだ。
建築行政は貧困このうえない。無責任は仕方ないとして行政有害にならないよう望む。
いちど行政がストップしたら、よりよくなるかどうかシュミレーションしてもよいのでは？

145 無責任ですが、余り関心をもっていないというのが自身の現状です。もう少し関心をと思いますが・・・

146

鎌倉市の上空を、いつも米軍ヘリコプターか自衛隊のヘリコプターなど軍用機がうるさく飛んでいます。そん
な環境では観光も道路整備をしても平和都市とはいえません。市として軍用機の上空侵犯をくわしく調査し
て、実態を市民に知らせ、住宅地の上を飛ばないよう国に厳しく要求して下さい。
話はかわりますが、市役所の建物が昔のままで古いところがとても良いと思います。働く方には酷かもしれ
ませんが市民は安心だし親しみがもてます。

147

歴史的にも環境的にも素晴らしい財産を持っているが、活かしきれてないイメージがあります。もったいな
い。市として色々取り組んでいると思いますが、アピールが少なく、結局市民に上手く伝わってない気がしま
す。もったいない。お金をかければよいということではないし、このような時勢なのでますます大変だと思い
ますが・・。

148
せまい道路に（いわゆる生活道路）車が多すぎると思います。年末年始に交通規制をして車を市の中心に
入れないようにしている方法を普段から取り入れれば、もう少し安心して歩くことが出来ると思います
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149
老若男女を問わず住みよい町に
世界遺産の町になる様に

150
道路のデコボコを無くして下さい。
とても住みやすく、ずっと住みたい大好きな街なので、これからも期待しています。

151 昔から市長には期待しています。ドラスティックな改革をお願いします。

152
近山林だったところが宅地に開発され家がたてられたり宅地開発が無秩序に行われているような気がし

ます。深沢地区の農地の山の斜面が宅地になり、木々が切りたおされ、なくなってしまいました。住宅や宅
地になるのは、仕方がないことかもしれませんが、少し制限なくやりすぎているように感じます。

153

食の大切さ、食育を大切にしたい。自由に使用出来る調理実習室が市役所か学習センターにほしいと思
う。
坂ノ下のプール場の地域にもっとスポーツセンターをつくってほしい。
稲村の川添いにホタルが飛ぶようになればいいのに・・・
各課の人々の対応があまりにも統一がなく不親切に感じます。

154
住民税が高すぎる！！とても負担が大きいです。減税して下さい！！高齢者だけではなく私たち現役で働
く者が住みやすい鎌倉にしてほしいと思います。よろしくお願い致します。

155

１　大船駅の駐輪場がないのでつくってほしい（切実）。無料で。
２　支所の人間が多すぎる（ひまそうにしている）
３　寺社などからも税を徴収すべきと思う
４　鎌倉中央公園は遊べるところもなく全くの無駄になっている。そのくせ管理棟は夏でも冷房で、秋の如く
寒くひえている。
５　税金が高すぎる

156 無駄な開発をしないでほしい。今ある自然そのまま残すことが大切であると思うので自然を守ってください。

157

市職員、議員の態度が非常に悪い。お上という感じ
退職金が多すぎる
市民の血税を使って相応の仕事をしていない。市長のみならず人件費を考え直すべき。
議員の人数もこんなに不要！

158
東京や横浜などの追従をするのではなく、古都鎌倉のよさを生かした独自のまちづくり、人づくりを推進して
ほしい。

159
大船駅マンションのような失態を二度とくり返さないように、少しはまともな行政が行われることを期待して
います。とにかくまじめに取組まれる事を切に希望します、特に市長は若さを生かしてすばらしい市政を
行ってください。

160
観光客の多い鎌倉市ではあるけれども、散策したりウォーキングしたりする上で、歩道があまり整備されて
いない所が多いので、歩き易い歩道にしてもらいたいです。

161

横浜の“はまっ子”みたいなシステムが欲しかった。小学校下校時から４時くらいまで、そのまま学校で遊べ
ることを期待していた
今回アンケートに答えて初めて鎌倉のことを何も知らないことに改めて気づかされました。ほとんど“わから
ない”と答えるしかない。申し訳ないです。
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162

一年位前に、生活にこまり、生活福祉課に相談に行ったが、何度も足をはこびましたが、とても冷たい対応
をされ、その人にキレられたりして幻滅した。藤沢の行政にその事を話す期会があり、その事を言うと鎌倉
市はそうなんですよと言われやはり・・・と思った（私は母子家庭、１０代の子ども４人扶養）。
市営住宅が空いているのに市は動かない、困っている人が沢山いるのに、見るかぎりは半年は空いたま
ま！鎌倉市は他の市にくらべて市営住宅が本当に少ないのに・・・お役所仕事でいいのでしょうか！？だれ
も動こうとしない。
約２年前に藤沢市から引っ越してきたが藤沢の行政の方がよかった。こんなにちがうのかと思った。

163
単身のものにとって鎌倉は魅力的な街ですが、どのような活動がされているか、他の街と何が違うのかよく
わかりません。この街に住む特典が分かればもっと住む人が増えると思います（子育てしやすい環境が
整っている街である等）

164
世界遺産の登録を望むのであれば将来的なビジョンが必要。特に街の外観を損なわない等徹底して欲し
い。

165

市営墓地を作ってほしい。山の上でもどこでもいいので。
水道料金が100m3超えると大変高くなります。景気が悪くなり今迄別々に暮らしていた親子世帯がやむなく
同居しています。家族がせまい乍も必死に同居生活していると水道代の段階が100m3を超えて高くなり、
困っています。といって２口にすれば工事代がかかるし、どうにか考えて下さい。

166
１　大船駅周辺の都市整備を早く実施していただきたい
２　歩道のない道路が多く、身の危険を感じることが多いので早急に改善していただきたい
３　観光地への自家用車での乗り入れを禁止するなど、鎌倉らしい「まちづくり」のプランを提示してほしい。

167
今回の回答は全て感覚的なものです。何か（他の都市）と比較することのできる経験がないからです。
新しい若い市長には期待しています　これまでの常識や慣習にとらわれることのない、新しい発想ができる
と良いと思います。あれもこれもと欲張らず、ひとつかふたつに絞って確実に実現して下さい。

168
緊急の病院を聞くと、鎌倉市の遠い所を教えて？すぐ近くの逗子の病院を何故？教えないの？
人力車の掛声が多すぎる！
観光客の動線にゴミ箱を増やしては？

169 市民病院を建設して欲しい

170 宅地開発、マンション建設、自然破壊が市内にあふれ、世界遺産なんてとんでもない！恥ずかしいです。

171

鎌倉で良く発掘している所を見かけますが、出てきた品物類（発掘）を博物館とは言いませんが、観光客の
人や住んでいる人に見せたりしてもらいたい（展示会等）と思います。
どんな物が出てきたのか、歴史ある街ならではの事だと思います。
興味を持つことやもっと鎌倉の歴史を身近に感じる事ができると思います。観光客の人たちも喜ぶと思いま
す。

172
市政についてもっとみんなが情報を得やすいようにして欲しい。こうゆうアンケートをもっとたくさんの人に
もっと数多く実施して欲しい。「参加している」と実感できる市政をお願いします。

173
世界遺産登録をしなくても、環境の保護、環境を整えることなどはできると思う。税金を何千万も投入して登
録に向けての活動をする必要があるのだろうかと疑問に思う

174 信号ムシの車をとりしまってほしい。

175

夏場、暴走族が出没（毎年）。対策をもっとしっかりとるべきだ。
道がせまい、道がない、渋滞がひどい（134号等）。対策がとられていない。地元としてはなんとかして欲し
い。
市民病院を作って欲しい。
住民税がとても高い。
深夜タクシーが少ない。

176 税金を安くして欲しいです。
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177

新市長の公約と若さと（実行力）に大変期待しています。市職員の給与水準が現在の民間人に比較し高
い！
腰越の江ノ電の町並整備に尽力を頼みます。非常にユニークな街並と店舗ですので、市の指導、整備次第
で大変新しい街造りが出来ると思います。地元住民はその魅力にあまり気付いていません。市外から編入
者で知識水準のレベルの高い人達の殆どがそう思っているのです。

178 市の職員の方々への処遇（昇進、昇級など）を民間企業なみにして実績重視の組織にして欲しい

179
主要道路の歩道の整備を行って欲しい。歩道が狭く、歩きにくい（ガードレールすらない所もある）。事故が
起こってからでは遅い。

180
道が狭い
市民税高い
住みにくい町

181 市役所の職員の対応。年中無休にするべし。民間からみたらまだまだ甘い！

182

世界遺産登録活動反対です。観光地化しすぎていて、店並みに個性が全くない。
これ以上緑を失くさないで下さい。鳥や虫の声、葉が風に揺らされる音や四季の移り変わりを楽しめるのは
お金に変えがたい不変で絶対的な価値があると思いますし、大事にしたいです。市長の仰る温故知新を
もった鎌倉への愛を持ち続けたいので文化遺産、自然を守って下さい。

183 市職員の礼儀正しさについては感心します。

184

高齢者と子どもが一緒に楽しめる施設や場があるといいと思います。
例　すこやかセンターでは色んなサークルがあり、その1つに囲碁を子ども（小学生）に教えるものがあり、と
てもいいと思います。一方、裏の広場はほとんど使われず、年齢制限があって子どもは入れず、非常にもっ
たいない。

185
市の職員が多すぎる割には窓口での対応に笑顔、思いやり、敏速さが無い。市民サービスの職員の意識
改革を望む。
お正月3が日の17時以降の市の駐車場入庫に障害者（車）の優先入庫を望む（出来れば昼も）。

186
レジ袋で生ゴミを出さない人は、何の袋で出すのでしょうか、たぶんわざわざゴミ袋を買ってそれで出してい
ると思う。レジ袋とゴミ袋は同じではないでしょうか。意味のない行政指導ではないか。

187

新型インフルエンザや大地震などの時、本当にきちんと対応出来る状態なのか、かなり心配です。強毒性
のインフルエンザが流行ってしまった時、どうなるのだろう。今回の新型流行の時の対応をみると心配でな
りません。公立小、中学校など、インフルエンザ予防接種を学校（平日の授業の時間を使って）で受けられ
ると、本当に親の負担は減ります。混んでいる病院に2回も連れて行く事はとても大変なんです。有料でもち
ろん構わないので、何とかお願いしたいです。命にかかわる問題については「困っているのが自分の家族
だったら」と親身になって考えていただければ、きっと良い方向に変わって行くと思います。
松尾市長に期待しています。

188

このようなアンケートは今まで実施されていたのでしょうか。せっかくこうした機会があるのだから市はがん
ばって市民側の意見を取り入れてほしいです。
鎌倉市は歴史もあり、守るべきものは沢山あり、それらのため多少の制約はしかたのないことかもしれない
けれど、坂道が多いことはバリアフリーではないし、緑地を守るばかりで、うっそうとした場所は夜、通るの
が不安だったり・・・鎌倉駅周辺だけが鎌倉市なのではなく、鎌倉市と名前が付いている場所全てに目を向
けて、市民が今何を必要としているかしっかりとキャッチしていってください。

189
鎌倉に残された山、森、海岸などは、これ以上壊さないようにして欲しい。
古い建物、一般住宅を残し易くして欲しい。
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190

JR跡地、野村総研も早くきめて下さい
テニス笛田申込はいつもはずれ、30枚位ださなくてはダメの様です。人の名前で、坂に同じ自転車があるか
ら毎回している様です？
NPOの事はどこにあって何をする。テレビで見るだけ
一人暮らしの人が死んだ時にまでたのんでいるのをテレビで見ましたけど・・・
問２６の自転車ロードは海だけですか？歩道のバリアフリーは気がつきました。

191
世界遺産・・・と力を入れているようですが、広く住民に伝わってない。市民の意識にまとまりがないように感
じます。「自分達の町、鎌倉のこと」と実感するはたらきかけを・・・。鎌倉市民は鎌倉観光に興味が薄い？

192

先日久し振りに市役所へ用事があり行きましたが、明るい感じになっていて良かったと思いました。高齢者
や子育ての環境整備が話題になっていますが、大学、高校生のいる家庭が一番大変だと思います。子育
てをしてきてそう思います。支援金や子ども手当ても、幼い子どもより、学力をつけるためにはどうなので
しょうか・・・貯金しておけば良いかもしれませんが、それを使っているのではと思うと、子どものためなのか
と思えます。生活保護受給の方が年金より高いとほんとうに聞きました。おかしな話です。生活保護で隠れ
て車に乗っている人がいると聞いた事があります。保護しなくて良いと思います。一生懸命は働いている人
が辛くて大変なのは何だかおかしいです。もっと厳重に調査して下さい。皆の税金ですから！お願いしま
す。

193 名古屋市の様に税金をでき得る限り安くする政策を

194 生活弱者の力になれる市政であって欲しい

195

鎌倉に生まれて鎌倉で育ち、今鎌倉で子育てができて良かったと思っています。前市長も子育ての支援対
策に力を入れてくださり良くなっていることは充分にわかっています。老人だけの街でなく、子ども達にとっ
ても良い街になってきていると思います。でも外部からみると「税金高そうな老人の街」です。若い世代に魅
力的な街になるように新しい企画も打ち出していただきたいです。「３０～４０代」の主婦が現市長に投票し
た大きな理由の１つに中学の給食導入があります。たぶん無理・・・でも実現したならすごいこと。「やるじゃ
ん鎌倉！！」と注目されてほしいです。LOVE鎌倉。頑張って！！自分勝手なことばかり・・・乱筆乱文で書
きあげて失礼しました。

196

ゴミのステーションについて
玉縄消防署近辺から、車で通る時いつもカラスなどにあらされていて汚い。自宅のステーションでも時々み
かけるが・・・他地域の住民が夜や朝早くに勝手にすてていく。もう少し市の広報などで他に捨てに行かな
いように！！それぞれのステーションは責任をもってそうじを順番に行っていますよ！！など、もっとPRして
ほしい。せまい道路はゴミがちらばっていて、小学生など登校時間にとてもあぶないです。坂口バス停付近
はせまいのに、修理屋さんの車が駐車違反をしてとめていて、これもあぶない。歩行者、老人にとってもあ
ぶないのをみかけました。

197
やはりマンションなどばかりを建てるのではなく、鎌倉らしい町を残してほしいと思います。いつまでもそん
な緑いっぱいで、みんながニコニコしている町を目指してほしいです。
暗い道には街灯をつけてほしいです。

198 緑地の保全をして欲しいです

199
鎌倉は緑あり、海あり、子育てにはよい町だとおもいますが、古都としてその景観はどうかと思うこともあり
ます。無理はせず・・・市民がくらしやすい市政を目指していただきたい。カマクラはカマクラでよいと思う（世
界遺産登録など必要ないです）。

200 とにかく保育園増設をして欲しい！！そして駅周辺の整備を！！ひどすぎる

201
我が家は母子家庭なのですが、市の職員の方たちにはいつもていねいにご対応頂き、たいへん感謝して
います。今後は税収が確保できる仕組みづくりを、その税収が市民ひとりひとりに役立つように使われて欲
しいと考えます

202
山崎町内の公園や、中央公園へいたる道に犬のフンがよくおちています。ほとんど毎日新しいフンが落ち
ているので、子どもを安心して遊ばせることができません。

203 松尾市長　がんばってください
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204

腰越行政センター内にある学習センターに関して、鎌倉市内の中央部から離れている腰越地区で唯一、学
習出来る場所であり、私達にとって大変便利で良い所でありますが、学習センターで行われている科目の
内容がいつも同じで、あまり変更がないように思います。時々新しい科目も入れてほしいと思うのですが？
そして、なるべく多くの人が学習出きる機会を作ってほしいと思います。特に遠くへ学習する為に通う事が
出来ない高令者にとっては、人々が集まって学習できる大切な場所だと思うので・・・よろしくお願いします

205 若くて清潔感のある松尾市長の今後の活躍をたのしみに、又期待しております

206

固定資産税等のクレジット払いや一年分全納の場合の割引など是非検討してほしい。
行政センターのおじさんは経費の無駄では？尚お茶の時間なのかセンター内に入ったらコーヒーの良い香
りがしていた。休憩も必要だと思うが、もう少し公務員の自覚をしてほしい。
私有地である自宅前の道（みなし道路）の舗装をしてほしい（何度か話をした事があるが、材料費を出せば
とか、Uターンする場所を提供したらとかで取り合ってくれない）。他の車やごみ収集車とも通行するのに腑
に落ちない。

207
１０～２０年前の市政は住民に対して高飛車な人がいたようですが、今はとてもやさしく親切にい話して下さ
るし感じが良いです　これからもよろしくお願い致します。

208
もっと地域住民の意見を聴き、行政が先に決めてはこまる。いろいろな話が有るが、いつも行政が先に決
めてから住民に話を持ってきているように感じる。絶対あってはならないことだ。

209 駐輪所、駐車スペースをもっと充実させてほしい

210

働いている方々などの詳しいことは分かりません。
しかし、観光の市とは市民の満足がえられてより良くなるものと思います。駅前に行くのに自転車を使えず
車社会になりつつある今、もう少し庶民のことを考えてから、農産物、海産物　鎌倉の商工会議所などのお
みやげ品（推奨品）など、力を入れるべきでは？宜しくお願いします。

211
市役所の窓口対応はかなり良くなったと思うが、人件比率がまだ高すぎる。厳しい環境の民間人と比べると
厚遇過ぎる。より効率的にする為人員の削減、一人当たりの賃金の見直し、退職金の見直し等行うべきと
思う。

212
よく運動をかねて自転車散歩をします。駅周辺や観光スポットなどに駐車場がもっとあればと希望します。
自転車用の道ももっと整えて、エコ・サイクリング都市の模範的な街づくりにチャレンジしてはどうでしょう
か。

213

旧鎌倉地域の自然は以前から守られているか　私の住んでいる玉縄地域は 近環境が激変し、病院建設
や武田薬品研究所のニーズがあるのかアパートや賃貸マンション建設が著しく増えている、元々交通事情
が悪いのに、集合住宅の建設を一度に多量に認めるのは無理がある。騒音や渋滞で環境が悪化し、木や
緑が切られたりして、自然保護に逆行している場合も多い。これ以上玉縄地区の環境を壊さないでほしい。

214
財政が大変な時に児童手当云々とはいかがなものか？我々のように１８未満の子どもがおらず、働いてい
るものばかりの所帯は増税になり、働いても働いても給料がへってばかりになる。もっと納得のできる使い
道の所に税金を割りふるべきではないか？

215

自分の住んでいる周辺では、緑を削って分譲化が進んでいるが、このまま進めば緑地が減って環境が悪く
なるのではと心配になる。近くにも何十年も育った桜の木が切り落とされたり、（造成の為）大きなマンション
が建ったりして、よく許可がおりたなぁと胸が痛む思いです。一度失った緑は取り戻せません。もう一度これ
らの条例を見直す必要があるのではないでしょうか。

216

行政の効率・能率を上げて市役所の人件費を削減すること。市役所職員を減らす。サービス機関としての
市役所、サービスを実現してゆく市行政という目標を単純、明確にして下さい。平和宣言とか国際交流とか
について「市」として行う必要は本来ないはずです。図書館、体育館などは、一般の人（納税者）の利用は
高くないのが実状。極く一部の特定の人だけが使う傾向が強いので、利用料を使用者負担にしないと大変
不公平になっていると感じます。

217 税金高い

218 若い松尾市長に頑張っていただきたいと思います。期待しています

86



219

市議会のいる町はどんどん道が良くなり、生活がしやすくなり、その反対にいない町はいつまでも道もせま
く日々生活が大変である。救急車も入れません。
市の職員が外で食事をするのに同じ職員でありながらコンビニで買い物をしている所を市民に見られると
悪く言われるのはいかがなものか・・・
市の職員が1時になるのにまだ駅前にいるのはなにゆえ？

220
古都鎌倉を、いつまでも大切にしたい。安全で暮らしていける街になってほしい。鎌倉生まれの高齢者を、
鎌倉市内の施設で見られるようにしてほしい・・・・

221 市議会を傍聴したい、方法が分かりません

222

鎌倉市の職員は嘱託、パート、アルバイトの数が多すぎる。ある部署は正規職員が4名で、嘱託アルバイ
ト・　パートが14名もいる。常時出勤ではなく（週に３日の出勤）、職員の給料が県下一高い給料を支払って
いる給料を減額。鎌倉市は県下一高齢者が多い市だから、職員、嘱託、パート等人数を減らすよう要望し
ます。市の住民税も減税してもらいたい

223 緑にばかり金かけすぎ。

224
「世界遺産」への登録を目指しているのは知っていますが、登録されるとどの様なメリットがあるのかわかり
ません。メリットは観光客が増える事だけなのでしょうか。
市長さんには選挙の時だけでなく、市長在職中も市内を自転車でまわってもらいたい

225

六国見山の展望台の周辺の桜の木を整備（移植）して、北側の横浜～西側の丹沢、富士山の眺望を見や
すくすれば、ハイカー（市外の人）がより増えると思うので観光客を増やす為にもしてほしい。
山を崩してまでマンションを作らないでほしい（自然保護）。
旧鎌倉地区の寺や神社に駐輪できるようお願いしてほしい（エコ、渋滞対策）。
大船駅周辺の駐輪場は、１Fが自転車、２Fに自動車にしてほしい。場所が足りない場合は地下に駐輪場を
設けてみてはと思う。

226

古都に合致した、市が主催する大規模な祭を企画してほしい。鎌倉時代の仮装をした行列、市内全域の神
輿、山車、お囃子集結
一の鳥居から八幡宮までの交通遮断、沿道に桟敷席を設け観光客に販売、祭終了後参加者の交流の場
を設ける等々。
（環境）市周辺の山間部に大駐車場を設け観光客の乗用車、バスはここまでとして、そこからはシャトルバ
スで市内に移動する。住民には自転車の活用を推奨する。乗用車は猶予期間を設定し、EVを義務化。太
陽光発電は塩害の為、この地に適さない。
市周辺の山間部、風力発電機設置。
生ゴミ処理器は電力を使い過ぎる。
市から分解剤を支給し、各家庭で肥料化。食材は地産地消。梱包剤土に還る材質使用を義務化！「鎌倉ブ
ランドマーク」をエコ表示として住民に浸透させる

227
松尾市長に期待しています！私達でできる事があれば何でもやります。子どもから大人まで住みやすい鎌
倉を一緒に作りましょう！

228

平日は仕事があり、わからない事が多いですが、市職員の皆さんがコツコツと努力されているのは伝わっ
ています。鎌倉は地域によって様々な顔があり、とても個性豊かな土地です。これからも住み続けたいと
思っています。高齢の方が多いこともあり、防災がいつも気掛かりです。市外、県外との交流などがあった
りしても、外から鎌倉の良さが見えたりして楽しいのかなと思います。これだけ他地域から人が訪れる市は
（特に首都圏から）そんなにある訳ではないと思いますので、この利点を上手に活用できたらいいかなと
思っています（具体的な案がある訳ではないのですが・・）。

229
１　第１に市民が安心して診て頂ける充実した市民病院を作って下さい
２　若宮大路を八幡宮から海岸迄直線に整備し、鎌倉市の諸施設を置いて頂きたい。
　　松の並木をきれいに整えて頂きたい｡古都鎌倉の根幹です｡

230
特に道路（外部からの観光客）が住民の生活に多大な悪影響を与えている
高齢者が多い中､自家用車の無い老人が駅まで買い物にいける状況にあらず（バスを利用する）｡
鎌倉市はこの事は知っているはず。仕方がないのでは、この先すまないと思う。真剣に考えて欲しい。
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231

鎌倉は観光収入だけではむり。大手企業の誘致も視野に入れて欲しい。世界遺産登録への焦りが空回り
していると思う。観光収入は欲しいが、世界遺産登録もしたいは厳しい。本当に登録したいのであれば鎌倉
の風紀も考えて欲しい（小町通りの質の低下、夏の海の家の質の低下）。
市民は住みずらくなっています（休日の車両進入規制の導入）。
鎌倉は高齢者が多い街。健康向上のためスポーツ施設の充実、総合体育館の見直し。古くて汚い。
もっと市民の生活を第一に考えるまちにして欲しいと願います。

232

私は常盤に居住し少々の土地を所有しております。市に対する固定資産税を支払うために、この土地を有
効活用するため努力しておりますが、市の土地に対する規制が厳しく（法人店舗等の制約は特にきびし
く）、税の支払いに四苦八苦しております。
市としても、税収は固定資産税が歳入に多く占めていると思います。私は規制も結構ですが、もう少し法人
が出店できるよう規制を考えていただきたい。市の増収のためにも。

233

環境保護とインフラの整備のバランスがむつかしい行政だと思う。どちらを優先するかをはっきり明示すべ
き。
子どもの教育、防災、コミュニティ活動、生涯教育、生きがいづくり等、近所づきあいが大切であり、市の役
割を小さくするためにも、町内会動の活発化、「誘い水」役として市政の役割を期待したい。

234
なぜ税金が高いのか？無駄づかいはないか？納得できる説明が欲しいです。税金を安くする方法を考え
てほしい

235

歩行器を使っているのですが、ガタガタ公道ばかり。民有地を使わせてもらっている所もあるのでしょうが、
歩行器・ベビーカー・車椅子は裏道を通ることが多いのです。一度、生活道路・裏道を歩いてみて下さい。
皆が大変苦労してる事がわかると思います。（舗装も含めて）行政センター等での催し物等も、出掛けにくい
のです。必要に迫られ買物に歩くのが精一杯、他の用事で出るのは無理な状態です。

236

緑を残すのもいいけどもう少し手を入れてほしい。
道路がせますぎだと思う。
踏み切りを渡る場所が少ないので増やしてほしい（遠回りしないと向こうへ行けない感じです）。
鎌倉市は他の市と比べるとキタナイと思う。

237
松尾さんに期待しています。子どもからお年寄りまでが笑顔で過ごせるよう
又、市民ができることは何なのかなぁ・・

238 市県民税が高い割に市職員の給料が高すぎると思います

239

まちのイメージを厳しく書きました。
ふだんから、障害のある方、老齢の方々とつきあいがあり、このままではいけないと感じています。
市長も様々な会の代表と会って話を聞いている様なので、今後このような対話をどのように生かしていくか
暖かい目で見守りたいと思います。

240
バス利用で大船駅西口まで通勤していますが、特に雨天時の場合、マイカー利用者が殺到し、又、規制時
間を無視して右折するため、３００～４００ｍバスが進行するのに２０～２５分位かかる場合があり、不便を
強いられている。警察と連携を取り、渋滞の解消をお願いしたい。

241 各地域に必要な広報を、わかりやすく、もっとだしてほしい。月1回でなく2回位はほしい。

242
大船駅西口の開発を早くお願いします。マンション建設の跡も通る度に不快です。世界遺産を目指す都市
にはふさわしくありません。1日も早い開発を望みます。

243
すべての市民が信頼し合い、助け合い、協力し合って地域との繋がりを密に生活していける仕組をつくって
ください。子供の健全な成長は、家族だけではない人々の中で育っていくことだと思うので。

244
地域毎に元気のあるまちであることが大事ではないでしょか。
市街化調整区域がいつのまにか、宅地化してしまうことのないよう、不法な土地開発の防止に力を入れて
いただきたいです。
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245

税金の使い方として、人目でわかるような形のものに使ってほしい（例えば道路が細工されていてとてもキ
レイとか、無料で入れるフラワーセンター等）。
今は皆の生活（収入）が減っているので、公務員の方々も他人の身になって考えられるよう、気持ちを改め
て、ムダをとにかくなくしてほしいです。一般の人々より高収入であってはならないと思います。

246

７　鎌倉市の「まちイメージ」についてが設問が多すぎる。何を目的にしたいのかわからない。もっとしぼって
欲しい。
若い市長に一票投票しました。新しい発想や、今までとは違う鎌倉市になることとご活躍を期待します。
市役所に何回か電話したことがあります、電話に出た時、皆さん課名（グループ名？）まで言いますが、個
人の名前まで名のらない。名字位名乗って欲しい。民間企業では名のると思いますが・・・

247

道路行政＝観光地も含めて道路（歩道も）整備が不完全。日常の生活道路を含めて、きめこまかな整備が
市行政の役割
町づくり＝「鎌倉時代」「武家社会」は観光地のみ。それ以外はどこにもある街並。これでは「世界遺産」も無
理。市民総意の「運動」「パワー」なくして「世界遺産」はないと思う。

248 鎌倉の自然、歴史を十分に生かした、教育、産業政策を行って欲しいと思います。

249
市政の視点が鎌倉地域内ばかりに行き、他の地域、特に大船地区が後回しにされ過ぎている、もっと人口
に応じた行政サービスの充実が必要
“ノブレス、オブリージュ”の意識を市民間で共有できることが重要

250

１　不要品のリサイクルにリユースネットかまくらがはじまりましたが、充分に活用されているかギモンです。
不用家具を「不用品収集」として出すと(民間ではなく市のひきとり）、「リサイクル」という名目で「チップ」に
なってしまうことを、もっと広報などで知らせてほしいです。おとしよりなど良い家具も出していて、とてももっ
たいないと思います。広報することでリユースネットがもっとふえることになると思います。よろしくお願いしま
す。
２　宅地開発で緑をけずらないで下さい。もと空き家になったところなどを市が買いとり、リユースしてもいい
のではないでしょうか？

251

選挙の投票率低下問題について
＊選挙管理委員会の協力を得て、低投票率の解析では多分居住年数が５年未満とか２０～３０代若年層
に片寄っている筈である。 近転入してきた若い人達は、町内会・自治会への加入率が低いことと、投票率
と加入率は相関関係にあるようです。投票率の低下を知らせる義務と知る権利があると言うことを、自治会
などは各地域で愛する鎌倉のために、投票に行くことの手ごたえを得られないのではないかと思う。
防災無線について
＊放送は、男性の低い声より女性の高い声でやってほしい
＊低音は高齢者の耳では聞き取りにくいことを認識してほしい
市道にはみ出した草刈を所有者がやるように指導して欲しい
＊市職員は現場を確認し、所有者に草刈の依頼するようにしたらどうか

252

私の住む処は海岸に近いところですが、近年松が伐採され大型のマンション等が増えており、緑を回復出
来ないでいる。
滑川ぞいの津波警報地域だが、近くの高い建物が開放される様手配されると安心である。
昨年、ご近所の高齢者（１人でおすまいでした）が発見されるまでかなりの日数がかかったことがあり、隣組
として老齢化への取組みがあったらよいと感じた。(どの程度声をかけてよいか難しい）民生委員がいるにし
ても廻っていただいてない様に思われる。

253

どのお金が必要かは一般企業に就職経験がないと感じられないかもしれません。ケチるのではなく、使わ
なくて良いところにはムダをせず、要るところにつかう。家庭と一緒でしょう。そこを考えて動いてもらいた
い。どこも優先順位が高いことばかりでしょうが、有（優）能な人物を各ポイントに置き、その下を教育するつ
もりで、育てるつもりで人材をあてがってもらいたい。市長がかいていましたが、前例がなくてなんぼです！
前例はいつかただの例でしかなくなります。変化をおそれずに昔も大切に、未来を見て仕事をプライドを
持ってやって下さい。まだまだ大きなことができる街です。観光客、商店街を盛り上げていけます。乱筆です
いません・いつでも協力、助言、参加しますよ・私はネ

254
大船駅の朝の道路の混雑を緩和してほしい。公共交通機関（バス）がうまく機能していない。
ゴミの分別は大切であり、環境のことを考えると必要である共働き世帯には少し負担である。細かすぎる。
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255 松尾崇市長のもとで、自然を守りながら、かつ、生活しやすい環境にしていってほしいと思います。

256

鎌倉市に来られる観光客にはお年寄り、小さい子ども連れの方もたくさん来られます。くたびれきった子ども
を連れたおかあさんがバス停で待っているのを見ていて何かしてさしあげたいのですが、どうしようもなく
て。　御成小など、土、日に開放して、休けいさせてあげられないでしょうか。３０分、１時間座れたり、横に
なれれば楽になると思うのですが。これだけたくさんの方々に来ていただいて市政が潤おっているのですか
ら、当然といってもいいことだと思いますが。私のみならず、お手伝いできるシルバーの方もたくさんいると
思います。

257 市長さんに期待します。

258
今増々高齢化社会で選挙の投票場に行くにも大変な状態になって来ています、投票のやり方も考えてほし
い！

259
年寄りが多い町でありながら、福祉の充実がまだまだ不充分である。これからも老人は増え続けるであろう
が不安である。街を歩いていても決して老人にやさしい環境とは言えない。車イスを使うにも段差が多い道
ばかりである。障害者に対しても、他の市町村より、階級によるタクシー券の配布などは差があると思う。

260

新市長になり、市政が市民のために何が出来るかは、市職員一人一人の市民に何が出来るかにかかって
いると思います。職員の職場の雰囲気が変わったようには見えません。あたり前の仕事を毎日の生活とし
て行っている様です。市役所の雰囲気が変わり市職員の意識が市民に向う様に何をするかをお願い致し
ます。

261

観光地というのは良いが、車も人も多く、休日はとても出かけにくい。そこに住んでいるメリットをもう少し感
じたい（例えば市民はお寺の入場無料など）。
また、この「まちのイメージ」のアンケートは抽象的すぎて答えられないことが多い。もっとわかりやすいもの
でないとせっかくアンケートをとってもイミがない。どこまで信頼できる指標がとれているのか・・・それでも鎌
倉に住みつづけたいと思う。それだけ市、場所の魅力はあるのだから市政もそうあってほしい。

262
税金の使い道をより明確化し、これから鎌倉市を担っていく世帯がより豊かな教育を受けられるようになっ
ていってほしい。また文化財などの保全をこれからもしっかりと行い、鎌倉の魅力をより強くしていけるよう
にしてほしい

263

鎌倉市の環境問題への取組み方についてお聞きしたいと思います。市民として日常生活を送る上で特に不
都合や不便を感じ、時には不快さえ覚える問題について述べます。それは、ごみ処理に関連する問題で
す。言うまでもなく鎌倉市は、ごみの分別の徹底によりリサイクルを実現し、循環型社会の達成へ向けて
「先進的」な役割を果たしています。広報などでも、ごみ減量に血道をあげ、その成果を誇らしげに報告して
います。私はこのような事態そのものに根本的に疑問を呈する者であります。紙幅の都合上詳細を論じる
ことはできませんが、近年では心ある科学者、学者の方達によるゴミ処理問題について多くの提言がなさ
れています。これは地球全体の環境問題に通じるテーマですが、身近な問題として重要な意味をもってい
ます。リサイクルは本当に意義のあることなのでしょうか。そのための分別は市民の生活をただ窮屈なもの
にしているだけではないでしょうか。がまんや苦労を重ねることがどれほど私達の有意義な生活に結びつく
のでしょうか。これまでの政策には全くの疑問をさしはさむ余地はないのでしょうか。その証拠の東京都の
渋谷区その他特別区、大阪や名古屋など大都市圏ではごみ処理について見直しが着実に進んでいます。
燃やすごみはペットボトルと一緒に処理する方が余程効率よく燃えます。プラスチックなど分別は不要だと
言われています。こういう状況や考え方の変化について市政をあずかる方々はどのようにお考えなので
しょうか。単なる少数意見のたわ言として簡単に片づけてしまわれるのでしょうか。スーパーのレジ袋につ
いても全く正反対の考えを主張している人達も少なからず存在します。「環境」という一語をもって、市民、
国民を１つの方向へもっていこうとする政策には納得できません。反対の立場の人々が意識が低い「遅れ
た」考えの持主なのではなく、むしろ温暖化や低炭素社会、リサイクルを声高に叫ぶ人達こそ勉強不足、怠
慢のそしりを免れないものと考えます。一考していただければ幸いです。

264

鎌倉市にはあまり子ども達が遊べる公園がない。小田原市には市や小田原市市民の募金や寄付（木を植
えて名前をつけること）で子どもの成長とともに、木も成長して思い出になり、相乗効果があると思います。
その公園の名前は「小田原子どもの森公園わんぱく５人ど」。一度見に行くといいと思います。週末はいっ
ぱいの人でにぎわっています。鎌倉市にもこのようなものを作っていただきたい。

265
道が狭いため電柱が歩行の邪魔になる。地下へ埋めると景観が良くなるし、とても良いと思う。現状、とても
車の通りがはげしい場所では歩行中に危険を感じることがとても多い。
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266

近隣の市に比べ社会資本が悪すぎる（道路など図書館も)。
体育館やプールなどスポーツ振興の意思のなさ。
住民には住みやすい市だとは決して思わない。
市職員退職金の高さには納税する気になれない。

267
医療体制の貧弱
市の検診(特に基礎検診）が高すぎる（自己負担分）
スポーツ施設が少なすぎる

268

１　鎌倉は谷戸が多く山際に家が建っています。樹齢何百年もたつ大木が多く何十年～何百年人の手が
入っていないので、地しんや強風で大木がゆさぶられるたびに、ガケくずれが多く危険です　山は個人所有
ですが、山の下には家が多く心配です　山は木の根で持っていますので根こそぎ切るのではなく、太い枝を
切って軽くするだけで違ってくると思います。山持ちの方は処分したがっていらっしゃいますが、これ以上山
や緑地が少なくなるのは反対です。ですから市で何年～何十年に一回でも協力してほしいのです。個人所
有地でも、市で定めを作って市で協力しない限り出来ないと思いますのでよろしくお願いします。
２　鎌倉は細い道が多いうえ、電柱がおおく、 近はくもの巣の様に電線でいっぱいで何とかならないでしょ
うか？ちりもつもればのごとく何年がかりで出来ないでしょうか？

269

市の職員の仕事に対する情熱が感じられない。無気力、どうしてそのような人を採用したのでしょう。暇そう
にしている職員が多い。アルバイト・パート採用の人材のほうがすぐれていますよ。
特に行政センターはひどすぎます。給料下げるべきです。退職金も下げるべきです。
このようなアンケートはお金の無駄ですよ。もったいない。コスト意識が、市の職員にはない。ひどい市の職
員たちです。本当です。ひどい。

270

災害放送がよく聞き取れない。
狭い道路の自転車通交規制が必要
白線表示の歩道区域を信号待ちの車が停車して歩行者が通れない。（本覚寺～スルガ銀行の区間）
散歩中の犬の糞の放置の問題。

271
非常時に水道が止まってしまったとき、以前は、各地区にあるため池の水を使用できたが、今はできなく
なっている。（特にトイレの水として使用）（フェンスで中に入れないため）（危険なつくり方であぶない）

272
市の広報車が、ときどきスピーカーでお知らせをしていますが、何をお話されているのか聞き取れません。
何かよく聞き取れる方法はありませんか？
一度、救急車にお世話になったことがありますが、あれは有料にすべきだと思います。とても感謝しました。

273

鎌倉市の世界遺産登録申請は必要なのか。
鎌倉ブランド野菜を奨励しながら、突如近くにごみ焼却場を設置計画するなど、どう考えているのか。
鎌倉市は、公園に犬などを連れて行かないことになっているが、看板などの整備や市民への継続的な働き
かけが不足している。
大船駅へのマイカー乗り入れがスムーズでなく、雨天などはときに渋滞が激しい。駅前の橋の拡幅、ロータ
リーの拡張など必要と思う。

274
市行政は、岡本二丁目マンション問題など、市民より業者に顔が向いており、かつ不明朗行政である。もっ
と市民に顔を向けた行政であるべきである。

275

道路が狭く、歩道が十分確保できていないために、土・日は、観光客も来るため、車道へ人があふれかえ
り、危険です。
中央公園は、駐車場がなく、遊具等もないため、家族での利用が少ない。他市の公園（平塚や藤沢など）
は、土・日は家族連れで多くの市民に利用されている。深沢のJRの跡地に是非大きな公園（運動もできる）
を計画してほしい。

276
大船駅玉縄口側のマンション問題、そのままで景観が悪い。何とかしてほしい。市の姿勢が開発よりに見え
る。古都としての景観をどうするか、もう少し方針が見えるようにしてほしい。
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277

暴走族（オートバイ）が夜中に大音をたてて、集団で走り回るのを取り締まってほしい。安眠を妨害されるほ
ど腹立たしいものはありません。警察はほとんど規制もせず、野放し状態で、不愉快で仕方がありません。
なんとかならないでしょうか。（由比ガ浜の住人）
現在の住居を売却して、ほかへ移ることを考えております。

278
団塊の世代が老人になる前に、特別養護老人ホームや老健等を増設してほしい。
鎌倉市、逗子市、葉山町でまとめて公的病院を設立してほしい。

279

市民の声をまとめることは大変なことでしょうがこれからもがんばってください。
役所の公務員の数を考えると、今のままの人数で1日2交代制などにできないのでしょうか。開庁時間が平
日に限られていることなどが多く、やはり”お役所仕事”と思ってしまいます。大変でしょうが、みな大変なの
は同じなので。

280
近年、玉縄地区では、山を削ったり谷間を埋め立てたり無理な宅地開発が行なわれようとしているが、市条
例で開発規制を図るべき。

281 緑を守り、交通の安全、便利を願います。よろしくお願いします！

282 高額の市職員の給料を改定して、スリムな財政になるようお願いします。

283
街灯が適切に配置されていない。
道路の幅が非常に狭い。
小型の公共バス路線を増す。

284

市民のニーズをとらえる努力が足りない。
保育、福祉、教育のプロフェッショナルを交えて市政に反映する努力が足りない。
もっと公募を増やして、一部の気心の知れた人々だけで計画を立てては意味がない。
私はそのためならば必ず協力いたします。

285
支所を必要に応じて利用させていただいていますが、大変丁寧、親切にしていただき気持ちよく用件を終え
ることができます。
よりいっそうのご協力をお願いしたいと思います。

286

常日頃から広い公園がないのが不満です。海の近所に浜辺を利用した総合公園を作るべきです。
現在の海辺には道路しかないのは、せっかく大切な海に触れる機会を減らしていると思います。
車社会からの脱皮こそが古都の町を守り、観光資源となるはずです。
歩道の確保は絶対に進めてください。

287

市政全般については、新市長の若い力で改革が行われるのではないか、と期待しています。
私共の町内（材木座6丁目、神明町）ではゴミステーション問題で実に困っております。
従来の置き場が壊れてもう一年近くになろうというのに、新しい場所が決まらないでいます。町内会長、班
長だけでまとめるのは困難な状況です。市としての強力なご指導、助言をお願いしたいと思います。

288

鎌倉に住んでいるというと「いいですね、うらやましい」といわれることが多いが、実際に生活しているとまっ
たくそう思えないことが多い。休日の交通量は信じられないほどだし、物価も土地も高く、子育て世代が住
むのには、かなり住みにくい町なのではないだろうか。安心して、楽しくしかも暮らしやすい鎌倉になってほ
しいし、私たちもそれに協力を惜しまないような市政の運営を期待します。

289

重点施策が不明、もっとオープンにすべきと考える。
老人が増えてきますがその施策が見えてきません。
もっと明るい市政であってほしい。少し暗い感じがする。
まったくといっていいほど活力がない。感じられない。
若い市長に期待する。

290
私たちは毎日毎日生きていくのに苦しんでおります。鎌倉だけではないと思いますが、もう少し楽しく、少し
でいいんです、行政がもっと真剣に温かい心を持って取り組んでほしい。
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291

今ある自然の保全、保全すべき自然の明確化、宅地開発者への指導の徹底
観光客を含む人と車の分離、快適な歩行者空間の確保
車の渋滞の軽減のため、観光地の外での駐車場の確保、デマンドバスの運転
古都鎌倉としての風格あるまちづくり、自然の保全を進め、鎌倉の特性を生かし、世界遺産への登録をぜ
ひ進める。

292
路上駐車が多い。
自転車を利用しやすい道路を作ってほしいです。

293 砂押川の道路の道幅を拡張してほしい。（砂押川を暗渠にしてほしい）

294
小さい子どもたちが安心してまた安全に遊べる遊具の整った公園を増やしてほしい。茅ヶ崎の里山公園の
ような。

295 新しい市長さんに期待します。

296

選挙のときだけ何か動いているらしいと思うものの、日ごろはとてもアクティブに動いているとは映りませ
ん。税金の高さに比べ、それに等価の行政サービスが還元されているものとも思えません。
世界遺産登録運動を鎌倉市民は望んでいますか。そんなことに大金を使うのであれば、もっと鎌倉の景
観、町並みの保全に使ったほうがよいと思います。
行政センターの守衛たちの態度の尊大さがいつも気になります。

297

鎌倉市は山の下に家が建っているところが多いと思いますが、我が家もそうです。数年前に台風で大木が
倒れてきて道をふさいでしまいました。台風や長雨が続くたびにいつ被害にあうか心配の種です。それで裏
山の木を切ってほしいのですが、市としてどのような考えを持っておられますか。災害が起きてから対処さ
れているように思えますが。
鎌倉に住んで27年になります。緑が多く、静かで気に入っていますが、年とともに足腰が弱くなり、坂道がき
つくなり、買い物もバスで大船まで行くのも大変です。高齢者に優しい行政をお願いいたします。

298
野村総研跡地の利用計画が進んでいる中、ぜひお願いしたいことを書かせていただきました。
建物の一部を芸術家（美術)を目指す若者たちのアトリエ（作業場）として開放して頂きたく思います。是非検
討していただける様お願い申し上げます。

299 高齢者の多い街であるから、もっと高齢者福祉に力を入れるべき。

300
鎌倉駅周辺(小町通り、鶴岡八幡宮など）や神社、大仏などの観光スポットだけ観光客が偏り、町並みは
シャッターが閉まっていたり一体化されておらずアンバランスのようです。もっと町々が魅力あるものになる
よう願っています。

301
市民税が高い。
災害時に避難する場所がどこであるかを教えて頂きたいです。

302
毎日お忙しいのはわかっています。大変だとは思うのですが、鎌倉市役所の窓口の方々はいつ行っても無
愛想で話しかけづらく、質問するのもとても申し訳なく思ってしまいます。その辺何とかなりませんでしょう
か。市政についての意見ではないので申し訳ないのですが。

303 福祉政策が、子どもや高齢者に偏っている。もっと一般成人にも配慮すべきでは。

304
山、丘を崩してマンション、宅地の建設をやめてください。古都鎌倉の景観を損ねるマンション、家の建設を
やめてください。

305
公共の公園が少なく、公園のトイレがない。市民だけでなく観光客も利用できる公園とトイレ施設の設置。
現況は八幡宮などの寺社仏閣内のトイレ（市にて設置したトイレですが）を利用している。

306 住民税高すぎ

307 自然を守ってほしい。マンション等高い建物はやめてほしい。

308
不正はしないこと（いつも良心を見つめて）
市は市民のために、市民は市のために
体に気を付けてこれからも頑張ってください。よろしくお願いいたします。
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309 障害者の雇用について市(市役所ほか)全体としてもっと積極的に推進すべきと思う。

310
緑の豊かさだけでなく、緑によって道路状況に影響を与えている場所は、きちんとした整備が必要だと思い
ます。

311
保育園の民営化はやめてほしい。公立だからたぶん人件費がかかっているのでは？と思うが、働くお母さ
んを助けてほしい。働いていても子どもは立派に育つということを宣言できる市にしてほしい。

312

太陽光発電関係の設備の充実、推進、教育
東海道、横須賀線、女性専用車両の確保
江ノ電、湖畔経由のバスの逆周りの路線を1時間に1本でも作ってほしい（今泉不動のさわやかセンターに
行ける、乗換えをしないとだめなので）。

313

道路が狭く、安全性に著しく欠ける。
観光客のため、観光業関連以外の人は、大変迷惑している。道路、トイレ整備のための財源として観光税
（もしくは協力金）を徴収すべきである。1人百円程度であれば、受け入れられるのではないか。方法は、
200人以上も多いといわれている職員で本気で考えてほしい。民間企業であれば破産していますよ。

314 市が何をやっているのかを見聞する機会があまりない。もっとアピールしていくべきでは。

315

福祉、教育ばかりに目を奪われることなく、市民、納税者（現役で働く人々）へのサービスにも心配りをして
いってほしいと願う。多くの海岸線を有する地域でありながら、地震、台風、高潮への備えが甘すぎると指
摘したい。急ぎ対策を講じてほしいと強く希望する。防波堤の高さが低い。多くの観光名所、文化財、個人
資産も流してしまっては、市政どころではない。

316
広報等をもう少し魅力的にするなどし、市政の状況に対して市民の関心が向く用意をしていただきたい。
道路状況の改善を！横浜市の市境の付近に住んでいるが、横浜市側ばかり改善されている。

317 （観光等で来る）市外の人・市内の人、ともに楽しめ、快適に過ごせる素晴らしい町であってほしいです。

318
近は苦労が増えたことも承知しておりますが、頑張ってください。鎌倉市は若者が運動できるスポーツ広

場など公園も少ないことが私にとって 大の悩みです。

319
美観向上のため、是非電線の地中化を促進していただきたい。特に134号線沿い材木座海岸から稲村付
近までの早期着工を期待したい。（県政の範疇かと思われますが）現状あまりにお粗末です。

320
ここ数年窓口業務の対応が大変良くなったと思う。
基本計画なるものが市民にいまだ十分に理解されていない。「第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画」

321
いつもありがとうございます。鎌倉の自然環境保護をお願いします。風光明媚な海岸線を、自然のまま後世
に継承して頂ける様願います。

322
市民の反対をおし切って緑をつぶす事。
市民税の高さ。

323 老若男女の住みやすい町にしてほしいです。

324
・低所得者向の安い家賃の住宅をもっと気軽に探して住めるようにしてもらいたい。
・安い市営アパート（単身者用）をたくさん作ってもらいたい。高齢の年金生活者では民営のアパートでは生
活が非常に苦しい、なんとかしてほしい。

325

高齢化が進むなかで、大切なことは他の人の介護を受けるのをなるべく遅らせること。その結果、医療費・
介護の人件費等々の負担が軽くなる。老化をなるべく防ぎ、元気で居るための軽い筋力トレーニングや、雨
の日でも使えるような（運動の）施設がもっと作られると、まず足腰の筋肉の衰えが少なくなると思う。高齢
者が 後迄手洗いに自分の足で行くことが出来る様に願い、より多くの人が、病にかかる・家にとじこもる
以前に、施設（例えば今泉のすこやかセンターの運動できますスペース・そして指導員等器具）を、もっと
もっと身近なところに増やして、皆が健康で老いていける鎌倉市にしていかれれば、結果として財政の負担
も軽くなると思う。
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326

道路行政について。
・鎌倉高校前江ノ電踏切に起因する134号線の渋滞を早急に解決すべき問題と考えます。休日はもとより
平日でも毎日のよう車が連なり、由比ガ浜の近くまで渋滞しています。排出されるCO2は膨大な量になるこ
とでしょう。道路行政の貧困が地球温暖化に一役買っていることになります。
・1.5～2m海岸側に張出し、数十m道路を拡巾し、上/下線各々数台分の待避ゾーンを設けることにより交通
はスムーズに流れることでしょう。いかがでしょうか？ぜひ検討を願い致します。

327 新しい市長になって、いろいろ変化が目に見える形で表れてくるのをとても期待しています。

328
年金、税金の支払いについて、各事務所にtelすることがありましたが、あまり親切ではなかったという印象
でした。生活が苦しい中、期限に遅れてもお支払いしてますので、市民に寄りそった対応をしていただくと、
信頼感も増すと思いますが、いかがでしょうか？

329
・道路、交通については、大船駅東口の状況が悪すぎる。駐停車禁止の橋の上での駐停車によるバスの
運行の妨げ、自転車置き場の不足など、改善を望みます。
・電線も地下に埋設されれば、環境が変化すると思います。

330

新市長に期待しています。市政＝市民へのサービスと考えて欲しいと思っています。行政機関に足りない
のはサービスの気持ちです。普通の企業であれば当たり前のことが、役所にはできない理由はそこにある
のではないでしょうか。職員全員の意識アップが必要では？今まではこうやってきたから、という考えではな
く、新しい発想で前例にしばられずに、色々やってくれるといいな、と思います！

331 市の職員の給与が全国平均より高く、人員の数・仕事・サービスの質の向上に努める必要がある。

332
無駄な工事をなくし、古都鎌倉の美しさを守りながら、規制すべきところは厳しく行なっていって欲しいと思
います。市民の意見を十分聞いて、改善を図っていっていただきたいです。

333 子育て支援についてもっとよく考えて頂きたいと思います。

334 川が汚いと思います。

335

①　居住住宅地内の防犯カメラ設置につき、道水路管理課、公園海浜課、安全安心推進課の担当の方々
とのご協力により、設置が可能となりました。この場を借りて、感謝を致します。
②　国会における政府提出法律案と同じ趣旨で、防犯、防災、福祉、育児、不動産開発につき、市として議
会により易しく活動出来る様、又は土地開発などは環境面による制限など、議会に多くの条例を出し活発
化して下さい。
③　英語が出来る（特にspeaking）老年者が多いが、市の外国人ガイドの募集に応募しても年齢ではねられ
る傾向あり。募集者多ければテストをして選考すべき。

336

・歴史的遺産や自然、また高齢者も多く、大変だと思いますが、若い人や子どもが住みやすいよう税金の負
担を軽くしていただきたいです。
・風致地区が多くありますが、あまりにも手入れがなく荒れているようにしか見えない所があるので、少しず
つでも手を入れて整えた方がよいのではと思います。
・タクシーや営業の車など路上駐車が多く、ゴミを捨てたり、用をしたり、鎌倉のイメージが崩れるような気が
します。（公園内のトイレやゴミ箱をなくしているからでしょうか。）

337 鎌倉市内での雇用をもっと充実させて下さい。

338
・他の市より税金が高い
・産婦人科がない（娘が実家に戻り出産したいと希望した時、湘南鎌倉病院しかなく大変だった）
・高齢者に対する市政を充実してほしい

339 政治に市民の参加のできる機会の充実

340 新しい若い市長に期待しています。がんばって下さい。

341
これからの日本を担う子ども達を大切にしていこう！！という具体的な事を掲げ、実行して欲しいと思いま
す。特に医療費については、所得に応じて中学生まで無料になると助かります。若い市長に期待していま
す。鎌倉で子どもを育てていることを、うらやましく思われるような市政であってほしいと思います。
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342

・行政のスリム化、ムダをなくしてほしい。
・「古都鎌倉」のイメージを大切に、文化財保護や歴史的街並みを大事にしてほしい。
・住民税をもっと安くしてほしい。
・前例にとらわれず、地域資源を有効活用しながら、積極的な教育活動を展開してほしい。

343
・子どもにとってもですが、老人にも優しい鎌倉市であってほしいと思います。
・すばらしい自然がまだまだ多く残っているので、これを壊さないようにお願いします。

344

鎌倉という、唯一無二のまちをこれからも守り続けていくべきと考えます。ある種のバブルの様に、開発が
進み、移り住む人も増えたように感じます。観光で鎌倉の良さを知ってもらうのはいいですが、富に、お金も
うけに走ってはいけないと思います。海・緑の自然、寺・神社・大仏などの歴史物、これらをいつまでも変わ
らず守れればいいと思います。後は、老人のまちなので、税金をムダ使いせずに、そういう方たちに使って
ください。市民の代表として、がんばって下さい！！市民の目は厳しいです。

345
鎌倉市に来て１年弱なので「わからない」が多くなりました。大変よい所だと思っていますが、「下水道」「道」
が問題だと思います。

346
高度地区の指定により、（行政側の都合で）発生した既存不適格マンションへのフォローが欲しい。→建て
替え時、規模縮小により転居を余儀なくされる方への補償を制度化してください。景観も全住民の安全が
あってこそ。

347
近隣の住民税より鎌倉は高いと思う。寺院が多いからなのでしょうか？寺院でも参拝の人達から拝観料を
取っているのだから、寺院からも多少の税金を納めていただいて、住民税が少しでも安くなることを期待し
たいです。

348
行政のコストを減らすことがともかく第一。その為には、人員を減らすこと、給与を上げないこと、この二つを
徹底すること。

349
市の職員の給料や退職金を減らしてほしい。
税金を下げてほしい。
（年金の少ない）高齢者の為の市営住宅を増やしてほしい。

350

道路がデコボコで歩きづらい。ゴミが道路に散乱していて、見た目にも汚い。道路の整備を早急にしてほし
い。（狭い道路や舗道にもゴミが山積みされていて歩きづらく、汚い。）犬の散歩等で隣接した藤沢市をよく
歩くのですが、ゴミも個別収集のため、きちんと出され、又、道路も整備されており、歩きやすく、街全体がと
てもすっきりと美しい。大好きな鎌倉市で快適に暮らしていくために、一日も早くゴミの個別収集と道路の整
備を実現してほしいと切に願っています。

351 一日も早く、大船駅周辺の線路にかかわる道路を整備してほしい。

352
市内の子どもの人数が増えていると聞いています。同じ子育て世代の松尾市長のご活躍を期待したいで
す。

353
小布施、松代等、歴史的な街を観光しましたが、トータルの街づくりが成されています。歴史がある鎌倉が
もっと魅力ある都市にするために、積極的な取組みをお願いしたい。

354
海の開発については反対です。鎌高の前の道路の拡張や由比ガ浜の漁港計画などがその一例です。海を
開発することで砂浜が狭くなったり、生態系にも影響を及ぼすと思います。鎌倉の財産は古都と海だと思い
ます。エコが叫ばれている昨今、海に関しては開発よりも保守的であるべきです。
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355

・大船駅を利用し、通勤しているが、ここ何年かで周辺にマンションができ、送迎の自家用車が増え、駅ロー
タリーの混雑がひどい。そもそも駅の形状、駅周辺の信号環境が悪い上に、微妙な徒歩圏内にマンション
が乱立したため、雨の日などは渋滞でバスが入れないこともある。鎌倉山や北鎌倉も大きい屋敷跡にマン
ションができ景色が崩れている。基本的に、鎌倉市にマンションはあまりふさわしくない気がするが、大船周
辺を開発するのであれば、施設や道路等もあわせての整備が必要だし、むやみな建設は制限してほしい。
・ゴミ分別が大変なわりに市民に還元感がない。
・老人が多い土地柄、バリアフリー等を推進させ、「老人に住みやすい街」をアピールしてはどうか。
新市長、期待しています。

356 若い市長のもとで、住みやすい町NO.1を目指してほしいと思います。

357 深沢まちづくりの実現はあるのですか。

358

鎌倉市は建物についてもっときびしくしてほしい。３階建てにはもっと厳しく制限し、庭のない様な家の乱立
は防止して、まちとしての品格を持つように厳しくして、鎌倉の町並みを住民一人一人が責任を持つ様、指
導して下さることを望みます。緑をもっとも保護し、山は保つようにして、コンクリートのすべり止めはやめて
ほしい。

359 大船駅西口の環境整備を速やかに進めてほしい。

360
大船観音近くのマンション建設問題について、その後どうなっているのでしょうか。前市長の問題ですが、
工事がやりっぱなしになっているようで、早くきれいにしてもらいたいです。
松尾市長にとても期待しています。

361

市政に疑問。
世界に知られた古都鎌倉？あまりにも汚い。統一感がない。電柱も電線も非常に多い。まずここから手をつ
けるべきではないか。世界を歩いているが、鎌倉ほど汚い、統一感がない、古いものを維持しようとする努
力のないところはないような気がする。交通状況も 悪。
鎌倉は今、３０坪住宅が異常に増え、緑も少なくなっている。山も住宅化が目立つ。そのたびに電柱、電線
が無作為に増えていく。電波状況の悪さもそれに輪をかける。
古都鎌倉の強みは何か？何をすべきか？根本を見据え考える時ではないかと思う。小手先の事ではなく、
再び誇りを持てる鎌倉にぜひしたいものです。

362

江ノ電を利用しますが、土・日曜祭日等、混んで江ノ電利用出来ず、バス、タクシーは道路が混んで走らな
い。江ノ電をモノレールみたいにしたら、下は自動車が走れてよろしいんじゃないかしら？
子どもの声は意外と響いて、上に住んでいる者は結構うるさいんです。鎌倉の住宅は道路より上にあるの
が多いので。
市議の人数が多い。もっと減じる。職員の給料が高い。職員は鎌倉に住む人を雇う。鎌倉というブランドの
名前で税金が高いと言っていた。その人は市議。海辺に建っているマンションに夜電気がついていない。鎌
倉に住ませる。道路等工事をする人は職員がやる。今の職員は自分は立ってみている。市役所は責任を
負わない。紹介した以上は責任を負うべき。

363 道路が悪い。たとえば市庁舎前の歩道は危なくて。

364 頑張って下さい。

365 大船方面、鎌倉方面の渋滞緩和対策を早急にお願いしたい。（歩道の整備を含む）

366

・災害時に緊急放送をスピーカーで流しているが、山崎地区は音が反響し、ほどんど聞きとれない。改善し
てほしい。
・古都としての独自性をもっと打ち出した観光行政、教育を行うべきと思う。
・先人が残してくれた古都という遺産を、鎌倉市として大切に維持するとともに、住民の生活も守る活動を期
待します。
・鎌倉の特産品が少ない。京都は漬物、和菓子、酒等いろいろあって楽しい。小町通りは人ばかり多く、観
光客向けの店ばかりで、しかも特徴もなく、面白味のないまちになってしまった。もっと行政で方向付けをす
べきでは。特徴のあるまちづくりを目指す必要がある。

367 緑を残して下さるように。
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368
困ったことや、改善したい時の相談窓口を明確にしてほしい。
世界遺産登録に力を入れるよりも、子育て、高齢者に対する住環境を整えることを優先すべきだと思いま
す。

369

・津西に住んでいるので、何かと不便なので（コンビニも少なく）行政センターに有料でもコピー機を置いても
らえればと思います。
・防災行政無線のことですが、何時も全身を耳にして聞いているのですが、何を言っているのか分からない
ことが多く、繰り返し聞いていても 後まで分からずじまいのことは、ちょいちょいあります。周りの地形のせ
いか、わんわんとエコーになって聴き取れないのです。（声を大きくして言わない方が良いものか、どう
か？）長年そう思っていたので、この際、改善出来ればと書いてみました。
・希望と言うか、理想ですが、鎌倉は山有り、谷有りで動きが不便で、バスも行楽シーズンや土日は渋滞で
時刻表があっても無いようなものですので、横浜方面からの地下鉄を不便な所を通り、藤沢方面につなげ
てもらえればなあと思っております！

370

・介護保険の件。70才を過ぎた二人住まいですが、少ない少ない年金から、2人合わせて年10万ほど支
払っています。鎌倉市は介護保険金は全額で、収入はどれくらいで・・・。どのように支出していますか？全
然わかりませんの一人です。
・犬、猫の糞のことです。道路、家の奥まった道に糞をのこしたまま、それもたまたま。私は、目にあまり始末
しています。その点、これから市ではどうお考えですか？家では小さな所にいますので犬は大きすぎです
が、今は飼っていませんが。私達も40年ほど住みましたが、近所のこともなかなかです。

371
職員が他市通勤の方が多いと聞いたことがありますが、市内の便利な事や不便な事が実感できないので
は、と思っています。例えば、一等地に有る駅前きらら。中に入るとロビーは暗いし、使いにくいです。

372
歩道を安心して歩ける様に自転車の取締りを実施して欲しい。（特にケータイをしながら等が多い。）
夜間の無灯火も見られる。

373

・住民に厳しい市だと思いました。東京都から来て、さまざまなギャップに戸惑う事が多かったです。自宅の
建て替えの際、セットバックが必要とのこと。100年近く経つ生け垣を5mにわたり、決まりを守って、泣く泣く
切ったものの、その後、市による整備がされる訳でもなく、ただただ見栄えの悪くなった、生け垣の補修に大
変な労力とお金がかかりました。車の往来でご迷惑を掛けていれば理解できるものの、生け垣を増やそうと
言っていた市の取り組みは何なのか、と思いました。
・市民の強い信念なくしては、世界遺産に登録された後、大変さと苦しさだけが残ると思う。山を崩し、木を
切って開発が著しく、緑や自然を自慢気に語っている市が、そんな開発を認めている所は理解ができず、
仮にも世界遺産登録を目指す市として、住んでいる方が恥ずかしく思います。
・都内から嫁いで来て、生まれて初めてホタルを見ました。八幡宮で放しているのではなくて、「ようやく戻っ
て来た」とお年寄りから聞き感激したのも束の間、川の工事で大量に飛び交っていたところでしたが、一匹も
いなくなりました。何ヶ所かホタルが生息している所がありますが、なぜかいなくなってしまって、本当に残
念です。もったいないです。
・これから先の鎌倉が住みやすくて優しい町になるかどうか、まだわかりませんが、若い市長さんに変わっ
て期待しています。車が乗れなくなったお年寄り、陸の孤島とならない様にバスも江ノ電もJRも市内くらいは
無料にしてみたり、元気なお年寄りのための制度も充実させてください。ある程度の助成があるのは聞いて
いますが、今一歩力不足だと聞きます。
・風致地区･･･建物にしても自然にしても、もう少し見直してみてはどうでしょうか。矛盾だらけで納得できな
い事が多いと思います。
・この様なアンケートとても良いと思います。

374
子どもの教育、特に道徳。素晴らしいお年寄りがたくさんいらっしゃいます。お年寄りから教えられる事が
いっぱいあります。子どもとお年寄りの交流をたくさん作ってみては如何ですか？

375

色々と思うところはありますが、全体としては住みやすい良い街だと思います。
・交通の安全（道路、公共交通の充実）
・若者への支援（子育て、教育の充実）
の更なる強化を望みます。

376
鎌倉市のみでないと思いますが、神奈川全体で保険料が高く、年金ですごしているものの、保険料の％が
高い。医療費に対する“還付”もない。税金は取るが、市民の生活はささえない。杉並区から来ると生活面
では 低だと思います。
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377
腰越支所で働く職員は暇そうにみえます。５時のチャイム待ち状態です。市役所の食堂に行くためにエレ
ベーターに乗ったら途中から職員がたくさん乗ってきて、先に出て行ったり、食事の後、ようじをくわえたまま
乗ってきました。市民サービスの自覚が足りない！マナーも悪い。

378
今までは多忙のため、あまり自分の住んでいる地域や鎌倉市に関心を持っていませんでした。これを機会
にまちづくりに積極的に参加したいと思います。

379

今までいくつかの市に住みました。市政についての評価という事からすると「この額の市税を払って、住み
たいと思うまち」かという視点が１つあるかと思います。過去に住んだ市よりも市税は高いですが、現在のと
ころ、大きな不満を感じてはおりません。
私の居住する深沢地区でも高齢化が著しく、その対策をお願いしたい。あまり個人的なレベルからの発想
ではご参考にならないと思いますが、ご容赦下さい。

後に一つ。この鎌倉に「世界遺産」の登録は必要ですか？

380
①　今後地方分権が益々進むと考えられます。財政規律を重んじ、財政の健全化を推進して欲しい。
②　鎌倉の名にふさわしい個性あるまちづくりを推進して下さい。

381
鎌倉市の姿の設問にもあるように、（２２）です。「鎌倉市は、観光に高い魅力と独自性があるまちだと思い
ますか。」とあるように、観光税の導入を前向きに考えていただいてもよいのではないかと思います。そして
観光客・市民がより一層の環境を整備し、両者がすごし易いまちを創っていってほしいものです。

382
エコに関しては、すごく評価の高い鎌倉だからうれしいです。もう少し充実してほしいのは、図書館の蔵書や
ＣＤ&DVDを増やしてもらえればいいと思っています。
それから鎌倉駅周辺（西口）にレンタルＣＤ&DVDのお店や○○ショップがあれば便利です。

383
大船駅前の道路、市街地の整備を早急にされたい。
東海道線及び横須賀線の各駅前で、大船駅前ほど汚い駅はない。
駅前整備計画がスタートして何十年経過しているのか。

384
ごみ捨て場！もっときれいに整備してほしい。カラスもなんとかしてほしい。ごみの散らかったところにカラス
が群がってて怖いし、嫌な気分になる。なんならいくらかそのために集金されてもいいです。きれいになるな
ら。あと、電波が届かないところが多いですね。

385

大船駅西口交通渋滞緩和について
一般車の駅乗り入れを午前９時以降にしてほしい。現状は、午前７時まで乗り入れが認められているため、
通勤時間帯に一般車がバス降車場や橋の上に長時間駐車したり、駅に直付けするため渋滞を引き起こし
ている。特に雨の日は混雑して、バスの乗客は観音前の信号で降りたり、橋の上で降ろしてもらったりして
いるが、とても危険である。ご検討をお願いいたします。

386

今、鎌倉のまちの中には、空き家・空き店舗が多くあり、安全ではないと思います。
また、みどり豊かな地域と小さな家（？）すなわち、みどりの少ない地域の格差が大きいと思います。世界文
化遺産などという前に、鎌倉らしいまち並み、文化的にみて極端にふさわしくない家並みなど、建築許可の
前に考えて将来的には恥ずかしくない程度の強制力ができたらと思います。

387
役所や図書館など、どこを利用しても気持ちのよい対応をしていただきありがとうございます。市民税は他
市に比べ高いようにも感じますが、無駄をなくす努力もきっとなされていることと思いますので、ぜひ、今後
もお願いしたいと思います。その分を福祉・教育に使っていただければと願います。

388

ごみですが、私の住んでいるところの班で、ときどき分別されていないごみが回収後に残されています。当
番が張り紙をはり、後日出しなおしてくれるようにお願いしたりするのですが、そのまま残されたままで、結
局当番が分別し指定の日に出しなおしています。まだ完全には分別の仕方が理解されていないのでしょう
か。自分のごみに責任を持つという意味では、「個別収集」が良いと思うのですが、鎌倉市ではそのようなこ
とは考えていないのでしょうか。

389 まずは市役所勤務者の数を減らすべきだと思う。
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390

１　武田薬品の工場が建つことに対して行政はどのように考えているのか。市民団体が抗議をしているが、
工事は着々と進められている。小動物の実験やその死がいの処理で周辺の住民への影響があると思う。
工事の中止を要請します。
２　自転車専用道路をつくってほしい。車と歩行者との分別が安全上必要だと思います。
３　路上たばこの禁止。歩きながらのたばこの煙は頭にくる。

391
大船駅周辺を整備してほしい。
まちをきれいにする観点から必要な再開発は進めてほしい。
パチンコ屋ばかりが増える現状に住んでいてがっかりしています。

392
高年齢の退職者に活躍できる場所の提供をしてほしい。観光客へのボランティアで英語・フランス語・中国
語などを話せる人を募集する。特に東南アジア・中国人などを案内する人間を集めてゆく。

393
外から来た人が、ひと目でよいまちだと思えるまちにしてほしいと思います。さすがに鎌倉だと誇れる環境
の保持に細心の注意を払って市政を運営してください。

394
関谷から江ノ島に抜けるサイクリング道路があったらうれしいです。
関谷地区にも、もっと整備された子どもを遊ばせることのできる公園ができたらと希望します。

395

高齢者による自動車を含めて事故が多く、自動車運転をできなくするように認知症検査等を行い、免許等
を取らせないようにしているが、よいことと思います。その前提として、
①　路線バスの本数を多くする
②　津村・西鎌倉間のミニバスを100円（一人）とする
③　高齢者の割引バスカードを横浜市のように無料にする（高齢者がさらに利用しやすくなる）
④　京浜急行の鎌倉山のようにバスの乗継券を出す　など
まだ多数ありますが、鎌倉市は他近隣の市町村から比較して、市政が悪すぎる。もう少し他市と同じくらい
サービスしてほしい。

396
あまりにも観光に頼りきっている傾向がある。
積極的な文化、歴史のアピール、文化的環境整備の必要あり。
古いまち並みの保存、美術のあるまち（彫刻モニュメント）、街路樹の充実、歩道の拡大が必要。

397

税金の無駄遣いのないよう有効な使い方をお願いいたします。文化的、自然的にすでに多くのものに恵ま
れているので、新しく建物などをつくるよりも、そのすばらしい遺産を市民が十分に堪能できるような市政を
お願いしたいです。
夕方５時前から退社される職員の方をお見かけしますが、その方たちは５時までの勤務時間ではないので
しょうか？いつも不思議に思ってしまいます。

398
市全体的に道路の整備が悪いと思う。道が狭いのは止むを得ないが、でこぼこ道が多い。また、歩道の整
備ができていないので危険な場所が多い。自転車は歩道を走ってはいけない規則ができ、より安全に走行
するには、路側帯をもっとしっかりしたものにしないといけない。道路整備にもう少し金をかけてほしい。

399

市長のマニフェストの中で、職員の人件費に対して平均給与の引下げの検討、残業をなくして少数精鋭で
取り組み、職員のやる気をいっそう引き出すとのことですが、給料を引き下げてやる気を出すって無理があ
りませんか？マニフェストで述べていることは、職員のやる気を失うようなことばかりだと思います。職員の
やる気は行政サービスにも直結するので、安易に行政サービスの低下に直結するようなことは避けていた
だきたいと思います。
野村総研跡地に美術館・博物館建設にかかる70億円、鎌倉愛唱歌作成に760万円の見直し等には大賛成
です。事業の見直し、優先順位付けを大胆に行ってください。
鎌倉の未来のために、無駄のない事業を優先的におこなってください。

400 子どものいる家には、もっと支援をしてもらいたいと思います。この一言のみです。

401

４－問28で「あなたは、必要なときに必要な鎌倉市の行政情報を、市のホームページから入手できると思い
ますか。」と書いてありますが、全世帯パソコンがあるとは限りません。
鎌倉市の行事等、休みが違い出席したこともありません。市の職員の方とお会いする機会もなく、鎌倉に住
んでいて、鎌倉のことをあまり知らないのが現状です。
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402
市長さんが若手に替わったのでアンケートの内容を生かして、いろいろと改革を進めてもらいたいと思いま
す。

403

約30年前に主人・子ども３人とともに当地へ引越してきました。家はがけの下の谷戸にあります。当時、私
ひとりのところへ市役所の方が見えて、税金の査定をしていかれました。がけの下の家なのに、平地の家と
間違えて、その後20年以上気付かずに現在より１期分、１万円以上高く税金を納めていました。お隣が越し
てみえたときに、測量のしなおし（60坪が40坪に変更し）をしてもらい、市役所に届けました。審査の結果、
市役所側の誤りだと分かり、１期分、１万円以上安くなりました。今までの分（約240万円以上払い過ぎ分）
は返金はされないとのことでした。私ども、ローンと子どもの学費など一番困っている時代に、たった１人の
市役所の人間がこんな誤りをしていいのでしょうか？仕事への自覚を持ってほしいと切に願います。

404 毎年老人の日には決まった物を送られていますが、物ではなく商品券などに変えてもらいたいです。

405
アンケートに選んでいただきありがとうございました。
アンケートに答えていくにつれ、私自身がいかに鎌倉のことを知らないかを感じました。これからもずっと住
み続けたいと思っています。みどりが多く、芝生でのんびりできる公園が深沢にできることを希望します。

406

鎌倉市とは名ばかりで、藤沢市との境に住んでいる。この地域はとても市の恩恵にあずかっているとは思
えません。すべてに不便です。これでも同じ税金を払っていると思うと嫌になります。鎌倉ケーブルまで他人
の庭を通すことになるので、設置できないのです。情報なんて入りません。まちの中心のみが鎌倉だとは思
わないでください。

407

１　斜面のみどりを守らない限り、古都鎌倉としての文化継承はありえないと思う。
２　交通面でバスの本数が少なすぎる。１時間に１本とか、１日５本とか市内の移動に時間と費用がかかり
すぎる。
３　役所としての行動が遅い
４　役所としてのタテ・ヨコの連携が悪い（または無い？）

408

新市長に多大な期待を持っております。
他市から移ってきて40年ほどになりますが、 初に驚いたのは税金が高いことです。必要欠くべからざるも
のは残し、無駄は積極的になくしてください。市政においても見直してほしいものはたくさんあるように思い
ます。具体的な意見を述べられず勉強不足を知りました。市民の生活向上に向けて、まずひとりひとりが何
が不足で何が充足しているかを認識することが住みよい鎌倉をつくるのに必要だと思います。

409
大船駅東口に下りエスカレーターの設置を求めます。
交通渋滞の軽減（大船駅東口、手広、北鎌倉、小袋谷など）
鎌倉野菜のブランド力がなさすぎ（質がいまいち）。何が名産か分からない。

410 スポーツ施設の充実を図っていただきたい。（安い金額で使用できるスポーツジムなどの設立）

411

鎌倉市では他市と比べて電線等の埋設が遅れているように思えるのですが、重要なわき道くらいは早めに
してはといつも思っています。
また、海岸線の遊歩道も今はところどころで自転車を降りなければ通れないのですが、それもせめて材木
座海岸から江ノ島まで自転車を気にせずに行かれるようにしてほしい。

412

設問にあった個々の問題（環境など）については、それなりに取組は成功しているし努力も認められる。
ただし、大型の環境保全や道路整備をはじめとする施策は貧弱である。
鎌倉市の中長期計画は、商工業の発展による税収の増加をはかる施策が弱体な点が不満である。
野村総研の跡地利用の博物館構想など過去の遺産にしがみついたオバサン的発想が主体を占め、若者
が将来を託すための発展的・総合的鎌倉再生の計画が見当たらない。
重化学工業のような鎌倉に不似合いなものは除いて、歴史的な景観を保持しつつ観光と文教・研究開発
（バイオなど）を重視する施策と深沢ＪＲ跡地の高度利用によるダウンタウンの開発（アウトレットモールと巨
大な駐車場及び鉄道博物館など）など、新旧のメリハリをつけた大型計画による鎌倉活性化（税収の増加）
を考えたい。
文化的活動や環境保全と、金になる商工業の育成は両立する（させる）ものである。
野村跡地へ東海大新設の観光学部分室を誘致して、英知あふれる観光施策の実践の場を提供するなど、
具体的なアイデアも多々あり、短時間でよいから若き市長に対するプレゼンの機会を与えていただければ
幸いである。
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413

鎌倉に住み63年。下品なまちになりましたね。乱立するペンシルハウス。平日でも人であふれる小町通り。
テレビで取り上げられすぎでね。観光地のわりにはおもてなしの心が商店の方々にも見られないのでは。
上から目線。落ち着いてみどりの多い道路もデコボコ。歩きにくくない、車椅子、ベビーカーの通れるまちを
望みます。

414

今の子どもたちが将来大人になっても、みどり豊かな鎌倉であってほしい。
パークアンドライドをさらに強化し、市街地には車を入れないような配慮をしてほしい。
観光客のために衛生的な公衆トイレを増設してほしい。
鎌倉フィルムコミッションを強化し、さらなる鎌倉の魅力をＰＲしてほしい。
孤独に生活されているお年寄りと子どもたちが交流できるスペースを構想してほしい。

415

武田薬品工業新研究所の実験動物焼却炉施設についての記事を読み、まず、人間の幸せのために犠牲
になった動物たちがごみ扱いされているということに言葉を失いました。
根底にすべてのつながりへの感謝や思いやりの心があってこそ、優しく、暖かな、魅力あるまちが生まれて
くるように思います。

416
先日（確か広報で）、松尾市長が「梶原の野村総研跡地に70億円を投じ博物館を建設する案」を見直すと
おっしゃっておられるのを拝読しました。大々賛成でございます。さらに何らかの文教施設の誘致を考えると
いう案にも大賛成。文化都市鎌倉の質をさらに向上させてくださいませ。

417 高齢者を特定の対象とした市民意識調査の実施を希望しております。

418

公共の交通機関の整備。開発された住宅地から市外への通勤・通学は不便と感じることが多い。利用者の
多いミニバスなどが休日の朝はないなど、子育て世代は車がなければ住みにくい。環境への負荷を少なく
するのであれば、自家用車の利用が少なくてすむようにするべきでは。バスなど交通機関で近隣の方と
会ってコミュニケーションをとることもできたり、観光客の方と触れ合えたりする機会にもなります。高齢者の
方にとっても必要では。平日の昼間のミニバスなど高齢者でいっぱい。買い物の荷物を持って乗るのもた
めらわれるほどです。

419

市民と観光客が安全に快適に過ごせるまちづくりを
電柱の地下埋設
観光客が気軽に利用できる余裕のあるごみ箱の設置とそのしっかりとした管理
道路、公園、その他公共の場所での禁煙
自転車と歩行者　お互い安全な走行について

420

７の「鎌倉市の「まちのイメージ」についてお聞かせください」について、「鎌倉市の…」と書かれても、鎌倉市
のこととなるとよく分からなくなるので、「あなたの住んでいる地域では…」としないと、意味がなくなるのでは
ないかと危惧する。
市のＨＰが使いにくい。もっと簡潔に、早く。
藤沢市のほうが図書館や運動施設などよいので、ほとんど藤沢市を利用している現状が残念である。

421

大船も鎌倉市なので、観光に便利に（土産品とか物産とか）
ホテルもひとつしかない
パチンコ店が多くて鎌倉らしくない
子どもはひとりで歩けない（怖い店が多い）

422
市がどのような政策に取り組んでいるのか、学生にもわかりやすい紹介を増やしてほしい。
鎌倉を愛する人々、市民のために、人に優しい・自然に優しい、未来と世界に開かれた歴史都市にしてくだ
さい。私も是非、そのようなまちづくりに参加し、協力したいと思っております。

423
「子育て」のみならず、障害者・高齢者福祉（手当等）に関しては、まだまだ遅れている市だと思います。安
心して誰もが老後を迎えられる鎌倉であって欲しいです。今は「子ども」の彼らも鎌倉で老後を過ごせる環
境であって欲しいと願います。

424
みどり豊かな環境を維持するため、車の規制
公共交通機関の充実が必要と考えられる。
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425

役所の人件費の率がとても高いと思います。市の人口に対しても役所の人数が多すぎるのではないでしょ
うか。
モノレールの富士見町駅前の道路は、いつも危険です。今まで人と車の交通事故未遂を何度も見ました。
近い将来、新しい道ができるそうですが、そのため何の対策もとらないのでしょうか。お年寄りや子どもが痛
い目に合っているのを見ていると、何年も対策をとらずに過ごしている市に憤りを感じます。世界遺産登録
と盛り上がる前に、鎌倉市の住民の安全を考えていただきたい。

426

東京の多摩地区から 近転居してきたばかりなので、市政はよく分かりませんが、今後は積極的にいろい
ろなことに参加したいと思っております。
観光で鎌倉市を訪れて感じるのは、ともかく歩きにくく、街路樹が少ないためか、いつも日差しをまともに受
けてしまうことです。周囲の山のみどりに頼らずに、「全市美しい並木道のあるまち」になることを希望しま
す。
また、段葛周辺や長谷周辺などは特に「全体的に統一感のある店構え」になれば、もっと楽しく買い物もで
きると思います。
「パークアンドライド」に関してですが、海方面だけではなく、北鎌倉や朝比奈インター方面からにも設けて、
もっと「積極的に推進」してはどうでしょうか。

427

みどりの保全は、市民も市の行政も以前から唱えています。しかし、数年前、永福寺後ろの奥の公園を見
たとき、桜の木を何本も切り倒し、何のためにこんなに奥に公園が必要か疑問に思いました。いったい誰が
利用しているのか、いつ行っても人気がありません。公園の周りは業者に頼んだのか、八重のヤマブキが
植樹してあり、人工的で前に広がる永福寺跡の横から登る自然ハイキングコースにそぐわず、違和感を覚
えました。業者に任せきりにせず、自然を大切にしてほしいです。市に公園がいくつあるかより、利用できる
かが必要事項で、逆に市税の無駄遣いになると思います。
昨秋、住友住宅の右下の県所有の山が、がけ崩れ防止でケヤキ等の大木が全部切られました。県は予算
がないのか安上がりに切り、まだ、固めるコンクリート工事は行われていません。
何百年もがけ崩れがおきていないのですから木が大木になり、今後危険を感じるなら枝払い等、里山の手
入れをするほうが必要と思います。一度切った命は二度と戻りません。逆に、危険を招くこともあります。県
と市がもっと話し合っていただきたいと思いました。

428

松尾市長になられての新しい政治手腕にとても期待しています。
鎌倉市は、能力の高いお年寄りが多く、すばらしいまちですが、一方で長く地域の役職に居座り、新しい風
や血が入りにくい弊害も起こっています。すべての中核となりうる地域の団体役員の決め方などに任期の
ルールを課し、風通しよくすることが肝心と思えます。
鎌倉市は、住んでよかったと思えるまちでした。

429 どういう方向を目指しているのか？少し具体性にとぼしい。

430

鎌倉市は悪質な事件や事故もなく、住みよいところと思っております。市からのお知らせ等もきめ細やかと
思います。ただ、場所によっての交通事情の悪さ（危険なところ）にはそこを通るたび困っております。大船
駅から山崎跨線橋南のあたりまでとか、あと２、３カ所です。病院、研究所とかできると車も増えます。まず、
道路を考えてほしいです。

431
希望ですが、市のホームページで粗大ごみ引取りの予約など、横浜市のようにできるととても便利だと思い
ます。

432
職員の人々は一生懸命、市民の人にサービスをしてくださっていると思います。名越のごみ清掃場はなぜ
昼休みの時間をとって、ごみを受け入れてもらえないのでしょうか。市民の側にたったサービスをしていただ
きたい。（内勤者のお昼の食事時間を交代でやっていただくことは？）

433

扇ヶ谷から駅までの道。段葛等（十二所方面から駅）に自転車専用スペースを設けたら、歩行者が危険な
目に合わないのでは。車が車道に止まっていて自転車が車道と一緒に走っているのをよくみかけますの
で、確保していただきたいと思います。
また、地域全体で医療から福祉施設、在宅ケアすべてが円滑に行われるようなまちづくりになれたらよいと
思う。もちろん、保育園も充実し、働きながら地域全体で子育て、または高齢者の見守り援助、各自治会ご
とに実施できれば、高齢者の方々も安心して自宅で過ごすことができるのでは。施設等に入らなくても、住
み慣れた家にと…余談になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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434
アンケート結果がホームページでしか発表されないのは残念です。パソコンがない人もいるのでは？
駐輪場（無料）が増えてくれるとうれしいです。

435

湘南町屋駅付近に商業施設や街灯が少ないので、安心して通勤できるようにしてほしい。買物も不便。
同じ鎌倉市なのに町屋付近から鎌倉駅方面へ向かうバスが少ない。
朝７時30分から９時は、三菱工場への通勤車が多く、交通量があって歩行者の安全確保が難しい。運転も
荒くて危険。

436

腰越行政センターの近くに住んでいますが、赤ちゃんを連れて江ノ電で鎌倉駅へ行く時に、鎌倉高校前か
腰越の駅まで20分近く歩きます。バスの場合は手広で乗り換えなければいけないし、結構大変です。
行政センターの前を通って鎌倉まで一本で行かれるバスがあるとすごく便利なのですが。
車がないと不便な地域ですね。現在、腰越駅から藤沢駅、大船駅まではバスが出ているので鎌倉駅行きも
あったら良いのにと思います。

437

市のサービスをすべて市役所で行うという考えは、人的にも金銭的にも限界がある。市民の力を活用して、
市政を運営していくにはどうすればよいかということを常々考えていく必要があると思う。市民参加型の市
政を目指していけば、市民や市役所の職員の意識も向上し、コストをそれほどかけなくても、市民が満足の
いくサービスが得られるのではないか。市民の側も市役所の側も意識の改革をいつも心掛け、一体となっ
て問題を解決していくようになれば理想的である。現実との差は実際は大きいであろうが、同じ方向に向
かって少しづつでも進んでいくことが大切ではないでしょうか。

438

①　日頃より市職員の姿を目にすることがありますが、何人も多くの人が一緒に行動している場面が多く、
仕事の内容に対し人数が多すぎるのでは。
②　市民の意見を聞いているが、決定権は市職員にあるというような雰囲気を感じられる。何を言っても無
意味なのではないか。
③　鎌倉は駅にしても町中にしても他より（藤沢・大船）整備が遅れている。活気もなく、駅・構内・ＷＣなど
暗く、もう少し鎌倉駅を近代的にしてほしい。
④　何をお願いしても、手続の文書が何枚も多く、もっとエコ的に。文面が、何度もコピーが繰り返されよみ
にくい。文字の文面もよみにくい。

439

財政の健全化に対応する施策案
・市が係わる予算全体の事業仕分けが必要。勿論外部委託で。
　特に鎌倉市は環境対応としての緑地保全にかなりの予算を使っています。大変素晴らしいことだと思いま
すが、続ける為には尚更他の予算をチェックする必要があろうかと思います。
・健康保全の為に定年後退職後の人達及び組織的な健康管理に入っていない人々に、年１度の半日ドック
での健診システムができればいいと思います。勿論、有料でOKですが、なるべく安く出来る様、市の賛助が
必要です。（現状の補助制度も悪くありませんが、もう少しステップアップしてもらいたい。）

440 ムダをなくし早く安定した財政状況にしてください

441
大雨・洪水警報等の広報がいつも遅い
小町通りや若宮大路に 近頓に、古都には、につかわしくないようなお店が多すぎる。

442 土・日も手続などできると大変助かります。

443

今回、初めて調査に協力させていただきましたが、こういった市民の声が直接行政に届くということを嬉しく
思います。私は現在大学に通っていますが、友人に地元が鎌倉というとうらやましがられることが多いで
す。そんな風光明媚で自然豊かな鎌倉市を、もっと活性化させて多くの人に愛されるまちになればと思いま
す。そして私たち若者が、将来“住んでてよかった”と思えるようなまちづくりを期待しています。
これからもよろしくお願いします。

444

ゴミは分別する必要性の無い考え方もあるようですが本当はどうなのでしょうか。
トラブルで困って相談しても民民のことは知りませんと、相手にもしてもらえないのですが、なんとかなりま
せんか。
市政と市民の関係ってどんなものなのでしょう。市民は税金を払って市政のサービスを買っているのではな
いでしょうか。
昼休みの窓口の対応を行っていただきたい。
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445
住人の胸に響くような何かが有るともっとステキな町になることだと感じます。税金をもっと有効活用してくだ
さい。

446 どの年齢の人もが快適に暮らせる住みよい町にしてほしいと思います。

447

１　高齢者としては、できるだけ自助能力を高め、若年層に迷惑をかけたくないと願い努力している。鎌倉
の土地柄、交通不便地域が多いので、公共交通機関の充実・拡大を図るため、低炭素化の推進のPR及び
交通事業者に対する指導を強力に進めてほしい。
２　高齢化が進むことを心配することも必要だが、視点を若年層が「鎌倉に住みたい、鎌倉で子育てをした
い」と思える環境整備に向けて進めていく。

448

１　JR大船駅前の再開発計画が中途半端なまま進んでいないようなので、早急に見直して、現実なプラン
を示して実行してほしいです。（現在の街並みはとても見苦しく引っ越したくなります。）
２　将来の“まちづくり”に関する長期的な展望を市民に示してほしいです。（市民が誇れるまちを作ってほし
いです。）

449

・緑が多い鎌倉市をとスローガンはありますが、宅地開発のためにどんどん緑地が削られている状態が気
になる。
・大船観音前の開発はどのようになっているのでしょうか。何年も放置していますが玄関口があまりにも酷
いですね。対策はないのでしょうか。

450 玉縄や大船地区は、鎌倉地域に比較して行政サービスが足りない。

451
１　鎌倉は歴史都市だから、大きな博物館（歴史・文化）が必要だと思う（野村総研跡地？）。
２　市や周辺に映画館がないのが不便。シネコンを誘致してほしい。

452
鎌倉は全国的に観光地としても知られていると思いますが、歩道の整備がとてもおくれている地域だと思い
ます。幅員も狭く、舗装がガタガタな所が多くみられ、歩きにくい場所が多いので、改善されることを望みま
す。

453
横浜市に比べ、子どもを産む時の補助が少ない。子どもを育てるのびのびした環境があまり整っていない
ように思われる。
鎌倉駅周辺は休日になると混み、生活道路としては使いずらい。

454

鎌倉は歩道が狭いうえに車道の狭い所が多い
自転車の左側通行が徹底されていないので、危険なことがあります。
右側通行してくる自転車とすれ違いに「チッ」と言われたり、やな思いをしたことが多々あります。
右側通行、自転車の取り締まりをしてください（市民グループとかで）

455
これからも住みよい市、住みよい街になるよう、市民一丸となって取り組み、日本の誇りとなる行政を期待し
ています。

456

・駐輪場の金額が高い。自転車が乱雑で置けない時がある。自転車が出せない時がある。
・大船に出るのに、踏切や歩道橋の数が少ない。渡りにくい。
・道路幅が狭い。
・マンション（住宅）が多くなり、緑が減っていくのがさびしい。

457
新型インフルエンザの予防接種（１歳児～小３まで）を市単位で行っていただけたことはすばらしいと思いま
した。個人病院での予約がなかなか取れず困ってしまう所でしたが、本当にありがたく思います。

458

市長さんも若い方になられたし、今まで以上鎌倉を発展させていただきたいと思っています。
道路の補修工事もあちらこちらで見かけますが歩きにくいボコボコとした所が多く、夜間などあぶない箇所
が多いと思います。
我が家の前も道路が削れて穴があいてきて小石が車の通るたびに飛んできます。市の方に連絡をして、直
していただきましたが、穴のところを詰めるだけのことでしたので、周りがまた欠けてへこんでいます。せっ
かく直してくださるのなら、もう少しちゃんとやってほしいと思います。私は98歳の義母と生活を共にしていま
す。
子どもから年寄りまですごしやすい町にしてほしいと思います。
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459

・今働いている若者が、がんばろうと思える町づくり、社会づくりが大切。子どもたちに活躍している若者の
姿を見せること。
・市税が高い。よりムダをはぶく様に努力してください。
・土・日の市役所の駐車場について、他県からの利用が多く、市民が使えない。住民の為にわかる様な
「札」があればよい。

460
新しい市長のもと、未来ある市政に期待します。あと、鎌倉大船モールができる前からもですが、跨線橋で
直進車が多い為、信号が極端に短く感じており、おまけに右折することが難しいです。時差式信号に変更し
てほしいです。

461
・コーナンの近くの渋滞がなんとかなればいいと思います。
土日は混んで大変です。
・湘南鎌倉病院ができればますます混むと思います。

462
古都鎌倉として、沢山の歴史的遺産をもっていますのに、たいせつに保存していく努力がかけているように
思います。また、文化に対する姿勢、自然を守ることに関しても、足りない点が多いと思います。

463
藤沢に市民病院があるのになぜ鎌倉にないの？
(9)の問にはこちらから聞きたいです。特に高齢者が健康で安心して生活できる環境になっていますか。

464

・鎌倉の緑地を保護し、これ以上宅地開発を厳しく禁じてください。
・少なくとも旧市街地だけでも街並みの景観を損ねる公告や表示の掲載を制限する市の条例を強化し、電
線を地中埋設化（一部終了もある）
・古くからの屋敷が不動産業者の手に渡り、分割されて小さな住宅にならないような対策を講じてください。
・市が目指している世界遺産都市の実現の為には少なくとも上のことが守られなければならず、宅地開発
を禁じて緑を増やすことが必要です。

465
美しい町を作る為に、宅地開発をしないようにしてほしい。
保育園を充実し、子どもを安心して産むことができるように。
借金をはやくなくす。

466
鎌倉市のホームページは充実していると思います。しかし、残念ながら、市民は情報を活用しきれていない
のはないでしょうか。今回の調査を機に改めてホームページを開いたことで「基金への寄付」を知りました。
「広報かまくら」でホームページにはこんな情報が載っていますと少しずつ案内してみてはどうでしょうか。

467

学校建築（修繕）にかける財源の分配が、不公平なような気がします。また、時々しか見ていませんが、御
成小など建てた時にはお金がかかっていそうだったのに、（他の学校にまわせばよいのに・・・と、その当時
は思いました。）教育に直接関係ない（要するになくてもよかったと思われる）バルコニー（？）など木材とい
うこともあり、今はあまりステキでもなく、誰が設計したの？と思います。公のことこそ、特に責任者をはっき
りさせておくべきだと思います。（ホームページなどで明らかにしておくなど）

468
情報通信機器を利用してのお知らせは、定期的にチェックしなければならないし、機器の有無や操作方法
などの問題もあり、むしろ簡単でも宅配（新聞広告などと一緒でもよい）でわかり易いものの方が良いと思
います。内容の重要度についても色の使い方などで対処するなどわかり易い簡単なものを望みます。

469

近は市政とのかかわりがあまりない為、問33、34についても特に意見が思い当たりません。その他の設
問についても実務内容、その他分からない点が多々あります。
しかし、鎌倉に生活して今迄、あまり不満を感じたことがないと云うことは、まずまずのインフラ整備と生活
環境があるとも思います。私の地域で下水が敷かれたのが５年程前だったか、これは非常に遅いと感じま
した。企業と人口の少なさからか市民税がもっと安くなる方法がないものかと思っています。

470

私は小町に子育て期間、およそ18年間住んでいました。その後、東京に転居、今また娘の子育て支援のた
めに昨年の夏に戻ってまいりました。ここ半年間の体験をもとにアンケートに答えましたので、ここ10年の行
政については全く答えられませんでした、ご了承ください。

大の不満を一つ。ＴＶが見られないこと。地デジ対応の 新機器がケーブルテレビなどと契約しないと見
られないとは驚きました。また、市民がこのことに疑問をもたないことにさらに驚いております。
大いに行政が反省してもらいたいです。
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471
70歳以上の人にバス代、JR等割引をしてほしい。お風呂券はもらっても１人で行けない？という人は無駄
です。
もっと日常生活でスーパーの野菜・割引・農協等安くしてほしいです。

472

私はこの地に来て50年ほどになりますが、その間洪水は数回あり、2004年の洪水は 高水位でした。世界
各地でも被害は年々大規模になっています。津波も心配です。
私宅は川下です。高台の住人は広町の緑を守る運動などで良い環境に居られるようです。私たちは家や
命も脅かされています。住むのが不安でなりません。
どうか私達も守ってください。

473
市道の凸凹している箇所が非常に多く見受けられるようですが、早急に対策し修繕してほしい。固定資産
税を支払いたくないほど家の揺れがひどい。いつまで放置しておくつもりか。住民の立場を考えてくれ。

474
鎌倉市の子育ては他の市に比べると子育てしにくい市とよく周りから言われます。
折角緑があって住んでいる所。この市で子育てができていいなと言われる政策に期待しています。

475

私は鎌倉市に住んで35年。この町がとても好きです。ちょっと不便だなと感じる事ももちろんありますが、今
現在は暮らしていく上で不自由を感じる事はほとんどありません。
市民健康課（？）さんからはきちんと書類が届くし、本当に助かっています。
あえて言うなら、役所の人たちってちょっとヒマそうだなということでしょうか。おそらく警察や消防みたくヒマ
で何よりなのかもしれませんが。
話は変わりますが、鎌倉市は高齢者が多い町です。課題もたくさんあることと思いますが、その事を逆に活
かせるような（雇用やボランティア）イベントや子どもたちとふれあえる機会がもっと増えればいいなと思いま
す。
小さな町なので、大変なことも色々あると思いますが、小さな市だからこそ、市民がみんなで良い町に出来
たらと思います。頑張ってください。

476

市民が住み良い街づくりをできるように、行政と市民が協力して作っていきましょう。そのためには、行政の
方と市民の方の意見交換ができる場所を作っていただきたいと思います（積極的に）。
鎌倉の町が明るい町にするようにみんなで助け合い、知恵を出し合って良いまちづくりをめざしていきましょ
う。
未来に向かって緑を大事にする（継続対策として）。今ある緑はもちろんのこと、将来に向かって新しい緑を
育てる。

477
鎌倉市に住むようになって４年。子どもも社会人のため、子育てや教育環境については、ほとんどわかりま
せん。高齢になってもいつまでも住み続けたいと思う住環境、自然環境が整っているまちを！！

478

・文化財、自然の保護を言い訳にしないで積極的な開発も
　（鎌倉市は生活利便性が悪い）
・大船周辺のJR線を地下か高架にし東西を水平直結
　お金がないことを理由に抜本的な開発を避けてきた？
・観光都市としての整備
　例えば市内の電線を埋設、少なくとも海岸線は電柱を無くす
・駅前商店街の寂れ防止策および再開発
　住民とのタイアップによる駅前街の改造プラン
・老朽化住宅などの耐震化策
・鎌倉山の並木桜を思い切って植え替える
・人件費の削減
・人事考課制度の確立と第三者を含めた評価制度
・市の中長期的な増収プラン（ 重要）
　住民（個人）からの税だけに頼らない歳入増施策プラン

479 支所の業務をもっと増やして、市役所に行かなくてもよいシステムにしてください。

480

大塔宮のバス停から歩いて10分以上もかかり、以前夜もミニバスをとお願いいたしました。通していただけ
ると非常にありがたいです。
又、山の木々が手入れをしていないので伸び放題です。台風や大雨の時はいつも不安です。枝払いでもし
ていただけるといいのですが。

107



481
①　地域差（旧市内、その他や新しい住宅街と街場等々を含む）を充分に考慮した行政を望む。（当アン
ケートも「鎌倉市」とひとくくりだが、地域によって大きく異なる。）
②　「住民」目線での行政を！

482

市役所ですが、昼休みの12:00～1:00まで、現在対応してくれませんが、このご時世、共働きが増えてる中、
仕事の休みの間に手続きをしたいという方も増えてるはずです。
是非交代制もしくは他課からの協力で12:00～1:00まで対応してほしい。
後に市長退職金なしはとても賛同しますが、市会議員の数が多すぎ。給料高すぎ。（一般の企業と比較

してください。）

483
高齢者が比較的多い街であるから、より介護関係の設備を充実するべきだと感じる。
また、図書館などに無駄な職員が多いように思えるので、人員の削減をするべきであるように思う。

484

福祉を“魅力”のある分野にすべく注力してほしい。非正規社員の若者（=労働力）が余り、あふれている割
には、まだまだ“正業”として“魅力”を感じられない分野ですが、それが実現されていけば、自ずと就労率の
向上のみならず、社会の様々な活性化のトリガー（引き金）となり、市行政→市民生活→市民感情の高揚
につながっていくと思うのですが？如何でしょうか？

485

今回の市長さんは、子どもの教育等、子育て面を大事になさっていて、それは良い事だと思いますが、それ
よりも、鎌倉市内の土日祝の道路の混み具合を早くなんとか対策を練っていただきたいです。例えば、鎌倉
市外から車で来る観光客には一律500円環境への寄付といった形で払っていただくとか。そうすれば車で来
る人が減り、交通混雑も減りますし、支払っていただいたお金を有効に使えば良いと思います。こんなに交
通混雑していては、土日祝は動けず、生活に影響が出ます。これで世界遺産登録なんてされたら、更に大
変です。鎌倉市内の交通混雑をなんとかしてください。

486 今の国会や市政にあまり期待しない。

487

鎌倉市は、豊かな自然に歴史的遺産が大切にされ、生活では静かで大きな犯罪もなく、とても恵まれた環
境だと思います。
晩婚、高齢出産などで子育て世帯の年齢が上がり、手当や医療費助成で所得制限にかかってしまいます
が、定年まで残り少ない年数の中で、子育て・住宅ローン・老後の事・介護、全て同時進行で行っていま
す。こういう現状も知っていただけたらと思います。

488

周囲の市（横浜市や藤沢市など）に比べ、あらゆる面での遅れ、サービスの悪さが気になります。
市民の意識は高いのですが、市とうまくかみあっていない気がします。（一部の人たちの声のみが反映され
ているような）
声なき大多数の意見が反映される市政を望みます。

489
・選挙運動などではよく、候補者の声を聞くが、終わってしまうと、それきりでその後どうなのかわからない。
・会社員で常時、東京で仕事をしているので、いまひとつ市政のことには疎くなっているので、もう少し情報
がほしい。

490

一つは老人パワーの活用である。定年を迎えた「お年寄り」と言われる人達の殆どは精神的肉体的に頗る
健康である。個人差は非常にあるが、ある年齢までは体力もあるし、スキルなどについてもこれから身に付
ける素地も十分持っている。そのようなお年寄りと言われる世代のパワーをもっと活用すべきである。若い
世代と違って、気付き・配慮などの面でも経験が生きると思われる。
次に、鎌倉市の世界遺産登録への取組は辞めた方が良いと思う。観光地として、古都として整備すること
は必要であるが、世界遺産としては残念ながらこれまで登録されている事例に比べて規模も内容もプーア
である。今の鎌倉は古都の景観を守るような動きが感じられない。新と旧が余りに雑然と混じっていてむし
ろ廃都を思わせる。かつて訪れたドイツの古都・シュヴァーベッシュグミュントでは12世紀の城壁をそのまま
残して、それと一体化した家を建てたり、建物は昔風に統一して町並みの景観を保ったりしていた。道路も
全て石畳で（勿論、車は走り難いことを承知で）、町全体が昔のままという姿だった。今の鎌倉ではここまで
はやれないと思う。だからこれ以上やる意味はない。これに注ぎ込む予算があったら歩道の整備や問３４で
述べた老朽化施設の改築など現実的な方向に使った方が良いと思う。

491 鎌倉市職員の人件費はなぜこんなに高いのですか。市民税を下げたら良い。

492
暗い道をチェックしてもらい街灯をつけてほしい。子どもの安全と市民全体の安全のために、大船駅の西口
に少しくらい店がほしい。規制しているのですか？
あと、歩道が（西口の岡本1丁目の方は）なく、とても危険です。他の道は暗いです。
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493

・相変わらず税金が高いのをどうかしてほしい。
・新しい美術館など、つくらないでほしい。
・大船周辺の自動車道路など、危険・混雑を解消してほしい。
・日帰りの観光客から市への収入が得られる方法はないのでしょうか？
・鎌倉の小中学校でどんな教育をしているのか、知りませんが、一般的に自分のことしか考えられない人間
が増えていると思います。親も悪いのですが学校でも積極的に他人に迷惑をかけない事を教えてください。
・図書館を充実してください。

494
歩道において、観光客が多いとき、歩きにくい。
歩道が狭い。例えば、右側通行で歩くようにするとか---。障害者の方にも通行しやすくした方がいいと思
う。

495

ホームページが見づらい。
各課独自でサイトを開設している場合のリンクが見づらいと思いました。
例えば、保育園募集要項などは階層が深くて探しづらかったです。
手づくり感も良いのですが、見せ方の工夫が必要と感じます。

496

鎌倉は「平和都市宣言」をしているのに憲法九条の会の催しなどの後援などを断ってきたりとおかしいと思
う。
他の都市にくらべ高齢者に対してつめたいと思う。例えば、バス代など割引がない等。高齢者のための教
養センターが坂の上にあったりと利用するのをためらいがちになる。
それでも鎌倉は豊かな自然がたっぷりとある平和な都市だと思っている。

497
支所に度々行きますが、時間帯にもよるが、窓口を利用する人があまり多くなく、利用者に対する職員の数
が多く感じられます。人件費を抑えて（給与を全国平均レベルにすることも含めて）、サービスに回すか、税
金を減らすかしてほしい。

498

３Ｒって何？
鎌倉駅前は今後もこのままですか？バス、タクシー、一般車、配送車の混合、そのために駅前ロータリーの
渋滞、確か駅には午後00時～00時まで、一般者の侵入が規制されているはず・・・。しかし、鎌倉警察署も
見て見ぬふりの放置！鎌倉警察に過去何が？有ったの？
尚且つ、観光客、観光地らしからぬ、整備が整ってない駅、今後、観光客に被害者が出ぬことをお祈りいた
します。
世界遺産はまだまだ！だと思います。

499
子育てを終えて久しく地域の方々との交流も少なく何となく疎外感を感じておりましたが、アンケートを受け
取り、益々その事を意識させられた次第です。
市をはじめとした色々な取組にもう少し目を向けようと思います。

500
若返りした市長さんに「改革」を期待します。
些細なことですが、「正面玄関扉」「ガラスドアー」に手、指等を挟まれない様に「黄色黒色」でマークしてい
ますが、「ガラスをカット」する等実施し、安全対策をしてください。

501

・市の健康診断に湘南鎌倉病院も入れてください。
・鎌倉駅周辺に限らず、大船地域の緑保全やマナー徹底（特に歩きタバコの禁止）も進めてください。
マンションをたくさんつくり、税収は増えているかも知れませんが、マナーの悪い人達に環境を破壊されてい
ます。

502

“鎌倉らしさ”この意味が示すイメージは人それぞれだと思うが、実際にこの地で自然・文化・歴史を感じな
がら、暮らす身にとって、近年いとも簡単な宅地造成を許す行政に非常に疑問を抱いている。目先の利益
にとらわれ、森や林をどんどん破壊してしまったら、それこそ、どこでもある関東近郊の都市に過ぎなくなり、
鎌倉らしさが無くなり、ここに暮らす意味も無い。どうか、これ以上、この素晴らしい環境を失うことがないよ
う、行政がストップをかけて欲しい。保存のためなら条例や法律を設定する基準をさらに厳しくし、マンション
や安易な宅地のための開発を止めて欲しい。鎌倉の景観をこれ以上壊してしまったら、何の魅力もない町
並みにしてしまったら、とり返しがつかない。行政は企業の顔色を見ているのか、市民のための生活を考え
ているのか、もう一度、新しい市長のもと、新しい鎌倉に期待したい。もう古い開発優先の時代は終わりで
す。どうか、鎌倉らしさをとことん追求する市政に変わってください。お願いします！！

503 防災放送が聞こえにくいので、改善してほしいと思います。
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504
松尾市長を応援しています。ぜひ、頑張っていただきたい。住みやすく市民に愛され、外国からの観光客に
アピールができる鎌倉市にぜひしていただきたいと思っております。

505
鎌倉の海の家の権利はどのようにして決められているのでしょうか。公の海があるように一部の人たちの
海の家等でよごされていて良いのかと疑問に思います。

506
鎌倉に移り住んで5年、前の市に比べると財政がとぼしいのか、公園、スポーツ、医療代等々、気になること
が多すぎる。
でも、緑が多くて海もきれいですてき！！

507

土地の所有権移転、建築許可等、土木関係で簡単に許可しないでほしい。こんな所に建物を建てる許可を
出すのかという所が多すぎる。表向き世界遺産を目指している市ですが、裏では造成して緑をなくす計画を
している。矛盾がありすぎる。観光地なので観光地らしくしていった方がよい。
市の職員はなるべく鎌倉市民を採用した方がいい。

508

・公共トイレの充実（特に鎌倉駅周辺～小町通り、若宮大路～八幡宮）
・観光客にやさしくない街です。（「トイレ貸しません。」とかの張り紙）
・年始の公共駐車場の高騰は、買い物するのにとても困ります。
　住人は普段通り利用できるようにしていただきたい。
・裏道には電柱が多く、歩行者にとって危険な箇所が多いので、早期の地中ケーブル化の実現を期待して
います。

509

このアンケートを行って、いかに市政･公共的な事を知らない事に気づきました。
平日、仕事に出ているせいでしょうか？（東京）
もう少し、関心を持たなくてはと思いました。
鎌倉市を良い市にして下さい！！

510 ホームページが見にくい。

511
若い市長の誕生でさまざまなイベントや市政等で活気のある活動、従来にはない若者が参画できる活動を
期待したい。

512

玉縄の栄光学園前の坂道は、車がスピードを出してくるので、とても危ないです。道路を加工するなどして
スピードが出ないようにしてほしい。
大船駅から東口に出るとき、エレベーターがないので、ベビーカーを押していると、とても大変です。ルミネ
のエレベーターも駅の連絡口の階は止まりません。西口にあるので、東口も付けてほしいです。大船駅西
口側のエレベーター付近をもっときれいに明るくしてほしいです。

513
高齢化が進む中で、高齢者にやさしい住みやすい街づくりを進めて欲しい。
一方、観光立地を生かした活発な街づくりと自然環境の保護を両立させた都市づくりを進めて欲しい。

514
・市の方針が見えない。
・「鎌倉」は反映しているが、その他の地域はおざなりにされている。又、大船駅東口開発は無駄と考える。

515

「古都　鎌倉を世界遺産に！」と言っているが、その前に道路をもっと整理してほしい。大仏辺りなど、修学
旅行生が道路にはみだして歩いたり、バスが駐車場から無理に出ようとし、危険。
コインパーキングはたくさんあるが、大型のバイクを止める所がない。

近はツーリングで鎌倉へ行くのが人気だが、駐車場不足で危ない。

516

・「鎌倉市」というブランドが魅力と思う。でも、それ以外が感じない。
・犬を公園内禁止とか、身勝手な告知板が目に付く。
・犬嫌いに配慮しているつもりなのか？飼い主としては、犬嫌いな人間がむしろ変に思う。双方のモラルの
問題として対応すべき。
・鎌倉市は、公務員が他の行政と比較して多いとうわさを聞いた。他、住民税が高いとかも。本当か？

517 今年は花火大会をやってください。
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518

このような時代だからこそ、公共図書館に光をあてて下さい。若者も、高齢者も、コミュニティーの回復のヒ
ントもここにあります。
静かに根をはる時期に公共図書館の役割は、現状にふみとどまらず、先進北欧のように、次の市民社会を
考える足がかりになると思います。

519
税金が高額。同じ会社で他市、他区のひとより明らかに手取りが少なくなる。頑張って働いてもそれ以上税
金で取られ、働き損という想いがぬぐえません。
鎌倉は大好きなので、これ以上住みにくくなると困ります。市長・職員の方、頑張ってください！！
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