
かまくらみらいワークショップ レポート
（市庁舎現在地利活用版）

第１回

令和4年2月27日



開催概要

ワークショップの様子

第1回 かまくらみらいワークショップ

オリエンテーション『鎌倉駅西口エリアの歴史を知ろう！』

◆開 催 日 ：令和4年（2022年）2月27日（日）

◆開催形式：オンライン

◆参加人数：32名

◆概 要：

Outline
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第１回はボードゲームづくりに入る前のオリエン

テーションとして、地域の歴史やお気に入りスポッ

トを共有しながら『鎌倉駅西口エリア』を知ること

から始まりました



■第１回 かまくらみらいワークショップ プログラム
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Q.鎌倉西口エリアの
イメージは？

チャット機能を使って
みなさんにイメージを聞きました

のどかな場所

ザ・鎌倉！というイメージ

意外とお洒落なカフェがある

裏駅

市民の利用が多い！

お散歩にいい場所

隠れ家的な場所

東口側と比べて
落ち着いた雰囲気

どちらかというと地元民向け

地元の方が多いイメージ

落ち着いたイメージを
大事にしたい

地元民が多い

静かな場所、人が少なくて穏やか

市役所があることしか思い浮かばない

住んでいる人が利用する場所

東口と比べて観光場所が少ない

中央図書館がある 施設が整っている

もともとは銀座通りとして

活気のある場所だったが、

現在は落ち着いており、

お洒落なエリアとして

徐々に認知されている

■第１部：オリエンテーション（アイスブレイクアンケート）

はじめに、参加者の皆さんに現時点の『鎌倉駅西口エリア』のイメージを聞いてみました
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エリアA

⚫鎌倉歴史文化交流館（F）
→昨年、初めて行った。個人所有で
あったことを初めて聞いて驚いた

→有名建築家が作った。個人宅が公
開されるのは珍しい

⚫西口駅前ホテルの桜（F）
→桜がきれい

⚫洋館を利用したフレンチ
レストラン（F・G）

→近代以降はよくあるが、現代の建
物を見せることは珍しい

→結婚式を挙げた

⚫佐助稲荷神社（F）

→たまに行く。ご利益ありそうなエ
ピソードがある

⚫北条氏常盤亭跡(タチンダイ)」
（B）

→青空保育にいるときによく外で遊
んでいた

エリアB

⚫今小路の手打ちそば屋さん
（C）

→天ぷらさくさく

⚫英勝寺（E）
→人通りも少なく、きれいな写真を
撮ることができた

⚫鎌倉野菜を提供するレスト
ラン（E）

→レストランがたくさん並んだ通り
の中の１店舗で鎌倉野菜が
堪能できた

⚫佐助からの大仏ハイキング
コース（G）

→空気がおいしい、鎌倉の景色が一
望出来て、鎌倉っぽい

⚫洋館レストランから鎌倉歴史文
化交流館の佐助に向かう通り
（G）

→商店街とは違った散歩スポット、
すごい住宅が多い

■第２部：グループワーク（鎌倉駅西口エリアの気になるスポットをみてみよう）

市庁舎現在地を中心とした『鎌倉駅西口エリア』について知るため、
グループに分かれ、参加者の皆さんのお気に入り・気になるスポットを紹介してもらいました

エリアA エリアB

参加者の皆さんのお気に入り・気になるスポット（カッコ内のアルファベットは紹介のあったグループ名）
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鎌倉駅西口エリアマップ



エリアC

⚫おしゃれなコーヒーショップ
（A・D・E・F）

→漫画家の邸宅跡地に建てられたと知
り、それが地域の人の憩いの場に
なっていて素敵だと思った

→建物自体がおしゃれ
→平日だと空いている
→待ち合わせとか、外から人を呼ぶと
きに利用

⚫市役所前の信号（A・C）
→信号待ちでぼーっと待っていると、
空がきれいだったり、人通りの賑わ
いなどまちの様子がつかめる

→交差点がいろいろ集まっていて好き

⚫中央図書館（B・D・E）
→小さいころから絵本などを借りてい
た、大学休み長いので読書したく本
を借りて、施設あるのに使わないの
はもったいない、自習室もある

→子育て（1歳・4歳）で絵本をたくさ
ん借りている。小さい子どもとも過
ごしやすい

→便利で人が多くなく静かなのがいい

⚫ガーデンテラスのあるレスト
ラン（C・E）

→鎌倉ハムや鎌倉麦酒。気持ちがよい
レストランでおすすめ。異国の方も
きている。テラスあり

→隠れ家的なレストランで、地元野菜
を使った料理を使っていて魅力的

⚫地元の人御用達。高級食材も
扱うマーケット（C）

→現在は笛田に移転した鎌倉ローンテ
ニス倶楽部があった場所

⚫自家製麹を使用した
料理を提供するお店
（C）
→おすすめ

⚫市役所前の小さい休憩ス
ペース（D）

→観光地の中の日常、穏やかな時間
が流れているところがお気に入り

⚫御成小学校（F）
→正門がすごい

■第２部：グループワーク（鎌倉駅西口エリアの気になるスポットをみてみよう）

エリアC

参加者の皆さんのお気に入り・気になるスポット（カッコ内のアルファベットはグループ名）
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鎌倉駅西口エリアマップ



エリアD

⚫江ノ電ビル（A）
→よく見るが入ったことなく、何があ
るかわからなくて気になっていた。
お土産屋さんがあるようだ

⚫鎌倉駅西口（A）
→お正月にロータリーが歩行者天国に
なり、車を気にせず歩けるのが毎年
楽しみ

⚫西口駅前時計台（A・B・F・G）

→広場で広くなっていて、ベンチもあ
りよい

→遠足の待ち合わせ場所だった思い出
→三角公園と呼んでいる。すごくきれ
いになった、待ち合わせに使いやす
くなった

→込み合うが象徴的な場所

⚫御成商店街（C）

→帰り道。落ち着いた雰囲気。肉屋、
酒屋など専門店で買い物して帰る

→コンセプトがしっかりしている、一
店一店見ても面白い

⚫御成通りの和カフェ（C）
→1965年にできた。古くておしゃれ。
和をコンセプトにした建物が多い。
お店の雰囲気が良く落ち着ている

⚫路地裏のピザ屋さん（C）
→新鮮なチーズを買いに行く。バイト
先が隣だった。賞味期限が短い新鮮
なチーズが買える

⚫御成通りのチョコレート
ショップ（D）

→ガトーショコラがお気に
入り。カフェ形式で食べ
られるのが魅力

⚫御成通りの隠れ家的
なお店 （F）

→隠れ家的なお店が多い

⚫西口駅前の喫茶店（G）
→狭めだが落ち着ける、観
光地価格のところが多い
が入りやすい

⚫今小路の麻婆豆腐屋さん
（G）

→おいしい。梶原や由比ガ浜にもお
店がある。西口にはおいしいお店
が多いが、目立たないところに
あったりと商売がうまくいかない
お店もある

⚫梅酒作りが楽しめるお店
（G）

→鎌倉西口のゆったりした感じと梅
酒のゆっくり作る過程がリンクし
ていておすすめ

■第２部：グループワーク（鎌倉駅西口エリアの気になるスポットをみてみよう）

鎌倉駅西口エリアマップ
エリアD

参加者の皆さんのお気に入り・気になるスポット（カッコ内のアルファベットはグループ名）
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■第２部：グループワーク（すごろくを使ってブレストをしよう・グループのテーマを考えよう）

• 山に囲まれていて、景色がいい／子どもも大人も遊べるような公園がない（B）
• 観光地としても華やか。都内から近い／住民より観光客向けになりがち（C）
• 歴史が残っているところ神社仏閣が各所に点在していること／観光客が多いため、混雑しているのが困る（C）
• 野菜を楽しめる、おしゃれなお店がたくさん／道が混んでいる（E）
• 歴史があるところ、お野菜がおいしい／道が狭いから込み合う（G）
• 普段会えないような人が多いのがいい、土曜朝ごみ拾い等、地域交流ができるのがいい／賃貸だが、狭いのに高い。

家が狭いし、ない（G）

• 鎌倉に関することをもっと深く知りたい歴史やまちづくりについても。海外の観光客も多いので英語も勉強したい（B）
• 大学では建築や都市デザインを学びたい。街の景観に関心がある（B）
• 地域創生（E）
• 多言語を学びたい（E）
• 松尾芭蕉、古文書と文学（E）
• プログラミングとか。ＡＩとかＤＸとかいろいろなことができそうだから（F）
• 大河ドラマの影響で、鎌倉の歴史を勉強したい（G）

各グループでつくるボードゲームのテーマを考えるため、
すごろくを使いながらブレスト（意見交換）を楽しみました。

ブレスト（意見交換）の中で出てきた主な意見（カッコ内のアルファベットはグループ名）

Q.かまくらのいいところ／わるいところは？

Q.いつか勉強したい分野は？
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■第２部：グループワーク（すごろくを使ってブレストをしよう・グループのテーマを考えよう）

• 海外に住みたい。アラブか北欧（A）
• 現在の拠点が東京よりのため、東京に住むと思う（C）
• 鎌倉に住んでいたい。都内にも行きやすいし、鎌倉は栄えつつも落ち着いているので（C）
• 鎌倉で子育てしている。課題はあるがいい場所にしていきたい（E）
• 住み続けていきたいが、未来はどうなるか…（E）
• できれば市内に住んでいたい（E）
• 鎌倉に住んでいると思う（E）
• 都内や国外にいたこともあるが、ほとんど鎌倉にいる。最終的には鎌倉に戻ってくる気ではいるが、一度地方に

行ってみたい（F）
• 鎌倉であってほしい。ずっと鎌倉に住みたい。都内に住みたくない（F）
• 良くも悪くも鎌倉だと思う。子育てを考えると、鎌倉よりも田舎に住みたい（G）

• 個人経営のゆったりしたカフェで働きたい（A）
• 小学校の先生。私の小学校では自然の中で野菜を育てたりしたので、そういったことも教えたい（B）
• 鎌倉の文化や歴史を守るボランティア。大学で鎌倉について調べていて、自分のまちに関心を持った（B）
• 暮らしを支える仕事をしたい（E）
• ＩＴ系の仕事、観光コンサルとか。保守的なまちだけど、ある意味いろんな可能性があるのでは（F）
• 自分は植木屋で、お寺では剪定したものを観光客に見ていただけているでとてもやりがいがある（G）

Q.鎌倉で働くとしたらどんな仕事したい？

Q.10年後どこに住んでいると思う？

ブレスト（意見交換）の中で出てきた主な意見（カッコ内のアルファベットはグループ名）
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■第２部：グループワーク（すごろくを使ってブレストをしよう・グループのテーマを考えよう）

• コロナが終わり、東口は観光客が溢れてる。海外の人も増えて多様性のあるまちに。高齢者が増えるので高齢者
にとって住みやすいまちになっているかも（B）

• 高齢者が多いまち（C）
• 高齢化。東京から移住する人も増えるのでは？（E）
• 藤沢だけでなく鎌倉も子育てに力を入れる。子育て世代も高齢者も住みやすいまちになるんじゃないか。砂浜は

もう少し減るんじゃないか（F）
• 今の高齢者が減って、10、20代が大人になるころには、相続問題とかで、今いる人が出て、外部のお金持ちが

入ってくる。お店もサイクルする（F）
• SDGsと共生社会になっていたらいいな。外から来た人が増えるのではないか。今あるお店が30年後まであるとは

思えない（F）
• そんなに変わっていないと思う、ライフスタイルの変化で移住者が増えたり、海や山があるので、にぎわってい

くのではないか（G）

• 父が中央公園で木を切ったり、炭焼きをしていて楽しそう。自分も、仕事以外でアクティブな活動をしたい。
自分で家を建ててみたい（B）

• 鎌倉でのんびりした暮らし。今はこれといった趣味はないので、色んな趣味を楽しみたい（B）
• 体が動かなくなるまでは、仕事しているだろう。自分の仕事は後世に伝えるため、後進育成をできたら（F）
• 鎌倉に戻ってくると思う。飲み屋さんも好きだし、小町通りにいるかな。仲間も増えるだろうし（F）
• この先の鎌倉を作っていくことに携わりたい、まちに貢献したい（G）

Q.60歳になったら何をしていると思う？

Q.30年度後の鎌倉はどんな街になっていると思う？

ブレスト（意見交換）の中で出てきた主な意見（カッコ内のアルファベットはグループ名）
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■第２部：グループワーク（すごろくを使ってブレストをしよう・グループのテーマを考えよう）

Ａグループ
どんなときに幸せを感じるか スタート時の年齢テーマ

・観光と暮らしの共存
・子どもにたくさんの経験を与える
・住民が充実・快適に過ごせる
・鎌倉から世界を知る

Ｂグループ

鎌倉好きな人生
鎌倉の自然も歴史も、色々な視点から
鎌倉が好きで、のんびり・アクティブ
に鎌倉で過ごす人生。

どんなときに幸せを感じるか スタート時の年齢テーマ

・自然と触れ合う
・鎌倉を知ってもらうこと
・自然のなかでのんびり
・人とのコミュニケーション

18歳（高校3年生）

ブレスト（意見交換）をとおして、各グループの参加者がどんなことを考えたり、どんなことを大事にするのか
を共有しました。
その中で、グループの共通の価値観について話し合いながら、
これからつくるボードゲームの「テーマ」、「どんなときに幸せを感じるか」、「スタート時の年齢」を決めました。

各グループで決めたボードゲームの「テーマ」、「どんなときに幸せを感じるか」、「スタート時の年齢」
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■かまくらみらいワークショップ：各グループで設定したテーマ

Ｄグループ

Ｅグループ

地域と学び（遊び）成長する人生

どんなときに幸せを感じるか スタート時の年齢テーマ

どんなときに幸せを感じるか スタート時の年齢テーマ

・家族と一緒に過ごす時間
・色んな立場の人と話せる
・暮らしの中で楽しみを見つける

自分らしくアクティブな人生

15歳

・居心地がいい場所
・のんびり過ごせる
・人とつながれる
＝居心地のいい場所でのんびりと
つながりを感じる

25歳

Ｃグループ

どんなときに幸せを感じるか スタート時の年齢テーマ

出会いや発見を大切にする人生 関係性（ひと、場所、もの）を大切に
できたとき

24歳
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■かまくらみらいワークショップ：各グループで設定したテーマ

まち・人・自然とかかわり、交流が生
まれる、豊かな人生

・まちと関わる
・自然／人と関わる
・移住してきた人も鎌倉にとけこみや
すい

・交流してみるととけこみやすい

30歳前後

Ｇグループ

Ｆグループ

まちと一緒にステップアップしていく
人生
ただ住むだけでなく在住者同士地域の
人との交流したい。比較的アクティブ

・いろんな人がつながること
・自然のなかで気晴らしができる
・非日常を感じるとき
・家族や子どもと一緒に過ごすとき

32歳

今回話し合ったテーマをもとに

次回以降ボードゲームづくり

に進んでいきます
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どんなときに幸せを感じるか スタート時の年齢テーマ

どんなときに幸せを感じるか スタート時の年齢テーマ


