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２.３.１ まち美化推進員制度 

 

空き缶やたばこの吸い殻などの散乱防止について意識啓発などを行うために、地域

性を考慮してまち美化推進員を２年に一度委嘱しています。平成 30年度は 21人に委

嘱し、活動を行いました。 

推進員は、市と協働で、毎年、春･秋のクリーンアップかまくら市内一斉清掃をは

じめ、駅頭や観光スポットでのキャンペーンなど意識啓発や歩行喫煙率調査、路上喫

煙禁止区域内の実態調査及び飲料用自動販売機回収容器設置調査などまち美化に関

する調査も行っています。 

 

 

推進員会議                          年３回 

   クリーンアップかまくら市内一斉清掃            春・秋 

   まち美化キャンペーン                    年３回 

 

 

 

 
 

 

                            

まち美化推進員や市民の参加によるクリーンアップ市内一斉清掃
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２．３．２ クリーンアップかまくら市内一斉清掃 

 

まち美化意識を啓発するため、市民団体と共催で、毎年、春･秋に「クリーンアッ

プかまくら市内一斉清掃」を実施しています。 

 海の部では、材木座、由比ヶ浜、坂ノ下、稲村ヶ崎、七里ヶ浜、鎌高前、浜上、腰

越の各海岸８箇所で実施しています。 

  まちの部では、鎌倉生涯学習センター前、円覚寺前、大船駅東口・西口の４会場で

実施しています。 

 

 

 

 
 

 

 
クリーンアップかまくら市内一斉清掃参加者数 

天 気 海参加者 
まち 

参加者 
合 計 

 

平成 28年度 

春 
海 晴 

1,407人 380人 1,787人 

 
まち 晴 

 秋 
海 中止 

中止 264人 264人 

 
まち・山 晴 

 

平成 29年度 

春 
海 晴 

1,307人 334人 1,641人 

 
まち 晴 

 秋 
海 晴 

683人 中止 683人 

 
まち 中止 

 

平成 30年度 

春 
海 晴 

1,386人 273人 1,659人 

 
まち 晴 

秋 
海 晴 

1,079人 中止 1,079人 
まち 中止 
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２．３．３ まち美化統一クリーンデー 

 

まち美化運動を推進するとともに市民の美化意識を啓発するために、自治・町内会

やそれに準じる団体が、原則として、毎月１回「まち美化統一クリーンデー」を定め、

自治・町内会区域内の市道路等を清掃したことに対し、奨励金を交付しています。 

 平成 30 年度は、市内の 187 自治・町内会のうち 124 団体、67％の団体が実施し、

奨励金 1,293千円を交付しました。 
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２．３．４ アダプト・プログラム 

 

アダプト・プログラムは、市内の道路、公園、河川等の公共空間について、市民等

が区域を定めて美化清掃活動を行い、市がそれに対し各種支援を行うことで、ごみの

散乱のない環境を保つことを目的とします。 

 アダプト団体の皆さんからは、清掃を続けることでごみが捨てられることも少なく

なり、地域の皆さんとの連携が深まったという声も寄せられています。 

 平成 30年度末現在で、次の 13団体が 13区域で活動しています。 

 

ロジュマン・クリーンファイターズ 

 発足：平成 14年 7月 20日  会員数：40人 

 一斉清掃：月２回  その他日常清掃随時 

 アダプト区間：鎌倉ロジュマン周辺 1.5km 

        山崎跨線橋北交差点から藤沢市境までの市道 約１ｋｍ 

        ロジュマン脇市道 約 0.5ｋｍ 

        （愛称道路名：柏尾川フラワーロード） 

 

常盤道普請の会 

 発足：平成 18年 11月１日  会員数：35人 

 一斉清掃：月１回  その他日常清掃随時 

 アダプト区間：鎌倉市道 長谷隧道手前から仲ノ坂信号 約 0.5km 

 

玉縄城址まちづくり会議 

 発足：平成 19年 10月１日  会員数：170人 

 一斉清掃：月３回  その他日常清掃随時 

 アダプト区間：鎌倉市道 路線 七曲坂 約 0.3km 

                （愛称道路名：玉縄城址 歴史の道「七曲坂」） 

 

グリーンバード鎌倉 

 発足：平成 21年４月     会員数：10人 

 一斉清掃：年４回  その他日常清掃随時 

 アダプト区間：若宮大路一部区間 約 0.8km 

                （愛称道路名：鎌倉若宮大路さわやかロード） 

 

腰越まちづくり市民懇話会 

 発足：平成 20年５月１日  会員数：20人 

 一斉清掃：５月から９月まで月１回  その他日常清掃随時 

 アダプト区間：神戸川 約 2.5km 及び 二又川 約 1km 
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トレイルランニングクラブ TRAIL GUMPS 

  発足：平成 22年 10月１日  会員数：20人 

 一斉清掃：月１回  その他日常清掃随時 

 アダプト区間：天園ハイキングコース 

  源氏山周辺・葛原岡・大仏ハイキングコース 

  北鎌倉周辺までのトレイル・衣張山周辺 

 長谷配水池から稲村ガ崎までのトレイル その他の活動場所 

 

東御門ボランティアグループ 

 発足：平成 23年１月１日  会員数：３人 

 一斉清掃：２カ月１回  その他日常清掃随時 

 アダプト区間：西御門の市道約 100m 

 

三菱電機株式会社電子システム事業本部鎌倉地区 

 発足：平成 23年３月１日  会員数：20人 

 一斉清掃：月２回  その他日常清掃随時 

 アダプト区間：三菱電機株式会社鎌倉製作所周辺の歩道等の一部 

 

鎌倉泣塔クラブ 

 発足：平成 27年 10月１日  会員数:５人 

 一斉清掃：月１回  

 アダプト区間：鎌倉市指定文化財「泣塔」周辺 

 

鎌倉カストーディアルスタッフ 

 発足：平成 28年６月１日  会員数:３人 

 一斉清掃:月５‐10回 

 アダプト区間:鎌倉駅東口周辺 

 

花と緑のまち梶原山を創造する会 

 発足：平成 28年４月１日  会員数:16人 

 一斉清掃:月２回 

 アダプト区間:梶原山町内会、道路、緑地等 

 

北鎌倉山ノ内清掃会 

 発足：平成 29年６月１日     会員数：２人 

 アダプト区間：北鎌倉駅周辺 

 

山ノ内上町第六天清掃隊 

 発足：平成 30年４月１日     会員数：30人 

 一斉清掃:月１回 

 アダプト区間：山ノ内第六天社周辺及び亀ヶ谷坂の山ノ内側 

 



２.環境事業 

 ３.まちの美化事業 

35 

２．３．５ 路上喫煙の防止 
 

路上喫煙防止条例の制定 

 歩きたばこによる火傷や服のこげ、吸い殻のポイ捨てなど路上での喫煙についてさ

まざまな問題が指摘されていたことから、「クリーンかまくら条例」で歩行喫煙を控

えることとしていたマナーの向上に期待するだけでなく、路上での禁煙をルール化す

るため、平成 21年４月に鎌倉市路上喫煙の防止に関する条例を施行しました。 
 

条例の骨子 

 市内の道路、広場、公園など屋外の公共の場所では、喫煙をしないよう努めていた

だきます。 

 また、これらの場所のうち特に人通りの多い鎌倉駅周辺及び大船駅周辺の特定の区

域を、路上喫煙禁止区域として平成 21年１月に指定しました。 

 この禁止区域で喫煙したときには、路上喫煙防止監視員が口頭で喫煙を中止するよ

う指導します。指導に従わず、喫煙を中止しないときには、監視員が喫煙を中止する

よう命令します。 

 さらにその命令に従わず、喫煙を中止しないときには、罰則として過料 2,000円を

徴収します。 

 
 

 

 鎌倉市路上喫煙の防止に関する条例に基づく路上喫煙防止の指導件数    

 
巡回日数 鎌倉駅周辺 大船駅周辺 

合計 

（鎌倉＋大船） 

一日平均 

指導件数 

平成 28年度 267日 209人 763人 932人 2.7人／１日 

平成 29年度 259日 341人 758人 1,099人 4.2人／１日 

平成 30年度 248日 152人 198人 350人 1.4人／１日 

 
 

・平成 30年度の経費         （百円単位四捨五入） 

  喫煙所灰皿清掃業務委託        980千円 

  路面啓発シート作成委託        448千円  

 
 

 

 

 

 

               ※平成 27年度から交通計画課の放置自転車等防止 

                  対策業務と統合 
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２．３．６ 落書き防止 

 

 まちの美観や都市景観を保ち、落書きのない快適な生活環境を実現するため、平

成 16年 12月に鎌倉市落書き防止条例が制定されました。 

 さらに、第３次鎌倉市落書きのないまちづくり行動計画（14ページ参照）を策定

し、落書きされにくい環境を整備するとともに、落書きに気づく意識啓発、描かれ

たらすぐに消す体制づくりに取り組んでいます。 

  また、消去方法など落書き被害についての相談を受け付けています。 

     

落書き通報件数及び消去箇所数 

   

 落書き件数 落書き箇所数 消去箇所数 未消去箇所数 

平成 28年度 646件 646箇所 646箇所 0箇所 

平成 29年度 388件 388箇所 387箇所 1箇所 

平成 30年度 381件 381箇所 381箇所 0箇所 

 

 落書きは、放置していると次々に広がるおそれがあります。 

 描かれたときは、すぐに消去することをお願いしています。 

 なお、平成 21年度から落書きのないまちづくり事業の実施にあたり市民活動団体

との協働事業で取り組んでいます。 

 

             

       

 
海岸擁壁の落書き被害 
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２．３．７ 不法投棄の防止 

 

不法投棄物のない清潔で快適な環境を保つため、市が行うパトロール中の発見や

市民の皆さんからの通報を受け、不法投棄者へ廃棄物等の除去を求めるとともに、

不法投棄者が不明で良好な環境保全の妨げとなる場合は、不法投棄された土地の所

有者や管理者に廃棄物等の除去について依頼し、処理しています。 

 また、神奈川県と合同で山林や道路際、谷戸など不法投棄されやすい場所を年４

回パトロールしています。 

 投棄物のうち公有地内の一般廃棄物については、市が処理をし、タイヤや鉄くず

などの産業廃棄物については、民間事業者への委託処理としています。 

 また、洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコンの家電４品はリサイ

クル法に基づく所定の料金を支払って処分しています。 

 不法投棄されやすい場所には、防止看板を設置するなど対策を講じています。 

 平成 30年度の不法投棄物の内訳は次の表のとおりです。 

 

平成 30年度不法投棄物内訳 

タイヤ・鉄くずなどの不法投棄処理状況と費用 

鉄くず・廃棄プラスチック、タイヤ 合計 

16㎥ 250,020 円  250,020円 

 

家電４品不法投棄物処理状況と費用 

エアコン テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・乾燥機 

0台 0円 17台 43,632円 4台 15,660 円 2台 4,968 円 

            4品  合計 23台 64,260 円 

※ 平成 30年度より、家電４品運搬費 32,400円 

 

不法投棄物処理件数 

鎌倉地区 大船地区 合計 

14件 22件 36件 
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２．３．８ 海岸の美化  

海岸のごみ散乱を防止し、海岸を清潔に保ち環境を保全するため、相模湾沿線の

13市町と神奈川県によって設立された「公益財団法人かながわ海岸美化財団」が、

日常的に海岸の清掃を行っているほか、市民団体と共催によるクリーンアップかま

くら市内一斉清掃「海の部」を春・秋の年２回開催し、海岸美化清掃を実施してい

ます。 

 清掃事業費は、各市町の区域分について県と該当市町が 1/2ずつ負担していま

す。平成 30年度の本市負担額 17,060千円でした。 

 

平成 30年度海岸美化清掃のごみ回収量 

 材木座 204,560 kg 

 由比ガ浜 510,895 kg 

 稲村ガ崎 160 kg 

 七里ガ浜 6,185 kg 

 腰越 13,010 kg 

 緊急直営清掃 0 kg 

 合 計 734,810 kg 

（うち可燃ごみ 110,540kg、不燃ごみ 14,870kg、海藻 609,400kg） 

 

海岸のごみは、ほとんどが漂着ごみで、河川への投棄物が海岸に流れ着いたもの

です。これらのごみは、可燃・不燃ごみに分別して処理され、海藻は海岸に埋めて

います。 

 今後とも、ごみのポイ捨て防止の啓発を進めていきます。 

 

 

                                 

かながわ海岸美化財団 

による清掃作業 
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２．３．９ 海浜保全 

 

海浜の保全と活用を図るため、海浜の環境と景観を保全し、安全で快適に過ごせ

る海浜づくりを進めます。 

 海浜保全に係る業務として、神奈川県・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市と連携してサ

ーフ 90ライフセービング支援協議会を設置して、七里ガ浜地区海浜利用者の監視・

救助等ライフセービング活動への支援を実施しています。 

 また、海岸の環境保全を図るため、海岸への自動車の乗り入れ等を規制し、車止

め等の維持管理等を行います。 

  

 

・平成 30年度の経費 

   サーフ 90ライフセービング活動支援事業負担金 270千円 

  車止め等の維持管理費 150千円 

 

 

 

 

七里ヶ浜海岸 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia-cdn.tripadvisor.com%2Fmedia%2Fphoto-s%2F0b%2F9b%2F1c%2Ff4%2Fcaption.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.jp%2FLocationPhotoDirectLink-g303156-d3751619-i55974857-Shichirigahama_Beach-Kamakura_Kanagawa_Prefecture_Kanto.html&docid=ErMSFy5gQERvgM&tbnid=b6t9cKXIm6gtuM%3A&w=550&h=413&bih=603&biw=1366&ved=0ahUKEwj6pq3p2qnOAhUK1mMKHROVBFM4ZBAzCFQoUTBR&iact=mrc&uact=8
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２．３．10 公衆トイレの清掃  

 

  鎌倉市内の公衆トイレを快適で清潔に保つため、市内 40箇所の公衆トイレの清掃

などを行っています。 

 清掃回数は、利用者の多い鎌倉駅東口のトイレは平日６回/日及び土日祝日９回/

日、大船駅東・西口のトイレは１日３回、その他は２回行い、さらに、年末年始に

は鎌倉駅と八幡宮等のトイレについては清掃回数を増やしています。 

 

環境部で清掃している公衆トイレの一覧 

光 触 寺 鎌倉駅東口 極 楽 寺 

天   園 本 覚 寺 極 楽 寺 駅 

鎌 倉 宮 妙 本 寺 稲村ガ崎公園 

瑞 泉 寺 妙 法 寺 報 国 寺 

荏 柄 天 神 社 材木座海岸第一 浄 妙 寺 

覚 園 寺 材木座海岸第二 腰 越 漁 港 

八幡宮（美術館） 材木座（駐車場） 源氏山第一 

八幡宮（社務所） 光 明 寺 円 覚 寺 

八 幡 宮 裏 由比ガ浜（滑川） 浄 智 寺 

寿 福 寺 由比ガ浜（中央） 大船駅東口 

浄 光 明 寺 海浜公園第一 大船駅西口 

源氏山第二 海浜公園第二 大船駅西口交通広場 

海 蔵 寺 稲 瀬 川 由比ガ浜大通り 

大仏前駐車場 

 

・平成 30年度の経費           （百円単位四捨五入） 

公衆トイレ清掃業務委託  33,478千円 

公衆トイレ汚水槽点検業務委託 581千円 

公衆トイレ清掃品質巡回点検業務委託 3,119千円 

    

         

       

材木座海岸の公衆トイレ 
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２．３．11 鎌倉駅東口公衆トイレ募金箱 

 

 公衆トイレは現在市内に 40箇所ありますが、利用状況については趨勢として増加

傾向にあります。清潔で衛生的な公衆トイレを確保していくため、利用者数の多い

鎌倉駅東口公衆トイレに平成 25年４月、募金箱を設置し、利用者からの寄付金を清

掃等維持管理費の一部に充てることにより、適正な管理を継続できる財源の確保に

努めています。 

  

  平成 30年度 募金箱集金額  745,459円（1日当たり 2,042円） 

 

 

 

 

 


