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平成20年度市民意識調査自由記入欄等

番号 回答

1 小学生陸上記録が見たい。就学援助の算出方法を細かく見たい。

2 医療の緊急連絡先

3 市民の顔が見えたり、声が聞こえたりする記事

4
鎌倉芸術館を利用した市民文化展（絵画、展示即売会）、海岸を利用した湘南釣り大会（市民、他個人
参加可）

5 道路等、公共工事に係るもの

6 緑地の保全についての取組の情報

7 情報ばかりが多く、読者が少し得となるような記事とクイズでも

8 閉店した店や開店した店の情報（鎌倉は入れ替わりがはげしいので）

9 道路の工事予定など、簡単な地図をそえて

10 他市との交流、他市との比較。高齢者へのアドバイス

11 スポーツの結果

12 行財政改革の成果等

13 求人情報

14 市の行う予定の内容についての記載

15 各NPO法人の行っている活動を一つずつ、具体的に紹介する情報

16 サッカー情報、Jリーグ情報（東京V)

17 衣食住に関する情報

18 「市民の便り」等の掲載

19 リサイクル情報、医療情報、仕事情報

20 今後の鎌倉の将来像のこと（先が見えない）

21 ホールや会議室等集会所の空き具合等

22 色々なサークル活動の紹介

23 お勧めの図書や今見所の寺院・足を運びたくなるスポット

24 災害時の対応について充実させてほしい

25 鎌倉の歴史、鎌倉検定

26 予測できない災害等のアドバイス等、避難場所の明記（地域別）

27 ホームページのサイトマップないし、その更新情報

28 道路補修の場所（長期にかかるとき）

29 鎌倉にゆかりのあった文化人（作家、歌人、その他）の人物像シリーズ

30 市の財政状況や税金の遣いみち

31 みどりの活動

32 法律関係の相談に関していろいろと知りたいと思います。

33 地場産業の鎌倉彫に全く力を入れていない。もっと力を入れろ！

34 災害対策（避難場所、経路、経路手段等）

『問３４　あなたは、「広報かまくら」にどのような記事があるとよいと思いますか。』に対する
「その他」への回答
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35 各市会議員の出欠表及び質疑提言有無表

36 教育委員会など教育関係者の活動や意見

37 緑の保全、１０年前、２０年前との比較等

38
大雨冠水後の消毒が皆無。河川及び周辺の草刈り回数の減少。市役所の窓口応対が著しく改善され
た。

39 高齢者向けの文化・芸術情報

40 市長への一般市民からの要望と回答のコーナー

41 小学校、中学校、幼稚園の情報

42 防災（対策）情報、生活に役立つ情報

43 市民の声欄

44 救急病院の紹介

45 病院、鎌倉の医療状況

46 準商業地区に建設されている工場のガス（臭いなど）の調査結果

47
なぜ、道路整備が進まないのか、緑地はあるが、児童遊園はなぜないかなど、行政の課題とその対応
策など。

48 市民の声又は作品等

49 地域のあり方へ住民の希望。市政へ市民の要望。（生の声でもそれらの総合による紹介でも可）

50
鎌倉彫をもっと身近に感じるような記事、社寺仏閣への季節散歩などの記事、老舗や新店の紹介など
はいかがでしょうか？

51 医療用の広報記事と同じ便でコンパクトにしてもらいたい。

52 Ｑ＆Ａ形式の人生相談
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番号 理由

☆「１：とてもそう思う」と回答した理由

1 私にとって貴重な情報源であるから

2 だれでも読みやすく、わかりやすいと思う。

3 よく読んでいるから読みなれているかも

4 色彩がきれいなため

5 住民なので興味を持って読んでいる。問題ないと思う。

6 色を使ってあり、タイトルをつけてあるからわかりやすい。

7 知りたいことがわかりやすく書かれている。

8 項目がはっきりしていて読みやすい。

9 企画構成にあまり大きな変化がなく、縦書きなのがうれしい。

10 市内の情報を知る上にとても便利。現状を把握できる。

11 文章やレイアウトがわかりやすいのでよいと思う。

12 画面が明るくて読みやすいです。

13 得たい情報がどこにあるか、すぐにわかるから

14 編集努力が良くわかります。

15 行政・市民情報等がよく載せてある。

16 一応、ほしい情報が得られている。

17 この２０年間でずいぶん変わりました。内容もレイアウトも工夫されている。

18
最近のものは見やすい、分かりやすいレイアウトになった気がします。市民サイドで作成されるように
なったのでは？

19 県の広報がすごくつまらないので、それに比べると格段に興味深く読むことが出来る。

20 市民生活に必要な情報が多面的に記載されていると思う。

21 構成がとてもよい。

22 記事の内容がとても充実しているから

23 「女性・子どもにわかるように」気配りの届いた書かれ方

24 いろいろな情報が載っている。

☆「２：少しそう思う」と回答した理由

1 取り上げている記事（項目）がいつも一緒

2 もう少し字が大きい方が良い。

3 読んで解かるから

4 カラーで文字も読みやすい。

5 前と比べてデザインが良くなり、読みやすくなったと多少ではあるが、思えるようになったから

6 表現が易しい。

7 カットを使うなど、読みやすく工夫している様子が窺えるから

8 高齢者のために文字を少し大きくしても良いかと考える。

9 読みにくいと思ったことはありません。

10 目的別に情報の記載を願う。

11 記事がきちんとまとまっている。

『問３５　あなたは、「広報かまくら」は読みやすい、わかりやすいと思いますか。』の理由欄へ
  の回答
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12 内容は充実していると思うが、今まであまり関心を持って読まなかった。これを機会に改めたい。

13 見慣れてきたから

14 右から読んでいくと、「インフォメーション」のページで、左から読まなければならないから

15 市民健康課と福祉事務所のどちらに電話をすればいいのかわからない記載がある。

16 写真など、結果を多用している。

17 いろいろ工夫されているとは思いますが、文の乱れがあることがあります。

18 生活に役立つ情報がある程度簡潔に書いてある。

19
ひどく見づらいということはないが、かと言って欲しい情報がすぐわかるわけでもない。特に講座の欄な
ど

20 いつも同じ感じ。まとまっているが内容が薄い。

21 印刷の字がもう少し大きいと良いのですが

22 よくある普通の広報紙って感じ

23 慣れているから？明るい紙面？

24
記事ごとに区切ってある、ないし色をつけている点は読みやすいと思うが、年寄りが読むには字が小さ
い部分もあるので

25 もっと大きな字で！わかりやすく！

26 簡潔に必要な情報が得られる。

27 イラストなど

28 主に子育て情報を見ているが、特に不自由はない。

29 内容が細かくて読みづらいのでページを増やしては！

30 必要なところ（興味あるところ）だけしか見えない。

31 タイムリーな内容がコンパクトにまとまっている。

32 字が大きいので

33 全体的にわかりやすいが、難しい内容は頭に入らない。

34 人から聞いてああそうだったのと言ったことがあった。（探しにくい）

35 やや情報量は少ないが、書いてあることは読みやすい。

36 お年寄りが読むには字が小さいのではないかと思う。

37 カラーで見やすい。

38 知らない行政のことや保健コーナーが役に立っています。

39 インフォメーション欄、見にくく、読みにくい。

40 特に不満はありません。

41 いろいろな情報をある程度知ることができます。

42 記事によって色々である。

43 縦書きで読みやすい個所（募集等イベント等）と横書きでP．C字体ですと高齢者に読みにくい。

44 文字間隔や文字が大きめで良い。

45 広報かまくらは家にいる者にとっては行政情報等はわからないので、広報は必要です。

46 一番必要と感じるときは年末年始、見やすく、活用しやすい。

47 毎月、様々な情報を得られるのでホームページを見れないので、良く活用させていただいています。

48
インフォメーション部、項目によって色を区別するのも（メリハリがない）市民便利帳とても重宝していま
す。

49 地域のことをもっと載せてほしい。

50 見やすいように記事が書かれている。
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51 いつも同じパターンで書いてあるので、どこに何が書いてあるか、わかる。

52 必要な情報は載っているから

53
盛り沢山の内容の中から、斜め読みをして興味のあるところだけを読むので、全体として読み込んでい
ないので

54 必要な事項は記載されているから

55 ページ立てが良いと思う。

56 いつもザッとしか読まない。興味がある記事だけ読む。文化、環境系の記事は読む。

57 もう少し若い人たちに読んでもらえるように若い人向けにしてほしい。

58 必ず見ます。漢字がわかりやすく、文字が大きく読みやすい。

59 構成がしっかりしている。

60 見やすく、探したい項目もすぐに見つかる。

61 記事に変わりばえがない点で読みやすいが、魅力は薄い。

62 一枚が良い。

63 字を大きくしてください。

64 よく読んでいるつもり

65 難しいことが書いていないから

66 同じフォーマットで毎月書いてあるので、必要な情報を見つけやすい。

67 以前ほど、丁寧に読まなくなってしまったので、「？？」なのである。

68 見出し次第で見るか見ないかが決まる。

69 活字も大きくなり、記事も身近なものが多くなったと思うので

70 構成がかなり入り組んでいる。

71 中学生でも理解できる？程度のレベルなので良いと思う。

72 幅広い情報を明瞭簡潔かつ平易に提供されていると思います。

73 私的にはわかりやすく、コンパクトにまとまっていると思う。

74 字が小さくて少し読みにくい。わからない言葉むずかしいところは読んでない。

75 私たちの親世代以上には少し字が小さいと思います。（字の色も少し薄いかもしれません）

76 カラー刷りで目を引きやすい。

77 大抵見るところはいつも同じになってしまう。興味のあるところのみになってしまう。

78 活字が見やすくなったように見えます。

79 分量的に適切で情報量が多い。

☆「３：あまりそう思わない」と回答した理由

1 デザインがよくない。

2 レイアウトが読みにくく、字も小さいから

3 単なる情報の羅列に見れる。編集にもっと工夫を。カラー化も

4 表現の仕方がうまくない。

5 レイアウトがいいとは思わないし、事務的な感じ

6 読む人の立場に立って編集されてない。

7 広報かまくらは何をポイントに書かれているかが良くわからない。

8 もらっているが、読んでみたいと思わないので、魅力ある広報を作っていただきたいです。

9 コンクリートやイベントの案内が昔の方が読みやすかった。（１０年位前）

10 絵やカラーが少ない。
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11 情報が多い割には十分でなく、問合せを再度しなおさなくてはならないところ

12 情報ポイントが定まっていない。

13 レイアウトが読みにくい。

14 レイアウトに工夫が必要と思う。

15 絵が少ない。

16 字が小さい。

17 多くの情報が少しずつ載っていてわかりやすいと思います。

18 戸別に配達してほしい。

19 字が小さいと思います。

20 文字の大小、強弱、段取り等、もう少し考えてほしい。

21 テーマ性、何がポイントか、平面的な文面が多く感じられる。

22 いつも同じような内容。面白みがない。

23 全体的に古めかしい感じがする。

24 見ない、読まない。

25 見出しをもっとわかりやすくしてほしい。

26 なんとなく読むのが億劫な感じ

27 必要な情報が見つけにくい。

28 パッと目に入ってくるようになっていないから（題名が）

29 色使いのためか否かわからないが、何となく読みづらい。

30 縦書きと横書きが混在しているのはいかがなものか

31 “広報かまくら”というタイトルに親近感を持てない。故に読まない。

32 興味をそそるような読みやすい記事と感じない。

33 新聞のようでなく、第一面に目次のようなものが書かれていると良い。

34 デザイン的にあまりよいとは思えない。

35 内容が散漫で総花的

36 文字が多過ぎ。図や写真を多用した方がわかりやすい。

37 レイアウト・配色・フォント等全体にデザイン的改良の余地あり。

38 メリハリが少ないように思う。

39 読んでみても興味が起きるような記事がない。

40 文化・芸術情報は毎回読むが、それ以外は興味をそそる記事はほとんどない。

41 普段あまり読んでいない。必要なことは直接出向くか電話で市へ聞くから

42 読者側の立場で言っていない。

43 読みたくなるような項目、レイアウトにしてほしい。

44 文字が小さい。

45 内容が難しい。

46 見出しタイトルをもう少し目立つようにして。場所、時間などの記載も見づらい。

47 高齢者には字が小さい。

48 文字が多すぎて読みにくい。写真や図をもっと多く取り入れて

49 見づらい。全体として古い感じがする紙面づくりだ。

50 単なる羅列が多く、見やすい魅力的レイアウトがない。

51 あまり印象がない。
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52 興味のないことが多いので、ほとんど読んでいない。

53 生活者の視点にあまり立っていないように思われます。

54 掲載記事が固定化している。

55 文字が多すぎて読みづらい。

56 講座、教室等インフォメーション欄が読みにくい。（余白がないこと、盛り込みすぎか？）

57 文字が詰まり過ぎ。読者の視点に立っていない。

58 地域の情報（開発等）が詳しくない。講座・イベントの場所がよくわからない。

59 文字が小さい。「箇条書き」みたいに見える。紙面のコントラストが薄い。

60 字が小さくて内容がむずかしい。

☆「４：そう思わない」と回答した理由

1
例えば東京都各区（文京区、台東区、中央区、渋谷区、目黒区）と比べて内容が乏しく、レベルが低いと
いつも思う。

2 内容がない。

3 マンネリ事項ばかりです。

4 字が小さくごちゃごちゃしている。

5 興味のある情報が載っていないから

6 年末年始のごみ収集の情報が遅くわかりづらかった。

7 編集構成が古臭くて最初から“読もう”とは思えない。

8 記事の段落がわかりにくい。

9 時々、きますが関心が持てない。

10 老人向けの読み物と言う感じ、センスがない。

11 字が小さい。

12 字が細いから

13 情報が片寄っている場合はある。

14 レイアウトを工夫して欲しい。

15 小さ過ぎる。

16 アンケートは横書き、広報は縦書き、何故？

17 鎌倉市に住んで１５年ですが変わっていませんね。

18
趣味的な広告も代金が載っていなかったり、途中で内容が切れてわかりにくい。いつも同じ様な感じ
で、ただ、文章を並べているだけ

☆「５：わからない」と回答した理由

1 ほとんど読んでいない。

2 あまり読んだことがないのでわかりません。

3 広報かまくらを読んでいないため

4 読みやすい時と読みにくい時とある。

5 ゆっくりした時間が少なく、なかなか読めない。

6 昨年９月に鎌倉市民になったばかりだから、まだ目にする事が少なく気にとめていなかった。

7 あまり読んだことない。

8 申し訳ないが町内会報しか見ていない。

9 あまり目を通したことがないため

10 広報鎌倉を見たこと（記憶）がない。
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11 あまりよく読んでいない。

12 他の広報と比べるチャンスがないので

13 読んでいない。

14 あまり読まないから

15 自分に興味のある記事しか読まない。

16 すみません。あまり、隅から隅まで読んだことがありません。

17 読んだことないのです。

18 手にした記憶がない。

19 興味がない。（湧かない）

20 よく読んでいないから

21 読んでいない。

22 読んでいて印象強く残ることが少ない。

23 読んだことがない。

24 必要な部分しかチェックしないので

25 読んだことがない。

26 この観点で読むことがないから

27 届いていないのでわからない。

28 見たことない。

29 必要な時しか、読まない。

30 あまりじっくりと読もうと思えない。

31 見ないから

32 家族は目を通しているみたいだが、自分には回ってこない。

33 見るが読んだことがほとんどないです。

34 さっと目を通す程度なのでーーー

35 広報かまくらをあまり目にしない。いつ頃来るのか？

36 読んでないから

37 他の市町村との比較が載っていないと良くわからない。

38 読んだことがない。

39 広報かまくらを知らない。

40 他市と比べたことがないのでーーー。活字ばかりは疲れますね。もう少し、くだけてもいいのでは

41 あまり目を通したことがありません。

42 読まないので

43 あまり読まない。

44 読んだことがない。

45 ちゃんと読んだことがない。

46 見たことないだろ、大学生だぞオレ

47 読んだことがありません。

48 一回も読んだことがない。

49 読んだことがないため

50 あまり読んだことがないから

51 読んでいないから
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52 読んだことがない。

53 最近、あまり見ていない。

54 読んだことがない。

55 あまり読んだことがありません。

56 流し読みしているので、今後ゆっくり読みます。

☆「回答なし」とした人の理由

1 地域別の特記事項を掲載してください。

2 文章が分かりやすい。（官報のように固くない。）

3 文字が小さい。
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《広報かまくらについての意見》

番号 意見

1 上京の折には、目にした各区の広報を積極的に入手し、読み比べています。

2 市政の争点になっているような情報を市側から積極的に公開すべき。良いことも悪いことも

3 広告が多いので、あまり読まない。

4 必要な情報はあまりない。

5 住民の生活や息が感じられる活力のある紙面にしてほしい。

6 もっと情報量を増やしてほしい。

7 読む必要を感じないし、読まなくても困らないのですが

8
もっと市民が知りたいと思っていることの特集記事などがあると良いと思います。市民の目線に立った
記事づくりを

9
高齢者の保険料を市と銀行が理解してないのか、口座を作りに行っても待つように言われた。このよ
うに身近なことを記載してください。

10
特に鎌倉市として住民に伝えたいことは色をつけたり、字を大きくしたり、太文字にすることで、目に付
けやすくしてもらいたい。今のままでは伝えたいことが伝わっていないケースが多いのでは？

11 編集、レイアウト等々工夫されており、良いと思います。

12 若い人の新しいセンスで読みやすい広報にした方が良い。

13
自分の生活にはまったく必要ない広報です。でも毎回必ず、一字も抜かさず読んでいますが、引き付
ける記事がありません。

14
市政が抱える問題点、例えば、将来の”財政難と対策や私権と景観保護との調整／調和のための条
例化”等につき、もっと前向きの見解が聞きたいし、それらの点に切り込んでほしい。

15 結構、小学生以下の催し、申し込みが多い気がする。

16 法律などの市民相談にその先生の専門分野などがわかると有難いです。

17
行政から娯楽まで内容は充実していると思います。インフォメーションを見て参加することも多く、楽し
んでおります。

18 各地域の歴史を載せてほしい。

19
紙面を増やして実際に起こったときの対処の方法を具体的に記載したページがほしい。例、断水した
ら、介護状態になったら、認知症になったらーーーなど。

20 ページ数を増やし、きめ細かく情報を知らせてほしい。

21 もう少し詳しく報道してほしい。

22 今後もよりよい広報かまくらを楽しみにしております。

23 レイアウトがめちゃくちゃだ。

24
予算が限られていると思うが、もっと紙数を多くして、地域や団体の情報、文化･芸術情報を充実して
ほしい。

25 他のダイレクトメールなどと混合して配信されるので、見落としやすい。

26 子ども、子育てに関する情報をもっと載せてほしい。（子育てに関する講座など）

27 絵や写真を増やして読む気になるものを望む。

28
親子の絆が弱い。薄い。余裕がない家庭が多いのか？心の充実さえあれば、すべての人に優しくな
れると思う。基本ができていれば、他者に向ける目も自然と生まれるのではないか。

29

少ないページ数にあれだけの情報を入れるにはとても大変なことだと思いますが、わかる人にはわか
るという感じがあるので、誰が読んでも理解できる表現にもう少しこだわってほしい。広報を作る人が
情報に載っている活動に参加してみるとか、実体験に基づいた表現になるとさらにわかりやすくなる
のではと思います。
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30 次回から良く見るようにします。

31
鎌倉市の住民が地元にもっと関心を持てる情報を提供し、もっと鎌倉が好きになれるまちづくりに貢
献していただきたい。

32
市内での生活（毎日の暮らし）に役立つ情報がもっとあるといいと思う。ファミリーサポートや一時保
育、保育園、幼稚園のことなど、なかなか市役所に行けないので、コンスタントにそういう情報が詳しく
あるとうれしい。

33
鎌倉市のためにインターネットのホームページなどを使ってきちんと活動をしている団体を紹介したら
どうでしょうか。２０～４０歳代はまずネット検索をすると思います。

34 このままでよいと思います。とても文化の香りが高いです。

35 高齢者にとっては字が小さくて読みづらいと思います。

36 レイアウトに工夫が必要と思う。

37 別にさほど期待しておりません。今のままで良いと思います。

38 もう少し、気合の入った情報を流してほしい。

39 以前に比べると、だいぶ改善されて読みやすくなっているので、この調子でよろしくお願いします。

40 広告を増やしてでもページ数を増やしてほしい。（情報量）

41 “広報”として成立していないのでは？

42
住んでいても知らないこと、新しく変わったことに気づかないときもあります。時々で良いのでアンケー
トをしたら、新しい紙面になって良いと思います。私は地域情報を充実してもらえたらうれしいです。

43
インフォメーションのページで「子ども子育て」の情報がまとまっていないので、わかりづらい。例）第１
１１５号の「親子でトドラーアート」や「玉縄プレ幼稚園」は「子ども子育て」のトピック内にまとめてほし
い。

44
毎月、必ず目を通しています。いろいろな情報が寄せられていますが、市民の中には（特に高齢者）イ
ンターネットを利用していない人も多くいると思います。そういった人達のために「活字を大きく」し、ま
た「配布場所」も増やしたら良いのではないでしょうか。（例えば、駅のコーナーの一角などに）

45 全然読んでいません。

46 必ず目を通します。楽しみにしています。

47 鎌倉市営住宅の情報がわかりづらかった。

48 できたら、増ページを願いたい。

49
義務的に発行している感、もっと住民に密着した話題、議論の紙面があっても良いのでは（意見交換
的なもの）

50 見やすい、読みやすい、良い広報と思っています。

51 いつも読んでいます。

52
子どもと一緒に参加しようと予約電話を入れてもいつも定員いっぱいで断られる。もう少し対象人数を
増やしたり、参加したことのない人優先にはならないのか？

53 市長の発言を時々記載してもいいのでは！

54
民間の新聞等に比べてつまらない。役所が作るとこういうものしかできないんだなぁと情けなくなる。
（長年鎌倉に住んでいて鎌倉が大好きだからこそ！）

55 キレて「誰でも良かった」と凶行に及ぶ人（年齢層関係なく）の増加はどうしたら良いのでしょうか？

56
すでに載っているかもしれないが、現在進んでいる、また、今後実行される計画があるのに進んでい
ない公的な計画を載せてほしい。（鎌倉市以外の公的機関が管轄のものを含めて）

57 高齢の方が多く読まれていると思います。字をもう少し大きくした方が読みよいと思います。

58
鎌倉市の健康診断の情報や子どものフッ素が無料で受けられる歯科情報、育児で困ったときのホット
ラインなども載せてほしい。

59
都内から転居したばかりで、ポストに入っている広報かまくらを見て、心からこの街に転居したことをう
れしく思いました。
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60 紙面ではスペースに限りがあるので、WEBと連動させた記事を増やしてはいかがでしょうか。

61 このまま続けてください。

62
ポスティングされるようになって、日付格差がなくなり、申し込みなどを不利に感じなくなって良かっ
た。

63 もう少し、やんわりした内容も載せてほしい。

64 読みやすい。絵がきれい。

65 広報活動よりも実際的なサービスに時間と費用を向けるべきだと思う。

66 本当に必要なことは一面にすべて書いてくださると良いと思います。

67
地域ごとや年齢層向けの紹介記事などがあるとどういう風に利用できるかがわかりやすくなるので
は。紙面を増やしてでももっと情報を載せてほしい。

68 本文の文字フォントをもう少し読みやすいものに変更するといいと思います。

69 私にとって、全く不必要

70 税金の無駄

71
会社員をしており、土、日も何とか仕事や用事が多い。残念ながら広報かまくらを活用できていない。
階層別（年齢・世代）の情報整理を願いたい。

72
もっと若年層（小学生くらいから）でも興味の持てる紙面づくりをしてほしい。（読売新聞のDＯコンポの
ようなーーー）

73 インフォメーションのページが右から読めばいいのか、左から読めばいいのかわかりづらい。

74 「市民の声」欄があって、自由な発想や意見があったら、広報が活気付くと思う。

75
インフォメーション欄には有料情報（芸術館等除き）は乗せないでほしい。（パソコン有料等）無料お知
らせだけにしてほしい。

76 特に不満はありません。

77 今のままで良い。

78 世間一般に話題となっていること等とりあげて、わかりやすい情報を知らせてほしい。

81 縦書きで読みやすい個所（募集等イベント等）と横書きでP．C字体ですと高齢者に読みにくい。

82 お年寄りの広報については少し活字を大きめにし、簡単にわかるようにしてください。

83
読みやすいので、いつも読んで情報を仕入れている。ただし、市の取り組んでいる行政上の問題につ
いての解説記事や事後処理等について言及してほしい。

84

市民活動の一環なのか「防犯パトロール」の自転車が多い。利用している人のマナーの悪いこと（例
えば、右側通行、通用口をふさぐような停車など）、意識レベルの低さなど、本来の目的を忘れ、個人
利用に活用している人々を見るにつけ、行政で行っている草の根活動に、本来の目的、活用がされて
いるのか、（あくまでも一部分を提示しているだけですが）疑問に感じることが多い。市民の意識レベ
ルを上げていくような啓発広報をお願いしたい。

85 ｐｄｆファイルとしてダウンロードできるようにすると良い。（市民が情報の蓄積をできるようになる。）

86
見やすくまとまっています。ホームページもあるのでしょうが、活字で確認できるのはとても大切なこと
ですから、これからもよろしくお願いします。

87
以前は新聞折込だったため、新聞を取っていなかったのでなかなか情報が得られなかったが、各世
帯に配られることになり、助かっています。ホームページをゆっくり見ることはなかなかないので、今後
も配布を続けてほしいです。

88 紙面一新

89 出来るだけ目を通すようにはしています。

90 見ただけで「読もうとする」「読む」と思えるような絵や色不足している（アピールがない！！）

91
必ず、一家に一枚は配布されるようにしっかり市が管理してほしい。何のための広報なのか。ちゃんと
届いているか確認すべきでは？
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92 つまらない：機知皆無

93 地域全体（学校や職場など）で取り組む必要がある。

94 単なる情報紙ではなく、文化のにほいのある紙面にしてほしい。

95 内容が充実していて良いと思う。

96 鎌倉の情報は当広報紙だけなので重宝している。

97 今後とも、広報課の皆様の努力を期待しております。

98 ワンパターン化している気がする。

99 子育て支援等の記事を大きく、見やすくしてほしい。

100 入手しやすくて便利

101
情報情報と言うが、情報が多く、不用なことは読まないので、いらないと言えばなくても良いかも。近
所の方々に聞いたがほとんど読んでいない。

103 通報するのではなく、活かし広める努力が不足している。

104
市役所の人々の顔が見えるような（プライバシーに配慮できる範囲で）部署紹介があるといいです。
「このような人がこのような部署でがんばっています。こういうことを困っています。」のようなコラムが
あると親近感が持てます。

105 レイアウトも写真も良く、記事もわかりやすくて行事やお知らせが良くわかります。

106 もう、ホームページの時代では？（廃止されてはいかが？）

107 市内の文化財や史跡についてわかりやすく、説明されているのがとてもよいと思います。

108 マンネリ感があり、読みたいと言う意欲がわかない。

109 もっと子育て支援策の情報がほしい。

110 ワンパターンになっている感じがする。

111 教育関係記事を充実させてほしい。増ページも考えてください。

112
隅々まで毎回読んでいますが、参加募集の記事等々、参加したことがありません。これから何か情報
をいただいて参加したいとは思っております。市民参加のための講座など、もっと増やしてほしいと思
います。

113 色使いを増やすともっと見やすくなるのでは？

114 地域の情報は他には口コミでしか得られないのが現状ではないでしょうか。

115 部数の多いミニコミ紙を参考にされればいいのでは？

116 ボランティア参加の記事ももう少しほしい。また、家庭での不要品の寄付など。

117
自分に関係のない記事は読みませんので、テーマをカラー字にしたり、年代別コーナーも読みやすい
のではーー。そうすると他の年代も目を通しますし。楽しい記事を希望します。

118 新聞を読みなれていない世代には読みづらいでは。

119 子ども（小学生）対象の講座の内容をもう少し詳しく載せてほしい。

120 市民との質疑応答のコーナーがあっても良いかなと思います。

121
行政からの情報も必要ですが、近隣の何気なくあるものの歴史や文化など、興味深く読めるものが多
くなりうれしいです。

123 スローガン化された言葉だけでなく、志しと具体的推進案の不足を感じる。

124 少し字を大きくしてもらいたい。

125 最近では用がなく、見えていない。

126 すみません。意識してじっくり読んでいませんでした。これからは、読むようにします。

127 あまり面白くない。
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128

以前、広報の大きさをタブロイド版にする計画があったようですが、今後改善する計画はあるのでしょ
うか？
電車の中でも読めるように是非タブロイド版にしてほしい。駅の改札口に自由に取れるようにもしてほ
しい。

129 他市の広報に比べて内容があまりに貧弱だ。

130
イベントの場所など、地図が書いてあると助かる。（玉縄行政センターや障害支援センターと書いて
あってもわからないので）

131
市民として必ず読んだ方が良い記事を目立たせて、そこだけでも読むことを勧めるような編集を望み
たい。

132 市民参加がもっと必要

133 漫画（１コマ、４コマ）市職員、美術教員、プロ、ボランティアで

134 毎月楽しみに読んでいます。

135 子育て中は良く利用したのですが、今はあまり見ません。ごめんなさい。

136 各世帯に配布されているのに読んでいないと時々耳にすることがあります。

137 いろいろな情報をいつもいただいています。ありがとうございます。

138
鎌倉の歴史について連載情報がほしい。
トピックスのような記事を時々、流してほしい。

139 良く作成してくださると思っています。

140 市政の確認のためによく読んでいます。他市の広報と比べても読みやすいと感じています。

141
犬のふん尿を道路でさせないキャンペーンをしてほしい。電柱、鉄柱の根元がくさっている。
幼児、小学生の自転車を公道で乗らない法規を分かっていない若い母親が多い。

142 文化財等の記事より、生活に関する記事を充実してほしい。

143
限られた紙面の中でより多くの情報を伝えるのは大変だとは思われますが、ほっと一息コラムや歴史
の街にふさわしい意識を持つ住民であり、育てる情報等に行政で取り組み、伝える。

144
行政情報は　KCTVやホームページでも入手できるようになったので、広報紙はそれらをあまり利用し
ない高齢者が中心になると思われる。したがって、文字の大きさ、内容、レイアウトなど、より分かりや
すいものが求められる。

145
各世帯への配布の費用も含めてどのくらいの費用を費やしているのですか？
お役所仕事の域を出ていないーーー予算を消化するために作っているように感じます。競争原理を取
り入れてプロの方にもお願いする等、魅力的で実用的な広報紙にしてほしいと思います。

146 まだまだ認知度が低いと思うので、いかに身近なものとする事が大切だと考えます。

147 地区別情報を記載すると良いと思う。

148
子どもの検診の予定とか載ってて助かっている。もっともっとお得な情報がほしい。バザーとかフリマ
とか、売ります、買います情報とか、朝市とか。

149 二世代だが２部入れてくださるより１部のことが多く困っている。

150 毎号、読んでいますが、少し固い感じがするので、もっとわかりやすくしてほしい。

151 簡易の内容でページ数も手頃です。

152
最終ページの芸術関係欄は楽しく読んでいる。
広告欄がある時は明らかに広告とわかるようにしてほしい。

153 市民の投稿欄を導入してほしい。

154

市長のあいさつ（p．１）について：これまでの成果を紹介（披露し、－－－で１位とか）、未来へ希望を
つなぐ語りは常とう的に必要だろうけれど、次のステップへばねになるようなメッセージも込められて
いるとよろしかろうと思う。比較は評価と批判の一手段であるけれど、一位で喜ばせるだけではまず
い。比較に頼らない、本質的評価を日本人は特にまだ職業的現役に位置する若い世代は学んでいか
なくてはならないと思う。鎌倉市民の文化的業績蓄積は、その程度ではないでしょう。「皆さんの鎌倉
市を世界の明日を担う子どもたちの育つ場所として頼れる存在になってほしい」例えば、こうですか？
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155
マンション住まいですが、戸別配布ではなく、一ヶ所にまとめて置いてあり「ご自由にお持ちください」と
なっている。各戸に配布してほしい。

156
毎月、きめ細かく記事が載っており、「広報かまくら」の役目は果たしています。ただ、あるテーマに
絞った特集記事もお願いします。

157 子育て情報をもっと増やしてほしい。

158
私は３年前に娘の所に引き取られてまいり、あまり鎌倉も通り一辺でしたが、広報を見・読むことでだ
いぶいろいろと知ることができてうれしく思っています。

159 自主まちづくりを策定した際、公示していただきありがたかった。

160 イベント等の企画など半年位前から載せていただければうれしいです。

161
以前は広報かまくらを見て講座に参加したが、働いている人に参加しづらいものが多く、見なくなっ
た。

162
もっと住民にとって、身近な所を記事にして頂きたい。「こんなお店がある」とか「鎌倉彫」とか、地場に
根ざした広報をして頂きたい。

163 全体的に色調が暗い。

164
鎌倉市の行政がめざす展望にもっと市民のわくわくするような都市づくり（インフラ整備等）情報を取り
入れ、それらを広報として提供してほしい。

165
地域住民の目線に立った歴史や文化を紹介し、より鎌倉への関心を持てるような記事の掲載をお願
いします。
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《人権施策についての意見》

番号 意見

1
どうしてここにこのアンケート項目があるのか、江ノ島の女性センターに行っても、極めて中途半端で
よくわからないと感じることが多いが、それと発想が同じではないか。これに答えたとして、集計して、
どう動くとも思えません。

2 人権問題にイデオロギーを入れない行政

3 身近に何も問題がないため、わかりません。

4 高齢者、障害者への援助が厚すぎる。彼らは納税者に感謝しているのか？

5 性同一性障害も一つの個性だともっと知る機会がほしい。

6
身近に差別などが起きている例に接することがあまりないので、実感がわきにくいです。すべての人
が平等に権利をもっていて、それを大切にすべきだとは思いますが。

7
市の活動内容にもよるが、関心がない人達に興味を持たせる時間と場所が確立された環境も必要か
と思う。

8
人権問題の前にすべてのfareであるべき施策をお願いしたい。例えば、市役所の男・女のbalanceは、
今、どうなっているのか。６０歳以上の高齢者の処遇はどうか。大上段に構えるよりも身近なところで
実施してもらいたい。その積み重ねがもっとも重要と思う。（特に行政の中では）

9
鎌倉市の人権施策は水準以上という認識です。
裁判における犯罪被害者の扱いはひどいもので、改める必要があると思いますが、これは市とは関
係ないこと

10
ある程度は学校教育の中での取り組みも必要かも知れないが、学校はやはり学問を中心にすべき
で、今、いろいろなことが学校教育の中に盛り込まれすぎるため、「学校とは？」という点がぼやけて
いる上、先生方が忙しすぎる現状を招いている。

11
この問題は世の流れと共に変化していくと思うし、傾向です。人の考えも千差万別です。自分の中の
自覚の問題です。両親の教えの中で作られていくのです。

12
子どもの頃から他に対する思いやり、弱者への思いやりを教える。ボランティアの時間を大切に、又、
授業の必須科目にする。

13 ボランティア（含社協）に頼ることなく、もっと市当局が積極的に関与のこと

14 どんな人でも人間だということ。現在は優秀な人しか人間ではないような風潮がある。

15
犯罪の加害者側の人権を重視するあまり被害者側の人権が軽視されている場合があると思います。
被害者側に対する経済的、又、医療の面について十分な援助がなされているのでしょうか？

16
各家庭がしっかり教育すればいいと思う。でも、やっぱりいろんな人と接しないとわからないこともある
ので、地域活動に参加した方がいい。学校と市が協力すればいいと思う。

17

人権（人を差別する）施策は幼いときから親の接し方から始まって学校教育や地域ぐるみで先生や周
りの人々が日常的に気をつけていく。作文やポスターを書かせ人権への意識を高める。
先日、鎌倉教育の会のパンフレットで円覚寺の足立管長の本が載っていました。“日本では学校へ入
るときに読み書きを教えるが、オーストラリアでは宇宙から人類が出来上がった事、今ここにある命は
ずっと昔からいただいている”等と話をしているそうです。（若者に伝えたい「人間としての在り方生き
方」より）

18
市としての考えがあるのか、現実にある対策等を市民がどれだけわかっているのかわからないし、ど
こで知ることができるのかわからない？

19 基本的には各家庭で話し合うことが必要。

20 公平に、又、時代に合わせたーーー

21
学校の教育の中で、人権を教えていくと、子どもの頃から人権意識が高まると思う。一般論ではなく、
障害者やホームレス、派遣社員など人権が十分に確保されていない問題もきちんと教えてほしい。
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22
上記の「人権施策について」の行政の取組が地域住民に伝えられているとは思えない。プライバシー
の問題もあろうが、何が問題、これが問題と市民に浸透していない。広報等を通じて工夫すべき。市
担当者と直接係っている人たちの独善ではいけない。

23
人権問題は今後、問題化していくと思う。　内外を問わず、社会的、経済的なハンディをもつ人への援
助は特に大切になると思われる。

24 家庭、幼稚園や小学校での教育が重要と思う。

25 高齢者の問題、介護、一人住まい等、今後の大きな問題

26
難しいことかも知れないけれど、例えば学校の「特別教室」のような障害を持つ人とそうでない人を分
ける教育ではなく、毎日を一緒に過ごすことがお互いの意識を変えると思う。障害を特別視しない教
育を

27 “鎌倉九条の会”が素晴らしいです。

28
人権問題は非常に大切なことだと思いますが、どうでもいいことやって税金を無駄遣いしないようにく
れぐれも気を付けていただきたいです。

29 その前に一番は職員の人権を守れ！

30 鎌倉市の学校に通学していて思ったのですが、やはり小･中学校での取組が弱いように思う。

31 人権意識なくして街の発展なし。

32 エセ人権についてはきびしく対処すべき。

33 ホームレスのための宿泊施設を作ってはどうか。

34
自分本位の人が多く、他人に任せて知らん顔の大人が多すぎます。子ども達に良い手本になる大人
教育が必要だと考えます。

35
障害者や子ども、高齢者がネットワーク、コミュニケーションが取れて表現（芸術活動）の場が増えると
いいと思います。人が人を助け合う社会、思春期の若者がエネルギーを表現できる場や悩みや家庭
や学校問題の話ができる相談機関の確保が充実しているといいと思います。

36 街のバリヤフリー化を進めてほしい。

37

２年前まで公だった事業会社に内定を取り消され大変困っています。働く環境を整えてください。
鎌倉市は、文化財や緑が多い豊かな都市であるのにもかかわらず、いまだに市内は、禁煙になって
おらず、大変困っています。もし、火事が起きて神社仏閣の文化財が燃えてしまったら、どうするので
しょうか？
こういった事が世界遺産登録の取組の一つになるとも考えられます。もう少し、市民の意欲や意識を
活発に持っていくような試みも必要だと思います。

38
単発的な取組ではなく、継続して関れるようなプログラムが必要。上記の問題の内、一つでも関って
いれば、他の問題についても視野が広がるはず

39
身近な環境を大事に小さなことから、できることから、市民全体に行き渡る活動、取組み方を考えてほ
しい。

40
人権を尊重するのは当然だが、人権を主張すれば、当然（自己）責任が要求されるはずだが、－－
－。

41 年齢によって知らない「範囲」があります。

42
人権侵害の実例を積極的に幼少の頃から教えていくべき。子どもに親が教えることによって社会が変
わる。大人はもう無理、無駄な努力

43 いろんな人権問題に実際に関ってこそ、関心のない人の意識が変わると思う！がんばれ！

44
前に市役所の窓口の男性が私と中年男性とで“対応態度（くだけた感じ）”が明らかに違った。そのこと
を言ったら、女性に“親しみを感じて言った”と言ったが、私は勝手に親しまれても困る。

45
なるべく小さい時から人権についての教育が大切。人権に係っている映画を見る機会を作る等、なる
べく身近なこととして考えられるようにすることが必要。

46
東西北が山、南が海という環境、平地が少ないので、無理とは思いますが、公共施設が少なすぎるの
を痛感する日々です。
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47
市や企業、公的機関等が情報発信する等はどうか。人権問題への取組はボランティアによることが多
いと思うが、手当を払うことで多くの人を参加させる。

48
子どもの頃から人への思いやりを生活の中で（社会の中で）実践できる場面を作り（特に高齢者に対
する思いやり）、教育してあげられれば良いと思います。

49

市役所へ相談に行った時に、窓口で対応する職員の人から差別的な対応をされたと感じる時もある。
どのような相談であっても（障害者や母子手当や生活保護など）上から目線でなく対応してほしい。そ
れらには市役所内でも教育をお願いしたい。また、そう感じたときにどこへ伝えれば良いのかも、はっ
きり掲示しておいてほしい。

50 今まであまり考えたことがなかったので、今後は考えていきたいです。

51

女性は子どもを産むように体ができているが、結婚して、いざ子どもを産んでしまうとそれまでにやっ
てきた仕事をあきらめざるを得ないのが今の日本の状況だ。出産を一人にしておけばどうにかなるの
か？二人目、三人目となると絶対、女性の方に子育ての比重が多くなる。子どもを産んでも安心して
母親が働ける環境を整えてもらいたい。産む時も産婦人科が鎌倉市は少な過ぎるが、産んでからも
安心して子どもを預けられる施設が足りな過ぎる。私は働きながら、子どもを産み、実家の近くに住
み、人手不足の時に実家に助けてもらった。実家がない人は大変な思いをしている。私は一人以上は
産めないと主人と相談して、子どもはたくさん産みません。－－－産めません。

52
差別することのない姿勢の両親そしてキリスト教の学校に１０年通い、他人から「公平」と言われるよう
になりました。環境は大切だと思います。子ども達が公平な気持ちになれる教育を望みます。

53 人権施策、問題に関する記事を広報・新聞に掲載することにより、人権意識の喚起、教育を図る。

54 年齢、障害、同和、国籍等を超えて理解、触れ合える施策をお願いしたい。

55 行政の努力より市民一人ひとりの意識の向上が大切。

56
本人が興味を持つことが大事なのであまり“おしきせ”の取組では意味がないのでは？図書館などで
関連書籍を充実させてほしい。

57
住・職の地域か異なる現状において、市単位でこのようなことを行う意味があるのか疑問である。可
能なのは啓発活動のみであって人権を施策とするのはいかがなものか？

58 ほとんど考えたことがないですが、皆が平等であってほしいです。助け合い、協力も必要と思います。

59 海外の人権施策を紹介して、鎌倉市のものと比較する。

60

認知すべき組織的な人脈を作っておくべき。あると認識されれば、速やかに会合、委員会等を開催
し、話を良く聞き、すばやく速やかに根が深くならない内に解決することが肝要。教育委員会も隠さな
いこと。他人の家の子どもが親が不在で大声でがなり泣きしていたので、道路部分で心配して声をか
けたら、たまたま家の人が帰宅して不審者と見られ、何するのだと言われ、非常に腹が立ったことが
ある。それ以来、子どもには声をかけないし、相手にしていない。その人は謝るよりも感謝もしなかっ
た。親切心が仇とになり、そのときから人権なんて何なんだ（他の人に係ったり、親切にする等のこと）
という気になっている。（自分が子どもを置いて外出してしまったのが悪いのだろう。）

61
人権を盾に無茶な要求をする外国人（特に中国、韓国）の人が多いと感じている。本当の人権の意味
を考え直すべき。

62
小さい（幼い）頃から正確な情報が入り、大人になっても常に考えていけるような状況、場面が多くあ
ることが大切であると思います。

63 犯罪の加害者の人権は配慮されるが、被害者やその家族の人権はあまり配慮されていないと思う。
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64

東京から引っ越してきた知人たちは鎌倉市民の人権意識が低いのではないかと言います。実際、私
は東京出身ですが、地域のことを近隣住民と話し合おうとした時に、「後から来たくせに」と言われてと
ても驚きました。鎌倉には文化人が多数住んでいるイメージがあり、そのような発言が出るとは想像
できなかったのでが、一般市民の中には人権問題（人権とは何か？）を理解しようとしない人たちもい
るのは確かです。私がイギリスに留学していた際、日本を紹介していたガイドブックに鎌倉のことが載
せられていました。外国人観光客にも人気のある鎌倉のイメージが明るく開かれたものになるように
期待します。

65
人権すなわち人間の生きていく基本は家庭の中から（一番小さい社会）。家庭の基本的な考え方の基
本は社会の元、行政のアドバイス等につながると思います。

66 色々な人権について考えさせることを学校教育などに取り入れる。

67
自分自身の反省を込めて考えると障害者や特にアジアの外国籍の市民の方々にも住みよい市にす
るために、もっと開かれた場での問題提起がなされなければならないし、支援しなければならないと
思っています。

68
小さな声や一人ひとりの訴え、話を良く聞き、解決する道を考えることが大事だと思います。最近は個
人情報保護を理由に踏み込んで係わることをしない、－－－ということが多いような気がします。

69

昔みたいに子ども達の中に番長的な存在がいなくなったり、学校の先生が体罰問題でちゃんとした教
育ができなくなったのは要因として大きいと思う。やりすぎは良くないけど、悪いことをしたらビンタくら
いはしても良いと思うし、自分自身そういう経験があるが、その先生には感謝している。最近は親も教
師も子どもを甘やかし過ぎだと思う。

70 余分なことに税金を使わぬこと。税金を少なくするよう努力せよ。

71 観点を変えてみてはーーー。

72
障害者手帳を持つほどではありませんが、障害を持っているため、不便な生活をしています。障害者
福祉課での支援は手帳をもった人しか、受けられません。もう少し、門戸を広げていただきたくお願い
します。

73 人間関係で難しいです。

74 不要で個人で高めてる！

75 鎌倉市がもっと市民に伝えたらいい。

76 市民の参加がしやすいように（行政について）してほしい。

77

認知症らしいおばあさんが毎晩のように息子のところにＳＯＳのＴｅｌを入れるのが、ナンバー違いで家
にかかってきた。助けてあげたいと思ったが、ナンバーだけでは住所がわからない。近くの民生委員
は誰なのか、知らなかったので、民生委員にも駆け込めなかった。あなたの地域の民生委員は「どこ
どこの誰ですよーー！」という知らせがほしい。

78 鎌倉市が具体的にどのような取組をしているか把握していない。

79 １（家庭）、２（学校教育）の取組が一番大切なことだと思う。

80
問３７に同和問題とありますが、今でも部落民と言って差別する人がいるのでしょうか？それ以前にい
わゆる部落とは何市何町（村？）なのかも私たちは知りませんが、本当にまだ存在しているのです
か？それとも他の大多数の方々はご存知なのでしょうか。

81 啓発活動は市だけでなく、県や国で行う必要がある。

82 自分自身にかかわりが直接ない場合は考えが及ばない場合が多い。

83
利権を得るために問題がまだあると主張する団体の排除。不用意に外国籍のものへ行政の運営に関
わる門戸を開かないことが、国防の面からも望ましい。

84 道徳教育の必要性。

85
日常、余り必要と感じずに来ている。多分必要な人がいるかも知れない。そのような方々のために相
談を受け付ける窓口があっても良い。
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86
子どもを持つ親として、まず、親の意識をしっかり高めていくことは当然のことながら、その上で、子ど
も達にしっかり教育していくことが大切だと思う。親は家庭の中、地域の中、職場の中で啓発に取り組
むとともに、子ども達も家庭で、地域で、学校でともに積極的に取り組むことが望ましいと思います。

87 同和問題をテーマにすることは現代的ではない。

88
わからないことが多いので逆に教えていただきたい。例えば、問題があった場合、オープンであるべき
か、配慮して接するべきかとか。

89
人権の意識を高める教育は「いじめ」などが始まる幼児の時から家庭、幼稚園、学校で理解度に応じ
たカリキュラムでしっかりと教えてほしいと思う。

90
様々なことに興味がもてる学生の間にたくさんの「問題」が世の中にはあることを知る機会があると良
いと思う。

91
広報紙などに積極的に記事をのせていただければ、少しはこちら側の意識も高まるのではないか
とーーー。

92

人権は大事なことと思うが、行き過ぎた人権について考える時にきていると思う。人権問題を振りかざ
して、社会の秩序を混乱させている集団が目立ってきている。過度な人権施策は市民生活の健全性
が損なわれ、これが犯罪を誘発している。人権人権と言って、人権運動家集団の生業の手助けに行
政経費（予算）を支出するのは慎むべきと考える。

93 障害者でも働ける環境を整えてください。

94
鎌倉市で具体的に人権問題が起こっているのだろうか？良くわからない。自治体での流行ならほどほ
どで良い。

95
身近に人権等々で悩んでいる方がおりませんので、いつもニュースを見て別世界の出来事のように
感じております。

96 積極的に行動してください。

97
上記の中でも「学校教育の中での取組」は大切です。又、教師の教育もなさねばならないと思いま
す。

98
人権は本来、公による個人の基本的自由への侵害を意味します。使われている人権の意味が不明
確ではないですか。

99

誰でも実際にその立場にならなければ本当の気持ちはわからないでしょうけれど、一人一人の心の
中にしっかりと人権意識を根付かせるためには家庭、学校、社会が常に啓発に努力する必要がある
と思います。そうすれば、世間の共通の当たり前の認識となるのではないでしょうか。特にマスコミの
効果は大きいと思います。

100
現代は、核家族のため、一家の中に人生が生きた形をしていないため、子どもの目に老人が不在と
なり、高齢者との接点がなくなってしまっている。たとえば、子どもに一ヶ月に１回でも良いから、高齢
者との接点の場を作ってみてはどうだろうか。

101 通学路の安全について積極的に他の事業より優先して取り組んでほしい。子どもが危ないのです。

102 人権の範囲が広すぎてわかりにくい。

103
「基本的人権の充実」とともに国や宗教の違いを超えた人間としての理念を考え、深めていく講演会そ
の他の文化的活動が大切だと思います。

104
基本的に生きている人・物はすべて大切なものと生まれたときから教育する（できること）が大事かと
思います。

105 本件については知識がなく、意見できません。すみません。

106 同和については、一般レベルでは語り継がないことが差別撤廃につながると思う。

107 石渡市長、頑張ってください。市長として良くやっていると思います。

108 市や企業は上っ面だけ、数字しか見てない。

109
市の職員に現職死亡やうつ病になっている人が多いと聞く。まず、職場内での取組が必要ではない
かと思う。
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110 皆、同じ人間だ。

111 犯罪による人権侵害に対する刑事罰の強化

112
家庭の中で取り組むとは？自然な形で父親・母親が同列にあって助け合う、女の子も男の子も差別
なく扱うなど、普通の暮らし方の中で身につくと思う。人間はすべて肌色、性差、年齢などで差別しな
い生活

113 古い考えをなくせ。

114
外見での判断と、例えば精神疾患とかの内面判断が困難だと思う。自ら判断できぬ年寄りが多いこと
を市職員も気づけ。

115
一般の人々がもっと積極的にボランティア等参加できるイベントを自治体が中心になって開催してほ
しい。

116 若い人たちは同和問題と言っても知らない事柄でもある。

117
人権施策は、子どもの頃から長きに渡っていくもので地道な作業を続けていかなければならないと思
う。
一朝一夕にはできないもので、身近な出来るものからやっていくべきである。

118 改姓することによって生じる不利益や不便を改善してほしい。（別姓を容認するなど）

119 個人が考えることが重要。

120 同和問題はこの市ではあまり感じられない。ホームレスもいるかどうか、解からない。

121 いかなる場合、状態においても人を敬う心を持つ人間育成に行政と地域が努めることと思います。

122 大きな声で物言えぬ人たちに耳を傾ける公僕であってほしい。

123
子ども達は日々忙しく、廻りにいろいろな人がいることを日常生活で感ずることができないので、身近
な大人が意識して啓発しなくてはならない。

124 子どもの頃から教育すれば、大人になってからの意識も多少は高められると思う。

125 犯罪者に関する人権については人権という権利を声高に強調しないべき。（特に悪質犯罪）

126 まだ、同和問題、ハンセン病、差別があるのですね。解決できていると思っていました。

127 聞く耳を持つ、アドバイスと聞く耳を一緒にしないこと。

128 普段の生活では実感しにくいので、場所と機会を設けて伝えていくことが大事だと思います。

129
鎌倉市の小学校では人権に関する教育は力を入れて取り組まれていると思います。今度は地域単位
でも意識を高める段階ではないでしょうか。

130
市報を読んでも理解していかれるようにするにはもっと大きく特集したり、人権月間、週間をアピール
していければいいと思う。

131 特定の機関（市など）だけではダメで、一般市民を入れて実施

132

人権は権利で主張しないと意味がなくなるフシがある。<人と人の価値が同じ>これを基本に思ってほ
しい（主張する人、しない人、強い人、弱い人、－－－）。対策縦割りとマニュアル使用に終わらず、全
体を総合的に取り組めるように人間まるごと価値重視を基本にはたらいてほしい。
対話基本の地域取組で、権利と義務（自覚と責任）が個人個人で活きて分け持たれる、考える人の社
会づくり、その方向へ、あらゆる場所から人々が歩き始めることを、それが活きるシステムづくりを鎌
倉市とあずかる人も考えてはどうですか？

133
人権施策は家庭及び学校で取り組むのが基本と思います。対象年齢は小さければ小さいほど良
くーーー幼稚園、小学校低学年で教育の場で皆に行うのが効果的と思います。

134 強すぎる被害者意識には反発を感じます。特に上記問３７の⑤同和問題には疑問を持ってます。

135 そもそも問題があると感じることが特別視しているということ。何ら気にすることはありません。

136
特に子ども達への教育の中で、自分たちで現状を調べ、問題提起したり、⑦番（人権作文や絵画コン
クールの開催）のような活動を通して深く考える場が増えることで今後につながったり、日常生活での
結びつきにつながるようになると思う。
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137 人権感覚は教えられるものではなく、身に付けるもの

138 いかに企業や家庭の中で取り組めるかが、大きな鍵となると思います。

139 人権とか、高齢者、障害者対策として、山道や公園を舗装するのはやめてもらいたい。

140 学校教育で倫理を教えて欲しい。
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番号 回答

1 世界遺産登録を目標として遺産、自然を守り、調和のとれた都市など明確なコンセプトを宣言

2 今のままで良いです。

3 地球温暖化

4
寄付金・カンパ仲介条例（制度）
災害地・被害者に向けて目的ごとに市民の要望で随時募金箱を設ける。（派遣村のような場合も）

5 質問の主旨が理解できない。このようなことに使う手間がお金が無駄

6 シルバー人材

7 セーフティーネットについて

『問４０　自治基本条例において、あなたが、必要性を感じる項目はどれですか。』に対する
「その他」への回答
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番号 理由

1 役員に当たった時、大変だから

2 誰にでもわかる説明がないと難しい。

3 市民の生活に行政が組織を構成してかかわることは減らすべきだから

4 市議会がくみ上げて解決するべき

5
必要なわけではないが、問題によって大きさが違うのでは。問題解決のための組織ではなく、組
織をつくることが目的にならないか？

6
問題が発生し、地域で話し合って解決しようとしましたが、コミュニティーがうまく機能しておらず、
解決できませんでした。理想は地域で解決できるに越したことはないと思いますが、現実は難し
いと思います。

7
このような話し合いは一致したためしがないですし、それぞれの価値基準での話し合いになるの
で、解決は無理だと思う。でも他の人の問題をきいてやることは大切なことだと思います。

8
市に関することは議会が、身近なもの、当事者間の話で解決できないものについては裁判で行う
のが法治国家だと思うから

9 必要ないとは思わないが、住民同志で話し合っても解決は難しいと思います。

10 現在、町内会・自治会等が役割を担っている。

11 同じ地域に住んでいるという理由で話し合い解決できる事柄は限られているから

12 現行の自治会か町内会、その連合会というものがある。

13
地域の課題をスピーディーに解決することには世帯割等である程度の予算を自治会等に配賦し
てはどうか？市の予算化を待っていてはいつ解決するか、わからない。

14 行政の責任を軽くし、地域に責任を押し付ける可能性がある。

15 現実に活発に活動するか疑問。現在の自治会の活用を考えるべき

16 自治意識がまだ未成熟。現段階では上からの押し付けになる。

17 組織だけできても実行されないと思うから

18 近所のじじいが威張るのは反対

19 いつも鎌倉市にはお金がないで話をしても無駄

20 役員選びに問題が出ると思います。

『問４１　あなたは、地域のコミュニティー組織は必要だと思いますか。』の質問に対し、
「必要なし」と回答した人の理由
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《（仮称）自治基本条例の制定についての意見》

番号 意見

1
役人の仕事をふやすためのものにならないことが重要。結局介入して、始めから決められた方向
に動かさせられる。

2 全くわかりません。

3 市民の理解、条文の解かり易さ。

4
自治の名の下で生活しづらくなることは問題です。住民参加の行政を目指して条例の中身を検討
し、案を住民に示していただきたい。最終的に住民参加型の条例にしていくべき。

5
知らない方が多い場合は、まずこの条例を身近なものとして認識できるような広報活動が必要で
は？

6
市民一人ひとりの意見を聞いて、それを取り入れることなど不可能です。それによってまとまる事も
まとまりません。それと同時に議員さんの仕事の中に感心できるような事がないように思われま
す。もっと市民に理解ある納得のあるような仕事を希望します。

7
緑の街かまくらの景色を大切にしたい。住環境を大切にしたい。緑に合うまちづくりを基本にしても
らいたい。黄色い屋根、ピンクの家等、規制できないものか、かまくらの緑を大切に！

8
市政と地域の線引き明確化、何でもそれは地域でよろしく解決してください（市側の責任放棄）では
困る。むろん、地域もやれることはやらないといけないが。

9
こういう条例でごみ屋敷の問題など、スピーディーに解決できるのでしょうか。色々な身近な問題
が大きくならないうちに早目に解決できると良いなと思います。

10
鎌倉市だけを中心にせず、周辺市町村との協力、協同（相互支援）の関係を深めていくべきと思
う。

11 身近なことはできる限り地域で行い、無理なことが生じれば、市に相談し、知恵をいただく。

12 条例の作成だけで終わらせないでいただきたい。

13 人選がキーだと思う。（誰を選ぶか）

14
自治会、町内会は、一部に民主的ではない運営がある場合があるため、学区単位など新しいコ
ミュニティー組織を市主導で民主的な運営を規定してほしいです。

15
住民の声が行政に反映されていない。市長と一部の議員によって動いており、情報は闇の中であ
る。市の行政に発展性と公開性が乏しい。したがって、政策も意味不明の愚策が多過ぎる。市民も
声を上げようとしない。これでは市は劣化するだけだ。

16
高齢化など、地域コミュニティーを活動させるにも現実はおざなりな状況になるのではと思います。
足元がしっかりしていないのに自治基本条例を実現させるのは厳しい状況かと思います。無駄な
労力にならぬよう、期待しています。

17
市、市民が十分にたくさんの話し合いの場をもってほしい。鎌倉市民であることに喜びを感じるよう
な市にするために

18 歩きタバコは危険なので規制した方が良いと思う。

19 何それ？わかりやすく言って

20
わからないので言うことは特にありませんが、市民にわかりやすいようにするという点だけは忘れ
ないでください。

21 行政の仕事がなくなりますよね。

22
参加しない人の意志はどうくみ上げるのか。組織の持つ強制力はどの程度か。一部の市民が他
の市民を扇動するおそれはないか。

23 行政と自治は区別すべき

24
必要だと考えます。若い方や子ども、年寄りなど、幅広い年齢からの意見をまとめて制定するべき
だと考えます。

25 今まで全く知りませんでした。
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26
条例も大切なこととは思いますが、行政に対して市民が期待していることを身をもって感じて実行
していただきたく思います。

27

鎌倉市内は、道路が狭い、歩道がない道、自転車が通ると車が通れない道→自転車の方はルー
ルを守って走れない。行政の大事な要件の一つに「市民の安全」があるが、いつも不安を感じる。
市内の学校で先生が車で通勤しているのをよく見かける。（学校内に自家用車が多い。）市内の交
通は便利なはず。又、事故の問題や環境の悪化にも寄与（？）している。
役所は何故できないのかを主張することが多いと思う。できないのではなく、どうしたらできるかを
考え、計画立案してほしい。

28
市会議員が役割を明確に認識し、地域に情報発信したり、情報交換の場を設けるべき。市民が市
会に無関心すぎる（自分も含めて）。その上での自治ではないか。

29
あまりにも高齢化し過ぎていて地域で参加する人がいるのか。各地区での協力が得られるか、心
配される。

30
所詮、公務員は逃げ腰で役に立たないしといって地域のコミュニティー組織なんて意見がまとまる
わけない。まとまるとしてもものすごいエネルギーが必要でそれに係る時間も精神力もない。

31
必要なわけではないが、問題によって大きさが違うのでは。問題解決のための組織ではなく、組織
をつくることが目的にならないか？

32 小さな単位で話し合ったことを行政へ声として届けることは細かく必要であると感じる。

33 これから勉強しなければいけない。

34 はっきり言ってぜんぜんわかりません。読んでもわかりません。

35 土、日、祝日は自転車が放置され、大変歩きにくい。

36
組織の定めた制度の持つ拘束力がどの程度の力を持てるのかがわかりません。（法律程度なの
か、勧告程度なのか）

37 市民に理解があまりされていないように思う。PRをお願いしたい。

38
助成金、地方交付金で行われる地方行政で、自治がどこまで可能か、先ずは国、県からの助成な
しで行政活動ができるようにすることである。現状で可能な自治の範囲は狭いのではないか。

39 初めて自治基本条例の制定のことを知ったので、また特に意見がありません。

40
問４０．８のパブリックコメントの通り、市民参画だけではなく、（実態は？）広報かまくら等で市民全
員にわかるように情報公開すべき。どのような方向、施策で進んでいるのだろうか。

41
知見はないが、基本的には昔のように住民参加によるまちづくりをめざすべきと思う。市の役割は
できるだけ小さく簡素にして住民参加を促進し、サポートすることに重点を置く。そうすれば、お金も
かからず、本当に必要な行政サービスにお金が使えるようになると思う。

42 前頁の参照とマンション等、集合住宅の場合等が増えてきている。

43
自分自身の反省を込めて考えると障害者や特にアジアの外国籍の市民の方々にも住みよい市に
するために、もっと開かれた場での問題提起がなされなければならないし、支援しなければならな
いと思っています。

44

自治・町内会単位が理想であると思いますが、現実には高齢化や若い人は仕事が忙しいなどで参
加する人が少ない。関心も低い。しかし、なくしてしまうと犯罪の起こりやすい街になってしまう。役
員など、一部の人が苦労するが続けることは大切だと考えます。助け合えるのは近隣同士が一番
です。

45

この条例の制定についてもう少し市民にアピールする必要がありそうですね。だいたい、他市と同
じような内容になるのでしょうが。住民市民として、鎌倉が大好きで“ほこり”に思えるような、そして
日々の中で、大切にされていると感じられ、なおかつ、自分たち側も何かできることを心がけようと
思える条例であってほしいです。

46
あまり大きな（広範囲）単位は意味がないと思うが、責任のありようを行政がきちんと持つ内容でな
いと、自治会活動に参加する住人が減少するだけと考える。

47 意見交換の場、基本的に平日の昼間では仕事のある人間にとっては話にならない。

48 難しいが、参加しやすい企画が必要。
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49 PR不足です。

50 地域でがんばればよいと思う。

51 早く制定してほしいが、住民の意見を取り入れてほしい。

52 広報活動が重要。市民の積極参加につながる。

53
地域性のある問題はいきなり市とか議員に持ち込まないでそれぞれの住民の考えや意見を議論
しあった後、まとまれば行政に依頼・協力を求めていくことで、市の責任と言い放つことは一方的、
自己本位の利己的思考であると考えている。

54 必要以上に国民の権利を制限する条例が制定されないことを望む。

55
これは少し勉強する必要があると思う。いきなり聞かれてもわからない。組織を規定してしまうと、
又、別の弊害が生じるような危惧あり。

56
市の役割、議会の役割は取り分を自覚していれば質問項目にすることがおかしい。自己職責を自
覚せよ。

57
例えば、緑地保全について有効なのでしょうか。良くわからないですが、必要に応じて組織もフレ
キシブルに組めるのが良いではないでしょうか。

58
市民意識は日常生活の中で育てていくものなので、地域における良いリーダーがいることが重要
なポイント。

59 現在、町内会・自治会等が役割を担っている。

60
もっと幅広く市民の話題になったところで制度を考えたらどうでしょうか。無関心な市民が多いま
ま、設定しても意味がない。

61 古くから住んでいる住民は独自の利害意識が強く、うまく機能しないと思われるため

62
多額の税金は納めさせていただいておりますが、何一つとして市の組織は分からず、利用又参加
などしないで、今に達しております。元気にしていて自分を守ること、それだけです。

63
古くから鎌倉に住まわれている方とそうでない世帯が増えている今、交流は大切なことと思いま
す。その狭間にいるのは子ども達だからです。

64
地方自治も福祉もすべては財政が豊かだということが一番大事です。財源確保こそ、すべての鍵
となるでしょう。

65 地域での高齢者のサポートができたらと思います。

66 私が結婚前に住んでいた自治体よりも町内会の単位が大きすぎる気がします。

67
「自治」と言っても「エゴ」に陥らないような啓発が必要ですし、広い視野に立つためには広域の住
民の討議が必要だと思います。

68 自治基本条例は制定しても良いが、ほとんど役に立たないと思う。

69 よくわからない。

70 地域の活動も重要だが、行政の援助も必要である。

71 必要はそんなにない。大事なところ、最小限にすべきだ。

72 市民の利益と不利益（負担）のバランスを十分に考慮してほしい。

73
地域の生活上のルールを明確にし、新しく住居を構えた世帯にもわかるようにする。
高齢者世帯や老人一人暮らし世帯、母子家庭、父子家庭などに対して協力し合う体制を整える。
（家事や子育て、話し相手）

74 ごみ屋敷とか公道空中越境物とか歩きづらい。警告後、公権力処分できる条例できぬものか。

75
地域コミュニティはとても必要だと思うが、上からの義務的な設定が難しい。また、小学校単位とい
うことで○をつけたが、これをやるには教員の加員が必要であると思われる。

76
昔と比較し近所との気軽なコミュニケーションのとり方が難しくなってきている。まずは、この時点か
ら出発するべきだ。

77 あまり良く解からない。
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78
良く解からないけど、市民生活向上のためのものであれば、検討を重ね、制定するべきと考えま
す。

79 市民に広く公開しながら、制定してほしい。

80
本当に良いまちづくりをしたいと思うなら、最小単位での組織で多くの意見を取り入れられるように
したら良いと思うが、組織があることすら知らなかった。

81 地域任せばかりにするのもよくないと思います。市、行政と地域との共生が理想。

82 あいさつ運動、声かけ運動などから始めたらどうですか。

83 制定後は市民に分かりやすくかつ情報を公開すると良いと思います。

84
「市民にとって身近なこと」とは例えばどのようなことですか？
自治基本条例や地域コミュニティー組織も成果を上げられないのに市の財政を使う、暇な人たち
の集まりになってほしくない。

85 姿勢だけで終わらせないことを祈っています。期待していますよ！

86 今まで知りませんでした。もっと情報を発信してください。

87
制定案又は骨子を予め個々人で呼んで検討の上（期間を十分にとって）でないと話し合いはできな
い。

88 個人的に興味がない。

89 住民一人ひとりが「自分の問題」と感じる必要があるけれど、それは夢物語。

90 反対

91
四人に一人の高齢者、登録されている方はわかるのですが、情報公開、特に民生委員（４年目）だ
けでも個人情報として知りたいと思っています。ある程度はわかるのですが！独居の方等がわか
らないのが難点となっております。
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《市政についての意見》

番号 意見

1
鎌倉市のことは広報を読んで知っていること、後は自分で見たり、聞いて感じたことです。
自分で住んで２０年になりますが、住み良い町だと思っております。

2
いまだに神戸川に生活排水を流している住宅があるのはなぜ？
神奈川県で中学が２期制でないのは二宮、寒川、鎌倉だけというのはどうして？
江ノ電通りは子どもにとって危険すぎる。

3 あまり身近に感じない。

4
道路の灯りをもっと多く夜でも安心して歩けるようにしてほしい。若宮大路の灯りをもっと明るくしてほ
しい。

5
行政の基本／道路整備：丘陵地の間道や住居表示、市立学校の整備などの視点が欠落した本調査
は、役人の暇つぶしとしか思えない。

6
観光（観光客）中心の街づくりではなく、市民が安心して住める街づくりに転換すべきだ。他の首都圏
の都市に比較して市民サービスが貧弱だ。

7 谷戸の危険個所の整備、道路の舗装等直していただきたい。（歩道が斜めでとても歩きづらい）

8
自治会の役員が大変です。高齢者夫婦の家は当たり前のように役員に多様な要求をしてくる。自治
会をなくしてほしい。

9
大船地域の環境整備をよろしくお願いします。
大船駅西口の交通の流れをスムースにしてほしいです。

10
市民病院の一つもなく、芸術館や武道館のような分不相応な施設にカネを投入するのは如何なもの
か。

11 玉縄消防署隣の更地を岡本町内会へ貸与してください。（町内会館設立のため）

12 老齢化の対応への配慮

13
駅前の整備、交通環境の向上など、生活に直結したことに税金を使ってほしい。
このようなアンケートに伴う人件費なども税金から使われるのかと思うと無駄な気がする。役所の
方々は暇そうに見えますが・・・

14

人件費削減に向けた外部委託化などが進んでいるようですが、それにより行政サービスが落ちてし
まうという結果を生まないよう、慎重に進める必要もあると思います。入札により、低価格で仕事を請
けた企業が人件費を抑えようと少ない人数で大量の仕事をこなすため、ミスが多発するという例もあ
るようです。

15 舗装してほしい道路が多々ある。

16 世界遺産登録に向けて環境の整備に力を入れていただきたいと思います。

17
市役所周辺と大船近辺が何事も整備が遅い。税金は同じ。柏尾川はこのままで平気なのでしょう
か？
他を削っても、７５歳以上の足の確保をお願いする。

18

２０年ほど前、７年間過ごしたニューヨークから横浜に戻りました。住んだ所は緑が少なく、どちらかと
言えば、文化･スポーツに親しみましたが、子どもが大きくなるに従い、環境を考え、イメージで鎌倉
に移りました。イメージとしての鎌倉と住んでみての鎌倉は大いに異なっていたというのが印象です。
スポーツセンター等の公共施設は少なく、公園もケアーがあまりよくなく、生活コストも高いというもの
です。情報の開示についてもどちらかといえば受動的な感じがします。大船の山を削ったり、城廻の
山も削りっぱなしで、そのままです。行政としてどうするのか、今、watchしているところです。いずれ
にしても老後をここで生活していくことになるので、安全で生活コストの安い政策を立案してもらいた
いと思います。

19
鎌倉市民であることを誇れる街にしてほしい。
歴史と伝統と文化に小さい子どもの時からたくさんふれる機会を作ってほしい。

20
設問(6)(7)(15)(17)については、旧市内と私が住む大船駅周辺地区とは大きな格差があるように思い
ます。景観を壊すようなマンション建設には大反対です。
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21
平成１９年１０月より生活を始めたため、まだ、解からないことが多いですが、わかる部分はしっかり
回答させていただきました。

22
高齢化を理由に自治会からの脱会者が増えています。施策を強く望みます。
緑が目に見えて失われています。行政不在を感じます。保全を望みます。

23 道路の修理を実施すべき。年寄りが歩ける街ではない。

24
市の車が住宅地を巡回して道路状況を点検しているようですが、坂道が多いので、是非、徒歩でも
点検してください。老人にとって杖を使ったりしている方にとって、どれだけ歩きにくい道が多いか実
感していただきたいです！

25
ずっと住んでいますが、特別な所でも特徴もあると思えません。以上の姿は他県、他市でももっと積
極的に実践している市政があると思います。この鎌倉は特別と感じた事は一度もないです。どちらか
と言えばすべての面で遅れています。

26 行政のレベルの低さは日本で一番だと思います。

27
私が今住んでいる台から大船へ行く道路は狭く、歩くにはとっても危なく時々車にぶつかりそうになっ
たり、とっても危ないところです。以前から、何とかならないかと近くの方とは話しています。市で一日
も早く何とかしていただきたいと思います。

28
古都にふさわしい住宅－カラフルな新築家屋に規制がほしい。欧米の古都のような統一観を持た
せ、観光都市の名に恥じないようにしていただきたい。

29
環境保全（含景観、まちづくり）には、私権制限は不可避。他市町村に先駆け画期的条例を切望しま
す。（これまでの対応は弱腰で問題発生が多いように思う。）

30 石渡市長は辞職してほしい。

31
観光スポット周辺の道路整備ばかりではなく、住宅地の道路（特に歩道）をもっときちんと整備してい
ただきたいです。

32
災害の時どうすべきか、各地域ごとにもう少し具体的に教えてもらいたいと思います。山側と海側の
地域ではかなり異なると思います。

33
歴史的遺産、風光に大変恵まれ観光客も多いが市民として見ると道路が狭あいで案内も極めて乏し
い。世界遺産を目指すよりもこのような施策を先ず講ずるべきである。大仏前の道路は非常に危険
だ。鎌倉幕府はどこにあったのか、何ら案内はない。有名なことに甘え過ぎている。

34
昨年９月にこちらに越してきましたので、まだ、鎌倉市の事が良くわかっていません。ただ、とても魅
力ある市であると期待しております。

35
安全にのびのびと子どもやお年寄りなどが生活できる市にできるようにがんばってください。腰越大
好き。

36

鎌倉めぐりをする時にレンタサイクルを利用したいと思うが、高過ぎる。もう少し安くならないものか？
避難所になっている清泉女学院へ向かう裏門が通行証がないと通れない。（通行証：電子カードに
なっているから、災害時は停電になっているから結局、門は開かないのでは？）
けが人や年寄りなどを連れて、正門へ迂回することは現実きびしい。何か災害が合った時はどうする
のか？他所へ非難した場合、地域として安全･生存確認が取れないのでは？

37
樹木に飛び交ういろいろな鳥、リス、キジ、キツツキ等と共存しているこの鎌倉が大好きです。永く、
この自然が後世に残り、新しい文化と共に混ざりあった個性的な街であってほしいと思います。

38
公務員以外は厳しい給与の中で生活をしている事を忘れないでくれ。減給、ボーナス減又は無であ
る事を、休日も少ない事を！

39

今泉台に住んでいますが、今泉台から今泉小学校へ行くつばめ公園横の階段のヘリが丸くなってい
て、雪や雨の時、子ども達に怪我がないか心配です。予算はありませんか。事故があってからでは
遅いのではないでしょうか。手すりがついても子ども達はつかまって降りない。手すりをつけたから－
－－という考えは間違っていると思います。
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40
高齢化が進んでおり、将来が不安。若い人は交通の便（江ノ電）悪く、通勤困難のため転居しまし
た。市民検診の住民の負担を軽くして欲しい。

41 市民を参画にどんどん進めてほしい。

42
長い間、企業で働いてようやく定年退職をし、これから地域での生活が主体となりましたので、これ
からを充実させていきたいと努力します。

43 まちづくりなど、積極的に協力していきたいと思います。

44
住宅地の細い道にまで強引に進入車が多くなり、とても危険です。老人の方や小さなお子さん連れ
の方がよける所もなく、困っています。細い道に車が進入できないようにしてください。

45
鎌倉市が世界遺産とはちゃんちゃらおかしい。店の看板と統一性のない街並みはただの観光地で十
分だ。もう少し、世界を見た方がいい。

46
市民（国民）の要求度が高くなる風潮の中でよりよい市政の実現を目指して努力されている関係者
の皆様のご苦労を思います。ありがとうございます。せかせか、ぎすぎす、いらいらしない、ほのぼの
とした鎌倉市になっていけば最高です。市民一人ひとりの意識の問題なのでしょうが。

47
みどり保全の環境のため、高価な土地購入したことより、優先されるべきは市民の命です！「市立病
院」が創設整備される議論はないのでしょうか？（長年、市民の夢が具現化できないのは反対する
○○○の存在がネックだと聞いていますが。）

48
交通面で不便な場所が多い。（歩道が狭い、一方通行、道がでこぼこ）街がきれいになってきても海
が汚いことが多い。

49
他市より転入後、あまり経っていないが、とにかく市の行政がいい加減過ぎる。近々では建物や風致
の条例でもほとんど無に等しいし、ごみ処理施設問題や開発問題にしてもあまりにお粗末である。市
長や議会の無能と市民の無関心は世界遺産どころの騒ぎではないと危惧している。

50 市長の顔がよく見えない。何を目指した市政なのか不明、給与（職員）も高いのではないのか。

51 行財政改革の強力推進と市職員（市長含）の給与削減。

52 鎌倉市で働いたことがないので[わからない]と回答したところが多くなりました。

53 困っている市民を助けられる市政をお願いします。

54 保育園の職員、スタッフにも優しい快適な就労形態を望みます。より良い保育ができます。

55 実務に係る職員の現場体験をもっと実施し、ズレ・無駄のない市政を希望します。

56
レクリエーションをする会場が少ない（多目的室は競争のようにして申し込まないと取れない。）どうし
て公園に犬を連れて散歩してはいけないのかわかりません。公園の入口には書いてあります。朝８
時頃まで犬だけの公園を作ってほしい。

57
①自然破壊の圧縮を推進してください。山を削り、住宅開発が目立つ。②歴史と文化を大切にする。
モラルの高いまちづくりを③１３４号線の渋滞と住宅地の車スピードを下げてください。いつも歩行が
危険です。

58 今後も（高齢者問題等）問題山積みでしょうが、がんばってください。

59
世界遺産よりももっと日本人が守ってきた日本の伝統文化の保持が低下していることから、そちらの
方へ力を入れれば鎌倉らしいと思う。もちろん今の緑をこれ以上、減らさないよう街も保持して。

60 子育てに関する支援、安心して産み、育てられる環境づくり。

61

子どもに対する施策があまりにもなさ過ぎる。医療補助が小学校入学と同時になくなるなんてありえ
ない。又、若い世帯が居住するのに市として助成がなければ高齢者だけの市になっていくと思う。鎌
倉の高齢者（６０歳代～）は態度が大きく、意地悪な人が多いのはそのせいだと思う。とにかく若い世
帯には住みにくいと思う。

62
最近、家の周りなどで山の斜面を住宅造成し、マンションや住宅の建設を行っているのをよく見かけ
る。自然環境を重視した取組を行っていくのであれば、もっと規制すべきである。
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63
私は杖をついていて歩行に困難のある老婆ですが、段差のあるところやデコボコ道が恐いです。車
椅子の方々の苦しさを思い、もっと障害者にとって歩きやすい思いやりのある道路、建物にしてくださ
い。

64
①大船観音切通し（バス停）のマンション問題、早急に復元すべし。②鎌倉ロジュマン前の信号つけ
るべし。（①②とも死者が出てからでは遅い。）

65

鎌倉市は何やら世界遺産に登録されたいみたいですが、本気でこの小汚い街が世界遺産になれる
とお思いですか？勝手に市の方で突っ走ってますが、このようなアンケートとったことあるのです
か？市民の同意を得ての活動なのですか？どうしても世界遺産になりたいのなら、まず、まちづくり
から始めるべき。今の鎌倉が世界遺産になれるのなら、ヨーロッパなど全土が世界遺産になってしま
うと思いませんか？まあ、思わないからやっているんでしょうけど。むだなことに人生をささげないよう
に注意してくださいな。

66 不況の世の中、お仕事お疲れ様です。未来のため、市のためがんばってください。

67 交通政策課は良くがんばっている！

68 市役所（ことに支所）は職員が多すぎるのでは？いつ行ってもボーとしている職員がいる。

69
いつも市民のためにありがとうございます。鎌倉市の良いところを引き続き伸ばし、悪いところをよく
するため、市民と協力しながら市職員の皆様、頑張っていきましょうね！

70
私は精神障害者手帳を昨年発行いただいて仕事、育児に取り組んでいます。ご支援ありがとうござ
います。市の政策に関わる皆様方、診療所の先生方、地域生活サポートセンターの職員の方々には
本当にお世話になっています。ありがとうございます。

71

大船駅前のマンションを反対している割には東口の商店街が汚い。駅周辺のパチンコ屋の建設はや
めてほしい。モノレールの駅にもエレベーターを設置してほしい。図書館の意見ボックスへの書き込
みに対して職員の答えを書いて提示してほしい。ルミネの大船出張所の職員の数が多過ぎる。行く
といつもおしゃべりに興じている。

72

鎌倉市は市立病院がないので是非設立してください。
戸建住宅が多く、ペットとして犬を飼育する人が増えているので、公共の道路にフンをさせても平気
な人が多いので、是非「犬税」を徴収してください。
年配者が多く、高齢化が進んでいるので、道路のバリアフリー化を推進してください。
若者の声を市政に反映させ、議員の若返り化を図ってください。
カラス退治にも積極的になってください。
世界遺産登録に向けてのボランティアを募ったり、募金活動を行ったり、署名活動など活発な活動を
期待しています！

73
歴史的遺産地区でありながら、「不動産建設の大変盛んな街」と感じています。緑保全より市が大事
に考えているためと思っていました。

74 引っ越してきたばかりでまだアンケートに答えられるほど、鎌倉市を知っていない。

75 保育園を増やしてほしい。

76 行政に携わる一人ひとりの行動、責任ある言動、安心できるまちづくりを期待しています。

77

道路について：①道が急に狭くなり、バス・乗用車の一方が停止しないと通過できない道が多くある。
②道路工事を一元化してできないか、掘り返すごとに道が悪くなる。
樹木について：武田薬品の研究所工事、湘南鎌倉病院の工事で大きな樹木が工事の都合上、伐採
して酸素を減らしている。行政指導できないのか？海外ではある大きさ以上の樹木は伐採してはい
けないルールがあるが、日本にはない！何センチ以下の魚は獲ってはいけない等、もっと自然を大
事にするまちづくりをお願いしたい。

78
自然環境を大切にし、あまりマンション等を建設せずに、昔の自然を残して次の世代につなげていっ
てほしい。

79
全体的な面については理解できることも多々ありますが、近隣商業地域での店などの苦情に対して
非協力的な面が多く見られます。

80
住民票、謄本、印鑑証明等がインターネットで全国どこからでも（少なくとも関東一圏で）取れるように
なるといい。
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81
高齢者、女性、子ども達等のための福祉施設の整備
観光都市としてのトイレやごみ箱の設置、街全体をきれいにする。

82
ルミネに市民サービスコーナーがあり、便利だと思う。初心者のためのスポーツ教室の種類を増やし
てほしい。

83
歴史的意義のある鎌倉をトータル的に考え、どのような都市にするのか、緑地、建物、道路の景観
作り、地中埋設などの計画が見えない。その中に武家文化の伝承があるのでは？

84

他市に比べ、行政対応が非常に悪い。特に弱い立場の老人、子どもに対して。小学校の空き教室を
使用し、学童保育をやっていただきたい希望は何年も前から出ているのに、どの課に訴えてもあや
ふやな答え。市長のホームページに訴えても無反応。学童のない小学校や非常に遠いところにある
小学校があります。子どもの安全のためにも空き教室の使用を一日も早く実現していただきたい。藤
沢市、横浜市を見習ってほしい。学童受入人数を増やしてほしい。

85
これ以上、環境を破壊しないでほしい。森を削るマンションはいらない。人口が減っているのに何で
新しい建物が必要なのか？ごみだけではなく、建物も再利用してほしい。土地も再利用！人がいなく
なった土地は森へ返そう！たのむぞ、大好きな鎌倉を！

86

ごみの問題で日本の自治体の７割がプラスチックごみの分別をやめたというニュース（討論会？）を
みたがどうなっているのか？本当に分別することに意味があるのか？鎌倉市はどんどん鎌倉らしさ
がなくなっていると思います。古い建物がどんどん壊されていくし、華頂宮邸を何かに利用するとか、
使わなくてはもったいないし、傷んでいくばかり。

87
鎌倉市内での問題は管轄が市でなくても（全部とは言わないが）、窓口的な機能を担ってほしい。良
くあるのは交通安全の問題を出しても、それは警察と言われてしまい、一応、話は伝えておきます、
という程度。

88
このアンケートは無作為に選ばれ、無記名で返信のようですが、返信封筒に整理NOがあるのは－
－－。それなら記名でいいのではないでしょうか？

89
鎌倉は道路が狭く、子どもが危険な時もあるので、安全な歩道を作ってもらいたい。
障害がある人のいる家庭に対する受給者、受給条件の枠を見直してほしい。

90 大船駅西口、朝夕の渋滞の早期解決。大船観音マンションの現状回復の早期解決。

91
日本で鎌倉以外の街には住みたくない。山あり、海あり、緑あり、史跡ありで他と比べてしっとりして
いて落ち着いています。とても住みやすい街です。環境は良いです。山歩きができて喜んでいる。
お願いですから、これ以上、緑の山を減らしませんように！

92
玉縄マンション計画無効の跡地はどうにかしてほしいと思います。災害が起こる前に対処してほし
い。又、栄光学園手前の山が崩れた時も放送すら聞こえず、災害に対する不安が募りました。FMラ
ジオも、おすすめの鎌倉FMは受信できません。災害時の情報伝達手段を早急に整えてほしい。

93 まちの景観を保つよう、大型看板の規制、色の規制などをしてほしい。

94
都内や藤沢市では子どもの医療費が小学校就学後も無料ということです。鎌倉市でもそのような方
向で考えていただけるとうれしいです。

95
小さな公園に大木。うっそうとしています。高い木ばかりが緑ではないと思う。数ばかりあって使われ
ていない。ただの空き地になっています。子どももお年よりも行きたい公園に！

96
老年の人に厚く、幼少の子に薄いと感じます。・古都鎌倉と言いながら駐車場ばかりが増え、細分化
された小さな家のピンク、緑、黄等々、統一のない家々が立ち並ぶ街。これが世界遺産に登録でき
るのでしょうか？

97 不景気対策をやってください。

98
「広報かまくら」ぐらいしか見ないので、あまり鎌倉市のことを知りません。もっと身近に感じることが
できる情報がほしいです。

99
大船駅前の整備は、過去数十年の年月と相当の経費が掛けられていながら、ほとんど進展がなく、
目立つのはラスベガス調のゲームセンターが多くなるばかりです。JRの沿線の近隣で特異な場所で
す。市は本腰を入れて、計画を実施してください。

100 わかりません。他に住んだことがないので、比較しようがありません。
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101
組織の定めた制度の持つ拘束力がどの程度の力を持てるのかがわかりません。（法律程度なの
か、勧告程度なのか）

102

市の関係の課に思いが届けばと書きます。主人と良く散歩しますが、急傾斜地のすぐ下に家が建っ
ていて、そのすぐ後に膨大な規模でがけ崩れ工事の新しいのが近年多くなっています。建築許可と
土木課とが連携を取り、調査して無駄な税金を使わないよう、良くこんな所に家を建てさせないこと。
近隣の市に比べ、大きな体育館がなく残念です。野村総合研究所の後に是非お願いします。

103 言っても無駄

104
大船観音様マンションの問題は削った場所を元に戻して早急に中止すべき。報道が事実なら市長の
横暴以外の何者でもない。

105
職員が多い割に窓口業務のサービスが良くないと思う。（窓口に立っているのに職員同士が歓談し
ている。）

106
子どもが遊具を使って遊べる公園が少なく思います。あっても、猫の便、尿がたくさんあって遊べな
かったりします。今ある公園（小さな公園も）整備を常にお願いしたいです。鎌倉の緑の豊かさが保た
れているところに感謝します。

107
海沿いの道路が混みやすく、腰越の右折レーンを造成してほしい。子どもが通う小学校で交通事故
に合ってしまった件に心を傷み、２度と子どもの事故をなくすよう、信号や横断歩道を見直してほし
い。子どもの医療助成も小学校まで伸ばしてほしいです。

108
歴史、文化、自然など自慢できるものが鎌倉にはたくさんある。是非、市民が誇りの持てる鎌倉にし
ていただきたい。

109 他の行政に比べて市民の特権が少ない。

110
ほとんどの行政に対して言えることであるが、内容が不透明で見えない状況にある。ごく一部に開か
れているのみである。市町村単位の行政の必要性に疑問がある。県単位で良いのではないか。

111
鎌倉駅、大船駅などで毎日のように５～６人の市職員が携帯灰皿を配っているが、一日中ぼーとし
て立っている人件費を含め、無駄な経費で、税金の無駄遣いである。

112
商店街は後継者不足でシャッターの下りたままの店が増え、夜は街灯が少なく、バス通りが淋しい限
りである。通りの固定資産税を上げ、閉店を撤退させ、元気ある店を誘致して、バス通りを明るく活気
付けてほしい。

113
治安上、街灯を多くしてほしいと思います。道路の整備をし、歩行者に安全なまちづくりを希望しま
す。

114
通学路に防犯係の方が立っておられるので、安心できる。とてもよいことだと思います。しかしなが
ら、通学路に街灯が少なく、少し遅くなった時はとても心配です。（娘が一人いるため）
防災無線が時々流れますが、聞こえづらい。（岩瀬在住）

115

住宅建設について→アンケートの割には土地１５坪位や２０坪くらいの土地にどんどん新築の家が建
設されている。門もないような家が多く、他人の家の玄関を横切る感じ。この土地に３階建て等どん
どんできている。建築許可の施策はどうなっているのだろうか。このアンケートの内容とはほど遠い。
人権、環境のこの面からはどうなっているのだろうか。（この結果（集計）も広報かまくらに載せる。情
報公開すべき。）

116

鎌倉市医師会立産科診療所が新設され、市内で安心して出産できる環境ができよかったと思う。公
衆衛生や医療についての設備の充実、医師の確保（救急救命、夜間診療etc.）病院の整備（医療機
関の誘致）をお願いします。又、高齢者福祉センターの充実、新型インフルエンザ発生時（パンデミッ
ク）の市民への十分な食料、医療品の確保、インフラの確保等お願いします。（市民個人での備蓄は
無理ですので。）

117 鎌倉市は旧市内の保全ばかりして、周辺地域の環境破壊を続けている。許せない！

118
旧鎌倉地区以外の地区において自然破壊の許可を出し過ぎている。あまりにひどい市政。市民活動
が盛んだから、何とかぎりぎり保っているという状態。世界遺産登録を推進している市政とは思えな
い。
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119
鎌倉は観光の街ですから、道路沿いの植木、花など、もっと専門家の意見を取り入れながら、美しい
まちづくりをしてほしい。又、トイレも寄っていきたくなるような見た目も美しく清潔なものを整えてほし
い。

120
住民税が高い市なのに、住民たちに直接得られる施設も整備されていない。東京都出身なので、鎌
倉市の行政整備の遅れが考えられません。ただし、自然環境や文化遺産は財産であり、今後も保護
活動は重要だと感じます。

121 JR大船駅東口商店街を整備してほしい。

122 私のいる所は自治会、町内会が活発で大変助かります。

123
観光地として魅力あるまちづくりに努力してください。住民にも住みやすいサービスにも十分気を配っ
てください。

124 職員が多過ぎ、そもそも１７時で受付が終了する意味がわからない。真面目にやってください。

125 この地に移ってまだ浅いので良くわかりません。ただ、福祉の方が心配です。

126
簡素で暖かい行政を心がけてほしい。民間でできることは民間に移行し、ボランティアを最大限に活
用する。

127
強風のシーズンには、倒木が見られるなど、杉林が放置されている個所があちこちにある。山林の
地権者にしっかり管理するよう、働きかけてもらいたい。

128

市の職員のモラル向上を望みます。（最低限のモラル、ルールを守り、一般市民とトラブルを起こさな
いよう教育してください。）
ごみの戸別収集を望みます。藤沢市では戸別収集に切り換えた結果、市民の意識レベルが向上し
たそうです。ごみを各自の責任で出すことにより、１、分別がきちんと守れる。２、ごみ収集を有料化
することによりごみの量が減る。３、結果的に市にとってメリットが大きいと思います。

129 辛目の評価ですがご参考に！

130 用紙の関係があるかと思いますが、下記の文字ぐらいにしていただけると助かります。

131 市営幼稚園、病院等、市民のための安い施設が他市に比べて大変遅れていると思います。

132
「鎌倉」というブランド名が一人歩きしているむきがあって、実際面での福祉やまちづくりの面ではま
だまだ不十分な点が目立ちます。小さい街ならではのよさを生かした独自の行政を行ってよいと思
う。

133

市の出入り業者のチェック、管理は大丈夫ですか？以前、道路（８ｍ）の水漏れを修理に来た業者は
向かいの家側の水漏れ、向かいの家の通報にもかかわらず、我が家の庭まで勝手に入り込み、水
道を使い、一週間後にはまた水漏れを起こし、もう一度同じ業者が修理、あげくに我が家側の道路も
「市のお金で修理できる。古くなっているから、いつ水漏れを起こすかわからないので、やらないか」
「自分たちは市に委託されている業者だから安心だ。なんなら、市役所に電話して確認してもいいで
すよ」と言われました。もちろん、断りましたが、家の庭までずかずか入り、家は覗きこむ。脅かされて
いるようでとても怖い思いをしました。市役所に連絡しようと思いましたが、後で家にこられても怖い
ので、そのままにしてしまいましたが、鎌倉に越してきて一番いやな経験でした。お年よりも多い街で
すので、業者には安心できる人物を選び、税金の無駄使いをさせない管理も必要だと思います。市
役所の担当者と業者が共に結託しているとは思いたくありませんが－－－。

134

世界遺産への登録に向けて色々努力いただいていますが、そのことについて疑問があります。試験
勉強としている学生のように思えます。それよりももっと考えなければいけないこともあると思います
し、鎌倉なりの良さがあればいいのではと感じます。
海、街のごみに関しての活動は目に見えてわかりやすいのですが、山と川はどのようにしているの
か知りたいです。海は山と川がきれいになれば、魚も増え、きれいになると聞いています。海の家も
年々企業の参加が増え、きれいに海岸が使われていないように見受けられます。
朝比奈からの夜中の暴走族、何とか対策してほしい。大変ですが、よろしくお願いします。
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135

市政というよりは個人的なことですが、私には家族のほかに市営住宅で一人住まいをしている９０歳
の実母がいて、寝たきりではありませんが、要介護５です。朝、夕、世話に行き、昼と夕は食事の時
間、ヘルパーさんにお願いしています。介護保険を使い、住宅費を免除してもらい、市県民税を納め
ていない家庭として介護に費やした費用の補助も受けています。それでも大変です。要介護５ですと
使える金額は大きいです。これを老人ホームに入る方にあててもらえるととても助かります。一週間
に一日くらい、顔を見ながら、５時間くらい掃除やできることをしに通えれば－－－と思います。相談
すれば可能なのでしょうか。どこに相談したら良いのでしょうか。

136
いくら最新のコンピューターを使っても高い高いレベルの活動でも、事の初めは人が考え、又、最後
は人が決着をするのだから、そのことに携わった人間：人間で決まると思う。

137
私は北鎌倉に住んでいますが、ホームに屋根を是非つけてほしい。改札口も小袋谷方面に付けるべ
きだと思う。市民税が高過ぎる！

138
鎌倉には１７年前に東京から越してきたが、幼稚園の保育料が高かった。（東京の公立の幼稚園と
は親の負担額がかなりの額、違いびっくりした）
古都保存も大切だが、市民の負担が大きいと大変。又、道路が狭く、自転車利用が危険。

139
高い税金を取るばかりではなく、市民にとって住みやすいまちづくりをしてほしい。バスの便が悪い。
（本数が足りない等）

140

３年程前ですが、玉縄行政センターに住民票を取りに行った時に、ちょうど１２時になってしまい、お
昼休みなので受付はできないと言われ、又、出直しました。それ以来、玉縄には行かないで大船行
政センターに行っています。今でも昼休みをやっているのですか、交代で是非昼休みをなしでやって
いただきたいと思います。無理ですか？

141

観光地としての商業区域の落ち着きやこざっぱりした美しさ、全体の趣としての統一感があったら良
いと思います。各店などの“売らんかな”の商業ベースはわかりますが、建物のならび、色彩や広
告、看板の出し方など、鎌倉にふさわしい雰囲気内容に絞り込んで、統一感が出せれば、街としても
全体のレベルアップになると思います。

142
市政ぐるみで森林をくずして開発する計画を行っておられるようですが、そのようなことで世界遺産に
名乗りを上げることができますか？

143
観光を推進することにより市民は交通渋滞、歩行困難等の被害を被っている。この解消のため週末
の市外からの自動車の規制（ロンドン市の例）又は市民税軽減のため、観光税の導入を検討してい
ただきたい。

144
最近市内に４階建て以上のマンション･ビル等が増えて、山は崩され、自然が壊されているようだ。そ
れに景観が悪くなっている。高層ビルは禁止すべきである。

145
道路整備に特に力を入れてほしい。（道が狭いから仕方ないので、そのままでは大船駅西口周辺の
渋滞に、いつまでも対応できないままになってしまうと思います。)

146
観光客に喜ばれる環境が住人にとって住みやすいことにはつながらない。個人の家の５ｍを超える
植木も放置されているし、自己主張した者の思い通りになる環境のような感じさえ受ける。米軍のヘ
リコプターの音、どうにかならないでしょうか？

147
仕事で名越ごみ処分場を使うが、５時にシャワーを浴びて退社なんて会社、民間ではありえないし、
そんなことしていたら会社は倒産してるでしょ。私用でごみを持ち込めば、他のリサイクルセンターに
持っていってくれと言われたし、それも本来ごみ処分場の人の仕事では？

148
仕事をしている人間にとって平日の昼間しか開いていない行政は意味がない。市民のための行政？
行政？と耳にしますが、市民の大半が平日の昼間は仕事をしていると思います。そのことをもう少し
考えてください。

149 市税が高過ぎる。

150 大船駅東口市街地再開発事業を積極的に進めてほしい。

151 自然な山の姿を大事に残してほしい。

152
図書館の充実度は近隣の市に比べ、とても遅れている。子どもに対しての充分な環境も整えられて
いないと思う。高齢者が多いので仕方ないのかも知れないが、次世代の若者についても考えていく
べきではないか。
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153 公共施設の充実。日中の公共事業工事は止めて。

154 最近、一番うれしいかったこと、小町に産院が出来ること。（市民会員で協力すべきと思った。）

155

２、３歳の子どもが遊ぶような小さな公園があるが、のびのびと活発に身体を動かす広場が少なすぎ
る。見た目のよい公園より子どもがのびのびと遊べる所をふやしていかないと子どもはどんどん室内
に入り込みゲームばかりをして人と関わることが少なくなってしまう。小学校も４：３０までの開門とし
ているので、子どもは安心して身体を動かさせる場がなくなっている。学童のレベルも低く、危険だか
ら外に出さないという形が多く、子どもの心を全く考えていない。見た目は緑が多い街の様に見られ
るが、見た目ばかりで内容が乏しい街だと思う。活発に遊べない子はそれを持て余しストレスとなり
－－－と悪循環を繰り返すように思う。

156
一般市民に理解が得られるように、もっと開いた市政にすべきと感じます。役人意識を捨てることか
ら始めてください。

157 必要のない車や自転車が少なくなれば良い街になるのではないかといつも思っています。

158
鎌倉は観光都市のため、そちらへの便宜ばかり図られ、地域住民の住みやすさへの便宜が図られ
ていないように感じます。先ずは税金を納めている住民のことを第一に考えてください。

159
自転車のマナーの悪さに怯えています。特に無灯火。自動車はスピード取締り等で罰金等を取って
いますが、自転車は？管轄は市ではない？のでしょうか。

160 夢のある街にしたいです。

161 役場の人員が多く、「手持ち」の人が見られる。（例）会計窓口

162
軽自動車によるパトロール車を良く見かけるが、メーン道路を走行して何を監視しているのかいつも
疑問を感じている。定年退職者の救済対策かと思われるが、燃料費、防犯効果を考えても無駄だと
思う。

163 市民税を少し軽くしてください。

164
大船駅西口の整備を早く何とかしてほしい！雨の日、道路の渋滞がとんでもない状態になるので－
－－。どしゃ降りの雨の中、屋根もないバス停で待つ人々は悲惨です。

165
（無記名といっても私は０１３ですね）教養センターの講座は充実していてとてもよいと思います。鎌倉
には文化財として発掘調査は不可欠のものと思われます。世界遺産登録に向けてもその必要性は
大でありましょう。その意味でも広報でもピーアールして充実を図ってください。

166
歩道を多くする。市民が歩いたり、自転車に安全に乗れる街にする努力をしてほしい。電柱を地中に
埋めてほしい。その予算を確保してほしい。

167
ボランティアに参加したい人が大勢いると思いますが、現在よりもっと希望者が簡単に参加できる環
境を整えたらどうか。ボランティアの登録はどこでするのか。どんな種類のボランティア活動があるの
か？どの分野でボランティアが不足しているのか等。

168 今後、勉強します。

169
まちづくりで個人の家が小さく分割されていくので、街の雰囲気が悪くなっていくのが残念。又、緑を
少しでも多く残してほしい。

170
鎌倉市は自然、歴史、観光のイメージの高い都市だと思いますが、住んでいる人々の生活もより大
切であると思います。両面から、これからも進めてほしいと希います。

171 大船駅の周りをもっと整備して、緑の多い街にしてください。

172 引越して１年しか経っていないので、「１０年前と比べて－－－」と聞かれてもわかるわけがない。

173
開発による自然環境の破壊で年々都市景観が悪くなり、みどりが少なくなり、魅力のない土地になっ
てきています。歴史的遺産の登録など、恥かしくなります。

174

このような意識調査がこれからの市政にどれほど役立つか、はなはだ疑問。個人レベルで一生懸命
働き、納税し、家族の形が変わると、それを一人で背負い生きていくことで精一杯。たとえ、市政に関
心を持ったところでなにも事実を知らずにものを言えないというのが実感です。ただ、今、日本中が借
金付けです。無駄な箱物や職員削減など、経費を無駄遣いしないようにしてください。
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175

１０年ぶりに鎌倉に戻ってきました。鎌倉好きですが、とても住みづらいです。街灯が暗く、夜７時ぐら
いでも恐いです。家の近所は昔からちかんが出ます。街灯を増やしてください。
他の市町村に比べ、老人、福祉への対応が遅れています！びっくりしました。それに緑も減っていま
す。いつまでも緑のあふれる街を－－－。大切な声として聞いてください。

176 我田引水、自画自賛的な設問はすべきでない。市民の本心が判明しない。

177
１２年前に十二所の方から岡本に転居してきて驚いたことは生活道路が余り整っていないこと。例え
ば、田園踏切は何とかならないか通勤、運転者が身を縮めて歩かなければならない。こんな状態で
世界遺産の登録申請なんて順番が逆ではと思う。

178 このようなアンケートが反映されることを望みます。

179

鎌倉に住んで２０年くらいになりますが、鎌倉らしい良いところがなくなりつつある事を痛感していま
す。街のお店にしてもチェーン店が増えて東京のように雑然として、個性のある古いお店がいつのま
にかなくなっておもしろくない街になり、色や看板の秩序ない混沌として風情なしです。
関西に住み、京都、奈良を身近に見てきたので、この現状では世界遺産には程遠いと思います。生
活には多少大変でもある程度規制しても行政の力で計画的に良いビジョンを作って進めて行ってほ
しいと思っています。有名な寺院も観光化してスピリチュアルな雰囲気とは程遠い俗化している。

180
地域福祉活動についての情報をあまり知ることが出来ないし、福祉に対する環境はあまり整った街
だとは思いません。

181 観光に力を入れる。（官民一体となって）ここがポイントだと思う。

182

大船駅の観音様の前の山を崩した（マンション建設に一時ゴーサインを出した）罪は重いと思いま
す。まちづくりだとか、緑地保全とか、軽々しく口にしないでほしい。世界遺産化も反対。関谷のごみ
処理場建設も反対。昔のようにキジが舞い降り、蛍が飛ぶような環境に戻してほしい。鎌倉市民は
元来、そうした環境を守ることと引き換えに、多少の不便さは甘受してきたはず。利便性に捉われ、
大事にしてきたものを壊さないでほしい。

183 世界遺産への登録は不要と思います。

184
粗大ごみの引き取り条件の判断が曖昧ですので、もう少しはっきり知りたいです。後、粗大ごみを持
ち込む時、昼休みとぶつかってしまうときがあるので、受付くらいはしてほしいのです。

185 子どもが自然に触れ合う機会を多く。

186
不況の折、鎌倉彫も汰目になりそうです。石渡市長は鎌倉彫が鎌倉市の産業の一つだと言うことを
知っているのか？つぶれそうな○○の会社に金を無利子で貸すようなことをしないと大変なことにな
るよ！

187 モノレール沿いの道路に完全な歩道を作ってほしい。特に横須賀線の上の道路はこわい。

188 子どもを産みやすい環境（産婦人科や分娩できる病院）を整えてほしい。

189 寺や神社の観光収入等からは税金をとるべき！

190

①観音前のマンション問題について、担当者が弁護士と１００回以上、折衝しながら、記録がないと
は全く理解できない。行政とは須らく欺くが如しか、信頼していない。
②世界遺産登録のための事前準備の調査があったが、某寺院は立ち入りを拒絶している。賛同者と
してざん愧に絶えない。行政として何をどう考えているのか、全く伝わってこない。
③学生の登下校について道幅いっぱいに大声・ふざけながらの登下校に観光客は迷惑をしている。
学校にも連絡しているが、一向に改善されない。○○○○は特に悪い。

191

雨の日、生ごみ出しが大変。50メートル先のごみ捨て場はボックス型網で洋服を濡らさないでごみを
出せるのに対し（該当ごみ出し場）はボックス型ごみ網を市から認められていないため、永久にめくる
網のまま？
洋服（背中）が雨にぬれてしまうため、雨の日、生ごみを出せない。両方５０ｍのボックス型の人はご
みを出せて、真ん中にある私たちは晴れの日でもかなり汚れるので不愉快。５０ｍ先と不公平が許
せない。
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192
北鎌倉駅にもう一つか二つ改札を作ってください。そうしてほしいといつも思っています。予算のこと
もあると思いますが。

193
ここ数年、安易な開発が多くなっているように思われ、心配です。公立小中学校の教員、校長の再教
育、改革が大切と思います。（鎌倉へ移転しようとした知人が子どもの学校が良くないので止めたと
聞き、鎌倉市の小中学校の悪評が心配です。）

194
鎌倉の魅力、大切な緑を保全してください。斜面開発、樹木の伐採を規制するようにしてください。素
晴らしい環境を後世に残すことは現代人の責務だと思います。

195
市政について積極的にかかわることをしないで来れましたので、わからない部分が多い。ただ、地域
によって道路、住環境の差が著しく違っていると感じています。

196
近年、鎌倉の古き良き街に蛍光灯が増えてきている気がします。特に○○地所etc。鎌倉という街に
ああいった近代的な建物も増やしてほしくありません。古き良き景観が台無しだと思いませんでしょう
か。私はもっと景観を大事にしたいです。

197

御成通り等の歩道で工事のため、掘り起こした後は元どおりにさせること。折角きれいになっている
のに！
市民や観光客用のトイレがない。（トイレがきれいで不便を感じない街鎌倉をアピールできたらと思い
ます。○○寺などは貸してくれない。いろいろな所で断られる！)

198
宅地開発許可を厳しくしたり、建物の景観上の規則を細かく決めたらどうか。又、道を歩いていて上
方を見ると電線だらけ。折角の鎌倉の景観が半減していると思う。一部は地中化しているところもあ
るけれど広範囲に早期解決に向かってほしい。

199
大雨冠水後の消毒が皆無。河川及び周辺の草刈り回数の減少。市役所の窓口応対が著しく改善さ
れた。
正しいリーダーシップのある市長の誕生を望む。

200
約２０年前から住んでいますが、かなり、緑が少なくなりマンションなど、建設されました。山も削られ
ています。とても残念です。

201
光化学スモッグなど市民に知らせるスピーカーですが、始まり、終わりの音は聞こえても、話の内容
が解かりません。山に反響するからでしょう。ケーブルTVでテロップを流せませんか。

202
鎌倉という地名のブランドを求めて移ってくる人以外にはあまり楽しい場所ではない。横浜の隣でこ
んなにインフラ整備がないなんてびっくりです。

203
子どもの学校の通学路の整備や駅前の街並みや大船駅の東口と西口の交通（徒歩、自転車など）
の便が不便に思うことが多いが、PTAなどで意見を何年にも渡って訴えても変化がないことが不満。
西口の整備は非常に遅れていると思う。

204

産婦人科がなさ過ぎる。まったく子どもを大事に考えていないので、若年層の人たちは市外に出るし
かなくない。子どもといけるような大型スーパーなども１個もなく、コミュニケーションがとりくにい。子
どもを雨の日でも遊ばせるところがない。なので、街が暗い感じがする。もうちょっと、今時の建物を
建ててほしい。とにかく何をするにも不便で仕方ない。何とかしてほしい。古都だけで売りにしないで
ほしい。

205 いつもご苦労様です。益々頑張っていただきたい。

206 財政難の現在、市民が安全安心な日常生活を送れるように優先順位をつけて予算を決めてほしい。

207
大船駅西口の整備、観音様近くの斜面を削ったままのその後の対応、パークホームズ大船の処置
など、速やかに改善してほしい。パチンコ店を増やさないでほしい。

208 「鎌倉市の姿」アンケートの質問事項の設定が適切でなかった。

209
何を導きたいのか不明ですが、設問が否定しにくい設問になっている。
文章の作り方による誘導とも思える点が問題だ。

210
鎌倉についてまだ３年しか住んでいないもので、良くわからないことが多いのですが、これからも住
んでいこうと思います。よろしくお願いします。

211 あまり外に出ないので、色々なことがわかりません。
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212

鎌倉市は豊かな緑をそのままの残すだけで活用しているとは思えない。市民がみどりと触れ合える
よう、子ども用の（藤沢市の少年の森のような）アスレチックなどを鎌倉中央公園内に設けたり、工夫
が必要なのでは。横浜市の“浜っこ”などのような小学校を利用した放課後に遊べる環境がほしい。
小児医療費助成も収入に関係なく義務教育の間はほしい。鎌倉市は歴史的遺産があるので、税金
が高い。もう少し市政などの無駄を改善して、市民の負担を軽くしてほしい。

213 このアンケートに答えた者に図書券ほしい。

214
市立病院の整備
ごみ収集機会の再検討（プラごみの週１回は少ないです。）

215

公立の幼稚園がないにも関わらず、幼稚園就園補助金が少ないと思う。こちらには選択の権利（公
立か私立かの）がないことや公立幼稚園の運営費などがないのに補助金が年１回のうえ、わずかな
もので経済的にきびしい。保育園も考えたが、他の兄弟との兼ね合いや他のいろいろなことがあり、
幼稚園を選択せざるを得ない家庭もあるのではないだろうか。もう少しでも補助金の増額をしてほし
い。

216
ホームページが貧弱
図書館は充実していると思うが、閉館時間が早すぎる。市の職員のレベルが低い。

217
市政・県政のモニターをやらせていただいた何年間か、離れて後期高齢者の仲間入りも近く、自らの
事ばかりが気になるこの頃、石渡市長が近くの集会場に足を運ばれている様子を聞き、その姿勢を
続けていただきたいと思っております。

218
なるべく緑を残すような宅地開発。海岸はきれいに整備されていますが、坂ノ下海岸の漁業者施設
はもう少しきれいに利用していただきたいと思います。

219

小学生がおりますが、冬期は教室でストーブをたく灯油がないと言う理由で真冬でもまったく暖房が
ない教室、体育館で学んでいます。いくら子どもでも寒すぎると思います。またかぜやインフルエンザ
の流行にもつながると思います。保護者から暖房費を集金しても良いので１～２月中だけでも暖房を
使えるようにしていただきたいと思います。あまりにもかわいそうです。老人福祉も大切なのは理解し
ていますが、未来を担う子ども達もどうか大切に育んでいただきたいと節に願います。

220
「わからない」が多すぎました。市の努力とは別に私個人の関心の程度に問題があることを実感して
います。このようなアンケートから「興味を持つこと」に至ることもありますね。

221 市民のために頑張れ！

222
障害者・児などが安心して生活を送れる環境を作ってほしい。ディサービスなどの利用を増やしてほ
しい。作ってほしい。

223
市民税が高い。
藤沢市のような市営の施設（市民病院など）を作ってほしい。

224
自分の毎日の生活にかまけてまわりのことなど、何も知らなかったことが良くわかりました。これから
は仕事をやめたら新聞広報なども利用したいと思います。

225
近くに公園が２、３ヶ所あるものの、ボール遊び禁止で子ども達が十分に身体を使って遊べていな
い。藤沢市のように、広場（遊具もなく、自由に遊べる）があると良いと思っています。

226
市役所の職員の人数が多いのにサービスが悪い。待ち時間が長い上、不親切に終わることが度々
あり、不愉快だ－－－。

227

これ以上、自然をこわさないでほしい。マンション等の建設を見直してほしい。小袋谷交差点～北鎌
倉駅～若宮～海、この何年かの間にずいぶん変わりました。岩瀬にある建設途中のマンション－－
問題発覚後そのままになっている（１年近くになる）あのマンション建設に際し、山を崩す模様を近隣
住人すぐそばにある小・中学校の子ども達が自分の身を削られる思いで見ていました。市と市民が
一緒になって考えることが必要だと思う。あのマンション「失敗」として、公園にしたらどうでしょう。地
球温暖化を日本一推進する街にしよう。

228

高齢者が安心して入れる老人ホームセンター増設を至急検討するべき。
観光事業も収入面で大切と思うが、医療センター等他市に行かなければならない。他市へ行くと費
用が高くなる。このような不安も緩和するべきと思う。他市と協同で経営するとか、又、さらに少子化
が進む中で緑を崩しマンション誘致が本当に正しいか？
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229

これ以上、自然をなくすような開発を止めてもらいたい。（業者差止め策）
高い建造物は絶対に反対である。
車のバリアフリーをもっと進めてもらいたい。（土の道をたくさん残してほしい。）
禁煙活動が日本中で盛んであるが、愛煙家のことももっと考えてもらいたい。

230
観光にばかり力を入れていて子ども（医療費、放課後学童等）に関することが他の市に比べて遅れ
をとっている気がします。

231
鎌倉は自然も景観も歴史もあり、とても豊かな街なので、ずっと住みたいと思っています。これからも
市民に優しいまちづくりをお願いいたします。

232
小袋谷跨線橋が長くかかっている。皆先送りの市長さんですね。JRの線路が廃止になったのでチャ
ンスではないかと思っています。

233 歩道、公園、スポーツ施設、保育園が少なく、暮らしにくい。

234

生活のレベルに幅がありすぎ、生活のしづらさを感じる。
子ども・高齢者がもっと外へ出て行動するのに便利になるように早く道路の（歩道）、街場の整備を進
めてほしい。
高齢者の受け入れ施設も大切なことだけど、平行して、高齢者が施設を利用しないで元気でいられ
るような健康増進維持に力を入れるといい。

235
子育て支援など、環境に恵まれている鎌倉独自の支援を考えてほしい。
税金をたくさん払っているが、普通の生活をしている者には何の利点も感じない。

236 近くに住んでいる友達が大学を辞めました。

237 市民が安心して住める市を希望します。

238
たくさん良い取組を行っているのにPRが下手で市民に知られていないことが多いと思う。
市街地は歩道などきれいに整備されているのに郊外の地域は手抜き感があり、不公平を感じる。

239
駐輪場が少なく、道に止める人が多く、街がきたないと思う。
通勤にもとめるとこが少ないと不便。
住民税が高い。

240
個人的には図書館を充実してほしいです。古い本ばかりで（ベストセラーばかりほしいという訳ではあ
りません）魅力がなく、結局、利用しなくなってしまいました。
歴史的、文化的な市の割には文化施設に活気がないような気がします。

241
市民スポーツセンター等を充実してほしい。
税金がもっと安くなるよう工夫してほしい。

242
山あり、緑あり、海あり、寺あり、他に類を見ない鎌倉市の持つ環境は素晴らしいと思います。
ただ、生活道路、安全な歩行道路の整備と観光客も市民も乗れるコミュニティーミニバスが市内を回
れば生活しやすくなると思いますが？

243

鎌倉は多くの文化人の方が住居を持ち、歴史的な街であるということで良いイメージに守られていま
すが、実体は？疑問です。
この質問紙も漠然として指標を知らない私には何を基準にお答えしてよいか迷いました。他市との比
較の術を持ちませんので、客観的な資料など提供をお願いします。

244
どのような政策を執るにしろ、「情報公開と市民の意見」を大切にしていただき、市と市民がお互いに
支えあう体制を作っていけたらと思います。

245 郷土芸能に力を入れてほしいと思う。

246

鎌倉駅周辺にマンション等高い建物が増え、景観が悪くなってきていると思います。
子育て支援について－－－市政とは関係ないかもしれませんが、マタニティ・ベビー用品のお店を誘
致してくださるとうれしく思う人が多いと思います。
鎌倉駅周辺に公園があるといいです。

247 道幅を広くしてもらいたい。

248
税金を何に使っているのか、もっと明確にしてください。
イベントがない。
市が目指していることがわからない。
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249

もっと資格支援や講座を開いてほしい。ホームヘルパーなど鎌倉は今後高齢の方が多く、必要と
なってくると思うので、市の補助で安く市内の施設と連携して資格を取れるようにしてほしい。
図書館が全体的に古い。他の市でも住んだことがあるが、鎌倉市の図書館の建物の古さ、本の新し
いもののなさに驚いた。料理の本など新しいものをもっと増やして快適な図書館を期待する。
趣味の講座をもっと作ってほしい。今は新婚で夫婦２人暮らしなので、友人を作る機会がなくさびし
い。もっと、若い２０～３０代向けの市民講座を作れませんか？スポーツや文化的なものを希望しま
す。（テニス、ヨガ、お花、お茶道など）鎌倉市もあるけれど、定員が少なかったり、時間的に無理だっ
たりします。
私が前、住んでいた市は市役所や市内病院を無料で巡回する福祉バスがありました。鎌倉市も高齢
者や市内の人向けに駅や市役所を回るバスを運行できないでしょうか？便利で利用者も多かったで
す。エコカーならイメージもいいですし。
鎌倉市は駅を少し歩くと街灯が少なく、少し恐い。もっと明るい街にしてほしい。
カラスが多く、ごみ荒らしや鳴き声に困っている。タイワンリス対策だけでなく、カラスにも対策を緊急
に。

250
マンションの乱立、宅地開発を何とかしてほしい。
失われた自然は２度と戻ってこない。
世界遺産登録を目指しているなら尚のこと。

251
鎌倉市は隅々まで　望ましい鎌倉であってほしい。市有・私有で残存する森や木立ち、緑地がそのま
ま息して世界に役立つよう考えてほしい。開発反対署名は空しく賢明ではない。

252 都市再開発をお願いします。大船駅前と深沢地区、お願いします。

253

お年寄りが増えていると感じます。老人ホームが増えて病院が少なくなっているのは不安です。お年
寄りにも子連れにも生活しやすい街･道路を整備してほしい。
御成通りの駐輪場の一時利用がすぐに満車になってしまう。折角エコで自転車を使っても駅まできて
「とめられません」と言われても困る。

254
大船地区は鎌倉市ではなく、藤沢市か横浜市に統合した方が良い。
道路が狭い、拡張工事をしてほしい。

255 海岸沿いに自転車道路を作ってほしい。

256 以上の回答は、言わば自分の自覚の写しでもあります。ご苦労様でした。

257
昔ながらの街並み（景観）を残すということも大切だと思いますが、働いている私は北鎌倉駅付近に
スーパーがなかったり、駅の出入口が１ヵ所しかないなど、不便だと感じてしまうことがよくあります。
働いている女性も増え、同じように感じている人は多数いるのではないでしょうか？

258

以前、市役所の登録のアルバイトを少しさせていただきましたら、やめてから、バイトの話は一度もき
ませんでした。私より前に入った人は何年も同じ人が仕事を続けているのに、又市役所の人は面倒
なことはバイトにやらせて自分たちは上手に逃げている。
高齢者の立場になって考えていないようです。サービスもわかりにくいし、ただ、やっているだけで本
当に考えているとも思えません。

259

世界遺産に登録できる街にしてください。（人が歩いてゆったりする街）今となってはできないです
ね。
マンションばかり建てない古都鎌倉の街並みにしてほしいです。（高い建物又細切れの住宅）
一歩中に入った鎌倉はとても鎌倉とは思えません田舎です。表の鎌倉ばかり、きれいにすることも結
構ですが、裏町にも目を向け、整備できることを期待しています。

260 現状で特に不満を感じることがないので、これからも住みやすい街であってほしい。

261
市の活動より、意識の高い市民により、NPO法人活動、ボランティア活動が保たれている印象があ
る。市役所については閉ざされた環境（社会）との印象がある。

262
それでも「鎌倉生まれ・鎌倉育ち」の人々は、鎌倉を愛している方々が多いと思いますので、より良い
「鎌倉のまちづくり」の企画、運営等、大変だと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。

263 大きな公園が少ない。大きな公園をもっとたくさん作ってほしい。市民が憩える場所を！

264 坂ノ下の漁業者エリアの景観が悪い。
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265
情報はキャッチしようという意欲がある人にしか伝わらないけど、そういう意欲は情報の“欠乏”状態
を少しだけ引き起こさないと生じないわけで、それを引き起こすには興味を持たせるか不便をあえて
もたらすか－－。ひとり言でした。

266

鎌倉に住んで１６年、行政サービスなどはかなり向上してきたと思いますが、図書館のお粗末さ（設
備、資料）など、文化面の向上は一向に図られていないように思えます。又、環境の悪化は著しい。
（緑地の宅地化、交通の不便さ、混雑、商店が次々なくなっていくなど）とても、世界遺産に登録され
るとは思えないし、不安です。（住環境の悪化、交通面での不便さ）

267 スポーツや学びの講座・イベントなど、シニアや子どもが主体のものばかりで残念に思う。

268 まちづくりと称して山をつぶしたり、マンションを建てたりしないでもっと緑地を連結してもらいたい。

269

観光客が使用可能なトイレが少なく、若宮大路のお店が大変迷惑しています。（駅と八幡宮だけとい
うのは少な過ぎませんか？有料にして工事費に当てるとか？）観光の街として改善はできないので
しょうか？
公園が少な過ぎです。
放置自転車の撤去をしていますが－－－それなら、とめられる場所を増やしていただけませんか？
（駐輪場はいつもいつも予約待ちです。）
ごみ箱も少ないです。放置ごみ多数です。

270
最近売り出される土地一区画が小さく、ゴミゴミした街になる恐れがある。最低６０坪以下の土地は
家が建てられないようにしてほしい。

271

「自然環境、歴史的遺産の保護」の名のものに、自然が破壊されていく現実をにがにがしく思ってい
ます。自然保護とは、例えば永福寺跡を掘り返して池を作ったりすることではありません。今のように
排水溝を造る前は池沼で、冬には水仙が咲き誇る素晴らしい自然でした。せいぜい木道を造る程度
にとどめてください。
世界遺産登録に何の意味があるのでしょう。世界の名だたる都市の保護（古い昔の良さを残す）と比
べてみてください。観光地に何の利益をもたらさないとしても観光の方々を拒むつもりはありません
が、市がお先棒を担いで昔の遺跡を復元した公園をつくって何の意味がありますか？あるがままに
昔を創造して心に描きしのぶところが良いのです。もし、万一予算消化のための工事があるとしたら
止めて下さい。

272
世界遺産へ向けての運動は活発のようですが、そうした重点的ポイントへ対しては熱心でも、たとえ
ば腰越など漁港ともあろう河口神戸川の汚さには外国の人から「汚い」といわれ恥ずかしい思いをし
ました。最近ボランティアの方々の努力で少しはきれいになりましたが。

273
多忙だったので投函が遅くなり申し訳ございません。災害時の放送が余り聞こえません（テストケー
スの場合です）。
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