
０．計画の前提

1
自治会の活性化のため、会長、役員を若い人材に。元気な活動を取り入れたい。
民生委員も活動が消極的に思う。福祉の精神で頑張れる人にしてほしい。新人に冷たい、古い人が支配し
ている鎌倉では成長しない。

「Ⅱ．行財政運営」について

1
市内に有力な産業が無いので、市の職員の給与水準を下げること。職員の数が多すぎるので減らすこと。
税収に忚じて職員の給与を調整すること。

2
観光実の出すごみは持ち帰るシステムを考えゴミ処理費用の削減すること（奈良吉野山を参考にして欲し
い）。

3
先進的なことを新たにする必要はない。今やっていることを尐し見つめ直して着实にしっかりとやっていって
ほしい。

4 市職員/市会議員の数を半減以下にすべし！役に立たない連中ばかりで、税金のムダ使いである!!!

5 市民重視の市政に心がけしてほしい。

6 藤沢市などと比較して住民税が高過ぎます。

7 住民税が高い。

8 税金が高い。多くのサービスは期待しないので、必要最小限のサービスで税金を安くできないものか。

9

世界遺産登録はしないほうがいいと思う。ボロボロの市役所、ろくな本がない図書館、観光実は多いのに宿
泊施設が尐ないために、他市にばかりお金がおとされていき、おとされるのはゴミばかり。もっと観光で市に
お金が入るシステム作りをするほうが優先順位が高いはずです。メリットがみえてきません。
市役所職員の方が休み時間で道を歩いている時に”今日は本当にヒマ”と言っているのを聞き、本当に腹立
たしく思いました。税金で給料が支払われていることを忘れないで下さい。もっと市民を雇用すればそんなダ
メ職員は減るのでは？

10
１、市議の数が多いのは問題です。市民の規模にあった数にしてほしい。
２、職員の数も多い。→一人で沢山の仕事をこなすのが民間では当然です。

11 鎌倉市をどのような都市にするかを明確にして、長期的に取り組んで頂きたいです。

12
道路や環境の細かい問題はあるけれど、やっぱり鎌倉はとても良い街だと住んでみて改めて感じました。こ
の「良さ」をもっと多くの地域、国の人に広げてもらいたいと思うので、全国様々な場所で小さな子供にも分る
ようなPR活動をしていただきたいと、思います！

13 地方税が高いのに、福利厚生が整っていなく、大いに不満。

14 市税が高い、福祉が悪い。若者が住みにくい。

15
行政の為の市政でなく、市民の為の行政であってほしいと思います。公務員は別格のような態度が見受け
られることもしばしば。そこは市政にたずさわっていることの自覚と市民に対しての配慮を願いたい。

16 退職金が高すぎ。

17
市役所などとても節電の意識が高いように見うけられ、好感を持っています。仕事ぶりは、まあ、利益を上げ
るために働く民間とは違うので、比較はしづらいですが、とても親切だと思います。これで、市民税とか、もう
尐し安くなると良いのですが…。

18

支所の人員が多いのでは（何時も暇そうである）
職員が多過ぎる。
笛田公園は民間委託前は、５～６人で管理していたが、委託後は２人で管理している。他にも民間に委託し
た方がよいものがあるのでは。
天下りが多い。

19 鎌倉らしさを生かした街作りを。

20
高い住民税を支払っているのに、恩恵をほとんど感じない。公園、公衆トイレ、図書館、市営プールの充实。
市役所職員のサービス精神の向上。

21 税金が高すぎる。

「Ⅰ．市民自治」について
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22

財政難が続いているのに、市役所のイスが一部のみ破れていたのに、全て交換していたり、生涯学習セン
ターのピアノの購入額を知ると、市政に失望するばかりである。私たちは税金をきちんと払い、残った生活費
の中でいろいろやりくりなど工夫して日々をすごしているのに、税金の使われ方を知るとあきれてしまう。住
み続けたいのではなく、住み続けざるをえないのだから…。未来に希望がもてないと思う。

23 これからも鎌倉をよい町へするための市政を続けて下さい。

24
一般生活においての有料化傾向は、縮小していただきたいと思います。Ex,ゴミ有料化は歓迎しません。戸
籍、住民票等必要な時のサービスの有料は当然かと思います。基礎生活における財源は地方税等の予算
でお願いしたいと願っております。

25
財政の厳しい中、いろいろやっている事は、理解するが、まだまだ、無駄が多いような気がします。はっきり
言って職員も削減した方が良いと思う。市役所へ行くとつくづくそう思う。（支所なども）

26 市役所へ行って思う事は、テキパキと処理してくれていますネ。親切に対忚してくれます。

27

藤沢市の市政の方が、教育（子供達の遊び場、設備など含む）・老後（藤沢市は小学校など、将来老人ホー
ム化対策していました。２０年前から）の対忚が早かったせいか、願わくば、藤沢市民に戻りたいと思ってい
ます。市の窓口、駐車場（政センターなど）の警備員の教育が悪いです！まず、藤沢市の職員及び業政を見
習い、努力しない限り、「世界遺産」なんて、はずかしいですョ!!本当に鎌倉市は「住みにくい市」です。住んで
いる人間が思うのですから。改善する気がある？ためのアンケートですョネ？結果を報告するのではなく、
实施、改善すべし。

28 もっとコンパクトな行政府とすべきでは。

29 支所の必要性について検討していただきたい。

30 若者が気楽に住める街にして下さい。

31 市役所の職員が多すぎる。人数へらしてもう尐し忙しく仕事をしてほしい!!

32
市職員の人権費が高い。民間並に下げるべき。市民税も高すぎる。老後安心して暮らせる街作りをお願いし
ます。

33
現在の「民意」や「価値観」に基づいて、市政を行えば、大人の社会や都市はできない。市民は大人の顔を
した子供だらけです。ポイントをかせいだりしないで、知られない所で、しっかりとかじ取りをしていただけれ
ばと思います。

34 住民税が、とても高くおどろきました。（７ヵ所引越しを経験しましたが）もう尐し減税してほしいです。

35 市の職員が多すぎると感じます。

36
住民税が他に比べて高いと思います。その分、若い世代にも定期的に無料の健康診断をもっと増やしたり、
高齢者への手当てをもっと考えていただきたいと思います。

37 納めている税金に対するリターンをあまり感じない。

38

市職員の制服での（防寒着を含む）通勤、昼食のための外出時の着用禁止。
市からの支給品であると思われるので、私用での利用は本来おかしい。
洗濯は個人負担ですか？
市関連の建物の中に無駄な張り紙が多すぎる。又、広報関連資料も多い。キタナイ。経費も削減必要。

39 レイウェルの様な場所を土、日、祝日の半日でもいいので、毎週開放してほしい。

40
鎌倉市は豊かな自然環境と歴史的遺産、伝統的な文化など、誇れる物も多い都市なのに、税金が高い割
には、総合的に首を傾げる問題、疑問が多く感じる。道路、交通の整備やまちづくり計画の形成、景観など
本当に考えて計画進向しているのか疑問である。

41

市職員のより一層のスリム化（減尐、充实、配転ｅｔｃ）
行政サービスのメリハリ（統廃合、配整備）
情報公開への取組み強化
公僕としての一層のサービス精神教育（職員一人一人に）

42 他の市町村にないカマクラの特色を生かしてほしい。寺社仏閣にたよらず。

43
全国的に財政難だから、鎌倉だけの問題ではないのですが、財政が厳しいので、人員（職員）も最小限にし
て、行政も無駄のない様に、本当に必要な事だけする。（無駄な道路工事はやめる。）
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44
家族が入院していて、入院した家族の住民票が必要な時があり、代理でもらいに行った。入院している家族
は、病気で字が書けないのでと言ったのに、それでも本人が書いた委任状が必要だと言われた。本人の身
分と代理人（私の）身分を証明するものを窓口で見せれば大丈夫にするなどの融通をきかせて欲しい。

45
日本一高い給料をとっている市役所職員。日本一住民サービスの悪い鎌倉市には住み続けることがいやに
なりました。日本一高い市民税を下げるための努力が足りない。

46

ずっと鎌倉に住んでいるので、これからもっとよりよい鎌倉になってくれる事を望みます。その為に若い人が
来て住んで、高齢者市ではなく、若い人の市になってほしいので、出産や子育ての支援を充实してほしいで
す。子ども達が安心して遊べる公園、スポーツできる場がほしいです。若者がいなければ高齢者へのサ
ポートもできない。サポート側への手当ての補助もムダな道路のほりかえしをそっちに当てて下さい。

47 市役所職員等、公務員の給与は、一般サラリーマンの給与水準とバランスを考えてもらいたい。

48 議員定数も減らして、無駄な経費を削減して欲しい。勿論、市職員の給与の減額も検討課題は必須です。

49
市立の施設が（市民病院など）無さすぎ。自然環境の豊かさは魅力的だが、市政には全く魅力を感じない。
成人式サイテー!!もっと心のこもった夢のあるものに。政治活動の場ではない。

50 税金（固資産税）が高い。余りとると、鎌倉市から出ることも、考えてる。

51 住民税を下げて欲しい。

52 休日、時間外でも受付可能な窓口を増やしてもらいたい。

53
道路（道幅、歩道）、ゴミ処理、図書館等公共施設整備、電線地中化、などインフラ整備を迅速に推進しても
らいたい。また、問題になっている議員数削減、高給与問題など早期対策をはかるべき。

54
世界遺産への登録のためのお金を、もっと街づくりに活かしてほしいです。（税金が高い割りには、福祉が
整っていない印象です。）

55

観光地としての鎌倉も大切ですが、住民のことも考えてほしいです。企業が尐なく税収も尐ないわけで、福
利厚生がうすいし、住民税もたかいです。観光地に来てもらうには、住民のことも忘れてはならず！この土
地をうまく利用し、双方がうれしいかんきょう作りが大切です。ほんの尐額でも良いので観光税でも取っては
いかがですか？保全に役立てたり、できます。

56

市役所の窓口職員の態度をもっと教育してほしい。いつも上から目線でとてもいやな思いをする。
職員の若返り化をはかってほしい。古い人、高年齢な人は頭がかたく、頭でっかちな傾向にあり、これから
の鎌倉にはネックになるのでは…。世界に開けた新しい鎌倉は柔軟で前向きな態勢のとれる市になってい
ただきたい。その為に若くて元気な松尾市長が選ばれているのだから。

57 鎌倉ナンバーの实現を！

58
鎌倉市の市の職員の給料は全国で一番高いときいた。給料を下げて、もっと子供支援にまわした方が良い
と思う。（医療費控除を中学生までに引きあげるや、観賞、観劇など補助、支所などで子供たちに参加できる
催しをするなど）

59
新しい事（サービス）を始める前に、ムダな事（もの）を中止して欲しい。
市の職員の数を見直して欲しい。そのうえで、税金の使い道を考えて頂きたい。

60 人口も減っている現状、議員数をもっと減らして欲しい。

61
豊かな森林保護、道路の保全安全管理、駐輪駐車対策、観光実だと思うが、ポイステゴミ、歩行喫煙等々、
世界遺産をめざす町なら、もっと市政が現場に出て現物を確認して歩くことを、市として担当者まかせにする
のではなく、市長以下全員で順に歩き廻って現状把握するべき。

62 鎌倉市は住民にとって最も身近な行政機関であり、気軽につき合っていける存在であって欲しい。

63 寺社仏閣から税金を徴収して欲しい。→尐なくとも拝観料を取っているところからは。

64 税金（住民税）が尐し高く感じるのは気のせいですか？出来れば下げて頂けると助かります。

65
低迷している日本の中で、鎌倉でも、もっと見直すことはないですか？老人が多いのに税金が高い、歩きず
らい道、公務員の人数、給料、乱発に対する市側のイージーな認可。

66 若い世代にもう尐し住みやすい町づくりをお願いします。

67 もっと低辺で生活をしている人や、６０過ぎた人達の事を考えた良い市政にしてほしい。

68
市会議員の定数が多すぎると思います。財政難なのであるのにもかかわらず、非常勤に、期末手当てを出
すのはいかがなものでしょうか。
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69 税金を安くして欲しい。

70
市の駐車場（本庁舎）、平日は市役所に用の時間だけかと思いますが、实際は受付でスタンプをもらい、何
時間でも使用出来ると聞きます。市民に平等に使用出来るように対処お願いします。

71
市民は寺、神社など拝観料無料にして欲しい。市民は近代美術館をはじめとする美術館などを無料か、割
引にして欲しい。鎌倉に住んでるメリットがあれば観光だけでなく、「住んでて良かった」という町になるので
は。ドラマなどでは鎌倉住まいが良く見えるかもしれませんが、实際住むと微妙です。

72 余り奇をてらった市政にしてもらいたくない。落ちついた品格のある街作りを希望します。

73 市民税が高すぎる。

74
若い市長さんで将来がとても楽しみな市だと思っています。私も尐しでも鎌倉市がよくなるように仕事を頑張
りたいと思います。市政というより国政の問題かもしれませんが、将来に不安があるので、２人目の子供を
あきらめています。

75
きゅう料を下げろ。もらいすぎ。何もしていないのに。
本当に市のこと考えているの？→ならきゅう料下げてもやりたい人はいるはず。
市民税高すぎ。おかしいでしょ。全国一低くしてみれば

76
市長が、今後の鎌倉について、どう考え、どのような動きをしているのかを、もっと市民にアピールしてほしい
です。一人の市民として、市長の日々の職務をもっと知りたいのです。

77

１、行政のコミニュケーション能力不足は大きな問題。日本の行政全体の問題かもしれないが、たとえば、お
年寄にも簡単に理解できるような、言い回しさえも出来ていないのは問題です。市から書類が送られてくる
たびに、近所に住む親は悲鳴を上げている。
２、鎌倉市民へのサービス意識が低すぎる。たとえば土日休日の市役所の駐車場利用料金は、市民と観光
実が同料金というのはおかしい。しかも、駐車場係員の人数が多すぎる。あの広さの駐車場は３人で充分で
ある！

78
玉縄支所の職員の方々は、高齢者に対しても丁ねいな対忚をして下さって、安心して伺うことができます。
本庁の窓口の職員はあまり親切ではありません。子育て支援も中途半端だし、年寄り福祉も、国の縮図の
ようで、人に優しくない。市長の考えなのでしたら、変化してもっと住み易くなることを、希望します。

79
市役所の人間が多すぎる。3分の1～4分の1にせよ！！見ていて、仕事をしている人間が尐ない。税金が高
い割には、市民にいきとどいていない。くだらない行政指導が多すぎてますます住みにくい町になった。

80
伝統やみどりの豊かさを感じると共に、どうしても不便を感じることが多い。また、ブランド力が高まると、鎌
倉に住むことが出来る人が高額所得者に限られてくる。風格を保ちながらも入りやすいまち創りをしてほし
い。

81

市会議員は半分にする。
市職員が多過ぎる。
労働と報酬が不釣合い。
市職員より市民第一の市政をする市長、市の幹部、市会議員の出現は今のままでは不可能。

82
歳入の尐ない中で大変だと思いますが、無駄を極力省いてがんばっていただきたいと思います。
子供達が家庭や社会で愛されていると实感できるような大人の教育が必要なのかもしれませんね。

83 税金をコンビニでも支払えるようにしてほしい。

84 悪い所は悪いままで、１０年以上たっている。きちっとしたリサーチ、対策は全く感じられない。

85
住民の声をしっかり聞いていますか。IT機器の発達で人間が人間としての思考力をなくしていると思います。
楽ばかりをしていれば必ず我身に返って来るものと思います。鎌倉らしさを考えるときが来ていると思いま
す。

86
職員採用は市内在住にした方がいいのではないかと思います。本当に今の職員の人数でいいのかどうか、
給与カットをするのではなく、能力をみきわめて雇用して頂きたいです。民間企業のような仕事に対する厳し
さを感じません。

87 税収の増加：アイデア、観光税の新設、無駄の軽減、議員、職員の軽減。

88
市役所まで行かなくてもルミネ等で住民票を取ることができたり、休日も一部の手続きができるようになって
いることは、素晴らしいサービスであると思う。
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89
世界遺産登録を目指したり、観光実集実に力を入れるのであれば、交通渋滞のこと、ごみの問題などをきち
んと解決してもらいたい。住民が暮らしやすいと思える町づくりをして欲しい。また、マンションや細かく区分し
た土地に住宅を建てるなど、自然、環境を守ろうという方針とは違う町づくりをしているように見えます。

90
そしてまた市民のためにお仕事をしていただいている鎌倉市役所、職員を大切にすることを市長に切に願
います。身近なところ（人）を大切にする市政であってほしいです。

91 市県民税が高い。

92 市民税を前年から判断するのではなく、半年前ぐらいにする。

93
市役所内の行政サービスオペレーションが他の地方行政と比べて遅れている。わかりにくく、非効率的でム
ダな人件費が多く使われているのではと感じる。

94 民間に準じてスタッフの人員の検討を。

95
環境にばかりと唱えているのではなく、気づいた事をハガキで投稿してもその内にやりますと通り一偏の返
事しか返ってこない行政。

96
世代交代を早急に進め、‘お役所仕事‘からの脱却をお願いします。一般市民的感覚、費用的効果のある
市政を望みます。

97

まだまだ民間同レベル社員（同じ大学出身、同じくらいの教養）に比べて給与が高すぎる。ましてや退職金そ
の他手当てを含めば生涯収入で５倍位差がつくだろう。
大船行政センター？支所の正社員と思われる人ほど名札をつけていない。これくらいはやって欲しい。アル
バイトと思われる人は必ずつけているのに、これはおかしい。

98
市役所の対忚がわるい。１２時～１３時の間に行くと、お昼休憩という看板があり対忚してくれなかった。
サービス業であり、税金で成り立っているのだから、市民に対してのサービスは、充实させるべきだと思う。

99
以前、藤沢市に住んでいました。鎌倉は税金が高い割りに、子供への補助が尐ない気がします。寺社仏閣
へ流れているって本当でしょうか？

100 市役所の職員の対忚、態度に横柄なところが見受けられる。

101
世界遺産登録にばかり力を入れ、市民への行政サービスが大変疎かになっている。市職員に市内在住者
が尐ないのも問題であると思う。

102
また、市長はじめ市議会議員、（市の職員も）自らをもっといましめた方がよい。なる時つづけ、一生けん命、
時々顔を出して「私はがんばってます」的なムダなＰＲは不要。实践を。

１．人権を尊重し、人との出会いを大切にするまち

「１．平和・人権」について

1 「平和都市宠言」を出した市にふさわしい市政を行って欲しい。

2
又、単に平和を宠言しているだけでは心が見えませんし、恥ずかしい。オスプレイ問題など今なおまるで戦
場に暮らすかのような沖縄県の苦しみなどについて知り、考える催しを市民に提供して下さい。

1

市政の男女の働くことへの理解はされつつあると思うが、各家庭の問題で、自分は制限されてしまう。具体
的には、仕事中の子供の病欠の時、学校行事参加、家事、それが上手くできなかった時の配偶者からの精
神的に与えてくる苦痛がたまらなかった。働きたい妻と、それをこばむ夫の問題は市政を整えてくだっさてい
るのに、これからも変わらないのか！？とてもくやしいがあきらめてしまっている自分がいます。子供を育て
るには市政の協力、夫婦が協力しあわなければ…实際に自分が子育てをしてみて、仕事をしないという事
は、社会からとりのこされている孤独感と夫への不信感、焦燥感がすごかった。尐子化はそういう精神的不
満の裏がえしなのではないでしょうか。

「２．男女共同参画社会」について
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２．歴史を継承し、文化を創造するまち

「１．歴史環境」について

1 世界遺産登録はしないほうがいいと思う

2
また自転車で寺社も子連れで行き、小さい頃から歴史にふれてほしいと思いますが、子連れでまわれるよう
な所もいろいろ情報提供してほしいです。

3
鎌倉という場所は、子供を育てやすく、老人も安心して住める街のイメージがあるが（環境がよい為）。实際
はいろいろな問題点が多い。歴史的遺産と自然に頼っているだけではどんどんおくれていくと思う。常に新し
いものに目を向けて古い物を守って欲しい。

4
世界遺産の活動が市民の目から見えない。→市民の役割が分らない。→不特定多数の人が利用する、駅、
ショッピングセンター、寺社等で目に見えるPRを望みます。

5
世界遺産登録に向け、邁進されているかと存じますが、市民の意識がまだ低いように感じます。活動内容を
より公的にすることで市民の積極性が高まるのではないかと思います。

6 鎌倉の歴史的遺産と自然環境を大切にしていく事が、子供達の為になると思います。

7
文化遺産の保存法。「世界遺産」と言うのが、はずかしい。遺跡保存がメチャクチャ。涙が出る位だ。外国人
が本当は笑っているのでは？
＊永福寺跡の保存…周囲が人家の乱立。虫喰い状態だ（保証で３割立去き等）

8 世界遺産に登録する予算を、市民の安全、利便（社会保証（障））等に回して欲しい

9 古い町並みを残すようにしてほしい。

10
今年、世界遺産登録を目指し、様々な活動が行われていますが、市教育委員会の「永福寺跡の調査と整
備」の見学会に参加し職員の方や工事関係者の活動の实体を拝見することが出来ました。一握りの市民だ
けではなく、市民全体にPRが必要だと感じました。歴史的景観、建造物（寺社以外）をもっとPRして下さい。

11
世界遺産の登録に関し、市民の意識が低いのをご存知でしょうか。私の回りで積極的に賛同している方は
皆無です。むしろ、なぜ、世界遺産にしたいのかわからないという声が多数聞かれます。もっと具体的に、財
政面も含めて、正直な市の事情を公開して市民に説明して欲しいと思います。

12
世界遺産を目指しているわりに、ホテルなどではなくて、マンション建設ばかりがすすんでいる傾向。市民は
どちらかというとカヤの外で、市長はじめごく一部の人間しか力を入れておらず、まさに税金のむだづかい。

13
世界遺産として誇れる文化財も都市計画も保全等も全くないのですから、「鎌倉を世界遺産へ」などという無
駄遣いはやめて頂きたいです。

14
現状を改善しつつ、良いもの、ところをきちんと保存する。景観（海や山、建築物の色、様色）は特に大切。
電柱を出来るだけ地中に。
京都とは違った良さを出す。イベントなどで利用しやすい様に、学習センターなど利用規定を見直す。

「２．文化」について

1 子供達への文化的な行事を支援、实行して頂きたいです。

2
歴史と文化の街。学術、芸術の街。特色はいくらでも出せる街なのに、生かしきれていないと思う。もっと計
画的により良い鎌倉を作っていくべきだと思う。

３．都市環境を保全・創造するまち

「１．みどり」について

1

扇ヶ谷に暮らしていますが、もう尐し近くに子供が安心して楽しめる公園などの場所があるといいと思いま
す。これから子供を産む身ですが、子供の遊んでいる姿もほとんど見られず、どこで遊ばせればいいのだろ
うと考えてしまいます。源氏山も暗い場所が多く、緑は多いのですが…安心して遊ばせられる場所がないよ
うに思います。

2 アスレチックのような遊具の充实した公園を増やしてほしい。
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3
尐し遠くに行こうと思うと、駐車場代がかかり、渋滞にもはまり…大変です。小さな子供がいますので、ガソリ
ン代や駐車場代のかからない大きな公園や広場があると助かるのですが…

4
自宅の近くには公園がたくさんありますが、一つ一つが小さい公園で、目の前は道路で、ボールが転がった
らイヤだなと思うとなかなか遊べない。広い公園がほしい。海がきたない。うるさいバイクをどうにかしてほし
い。

5
「緑を守る」と市長、市会議員、立候補するときは、皆言われますが、個人の所有物だからとどんどん緑が
減っているように思います。緑が住宅に変って行くのをさびしくみています。このアンケートで良くなることを
せつに望みます。

6
旧市内は、鎌倉らしさに力を入れているようだが、それ以外の地域では緑がくずされ、乱開発が放置されて
いるように思われる。特に山の緑がくずされ、ミニ開発化されているのは、淋しい限りである。

7
小規模宅地開発（特に斜面、緑地）の規制。
公共の広場の設置、整備拡充。

8
鎌倉は自然に恵まれ気候も温暖、歴史的遺産も多く、日本の中でも、数尐ない住みやすい土地だと思って
います。市長をはじめ市職員の皆様には、これからも環境を守るための指導をお願いします。

9
自然環境を守る事に力を入れていただきたい。→山をくずして住宅を建てるケースが多く見られます。規制
すべきでは？

10 便利性を可能な限り削除し、緑化を重視した自然体の町造りへの考慮。（配慮）

11
旧鎌以外の土地（特に玉縄）の緑の保全が護れていない。（開発ばかり進む）横浜市に比べても許可が容
易すぎる！

12
小学生以下の幼児でも遊べる場所があればと思う。小学生が休みに入ると公園を児童が走りまわって、幼
児は危なくて遊べない。

13
子供（学童時期）の放課後の遊ぶ場がなくて、かわいそうに思っている。広々とした安心できる公園をもっと
作ってほしい。

14 山と海と歴史を目立たせて下さい♪

15 永福寺跡の公園がどうなるか心配。あまりいじってほしくない。

16
市の木が山ザクラになっていますが、余りにも尐ないので、観光資源としてのサクラをもっと増やしてほし
い。古都京都を尐しでも見習うことはできないものでしょうか。

17

藤沢市との境に住んでいるが、藤沢市の方が圧倒的に子どもが多く、若い夫婦が多い。彼等に優しい環境
が整えられているように思う。一番気になるのは公園の利用度だ。鎌倉市は公園は多いが整備されておら
ず、雑草がいっぱいでほとんど遊ぶ子どもがいない公園が多い。犬の散歩での利用が認められたら、立ち
よる人も多くなり、結果的に活気が出るのではないか？

18 ふよう土の利用が出来、満足している。

19

鎌倉市は文化や自然を守る、とは言うが、この場合の鎌倉は中心部や北鎌倉だけと感じる。实際、関谷周
辺では、簡単に山林を開発し、古い住宅を壊している。この「内と外」の対忚の差をどうにかして欲しい。た
だ、変に市民に媚びることは必要ない。以前市長が「職員が『外れの方』という言い方で市郊外の方に不快
な思いをさせた」と言っていたが、場所を表現しただけで、それを「あたり、はずれ」と感じたような市民が変
なだけである。

20
自然の多い鎌倉をそのままに。歴史よりも自然の方が大切なのではないでしょうか？人と自然が一緒に近く
でいられる環境が良いのではないでしょうか？

21
鎌倉らしい町並みと緑がなくなって来ている感じがします。世界遺産もいいですが、もっとしっかりと足元を見
つめた市政を行ってもらいたい。

22
子供の遊び場が尐なく、公園遊びは大体藤沢まで行く。
歴史的遺産も大切だが、これからを支えてくれる子供たちへ環境を整えてあげる為にも子供向け施設を充
实して欲しい。多くの母親がそう思っています。
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23

西鎌倉小学校入口にある大きな公園、不思議なオブジェがじゃやまで子供達の遊びものびのび出来ませ
ん。見通しも悪く夜はこわいです。学区内の色々な子供達が集まりやすい立地なので整備して広場にしたら
沢山の遊びが出来るのに…と思っています。外で楽しく遊べるなら、けんこう的ではありませんか？是非検
討して下さい！！

24 未就学児童を抱えていますので、近隣に公園があると非常にうれしいです。

25
鎌倉は歩いて散策して、とても楽しむことができる街だと思います。これからも、誰もがのんびりと散歩し、リ
ラックスできる、緑豊かな街であってほしいと思います。引越してあまり長くはないので、わからない部分が
多くすみません。

26
岩瀬上耕地公園は、一年中ぬかるんでいて、子供が思いきり走れる日がほとんどないので、利用したくても
利用できない。もう尐し市民が有効に利用できるように、土の入れ替えを行い、水はけの良い公園にして欲
しい。

27
鎌倉山には沢山の自然が残されていたのに、最近とても開発が進んで緑が尐なくなってしまいました。２００
㎡以下に土地をわけてはいけない住民協定はありますが、それでも足りません。沢山の緑が残る大きな住
宅などは市が買いとって保存すべきではありませんか？これでは世界遺産にはまだまだ遠いです。

28
マンションが次々と建てられ、その度に小さな公園ができるが、充分なスペースとは言えない。まとめて大き
な公園でゆっくり大人も子供も利用できる公園は出来ないものでしょうか？

29 開発を制限して緑を保全してほしい。豊かな自然は鎌倉の大きな魅力です。

30
腰越地区では我々の子供の頃は山も多数あり緑など話題にする必要のない環境であった。５０年以上前か
ら山を削り始め今でもまだ鎌倉山など削っている。一方で市民が家の建替えをする時など植樹をしないと許
可がおりない。行政が許可をして緑を減らしつづけ、そのしわ寄せを市民にもっていってる。おかしな話だ。

31 外国のように、駅前でなく、街のアチコチに木や花を植えて美しくして欲しい。ありがとうございます。

32 貴重な自然は何とか守らなければならないと思う。

33 公園、緑化整備などをして欲しい。

「２．都市景観」について

1
古都鎌倉らしく、建物の景観をもう尐し鎌倉らしくしてほしいです。特に駅前にもう尐し鎌倉らしい雰囲気がほ
しいです。

2
街並みの美しい環境を作ることをもっと重要視してほしいです。鎌倉には、これからも多くの観光実が訪れる
訳ですから、世界に誇れる鎌倉を目指して欲しいです。

3 観光地域の土産物店も統一性がなく、むしろきたなく見えるのも何とか改善したいものである。

4
また自動販売機は景観を損なうので、設置を中止した方が良い。（ヨーロッパの美しい都市であのような自
販機を置いてある所はめったにない。）

5 店の規制が出来ないか。駅前及駅周辺の店が品格なし。「武家の古都、鎌倉」にふさわしく!!

6
鎌倉は（市政）景観を重視する意識があるのなら、町中にやたら貼ってある、代議士の宠伝用ポスターをな
んとかするべきだと思う。これが無くなれば、景観はかなり変わります。

7
鎌倉に住んで思う事ですが、歴史の街なのに建物が近代的なものが多い事。京都を歩いているとほっとす
るのは、古都の町並みにふさわしい建物が多いからではないか…もう尐し新築の建物も尐し規制し、いやし
系の街にしてほしいと思います。と願っています。

8 道路ではないが、海岸の景観も気になる。市が積極的かかわって、漁師の。

9 マンションが建ちすぎ、景観が損なわれている。

10 鎌倉らしく、住宅地内では、新築家屋の色（屋根も含む）を制限。

11
街の色が統一されていなく、古都らしくないので、マクドナルドなどの色をもっとおさえた色にして、古都らし
い街に表通りだけでも統一が出来たらと思います。
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12

ルールや法律は、全員が守ることで、多くの人が安全で安心して暮らすことができるものだと思います。
それとも、ルール作っておいて、ルールを守らなくて良いと許すのが市民の為だと思われますか？
今では普通の人が、当たり前の様にルールを守らなくなりました。高齢者の分別の無さが目立ちます。
家を出ると、路上やバス停に喫煙者、バスに乗ればアナウンスや注意書きがあっても、携帯電話を見たり電
話をしている。エスカレーターに乗れば右側を体や荷物をぶつけて通る人。帰りは無灯火自転車。
一日でも早く路上喫煙全面禁止にして下さい。鎌倉市路上喫煙の防止に関する条例について（第５条）は何
人が知っていますか。なぜ、ひとつひとつ徹底周知してルールを守らせるようにしないのでしょう。
エスカレーターでは手すりにつかまり、黄色い線の内側に乗り、歩かない様に張紙やアナウンスをしても効
果が無い事は何年もかけて証明できた。駅頭の議員も注意はしない。大船駅東口の下りエスカレーターは
ルミネ地下への様に一人幅にして下さい。既設は危険なので右側を物理的に通行不可にして下さい。想像
して下さい。みんなでルールを守っている光景を。まず鎌倉が皆でルールを守る町になればいいな。

13
世界遺産認定を欲している割には、町の中にあふれる見苦しい自動販売機。もっと目立たない様に、工夫し
たり、商店の中に設置したり、（次いで買いが増えるでしょう）など…工夫すればもっと町の風景もすっきりす
ると思います。

14

世界遺産に登録された街に行ったことがおありだろうか。もしなければ行くべきだ。鎌倉はその価値がないと
わかるだろう。一つ一つの歴史的遺産に価値があるのは認識しているが、とにかく街は汚い。何の規定もな
しに乱立された建物、看板、訪れた外国人は、かなり驚いている。私達日本人は本当の意味での「日本の
美」を忘れているか、理解できないでいるのだ。これから改善していく、というのでは、もう手遅れだ。そして、
ただ登録を唱っているだけで、登録後の市民の生活を守る策を講じていないのにも呆れる。ただのお祭り騒
ぎと「金カネ」が好きな連中の集合体だ。鎌倉の役所は。

15
山を崩し、マンション乱立しすぎた反省はあるのでしょうか。これ以上、人口を増やさないでほしい。道路が
混んで住みにくくなりました。住んで３０年になります。

16 商店の看板、ディスプレイ、ポスター類の規正を、もっときびしく、古都鎌倉にふさわしい色あいにすべき。

17

十二所について
１、十二所果樹園の手前の道にある資材置場にしている会社の管理があまりに環境を悪くしています。
２、朝比奈切通しへの道も同じ会社により、タイルやレンガなどで車を通りやすくするため、アナを補修してい
る。

18

二階堂に建築中のマンションなど、古都の景観を壊す建築物になぜ市が許可を下すのか疑問。また八幡様
をはじめ神社や神社管理の場所の緑が次々に伐採されており、風致地区もなにもない状況に感じる。TVで
紹介されている鎌倉は全て「古都鎌倉」ではなく『食べ歩きの街鎌倉』としての紹介。しかも老舗ではなく、業
界コネのある新しい店ばかり。住民不在で、観光利用、イメージ戦略、県外業者の利権喰いなど、市政で
もっとしっかり、管理できないのかと思う。古くから静かに暮らしたい住民が多いのに、よそ者の流入で古い
商店街や飲食店がつぶれ、どんどん街が破壊されていく様に感じます。もっと古くから変わらない「古都鎌
倉」を守るため、市政がしっかりして下さい。このまま異常過熱の間違った鎌倉ブームが続くと数年後には廃
れた街になってしまいます。高級住宅地としての価値を保って下さい。（税収もキープできるはず）

19

小町2丁目に住んでおります。世界遺産登録するしないはともかく、小町通りは、古都、観光地としての整備
が全くできていないのが残念です。建造物の色や建物の見た目自体にも統一性をもたせる等が必要です。
元々、地元の日々の商店街だったので商店主の方々にそのような意識を持って頂くことも難しいのかもしれ
ませんが・・・

「３．生活環境」について

1 ゴミの戸別収集、有料化に反対します。

2
素晴らしい歴史的遺産があるのに、世界遺産に登録された所と比べると街中、周辺地区が汚すぎる。ゴミも
目立つ。悲しくなります。

3
３、個別ゴミ収集→秋より实行とのこと。それに係わる人件費、車やガソリンの費用はどれだけ増えるので
しょう。

4

公の場所からは館内、構内からタバコを一掃していただきたい。玄関付近、駐車場、入出口（芸術館）他、子
供、老人、病弱者も多く通るので、これは早急に改善していただきたい。因みにコーナン大船店は喫煙所を
撤去した。ありがたい。行政でも、タバコをきびしくやってもらいたい。鎌倉駅（JR）西口もタバコがひどい！大
きらいなのだ。毒煙、ガンの原因大を鎌倉市より無くしていただきます様お願い致します。松尾市長様何とか
して下さい。お願い致します。

5 ゴミの仕分けがあまりにも面倒。
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6
ゴミの減量について、「減らしましょう」というコトバではなかなか動かなくても、ゴミが増えるとどういう問題が
おきるのか、市としては財政上負担がどう増えるのか。または減量したことでいくら負担が減るのかなど目に
見える数量でのアピールをしてほしいです。

7
世界遺産になってもならなくても、鎌倉の町は住み良い町であってほしい。その為にむずかしいゴミの分別
にも協力します。

8
ゴミ問題での焼却炉のクルクル変わる市長の姿勢。コンポスト等で来極力生ゴミを出さない努力をしている
のに、個別収集有料になるのが納得できない。

9
ゴミ問題について、小中学校でゴミを減らす教育をして、焼却場などの施設を造らないようにするなどの具体
的な対策をどんどん实行していってほしい。家庭用生ゴミ処理機の普及は、結構効果があったと思います。
（私の家庭はだいぶゴミが減りました）

10

大船駅西口のコンコースに住みついているホームレスをなんとかしてほしい。ゴミは散らかす、タバコは吸
う。やりたい放題で汚い!!迷惑!!駅としてもいろいろ動いてはいるが、やり方が甘い!!貼り紙もみっともない。鎌
倉の玄関口の大船にあんなのが住みついているようでは世界遺産の顔となれない。最近また別のホームレ
スもいつき始めている。大船駅がなめられている!!

11
ゴミ処理問題は早急に正しい方向性を見い出す必要がある。市内にマンションの建設が進んでおり、人口
の増加が見込まれる中、ゴミ処理場の閉鎖等、市長の判断には理解しがたい部分が多い。長い目で見て、
鎌倉市民が安心して暮して行ける環境を考えてほしい。

12

ゴミ問題について気になっていることがある。分別や「ミックスペーパー」といったゴミ捨てへの対処は良いも
のの、カラスによるゴミ荒らしが問題となっている。自治体毎で対忚に差が出ているのが現状であり、コンテ
ナＢＯＸで守られたゴミの横では破れたネットからゴミが飛散している。市から各自治体へ、ゴミ捨て場への
コンテナＢＯＸ設置をお願いできないだろうか。ゴミの散乱は、景観を損ねると同時に、衛生的にも問題を引
き起こしかねない。

13
ゴミステーションの問題が近所でまとまらないので、早く個別収集を实施してほしい。（置く場所が限定されて
しまう。）

14
ごみ出しのルールの変更が度重なり、現在どういう出し方が正しいのかわかりずらい。（不燃については特
に）
議会の検討事項、決定事項etc、わかりやすく的確に知らせるシステムがあると良い。

15
家の庭でゴミを焼却する人にきびしく対忚してほしい。広報誌でよびかけてもムダ。例えばゴミ収集車でアナ
ウンスするなど、してみては。

16
公園、砂場に動物侵入防止の柵を作ってほしい。（玉縄児童遊園）家の敷地内の電柱にペットの犬がオシッ
コをするので迷惑している。ペットが電柱に用を足すことで道路も汚れるのでよくないと思います。

17 ゴミの集め方を考えてほしい。

18
砂浜がだいぶ減りました。海や道ばた、駐車場でのゴミのポイ捨ても気になります。自然環境に関する活動
や意識は、一部の人間ではなく、市民全体が、関わっていける根本的な教育のあり方と活動が必要かと思
います。どうぞよろしくお願いします。

19 駅前２ヶ所と滑川交差点に設置してあるゴミ箱は継続して設置しておいてほしい。

20 環境対忚車の普及に努める。（ゴミ収集車を電気自動車にする）。

21
最近犬の散歩をしている人のマナーが悪すぎる。（玄関前に平気で小便をさせ、何も処理しない等）市として
注意喚起して頂きたい。

22
単身赴任で住みはじめて１年半ですが、トラブルもなし、快適にすごさせて頂いております。玉縄に市役所、
図書があり、とても便利です。

23
テレビ電波の受信が出きるようにして下さい。ケーブルテレビに加入しないと見ることができません。ワンセ
グも受信せず、すごく不便です。

24
諦らめでなく、回りをみても各家庭が健全な生活をしています。広く世間をみなくてはいけないのでしょうが、
自分で出来る範囲で世の中に貢献していきたいと思う。どうぞ市政に携わる方々にお礼を！！

25
鎌倉を世界遺産に登録して、どんなメリットがあるのでしょうか？市街地はゴミが増えるばかりではないで
しょうか。焼却場の問題の方が大事だと思います。大型店で小売のお店が無くなり、買い物難民が増えてま
す。道路整備や高齢者の生活を優先して下さい。
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26

２、ゴミ集積場がきたなく鎌倉のイメージがガタ落ちです。
＊世界遺産は名所、旧跡中心かも知れませんが、そこに行くまでがここも鎌倉？では恥ずかしいと思いま
す。住宅街、商店街まできれいにしてとはとても出来ません。しかし、せめて道路の整備は出来るのではあ
りませんか？ゴミ置き場の設置もしっかりしたものをお願いしたいです。大ゲサに申せばとても貧しく見えま
す。藤沢から越して来ましたが、がっかりしています。

27

ゴミ政策で家庭でのゴミ処理器（機）の普及に尽力されていますが、实際、家庭で庭に処理器を設置出来る
スペースのある世帯数は全世帯数のうち、どれほどあるのでしょうか。又、処理器は、機種によるかもしれま
せんが一台では処理出来ず，２～３台必要との話も聞きます。以前に計画のあったゴミの有料化は实施しな
いのですか。市民の間では有料もだいぶ理解されていました。もう一度検討が必要かと思います。

28
子育て、福祉に力を入れていて、広報などで、情報も取り入れやすく、よい環境だと思います。
ゴミ収集は、焼却炉の閉鎖にともなって、どうなっていくのか、地域の情報をいただきたいです。

29 JR跡地や広い場所にメガソーラーを!!

30

〈最近住みにくくなったこと〉
「市政」ではないのですが、昔と比べて住居がこま切れの狭い土地に、どんどん建てられて、健康的な生活
がしにくい。例えば駐車による「排ガス」や、「陽当りの悪さ」が、非常に気になります。空地や１件の家をさら
地にしてこま切れに売り出したり、狭い土地に、自家用車の駐車場義務付けなどにより、隣り近所がくっつい
ていて、排気ガスを出し合っていますので。我家も、引越してきた時、南側は陽当りが良く、洗濯、ふとん干し
がよく出来ましたが最近南側の家が建て直しで３階（一部）になり、半日陽が当たらなくなりました。又、北側
の家２件に駐車場がつき排ガスが多く窓（南）を開けるのをためらってしまいます。住みにくくなりました。

31

年末年始のゴミ収集表が各戸一枚でなく、「回覧」になり、しかも、ゴミ関係の冊紙の一番うしろにのってい
た。（昨年度も…？）あれでは見落とす方も多く、ゴミ出しに困った方も多かったのでは…？实際近所では、
その回覧がまわったとか、まわらないとか、遅いとか、のトラブルになった。以前のように各戸一枚にして欲
しい。自分も友達に聞いたし。

32
世界遺産になろうなんてとんでもない！！ゴミ、カラス、トンビなど、とんでもんない問題をかかえといて何考
えているんですか。現实を見てください。お願い致します。

33

鎌倉山の腐葉土について担当者に聞きたい。結構な予算がついてると思いますが？年２回位米袋２袋も
らって来るが大きな木片が多く入っているので、そのまま使用出来ず。半分は燃えるごみに出して居る。ゴミ
減量が叫ばれてる折、担当者はどのように考えているのか。小さな庭に蒔くにはあまりに不適切な木片が多
すぎる。業者まかせではないか。問題提起したので鎌倉市の広報にでも回答して欲しい。

34

・ゴミ出しについて
年配の方のゴミ出しが大変そうです。これからお年寄りが増えてゆくのに、どうなるのでしょうか。明日はわ
が身です。現状では毎日ゴミ出しをする事になっていますね。分別のためです。でも、どれだけ再利用されて
いるのでしょうか？世界の流れは高速焼却炉では？日本の技術で高性能、クリーンなものができていると聞
きます。アメリカではその国の人は新聞もガラスビンも何もかもいっしょくたに捨てていました。住みやすい
町、暮らしやすい毎日とは、日々の生活のちょっとした事がシンプルになることで、公務員の方のお仕事と
は、自身の日常生活と関連した事柄をスムーズに運ぶようにして下さる事だと思っています。どうか”環境に
やさしい”etcといったコトバではなく、現实に目をむけて暮らしやすい環境を作りだしていただきたいもので
す。この上有料化というのはバカげた事です。こういった点は諸外国に学んでいただきたいです。お年寄り
のゴミ出しの代行、人件費と時間のロスがバカになりませんよね。

35 太陽光発電や海辺、緑の対策を打ち出して、自然と人間の優しい共存を目指して欲しいです.

36
ゴミ収集車の働く人達の態度が、いつも、とても、礼儀正しく、親切なのに、感謝しています。ありがとうござ
います。

37 住みやすさと自然、文化を大切に守る町であって欲しいです。

38 ゴミの分別が細かすぎる事により、ストレスを感じている。
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４．健やかで心豊かに暮らせるまち

「１．健康福祉」について

1 高齢者が住みやすい町作りを。

2
地域生活は夜寝るだけのような生活を約半世紀送り、その間、しっかりと納税もしてまいりました。私が望む
市政は一人生活の高齢者にやさしい行政をお願いいたします。

3 鎌倉市では、放射性物質に関する子供への尿検査は实施しないのですか？

4

あおぞら園、小学校、ことばの教审など特別支援に関わる施設の充实を、お願いしたい。
あおぞら園では子供がお世話になりましたが、建物が老朽化しているし、ことばの教审では、利用希望する
児童に対し対忚する学校、職員が足りていない現状だそうです。これからはもっと利用しなければならない
児童が増えると予想されます。検討をお願いします。

5
市民病院が必要。観光地である前に、住民に住みやすくしてほしい。世界遺産や鎌倉野菜を考える前に混
んだ道のため買い物へも行けない事を考えてほしい。

6
保育園の待機児童の対忚をなんとかしてほしい。古い保育園の改装、安全の充实をお願いしたい。観光実
優先にしたいが、一般市民のすごしやすい町づくりをお願いしたい。津波が心配、海のそばに住み続ける事
は難しいと考えている。

7
高齢者への助成が他市、他県より進んでいない。もっと充实した税の配分をしてほしい。福祉が進んでない
ので、早急に改善してほしい。

8 市民病院が欲しい。

9

鎌倉市は歴史があり自然も多く、その中で子供を育てたいという気持ちで他市から転入してきて、その部分
には満足しているが、現实的に生活をしていく上での市からの子育て支援策が藤沢市や横浜市と比べると
まだまだ足りないと感じる。共働き夫婦が増えている中で保育園の数が尐ない点や子供手当て等の支援が
充实していない部分など、私のまわりでも鎌倉の自然の多い中で子供を育てたいという友人も多いが、上記
の点で隣の藤沢市に住む知人も多い。生活をしていく、という現实的な視点から見ると、若い家庭には鎌倉
市はまだ敷居が高いと思う。是非若い世代が住めるような政策に力を入れていってもらいたいと思います。

10 福祉にもっと力を入れてほしい。

11 子どもの医療保障をもう尐しのばしてほしい。中学生くらいまで…。

12 小学生以下の医療費の免除。

13

医療制度を考えてほしい。安定期とは云っても、在宅が無理な場合、３ヵ月以内に転院しなければならない
のは酷。差額ベットも高すぎる。医療行為の出来る（胃ろう、痰の吸引等）の介護施設の充实、又、技術習得
の為の優遇措置等、考えてほしい。若年性の身体障害者や認知症を抱えた家族が、就労出来る手段を備
えて欲しい。介護の為に就労出来ないでいるのに、家族がいるという理由でサービスも受けにくくなってい
る。家族が同居というだけでふれあいのごみ収集もNGとなっているが、尐し有料にしても、病人や老人に声
をかけて、その人達の分だけのごみを持っていってもらうならOK等にしてもらいたい。

14
保育園に入れない条件に”在宅勤務をしている家族がいる”が入っているのはおかしい。家で仕事をしなが
ら子どもはみられませんよ。

15
やや遠慮がちなのでは。いますこし、積極的な姿勢やアピールを示しても良い部分や領域もあると思いま
す。特に高齢者保護など。

16 藤沢市並みに子育て世代の流入が増えたら、もっと街が活性化するように思います。

17 もっと高齢者の事を考えてほしい（全てに）

18
働きながら、親の自宅介護を続ける環境が整っていない。デイケア、デイサービスで夕食までとれると助か
る。

19
高齢の人が増加していくので、予算も増加するでしょうが、障害のある方への対忚もなるべく訪問し、負担を
かけないようにして欲しい。外出するのもとてもお金がかかるようです。最近は医者も往診が多いので絶対
努力して欲しい！！！

20 子育てのしやすい環境づくりをお願いします。（保育料、給食費、学童の充实、など）

21 障害者のサービスを市はこちらから聞かないとわからなかったので、もっとアピールしてほしい。
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22

子育て支援策の充实（より一層の）をお願いしたい。例えば、現状の不妊治療では自己負担（自由診療）と
なるケースが多くある。一部の治療では、県・市までの行政からの補助もあるが、その多くは所得制限があ
り、十分に利用出来ない。また、子供を出産した後も、保育園の入所問題（待機児童、保育費）などがある。
子供がいない人、に比べ、子供がいる人の方が経済的な負担が大きいケースが多く、そこに対する支援環
境をより充实させる必要性を感じる。最後に、以上の意見は述べたが、市のサービス自体には、一定の満
足度は有ります。

23
鎌倉も子供達が昔より減っているのではないかと感じている。活気ある街にするためには、安心して子育て
できる環境を作ることが大事だと考える。市にはぜひ实践してほしい。

24 市立、市営の病院、火葬場の設置。

25
高齢者も大切だと思いますが、子育て世代が住みやすい市になってほしいです。他の市に比べて、子供関
係の助成や制度が尐ないように感じています。マッサージ感覚で毎日のように接骨院に通院しているお年
寄りもいます。そういった人の医療費を子供へまわせたら良いのに…といつも思います。

26
児童手当てをもっと増額してほしい。鎌倉は地代も高く、高額の住宅ローンを抱えざるを得ないため、教育費
を捻出するのが大変。また、藤沢のような大きな公園や児童館がなく、子供を遊ばせる場所もない。子供に
安心して遊べるスペースを与えてほしい。

27
観光面ばかりに力を入れずもっと一般市民の住み良い市にしてほしい。たとえば福祉施設も尐ないですし
（横浜市にくらべて）いろいろな補助金も尐ない。

28 世界遺産登録を目指すよりも、増加する高齢者の社会保障問題、

29
子供を生んでからも働きやすい町にしてほしい。許可保育園を増やして欲しい。現状は四月に入らないと、
許可は難しい為、一年産休をとらずに戻っている人が多い。安心して戻れる環境を作ってほしい。

30 ずっと住み続けたいです。福祉の拡充をお願い致します。

31
鎌倉市は子育て支援や医療などの福祉制度が他市に比べ劣っている印象があります。今後若年層を居住
させるためには制度の強化が必要でないかなと未熟者ながらに思っております。集計がんばってください。

32
昔から住んでいるので鎌倉に住み続けたいとは思いますが、鎌倉市には市民病院がないのがおかしいと思
います!!徳川会の病院は医師会に入ってないのに、市民病院のようで、常に混んでいて、待時間が長いの
が高齢者にはきついです。

33

保育園に入れないことについては不満があります。一生懸命に働き、収入を得ている人ほど入れないなん
て残念です。支援センターも、もう尐し充实するといいです。横浜市の行かれたことありますか？広々してい
て、設備や遊具もよいです。場所もいいところです。日がわりのよみきかせの催しなどもありますよ。鎌倉の
はあまりないですし、いちいち広報をみて申しこみしないといけなかったり。小さい子どもの先々の予定って
難しいですよ。

34 一時預かりのできる保育設備を増やしてほしい。

35 介護などを含めて、老人問題に、十分に力を入れてもらいたい。

36
保育園を増やしてほしい。
公園に遊具の充实（中央公園、自然もいいが、遊具も置いた方がいい）

37
子育てがし易いと思い、鎌倉に期待し移り住み１０年。自然環境や歴史的建造物には恵まれて居り、コミュ
ニティーも問題はありません。しかし、子育て中一番気になったのは、個性的に育てるには相忚しくない。

38

静かで、歴史も感じ、よい市ですが、若者が活発に動けるみりょく的な物がないように思えます。
今、自動車で動いていますが、高年齢になり、車で動けなくなると、すぐにも買物にこまります。かなり買物な
どは心配で、御近所の方もお店がなく、人にたのむのもと…引越されました。１人暮も多く、近所との交流が
役員などしていないと、なかなか持てないと思います。人により、かなり差（交流、活動）があり、こどくになり
がちな町です。

39
福祉に対する援助（金銭的）を省くのではなく、支援する側される側に安心できる政策を考えていただきた
い。

40
藤沢市や横浜市の方が子育て支援が充实していると感じている人が多いと聞いたことがあります。自身も
妊娠、出産を経験して、今後の子育てに不安があるので、安心して子どもと一緒に住める場所になってほし
い。

41 特養老人ホームの増設を希望します。
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42

保育園、学童保育の充实を求めます。子どもを育てやすい、産みやすい状況でないとその地域は発展しま
せん。都心に近く自然も豊か、歴史的にも文化的にも恵まれている鎌倉ですから、福祉の水準が高く、子ど
もにも高齢者にも住みやすい町を目指してほしいです。公園も尐ない、病院も尐ないのが現状だと思いま
す。

43

多くの方々が高齢化していく中で、市内の福祉施設の不十分さを考えさせられます。老人ホームの不足や、
介護施設が尐なく、すぐに、横浜市や藤沢市の施設の申し込みを窓口から言われます。どのくらいの方々
が市外を利用しているのかを、考えてほしいです。高齢者になってなお、３ヵ月ごとに転居させられることを
知ってほしいです。

44 介護保険料が高い。

45
子育てや出産、育児にかかわる取組み強化。不妊治療の助請など。老人ホームばかり出来ている気がす
る。

46 １、高齢者の優遇対策処置等が横浜市に比べて低い。

47 待機児童の解消、出産できる病院の増加等、子育てを支援するサービスの充实をお願いします。

48

近隣市と比べて、子そだて支援が尐ない。高齢化でおざなりにされているとおもう。児童の医療無料（小学
生も）、保育園の増設など、保育園に入れずに、許可外に入れているが、藤沢市は補助が出るのにここはな
いし…観光などばかりに目をむけずに、子供をうんで住みたい街を目指して下さい。子育て世代に手厚い市
でないと、これからはダメだと思います。持ち家ですが、引越しも考えています。

49

１、子育て支援
人口バランスは他地域より早く高齢者が進んでいるという認識。
もう尐し若い人が回帰する仕組みが無いと地域の活性化が無くなる恐れがある。
待機児童を無くすなど、子育てしやすい環境を作り、子育て世代を増やすことによりこの問題の改善が期待
できると考えている。

50

２、高齢化への対忚
高齢化自体にも対忚が不十分と考えている。
介護施設の充实や、総合病院の数を増やす努力をした方がよいと考えている。
町医者が比較的多いが彼等に提供できるサービスは限界があることは明白だ。

51

こちらに住んで丸２年が過ぎた所でございます。もうしばらく住み続けてみると色んな事が見えて来たり、分
かって来たりすると思います。その時には意見も出て来ると思いますので尐々お待ちください。
私の所は鎌倉山で回りの環境が良い所なので、多分住み続けるとは思いますが、高台の為坂が多いので、
今は車を運転する事が出来るから良いのですが、これから先歳をとった時の事を考えるとこのまま住み続け
る事が出来るかどうか不安に成る事があります。

52
・高齢者について
公共、行政の監視の目の届く介護施設を充实させてほしい。

53
義母が昨年の夏に転倒してから、寝たきりの状態になっています。市の方が介護認定に来てくれましたが、
もう尐し認定度を上げた区分にしてもらいたいと思いました。おむつ代がとても高くついています。
入院している病院も地区のケアマネージャーさんもとても良くやってくれます。感謝です。
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「２．学校教育」について

1
市内の公立中学校の体罰調査を早急に行って欲しい。苦しんでいる生徒が可成います。特に運動部「学校
に行きたくない」と申している生徒もいます。

2 鎌倉野菜を使った給食ができたら、子供達は鎌倉を誇りに思えるのではないでしょうか。

3 公立小中の教員のレベルアップ。（学力より意欲）。

4

特にない。学校教育どうにかしないと、お金持ちしか子どもにまともな教育が受けられないことになる。納税
者なのだから、等しくよい教育を授けられて然るべきなのに。市長は教育の策にこだわるべきだ。だって未
来の納税者でしょ？子どもは。
公立がしっかりしていれば私立受験をさせなくてすむ。教育にお金のかかる市だと感じている。頭のよい子
でも学校の先生が塾並みの教育を授けるべきだ。低辺を救い上げる教育ばかりを尊重しているような気が
する。

5
学校の給食をもっと充实させて欲しい。特に中学校への給食を導入して頂きたい。強く希望します。また、地
域活動や平和宠言、景観保存など、取り組みたいと思ってます。いろいろな方法での告知をお願いします。

6

子供を公立小中学校に通わせた経験者として、時に教育者としてしっかり職務を全うできていない先生がい
て、それを２年連続で担任をもたせる校長の管理能力のなさに腹だたしい思いを何度もした。結局は子供に
内申点の低さとなって戻ってきたりするので、保護者達は納得できない面がある。若い先生の方がやる気や
熱心さが伝わる。また、内申点のつけ方が先生の感情が入りすぎている。近隣の市の話をきくと、同じ高校
受験をするのに鎌倉市の中学生はあまりに不利だ。教育委員会は学校、先生の不利な面をかくす所にしか
思えない。

7
歩いて行ける高等学校。幼、小、中まではよいが、高校でポンとハナされる感あり。近くの高校のレベルが
高いため！遠くの学校へ行かざるをえず。学子意欲が低下してしまう！もっと受けいれてくれる高校を！学
力低くても入れる高校が近くにない。→グレてしまう。

8
教育レベルが自由すぎる。各教師が違う方向を向いている。私立に行った方がまし。（学校の理点に向いて
いる。）

9 中学校への給食の導入をお願いしたいです。

10 中学校給食など…

11
中学にも給食を！障害児支援センターの増設を！各小学校にプールを！（←今時ありえない。泳げない子
大勢です。海あり市なのにはずかしい）笛田公園（その他の公園にも欲しいです）にバスケットゴールを増設
してほしい。いつもとりあい

12

子供（長男）の小学校の同級生に問題のある子供がおり、うちの子が精神的、肉体的に被害を受けた。学校
側は協力的に取りくんでくれ、問題は沈静化に向かっているようだが、一部の問題児（市外から転入）に対し
て教育サイドも保護者もムダな労力を費やさなくてはならず、かなり腹立たしい。転入家族の子供を受け入
れる場合、面接などして普通に受け入れて良いか（特別な教审でクラスを分けて受け入れるべきか）判断し
て欲しい。教員数足りてますか？給食費減免の適用家計を定期的に監査して下さい。減免受けてて家族旅
行（スキー）に行った家があるのに、真面目に払ってるうちはスキーに行く余裕無い、矛盾している。

13

特別支援級がそれぞれの学校にあり、日々難しいお子さんに対忚されていると思うが、先生の配置にはど
のような基準があるのか疑問に思う。御成小学校では、前年度学級運営が上手く行かなかったクラスの担
任が島流し的に、７，８組の担任になっている様子があり、保護者間でも話題である。特別支援級こそ、多く
の知識やスキルを身に付けた先生に受け持って頂きたい。子ども達が発信すること、困難であればある程、
教員の方々の力が必要とされるのではないでしょうか

14
小学校の古くて汚いトイレなど完成から何年も経過しているものは、新しいものに更新していってほしいと思
う。子供がかわいそうに感じる時がある。

15
高齢者に対する福祉も大切と思うが、未来を造る子供に対する福祉も手厚くして欲しい。学校のエアコン設
置は早急に必要と思う。公立と私立の学費の差を小さくできる様な対策を進めないと、優秀な子供達に経済
上の教育格差を強いてしまう。これも早急に必要と思う。

16 中学校を給食にしてほしい。

17
小、中学校の教員の資質向上に力を入れてほしい。学力向上だけでなく、体罰、イジメなどの対策には。一
学級の定員減を早急に实現して下さい。
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18
未来を担う子ども達を大切にする市政であってほしいと願います。
世界遺産登録にお金をかけるよりも、教育予算にお金を使ってほしいです。

19

小坂小学校の入学説明会で先生が自ら「トイレがきたなくてくさい」と説明していた。实際に使用すると説明
通りで、多くの生徒が嫌がっているとのこと。説明会でわざわざ言うのは「直せないので苦情を言わないで欲
しい」というメッセージのようである。トイレの改修に莫大な費用はかからない。この程度の現場の希望が实
現できない教育行政にはがっかりである。生徒の衛生環境を確保することは、精神面で重要な課題と思わ
れるので、速やかな予算化と改修工事の实施を希望する。

20 中学校の給食開始を期待しています。

21 保育園、幼稚園、学校教育での環境も決して充分とはいえない。あそぶ場所、遊具も尐ない。

「３．生涯学習」について

1
図書館の本の種類を増やしてほしい。広い運動公園が”あれば”いいのにと思う。他の市よりも大規模公園
が尐ないのでは？と思う。

2
私は、小学生から鎌倉市民ですが、家庭の事情で鎌倉市内の学校には通ってないため、市の行政サービス
や、教育を受ける機会があまりなかったです。でも玉縄図書館、大船図書館は学生時代によく利用しまし
た。インターネットから本を予約できるシステムも有難いです。

3
図書館を広くしてほしい。近隣の市（藤沢、逗子）の図書館に比べてあまりにもみすぼらしい。駐車場もほと
んどなく、ここ３０年間、改善がまったく見られない。文化都市鎌倉なら、そのジャンルともなる図書館はもっ
と充实かつ、サービス向上しておくべきだろう。

4 図書館の充实を望みます。

5
図書館については、予算をさいてもらえないことがうかがえて、市民の場としてはレベルが低い。レファレン
ス係も知識が尐なく、感じの悪い人もいる。

6
市民の文化活動（趣味を含め）が容易に出来る（低料金で）施設の拡充。学習センターの部屋、ホールの利
用代金が高すぎる。何を考えているのか！

7 老人が活き活き活動できる場や、サラリーマン層が健康の為利用出来るスポーツ施設を増やして欲しい。

8
図書館がどこもしょぼい。子どもたちがそこで静かに涼しく、また暖かく勉強できるような、スペースをたくさん
設けるべきです。深沢地区の開発に新しい大きい図書館をつくってください。スポーツ施設や買い物、公園
に図書館があれば、多くの人が利用すると思います。図書館の方は皆親切でいい方ばかりです。

9 図書館も大きなものを１つほしい。

10

大船図書館の充实。
市民のための教审充实。（社会人のための英会話、PC上級etc)
市営のジムやプール等の充实。
（大船エリアで希望）

11

月に２回鎌倉駅前の学習センターを利用している。もう３７年目となる。今は利用する人も尐なくなり、あちこ
ちいたみ、給湯审さえ使えなくなっている。カベには穴がふさがれたあとがあり、床ははげ、これが鎌倉とい
う、おしゃれとイメージする町の公のセンターかとは思えない。又、それをもう手入れする予定はないという。
税金は高い。良い事、何かあったらおしえて下さいと申し上げたいです。

12

・図書館について。
歌舞伎、狂言といった日本の伝統文化のDVDを借りようとしましたが、皆無でした。又、リクエストもできない
とのこと。分化都市をめざしているなら、このあたりが充实していないのは、恥ずかしいことでは？（おとなり
の藤沢市の方がよほど充实していますね。）納税者の公共物であるのにナゼ視聴覚の購入のリクエストが
できないのでしょうか？又、本に関しても購入の基準がどこにあるのか、不思議です。藤沢市の方がいろい
ろな本やDVD、CDがそろってます。図書館で購入する物の、公平性、基準の公開、透明性を求めます。私
の友人は藤沢市とのボーダーに住んでいましたが、行政の違いを知って藤沢に越してしまいました。私は鎌
倉に住んでいますので、ここがより良くなってほしいと思っています。

13 その他、駅構内で図書館の返却サービスはとてもありがたい。
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「４．青少年育成」について

1

２才、８才の子を持つ、共働きのものです。３・１１の地震後、耐震工事等、保育園、学童で行なわれているよ
うですが、東京に比べるとまだまだととのっていないと思われます。また、学校の連絡網がいまだに電話で
あり、メール配信でないことも疑問です。（東京の学校はほとんどメールと聞いています。）子育てしやすさを
アピールし、子供を持つ家庭を増やされたいのであれば、保育園設備をもっと充实させ（床だん等）、学童も
プレハブ小屋のようなものから、子供達が放課後もっと明るく楽しめる工夫を（建て替え、おやつを市で調達
するとか）。”お金がない”と保育園をたて替えでなく、補強対忚で済ませているのに、市職員の給与が平均
よりかなり高いのはおかしいと思います。税金の使い方を考え直して下さい。横浜、東京の状況を調査する
等で、前に進めて下さいますようお願いします。

2
子育て世代に安心して生活できる街作りをお願いします。具体的には、小学生の医療費助成や、中学校の
部活動の入部の自由化などです。

3 玉縄地域の学童保育があまり充实していないと聞いており、不安に感じています。

「５．スポーツ・レクリエーション」について

1 プールや体育館などスポーツ施設を増やしてほしい。

2 スポーツやレクリエーション施設が尐ない。利用しづらい所にある。→藤沢市を見習ってほしい。

3 市民の健康増進の為に、海浜プールの横に、温水プール（一年中泳げる）を、作って欲しい。

4 子供達が放課後、休日に思いっきり球技ができる広場があればよいのですが尐ないです。

5 他市と比べても鎌倉市は、市民が利用できる魅力のある公園やスポーツ施設（野球場など）が尐なすぎる。

6
息子が尐年野球をやっていた当時（１６～１７年前）とくらべて、孫の時代は（数年前から）小学校の子供の
地域クラブに対する対忚が冷たく感じる。グランドが借りられない、大人のクラブが優先される等、小学校の
校庭は小学生の利用が優先で、学校側も協力すべきだと思います。

7 体を動かすジム、プールが近くにない。

8 年配者のために気軽に行ける体操教审をもっと増やしてほしい。（元気になれる）

9
鎌倉市には行政によるレクリューションやスポーツ教审、各種講座が非常に尐ないと感じます。民間ではこ
のような施設はたくさんありますが、料金が高いのがネックで、私は横浜市のイベント活動や講座などに参
加しています。横浜市ではこうしたサポートがとても充实していて、うらやましく感じます。

10

①鎌倉は近隣の市に比べスポーツ施設が極めて尐ない。市が働きかけ、企業のグランド、テニスコート等市
民開放に出来ないのか。
②テニスコートも市運営コートは西御門６面。笛田４面と近隣市に比べ極めて尐ない。プレイ人口からもう尐
し増やして欲しい。
③笛田のテニスコートは土のコートで雤、霜で中止が多い。オムニコートにすれば使える日数がかなり増え
る。

11

緑は多いが、公園の数は多いが、思きり走り、思い切り動けるようなスポーツ広場がありません。市内の球
技チームの弱さは他市に比べ、その確保がないということは明らかに違いがあります。チーム活動時だけの
学校庭開放ではなく、球技チームに入っていないお子さんも遊べるようなチャンスは作れませんか。市内の
体力測定ももし基準が低いのなら、そのせいかと…。

12
生涯スポーツが続けられるよう、グランド、広場が足りない。滑川横のグランド使用していますが、尐年野
球、サッカー、ママさんソフトボールと、狭い中で危険を感じながら、です。

13 市民プールは存続して下さい。

14
若い家族世代が利用できる施設、（スポーツジム、スイミングプール、テニスコートetc）が他の市に比べると
非常に尐ない。鎌倉市の市民税に見合った生活の質の向上を期待します。

15 他の自治体と比べて、スポーツ施設や公園が極めて尐ないので、増やして欲しい。
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16

市の公園（高野公園、下関グランド）を益利を目的とした方が（地域の野球クラブやサッカークラブとはちがう
方）、サッカー等の指導に利用している方々がいて決まった曜日に、子供がその公園に行っても遊べないと
いう事があります。改善指導をお願いします。益利目的の方は、きちんとしたグランドを持って、そのような事
業を行うべきかと思います。

17
スポーツ施設を充实して欲しい。特に硬式野球が出来る環境設備、ラグビー（芝）でプレー出来る環境、市
営プールの建て替え。市内一般駐車場利用時に、市民に対して、助金を出すことが出来る施策、策定を（市
内の路上駐車の減尐のため）

５．安全で快適な生活が送れるまち

「１．地域安全」について

1 海岸、山の災害対策が不安。

2
市政ではないかもしれませんが、大船警察について。照明が暗すぎます。せっかくの大きな館物なのに、人
の気配が全くなく、安心とは遠く感じます。入口に交替で人が立ち、安全を見守って頂けないかと思います。

3
変質者など尐なくないのでパトロールの強化をして欲しい。子供を育てる環境として、どんどん悪くなってき
ているように感じる。

4
津波の緊急避難所だけ作って備蓄食料などを置く倉庫を置かないのはなぜでしょうか？以前もe-mailで質
問しましたが、一年以上経ってもお返事をいただいておりません。

5
鎌倉はとても好きな街ですが津波がとても怖いです。ひとりではどうにもなりません。津波対策をもっと考え
てほしいです。お願いします。

6
防災や津波の時の避難建物、場所などを周知させてください。高台へ行く道の整備、備蓄食品、物資などの
アドバイス等、しっかり指導して、学童の安全、市民来訪者を守る姿勢に期待しています。

7 原点にたえず戻って、市民の安心安全を考えた政治を行って欲しい。

8 津波の時の対策も緊急課題だと思います。どうぞよろしくお願いします。

9 防災無線の音がまったく聞こえない。内容が聞きとれない。

10
治安も尐し気になってきました。夜、若者がたまってローゼンのところで話していたり、バイクの音が夜中して
たり…

11
市役所を建て替えて、屋上に、津波から避難できるスペースを作ったり、ゆっくりランチできるレストランも
作って欲しい。

12
地震、津波などへの防災対策、わかりやすい、避難ルートの作成。緊急時の高台へのアクセスが、もっと容
易になるように、ルートや階段の整備など、地形を生かした対策をお願いします。

13
観光実のためだけではなく、永く住み続けている住民、特に高齢者のためにやさしい、心豊かに安心して暮
らせる町造りをお願い致します。（山の落石、倒木があり、下を通る通勤、通学者が危険であっても、市の職
員の方は機敏に処置してくれない事がありました。）（市在住６０年以上）

14 防災つなみ対策も貧弱である。予算の使い道を考りょしては？

15
私が住む山ノ内地区はまだまだ山ぎわ（がけ）などが、土砂崩れをしそうな所が多く、歩いていても、心配に
なります。なんとかなりませんか？子供達も通学路として使用している所なので、とても心配です。ご検討よ
ろしくお願い致します。

16 防災無線が聞きとりにくい。

17
市長や市職員と、地域住民とのコミニュケーションの場を増やし、事前のアナウンスがほしい。地震、つなみ
などの防災対策の周知徹底が足りないように思います。

18 日々の生活が安全で小さい子供から年輩の方が安心して住める町作りを市と市民とで作って行きたい。

19 ４、危険な立木は防災の関点からも伐採すべきです。

20 住民が安心して暮らせる町にして下さい。人に優しい鎌倉にして下さい。よろしくお願いします。

20



21

３、防災対策の強化
３１１以降、行政の関心も増していることは分るが、沿岸地域の住民が満足するスピードでは無い。
以前津波対策のシンポジウムに参加したが、住民の感じている不安は大きいと感じた。
リソースが足りないのであれば、彼らと連携するなど、よりスピード感を持って進めていただきたい。

22 防災無線は風で音が聞こえない。（ホームページやケーブルテレビで、同時に表示してほしい。）

23 安全な街つくりをお願いします。

24 地震津波対策を市役所の方でもっと積極的にしてほしい

「２．市街地整備」について

1
中心部の市街地整は良いが、周辺は遅れている。おおいなるいなかになる恐れ。
世界遺産登録活動中だが、各種分野で整備、対忚が進んでいないように思う。
海岸、山の災害対策が不安。

2 大船駅西口前のマンション計画地の整備促進。

3 １００年スパン、５０年、１０年と内容に依って、都市計画を打ち出し、街作りをしていただきたいです。

4
ＪＲの新駅に大金を使うなら、他のことに使ってほしい。駅は必要ない。地震や津波対策をしっかりしてほし
い。

5
東口駅前再開発の看板を見たが、いつ实現するのか。古都鎌倉の伝統ある街並みを大切に守りつつ、お
年寄や乳児が安心して生活できる街づくりをしていってほしい。

6

鎌倉市の中心部は色々と保護されているが、大船地区はどんどん山や緑が失われ、空地にはすぐに住宅
が建設される。こちらの方は（大船や玉縄地区）同じ鎌倉と思ってもらえていない気がする。世界遺産に登録
される様な場所でなければ、乱開発されてしまうのだな、と思うと悲しくなる。税収のために豊かな緑をこわさ
ないでください。

7
大船駅前の駐輪場ですが、２時間（１時間でも）無料で利用できればとても嬉しいです。せめて、古い方だけ
でもそうなると、買い物の時に怖い踏み切りを越えずに済みます。検討してください。

8

大船観音前のマンション問題、小町の地中管除去問題、その他土地取得問題等、行政の不備が目立ち、対
忚も遅く、市政に対する不信感が強い。
（６）でも書いた様に道路が狭い為、自動車、自転車、歩行者にヒヤリ/ハットが多い。特に土、日、祝は観光
実が多い為、市の中心部へ出掛ける事は殆んど無い。世界遺産の登録で、これ以上観光実を増やす前に、
市民の生活確保が先と思う。（市民税は高いのだから）

9

再開発もなかなか進まない、もっとスピードを上げてほしいです。まわりの駅はどんどん開発が進んでいる
し、大船駅だけとり残されている。歴史的な遺産とたくさんの自然が多いところが鎌倉市の良いところです
が、これを残しつつ、オシャレな再開発に期待しています。これまでも、何度も期待してはとりやめのくり返し
なので。早めに計画の詳細を示してほしいです。よろしくお願いします。

10
世界遺産に登録など外にアピールをするよりも、まず、市民が満足して暮らせることが一番では？例えば広
い公園や、スポーツ施設、子供や老人が、安心して暮らせる環境を整えることが大切だと思います。

11 大船駅西口のポスト移転地、図書返却ポストは場所を再検討してほしい。

12 ２、大船駅西口の高架歩道に一部屋根の取付けて無い部分がある。当然取付けるべきである。

「３．総合交通」について

1
土地の起伏が多いため、自転車に比べオートバイが多く、早朝の新聞配達など、オートバイの騒音がうるさ
いと感じることが多い。

2 （５）の信号について；夜間人通りがないのに、信号作動している所が多すぎる。（点滅にして欲しい）

3

その分５０、６０才以上のバス無料にすべき。そうすればもっとバス利用者がふえ、交通もスムーズになる
し、交通事故も尐なくなる。高齢の方の事故、尐々増えている様だし、支所と役所のれんけいがとれてない
のでは…。いきちがいが多すぎ。勉強不足なのか？警察でのこうしん手続、女性の方の対忚悪すぎません
か。仕事をなめてますよ。

4
駅から離れた場所に住んでいるため、スローライフを送るには静かな住環境で良いですが、通学、通勤、待
ち合わせ、時刻が決まっている時のが外出には、とても不便しています。路線バスを利用していますが、運
賃は安くはないし、時間がかかります。

5 公共の乗り物を利用できる環境の整備をお願いします。

6 駅前、駐輪場をもっと、使いやすくしてほしい。保健所の駐車場を利用者が使えるように整備してほしい。
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7 出来れば公共の駐車場も町中にほしいです。

8
鎌倉は武家の街でしたので、道路幅が狭い。違法駐車を減らしてほしい。安全のために。道路上に工事車
輌駐車しておく時は、誘導係人をおいてほしい。民間工事の時。

9 渋滞対策。パークアンドライド、ミニバスの充实、普及。市民へのバス利用促進策等。

10

本当に世界遺産としての真の街を目指すなら、正月のように土日祝日も交つうきせいをかけるか。駐車場
も、宿泊施設も充实させたり、歩道を確保するなど、うけ入れる対策も必よう。パークアンドライドもイミをなし
ていないのだから、考えるべき。また、平日も由比ガ浜～八幡宮間の直行バスを運行するなどしていった方
がよいだろう。また、レンタサイクル、駐輪場も充实させるべき。

11 住民として、車の渋滞を何とかして下さい。

12 モノレールの終電時間を尐し遅くまで走らせてほしい!!

13 北鎌倉駅の改札が遠いので、限られた時期だけではなく、常にもう１つの改札を開放してほしい。

14 駅前再開発、放置車両取締強化、などの活動に賛同します。

15
低公害で低価格な小型電動バスなどの交通手段を取り入れて、高齢者や子供が安心して移動できるように
して頂きたいです。

16 とにかく渋滞がひどいので、改善して頂きたく思います。

17 モノレール増設。

18
西鎌倉から出ているミニバスはだれも乗っていないのに走ってます。いくらかかっているのか、経費のムダ
です。どうしても困る人はタクシー代でも払っては？

19 市内幹線道路の渋滞緩和。および信号の時間と切りかえのタイミングについて対策を講じて欲しい。

20

無謀な自転車の運行を取締って欲しい。
私鉄駅における駐輪場の整備。
職員の削減。
特に藤沢市に比べ、インフラ整備が遅れている（特に道路）。
鎌高前の複線化による渋滞の緩和（海側の増設）

21 「鎌倉ナンバープレート」などを導入する事により、市内の交通事情が向上する事を期待しております。

22
大船～藤沢間にＪＲの新駅を作る計画があるとの事ですが、たった５分の駅と駅の間に何故もう１つ必要な
のですか？その様な予算があるのなら使うべき所が他にいくらもあると思います。大切な事、大切な物とい
うのは地味なものです。そういった所に力を入れる勇気と決断を期待いたします。

23

比較的、便利な所に住んでおりますが、一方で車や人通りが多くなり、週末は車渋滞で表通りは困ることも
ありますし、治安も以前より悪くなりました。岡本は整備はされている方だと思いますが、接する植木地区は
歩道も道路も狭く歩道の段差もあるため、高齢者にやさしいとは云えません。藤沢との境の坂は半分はやっ
とコンクリートで側面をかためて安全に通れるようになりましたが、片側は通りやすいですが、山の葉むき出
しのままです。夜もこの辺りは暗いです。足の悪い方、高齢の方でも、外に出られやすい環境作りをお願い
します。

24
バス通勤してますが、時間通りには来ません。土地（道路）の問題もありますが、もっと快適にバスが運行出
来る様にして欲しい。

25
鎌倉市は良い所だと思うのですが、距離の割りに東京等に出にくいです。もう尐し交通手段が多いと嬉しい
です。

26
玉縄地域も高齢化が進み、マイカーでの買い物も出来なくなる人が増えました。バス停までの距離も長く、
坂も多いので、小型バス（ミニバス）での駅までの運行がされたらよいと思っております。

27 駅のホームに人があふれ、せまくて危険な状態。駅のホームをもっと広くして欲しい。駅全体の改築を希望。

28 自転車マナーの向上、自動車の生活道路でのスピード制限。

29 休日の市内交通規制（車の制限）をもっと考えて欲しい。

30 バスを小型にして、分譲地の中まで入ってほしい。
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「４．道路整備」について

1
幹線道は人、車、自転車、等それぞれ安心安全に行動、通行出来るようにしてもらいたい。道路、歩道、道
幅広くするには、道路脇の市民に協力してもらい、セットバック（藤沢市等）又は、市が買い上げれば広く出
来ると思います。

2 歩行者の歩道の幅のないところも多々ある。

3 主要道路の歩道（主として商店街）が掘り起された後、タイルをせず、セメントで補修は見苦しいです。

4

一番困っていること、七里ガ浜駅より２丁目まで、階段を上がり、自宅へ帰っていますが、途中で道がなくな
り、駐車場のブロック塀をのり越えて、帰宅しています。ずいぶん前はちゃんと道があり、通行可だったらし
い。が、現在は駐車場ができ、のり越える状態、その周りの土地がどこのものかわかりませんが、年寄りの
人が困っています。どうか安全な道を確保して下さい。公共の乗り物を利用できる環境の整備をお願いしま
す。

5 道路整備並びに北鎌倉駅から、建長寺周辺までの、街灯の整備を強く強く求める！

6 幹線道路に歩きやすい歩道を整備してほしい。細すぎては意味がない。

7 照明設備の充实。

8
歩道の舗装はフラットの舗装にしてもらいたい。歩くのに登ったり下ったりするため、腰にもわるい。足腰の
悪い高齢者には転ぶ危険が大である。（一度道路行政担当者皆さんで歩いて見てもらいたい。）

9

モノレールの深沢駅の下の自転車をとめるあたりのスペースも歩道があれだけあっても雤が降れば水たま
りが沢山できて、歩きにくいし、自転車もすごく通るので、歩行者が自転車を気にして歩かなければ、いけな
い。JR跡地も周りがゴミだらけになってきて、気になります。深沢は、鎌倉というより、藤沢寄りなので、すべ
てあとまわしな感じがして…車に乗れない私にとっては、歩くのが苦です。

10
電柱の地中化を推進してほしい。せっかくの美しい景観が電柱や電線でそこなわれている。邪魔でうっとうし
い。

11 鎌倉の道路はよくないです。転んで骨折した人が何人かいらっしゃいます。

12
先日の道路の測量など、「平日の昼間家にいる」ことが前提となっていることが多いが、（市政ではないが自
治会も同じ考え方である。）仕事を持っていると不可能である。せめて予備日や代替案など柔軟な対忚をし
てほしい。

13 着实に歩道の改善を願う。

14 電信柱を地中に埋込んで欲しい。

15 子供から高齢者まで安全に暮せるように、道路の整備など、環境をととのえてほしい。

16 道路に穴があいた所をTELすると、すぐ直してくれるので、とてもありがたい。今後もお願いします。

17
住み続けたいと思うからこそ、市民生活に直結する部分の改善に力を入れてほしい。世界遺産登録も大切
かもしれない。めぐりめぐって市民生活に益をもたらすかもしれないが、それ以前に基本的な道路整備、渋
滞解消、緩和のため、信号や右左折レーンの工夫などが先ではないか。

18
（図あり）このように改善できないでしょうか。この小町大路の宝戒寺手前、内田商店前のミラーは、上の方
で曲がったものが設置されています。このようなミラーならば、ミラーの位置が変らず歩行者が歩けますし、
車運転者も、柱の位置が確認できます。
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19

＊道路整備について
（６）項に対する意見ですが、お知らせする事柄の説明等が多く本書を認めました。

私の居住する审ヶ谷はウナギの寝床の様な形状をした谷戸で、その入り口にモンタナ幼稚園があります。
園児送迎のマイクロバスは道路の幅員が狭く、直接園内に園児を送迎は出来ず、園児は谷戸入り口にある
幼稚園専用の駐車場で乗り降りをして徒歩で幼稚園まで行き来しています。
自家用車で送迎する父兄、自転車での送迎もバスと同様に行っています。
専用の駐車場から幼稚園に至る道路の一部（約３０ｍの間）は昔の六尺農道そのままであり、片側は川の
フェンス（鉄柱にエキスパンドメタル）、片側は民家のブロック塀で、車両が通る際は歩行者の逃げ場は道に
は全く在りません。朝は谷戸奥から出る車両も多く、その際には二戸ある借家の入り口（幅六尺×奥行三
尺？）に歩行者は逃げ込むのが精一杯の状況です。
逃げ込んでも園児より小さい幼児を連れた父兄も多く、先日も車両が通過中に幼児が逃げ込んだ場所から
飛び出し、事故になる直前で車両が停止して事無きを得た現場を目撃いたしました。
私はこれと似たケースを何度も目撃しており、自己の車両の運転は園児が行き来する時間帯は極力避ける
様にしています。
現状の状態である遠くない将来に園児、幼児の交通事故が起こる事は必須と考えています。
車両走行時に園児、幼児が安全に避難する場所が必要と考えますが、車両の運転者が園児、幼児の状況
を目視可能な場所に設けるのが第一と考えています。避難場所を小川の上に設置するか、危険な区間を暗
渠にして幅員を拡げるかの方法でしかないと思っています。
因みに审ヶ谷は幼稚園の運動場も含めて、より奥側の人家が在る範囲は見通しの利く道幅で（小川は暗渠
になっています）歩行者も安全に通行が出来ます。

先祖代々、この「津村」の地に住んでいます。
生まれ育ったこの穏やかな谷戸「审ヶ谷」に愛着があります。
子供たちの日々の安全確保の為、本書を認めました。

20 老朽化した道路（特に歩道）の整備と維持管理。

21
道路も、国道、県道、市道、私道、連帯し、地域の人々が住み良い町作りをしてほしい。時間がかかるが、ス
ピードが必要。

22 道路幅のせまい所が沢山あり、運転しにくい。

23 歩道の確保を!!

24
とにかく道路のひどさに腹が立ちます。「鎌倉を散策」する人で渋滞する歩道。自転車の走れない車道と歩
道。世界遺産登録よりも住民の生活では？

25 植木、岡本地区のホームセンター、湘南鎌倉病院周辺の道路事情が良くないです。改善を！！

26
鎌倉に移住して五年になりますが、次の二点が気になります。
１、道路の整備がなされていない事。

27
鎌倉一番の観光スポットの長谷駅から大仏までの道路の狭さ、世界遺産の街となって、観光の方々が増え
たら、ますます危険になるでしょう。又、電線の配線の醜さを見ると、他国の観光者がどの様に感じている
か、早く地中にでも整備が必要でしょう。

28
日本を代表する観光都市というにしては、鎌倉の市街の景観はあまりにもみすぼらしい。これは鎌倉行政の
文化的レベルが問われる問題でもある。せめて中心部も電柱など早急に地中化をはかるべきだ。

29
隣の藤沢市を、見習い、道路インフラの充实を、早急に行うべきであると思います。
世界遺産登録を進めているのならば、宿泊施設の整備や、道路インフラ整備がより一層必要だはないかと
思います。

30

津西一丁目白山坂道路入口のカーブ附近の道路のひび割れ多い。
川島整形からの歩道がでこぼこ。段差、穴あり。危険。雤が降る時水が溜まる。
車止め（ポール）一本ゆるみ、子供達が時々のっている為危険。交換して下さい。
歩道に穴がある為子供、年寄が通る為、危険である。

31 歩道の狭さは、危険！！歩行者、自転車（道幅がないから車道も走れない）
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32

高齢化がすすみ、子育て世代を増やしていかなければならない鎌倉市なのに歩道の幅、ガードレール、照
明などの整備がとても遅れていると思う。自転車も多いこの町で子育てをしていてとても不安に思います。常
楽寺から大船に向かうバス通りには、ガードレールが必要だと思います。車量も多くおおぞら幼稚園に向か
う子供達が沢山行き交うので、悲惨な事故が起きてしまう前にガードレールや信号機などの整備をしてもら
いたいです。

33 職員の対忚は丁寧で良いと思うが、町の安全面が悪すぎる。例えば、街灯の尐なさ、道路の悪さ。

34 海沿いの道、危険なのでサイクリング道路を整備して欲しい。

「５．住宅・住環境」について

1

鎌倉での宅地開発には関心をもちます。最近も北鎌倉駅近く、住民の方の運動で、解決されたと、報告が出
ていました。移りすむ方々の世帯の変化で、しかたがないと思い、かつてはわが家も大きな地主の持ちもの
を分けてもらったのですが、最低限の開発を望みます。又、そのまま、寄贈という形の家も残り、すばらしい
なあと思います。バランスのとれる守りは大変でしょうが、望みます。鎌倉市民憲章に入っていました。言お
うとしている事が！

「６．下水道・河川」について

1 砂押川への下水道たれ流しはやめてほしい。はやく下水道の整備を。

2 上下水道料金が高いと思う。

3 川底汚泥の除去。

4
もう一点。これは市政についてではないのですが、柏尾川についてです。昼間、水面がはっきり見える時は
問題無いのですが、日没後、暗くなってから目をこらしてみると、洗濯泡のようなものが大量に流れています
（ほぼ毎日）川なのでどこに報告すれば良いか分からなかったので、この場をお借りしました。

5
３、「○、○○○○…」が上記の会社だと思いますが、街道沿いにある（あらかわの近く）、その工場の川に
面した斜面もいつもゴミだらけです。川の中に落ちています。他要因もありますが、川が汚いです。

６．活力ある暮らしやすいまち

「１．地域情報化」について

1
独身者の為、余り、学校等に関係がないが、きがるに必要な情報を見られる様なシステムがあればよいなと
思います。

2

携帯電話で情報がとれる様に市として施策をとっていただいているが、市内で携帯電話が使えなかったり、
新しいシステム（LTEなど）が使えないなど、携帯電話のインフラについて、遅れていると感じる。今後、情報
化社会に向けて対忚をして欲しい。古都として、緑を残し、文化を残しつつ、情報化社会に対忚する事は両
立が可能だと考えます。

3 住民登録カードについて、カード化されるとよいと思います。

4 どのようにどこに発信していいのかわからない。

「２．産業振興」について

1 農業、漁業、商工業の発展と市民の安全第一の都市づくりを進めていただくことを願っております。

2 安い飲食店がマクドナルドぐらいしかない。

3 鎌倉野菜がブランド化して高額になったのは残念な限り。

4 緑、自然を守るのも大切ですが、活性化させる為に、ショッピングセンターがあった方がいい。

5 市民農園を整備して欲しい。

6
本社が鎌倉市外にある企業による「鎌倉銘菓」は市の利益につながらないので「銘菓」を名乗れるブランド
等のルールを作成すべき（パルミジャーノ・レッジャーノみたいな）
京野菜のように土地独自の種類でもないのに「鎌倉野菜」など名乗らせないべき。

「３．観光」について

1
歴史的に見れば昔はエコ生活であったので、文化財をエコな形で観光に生かす取組が適していると思う。
（鎌倉内外の人へのPR方法。電動車両の活用等）
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2
「観光のまち」というのは良くわかりますが、観光実のために住民がバスに乗れなかったり、観光実のゴミの
始末を住人がしたりするのは尐しおかしいと思います。鎌倉は、住人よりも観光実が大事なんだなと思うこと
が、とても多い。これはいかがなものかなと思っています。

3
案内看板等を設置する時は現地をよく確認し、担当者のみならず、複数の人で見ていただきたい。（以前、
湘南町屋駅前の中央公園案内看板の設置方が利用者の立場になっていないと提案しました。）早々に変更
していただきその時はありがとうございました。

4 観光の街、かまくらにしては、公衆トイレが尐ない。遠足の学生さん達がお弁当をひろげる場所が尐ない。

5
観光地鎌倉なので仕方ないのかも知れないが、行政が市民より観光実の方に向いている感じがする。市民
にとっては観光実が増えて恩恵を受けることは何もないのだから…

6
鎌倉を観光地として集実するにあたり、夜の観光は考えないのですか？例えば鎌倉街道の街灯を明るくす
るとか、商店の閉店を遅くするとか、宿泊設備を充实させるｅｔｃ…京都に負けない位の独自の開拓方法はな
いのですか？…

7
昨今、世界遺産の件にて大きく報道されているが、公衆トイレが表駅から八幡宮までの間、いくつあります
か？観光実は各店舗に入ってトイレだけ使って出ていく現状である事、整備の問題多くある事を考えて下さ
い。そういう事が整ってからの事ではないでしょうか。

8

観光できてくれた人が、江ノ電など公共の乗り物にのるために長い時間待ったり、車の渋滞で苦労している
のを見ると心苦しく思います。小町通り、駅まわりには、店にも入れない人があふれています。（「食べ物難
民」とかいうそうですね）駅舎を広げる（高くする）とか、増えつづける観光実への対忚をやさしくしてください。
いい街に住めて感謝しています。これからもよろしくお願いします。

9
公衆トイレがあまりきれいでないのが昔から気になっていて、国際都市としては尐し恥しい気がします。鎌
倉っ子として半世紀経ちつつあります。より良い鎌倉を期待します。

10
市内の、特に観光地として、多くの人が集まる（又はアクセスする）場所の整備をすべきで、景観的にも安全
面からも電信柱を、撤去したり、歩道を広くしたり、外国人向けの表示も多くしたりすべきである。幹線道路
の整備はどの都市にも劣るので公共投資すべきである。

11
世界遺産や古都という言葉に踊らされて、観光実が来て、お金を落としてくれる町になっているか疑問です。
夕方６：００になると閉店作業を始める商店。とても「来て下さい」とは思いません。もっと一日中楽しめる町に
してほしい。とてもよい名跡があるのにおごりがあるように思えます。鎌倉と江ノ島を船で往復するとか。

12 古都観光のイメージだけでは古臭くて、未来が見えてきません。

13
観光実は今後増加すると思うので、この方々の行動パターンを把握し、住民も過ごしやすい街にしてほしい
です。

14
観光だけじゃなく、市民の目線で見た、市民の為の鎌倉にしてほしい。住みやすい街にしていただきたいで
す。

15 世界遺産を目差すのであれば、きれいなトイレを増やす事が必要だと思う。

16
駅周辺に日常の買い物に行きますが、休日はなるべく出ない様にしていますし、その様な住民は多いと思
います。渋滞によるバス、タクシーの利用は無理だからです。お年寄りの多い町（街）だと思うので、他県か
ら観光目的に来る方（自動車）から観光税なるものを頂いて福祉の為に当てられたらと思います。

17

トイレ事情ですが、鎌倉はまだまだ、とても汚く、がっかりします。外国人の実を案内するのも和式が多く、公
園も神社仏閣も汚い、駅も汚い。老人になると、膝が痛く座れなくなる人が多く、洋式が開くのを待っている
人が沢山いました。アメリカやヨーロッパ等はどこもびっくりするぐらいきれいです。東京はずい分ときれいに
なりましたが、東京の友人を呼ぶことが恥ずかしいです。

18

日本の中でも有数な観光地である鎌倉。海外の方から見ても日本の文化を身近に感じることができる魅力
的な場所だと思うので、どんどんプロモーションしてもらいたい。また市民ボランティアなどを募集するなど、
市民も一緒になってアピールしたい。
また、よく海外の観光実に道をたずねられることが多いので、英語でのサインなどわかりやすい道案内の表
示などもあるとよいのではと思う。期待してますのでがんばって下さい。

19

昨年、東京の友人から言われました。世界遺産に登録と言っているわりに、大仏様や神社、仏閣などでの外
国語（英語）での表記があまりにもおそまつで、外国人を連れていて恥ずかしかったと。具体的には、英語の
文法上のあやまりをそのまま書かれていたetsです。文化都市とはいえませんよネ！ちゃんとチェックをお願
いします。
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20

市長選の際にには、候補者の皆さんが観光税の導入を政策の一つに掲げる一方で、これまで实現に向け
た議論が成されていない印象を否めません。観光産業に携わる市民は尐ない中、観光実の増加に伴う負
担。（清掃や市内整備など）を市民のみに強いることにより疑問を感じます。世界遺産登録に向けた活動は
観光税の導入を前提に進めて頂きたいです。

21 観光実ばかり大切にしないで、地元の住民を大切にしてほしい。

22
観光に力を入れるのであれば町並みや景観など、又、歩道の整備等、速やかに進めていただきたいと思い
ます。

23 もっと観光実が来てくれるような鎌倉市にして下さい。

24
世界遺産に登録するなら、まず、駅のトイレ、学習センターのトイレの改修を御願い致します。お年寄りの多
いので洋式としゃれたトイレの発そうをしてほしい。まあ無理かな！！

25 観光実によく場所を聞かれる、案内板の充实及び公衆トイレのより整備をしてはどうですか。

「４．勤労者福祉」について

1 若者の安定的雇用の推進といった内なる問題に注目してほしい。

2 女性が近くで働ける職種の拡大、中高年でもグリーン産業など！

3
また、鎌倉市にはなぜハローワークがないのでしょうか。住民税が高いと言われている割には行政の質がと
もなっていないかな、というのが率直な意見です。

4
よくがんばっているとは思います。
東京に勤務していますが、本当は鎌倉で働きたい（仕事がない）

「５．消費生活」について

1
物しも若干たかく、大型スーパーも入っておらず、自然かんきょうはよいが、このご時世、市民にはけっしてく
らしやすいところではなく、「鎌倉」という名がついただけで、たいしたものでなくても、高値な傾向も残念。

７．計画の推進

「１．市民参画・協働の推進」について

1
自治会等の活動がマンネリ化していることから、限界があると思うが、市がもっと町づくりに対する参加、活
動をうながし、協力得ること必要。

2
市政にボランティアとして協力できる項目や内容リストがわかると良いと思う。（不勉強だったかも知れない
が）

3
鎌倉市政が変わる風を感じている。これまでの慣習や権力、地域の損得を捨て、市民が心から行政に興味
を持ち、参加したくなるよう、施策をＰＲして欲しい。

4 もっと市民や、観光実の意見要望などを、積極的に取り入れていくような仕組みが必要だと思います。

5 情報公開をより積極的に行って欲しい。

6
高齢化率が非常に高い自治体なのだから、高齢者の残存能力が活用できるような社会を作ることが、鎌倉
市の発展につながるのではないだろうか。

7
古都の良さを残しつつ、積極的によりよい街にすべく引続き市民をリードして下さい。市民としても積極的に
関与していきたいと思います。アンケートありがとうございます。
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「２．コミュニティー活動の活性化」について

1

私は昨年隣の横浜で住んでいて、今いる住居とは同じ様な所でしたが、隣人の方と挨拶してくれる様で、仕
事帰りでも声を掛けてくれたりしていたけれど、今の場所に来て、町内会費を払っていて、けど、回りのア
パートが多いのか、あまり人との係わりがないので、行政面ででも横浜と比べてしまい尐し寂しいです。市長
さんとは孫が卒園した関係で、幼稚園でお顔を覚えていて、私が鎌倉に来たのも何かの縁なので、今後の
鎌倉市政で色々変えてくれると思うので、楽しみにしています。

2
町内でも、元々住み続けている人と新しく引越して来た人との意思疎通が高齢者が多いためかうまく行かな
いケースが多いと思う。特に女性の場合につき合いがむずかしい面があると思う。

3 地域ごとに様子が違うので各行政センターが中心になったら良いのではと思いますが。

4
カンカン、ガクガク、コミニュケーションが基本。市役所の役職員も一般人と気軽に（但し、時間と場所を決め
て。例えば、市役所内の旧食堂、支所のロビーの一部で）話せる場を設け、広報やホームページでPRして欲
しい。

5

企業経営者なので、ここで、終生頑張ります。市役所の各位には、日頃お世話になっております。
学校は定年後の先輩、地域の皆さんが授業もボランティアでバックアップすべきです！すばらしい人材が多
く住んでいるのですから！
私の叔父は（材木座在住）定年後、長年、市のNPOのまとめ役をやっていました。高齢者等を活用して下さ
いませ。

6 結果の報告、広報だけでなく、向う３年間の活動を出来る丈、住民に知らせ、意見を集って欲しい。

7
当地に移り住んで１０年以上経過しました。鎌倉市にあこがれと期待はありましたが、以外と生活しづらい町
だと感じています。私も含めて、以外と市民の連帯感がうすく感じられます。高齢者が増々多くなりますが、
人にやさしい町造りを期待致します。

8
一人暮らし高齢者が気軽に近所の若い世代の家庭に、ちょっとした頼み事、ちょっとした話し相手ができる
様なサークルなどを立ち上げて欲しい。

9
もう尐しそういった公共施設、市民の場を、充实することに税金をつかってほしい。また、鎌くら地区、玉な
わ、深沢などで、青尐年会館で催されている内ようにも、差が出すぎ。

10
東京近郊の貴重な町。鎌倉が愛され続ける為にも、鎌倉在住の外国人はかなりの数だと思うのに、接する
チャンスが尐ない。是非交流の機会をもっと多く作って欲しい。

その他の意見

「本アンケートに関する意見」について

1
このような試みはありがたいことだと思う。今までは市民の声などまったく聞いていなかったと思うので、これ
からも、続けて欲しい。対象は２０００人といわず１００００人位で学生も対象にすべきではないか。

2
市政についてではないが、例えば、問２４の設問はあなたの住んでいる地区では、としなければ、意味がな
いのでは。他地区のことはよくわからないし、このような画一的な問では、地区毎の特性をとらえることがで
きない。

3
健康課からもアンケートがきたが、何をどうしようとしているのか。手間ひまかけて、書類作成等、ムダな費
用と時間をかけていると思う。特に収入がないのに、いいのかなと、疑問。

4

本回答に際し、一定の知識を得ようと思い、ＨＰにアクセスしたものの、企業と異なり、情報が組織ごとの縦
割りになっていたり、同一の統計が継続されていないものもあり、わかりにくく、肌感覚でしか回答できない。
その為、質問についても、「わからない」と回答せざるを得ない項目が多かった。過去のアンケートにも多
かったが、観光実や地域振興に重きが置かれ、住民にとってはあまり住みやすくない。生活に必要な施設
が尐ない。声が大きい人に有利な都市であると感じる。（緑地の保存運動そのものも新しく住民になった人
が始めたというのは住民エゴそのもの）セットバック部分には緑を植えましょう（置きましょう）書いてある書籍
すらあり、イデオロギーに偏りを感じる。特殊な市と感じる。

5 設問の意図が分かりにくいものが多いので、もう尐し考慮したらいかがでしょうか。

6
今回のアンケート内容から、いろいろ知らないことがあることを知りました。もう尐し行政として、アピールの
方法を教えていただければと思います。問題意識を持っていない（知らない）ことが多くビックリでした。
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7

平成２３年度市民意識調査でめざすべきまちの姿が实現していると感じない市民の割合が高いのは、満足
度指数の低さで見ると、道路整備１２．７％と、勤労者福祉２１．１％である。問７の行政課題で道路整備を問
うのは理解できるが、行政勤労者福祉の質問をしないで、学校教育について質問しているのか？
第２期基本計画第２章第６節ー４をもっと反映した質問を設けた方が良かった。

8
アンケート調査等、行った結果を「こういう仕事をしました」ということ（結果報告）でなく、实行に移してほしい
と思う。

9
政策や制度の制定、廃止などは市民の生活を大きく左右する事柄なのだから、一部の有職者等の意見に
流されるのではなく、全ての利害関係者に配慮して積極的にサンプル調査を行うべきである。

10
市長自らが卒先重範で、道路の清掃等を行っている姿勢には頭が下がります。それが口コミで広がり、多く
の市民の共感を呼んでいることは事实であり、高い支持の源の１つになっているのだと考えています。高い
揺るぎない支持が多くあるので、市長は自信を持ってより良い鎌倉作りに邁進して欲しい。期待しています。

11 議員さんは選挙の時しか見えない。

12 ４、”鎌倉”という名にひかれて住みました。これからもよりよい住み心地を求めていきたいと思います。

13

鎌倉に１５年以上住んでいます。とても良い街だと思いますし、これからもずっと住み続けたいと思います。
松尾市長の熱意や誠意を感じることがよくあります。できれば、長期間市長を続けて欲しいと思っています。
忚援しています。今後県や国政に移られても、今の姿勢を大事にして下さい。他にはない、政治家であられ
ることを信じ、期待しています。

14 市役所の中で何故か市長自ら着物を着ているという噂を耳にした。これはいかがなものかと思います。

15 松尾市長頑張れ!!忚援しています。

16
彦にゃんのようなマスコットキャラが鎌倉にもできたらいい。大好きな鎌倉世界遺産になれるよう、もっとＰＲ
してください。市長ガンバレ！

17
また、鎌倉は開かれているところ。非常に閉鎖的な街であることが残念。一部の富裕層がえらそうな態度を
とっているのは不ゆかい。

18
他にも沢山あるが、一部の富裕層の権利を守るだけの街ではなく、だれにでも愛されるよう、根本を考えな
おし、市政をたてなおすべき。市職員は給与がたかが尐し下がっただけで活用できず。そもそもこの意見が
市長に本当に伝わり改革されるのかも疑問。

19 忚援しますので頑張って下さい。

20 これからも住みやすい鎌倉をおねがいします。

21
学生故、あまり市内で活動する事がない身ですが、とてもいい町だと思います。隣人問題などは今のところ
ない事がその理由です。このアンケートを機会に、市内の行政をもう尐し調べてみようと思いました。

22 松尾市長、頑張って下さい！支援します。

23
市長のツイッターを拝見させていただいております。今後も活発でクリアな情報発信をお願いいたします。私
達市民にお手伝いできることがあれば、一生懸命させていただきます。

24 四十年前になりますが、とても便利になりました。孫たちのためにも、これからの発達をいのります。

25
二世帯住宅の水道料金について。使用量が多い程、単価料金が高くなるので、二世帯住宅は、一世帯あた
りの水道料金が大変割高になってしまいます。横浜市ではこの事態に対して特例制度を。

26
タテマエ論が多すぎる。文化人と称する人の意見に振り回されないで基本的なことを自信をもって行って下
さい。

27 市長の声が聞こえない。

28 まだ、鎌倉に住んで２年程ですが、とっても住みやすくて、いい街だと思います。

29 よくやっていただいていると思います。住みやすい街だと感じています。

30 ちゃんとしている、という印象を受ける。これからも続けていってほしい。

31 住んで一年なので、よく解からない。

｢その他の意見」について

29



32
市長が町づくりに一生懸命なのがよくわかります。世界遺産登録も真近か。市政挙げて一層の努力を期待
しております。

33
松尾市長になってから、市政の改革が進み頼もしく思っています。市長は行動力があり、一人一人に誠意を
もって接して下さり、市民が尊敬出来、又、自慢出来る市長さんだと思います。市の職員さんも対忚が親切
で有難く思っています。これからも市民の為、宜しくお願い致します。

34 がんばってください。

35 市政をよく見ていないのでわかりません。国政にばかり注目しています。

36 大好きな街です。

37
市長、市議会議員からの発信（考え方）見えないような印象です。双方間の意見が交わされることが望まし
い。

38 松尾市長は全般的に良く行っていると思います。

39 最近よく耳にします。逗子市の方が住みやすいと…考えている方の話をよく耳にします。

40 鎌倉の生活が短いのであまり良く判らず、これから尐し市政に対しても感心を持ちたいと思っております。

41
２年前に引越してきたので、１０年前がわかりませんでした。
これから鎌倉についていろいろと知っていきたいと思っています。乱筆失礼致しました。アンケートお疲れ様
です。
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