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平成２４年度事業計画 

 

●公益目的事業（公１事業） 

 

 都市緑化及び都市公園等に関する普及啓発、利用促進及び運営管理等におけ

る市民参加の推進並びに連携強化を図ることを目的に事業を展開する。 

 

 

 

Ⅰ 利用促進及び市民交流事業 

 

 

１ 公園・街路樹愛護会活動への支援 

   地域住民を中心に愛護会を結成し、公園協会との協働により住民主体で

地域の公園を管理することで、地域の交流を促進し、親しみやすく愛着あ

る公園づくりを行うことを目的とする。 

 

 （１） 公園・街路樹愛護会連絡協議会の運営 

公園・街路樹愛護会の結成促進並びに愛護会との情報交換を通じて、活 

動内容の充実と公園緑地の美化、愛護思想の普及向上を図るため、年 2回の

連絡会を開催し、愛護会活動における課題や要望に応じた研修を行う。 

 

 （２） 公園美化活動への協力 

   公園愛護会の清掃活動に伴うゴミや刈草の回収・処分を行なう。 

 

 （３） 報償金の支払 

   活動助成として、半期ごとに提出を義務づける公園愛護会の活動実績報

告書をもとに報償金の支払事務を行なう。 

 

 （４） 活動団体の表彰 

   活動報告書をもとに活発な活動を行っている団体に対し、表彰を行う。 

 

 

２ 公園サポーター活動への支援 

   市民とともに協力しながら安全で楽しい公園運営を行うために、独自で

「公園サポーター制度」を設け、「人と自然のふれあいを大切に、ともに
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楽しみながら学ぼう」をモットーに活動する各サポーターグループの業務

を行う。 

 

（１） サポーター懇親会 

公園で収穫した食材・資材を活用したサポーター懇親会を開催し、日ごろ

の活動をねぎらうとともに季節の公園の楽しみを味わうことで、サポーター

間の交流を図る。 

場  所：鎌倉中央公園 

開催日時： 8月 25日（土） 11月 17日（土） 13：00～15：00頃 

 

（２） やる樹会 

せん定教室卒業生を中心としたグループで、樹木のせん定と樹林管理に

取り組む。 

場  所：鎌倉中央公園 

活動日時：毎月第１，３日曜日    １０：００～１２：００ 

 

（３） 木っこリーズ・サポート 

木っこリーズ講座の修了生で構成され、専属講師のもと樹木のせん定や

山林の管理を行う。 

場  所：市内各公園 

活動日時：毎月第２金曜日      １０：００～１４：３０ 
講  師：平野内定一氏  

 

（４） 土っきリーズ・サポート 

土っきリーズ講座の修了生で構成され、専属講師とともに育土と自然農法

による果樹や野菜などの育成による苗圃の複層的管理を実践する。 

  場  所：鎌倉中央公園苗圃 

活動日時：毎月第１，３金曜日   １０：００～１４：３０ 

講  師：郷間光安氏 

 

（５） 花はな育て隊 

花を学び楽しむことをモットーに、花壇管理を通して、園内に四季の彩り

を演出する。 

場  所：鎌倉中央公園 

活動日時：毎月第２，４木曜日    １０：００～１２：００ 
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 （６） クリスマスローズ部 

クリスマスローズの育苗と花壇づくりを行い、園内に四季の彩りを演出 

する。 

場  所：鎌倉中央公園 

活動日時：毎月第２木曜日    １３：００～１５：００ 

 

（７） ハーブ園請負人 

ハーブやバラを育て、活用し、また来園者に振舞いながらハーブの楽しみ

を共有する。 

場  所：鎌倉中央公園ハーブ園 

活動日時：水曜日月２回程度  １０：００～１２：００ 

 

（８） この木なんの樹調査隊 

専属講師と共に公園を散策しながら樹木観察し、手作りした樹名板の取り

付けを行う。 

場  所：市内各公園 

活動日時：毎月第２月曜日   １０：００～１４：３０ 

講  師：石島やよひ氏 

 

（９） ’96 みどりの学校 

1996 年度緑の学校卒業生を中心としたグループで、樹名板の製作・取り

替えなどを行う。 

場  所：鎌倉中央公園ほか 

活動日時：随時 

 

（１０） こどもエコパーク指導員の会 

こどもエコパーク「海や山の公園で思いっきり遊ぼう」の計画や下見、

実施時のサポートを行う。 

活動日時：毎月第４木曜日及びこどもエコパーク開催日 10:00～12:00  

 

（１１） 鎌倉グリーンボランティアの会 

鎌倉中央公園や市内で減少している野草の育成・管理を行う。 

場  所：鎌倉中央公園 

活動日時：毎月第４木曜日  １０：００～１２：００  
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３ イベントの開催 

 

（１） 鯉のぼり大作戦 

  修景池に市民から無償提供された鯉のぼりを泳がせ、子どもの健やかな

成長を願うとともに、初夏の風物詩としての演出を行う。 

場  所：鎌倉中央公園 

   開催期間：4月下旬～5月上旬 

 

（２） わくわく花フェスタ 

花苗の販売や園芸相談、その他各種体験コーナーや模擬店の出店などの楽

しい催しを通じて、緑化の普及啓発と公園の利用促進を図る。 

場  所：鎌倉海浜公園（由比ヶ浜地区） 

開催日時：4月 29日（日・祝） １０：００～１４：００ 

 

（３） おはよう花市 
早朝開園にあわせ、アサガオの鉢植えをはじめとした花の展示即売など

を行い、緑化普及啓発と公園の利用促進を図る。 

場  所：鎌倉中央公園 

開催期間：7月 14日（土）～16日（月・祝） 

 

（４） 子どもお泊り里山体験 
早朝農業体験など集団自炊生活を通じて、里山生活を体験する。NPO法人

山崎・谷戸の会と共催し、自然と親しみ触れあう総合学習体験事業を実施す

る。 

場 所：鎌倉中央公園野外生活体験広場ほか 

開催日：7月２９日（日）～３０日（月） 

対 象：小学 4年生～6年生 

 
（５） フォトコンテスト 

市内の公園での素敵な一瞬をおさめた写真を公募し、コンテストを行い

優れた作品を展示することにより、公園で感じた四季や自然の魅力を、写

真を通して広く市民に発信する。 

場  所：鎌倉駅地下ｷﾞｬﾗﾘｰ５０及び鎌倉中央公園管理棟 

開催期間：11月上旬～下旬 

 
（６） 鎌倉中央公園フェスティバル 
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震災時に避難できる｢防災公園｣や、緑化意識の高揚を図る「都市緑化植 

物園」でもある鎌倉中央公園を PR し、市民参加を図り自然環境を活かした

公園づくりを目指すため、NPO法人山崎・谷戸の会や鎌倉市消防本部等との

協力で、消防士体験や公園の季節の食材・資材を使った各種模擬店等の催し

を実施する。 

場  所：鎌倉中央公園 

開催日時：１０月２８日（日）    １０：００～１４：００ 

 

（７） どんど焼きと春の七草粥 
お正月のお飾り等を燃やして無病息災を祈願するどんど焼きと、鎌倉中央

公園内の収穫物でつくる七草粥をふるまう。山崎地区の伝統を継承し、近隣

町内会や NPO法人山崎・谷戸の会との協働開催により、連帯感を深めた豊か

な地域づくりを目指す。 

場  所：鎌倉中央公園野外生活体験広場 
開催日：１月 14日（祝） 

 

 

４ 市民活動団体への支援及び育成 

 

（１） 山崎・谷戸の会活動への支援 

  鎌倉中央公園で自然保護上、重要な地域における自然環境の保全のため、

NPO法人山崎・谷戸の会と協働で田畑や雑木林の保全管理や里山文化を引き

継ぐ農芸活動、自然活動に対する理解を深める啓発活動など市民参加ができ

る機会を提供するとともに、次の世代を担う指導者の育成活動を行う。 

 

ア 班活動 

 

  （ア） 田んぼ班 

    昔ながらの農作業を伝承しながらの、谷戸田の稲作作業。 

（年間約 40回実施） 

 

実施予定月 体 験 内 容 

4月 田うない 

5月 畔 草刈り 

6月 しろかき・田植え 

7月 草とり 
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8月 畔・土手草刈り 

10月 稲刈り・脱穀 

12月 わら切り・落ち葉かき 

1月 籾殻くん炭 

2月 苗床耕し 

 

（イ） 畑班 

地域伝来の農法技術を実践しながらの畑の維持管理作業。 

（年間約 36回実施） 

 

実施予定月 体 験 内 容 

4月 そば・カボチャの種まき 

5月 サツマイモの苗植え 

6月 小麦の収穫 

7月 小豆・インゲンの種まき 

8月 草取り・草刈り 

9月 大根の種蒔き・耕し 

10月 草取り・草刈り・耕し 

11月 落花生の収穫・さつま芋の洞入れ 

12月 大根の収穫・洗い・干し 

1月 畑の荒起し・整備 

2月 ジャガイモの植え付け 

3月 ネギの種まき 

 

（ウ） 雑木林班 

   下草刈りや間伐を行う維持管理作業。（年間約 18回実施） 

 

実施予定月 体験内容 

4月～8月 草刈り 

9月～10月 下刈り 

11月～3月 除間伐 

 

（エ） 農芸班 

    農産物や谷戸資源を活用した農文化活動。（年間約 7回実施） 
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実施予定月 体 験 内 容 

6月～7月 梅干作り 

9月 草木染め 

10月 石臼でソバの製粉 

11月 たのくろ豆の殻出し 

12月 たくわん漬け 

2月 味噌づくり 

 

（オ） 自然遊び班 

    鎌倉市との協働事業で実施する 1 日冒険遊び場とは別に山崎・谷戸の

会独自で行う遊びを通して里山の魅力を体験し、自然と触れ合う企画の

実施。（年間約 7回実施） 

 

実施予定月 体 験 内 容 

6月 里山冒険遊び場 

7月 里山冒険遊び場 

9月 里山冒険遊び場 

11月 里山冒険遊び場 

12月 里山冒険遊び場 

2月 里山冒険遊び場 

3月 里山冒険遊び場 

 

（カ） 生態系保全班 

    谷戸の小動物を対象に自然環境の基礎調査やモニタリング調査や人材

育成を目的とした観察会などの自然保全活動。（年間約 14回実施） 

 

実施予定月 体 験 内 容 

4月 野鳥観察 

5月 春の昆虫観察 

6月～7月 夜の自然観察 

8月 夏の昆虫観察 

9月 秋の虫の音を聞く 

10月 秋の虫の音を聞く・野鳥観察 

11月 野鳥観察 

12月 カエルの産卵場所の整備 
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1月 野鳥観察 

2月 カエルの卵の観察 

3月 オタマジャクシの観察 

 

（キ） 植物育成班 

     植物を対象に基礎調査やモニタリング調査を行いながらの環境保全

活動。（年間約 7回実施） 

 

実施予定月 体験内容 

4月 野草の種まき 

7月 野草生育地の手入れ 

9月 秋の野草観察 

10月 湿地の野草観察 

12月 野草苗の植え付け 

1月 野草生育地の手入れ 

3月 早春の野草観察 

 

（ク） 谷戸講座 

    自主事業の一環として、谷戸を学ぶ講座を通年実施する。 

 

実施予定月 体 験 内 容 

4月 谷戸とは 

5月 谷戸の畑 

7月 谷戸の田 

9月 谷戸の生きもの 

11月 鎌倉の緑地と里山 

12月 雑木林の管理 

3月 市民活動と保全活動 

 

  イ 総合学習 

   地域環境教育の一環として、小・中学校の生徒を対象に、年間を通して

農作業を体験し、次世代を担う子どもたちに自然に親しむ機会を増やし、

自然への関心を高める。 
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５ 施設等の利用増進及び市民交流 

 

（１） 開園時間の延長 

盛夏の折り、涼しい時間帯の公園利用促進を図るため、早朝、夕方の開

園時間を延長し、利用者のニーズに応える。 

場  所：鎌倉中央公園 

開催期間：7月 1日(日)～8月 31日(金) 

開園時間:７：３０～１８：００ 

 

（２） 社会人・学生ボランティアの受入 

公園の運営事業や管理作業を体験することで、社会的視野を広げ、公園

がもつ今日的課題への理解を深めてもらうことを目的に研修の場を提供す

る。 

場  所：鎌倉中央公園ほか 

  実施期間：7月～8月及び 2月～3月 

 

（３） 障がい者支援 

   知的障がい者等が社会参加への準備、研修の場として、公園の一部を活

用する。また報酬システムを取り入れ、社会参加の動機づけを図る。 

場  所：鎌倉中央公園 

    活動日時：毎月第 2・4水曜日 １３：００～１５：００ 

 

 

６ 広報・広聴活動 

 

利用促進を図り、市民交流事業を効果的にするとともに緑豊かな「古都鎌 

倉」の魅力を発信するため、次の事業を行う。 

 

（１） ホームページによる情報提供 

  ホームページにより事業の概要を紹介し、情報公開に努めるとともに、 

公園案内、イベント及び講習会等の開催情報について周知を図る。 

 

（２） 広報かまくら等による情報提供 

 広報かまくら及び各メディアに対し、イベント及び講習会等の開催につ 

いての情報提供を行う。 
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（３） 印刷物の配布等 

ア 自治・町内会へのイベント開催情報のチラシ配布及び回覧 

    イ 大規模公園を中心とした四季折々の散策マップ「てくてく日和」の 

作成・配布 

 

 （４） アンケートの実施 

    イベント開催時にアンケートを実施することにより、来園者のニーズを 

把握し、より充実した内容とするための参考とする。 

 

 

 

 

Ⅱ 都市公園等運営事業 

 

 

１ 公園利用者懇談会及び鎌倉中央公園管理運営協議会等の開催 

 （１） 公園利用者懇談会 

   指定管理者として、都市公園について利用者の幅広い声を反映させるた

め、懇談会方式の運営を行う。 

 

 （２） 鎌倉中央公園管理運営協議会 

   鎌倉中央公園における市民サービス向上のため、各団体等の代表者から

の意見を聴取し、管理運営に反映させる。 

 

 

２ 都市公園の管理 

市民に安全かつ安心、快適な空間を提供し、みどりのオープン・スペースと

して憩いの場となるように維持管理を行い、都市公園の健全な発展を図り、公

共福祉の増進に寄与する。また、継続的管理により、施設の維持管理業務や清

掃業務など費用コストの削減を図る。 

 （１） 公園巡視パトロール 

    定期的に点検パトロールを実施することにより、異常の早期発見や禁

止事項への指導などを行い、安全で快適な環境を提供する。 

 

  （２） 植物の育成管理、せん定、除草作業 

    植物の状態を継続的に把握し、せん定や除草において適切に管理する
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ことにより、より良い公園景観を形成する。 

 

  （３） 園路、広場、休養施設の管理清掃修繕、遊具の点検修繕 

    経年劣化による修繕や更新などを計画的に実施し、事故等の発生を未

然に防止し、利用者が安心してくつろげる状態を維持する。 

 

  （４） 住民要望への対応、処理 

    住民の苦情・要望に対し、連絡・調整を密に行うことにより迅速な対

応を図る。 

 

 

３ 教養施設の管理 

    鎌倉海浜公園由比ヶ浜地区にて、鎌倉を 50年間走り続けた江の島電鉄 107

号車、通称「タンコロ」を良好な状態に保ち、近代鎌倉を語る貴重な展示資

料として、江ノ電愛好家の協力を得つつ、維持管理を行う。 

 

 

  ４ 児童遊園等維持管理事業 

    住居に隣接した貴重な空間であり、健康増進や情操教育の場として常に安

全・安心で快適な場を提供する。 

 

 

 

 

Ⅲ 緑化等普及啓発事業 

 

 

１ 緑化等の普及啓発に関する事業 

 

（１） 緑の相談 
樹木、園芸、病害虫等の家庭園芸の質問や相談に対し、専門相談員がア

ドバイスを行う。個々の課題にキメ細かく対応するため、電話での相談や

イベント時における出張相談会等も開催し、より気軽に園芸を楽しむ機会

を提供する。 

場  所：中央公園管理事務所内・緑の相談コーナー 

開設日時：毎週金・土・日・月曜日及び祝日 ９：００～１６：００ 
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相 談 員：徳山忠雄氏 郷間光安氏 大野啓一朗氏 

 

（２） ミニ園芸教室 

家庭園芸に関する季節の手入れのコツを学ぶミニ教室。約 90分間、自由

参加型とし、これから始めたい初心者向けのテーマから応用編まで、実践

を交えながら園芸をより気軽に、より深く楽しむための教室を開催する。 

場  所：鎌倉中央公園管理事務所緑の相談コーナーほか 

開催日時：月に９回程度   １０：３０～１２：００ 

講  師：緑の相談員 

 

 

２ 環境保全及び資源の利活用の普及啓発に関する事業 

 

（大人向けの講座） 

（１） 土っきリーズ 
「雑草と育てる野菜づくり」をテーマに、化学肥料や農薬を使わず、雑

草を活かして育んだ土の力で野菜を育てる方法を実践しながら学ぶ年間講

座を開催する。 

  場  所：鎌倉中央公園研修室・苗圃 

開催日時：毎月第２金曜日    １０：００～１４：００ 

  講  師：郷間光安氏 

 
回 開催日 テーマ 

1 4月 27日(金) オリエンテーション／育土について 

2 5月 25日(金) 土の養分／たい肥を活用する 

3 6月 22日(金) 草と共存する 

4 7月 27日(金) 病害虫の回避／有機農薬を活用する 

5 8月 24日(金) 軟らかい土をつくる 

6 9月 28日(金) 連作と共栄について 

7 10月 26日(金) 自家採種をしてみよう 

8 11月 30日(金) まとめ 

 

（２） 木っこリーズ 
「木を知って木を育てる」をテーマに樹木の特徴を知り、季節に合わせ

た管理方法について、実践を交えながら学ぶ年間連続講座を開催する。 

場  所：鎌倉中央公園他 
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開催日時：毎月第２金曜日    １０：００～１４：００ 

講  師：平野内定一氏 

  
回 開催日 テーマ 場所 

1 4 月 6日(金) オリエンテーションと剪定の基礎 鎌倉中央公園 

2 5月 18日(金) 花を咲かせるツツジの手入れ 〃 

3 6月 1日(金) コニファーの特徴と管理方法 〃 

4  7月 6日(金) アジサイの花を楽しむ剪定 〃 

5  9月 7日(金) 花木の剪定はいつ？ 鎌倉海浜公園 

6 10月 5日(金) 松の手入れ 〃 

7 11月 2日(金) 落葉樹の手入れ 鎌倉中央公園 

 

（３） 自然観察会 
公園等を散策しながら、その時出会う四季折々の自然に関する小話に親

しみ、自然守るためのマナーを身につけるため、専属講師とともに観察を

行う。所要時間は約２時間で、自由参加型により実施する。 

場  所：市内各公園 

開催日時：毎月第３日曜日   １３：３０～１５：３０        

講  師：岩田晴夫氏 ほか 

 

回       開 催 日 テ ー マ 場  所 

1 4月 15日(日) 春の動植物 鎌倉中央公園 

2 5月 20日(日) 海岸植物と海鳥 鎌倉海浜公園稲村ガ崎地区 

3 6月 17日(日) 梅雨の動植物 鎌倉中央公園 

4 7月 15日(日) セミとトンボ 夫婦池公園 

5 8月 19日(日) 夏の動植物 鎌倉中央公園 

6 9月 16日(日) 秋の動植物 浄明寺緑地 

7 10月 21日(日) 秋の野草と渡り鳥 鎌倉中央公園 

8 11月 18日(日) 初冬の動植物 源氏山公園 

9 12月 16日(日) 冬の野鳥 鎌倉中央公園 

10 1月 20日(日) 冬の水鳥 散在ガ池森林公園 

11 2月 17日(日) 冬の動植物 鎌倉中央公園 

12 3月 17日(日) 早春の海鳥と海岸植物 鎌倉海浜公園稲村ガ崎地区 
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（４） （仮称）りんどうの会 

市の花である「りんどう」の育成・普及活動を行う。 

場  所：鎌倉中央公園 

活動日時：随時  

 

（子ども向けの講座） 

（１） こどもエコパーク２０１２ 

「海や山の公園で思いっきり遊ぼう」をテーマに鎌倉の公園や自然を紹

介し、思いっきり遊ぶ年間講座を開催する。 

場    所：市内各公園及び海や山 

対  象：市内在住・在学の小学生とその家族    

開催日時：毎月土曜日    ９：３０～１２：００ 

講  師：こどもエコパーク指導員の会 

 

 

回 開 催 日 テーマ 場   所 

1  4月 21日(土) 春の公園たんけん隊 鎌倉中央公園 

2  5月 19日(土) 浜で見つける宝物 和賀江嶋 

3  6月 23日(土) 夜の公園たんけん隊 鎌倉中央公園 

4  7月 28日(土) 川をのぼってばしゃばしゃあそぼう 二階堂川 

5  8月 25日(土) 器を作ってそうめん流し 鎌倉中央公園 

6 10月 27日(土) 鎌倉のくらしと地形 市内散策 

7 11月 17日(土) 手作りピザとバウムクーヘン 鎌倉中央公園 

8  1月 26日(土) 竹で作ろう昔おもちゃ 鎌倉中央公園 

9  2月 23日(土) さいごに思いっきり・・・ ひみつ 

 
（２） ちびっこチャレンジ 
「自分で考え自分で作る」をテーマに、公園のせん定材等の自然素材を用い

た体験講座を開催する。 

場  所：鎌倉中央公園 

開催日時：夏休みを中心に随時開催  １０：００～１２：００ 

対  象：小学生以下 
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３ 緑化啓発事業 

潤いと安らぎのある快適な町づくりのため、鎌倉市緑の基本計画に基づき、

市民自ら緑を愛する緑化活動の中心的指導者を育成する事業を行う。 

 

（１） 緑のレンジャー・ジュニア 

自然観察や作業体験を通じて、鎌倉の自然にふれあい、理解し、その大

切さを知ることによって、将来を担う子供たちの緑に対する意識を高め、

関心を深めることを目的とする。 

対 象：市内在住、在学の小学４年生・小学５年生 

実施日：４月～３月の第２土曜日 

 

回 開 催 日 講 座 名 場  所 

１ 4月 14日（土） 八幡宮の自然 鶴岡八幡宮 

２ 5月 12日（土） 川と水の生きもの 二階堂川 

３ 6月 9日（土） 磯の生きもの観察 和賀江嶋 

４ 7月 14日（土） 池のタニシを数えよう 鎌倉中央公園 

５ 9月 8日（土） ビーチコーミング 由比ガ浜 

６ 10月 13日（土） 大仏ハイキングコースのパトロール 大仏ﾊｲｷﾝｸﾞ･ｺｰｽ 

７ 11月 10日（土） 竹細工 鎌倉中央公園 

８ 12月  8日（土） 野鳥の巣箱のかけかえ 鎌倉文学館 

９ 1月 12日（土） 森の手入れを体験しよう 源氏山公園 

10 2月 9日（土） 冬の川と野鳥の観察 散在ガ池森林公園 

11 3月 9日（土） 早春の里山とカエルの卵 鎌倉中央公園 

 

（２） 緑のレンジャー・シニア 

市内の公園、緑地の保全や管理活動、緑化の推進や啓発活動等を図るた

め、公園樹林地の維持管理に係る体験作業や利用マナーの啓発・美化活動

を実施する。 

対象：市内在住、在勤の１８歳以上の方 

実施日：４月～２月の土曜日 

 

回 開 催 日 講 座 名 場   所 

１ 4月 28日（土） 講義「自然のしくみ」 鎌倉中央公園 

２ 5月 19日（土） 講義「森林のはたらき」 鎌倉中央公園 

３ 6月 16日（土） 緑の作業「道具の使い方」 鎌倉中央公園 

４ 7 月 7日（土） 講義実習「身近な庭木の手入れ」 鎌倉中央公園 
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５ 7月 21日（土） 講義実習「救命講習会」 鎌倉消防署 

６ 9月 1日（土） 公園・緑地の巡回 散在ガ池森林公園 

７ 9月 15日（土） 緑の作業「枝払い・間伐」 散在ガ池森林公園 

８ 10月 6日（土） 緑の作業「造園のプロに学ぶ」 源氏山公園 

臨時 11月 23日（祝） みどり環境感謝の日 未定 

9 12月 1日（土） 緑の作業「公園管理作業」 鎌倉中央公園 

10 1月 19日（土） 緑の作業「OB･OGとの協働」 源氏山公園 

11 2月 2日（土） 講義「まとめ」 鎌倉中央公園 

 

（３） 緑の学校 

座学や観察会などを通して、緑の効用や仕組みについて学び、市民の緑

に対する理解や関心を深めることにより、自主的な緑化運動に結び付くよ

う誘導する。 

対象：市内在住、在勤で１８歳以上の方 

実施日：４月～１２月の月曜日 

 

回 開 催 日 講 座 名 場     所 

１ 4月 23日（月） 鎌倉時代の花 鎌倉市役所 

２ 5月 14日（月） 自然観察会「新緑を楽しむ」 市役所～源氏山公園 

３ 6月 4日（月） 自然観察会「海辺を歩く」 稲村ケ崎～七里ガ浜 

４ 6月 18日（月） 緑との共生 鎌倉市役所 

５ 7月 2日（月） 緑の現状 鎌倉市役所 

６ 9月 10日（月） 自然観察会「初秋の散在ガ池を歩く」 散在ガ池森林公園 

７ 10月 1日（月） 自然観察会「湿地の動植物」 鎌倉中央公園 

８ 10月 15日（月） 源実朝の金槐和歌集の花と緑 鎌倉市役所 

９ 11月 5日（月） 自然観察会「ネイチャートレイル鎌倉横浜」 横浜自然観察の森ほか 

10 12月 3日（月） 自然観察会「鎌倉の紅葉」 獅子舞ほか 

 

 

 

 

Ⅳ 自主事業 

 

１ グリーンバンク制度 

不要となった樹木や草花・種子の情報や必要としている樹木や草花・種子の

情報をホームページ等で提供することにより、リユースによる緑化を推進する。 
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２ 収益事業 

 （１） 駐車場営業 

   鎌倉海浜公園において、鎌倉市営プールの開設時期にあわせ駐車場を開

設し、プール利用者の便宜を図るとともに、管理運営財源の確保を図る。 

 

 （２） 自動販売機による営業 

   大規模公園において、利用者の利便性を図るため、自動販売機による飲

料を販売する。なお、収益の一部は、鎌倉市緑地保全基金に寄付を行う。 

  設置場所：鎌倉中央公園、鎌倉海浜公園、源氏山公園、散在ガ池森林公園、 

       夫婦池公園 

  

（３） 直営販売事業 

「おはよう花市」、「鎌倉中央公園フェスティバル」などのイベント時に、

公園協会職員や公園サポーターなどが育てた花苗等を販売する。 

 

（４） しいたけ原木等販売事業 

しいたけを原木から育てる楽しみを味わい、食材の美味しさをもって自

然への恩恵を効果的に促進するため、しいたけ原木や種駒などを販売する。 


