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【第 2期環境基本計画の見直しの概要（目標を達成するための指標の変更点）】 

目標の項目及び目標 目標を達成するための指標（旧） 目標を達成するための指標（新） 

➣市域における温室効果ガス排出量 

平成 22 年度（2010 年度）までに平成 15 年度

（2003 年度）に比べ、21.9％削減 

(平成２年度(1990 年度)に比べ、7.0％増加) 

➣市域における温室効果ガス排出量 

平成 27 年度（2015 年度）までに平成２年度

（1990 年度）に比べ、16.1％削減 

（平成 32 年度（2020 年度）までに平成２年度

（1990 年度）に比べ、28％削減) 

目標の項目：①地球環境 （p16） 

目標：将来の世代も安全で快適に暮らせ

るよう、国際的視野を持って地球環境の保

全をすすめます。 
理由：目標年度が到来しているため。国のロードマップや神奈川県地球温暖化対策計画に基づ

き、温室効果ガスを 1990 年度に比べ 2020 年度までに 25％削減に向けて鎌倉市の産業構造を

配慮し目標数値を設定した。 

➢公共下水道普及率  

平成21 年度（2009 年度）までに市街化区域で

100％ 

削除 

理由：目標年度が到来しているため。平成 21 年度末の公共下水道普及率は、97％でほぼ目標

を達成しているため削除した。 

➢公共下水道接続率 

平成27 年度（2015 年度）までに市街化区域で

100％ 

➢市街化調整区域の下水道整備率  

平成27 年度（2015 年度）までに下水道法事業

認可済の市街化調整区域で 75％ 

目標の項目：③水・土 (p28) 

目標：人や水辺の生物がすみやすい良好

な水質と土壌を確保します。 

理由：平成 21 年度末の公共下水道接続率は、93％でほぼ目標を達成しており、平成 20 年６月

に下水道認可区域を拡大して、調整区域 54.6％を加えたため新たな目標指標を設定した。 

➢環境中の騒音 環境基準の達成 ➢環境騒音 環境基準の達成 

理由：現状に合わせて表現を変更した。 

➢自動車騒音及び道路交通振動 

要請限度の達成 
➢自動車騒音 要請限度の達成 

目標の項目：⑤音 (p40) 

目標：自然が醸し出す音を楽しめるまちに

します。 

理由：現状に合わせて表現を変更した。 

➢世界遺産への登録 

市の準備目標年度 平成 19 年度 
➢世界遺産への登録 早期登録の実現 

理由：目標年度が到来しているため、現状に合わせて見直した。 

➢史跡の公有地化 

平成 27 年度（2015 年度）までに 235,022.30 

ｍ２市街化区域で 100％ 

➢史跡の公有地化 

平成 27 年度（2015 年度）までに 236,798.93 

ｍ２ 

目標の項目：⑥歴史的遺産 (p44) 

目標：古都鎌倉の歴史的遺産を保全・活

用し、世界遺産に登録されることをめざし

ます。 

理由：市街化区域以外でも、史跡の公有地化をする場合があるため、市街化区域で 100％を削

除。目標数値は、現状にあわせて変更した。 

➢都市公園等の施設緑地の面積 

平成 27 年度（2015 年度）に 183ｈａ 

➢都市公園等の施設緑地の面積 

平成 27 年度（2015 年度）に約 188ｈａ 

理由：緑の基本計画にあわせて変更した。 

➢一人当り都市公園等の施設緑地の面積 

平成 27 年度（2015 年度）に 12ｍ２/人 

➢一人当たり都市公園等の施設緑地の面積 

平成 27 年度（2015 年度）に約 12 ㎡ 

目標の項目：⑦緑・水辺 (p50) 

目標：公園や緑地、市街地の樹木などの

緑や水辺地を保全・整備・創造・管理し、う

るおいとやすらぎのあるまちをつくります。 

理由：一人当たりと記載しているため、単位の人を削除した。 
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目標の項目及び目標 目標を達成するための指標（旧） 目標を達成するための指標（新） 

➢景観計画の策定 

平成 27 年度（2015 年度）までに市域全域 
削除 

理由：平成 19 年１月策定済みのため削除した。 

➢景観上重要な公共施設の整備方針策定 

平成 27 年度（2015 年度）までに県道３路線、

河川（県管理）１、海浜１の５施設 

削除 

理由：景観上重要な公共施設の整備方針策定済み。 

追加 

➢違反屋外広告物の除却 

屋外広告物法に基づく未申請物件数をゼロ 

（平成 27 年度（2015 年度）までに 87 件以下） 

理由：実施計画にあわせ数値を変更。 

➢風致地区の指定拡大 

平成 27 年度（2015 年度）までに 167.5 

ｈａの指定拡大 

➢風致地区の指定拡大 

指定拡大 

 

 

目標の項目：⑧景観 (p58) 

目標：豊かな自然環境に恵まれた都市環

境を継承・発展させ、魅力的な都市景観

へと高めます。 

理由：平成 22 年度見直し中の緑の基本計画と調整して変更した。 

➢都市公園等の施設緑地の面積 

平成 27 年度（2015 年度）に 183ｈａ（再掲） 

➢都市公園等の施設緑地の面積 

平成 27 年度（2015 年度）に約 188ｈａ(再掲) 

理由：緑の基本計画にあわせて変更した。 

➢一人当り都市公園等の施設緑地の面積 

平成 27 年度（2015 年度）に 12ｍ２/人（再掲） 

➢一人当たり都市公園等の施設緑地の面積 

平成 27 年度（2015 年度）に約 12 ㎡(再掲) 

目標項目：⑪自然とのふれあい (p76) 

目標：海、山、川、池などで自然にふれあ

い、自然から学び癒される機会を増やしま

す。 

理由：一人当たりと記載しているため、単位の人を削除した。 

➢ごみ・資源物の総排出量 

平成 22 年度（2010 年度）までに平成 15 年度

（2003 年度）に比べ 10％削減 

➢ごみ・資源物の総排出量 

平成 27 年度（2015 年度）までに平成 15 年度

（2003 年度）に比べ５％削減維持 

目標の項目：⑫廃棄物の発生抑制・再使

用・再生利用 (p80) 

目標：生産や消費に伴う廃棄物の発生を

抑制し、再使用・再生利用等により資源を

有効に利用します。 

理由：鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画（平成 18 年 10 月策定）に合わせて

変更した。 

➢浄化槽雨水貯留施設設置費補助件数 

平成 21 年度（2009 年度）に延べ 160 件 

➢浄化槽雨水貯留施設設置費補助件数 

平成 27 年度（2015 年度）に延べ 140 件 

目標の項目：⑬水の循環利用 (p86) 

目標：上水の節水のため一度利用した水

や雨水の有効利用に取り組むとともに、雨

水の地下浸透をすすめます。 理由：現状実数にあわせて変更した。 

➢市内の買電量（ｋＷｈ/年） 

平成 22 年度（2010 年度）までに平成 15 年度

（2003 年度）に比べ 15.7％削減 

(平成２年度(1990 年度)対比 28.4％増) 

削除  

理由：買電量だけではエネルギーの有効利用の指標とならないため削除した。 

➢家庭の買電量（ｋＷｈ/年） 

平成 22 年度（2010 年度）までに平成 15 年度

（2003 年度）に比べ 10.7％削減 

(平成２年度(1990 年度)対比 30.3％増) 

削除 

目標の項目：⑭エネルギーの有効利用 

(p90)                    

目標：家庭や事業所における省エネルギ

ーや再生可能エネルギー等の導入を促

進します。 

理由：買電量だけではエネルギーの有効利用の指標とならないため削除した。 
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目標の項目及び目標 

 

目標を達成するための指標（旧） 

 

目標を達成するための指標（新） 

➢家庭における一人当りの買電量（ｋＷｈ/人・

年） 

平成 22 年度（2010 年度）までに平成 15 年度

（2003 年度）に比べ 8.5％削減 

(平成２年度(1990 年度)対比 38.0％増) 

削除  

理由：買電量だけではエネルギーの有効利用の指標とならないため削除した。 

 追加 
➢太陽光発電システム設置件数 

平成 27 年度（2015 年度）までに約 4,000 件 

理由：25％削減に向けた国のロードマップ、10 世帯に１世帯設置に基づき設定した。 

➢環境マネジメントシステム導入事業所数 

平成 27 年度（2015 年度）に 270 事業所 

➢環境マネジメントシステム等導入事業所数 

平成 27 年度（2015 年度）に 270 事業所 

 

 

 

 

 

 

目標の項目：⑭エネルギーの有効利用 

(p90)               

目標：家庭や事業所における省エネルギ

ーや再生可能エネルギー等の導入を促

進します。 

理由：エコショップ・エコ商店街認定数も含めた目標に変更した。 

➢環境教育推進計画の策定・計画の実施 ➢環境教育推進計画の運用 

理由：平成 19 年 12 月に策定済み。 

追加 
➢環境教育アドバイザー等派遣人数  平成

27 年度までに延べ 1,700 人 

目標の項目：⑮環境教育 (p96) 

目標：環境保全の重要性を認識し、自ら

意欲的に行動し、活動の場を広げていけ

るよう、体系的な環境教育を推進します。 

理由：実施計画に合わせ数値を設定した。 
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【第 2期環境基本計画の見直し素案に対する市民等の意見】（意見公募期間：平成 23年１月４日～２月３日） 

項目 提言 

Ⅰ 地球環境の保全 

市域における温室効果ガス排出量の削減目標を国や県の目標「1990 年比で 2020 年までに 25％削減」より高く掲げていますが、市
民負担や事業者への影響等をしっかり検証し、コンセンサスを得たうえで合理的なものとすることが必要である。 

国レベルにおいても具体的な内訳、施策、費用負担などが明らかになっていないことを踏まえ目標設定を慎重に検討すべきであり、

また経済的影響や削減効果等を総合的に勘案して実効性のある削減目標を策定していただきたい。 

①地球環境 

環境性能に優れた電気自動車（EV）の普及促進を盛り込むべきであると考える。 

電気自動車は、走行中の排出ガス量が０であり、NOX、SOX など有害物質を発生しません。さらに「CO2 排出量」は、同クラスのガソ
リン車と比べて約 70％もの削減が可能なだけでなく、「燃費」については、80％以上削減することが可能である。 

電気自動車の導入については、神奈川県では、「2014 年度までに県内 3,000 台の普及」を目指す等、最優先課題の一つとして、積

極的に進めていることから、鎌倉市においても、同様に進めていただくとともに、公用車としての率先的な導入についても、記載して
いただきたい。 

 施策として、電気自動車の購入補助だけでなく、充電インフラ整備補助など、普及促進に効果的な補助制度を盛り込んでいただき

たい。 

Ⅱ 人の健康の保護と生活環境の保全 

鎌倉の谷戸地形を考慮すると、分子量の大きな揮発性の有機溶剤は、谷戸内にこもりやすいので、工場・個人を問わず、建築に伴

う有機溶剤の使用を規制・削減指導することが望ましい。 

Ⅱ 人の健

康の保護と

生活環境の
保全全体に

ついて 
「塗壁づくり」をうたった工法で建造されていた下流の河川で、粘土鉱物を大量に含むと思われる排水を目撃したことがある。 

より徹底した指導をお願いしたい。 

③水・土 水質階級Ⅳの水生生物例に「アメリカザリガニ」を掲載しているが外来種なので「セスジユスリカ」のほうがよいのではないか。 

④化学物質 一般に大量に使われているシンナー等の溶剤も明示したほうがよいと思う。 

Ⅳ 良好な都市環境の創造 

⑧景観  無電柱化については、行政機関と関係事業者が緊密な連携の下、費用負担にも配慮しながら計画的に進めていく必要があり、

「全国電線類地中化推進検討会議」（神奈川県無電柱化地方協議会）にて合意された路線について、計画的に進められている。 

「道路管理者及び事業者とともに」の記述を、『特に魅力的な景観形成が求められる道路の無電柱化について、「全国電線類地中
化推進検討会議」（神奈川県無電柱化地方協議会）と連携し進めます。』に修正していただきたい。 

Ⅴ 健全な生態系の保全、人と自然とのふれあいの確保 

⑩生態系の

保全 
■鎌倉に生息する外来種 

（外来種：ある土地・・・・）をその土地に変更したほうがよいと思う。 

Ⅵ 循環型社会の構築 

高効率機器の導入の促進を追記してください。 

これまで鎌倉市では、鎌倉市住宅用太陽光発電システム設置費補助制度などによる再生可能エネルギーの普及を推進してきた。

今後はこれに加えて、再生可能エネルギーのひとつである大気熱を用いて効率的な空調・給湯が行える高効率ヒートポンプ空調

機、高効率ヒートポンプ給湯器に対する補助制度の検討・制定を行い、広く普及を図るべきであると思う。 
 また、建物新築・改修時に、太陽光発電設備、自然冷媒を用いたヒートポンプなど環境負荷を低減する設備を導入する場合、建物

の容積率の一部を緩和する等の制度設計をお願いしたい。 

市の施設における省エネルギーを実践するにあたっては、市有施設における設備更新の影響も非常に大きいため、建築住宅課、
学校施設課も担当課に加え、率先して省エネルギーに取り組むべきであると考える。 

⑭エネルギ
ーの有効利

用 

市民生活の中で CO2 を排出する最も大きな要因となっているのが給湯と暖房である。これらの分野においては、ヒートポンプ技術に

よる大気熱の活用は、大きなＣＯ２削減ポテンシャルを秘めていることから、削減対策における幅を広げるためにも『新エネルギー』で

はなく『再生可能エネルギー』として計画していただきたい。 

 


