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平成28年度第３回鎌倉市環境審議会会議録 

 

１ 開催日時  平成29年１月13日（金）午後２時から午後４時まで 

２ 開催場所  鎌倉市役所第２委員会室（本庁舎２階） 

３ 出 席 者   猿田会長、常盤委員、村田委員、山本委員、廣瀨委員、 

池貝委員、小田委員、亀山委員、川口委員 

４ 事 務 局   佐藤環境部次長、戸川課長補佐、澁谷職員、渡辺職員、大野職員 

５ 議  題  １. 鎌倉市エネルギー基本計画・実施計画の見直しについて 

         ２. その他 

６ 配付資料 

 ・事前配布資料   鎌倉市エネルギー基本計画(案) 

鎌倉市エネルギー実施計画(案) 

  （当日配布資料） 

・資料１-(1)-１  基本計画新旧対照表 

 ・資料１-(1)-２  実施計画見直し骨子 

 ・資料１-(1)-３  エネルギーの地産地消 

  

（当日貸出資料） 

 ・第３期鎌倉市環境基本計画 

 ・平成27年度かまくら環境白書 

 ・鎌倉市エネルギー基本計画 

 ・鎌倉市エネルギー実施計画 

  

７ 会議内容 

  出席人数の確認後、配布資料の確認を行い議事に入りました。 

 

議題１ 「鎌倉市エネルギー基本計画・実施計画の見直しについて」 

 

猿田会長 それでは議題に入ります。「鎌倉市エネルギー基本計画・実施計画の見直しにつ

いて」まず第１章から第３章まで、次に第４章・第５章、最後に実施計画と分割して事務

局から説明をお願いします。 

澁谷職員 議題１「鎌倉市エネルギー基本計画」第１章から第３章まで説明。 

猿田会長 ただいま「鎌倉市エネルギー基本計画」の第１章から第３章まで説明がありまし

た。ご質問、ご意見はございますか。亀山先生、この中で国の動向などについてどうでし

ょうか。 

亀山委員 非常に上手く要約して書いていただいて申し分ないと思います。 

川口委員 P32の枠の中「年間7,000～8,000ＴＪ（テラジュール）」の所ですが、※の解説に
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ＭＪ（メガジュール）までしか書いていないので、ＴＪ（テラジュール）まで解説した方

がいいと思います。P59の真ん中にも同じような記述が見かけられたので、同じ指摘です。 

猿田会長 この後に「ＴＪは…」と入れればいいでしょう。 

山本委員 資料としては良くまとまっていると思いますが、要約して２ページぐらいでまと

められると非常に分かりやすいと思います。一般市民の方は忙しく全部読む時間はないと

思いますので、本当に言いたいことを最初に２ページぐらいでまとめられたらいいのかな

と思います。おそらく後でパンフレットを作られると思いますので、そちらの方とも合わ

せてこちらにも入れて頂いたほうがいいのかなと思いました。もう一点細かい話で恐縮な

のですが、P33の上にグラフがあるのですが、白黒だと区別がつかないので白黒でもわか

るように、グラフをなるべくわかるように直した方がいいと思います。以上２点です。 

亀山委員 濃淡のことでしたら、P31の図２-14もそうです。 

猿田会長 送られてきた資料は白黒で来ていますが、パソコンで来たのはカラーではなかっ

たですか。これだとわからないですが原本はカラーなのです。 

澁谷職員 基本的には市民の方に見て頂くのは、電子データがメインになってしまうと思い

ますが、それでも配付用に何部か配付しますので、そこでは分かるように工夫したいと思

います。 

猿田会長 メールで来たのはカラーになっていたので識別できましたね。白黒にすると確か

に分かりにくいですね。一般の方が紙でご覧なった時には、全部ではなくともカラーのと

ころはカラーでお見せしたほうがいいですね。 

澁谷職員 ありがとうございます。 

猿田会長 P９の市の取り組みの説明の中で気になったのですが、ここでは再生可能エネル

ギーのことは何も書いてないのですか。後のほうで出てくるでしょう。取組状況について

は今までもやってきているのに「再生可能エネルギー」って漢字がどこにもないですね。 

澁谷職員 いま記載している内容ですと、計画ですとか研究でこういう報告がありました。

ということに注視していて、実際の事業にあまり触れてない形になっております。 

猿田会長 研究状況ではなく取組状況なのだから、今まで取り組んでいることを入れたらど

うでしょうか。 

澁谷職員 はい。内容に幅をもたせたいと思います。 

猿田会長 P31図２-13 産業別事業者数および従業者数ですが、平成21年のままですがこれ

は新しいのはないのですか。 

澁谷職員 確認して新しいものがあれば修正します。 

猿田会長 P32（１）鎌倉市のエネルギー消費 ア エネルギー消費の動向①エネルギーの消

費割合のカッコの中「鎌倉市」がダブっています。それから先ほどのＴＪ、ご指摘いただ

いたところですね。次にP45、図３-９従業員数別取組み状況で、この中の従業員数という

のは、先ほどのP31の平成21年度の従業者数とはリンクしているのですか。 

澁谷職員 こちらは別の数字です。P31に載っているものが統計の方で調査したもので、P44

のほうはまた別に独自で調査をしたものです。当時調査をしてくれる事業者と一緒に事業
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者を中心としてアンケートをしたものです。 

猿田会長 P31に事業者割合とエネルギーの消費の関係でやっていますね。これくらいなら

これとリンクさせなきゃいけないし、リンクしたものが望ましいです。逆に事業所に合う

ような年次のものを持ってくるかこのへんを検討してみてください。 

戸川補佐 P45はアンケートを113事業所でやったものの内訳なので、全然別でリンクできま

せん。 

猿田会長 それでは別のものですね。再生可能エネルギーの導入はP46にもちゃんと入って

いるので、P９の方の市の取り組みにも入れてください。ほかにどうぞ。 

小田委員 P32表２-３ですが、フォーマットは前回のものと変わっていないので、今回新た

に気になったのですが、電力の消費量と熱の消費量を足し合わせて合計にされているので

すが、電気の一単位と熱の一単位は持っている価値が違っていて、それを全部足し合わせ

てトータルで８千だとか７千だとかは、少し乱暴かなというイメージを持ちました。でも

個別にもわかるのでこのままで間違いとは思いませんが、少し誤解を招くかもしれないな

と思いました。 

猿田会長 なるほど。何かいい方法はありませんか。 

小田委員 単純に分けるのであれば電気はＷｈで書いてしまい、熱だけＪ（ジュール）に統

一してしまって２つの表にしてしまうのが、一番単純な解決策かなと思います。 

猿田会長 一般の方が仮に分かりやすくといったら、電力に対してはＷｈのほうがわかりや

すいですね。日常でＪ（ジュール）など使っていませんからね。１Ｊの説明をしてもピン

とこないよね。ＭＪ（メガジュール）というより、1,000ｋＷｈと言われたほうが分かる

と思います。 

澁谷職員 工夫してみます。 

猿田会長 図２-14の図表は実際に発行するときはカラーになるから分かりやすくなる。 

澁谷職員 印刷の都合上カラーに出来るか分からないので、もしカラーに出来なかった場合

は何かわかりやすい方法で工夫したいと思います。 

猿田会長 他に何かありませんか。 

村田委員 いつもいただいている鎌倉市資料は、他市と比べてどんな資料なのかというのが

わからないので、他の市町村の資料と比べられると、鎌倉市はこのへんが先進的でいいね

とか、この表は分かりやすいとか、比べていいところを取り入れたりできるのではないか、

その方がいい意見がでてくるのではないかなと思いました。それが一つとＰ33ですが、ま

た市民の立場の意見ですが、家庭部門が全体の５割弱になっていて最近５か年減ってきて

いるけれども、さらなる省エネ対策が必要であると書いてあるので、市民がこれからどう

動いてくださるかがこれからの鍵かなと思うのです。意識のある方は頑張ってくれている

と思うのですが、これからどう意識ある市民に動いてもらうか。Ｐ52のワールドカフェの

チラシを見ると、すごく意識の高い皆さんがわくわくしながら意見を出したのが伝わって

くるのがたくさん出ているので、その方たちが動いて行ったらいい形で省エネに進んで行

くのではないかと感じるのです。ただこの資料を見るとこれっきりで終わって次の章にな
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っているので、この人たちのパワーはどうしたんだろう、毎年これが繰り返されて生かさ

れて繋がっているのかなと疑問を感じるのです。なので、これは資料具体案ではなくて施

策の在り方に関わってしまうところなので、アイディアとしてですが、継続して去年ワー

ルドカフェに出て頂いた方が今年も出て頂けるという方がいたら、実際こんなことをして

みてこんな成果があったよとか、観光課さんの「いい国の鎌倉さん」みたいなフェイスブ

ックでは、市民参加で「こんな素敵なとこ見つけた」といっている人たちが盛り上がって

いいなと思っているのですが、それと同じで「エコかまさん」みたいな「こんな省エネし

てこんないいことがあった。」「子どもが数値下がって喜んでいくら儲かっちゃった。」み

たいなものを自慢してもらいながら、省エネをやってみんなが盛り上がっていくような流

れを作るのも面白いかなと思いました。「みなさんの意見を行政が生かしていきます。」と

いう一文がＰ53の一番下あたりにあると私たちがしたことは無駄ではないんだな、これか

らもがんばっていこうかな、みたいな市民としての流れになるかなと思います。 

猿田会長 ワールドカフェなど後をどうやっていくか。先ほどはこれをご覧になってどうい

う意見が出てくるか、そのものの動きがどうかということですね。 

亀山委員 ３点あります。１点目はＰ４表１-１のＩＮＤＣのIはinternationalではなく

intendedです。これが１点です。２点目はＰ17の先ほどご説明いただいたときにご意見い

ただきたいといっていただいた、リーディングプロジェクトの記載についてですが、やは

りプロジェクトは立ち上げたほうが、予算が付きやすいのではないかと思います。漠然と

したまま目標はあるけど、どれもうまく手が付かないまま年月が経ってしましそうな気が

して、できれば具体的な目に見えるようなプロジェクトを１つでも２つでも立てていくほ

うが有益なんじゃないかと思いまして、この記載は残していただきたいという１点です。

３つ目の意見は、３章にこれだけ意見を頂いている訳ですから、第４章、第５章以降に出

来るだけ説明文の中で、市民からこういう意見があったので、みたいなのを少し入れるだ

けでも自分たちが意見を出したかいがあったなというよう風に思っていただけるかなと思

います。アンケートで再生可能エネルギーに期待するひとつの役割として、緊急時のエネ

ルギーという役割がトップの方に出ていましたので、そういうものを第５章の実施計画の

中で防災関係の記載をする時に「市民からの要望にあった通り」みたいに入れるだけでも

いいと思いました。 

澁谷職員 ありがとうございます。リーディングプロジェクトに関してなのですが、予算が

付きやすい、優先順位をつけやすいのではないかというお話を頂いて、たしかに最初に作

った時はそういう風に思っていたのですが、事務局の力不足ではありますが、リーディン

グプロジェクトになっていたものも予算を取るという言い方もあれなのですが、強く進め

ることが出来なくなってきてしまって、進めやすい物ばかりを先に進めて、やりづらいも

のが後に残ってしまっている形になってしまっています。少し形骸化してしまっていると

ころがあり、リーディングプロジェクトをはっきり定めたほうが良いものか、一旦白紙に

してしまったほうがいいのかなと悩むところではあったのです。 

川口委員 逆に質問ですが、形骸化してしまったとはどういうことですか。 
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澁谷職員 実施計画のところで、細かい事業をたくさん掲載し、それを全部並行して進捗状

況を確認するというやり方を取っているのですが、最初に基本計画を作る時は、そういっ

たことを想定してなかったようなのです。もともとはたくさんある事業の中に市として力

を入れて行きたい事業をピックアップし、それについてワーキンググループを作って進め

ていこうという考え方を持っていたようなのです。その後状況が変わってきて、そういう

やり方をとらなくていいという方向に全庁的に変わってきてしまい、そのリーディングプ

ロジェクトもワーキンググループ作って進めていくことはできるのですが、その考え方で

はなく、各セクションの個別の事業として進めていくには少し重いということだったりす

ると、これは少し置いておいてくれるかなという話になってしまう。正直なお話をすると

ございます。 

川口委員 後で聞こうと思っていたのですが、Ｐ86の②市内防犯灯のＬＥＤ化の所の「市内

防犯灯のＥＳＣＯ事業を活用したＬＥＤ化を推進」とありますが、結果的に数千灯ＬＥＤ

を導入していますよね。それの効果がどれ位あったのか聞きたいなと思っていました。そ

れはリーディングプロジェクトとして実際にやった事業ですので、そういうものの検証な

しにリーディングプロジェクトを辞めてしまうというのは、良く分からないと思います。

１年間で効果があったものについては、きちんと検証していかないとやった意味がわから

なくなってしまうので、そこが気になります。 

澁谷職員 検証自体はエネルギー施策推進委員会という庁内組織で会議を開き、そこで各事

業についてデータを見て検証をして評価をして、という形を取っています。その中でＥＳ

ＣＯに限らず、施設のＬＥＤ化もかなり電力の消費量を下げられたとデータとしては出て

いるのですが、じゃあ次に何をやるかというところで、例えば基本計画を最初に策定した

時点では「ＥＳＣＯ事業が出来た。」、「かなり結果もいい方向に出ている。」、「次は何をや

ろうか」というのを考えるスキームを想定していたのですが、今はそこまで考えずにでき

る事があったらやっていけばいいという形に残念ながらなっています。 

川口委員 その辺が残念です。防犯灯にしても100％やったわけではなかったと思います。

エリアを検討していたと思うので、例えばそのエリアを拡大していくとかいろんなやり方

があるのではないかと思います。それがなくなってしまったとおっしゃられると残念です。 

廣瀨委員 私もそう思います。市役所は執行機関なので、やりにくさや庁内事情を言われて

もエネルギー基本計画と実施計画を作り、推進していくことを審議するところでその話を

されても優先順位の問題なのであって、ＥＳＣＯ事業ならＥＳＣＯ事業を引き続きやって

いけばいいし、再生可能エネルギーについても現基本計画と比べ、次の基本計画は少しメ

リハリがついて、これは使いやすいこれは使いにくいと記述がありますので、市の方で率

先してやっていく事業の中にＥＳＣＯ事業なども入っていたと思いますので、いわゆるリ

ーディング事業ですね。そういう所で頑張っていけばいいわけです。それが、予算が伴う

か伴わないかで、遅れるというのは財政状況であるかもしれませんが、向いている方向は

ちゃんとしていかないと、内部事情を計画論の方にそれを持ち込まれると議論の仕様がな

いと私はそう思います。 
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池貝委員 施策を立てたら目標管理という形でやっていくと思うのですけれども、現行のリ

ーディングプロジェクトとそれ以外の施策の間で目標管理の違いが何か設けられているの

ですか。例えばリーディングプロジェクトだから厳格に目標を設定してそれで評価をして

いき、ないものについてはそこまで厳格にはしていかない。方向性だけ確認する。そうい

うような色分けはしているのですか。 

澁谷職員 していません。 

池貝委員 ということは、たまたまリーディングプロジェクトに選ばれたけれども、他の事

業と推進体制で違いはないということですか。 

澁谷職員 そうですね。現状だとそういう形です。 

池貝委員 そこを色分けし、重点施策の部分とそうでないものを分け、目標管理についても、

それに応じてやっていく形にしてはどうですか。全部を並行して一緒にやっていくのは、

あまり現実的ではないと思います。やはりどこかに偏っていってしまうと思うので、最初

からある程度事業に計画段階で優先度をつけて、優先度の高いものを主要事業とかリーデ

ィングプロジェクトのように事業の重み付けをしたほうが取り組みやすいのかなという気

がします。 

佐藤次長 この課にきて思うのは、力不足があるのかなというのがあります。リーディング

プロジェクトに位置づけてそれを引っ張るために、何ができるのかというと、先ほどお金

の話がありましたが、お金も付けてあげられない。色分けの力が弱くなってしまっていて、

一緒に協力してやるという姿勢はあるのですが、かなりの事業のところで先ほどの防犯灯

もありますが、それは市民安全課のほうで計画されてやっていく。結果はもちろん報告頂

いて、177団体のうち161団体の90％近く普及し、成果も上っていると確認しています。続

けて欲しいというお話は出来るのですが、その色付けというのが大分難しいところではあ

るので、今後の課題だと思っています。リーディングプロジェクトとして計画に位置づけ

たものが、どのように執行管理していけるのか、状況把握は出来るのですが、どのように

色づけて中心事業としてやっていけるか。ただ今頂いたご意見のとおりだと思うのですね。

数ある中ですべての現場で市民の方も事業者の方も含めて色々な取組をしていきたいと思

っていますが、その中ですべてをおしべなてというのは無理だと思いますので、どこかに

力を入れてという意味では、逆にリーディングプロジェクトに位置づけて、この３年はこ

れをやるのだとはっきりしたほうが、それぞれの部署がやりやすくなっていいのかなとい

うのも、ご意見いただいてそれはそうかなと思ったところです。 

川口委員 環境政策課さんが直でやるものでなく、ＥＳＣＯ事業は市民安全課で実施されて

いるものですから直接コントロールは出来ないのかもしれないのですが、部署が違ってい

ても鎌倉市として環境対策としてやっているということで言えば十分リーディングではな

いでしょうか。例えば鎌倉市の実施計画全体の中でもリーディングプロジェクトとして色

を濃くしているものがあるじゃないですか。ああいうやつって結局それぞれの部署がやっ

て、その年々によって、重み付けが３年ごとに変わってくると思うのですが、いずれの部

署がやっても環境に関するものは大手を振ってリーディングプロジェクトだとおっしゃっ
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ていいのではないでしょうか。 

佐藤次長 そのように思います。 

川口委員 その社会状況に応じてこっちにたまたまお金が付くとか、防災の意識がまた高ま

り、防災かつエネルギーが来たときには、例え直接担当でなくてもこれはリーディングだ

と市として進めていけば市民の方にも理解してもらえるのではないでしょうか。 

佐藤次長 今回リーディングプロジェクトについてご意見をいただきたいと提案させていた

だいたのも、全ての実績を確認するという中で位置付けとしてどのように出来るのかとい

うことで、ご意見を賜れればと思いまして投げかけさせていただいた次第です。 

猿田会長 川口先生から防災に関してお話がありましたが、例えば太陽光を使うにしても電

気エネルギーとしてそれを利用した場合に、防災から見ればいかに蓄電しておくかという

ことも必要となってきますよね。最近自動車の電気も災害時に使うとでていますが、それ

も環境政策課としての仕事というよりは全体のエネルギー計画の中でやることですので、

防災課であろうと建築課であろうといろんなところが関わって来て、その元締めとして政

策課が関わってくることです。政策課だけでなく市全体の問題としての考え方であって、

鎌倉市のエネルギー計画として横断的にどう取り組めるかが大事なことです。今のリーデ

ィングプロジェクトの話にしても100％環境部が握るものじゃなくても、全体としてどう

いうものがあるのか、そういうことをきちんと整理することが大事です。市全体としての

対応が市民に向かっていくわけですから。 

小田委員 リーディングプロジェクトをどう記載するのかともう一つの見方として、推進の

ためだとか管理のためにリーディングプロジェクトをどうやって選ぶかというのは賛成で

す。もう一つの見方は、市民の方に対して紹介すべき事業とかまねしやすいものという意

味で波及効果が大きいものとか、より手軽だとかそういったものを紹介するのも一つの役

割かなと思っていて、きっちり分けるのは難しいのかもしれないですが、一案としてどう

かなと思います。 

猿田会長 前に小田委員が市と一緒にやったスマートシティ的な発想の中でそういうものも

この中に項目として取り組めるわけでしょ。その辺をきちんと整理してもらって、ただそ

れが市民にどう吸収されていくか、理解されていくか、それがまた大事なところだよね。

理解していただく努力は行政も一生懸命やらなくてはいけないわけですね。 

小田委員 計画はこれからやって行きますと宣言する場所であるかもしれませんし、こうい

うことをやってもっと普及させたいとＰＲする場所でもあるかもしれないと思いました。 

猿田会長 確かに自治体によっては地域特性の活かし方をトップにしているところもありま

す。エネルギー計画の中でね。それも地域特性としてその辺も理解できる。ですから地域

特性をどう生かせるか、特に他のエネルギーなどは、風の強いところであれば風力発電や

波の強いところでは波力発電などもあると思うけど、幸か不幸か鎌倉は穏やかな気候でそ

ういうのはなかなか難しい。しかし再生可能エネルギーであれば、地域特性の中で何が活

かせるか。あんまり変わらないですよ、どこの自治体も。というよりないのです、極端に

言ってしまえば。そんなに変わったものは出てきません。それが東北の方に行けば地熱な
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ど利用価値もあるのでしょうが、この辺は全然ありません。あるとすれば箱根ぐらいです

ね、変わったことをやれるのは。先に進めて全体で後に戻りましょうか。４章、５章にい

きましょう。 

 

猿田会長 それでは「鎌倉市エネルギー基本計画・実施計画の見直しについて」第４章・第

５章について事務局から説明をお願いします。 

澁谷職員 議題１「鎌倉市エネルギー基本計画」第４章・第５章について説明。 

 

猿田会長 ただいま「鎌倉市エネルギー基本計画」の第４章・第５章について説明がありま

した。ご質問、ご意見はございますか。 

池貝委員 読ませて頂いてお伺いしたい点が一つあるのですが、基本方針の３にも関わって

くることですが、バイオマスを鎌倉市として今後どのように考えていきたいのかが、これ

を読んだだけではよく分かりません。P60からここで導入できそうな再生可能エネルギー

を４つの項目に分析されていますが、エネルギーの賦存量という切り口からいうと、この

ような書き方になるのかなと思います。ですが、そのエネルギーを使って市民、ユーザー

としての見方からいくとまたちょっと書き方も変わってくるという気がしています。例え

ば太陽光発電、これは発電だから電気でいいと思います。太陽熱も給湯の熱利用で限定さ

れるし、地中熱もヒートポンプ熱源とほぼ限定される。では残るバイオマスはどうなのか

な、と見た時にここではどちらかというとバイオマス発電に偏った書き方をしていると思

うのですが、実際には新しく配られた資料１-（1）-３にあるようなペレットのような燃

料であるとか、バイオマス熱利用といったエネルギーを使う側からのカテゴリー分けが出

来ると思うのです。市としてこの全部をやっていくのか、それとも一番鎌倉市に適合した

ものを選んでやっていきたいのか、そのあたりがはっきりわかるような書き方になってい

るといいのかなと思います。結局それが実施計画の方の施策にも結び付いてくるのだろう

という気がしました。 

澁谷職員 単純なバイオマス、特にごみ発電の計画自体はまた先の話になってしまうのです

が、実施計画のパートの中でも新焼却炉の整備事業ということで、今の鎌倉市の焼却炉は

発電機能が無いので、新施設では発電機能が出来るものを想定し、実施計画の方には記載

させて頂いています。それとは別に、鎌倉市は植木剪定材がかなり出ますので、これにつ

いてはまだ研究段階ではあるのですが、何らかの方法で熱利用を想定して、出来ないか考

えています。植木剪定材の方は自治体によっては、ぺレットストーブですとか、ぺレット

ボイラーですとか、バイオマスのチップのボイラーに補助金を出して、チップを供給する

方と需要する方の両方に補助を出して推進して行こうという形までとっているのですが、

まだボイラー自体の需要まではしっかり見れていないのが現状ですので、まだ研究段階と

いうのが事実です。先に電気の方があって後から熱利用が付いてくればなという形です。 

池貝委員 当面力を入れるのは発電の方だということですね。 

猿田会長 このバイオマスの発電というのは実際には大変です。やっているのを見にいった



 

 9 / 18 

 

ことがあるのですが、ペレットを作るにも一生懸命になって集めてくるわけですね。集ま

ってくるわけではなく、集めにいく労力。それをペレット状にしてある程度加工しておか

なければいけない。翌日ありませんでは困るわけです。継続的に発電していかなくてはい

けない。そのへんは特に木質を使うのは大変ですね。生ごみでというのは、今の清掃工場

ではごみ発電が出来るから効率がいいか悪いかの話です。バイオマスという言葉で、あれ

もやりましょう、これもやりましょうといっても抑制的な面も出て来てしまう。その辺を

十分考えた上で計画しないとやったはいいが結局失敗だったということになりかねません。 

澁谷職員 電気の方は需要も見込めますし、ごみ焼却施設の場合は考えやすいです。 

猿田会長 あれは一番考えやすく出来ていますね。 

澁谷職員 熱利用では、需要のほうが他の自治体でも意外と伸びないという話をかなり聞き

ますのでその辺は良く、例えば、地方の自治体ですと農家さんのビニールハウスに重油ボ

イラーの代わりにペレットボイラーや木質チップボイラーを置いてくれというようなお願

いをしているそうなのですが、鎌倉の場合そういった需要が見込めないので慎重に研究し

ながら進めていきたいと思います。 

池貝委員 この木質バイオマスの話では、エネルギー基本計画ですから、バイオマスを使う

ことが目的ではなくエネルギーを削減することが目的と考えます。環境省でも昨年まで４

年間、各都県に設置している温暖化防止地域センターに補助金を出して、様々なＣＯ２削

減をやりましょうと補助事業をやっていたのですが、そこで様々な省エネだとかバイオマ

ス、交通の転換などの事業が行われましたが、バイオマスについては会長からお話が出て

いましたように収集や加工に掛かる燃料を計算すると利用するエネルギーの方が上回って

しまうケースが非常に多かったですね。全然エネルギー削減になっていないというケース

が多く起こったのがバイオマスでした。ＬＥＤに転換する、省エネ活動するというのは、

それなりに規模の大小はありますが、一応マイナス側にシフトします。しかし、バイオマ

スはなかなかそれが出来なかったという経験もあるので、この点は地産地消のルートを綿

密に作ることが必要です。ストーブといっても鎌倉市は暖かいですから、わざわざバイオ

マスのストーブを買う人はいないと思うのです。需要がないものでサイクルを回すのは難

しいので、事業化する時に気を付けなくてはいけない点と思います。 

猿田会長 電気を使ってもいいのだけれど、環境への負荷が計算上は±０になるようなエネ

ルギーを使うのが一番望ましいわけです。木質を使えばプラスマイナス０になる訳ですか

ら。ペレットを作るのに油を使い、機械を動かしましたでは結果的にはプラスになってし

まう。その辺が非常に難しいところです。そのへんをわきまえながら行政も指導しなくて

はいけませんし、市民の方々も再生可能エネルギーとはどういうものなのか、どう使うの

がいいのか理解していただくことも必要です。原料を作るために作業工程で別のエネルギ

ーを使ってはあまり意味がありません。そのへんが難しいですね。地産地消という中でど

ういうものがこの地域の特性として、負荷を低減する手法として使えるかをみんなで考え

ていく必要があります。 

池貝委員 P67ですが、このグラフを見ると業務と産業を当然分けて書いているわけですが、
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産業部門は確かにうまく行っているのですが、業務部門はほぼ横ばいというのが妥当のよ

うな気がします。これを両方合わせて考えると２割弱というのは間違ってはいないと思い

ますが、産業と業務を分けないで一緒に考えていくのか、業務については横ばいだからそ

れを減らす努力をするのか、これが判断の分かれ目という気がします。もし業務部門につ

いて何かをやって行くのであれば、省エネルギー効果推計のところも家庭部門しか書いて

ないと思うので、業務部門の省エネについても書いていかないといけないと思います。そ

の前の事業者アンケートの所でも、P49の中小規模の事業者に対して省エネのコンシェル

ジュ的な役割が必要と分析もされているので、そのあたりのことも含めて考えると、鎌倉

にはエネルギーをたくさん使用する巨大な工場というのはないと思うのですが、オフィス

系の業務部門、中小の店舗というのは削減対象として、こういったコンシェルジュ的な何

かをやって行くべきだと個人的には思います。 

猿田会長 他にご意見ありませんか。 

村田委員 P71の家庭での省エネルギー効果推計の表ですが、エアコンのところに「暖房は

必要な時だけつける」とありますが、本当にそうなのかと最近思ったことです。家庭にい

るので大きい部屋を暖める場合にエアコンではもったいないと思って、ファンヒーターを

使っていましたが、冬場の電気代が高いと困っていました。そこでネットで調べたところ、

エアコンのキープ運転の方がお得だと書いてあったので、ファンヒーターを使うのを止め、

エアコン20℃のキープ運転にしてみたら、冬場の電気代が１ヶ月6,000円浮き、快適さも

違ってこれはすごくお得だと思いました。ファンヒーターだと局所しか暖まりませんが、

部屋全体が暖まるので快適だしお得だしこれは素晴らしいと思いました。冊子のP67をめ

くってみると、家庭部門の取り組みが重要と書いてあるので、たぶん家庭を動かすには、

省エネという大上段に立った考え方よりお得かどうかが人々の心を動かすものだと思いま

す。「快適さ」、「お得さ」などそのあたりの正しいお得な情報を提供することで、市民は

押し付け感がなく自然に動くのではないかなと思います。これはうちのエアコンの話かも

しれませんが、10年前のエアコンで断熱効果もそれほど高くない家でもそれだけ効果がで

ます。例えば大手のエアコンメーカーさんに聞いてみるなりして、本当に一番効果的な暖

房の使い方というのを聞いてみて、市民全体で取り組んだらこれだけお得で快適ですとい

う情報提供が出来ると、市民みんながこんなにお得ならやってみようと自然に動いていく

部分ではないかと思いました。例えばエアコンメーカーさんに確認をしてこのような使い

方がお得ですとなったら、P71の上から４行目を20℃キープ運転にすると書き換えてみる

とか、広報かまくらとかでこんな使い方がお得ですとかお知らせするのがいいかなと思い

ます。あと省エネモニターみたいなことで、そういう人に補助を行ったりするといいかな

と思いました。やってみた使用前後でこんなにお得でしたとやれば、気軽にやってみよう

かと思うのかなと思いました。 

猿田会長 エアコンのＣＭでメーカーによって違うけれども、冷房にしても暖房にしても、

付けたり消したりするよりも低めの自動運転にしておいたほうがお得になるとやっていま

すよね。最初に負荷をかける時に電気を大量に消費しますからね。どちらが本当にいいの
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かわかりませんが。 

常盤委員 エアコンが一番省エネにいいのは事実です。いろいろな情報番組でもやっていま

すね。もう一つが今のお話でいくと、ガスよりこれだけ安いみたいな比較広告はできませ

んので、話を方向転換するにしてもより制約が掛ってしまう。ただ「暖房に関してはエア

コンの有効活用が一番の省エネになる。」というアピールはあってもいいと思います。 

小田委員 P71表４-２は全体としていろいろな項目があるのが大事だと思いますし、一方で

やってもらいたいことも目立たせなくてはならないのも事実ですので、効果金額の大きな

もの、節約金額の大きなものだけ目立つような色付けをする、太字にするなどすると、何

が大事で何の優先順位が低いのかがわかるようにはできるのかなと思いました。 

村田委員 一つ思いついたのですが、新築にする時は省エネ住宅にする、というのはここの

範疇とは違うのですか。これも結構大きいことで、一度造ってしまえばずっと省エネで行

けるのでいいなと思います。新築しようとする人が、市が推奨していると分かるように、

市がしたいと思っていることを市民に伝える術を作る必要があるのではないでしょうか。 

猿田会長 それは必要ですね。 

常盤委員 補助金でも付けばいいですね。 

村田委員 長期優良住宅はありますね。お得かどうかで市民は動きますので。 

小田委員 P60の（3）ア①のところで、太陽光発電の導入ポテンシャルとありますが、①と

④どちらにもポテンシャルが書かれているように思いまして、少し統合されてはどうかと

思いました。この中で是非記載して頂きたいと思うのは、ポテンシャルが実行されたとき

に市の電力消費の内の何割ぐらいなのか、というところを是非入れていただきたいと思っ

ています。①のほうは約４割と書かれています。一方で④の先を読んでいきますとP61の

上に電力量があるのですが、これを元にすると２割ぐらいという数値になるかと思います。

ということで何がポテンシャルで、何が効果量かわかるようにしていただきたいと思いま

した。それから同じような観点で、P62にバイオマスの熱量換算のところでＧＪ（ギガジ

ュール）の値が書かれています。P62上から３行目のところですが「108,795ＧＪ/年」と

ありますが、この数字と先ほどサポートに出てきた年間の熱の消費量を比較した時に、大

体何割か。こういう所でポテンシャルが見えてくるのかなと思いまして、ざっくり見ると

２％ぐらいだと思っております。それからもう一つは植木剪定材ですね。このバイオマス

の量も約10,000トンと書かれていますが、この熱量換算もある程度であればポテンシャル

しては出せると思っていて、これも同じように２％ぐらいになるのではないかと思ってい

ます。出来る範囲をある程度明確にするためにも、そんな記載をしていただけるとありが

たいと思いました。 

澁谷職員 はい。そういたします。 

常盤委員 先ほどのリーディングという方針があるのですが、環境先進都市というのは日本

国中津々浦々いろんなところで競合していまして、特に神奈川県を見た場合に横浜、小田

原、横須賀とを比較した場合に、鎌倉市としての環境先進性というのをどういうところで

訴えていくのか、それが今までの話でぴんと来ないですね。いろいろ項目は上っているの
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ですが、先ほどお話が出た時に言うと、１つはバイオマス、いわゆるごみを燃やして電気

を作る。いろいろな課題はあると思いますが、１つの取り組みとして、挙げられるのかな

と思います。他にももちろんあるかもしれませんが。もう一つは、前回ご提案させて頂い

た、環境に加えて観光都市という点で考えた時の環境政策。つまり2,000万人超えるよう

な海外からのインバウンドがあるわけですが、それに伴って鎌倉もオリンピックに向けて

今後観光客数も増加すると見込まれています。そうした時に環境面から観光都市として何

を打ち出していくのか。平たく言わせて頂くと、私たちは数百円払ってゴミ袋を買って、

指定の日、指定の場所にごみを出しているわけですね。ところが観光客の方は、着いてい

きなり空き缶はどこかに捨ててみたり、ごみをまとめて人にわからないだろうとどこかの

茂みに捨てる。私からするといろんな悪さですね。悪さをしてお帰りになる訳ですよ。長

谷のあたりの渋滞もものすごく、加えて鎌倉山の桜通りは目抜き通りになっていまして車

の往来が非常に激しいですね。桜の木が一部枯れ始めているというのは排気ガスのせいで

はないかと訴えるかたもいるわけです。そういうようなことからいくと、観光のトラフィ

ックマネジメントというものに対し、どういうような政策を持っていかれるのかというの

は、たいへん重要な課題だと思うのです。この２点で鎌倉市としての特徴、これをどうい

う形でアピールされるのか。そこに是非観光都市としての観点で特徴を打ち出して頂けな

いでしょうか。３点目に申し上げたいのは、先ほどのお話に出たような、エアコンの話な

ども伝え方が非常に難しいと思うのですね。ＨＰに書いてありますといっても、読まれる

方は数％、さらにそれからアクションを起こすということになるともっと少なくなってし

まいます。「エアコンを使いましょう。」ということをどういう形で市民の方に進めていた

だくかという、何か伝え方を考えないとなかなか普及しないと思います。裏返しすると市

民の方々というのは、それが自分たちにとって経済的にも利するし、市民としての公共性

にも利するというところで自分たちのしっかりとした理由があれば、皆さん協力して頂け

るはずです。そのへんの皆さんの活動を引き出すような仕組みというのでしょうか、そう

いうものが必要ではないでしょうか。昔でいくと町内会の会長さんが音頭をとってやりま

しょう、のようなことはあったようですが、今ではそれをどういった形で進めていくのか、

ということもたいへん大事ではないでしょうかと思うのです。以上３点について、問題提

起させて頂きたいと思います。 

猿田会長 観光客が来ることで鎌倉市はある程度は財政が潤ってはくるが、ごみを捨ててい

く。バランスの問題ですね。来る方がどこまで理解してくれるか。鎌倉市に来る前にそれ

を理解してくれなきゃ困るのでね。来てから教えようというのも、向こうにとっては時間

がもったいない。しかし環境に対する配慮というのはどこだろうと必要な訳ですからね。 

常盤委員 上高地などは何十年も前に入口のところで車を降りて、バスに乗り換えるという

方法を作ったのですが、当初はみなさん観光客が減るのではないかと恐れていました。そ

れが逆に環境を大事にする街なのだということで、ご存じのようにかっぱ橋などの景観を

維持するためには重要な施策であるというみなさんの理解が徐々に得られて、環境を大切

にしている街であるという意識が広がった訳ですよね。そういう意味では、鎌倉市として
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もなにか同じことをやったらどうかということではなく、やはり先進性ということが大事

なのだよと、市民に知らしめるような施策があってもいいのではないでしょうか。もちろ

ん、お金がかかるという問題は出てくると思うのですが、「鎌倉市に行ったらこんなこと

をやっていたよ」、「これは非常にいいね」、「これだったらわれわれもごみ袋を持って行か

なければいけないよね」とか、「缶は持って行けないよね」とか、そういう風潮というと

何か言葉は悪いですが、広がっていくような方法はないのかなということで、考えてはい

るのですがなかなか難しいですね。 

猿田会長 谷川岳のようなところであれば、ある程度制約が可能であるけれど、鎌倉市は観

光都市でもあり一般的な住宅としてもあるので一般の人も大勢いるわけで、それをあれも

だめこれもだめというのは、逆に難しくなっているので、そういう中でどう対応していく

か。特定の観光地とは違うところがありますね。山の中に入るのとは違います。 

川口委員 観光商工課さんの「歩く観光の推奨」っていうのが、非常にシンプルではありま

すが、大事かなと思います。新しい観光計画では、2,000万人が徐々に増えていくのを

2,000万人に抑えようということと、初めてでたのが観光客と市民との調和ということで

す。今までは観光客を主体的に考えていたのが、市民の方々もそれに対して調和するとあ

ると思います。鎌倉市は京都に比べると面積あたりに来ている観光客数というのは高い数

値で、なおかつ八幡宮とか長谷寺に非常に集中している。月も１月とか６月とかその時期

にドッと行くので、江ノ電に市民の方が乗れなかったりもするでしょうから、そこの分散

ということですね。分散というのは、結局どうしても行きやすいところに行っている訳だ

から、「実は他にも魅力があるんだよ」、「歩いて行くともっと色々な発見があるんだよ」

と観光客に知らしめるということで、さっきおっしゃっていた省エネの賢い知恵みたいな、

今はほとんど外国から来るお客さんもほぼ90％以上スマホを持っていますから、ポイント

制みたいな形でこことここを歩いていくと賢く商店街で安く何か買えるとか実利がある形

で流動するとか、お金を使うのではなくて、知恵みたいなもので江ノ電を使わずに歩いて

もらうとか、車を使うとあまり特にならないとかそういう施策で誘導していく。スマホの

アプリみたいなものを作ったりする必要があるのかもしれませんが、それもうまく使って

いけば情報化社会なので、みなさんが賢い暮らしをしていこうというようなことも一つ考

えなきゃいけないと思います。 

常盤委員 前回余談で申し上げたのは、海外でのケースですが、ドイツにストラスブールと

いうヨーロッパの旧市街と新市街に分かれた街があり、ヴァルトブルグの旧市街は車では

入れない。そこは全部歩かなくてはならない。ところが３百年５百年の街並みがそのまま

残っていて、運河があり非常にきれいな街で、そこはもちろん禁煙です。そういうのが徹

底している街で、かなり広いです。それこそ長谷から駅ぐらいの街がひとつの旧市街で確

立しています。街の中は新市街といわれる一般の街は市役所のあるようなところはどうな

っているかというと、トラムという市内電車が走っている。これは電気で走っていて、環

境にも細かく気が使われている。トラッシュいわゆるごみ箱もきちんと置かれていて、そ

の辺にごみは捨てられない。私は煙草を吸うので探すのですが、なかなか煙草を吸う所が
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ないという限定的なロケーションになっていまして、そういうふうなところはもうみんな

がストラスブールの旧市街というのはフランスの大事な資産なんだから損なってはいけな

いという共通意識がどこかにあるようです。そこに入る時にはきちんとルールを守って入

る。文句が出るのはだいたい新市街の周りの街で、たばこも吸えない、道路の速度制限も

厳しい。結構走り憎いということでそのへんの文句は聞きます。しかし旧市街の方もとい

うのはあまりないのです。それぐらい大事な資産だという意識がどこかにあるんじゃない

かと思います。私は鎌倉で生まれて育ったものですから、同じような意識を鎌倉に来る方

に持っていただければたいへんうれしいのですけど、そういう意識を作るというのは単に

市役所の皆さんが尽力することだけでなくて、いろいろな広い媒体でのＰＲ活動というの

が必要となってくると思うのですが、少なくとも受け皿としての鎌倉市としては先ほど申

し上げたことが行われているまちというのは一つの案として必要なのではないかな。ただ

同じような街並みにと申し上げているのではないのですよ。鎌倉の鎌倉時代からのお寺や

もっと古い平安時代からのお寺があるのですが、そういう遺産ですね。鎌倉市としての遺

産をみなさんがもっと大事にしてほしいという気持ちを何か伝えるためには、例えば歩く

という方法も大事でしょうし、ただ歩けといっても歩かないでしょうし、では歩かせるに

はどうしたらいい。車も電気自動車のことにも触れてはいますが、電気自動車がいいかは

わかりませんが、電気自動車の個人の所有なんかの支援策としては横須賀とか他と比較し

てみてみると金額的にあまり多いとは言えない。私の理解が間違っているかもしれません

が、20万とか50万とか補助金が頂けるところに比べると２万円ぐらいの金額しか書いてな

い。これは見方が悪かったのかなと思いますが、そういった所もあって電気自動車がほん

とにいいかどうかわかりませんが、市として推奨するのはこれだ。仮にここに書いてある

のが電気自動車ですから、電気自動車であればもう少し強力な支援策をご検討いただくと

か、そういう形を取って頂いて車に関してはこうであり、基本的には大切な資産を守るに

はここが重要だというような、先ほど川口委員からあったようなそういうことを推進する

しくみ、そういうものを今回の計画中に感じられるものを盛り込んでいただきたいとまで

は言わないが感じられるものでもいいのではないかと思います。 

猿田会長 外国から鎌倉市に来られる方にそういうことを期待しても実際には無理でしょう

ね。場合によっては規制することも必要かもしれませんね。そうならざる得ないこともあ

るかもしれませんね。 

山本委員 今の話で以前マスタープランの委員をやっていて、その問題についても３年間議

論したのですが、結局歩く街にしようと目的はあるのですが、実際にどうやって減らして

いくかというと、結局規制するか、外部から入ってくる車に関してコストをかけて負担し

てもらうようにしないと実際には無理ではないかというのが大体の意見でした。もう一つ、

一連の議論の中で誤解されているかも知れないのですが、観光客が大勢入ってきています

が、鎌倉市は観光でもっているというのは間違いで、税金のほとんどは市民税なのです。

実際には土産物屋もあるのですが、３分の２が赤字のような状況らしいです。本当に赤字

かどうかは知りませんが、表向きは赤字になっている。ですから企業からの税金はほとん
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ど入って来ないので、市民税で負担をしている。ですから観光客が増えても減っても市の

財政にはあまり関係がないと思います。もちろん寺社のお賽銭や拝観料も税金が掛からな

い。不動産の税金が掛かってない。ですから実際には観光というのは貢献していないとい

うことは頭の隅に入れておかないといけないですね。 

猿田会長 今のお話を伺っていて、観光都市として来られる方にどこまで要求というか期待

できるのかというのは難しいですね。皆さんが理解をして、鎌倉であるから注意し認識し

て来て下さればですが、なかなかそうはいかない。場合によっては規制ということも必要

かも知れないけれど、それもできるだけソフトにしてやっていかなくてはいけない。知恵

は絞らなきゃいけない。今伺ったことも含めていろいろと対応していかなければいけない

と思います。１つ聞きたいことがありますが、P77「目標①市内の年間電気消費量」2020

年度に▲10％これは 10％減らしますという意味ですか。 

澁谷職員 平成 22 年度の排出量に比べ 10％減らします。ということです。 

猿田会長 黒の▲だから減らしますとどこに書いてありますか。逆三角▼ならわかります。

尖った三角が下向きであればわかりますが。 

澁谷職員 正直なお話をしますと、平成 32 年度に 10％削減というのは既に達成されている

ようなのです。当時は、自信が持てずはっきりと「10％削減します。」というのが怖かっ

たらしいのです。ですから、わざとぼかして、「▲」にしています。 

猿田会長 あいまいなのはいいけれども、「▲」だと上昇を意味します。「▼」だと減少を

意味しますので、 

澁谷職員 わざと「▲」を使ったようです。上向きを使いぼかしたということのようです。 

猿田会長 △ならば増えるのか？  

澁谷職員 なのですが、一般的に赤字黒字を表記する時に、この三角を使ったりするのです

が、はっきりと 10％削減と表記するなら、わかりやすい表現にしたほうがいいと思いま

す。 

猿田会長 ちょっと誤解されますから。 

澁谷職員 全部「▲」になっていると思います。 

猿田会長 内容からそうなっていることはわかるのですが。 

澁谷職員 私もこの計画を見た時にそこを質問いたしましたから。 

猿田会長 本人が言っているなら間違いはないですね。P79 から P80 にかけて、真ん中に

「取組みの方向性①、②とありますね。そこによこに線がありますね。これはなんですか。

見にくいのでわざわざ横に棒を入れる必要はないと思います。 

澁谷職員 改善いたします。 

山本委員 P7 一番下の段落のところですが、なお、というところが「平成 32 年度までに▲

10％は既に達成しています。」とありますが、これは間違いだと思います。目標が達成さ

れたかどうかはその時期になってからでないと達成したかどうか言い切れないと思います。

「既に平成 32 年度の目標レベルに達している。」という表現だったらいいのですが。 

 



 

 16 / 18 

 

猿田会長 それでは、次の「実施計画」に移らせていただきます。では、事務局から説明を

お願いします。 

澁谷職員 「エネルギー実施計画（P83 以降）について」説明。 

 

猿田会長 ただいま「エネルギー実施計画について」説明がありました。ご質問、ご意見は

ございますか 

池貝委員 P85のところで、先ほど質問させて頂いたことと絡んでいますが、「事業者向けの

対策」をどうするかについて、前回の委員会の時にも問題提起させて頂いたところですが、

事業者対策がやはり弱いと思うのです。個人的には、やはり業務系の対策はやるべきだと

思っています。事務局がどう判断されるかは別のこととしてですが。こういう計画という

のはまず現状分析があって、その中から課題を抽出して、その課題を解決するために施策

を立てる。という流れになるとおもうのですが、その課題抽出のところが先ほどのアンケ

ートとかそのあたりになると思います。そこで中小規模事業者を重点的にやる必要があり

ますとか、コンシェルジュ的な事業が必要ですと分析しているのであれば、ここにそれを

具体化する何かがあってもいいのかなと思います。鎌倉市としてここの部分は優先順位が

低いというご判断であるならば、それはそれで仕方がないのかなと思いますが、やはり業

務系、しかも中小規模事業者の業務系というのは家庭系とエネルギー利用の構造が密接に

リンクしていると思うので、家庭系のものに上手く乗せて裾野を広げるというやり方も鎌

倉市だったら出来るのではないかという気がするので、そのあたりもう一工夫していただ

けたらと個人的には思いました。 

猿田会長 店舗系住宅というのは結構多いでしょうからね。ＨＥＭＳでいけるのかＢＥＭＳ

なのかというのはありますが。他にどうぞ。 

常盤委員 電気自動車のところが非常に限定されているような印象をうけるのですが、公用

車への導入だけでなく、業務系への電気自動車の普及促進も必要ではないのか。 

猿田会長 どこの自治体でもやっているのですよ。ただ予算が伴うのでなかなか難しいです。 

澁谷職員 ここの表の書き方の表現のことで、分かりづらいのかと思うのですが、P86、P87

をご覧ください。表の⑤のところでは、電気自動車、ハイブリット自動車のところで電気

自動車と使っているのですが、P87の「市民及び事業者」のところになると「低公害車等

の導入促進」という書き方をしています。こちらの中には我々としては電気自動車、ハイ

ブリット自動車も含まれるという認識なのですが、ここの表現を整理しまして両方とも電

気自動車も入るということが、はっきりわかるようにしたいと思います。 

猿田会長 ただ電気自動車と限定しないようにして下さい。一般の方に電気自動車でなけれ

ば走らせないとそこまで規制していないのだから。要するに低公害車にしたい。その低公

害車がいろいろな点があり、窒素化合物が少ないのが昔は低公害車に認定し始めたのが最

初ということもあるのだけれど。いわゆる環境にやさしい車ということでの低公害車と認

識していただければいいので。民間の場合、強制的にとられないように注意しないといけ

ません。今はそこまでやっているところはないので。それからP86「市施設における省エ
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ネルギー機器等の積極導入」のところと、P84基本施策「市役所の省エネ活動の徹底

と・・・」のところですが、これはここの市役所だけを言っているのですか。エコアクシ

ョンを取っているのは。 

澁谷職員 エコアクションを取っているのは、全施設です。考え方としてソフトの部分で市

役所全体の事業です。 

猿田会長 市役所に行ってきます。といえば本庁を行きます。支所に行ってきますといえば

支所に行きます。支所とか出張所はふつう別を意味します。他のところでは「市の施設」

と書いてあります。この辺をわかりやすくしてください。私は読んでいて本庁だけがエコ

アクションをとったのだと思ってしまいました。ほかのところで「市の施設」とかいてあ

るので。 

澁谷職員 P84のほうで市の施設の省エネ活動の徹底というのも、少し表現として違うのか

なと思うので、わかりやすいように表現を工夫します。 

猿田会長 工夫してみてください。P86のもね。基本施策ア「市施設における省エネ」とな

っているので、みなさんに誤解を招かないように。エコアクションは市の公共施設全部が

とっているのですか。 

澁谷職員 エコアクションは取得しています。 

村田委員 P85「市民及び事業者の省エネ行動の促進」の③省エネ関連情報の収集と提供」

と⑤各家庭における省エネへの取組支援事業のところなのですが、先ほどからお伝えして、

市民の意見が実際に市の施策に生かされる仕組みがあるといいなとわたしは思っていて、

実際にこの表のどこかに唄うことで、実行力がでていいのではと思っています。この中の

どこに入っているといいかなと考えていて「ホームページでの情報提供」とありまして、

このままだと今まで通り提供するだけで終わってしまうみたいだと感じます。講座開催も

参加した人だけで終わってしまいそうなので、たとえばうまい言葉が思いつかないですが、

「市民の意見から省エネ活動を促す仕組みつくり」など実際に市民の行動を促すような施

策を環境政策課がやって下さる文言があると市民はすごく期待が持てて楽しみだなって思

ってくださるかなと感じました。何か実際に市民の意見が市政に活かされるようなことを

やっていただける方向性が書いてあって欲しいです。 

川口委員 村田委員と似ているのですが、P85、P86、P87、P89にもホームページでの情報提

供があるのですが、ホームページはそこに行ってくれないと見てくれないので、先ほどの

エアコンのような賢い省エネなどを、ＳＮＳを使ってとかスマートフォンでも手軽に見ら

れるような、みんなが持っているものに情報を流すと「ああそうか、エアコンでこんなに

お金が特になるのか」と機会が広がると思うのです。ホームページ単独だとパワーが弱い

のでＳＮＳを使います。といれたらどうでしょうか。 

山本委員 省エネはすべての市民に関係していることなので、一般に流通している情報であ

ってもプッシュしていかないと。 

川口委員 それこそワールドカフェに参加していただいた方にサークル的に入って頂いて、

３年前にやって終わってしまったではなく、新しい情報が入ったらつぶやいてもらうとか、
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日々更新していかないと関心もなくなってしまうので。 

村田委員 歩く観光の楽しさなどを投稿してもらうと、若い人などは参加すると思うのです。

観光がいま話題になっていますけど、みんな雑誌やメディアを見てきています。そういう

のを活用して「鎌倉も歩くとたのしいよ」や「おしゃれだよ」とこちらで作っていけばお

もしろいかな。それで今回意識の高いワールドカフェの皆さんならわくわくしながらやっ

て下さると思うので、ＳＮＳを活用したらいいのかなと思います。 

猿田会長 時間が過ぎてしましましたが、これは言っておきたいということはございません

か。それでは今日頂いたご意見を参考に訂正すべきことは訂正し、より良きものにしてパ

ブコメにかけて下さい。 

猿田会長 それでは、次の「その他」に移らせていただきます。では、事務局から説明をお

願いします。 

 

事務局  議題３「その他について」説明。 

猿田会長 それでは、次回の環境審議会は、日程が決まりましたら事務局からお知らせくだ

さい。よろしくお願いします。 

 

 以上で本日の議事を終了しましたので､閉会といたします。 


