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平成28年度第１回鎌倉市環境審議会会議録 

 

１ 開催日時  平成28年10月３日（月）午後２時30分から午後４時30分まで 

２ 開催場所  鎌倉市役所第４分庁舎823会議室 

３ 出 席 者   猿田会長、川口委員、常盤委員、村田委員、山本委員、郷原委員 

平井委員、廣瀨委員、山田委員、池貝委員、小田委員 

４ 事 務 局  佐藤環境部次長、戸川課長補佐、渡辺職員、大野職員 

５ 議  題  １ 平成28年度版かまくら環境白書について 

        ２ 鎌倉市エネルギー基本計画・実施計画の見直しについて        

        ３ その他 

６ 配付資料 

  （当日配布資料） 

・資料 1-1   第 11 期鎌倉市環境審議会委員名簿、裏面に事務局名簿 

 ・資料 1-2   鎌倉市環境基本条例・鎌倉市環境審議会規則 

 ・資料 2-(1)-１ 平成 28 年度版かまくら環境白書（暫定版） 

 ・資料 2-(1)-２ 鎌倉市環境基本計画＜第２期改訂版＞結果 

 ・資料 2-(2)   鎌倉市エネルギー基本計画及び実施計画検討・見直し事項 

 

（当日貸出資料） 

 ・第３期鎌倉市環境基本計画 

 ・平成27年度版かまくら環境白書 

 ・鎌倉市エネルギー基本計画 

 ・鎌倉市エネルギー実施計画 

 ・鎌倉市環境基本計画＜第２期改訂版＞ 

 

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 「平成28年度かまくら環境白書について」 

 

猿田会長 それでは議題に入ります。「平成 28 年度かまくら環境白書について」事務局

から説明をお願いします。 

渡辺職員 議題１「平成28年度かまくら環境白書について」説明。 

猿田会長 ただいま「平成28年度かまくら環境白書について」説明がありました。ご質問、

ご意見はございますか。 

廣瀨委員 資料2-(1)-2の４ページ、⑫廃棄物の発生制御・再使用・再生利用のところで、

ごみ・廃棄物の総排出量は（2003年度に対して）５％削減をクリア、（平成１５年度に

比べ）6.9%削減とあります。一般廃棄物焼却量が（2003年度に対して）30％削減、（平
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成１５年度に比べ）20.5％削減とありますが、これは何を意味しているのですか。事業

所の削減量が足りなかったのかなと思うのですが、この資料から言えることはあります

か。事業系のごみが課題だと思っているのですが、そういうことは言えますか。 

佐藤次長 資料2-(1)-2の内容につきまして、各部署、市役所の中でそれぞれの担当があ

りますが、環境に対してどういう取り組みをしているかをまとめ作成しています。目標

をもって、それぞれの事業に取り組んでいただき、事業の中でどういう結果が得られた

か回答を頂いて表にしているところです。環境白書にまとめている内容につきましては、

各家庭系、事業系と書いてありますが、焼却量としてとらえておりますので、全体で焼

却施設の焼却量として削減した数値となっております。 

廣瀨委員 わかりました。 

猿田会長 お手元の資料2-(1)-2を説明した資料ですね。これは１ページの最初の所に鎌

倉市環境基本計画<第２次改訂版>結果とこれに書いてある目標のところをご覧いただく

と左に項目がありますね。これらの計画施策に27年度どういうことをやったかというの

が、今日お手元に示している白書になります。今説明を受けた１番２番というのは鎌倉

市環境基本計画<第２次改訂版>の目標の項目の番号順に来ているので、これと比べてい

ただければ計画の方はわかると思います。 

山本委員 今ご説明頂いた表の真ん中の「計画期間における結果」というのは28年度版の

環境白書のポイントだけを書いたものですか。 

猿田会長 28年度版というのは今年の結果はまだ出ないので27年度の実績を28年度版とし

て出しているわけですね。27年度の結果を翌年出さなくてはならないというのは環境基

本条例で決められているので、報告をしなくてはならない。お手元の暫定版でお示しし

た白書の内容というのは、その鎌倉市環境基本計画<第２次改訂版>に示されたことに対

して行政が何をしたか、また市民の方にどういうご協力をいただいたかということが書

いてあります。その辺を比較しながらご指摘いただければと思います。 

山本委員 資料2-(1)-2の５ページの災害についてですが、第３期鎌倉市環境基本計画の

方には項目が一つ増えています。それについて、今回は特にこちらの資料では説明はさ

れてはいないのですか。これからすべき点、成果の記述はしていくと理解してよいので

しょうか。 

猿田会長 昨年度計画を改定したので28年度から実施するのもある訳です。これは27年度

版ですからここに入ってこないということです。 

山本委員 分かりました。 

猿田会長 何でも入ってくるかというとそうではありません。改定していますから年次的

にも翌年からというのもあります。 

戸川補佐 補足させて頂きます。資料2-(1)-1平成28年度かまくら環境白書暫定版という

のは28年度に作る白書なのですが、中身は27年度の実績についてまとめを行なっている

ものです。暫定版となっているのは収集しきれてない国の数字などがありますので、そ

れを今後盛り込みまして年度末までに完成させていくというスケジュールになっており

ます。先ほど廣瀨委員からご質問をいただきました項目ですが、⑫の産業廃棄物の発生
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抑制等につきましては、暫定版75ページの表6-1を見ていただくと総排出量の数値が出

ており、15年度に比べて93.1％となっています。ここが平成15年度に比べ6.9％削減に

あたるということです。その下の焼却量につきましては27年度の数値がでておりまして、

ここは79.5％となり、平成15年度に比べると20.5%削減となっているのですが、目標と

なっている30％にはなっていないため、今回この部分に網をかけ、達成できてないとい

うことを表しています。基本的にここの真ん中の列につきましては網がかかっている部

分は目標を達成できてない部分となっています。 

猿田会長 暫定版75ページの27年度のリサイクル率はこれから出しますよね。 

 焼却量は搬入車両を軽量しているからすぐ集計できるだろうけど、リサイクル率はあち

こちのデータを集めないといけないだろうからこれは最後には入りますね。他にどうぞ。 

川口委員 資料2-(2)-2の②の光化学オキシダントが環境基準に不適合で×となっている

から、暫定版の16ページが×になっています。悪化しているのかそれとも、改善してい

るのかわからないのもあって、たぶん環境基準を超えた日数というのもあり、鎌倉市環

境基本計画のほうには70日とか80日とか基準を超えた日数の記載があったのですが、こ

れを照らせるかどうかわからないですが、今後どうなのでしょうか。なにか原因があり

対策が打てるものなのか、そのへんがどうなのか伺いたいと思います。 

渡辺職員 光化学オキシダントの環境基準は光化学スモッグといわれるものが発生する基

準値の半分となっています。光化学スモッグ注意報が出たからといって、あれは県全域

のものですので、そのときに鎌倉市で発生が多いかというと、多くない時もあるのです

が、多くの場合でそのときは環境基準を超えてしまいます。原因としましては、気温の

上昇や風が少ないときに増えているという話は聞いていますので、地球温暖化が進んで

いるとされている現状では難しいのではないかと思います。 

川口委員 オキシダントが５年間ずっと目標を達成していないということですか。 

猿田会長 ５年間どころではありません。環境基準が出来てから一回も達成していません。 

川口委員 鎌倉市環境基本計画<第２次改訂版>の25ページを見ると、ここにグラフが載っ

ていて今まで気にしたことがなかったのですが、測定地点が鎌倉市の市役所の屋上なの

で、データとしては鎌倉市のデータで、18年度以降上っているので交通の渋滞とか関係

があるのか、何かの原因があるのだと思います。 

郷原委員 PM2.5の影響じゃないのですか。鎌倉市でずっと測定しているのは、環境審議

会発足当初から行っている光化学オキシダントの測定です。県もやっていると思ってい

て、この問題の解決手段はないと思っていて、ただ測定していること自体が重要なので

あって、それで環境基準値を満たさない数値が検出されるということが白書に載ってい

ればいいと思います。 

池貝委員 私も同じところを言おうと思っていましたが、これはあくまで市の計画であっ

て目標を立てるということは、達成するための施策が伴っていなくてはいけないと思い

ます。光化学オキシダントの環境基準を達成する施策というのは、市レベルでは出来な

いのではないかと思います。光化学オキシダントの環境基準値というのは、一時間でも、

１年間通して0.06という数字を超したらアウトなのです。神奈川県内の60カ所で測定し
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ているのですが、今まで達成した局は１つもありません。おそらく第３期にこの目標を

達成することは無理だと思います。県では光化学スモッグが発生した時には、大規模な

排出事業者には、燃料の削減をして下さいと要請をしています。そういう対策はやって

いるのですが、光化学オキシダントを目標として載せたときに、これを達成する施策が

市のレベルで出来るかと言ったら難しいと思います。ですからこの項目を第３期にも載

せるのかどうかを慎重に検討した方がいいと私は個人的には思います。 

猿田会長 今の話で変な言い方ではありますが、鎌倉市で何が出来るのかと言われて、載

せるのはおかしいのではないか、ということがおかしいのです。環境基準ですので達成

することが望ましいことであって、常時監視しないといけないとなっています。監視す

る以上、減らす努力をします等、そういうことを言わないといけない。達成出来ないの

はわかっています。日本全国達成したことはないのですから。数値がいいか悪いかは別

としてですね。 

池貝委員 大気汚染防止法上は、監視をしてそれを行う責務が知事にはあるので、鎌倉市

がそれを書くのは前向きでいいと思います。知事には法律上達成できないことに対する

責任があります。鎌倉市が計画に載せるのはアグレッシブでいい姿勢だと思います。し

かし、市として目標を立てたからには、市民から何かやっているのかと言われた時に、

それに反論が出来ないのは厳しいのかなと思ったのです。 

猿田会長 県の方はそうおっしゃるかもしれませんが、鎌倉市も鎌倉市なりにやらなくて

はならないことはあるはずなのです。ですから自動車の排気ガスを減らす努力や交通量

削減のための努力、いろいろ渋滞を無くす手段など、県道はやっても市道の分までは、

やってくれるわけではないですよね。市は市でやることがあるはずです。ですから、そ

ういう中で何ができるのかを模索しながらやっているわけで、県知事がやるから鎌倉市

がやるのはおかしいだろうというのは違うと思います。 

池貝委員 おかしいとは言っていません。 

猿田会長 疑問に思うことがおかしいと思います。市町村レベルといっていいのかな。そ

れなりにみんな努力しているのです。 

池貝委員 目標に対する施策がこれだと言えればいいと思うのです。 

川口委員 今の話で鎌倉市は即効力はないと思います。ただ、オキシダントの原因が排気

ガスにあるのであれば先の話ですが、ロードプライシングのような話で車両を半減出来

れば、混雑も減るわけですから原因が減れば、屋上で計測すれば数値が減る可能性はあ

るわけです。そうすると今「×」と書いてありますが、今まで何日超えたか数値があれ

ば、ここがちょっと変わったとわかりますので、ここを日にちが変動しているみたいな

データがあるともう少しわかりやすいと思います。非常にどちらの意見もわかるのです

が、挙げないということにもいかないと思います。 

郷原委員 これは専門家の方の意見と考え方が違うので相容れないかもしれませんが、鎌

倉市に光化学スモッグが出た時に警報を出しているのは、神奈川県が発令してもいいと

かそういう事があるのですか。 
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池貝委員 注意報は県が発令しているのですが、県を８つのエリアに分けていてここは湘

南エリアとして出します。 

郷原委員 防災無線として流れてきているのは、県の指示があった時に流れてきていると

いうことですか。結局光化学スモッグが発生するのはやむ得ない話で、出た時に防災無

線で「光化学スモッグ警報発令中ですよ。」ということが重要なのです。屋外で作業を

していて、様子がおかしいなと気づく時に、防災無線が流れることによって、「光化学

スモッグがでているから目がチカチカするのだな」という認識が出来る。光化学スモッ

グの発生を防ぐというのは、市でできるレベルではないけれど、住んでいる市民にとっ

て光化学スモッグが発生しているかどうかが、曲がりなりに測定しているのであれば、

環境を意識する中で非常に重要で、行政としてしっかりした施策だと思います。改善を

するなどできないことを言ってもしょうがないので、発生してしまったなら、防災無線

ではっきり伝えてくれるほうが効果は高いと思います。 

猿田会長 光化学オキシダントの注意報、ひどくなると警報になりますが、だいたい注意

報以外はでていません。 

郷原委員 警報と注意報いろいろありますが、だいたい注意報ですね。 

猿田会長 警報は30数年前に出たきりです。なぜ環境基準が出来たかというと、横浜で高

校生がサッカーをしていた時に倒れ、呼吸困難で入院するということがありました。そ

ういうことがあって環境基準が出来たのです。その後、警報、注意報が出来ました。警

報が出た時は、屋外では運動を止めなさい。というような当時の文部省から通知が出た

りしたのです。そういう経過があるのです。オキシダントがいかに健康に影響があるの

か、病気などの疾病と違い短時間で神経系を狂わせる熱中症と同様ですね。 

郷原委員 近年は夏の高温で熱中症だの言われますが、光化学オキシダント中毒かもしれ

ない。それをどう判断するのか。 

猿田会長 オキシダントは自動車の排気ガスとかオゾン濃度が非常に影響しますので、そ

の関係でオキシダントというのはＯＸと書きます。ですから自動車などの排気ガスをま

き散らすのを止めるのは非常に良いことです。オキシダント濃度やそういうことも含め

て何が出来るかというとは、それなりの努力が必要です。オキシダントそのものは自然

現象ですから原因になるものを減らして抑えるしかないのです。そこで鎌倉市がやるの

は何かと言ったら、本当に交通量を減らすことが出来るのか、といわれたら自治体はお

手上げかも知れないがその方向に向かって努力しましょう。やれる事を考えましょうと

いうことです。 

山本委員 今のお話を聞いていると実際に光化学スモッグがおきた時に市民に知らせると

いうのが一つあります。もう一つは鎌倉市の施策によって削減することで数値が下げら

れるものなのか。出来ないのなら目標値を設定するのは難しいですが、交通量を減らし

て減るのだったら施策と目標値というのはつながると考えなきゃいけない。 

常盤委員 市民として疑問に思うのは、並べられたことが達成、不達成という数値ではな

く、何故達成されないのかの原因や理由です。それが理由で達成できなかったというこ

とを、市としてどう捉えていらっしゃるかというところが、知りたいのです。それがあ
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るがゆえに、基本計画として次はこういう施策を打ちます。目標や目標値はこうしたい

ということについて、この審議会で皆さんのご意見を聞くとか、そういう位置づけなら

理解出来ます。その所の理由がつながらないのです。要するに、原因は市としてこうい

う風に捉えています。従がって、それに対してこういう対策を考えています。ないしは、

計画としておきます。今のようなお話のダイオキシンなどについても市としてやれるの

は限定的なもので、市としてやることはあくまでもモニタリングである。モニタリング

の継続をやります。しかし目標値に関しては設定しない。それについて無責任という話

が来るといけないので、モニタリングで何をする。例えば今の話で言うと市民に対して

お知らせをする。そういうことを明示しておけば、皆さん読んでいろいろわかり、もう

少し明確になってくると思うのです。こういう資料はあまり拝見したことがないのです

が、そういう作り方はされないのですか。みなさん見識も高いし、知識も沢山お持ちだ

から見れば原因などはすぐわかってしまうのですか。それでこういう風になっているの

であれば、単に私の知識、経験の不足だというふうに尽きるのですが。 

佐藤次長 作り込み的には、鎌倉市環境基本計画<第２次改訂版>のＰ12、Ｐ13を見ていた

だくと考え方、理念という所から入りまして、それぞれ目標というのが出ております。

環境基本計画では、このように大掴みになっています。 

常盤委員 それはいい。この資料2-(1)-2では評価に対する原因などの分析はされないの

でしょうか。 

佐藤次長 その目標に基づきまして、環境審議会で実施計画を作っていただいているので

すが、それを計画として市役所施策の中に落とし込んでいます。各原課では事業を実施

し、自分たちでどのように進めるかを常に考え、実際に数値化できるものはなるべく数

値化して取り組んでいます。そして取り組んだことについては、今度は白書として報告

を頂いて予算の時期に。 

常盤委員 説明を始めようとしたところ遮ってしまい申し訳ありません。例えばオキシダ

ントが環境基準不適合だといったときに、環境基本計画では「だれもが深呼吸を楽しめ

るまちにします。」というふうに書いてあります。そうしたら、どうやってというのは

すぐ疑問として出てきますね。例えば、オキシダントが不適合だ、それはどういう理由

からだ。だからどういう風に改善するから今後だれもが深呼吸を楽しめるまちにします。

という目標にする。というように書いてあれば、すっと行くわけです。 

戸川補佐 ご指摘されていますとおり、平成28年度版白書の暫定版のＰ16の２に大気につ

いて、白書として掲載してあります。先ほど各委員の方からご指摘がありました2-2光

化学オキシダントについては24年度から×ということで、×だと意味がわからないので、

ここについては市の屋上で測定をしていますから、基準を超えた日数を具体的に記載す

るようにし、経年的にどういう風になっているのか、表を改めるとともに、ここについ

ては日数になっていますが、市では毎日測定をして光化学スモッグがでた時には、放送

をして注意を呼び掛けます。将来的にこういうことをしていけば、ここについても日数

は減るのではないか。というふうに私どもの組織の中でできれば、その辺を記載するよ

うにして今後日数が減るような周知や方法に取組みますというようにふれるように改善
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できればと考えております。 

猿田会長 それは無理でしょう。 

山本委員 おっしゃっている意味が違います。目標値を達成できない理由は何ですかと聞

いているのですね。原因とその分析をしないと対策の打ちようがない。そもそも原因を

ここに書いてみたらどうでしょうかというご提案ですよね。 

常盤委員 原因はたくさんあるし、見方によっては変わってきます。いろいろな捉え方が

あるはずですが、行政上の観点からご覧になった場合に、どういう原因があると考えら

れるということが、あってもいいのではないでしょうか。行政上の並べられた原因に対

して対策としてこういうことを考えます。というのがあってはじめて目標というところ

が見えてくると思います。補足して助けていただいたのですが、そのように原因はこう

考えられるので、こういう目標を項目別に設定したいとかですね。資料2-(1)-2の⑭エ

ネルギーの有効利用の話も全くわからないのですが、目標を達成するための指標は記載

があり右側にいくと斜線が引いてある。下のほうに市内の市役所の年間使用量が、いつ

のまにか市内の年間使用量に代わっている。これがどうしてなのかわかりません。目標

も平成23年度に４％減なのに、突然20％減になっており、市役所は４％削減しますが、

市内では20％減に下げろというふうに見えるわけです。このへんの繋がりや流れが左か

ら右に読めないわけです。当然関係があるのだろうという項目なのですが、因果関係が

この中でどうも見えません。どこに原因があって市役所だけでなく、市内全体でこうい

う活動をする。というならすごくよく分かるのですが。 

猿田会長 光化学オキシダントについて、環境白書の中で理由をいちいち説明しないのは、

毎年のことだからです。環境基本計画の中では、用語解説の中でちゃんと説明していま

す。どういう原因でどうして発生するのかも書いてあるので、環境白書にいちいち書き

込む事ではありません。これは我々の審議会の中で、議論するうえでやっていることで、

市民の方にだすわけではないですから、言葉で説明してわかってもらえれば良いという

ことです。 

常盤委員 市民の方に出すものではないと思っているが、余計にここに何か書いてあった

ほうが、すっと話が聞けるのだと思いますが。 

猿田会長 説明を受けてご理解いただければ良いのです。オキシダントの結果は近年を書

いただけで、こう書かざるを得ないでしょう。 

佐藤次長 資料は、今回ご指摘頂いた部分を含めて、分かりやすいように訂正致します。

環境白書については、これまで目標値と現場での成果を載せ、成果が達成出来れば次の

目標を、と言う形でＰＤＣＡサイクルがあります。チェックや評価など現場サイドで、

どのように考えて次の施策を設けているのか、把握しきれていない部分もありますが、

ご指摘のとおりわかりやすい資料やわかりやすい表を提出できるように考えたいと思い

ます。 
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猿田会長 環境白書のＰ16、17にダイオキシン含めて経年的な変化が載っていますね。鎌

倉市が測定しているデータを１枚のグラフにしてはどうですか。ダイオキシンは基準値

を超えたとか、ＮＯＸは環境基準値を10年前に比べ下がっているとか、ＳＯ２は横ばい

だとか、工夫してみたらどうでしょう。 

佐藤次長 数値化できるものに関して原課に確認致します。 

村田委員 光化学スモッグに関しては、やはり子どもがいる母親は、心配だと真剣に考え

ています。５月、６月は警報をよく聞きますが、その時期に広報かまくらに「光化学ス

モッグが出るのでご注意ください。」とか「車に乗らなければ光化学スモッグはどのく

らい減らせます。」などの情報が書いてあれば、「今日は車をやめて自転車で行こうか

な。」というきっかけづくりになり、市民にアクションを起こしていただくことになる

と思います。今は「光化学スモッグ注意報が出ています。屋内に入ってください。」と

いう放送ですが、二酸化炭素を減らすための情報などをわかりやすく伝えてあげると効

果があると思います。 

郷原委員 それは天気予報などの情報で十分なのではないですか。行政がそこまで細かい

警報みたいな注意を流すのは行き過ぎではないでしょうか。マスメディアの情報で全体

を把握したうえで、ＰＭ2.5が発生しやすいとか、スギ花粉の比率が高い程度の情報は、

天気予報の気象情報で十分ではないですか。 

村田委員 放送は今のままで構わないと思います。ただ広報で少しお知らせがあるといい

と思ったのです。 

猿田会長 最近も熱中症で倒れましたなどと話題になりますが、中高校生も影響を受けや

すいので、事前にわかれば先生に対応して指導していただかなくてはいけませんね。 

常盤委員 行政として警報をどうするかではなく、広報をどううまく使えるかということ

だと思います。広報を通して、お母さんや一般市民の方が、自分の事として受け取りや

すい広報の使い方をお願いしたいということです。 

猿田会長 光化学スモッグの濃度に対応して警報を出すなど、気象条件がどう変わってい

くのかを知るのは重要です。また市民健康課、教育委員会などと相談するなど環境部だ

けでなく行政が総括的に対応できるものがあれば積極的に行うことは必要です。この辺

はご意見として賜っておきます。 

佐藤次長 いただいたご意見は、健康であれば市民健康課にフィードバックさせていただ

き、市役所の中で共通認識として持ち、知りたい情報が伝わるよう検討していければと

思います。ホームペ－ジでも全体を載せてあるのですが、見ていって頂かなくてはいけ

ないので、ここを覗けばこういう情報が得られますと分かりやすくしていきたいと思い

ます。 

村田委員 資料2-(1)-2の⑮「環境教育アドバイザー等派遣人数は、延べ1700人」と記載

されていますが、これはいつからなのですか。 

渡辺職員 平成19年からだと記憶しております。 

村田委員 人数だけを書くのではなく、昨年度は何に対して何人派遣したとか、例えばご

みについて何人、エネルギーに対して何人、生態系に何人と分野ごとに書いてあれば伝
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わりやすいので、体系的に書くと環境教育も進むのではないかと思います。 

佐藤次長 事業概要に、子どもの酸性雨調査や環境出前講座を別枠で書かせていただいて

おります。白書のＰ98にご指摘の内容が全てではありませんが、派遣状況を記載してお

ります。資料2-(1)-2では結果だけを報告、提示した関係で表記が簡素化しております。

どういう分野にどう派遣したかにつきましては、ご提示できる形を考えていきたいと思

います。 

山本委員 28年度版の白書のＰ24に低公害車の話が出ています。これは電気自動車の事だ

と思いますが、低公害車にすることで普通の自動車に比べ低公害車が走ればどれだけ

CO2が削減できますという計算式はどうなっていますか。電気自動車は電気を使用しま

すので、電気の発電にもＣＯ２が発生していることを含めた計算式なのでしょうか。最

近は原子力発電が止まっているためＬＰガスや石炭、石油を燃料とする火力の比率が高

まっており、発電のためのＣＯ２排出は増えていると思います。電気自動車によるＣＯ

２削減はこのようなことも含めた上で計算しているのでしょうか。 

大野職員 暫定版のＰ５に鎌倉市の二酸化炭素排出量のグラフがあります。その計算の仕

方がガイドラインという形で出ていますので、いろいろな指標とともにＣＯ２を出して

います。今おっしゃった個別の事象を切り取ってその効果を数字に入れることはしてお

りません。 

猿田会長 結局、電気自動車からの二酸化炭素の排出はゼロです。ただしその車を走らせ

る電気は使います。その電気の消費量は別計算です。電気を使用している限り極端に言

えば出ているということです。しかし走行する段階ではゼロで、ガス、油を使うものと

は別です。 

郷原委員 鎌倉市の目標もそういう計算なのですか。 

猿田会長 ガソリンはガソリンを使った分だけ。電気はどれだけ車のために使ったか、電

気自動車の使用者が使用する電気は充電施設から分かります。それでは議題１はこの辺

で終わります。 
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議題２ 「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」事務局から説明をお願いします。 

 

戸川補佐 議題２「鎌倉市エネルギー基本計画・実施計画の見直しについて」説明。 

 

猿田会長 ただいまの説明は、鎌倉市エネルギー基本計画及び実施計画さらに地球温暖化

の問題について重複している部分もあり、わかりやすく整理していきたい。エネルギー

は同じことを言わざるを得ないので、その辺は重複します。基本計画は必要なものです

ので、実施計画や地球温暖化を、この基本計画の中でどう位置づけて行くかということ

です。基本計画の中に温暖化に対する基本計画とか何かの形にするのか、その辺は事務

局で話してほしいです。地球温暖化にしても、京都議定書は古くなっているので、パリ

協定を中心にＣＯＰ21になったのでしょうね。ＥＵがあわてて参加するとなったから

55％以上も達成し、もうすぐ批准されそうですし。そうすると11月に準備ができるから、

今度パリ協定にしたがって実行していかなくてはならないので、それをどう組み込んで

いくか。今までの基本計画や実施計画も基本的な考え方を変えていかないといけません。

今日はこのへんのところで何かご質問、ご意見はございますか。 

小田委員 エネルギー基本計画をどういうものにしたらいいか相談をいただいたりしてき

ました。条例ありきで、実施計画を作らなければならないスケジュールの中で出来上が

ったものだと思います。今こうしてみますと、冊数が多すぎるように思います。簡略化

して、見るべきところがすぐにわかることが大事だと思っています。もう一つは条例が

出来て紙が増えただけでは困るのです。条例によりできたことが多くなったのであれば

良かったと思います。果たして市からみてどう感じていらっしゃるのかを聞いてみたい

と思います。個人的には実施計画で良かったと思う点は、市の中でいろいろな取り組み

をされているのがわかった事だと思います。次は、やるべきことや、どのくらい効果が

あるかということを積み上げて行って、最後に目標値になっていくことが理想的な姿に

なると思います。 

猿田会長 この前、実施計画を検討したときに県が作っていますよね。その辺とのバラン

スをとりながら、またパリ協定をうけて県がどう関わっていくのか、情報収集しながら、

整理しないといけません。県の指針と言うものもありますので。 

戸川補佐 実施計画に基づいた施策について昨年度エネルギー施策報告書というものを作

成しております。皆様にはお見せしておりませんが、市のＨＰで公表しております。そ

の中には出来るものもあれば、検討中のものもありますが、検討中のものも取り組みを

進めていけるように、また、今回の実施計画を見直す中でもどうしたらできるのかにつ

いても検討してより進めていければと考えています。 

猿田会長 何かご意見はございますか。 
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廣瀨委員 それは諮問事項ですか。エネルギーの基本計画、実施計画、次回には諮問があ

るのですか。 

戸川補佐 今回は見直しという部分なので諮問ではなく、皆様にご意見を頂きながら策定

をしていきたいと思います。 

廣瀨委員 条例では諮問して調査・審議をすることになっています。そうしますと何のた

めにどのような位置付けの集まりになっているのですか。見直しなら見直しで、審議、

諮問して頂ければ、諮問機関として審議しますが。 

佐藤次長 今回は去年見直しが終わっている計画につきまして、その一部の整合性を取る

という形で見直しとなりますので、新たに計画を作るというのではなく、諮問ではない

ということです。 

猿田会長 諮問ではなければどういう形でという話ですか。どういう立場でということで

しょう。 

廣瀨委員 附属機関ですので市長から諮問されないと動けないのではないですか。独立さ

れた機関なんてありえませんから。 

猿田会長 環境基本条例の中の第17条をみて下さい。諮問しなければ意見を述べられない

ということにはなっていません。 

廣瀨委員 私は重要事項を調査・審議するだけではなくて、こういうことに対して意見を

述べることが出来るわけですよね。でも附属機関だから常に議論して提言していくこと

ではないと思います。 

猿田会長 今回は改正ですから審議会として意見を述べるということです。 

佐藤次長 ３年ごとの見直しということで審議会として意見を述べていただき、このまま

でよいということであれば、環境基本計画等との整合性を取ればよいということで、ご

意見を賜ればと思います。今回は何々を審議していただく諮問ではなく、ご意見を頂く

会議ということです。 

廣瀬委員 であれば市長からの諮問がないと附属機関として動けないと思います。環境部

の下請けではないので、意見を求めるなら求めるで、ちゃんとしていただきたいと思い

ます。 

佐藤次長 この件は、確認させて頂きます。 

猿田会長 審議会として意見をまとめて具申したということはあります。むしろこちらか

ら具申するという形で意見をだしたことはあります。ですから諮問がなければ審議でき

ないということではありません。条例を以て審議会の位置付けはされていますから、今

回の改正については、意見を求められたということで、審議会の審議でご意見を頂戴し

て、改正するところは改正していく形で進めたいと思います。他にご意見が無いようで

したら、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。 
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議題３ 「その他」について 

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。 


