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平成28年度第２回鎌倉市環境審議会会議録 

 

１ 開催日時  平成28年11月21日（月）午後２時30分から午後４時30分まで 

２ 開催場所  鎌倉中央図書館３階多目的室 

３ 出 席 者    猿田会長、小田委員、池貝委員、山田委員、廣瀨委員、 

郷原委員、常盤委員、山本委員 

４ 事 務 局  石井環境部部長、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 

  （当日配布資料） 

・資料 1    第 11 期鎌倉市環境審議会委員名簿 

 ・資料 2-(1)-1  鎌倉市エネルギー基本計画及び鎌倉市エネルギー実施計画骨子（案） 

 ・資料 2-(1)-2  骨子（案）補足資料 

  

（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」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・実施計画の見直しについて」説明。 

戸川補佐 また、本日都合によりご欠席されている、亀山委員様から資料の事前送付の際

に、Ｅメールでご意見をいただいています。お手元の亀山委員からのご意見をご覧くだ

さい。 

 １ 目標（５ページ） 

旧計画の時から申し上げているところですが、電力だけに限定して目標を設定し続け
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ることの不十分性を感じます。ガスや暖房用灯油、自動車が抜け落ちます。 

世界の潮流としては、電力の脱炭素化（目標２はこれでよい）と同時に、エネルギー

の電化（例：ガソリン車から電気自動車へ等）があるので、目標１のような目標は立

てないことが多いです。目標１に忠実に向かおうとすると温暖化対策に逆行するおそ

れがあります。 

２ 基本方針２（７ページ） 

省エネ（ハード）として、ＬＥＤや高効率の家電製品を購入いただくことは大切で

はありますが、今後、さらにエネルギー使用を減らそうとする場合、建物（住宅＆店

舗等）の高断熱化、直射日光を遮蔽するような建物デザインなどが大変重要となって

きます。 

建物は数年で買い替えるものではないので、建て替え時あるいは新築時に十分この

ような配慮をいただきながら建てていただくことが重要です。 

自治体で補助金を出すのは困難と思いますが、大型施設建設時の助言指導や住民の方

への情報提供は続けていただきたいと思います。 

３ 基本方針４（９ページ） 

電気自動車の普及だけでなく、充電施設の充実化も大切ですので合わせて推進いた

だけますと幸いです。１０ページ目の非常時のところにそのような記載がありますが、

非常時だけでなく日常で必要と思われます。 

 

以上でございます。 

  

猿田会長 ただいま「鎌倉市エネルギー基本計画・実施計画の見直しについて」説明があ

りました。ご質問、ご意見はございますか。 

池貝委員 中間年度の削除について、補足資料の再生可能エネルギーの扱いは、当初計画

をたてた時はＡとＢのどちらで考えていたのでしょうか。 

澁谷職員 事務局でも、どちらのつもりでたてたのか調べてみたのですが、議論の中では

外部から供給される電力というのは、全く念頭にはおいてなかったようです。ですか

ら、市内で発電される電気の量なのかなという見方も出来ますが、それについてはっき

りとした議論の跡や計画書に記載がされていないというのが現状ですので、ここではっ

きりしたいと考えております。 

小田委員 このエネルギー基本計画を作る時にいろいろさせていただいていたのですが、

当時どんな目標を立てるのか、できる目標値を立てるのか、やるべき目標を立てるのか

議論をする中で、どの数字を使うのか参考にした数字が当時のエネルギー基本計画の

25％です。そう考えて行くと、国全体の縮小版を鎌倉の中でやっていこうということ

で、考え方としてはＡよりはＢに近いイメージだと理解しています。あるかどうか把握

していないのですが、鎌倉市の中での水力発電やごみ発電など再生可能エネルギーに準

じるような地域内の発電を含めてのエネルギー基本計画を当時考えていたと思います。 

澁谷職員 具体例ですとこれ位だと10％になりますよ。という書き方はされているのです
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が。 

猿田会長 小田委員がおっしゃったように、ここのＡとＢでいくと、Ａにするとやらなく

ても他のところでやってくれれば達成できてしまうということになり、それでは計画に

ならないので、私もＢで進めてきたという概念をもっております。大変なことなのでこ

れが20％、30％になるとは思っていませんが、ここで他力本願的なものではなくて自力

本願的にどう考えるかが大事なのであり、こういった形で基本計画を進めてきた今まで

の経緯を振り返ってみるとそういうふうになっていたと思います。 

山本委員 Ｐ５の目標についてですが、私のほうからこうしたほうがいいのではないかと

いうのが２点あります。１点は、平成32年度の中間目標は依然として必要ではないかと

いうことです。もう１点は今日の話で気付いたのですが、目標値自体を見直す必要があ

るのではないかということです。まず１点目の中間目標について、理由が２つあり、ひ

とつは本当に32年になってみないと中間目標を達成したかどうかわからないからまずい

のではないか。もうひとつは、もし中間目標を外してしまうと最終目標まで14年も先の

話なので、今どれくらい進捗しているのかわからなくなってしまうのではないか、とい

う理由で中間目標がないとまずいのではないかと考えます。２点目は、目標値自体を見

直してもいいのではないかということ。その理由は、原子力発電が今停まっていますよ

ね。そのおかげで東日本大震災以降、ＬＮＧとか石油、石炭の比率が増えてその分ＣＯ２

の排出量が増えています。その中で従来の目標でいいのか。目標値を達成してもＣＯ２の

排出量が多くなってしまうというのが残ってしまうのではないか。電力ミックスを見直

しても目標値を見直さないと本当は達成できないのではないか。その２点です。 

常盤委員 目標値について、昨年のパリ協定との兼ね合いというのはどうなるかお聞きし

たい。例えば平成42年に25％にするという再生可能エネルギーの割合が達成できれば、

パリ協定の目標をクリアできるのかどうか教えていただきたいと思います。 

小田委員 パリ協定の話はまだよくわかっていませんが、もっとやらなくてはいけないの

ではないかというようには思っています。ここで電力消費量を出したのは、ＣＯ２が大事

であり、地域の取り組みの中で考えると「省エネする」、「再生可能エネルギーを増や

す」というのがすごく大事だと思っています。省エネをわかりやすく伝えるためには、

石油の消費を減らすというのはあると思うが、電力消費量を減らすなど明確に伝えたほ

うがいいのではないかと思います。ＣＯ２で考えると排出係数によって、達成したか達成

しなかったかというようになるが、電力消費量であれば具体的な数字で表せ、利点もあ

るかなと思います。中間目標値としてどんな数字が正しいのか悩んでいてよくわからな

いというのが本音です。 

猿田会長 山本委員から中間目標が必要ではないかとありました。他の環境基本計画的な

ものでも中間目標が入っているものがありますよね。達成した目標でもそのまま残して

いるものもありますよね。できたから結論ではなく、それ以上にやっていけばいいので

す。上か下かどちらかはあるわけだけれど、「中間目標につながる努力をていねいに努め

ていくことで目標に達成していく」でも構わないと思います。または、目標を25％だっ

たものを28％にするといった議論をする余地があります。達成したからもういいでしょ
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う、削ってもいいでしょうというものでもありません。そのへんは工夫の仕方だと思い

ます。小田委員が言われたように電力消費量でいうと減っていますが、ＣＯ２の排出係数

はどんどん大きくなっています。そうするとＣＯ２を減らせと言われても電気が何で作ら

れているのかによるわけです。最近、石炭火力は増えていますよね。石炭は安くて安定

供給できるもので、そうすると汚染物質は石油レベルにクリア出来るけれど、ＣＯ２は今

の技術ではどうしようもありません。これは余談ですが、ＣＯ２をどのように排ガスから

削除するかを技術開発しない限りは、バランスを０にしようというのはなかなか達成で

きません。エネルギーの軽減化をどのように表現するかも難しい。灯油とか暖房につい

ても気象条件によって違うのでなかなか難しい。その辺をどうするかです。 

常盤委員 発電量25％を再生可能エネルギーにすると、ＣＯ２に関してはどういうふうにな

るのですか。 

猿田会長 東京電力の電気が減って再生可能エネルギーの量が増えれば、鎌倉市としては

ＣＯ２の排出量が減ります。全国的にみてどうかは別にして。目標のところ亀山委員など

の意見を踏まえてどういう風に表現するのか難しいですけれど検討してみないといけな

い。いまＣＯＰ22がモロッコで開かれています。パリ協定は11月4日に発効したわけです

が、日本は批准するのに遅れてしまいました。その関係でモロッコでの発言力が弱いと

言われていますが、みなさん活躍してくれると思います。ですから、モロッコが終わら

ないと方向性が出てきません。パリでは将来の目標が設定されたけれども、実際どうす

るかをＣＯＰ22で話し合っていますので。 

常盤委員 時期が時期ですから、なにかここで目標として全く考えてないというふうでな

く。 

猿田会長 審議会は今日で最後ではありませんから、ＣＯＰ22が終わればその中で話し合

っていきましょう。 

澁谷職員 ご案内ということで、まず鎌倉市エネルギー基本計画の中でこちらも策定が平

成25年度ですので、原発が停まっていることを前提に作っております。ＣＯ２の排出量と

の関係ですけども、第３期鎌倉市環境基本計画のＰ102をみていただくと鎌倉市の将来に

向けたＣＯ２の排出量の標記というのが記載されております。こちらの数字というのはパ

リ協定を意識した数字で作っています。先ほどの亀山委員の意見とも関連すると思いま

すが、確かに電力量の消費を減らすことがＣＯ２の削減につながるのかというと進め方に

よって正の効果もあれば、負の効果もあるのかなと思います。裏返せば石油に代替して

しまえばＣＯ２の量は増えるし、全体の省エネの象徴として、電力の消費量をここに書い

てあるのであればＣＯ２の排出量も減っていくのかなと考えております。こちらのエネル

ギー計画の目標だけでは、そちらのＣＯ２の排出量は表現できていないと私も思います。 

猿田会長 再生可能エネルギーは太陽光・風力などいろいろあるわけですけれど、鎌倉市

でどこまで自分たちでやれるかという問題がひとつあります。地域によってはかなり使

える場所もあるかもしれませんが、鎌倉市全体でどのくらいの潜在的な力があるかとな

ってくるわけで、その辺の難しさがあります。他から再生可能エネルギーで作られた電

気を買っても、実際はこちらに入ってくるのはどこの電気かわからない。全部ミックス
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されて流しているわけだから、購入先そのものの電気を配達されるわけではないので本

当に頭の痛いことです。ただ数量的に鎌倉市に15,000kWの風力を建てましょうとかがあ

れば、ある程度数値的には提示できるのだけれど、実際にはそれが可能か。そういう条

件もあまり認められていませんし、小さな水力が使えるかというとそのような河川もあ

りません。 

澁谷職員 特に②の目標を正しく把握することと、推進していく中で今おっしゃられたよ

うに、市内で発電して市内で消費する地産地消の考え方というものが、どういう風に捉

えて推進して行けるかも含め、研究して行かなければいけないということで一応明確に

実施事業の中に「地産地消の研究」というものを組み込んで行きたいと考えています。 

小田委員 年間の電力消費①の部分で将来の電力消費量の予想ですが、今とほとんど変わ

らないと予想されています。省エネは進むけれど、電化されるものも増えていきます。

差引すると大体同じとなります。それから目標も電気だけで良いのかというのも、市内

でガソリンの販売量を把握するのは難しかったのではないかと気がしていて、目標とし

てどのように分けられるのかというのがあります。それから再生可能エネルギーの発電

量の割合ですが、基本計画の目標として掲げ、実施計画の中で積み上げていくと、はた

して何％に相当して、将来的に基本計画の見直しに生かすというルーティーンが本当は

できるといいと思っています。 

澁谷職員 ありがとうございます。現在もですが、石油、ガソリンは、計画策定時に把握

するのが難しかったのと、電力が自由化されて、都市ガスも自由化されます。実は把握

することの難しさというのは、電力も都市ガスも同じ状況です。今後どういうふうに把

握していくかが大きな課題でして、ＣＯ2排出量のように日本中で供給される電気量を人

口や産業規模で按分して出していくと、鎌倉市として頑張っている数字が見えないの

で、把握の仕方は大きな課題となってきます。実は東京電力に頂いている数字はあるの

ですが、今後東京電力も小売が自由化され、どこまで数字を出して頂けるかは不透明

で、そこは鎌倉市に限らず、全国の自治体に向けての課題として思っているところで

す。今後そこについてはかなり検討が必要だと考えています。 

猿田会長 今の事で、他の自治体でお手伝いをしていて、電力が自由化され電力の把握が

非常に難しい。東京電力でさえ自分でもわかりません。契約した人は再生可能エネルギ

ーとして創られた電力だからと契約をしても、実際に供給される電力は契約したところ

かどうかわからない。契約数が減った分だけ東京電力の消費量は減るが、電気は送って

います。その辺の電力消費量の把握が東京電力に関しては発表をしませんし、新しい電

力会社も発表はしません。これからますます実態把握は難しくなっていきます。 

澁谷職員 全体の市町村レベルで取組もうとしていることと、国全体の流れが乖離してい

ます。 

猿田会長 全体的には把握できるにしても、地方にとってはどこのどれが流れてきたかは

わかりません。電力会社も昔はわかれていましたが、今は全国行ったり来たりしている

のでますますわからない。亀山委員の２番目の住宅リフォーム補助金というのは、昨年

はあったのですか。亀山さんはこのへんの事をおっしゃっているのではないですか。今
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後もこういう事業は補助金を出す出さないは別として、そういうことを推進いていくと

いうことの表現を考えて載せたほうがいい。補助金が終了したからやめますではなく、

事業の計画として継続していったほうがいいと思います。 

澁谷職員 住宅の断熱性、省エネ住宅の考え方というのは、われわれが省エネという観点

から見ても、また別の観点から見ても重要になってくると考えています。国の当初の計

画でも明記されていることなので、住宅リフォームの補助金が終了したというのは事実

ですが、そこは情報提供なり何なりという形で、この点につきましては事業を進めてい

けたらと考えています。 

猿田会長 そういうことに対してのＰＲを継続するということを載せておけばいいと思い

ます。そこを検討して下さい。 

池貝委員 今の住宅リフォームについて補助金がなくなり、強化策へのシフトと書いてあ

り、先ほど情報提供をするとおっしゃっていましたが、多分情報提供では足らないと思

います。そこを具体的にどういう風にしていくか、いわゆる住宅メーカーとタイアップ

して何をやるか具体的な部分を検討していただきたい。また関連してＰ６（２）『市民及

び事業者の省エネ行動の促進』のところも情報提供が多く、オフィス系が手薄なのかな

と思います。例えば、中小事業者における省エネ診断的なものがあってもいいのかなと

思います。その手法がいいのかは細かく検討しなくてはならない部分はあるかと思いま

すが、もう少し事業系のエネルギー消費の削減という所に具体化した事業があるといい

と思いました。情報提供だけだと弱いように思います。 

澁谷職員 鎌倉市独自の省エネ等に関する認証制度はありますが、あまりうまくいってい

ないのが現状です。その辺は事業者が使いやすい形で内容を再構築していくのが課題で

あると認識しています。それについても検討していきたいと思います。 

池貝委員 私も事業者の省エネ診断をやった経験があります。中小企業の場合は経営がた

いへんなので、そんなことまではやっていられない、というのがほとんどです。ですか

ら「省エネ診断に取り組んでください」といってもやってくれません。ですからこちら

から営業をしていかないと省エネ診断を受けてくれないというのが実態なのです。市と

いう基礎自治体であれば地元の商店街とか、業種とか、地区とかで年度ごとに絞り込ん

でこの年はここでやるとか、具体的な事業系の電力削減対策をぜひやって頂けたらいい

と思います。 

澁谷職員 参考にさせていただきます。 

猿田会長 今お話があったＰ６（2）四角の下から二つめ「各家庭における省エネへの取組

支援事業」こういうのも先ほどの断熱の強化などですね。それから、ここの表現の中で

Ｐ５、一番上に旧基本計画とありますが、これは現基本計画ではないですか。 

澁谷職員 最初は現行という表現で記載しましたが、はっきりと古いもの、新しく作るも

のとはっきりさせるために、ここでは「旧」と書かせて頂きました。 

猿田会長 改訂への見直しのために、現行のものを見直すわけですから、やはりここは

「現基本計画」のほうがいいでしょう。「旧」だと見直してしまったことになります。資

料などで外部に出すときは気をつけて下さい。 
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澁谷職員 わかりました。 

猿田会長 それでは「中間目標」をどうするかですね。 

郷原委員 この「資料2-（1）-2」を見ないと骨子案だけでは達成したことがわかりませ

ん。この中間目標のＡ案があってはじめてすでに中間的目標値を達成しているとわかる

ので、文章による説明がないと。 

澁谷委員 ここではまだ素案の段階です。これから肉付していくときはそのようにさせて

いただきます。 

猿田会長 計画の見直しですから、計画の中に「達成したから削除します。」というのが適

切かどうかという問題がありますね。 

山本委員 平成32年にならないと達成されたかどうか分からないと思います。 

猿田会長 ここのところは、計画年度の途中ではありますが、平成32年にはまた上ってし

まう可能性もありますので、変動制のあるものの場合には、４年後のことをここで確定

させていってよいのか、そういう意味でいうと中間として残しておいたほうがいいと思

います。平成32年度になってみて達成していたら目標通りということになると思いま

す。ここは事務局で検討して下さい。今までの意見では中間目標はあった方がいいとな

ります。22年～42年ではあまりにも長く、普通なら中間目標値が入ってきますので。他

に何かありますか。 

池貝委員 Ｐ２の図に関してですが、先ほどの話の中でエネルギー基本計画とエネルギー

実施計画は地球温暖化対策地域実行計画につながるということなので、この図の中にも

それがわかるように、エネルギー基本計画とエネルギー実施計画の間に線を引いた方が

わかりやすいと思います。もう一点はＰ８のエ「地域の未利用エネルギーの活用方法の

研究」の所ですが、３年前は研究段階であったかもしれませんが、中身を見ますと既に

実施段階に移されている事業もあるのかなと認識いたしました。ですので、ここの題目

は「研究」ではなく、一歩進めて「未利用エネルギーの活用の推進」としてもいいので

はないでしょうか。 

猿田会長 研究ではありません。またＰ８に「地産地消」とありますが何か考えています

か。 

澁谷職員 大規模には難しいというのが正直なところです。まず１つは、ごみ焼却炉が新

しくなると発電能力がつく予定です。また一番ポテンシャルが高いのではないかと考え

ているのは植木剪定材です。そこをどういうスキームでエネルギー化するのか、課題は

何なのか、研究する余地があるのか、などを考えています。 

猿田会長 市役所の前に置いている肥料などにしているものですね。エネルギー、発電す

るまでには量の問題がありますね。 

郷原委員 環境にとって、植木剪定材は鎌倉市の場合かなり効果を発しています。一昔の

植木剪定材を受け入れていない場合、自家焼却を行うという、とんでもない環境を考え

ない方法で処理していましたが、緑を大切にする人にとって、処理施設があるというの

は、重要な施策であると認識しています。それがエネルギーにつながるのか、どこまで

現実性が高いかは、受けるひとによってかなり違うように思います。「緑」にこだわる市
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民が鎌倉の場合多いので、処理施設がないとどうしようもありません。 

猿田会長 鎌倉市は緑が多いから意識が高いのでしょう。 

澁谷職員 エネルギー実施計画のＰ44をご覧ください。表がありまして①②③と具体的な

内容を記載させて頂いています。同様にＰ49に推進とはどういうことなのかを記載して

います。骨子案ということで細かい内容は書いてありませんが、最終的に冊子にまとめ

発行する際は、内容もなるべくわかりやすいように同じような体裁で、ご覧いただける

ようにしようと考えています。 

山本委員 エネルギー実施計画Ｐ44の②-１、②-２が①の鎌倉市地域防災計画の推進を兼

ねているということですか。 

澁谷職員 ①と②は別の事業です。右を見て頂くと細かな内容が書いてあります。 

山本委員 ①と②-１、②-２が平行してあるように見えますが、鎌倉市地域防災計画の推

進の内容が下にある②-１、②-２ということですか。 

澁谷職員 いいえ。①は鎌倉市地域防災計画を推進して行った事業、②はそれとは別に鎌

倉市地域防災計画と連携して避難所に太陽光発電設備を設置しますということです。①

の下に②-１、②-２があるというイメージではありません。 

山本委員 資料2-(1)-1、Ｐ10の（3）の囲みの中の「避難所等への再生可能エネルギー等

の導入」とは別に「鎌倉市地域防災計画の推進」とありますが、これは別だということ

ですか。 

澁谷職員 そうです。 

山本委員 それでしたら、それを書いていただいたほうがいいと思います。 

澁谷職員 それに関しましては、エネルギー実施計画のＰ44の内容欄を見て頂くと、鎌倉

市地域防災計画の中で具体的にどのような施策をしているかが書いてあります。例えば

「避難路の整備、誘導表示、誘導灯の設置」、「案内板は太陽光照明設備を備えたもの」、

「避難所のエネルギーの安定供給としての太陽光発電設備の導入」などの形で記載して

います。 

郷原委員 私は事業柄この内容は現実味があり認識できます。特に②の避難所等への再生

可能エネルギー等の導入に関しては、停電時の自家発電は、電気が遮断してから30分間

ディーゼルエンジンで発動して電気を供給しますが、燃料が終わったらおしまいです。

しかし、規模が大きくないと賄いきれませんが太陽光の非常時の発電設備が建物に備わ

っているとなると現実性があります。鎌倉市の場合、マンション、老人ホームの施設は

反対があって実現されにくいけれど、本来はこういう設備を備えた建物を推進してくれ

たほうが、近隣にとってありがたいです。東日本大震災の時には、自家発電の家では明

かりが灯っていて、人が寄ってきたりしていました。マンションなどに明かりがともっ

ているだけで効果は高いですが。するとこれはいいなと思っています。 

山本委員 施策のレベル感が違うから分かりづらいのだと思います。Ｐ10の囲みの中に３

つ柱があります。３つ並行に書いてありますと、下の２つとは別に鎌倉市地域防災計画

の推進という項目が、エネルギー基本計画と関連することであると思ってしまいます。 
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澁谷職員 これは別の定義です。具体的にはエネルギー実施計画の中に２つの柱は入って

いません。 

常盤委員 具体的に記載されていればいいと思います。 

廣瀨委員 Ｐ44ですが、実施事業に「地域防災にあたって太陽光発電設備の導入」など鎌

倉市地域防災計画の推進の内容欄に記載していることをしていきましょうという内容だ

とすんなり理解できると思います。 

澁谷職員 個別事業が並んでいる中で、突然計画の推進が出てきて詳しい内容が分からな

い、スケール感が違う事業がでてきたことが見づらいということですね。 

廣瀨委員 エネルギー計画なのに防災計画の推進となっているから分かりづらい。見直し

なのであまり言えないかもしれませんが、ピックアップした事業名になさったらどうで

すか。 

猿田会長 防災計画とは別のものです。防災は防災のために作られています。その中にエ

ネルギーを持ってきて何かしよう、照明をつけましょう、などは当然のことであって防

災としてやらなくてはならない。それをこの計画の中に無理やりいれるかどうか。エネ

ルギーを使うものは何でも入れなくてはいけないか、消防車などもエネルギーを消費し

ていますが、それのガソリンを入れなくてはいけないのか。下の②-１、②-２に関して

は必要ですが、①は無理に入れなくてはいけないかはクレスチョンですね。これは鎌倉

市に限らず他の自治体も入れなくてはいけないと思っています。環境やエネルギーがど

うなるかより防災の問題のほうがまず先でしょう。 

山本委員 非常時を視野に入れていますが、本来はエネルギーを主体にやらなくてはいけ

ないと思います。 

猿田会長 ここはエネルギー実施計画Ｐ44、Ｐ45にあるようなことが対象になる訳でしょ

う。電気自動車やエネルギー供給状況にしても非常時を視野に入れた効率的なインフラ

の整備など、これはいいと思います。防災でどうのこうのというのはちょっと意味が違

います。事務局で検討して整理して下さい。どうしてもこちらからどうぞ入れてくださ

いというものでもないでしょう。 

常盤委員 観光都市鎌倉という見方をした時に、平成42年というだいぶ先のことまで視野

に入っています。インバウンドが2,000万を超え、3,000万人とも4,000万人といったりも

しています。一時箱根が減りましたから鎌倉にたくさん来すぎています。観光都市とい

う性格が今後弱まることはなく、むしろ強まっていくと思います。その辺の方策をやは

り検討していないのかなと思います。特に自動車利用の抑制と公共交通機関への転換促

進などというと、ロードプライシングとかの話になると思いますが、直接的なものでな

く観光都市であることからどうしても必要とされる抑制策ですとか、エネルギーの観点

から、電気自動車や先になるかもしれませんが水素自動車の可能性も大きくなると思う

ので、そちらの方策にも光をあてなくてはいけないと思います。 

澁谷職員 基本方針４の中で、イの方には道路の話が出てくるようになっていまして、

（2）のアに一つだけ観光の推奨というところが書いてあり、これは観光を受け持ってい

る観光基本計画とリンクしている内容なのですが、現状で観光という言葉を使っている
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のはこれだけなので、何かもう少しリンクして進められる事業はないのかというのは確

かに感覚としては持っています。ただ具体的に新しいものはなかなか見つかっていない

のが現状であるのが正直なところです。 

常盤委員 思いつきの話で恐縮ですが、私は現役時代にヨーロッパの小さな都市も回った

のですが、そこでよく見かけるのは、旧市街と新市街の区分です。新市街は近代都市。

パリ郊外にある産業都市です。そういった地区と旧市街、これは何百年という古い町並

みで、自動車一台が入れるかどうかの道がある街です。この二つの街並みははっきり分

かれています。特に旧市街の方は完全に車は入れません。その代りそこは歩いて、散策

をしながら、日光浴などを楽しめる工夫がされています。また、イギリスでも同じよう

な行動が出来るよう自然保護運動（ナショナル・トラスト）に基づいて、工夫がされて

います。そう考えた時に、鎌倉市を旧市街と新市街という区分の捉え方は出来ないだろ

うかと考えてみたい。社会のリーダーシップを取っていく自治体として、鎌倉市役所の

位置づけで考えますと、地域のリーダーシップを取る立場に立ってある種の範を示す、

少し大げさな話ですがモビリティの理想形のようなもの、例えばここは電気自動車だ

け、ここからここまでは歩きなさいというような理想形みたいなものを、すぐにやる訳

ではなくて、皆さんと考えていくようなことを計画の中に盛り込んでご検討いただくこ

とを提案したい。先々どう実現するかひとつの検討に載せるということも必要ではない

でしょうか。国の方策に乗るだけではなく、観光都市鎌倉の観点からもう少しそのへん

を織り込んだ目標というのを、今ここでやるというのではなくて、検討や研究するとい

うのは、出来ないことではないと思います。それにはご意見が必要だと思います。 

猿田会長 鎌倉の将来に向けて今のお話のような計画をまとめて。基本都市計画的な総合

計画の中でやる。旧市街、新市街という都市計画は単なる環境の面からだけでなく、市

全体の都市の在り方に関わりますね。有意義なお話を伺ったのでそれをまとめて、総合

計画の中で将来に向け、どう対応していくか、事務局から担当部署にお話し頂きたいと

思います。最近は観光客も増えていますので、観光としての位置付けも高くなっていま

すね。 

常盤委員 駅前の交番のお巡りさんは英語がしゃべれます。 

猿田会長 鎌倉市環境基本計画あるいは温暖化地域実行計画の中で今までのお話を反映さ

せるのは無理でしょうが、全体の在り方という形で、チャンスがあったら今のご意見を

参考にして今後検討して頂けたらいいと私見ですがこのように思います。今日はたくさ

んのご意見を頂きました。その中で訂正すべき点、そして亀山委員からご意見など資料

２-(1)-1の中に入れ込めばいいものもありますから整理してください。住宅リフォーム

のところに断熱の問題も含めて検討して下さい。ＨＥＭＳも一緒にやれますか。 

澁谷職員 いろいろ研究してみます。住宅リフォームの補助金は、住宅を扱う課で行って

いたのですが、そちらが止めたのでＨＥＭＳだけになってしまったという形です。 

猿田会長 そのへんも担当と相談してください。電気自動車の普及だけでなく、充電設備

は別途入っていますね。 

澁谷職員 電気自動車の普及の推進と充電設備の普及に努めています。と言及していま
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す。 

猿田会長 白書の中に達成していることを残しておけばいいです。今日頂いたご意見につ

いても計画の見直しに反映できるものは反映させて頂くよう事務局のほうでまとめて下

さい。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。 

 

 

議題２ 「その他」について 

猿田会長 それでは、事務局から説明をお願いします。 

渡辺職員  議題２「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。 


