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平成30年度第１回鎌倉市環境審議会会議録 

 

１ 開催日時  平成30年８月16日（木）午後２時から午後４時まで 

２ 開催場所  鎌倉市役所本庁舎２階第２委員会室 

３ 出 席 者   猿田会長、川口委員、亀山委員、池貝委員、小田委員、廣瀨委員 

中村委員、落合委員、山本委員、村田委員、熊田委員 

４ 事 務 局  石井環境部部長、植地環境部次長、戸川課長補佐、兼村職員、大野職員 

５ 議  題 １. カーボン・マネジメント強化事業について 

      ２．その他 

６ 配付資料 

  （当日配布資料） 

・資料 1-1    第 12 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 

 ・資料 1-3    鎌倉市環境審議会規則 

 ・資料 2-(1)-1  地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業 

 ・資料 2-(1)-2  事務事業編の概要 

  ・資料 2-(1)-3  事務事業編の構成 

 

（当日貸出資料） 

  ・第３期鎌倉市環境基本計画 

  ・平成29年度版かまくら環境白書（平成28年度実績） 

  ・鎌倉市エネルギー基本計画・実施計画 

 

７ 会議内容 

  出席人数の確認並びに委員委嘱後、配布資料の確認を行い議事に入りました。 

 

議題１ 「カーボン・マネジメント強化事業について」 

 

猿田会長 それでは議題に入ります。「カーボン・マネジメント強化事業について」事務

局から説明をお願いします。 

戸川補佐 議題１「カーボン・マネジメント強化事業について」説明。 

猿田会長 ただいま「カーボン・マネジメント強化事業について」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 質問です。これであっているかどうかなんですが、今年やろうとしているのが、

今、市の方でお持ちのエコアクション計画を、この横長の表でいう地方公共団体実行計

画事務事業編という形の準則に乗っ取った形に変えて行くということ、そのための補助

金が取れました、補助率１/2で補助金が1千万円なので事業費としては２千万円以上用

意できています、こういうことでよろしいのでしょうか。それとも事業費が１千万円で



 2 / 11 

補助金が５百万円ありますよということなのでしょうか。 

戸川補佐 補助割合につきましては、先ほどの資料 2-(1)-1（地方公共団体カーボン・

マネジメント強化事業）の右側の部分に、1 番として補助割合、都道府県・政令市が

1/2、その他市区町村及び地方公共団体の組合が定額ということで、1 千万円を上限に

10/10 の補助割合ということです。 

廣瀨委員 10/10の１千万円ということなのですね。おそらくコンサルタント料と印刷製

本ということですね。 

戸川補佐 印刷製本は入らないです。 

廣瀨委員 印刷製本は含まないのですね。それは市の負担でやられるということですね。

資料では地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業となっているのですが、環境省

のページですと平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費の補助金とあるのですが、こ

れと同じことなのでしょうか。 

戸川補佐 そうです。その中のメニューの一つです。 

廣瀨委員 1号事業ということですね。これが28、29、30年度とシリーズでやられていて

30年度の場合には全国で34事業認定されているのですが、すでに先行してこの１号事業

を完成させている自治体はあるということですね。今年度は４自治体あるようですけれ

ども。 

戸川補佐 28年度、29年度に補助金を活用して、策定なり改訂を実施している自治体はご

ざいます。ただこの補助金でそっくり改訂をできるものではありません。今年度はこの

補助金を活用して素案まで作り上げます。来年度に計画として策定をしていくというも

のでございます。 

廣瀨委員 鎌倉市は、今年度は素案までということでいいのですか。 

戸川補佐 他の自治体もおそらくそのような、同じような流れをとっていると認識してい

ます。 

植地次長 国で出している補助金の地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業という

のは、事務事業編を作る、その作成を丸ごと委託するための補助ではなくて、作るに当

たっての主に技術的な面、今ある施設のエネルギーの消費量ですとか今ある施設の二酸

化炭素排出量といったものを調査したり、その調査の結果どういった点を改善し、どう

いう形で事業を進めることによって二酸化炭素排出量が削減できるかを検討したり、そ

のような部分をコンサルタントに委託し、そこでのデータの収集や調査結果、それを材

料として市が事務事業編を作り上げていくという組み立てになっています。他の補助事

業ですと計画全体を作るのに補助金が出るのですが、これはちょっと違い、あくまでも

計画そのものは市が主体で作りつつ、そのうちの一部の技術的な面を国の補助金を使っ

て委託し、材料提供を受けて、作り上げて行くという組み立てになっています。 

廣瀨委員 わかりました。ひとつお願いがありまして、先行事例がありますので、それぞ

れの技術的部分に関して、先生方もいらっしゃいますけれども、環境基本計画の冒頭に

ありますように、地球温暖化対策って全国、全世界的な話なので、鎌倉市独自というよ

りも、先行事例があればご紹介頂きながら、情報提供していただければありがたいと思
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います。これはお願いです。 

植地次長 この後補足の説明の予定だったのですが、実はこの補助事業を実施するに当た

り、コンサルの事業者の選定作業はうちの方も済ませておりまして、その事業者から提

案書というものを提出してもらっています。また事業者と細かい打合せを後日行います

ので、それを受けまして、次回の審議会の時には企画提案書も皆様の方にお示しをしな

がら、そういったものも参考にしていただいてご意見を頂くという形を取りたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

猿田会長 来年もまた10/10出ますか。 

戸川補佐 来年は出ないです。 

猿田会長 来年は出ないのですね。計画策定段階だけ出るの。 

戸川補佐 はい。補助金は単年度ですので、委託契約も2月1日までということで、その後

支払いを済ませて、補助金執行団体に報告を年度内に行います。 

猿田会長 来年の策定段階では市費でやるということで、本年度の予算編成の中に入れて

行くということですか。 

戸川補佐 はい。しかしお金がかかるような省エネ診断のようなものは今年やってしまい

ます。 

中村委員 初めて参加なので、ピントはずれのことをいうかもしれませんが、今事務局の

方が言われたようにある程度レールは敷かれているということですかもうすでに。レー

ルが敷かれているということで、ぼくらの役割って何なのですか。 

戸川補佐 マニュアルみたいなものはあるので、それにそって作り込みはしていきますが、

マ二ュアルそっくりに作る必要なないので、鎌倉市での特色を出すなど、そのへんの部

分でご意見を頂く部分が出てくると想定しております。 

中村委員 今聞いていた部分を全部理解している訳ではないのですが、今のご説明の中に

は、鎌倉独自の取り組みということは、あまり感じられなかったのですね。逆に言うな

らば、そういうことは、カーボン・マネジメント強化事業みたいなものには、地域性み

たいなものはあまり関係ないということなのでしょうか。今の説明では、この地域は第

一次産業が多いから排出されている温暖化ガスは二酸化炭素であるということぐらいが

特色性として言われているだけで、これは鎌倉に限ったことでなくて、全国農村、漁村

に関しては、そういう状態がある訳で、鎌倉独自の取り組みということは、基本的に今

のところ考えてないということですか。 

戸川補佐 今後、委任先の事業者に省エネ診断等をしてもらいますけれども、他の市町村

も手掛けている事業者ですので、鎌倉市の事務事業編では、こういう特色があるという

時に、その辺を皆様にご紹介しつつご意見いただける機会を設けたいと考えています。 

中村委員 鎌倉のごみの分別ということに関しては非常に熱心にやられていまして、他の

地域から見ると「ちょっとおかしいんじゃないの」と言われるくらい、非常に効果を上

げていると思うのだけれど、それはやっぱり市民の理解があって、協力あってのことで

実現できていると思うのですね。例えば、カーボン・マネジメントのようなことに関し

ても、市民の方々が理解し、共感をするってことが不可欠なんですね。例えば、このカ
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ーボン・マネジメント強化事業と言われたときに、この題目を見て理解をする市民の方

がどのくらいいるだろうかと僕はまず思いました。「カーボン・マネジメント」って何

だろう。東レがやっているカーボン事業か何かに、投資するのかな。極端なことを言う

ならば。そうではない。地球温暖化の二酸化炭素を削減することによって地球環境を守

ろうということですよね。ごめんなさい。ちょっとピントはずれのことを言うかも知れ

ませんが、地球では二酸化炭素がどんどん排出されます。この排出された二酸化炭素は

いったいどこへ行ってしまうんですか。どんどん増えつづけるのですか。増え続けない

んですよね。 

猿田会長 ゼロにしたいんです。排出されますよね。呼吸して排出しています。今までは

地球が出来て４６億年になりますけれど、最初はC02は大方水に吸収された、海が出来

て、海のほうが広いですから海に吸収されていた。後は植物が浄化作用で使う。そんな

のでバランスがとれていたわけです。地球の平均気温15度前後ということで成り立って

いた。ところが、海の吸収とか、植物に浄化される以上にC02が出るもんだから、それ

が温暖化に影響してきているということですよね。吸収はしています。発生量と吸収量

が同じになれば０になるわけです。バランスがとれるわけです。排出量を０にするわけ

ではありません。バランスを取るようにしたいといっているんですが、それは無理だろ

うと気温の２度ぐらいまでの上昇は認めざるを得ないかな。だけど1.5度ぐらいにした

いよ。説明にもあったように。その辺はご専門がいらっしゃるからあとで意見交換して

もらうといいのですが。 

中村委員 排出量を努力して減らす以外にはない。それに異議はないのですが。排出され

た二酸化炭素というのは吸収されて、固着することができるわけですね一部では。例え

ば、地球創世記にあっては、ほとんどが炭酸ガスだったわけですね。それが、サンゴや

様々なそういうもので固定化されて、鍾乳洞のようなものは、二酸化炭素が固定化され

ているものですよね。そういうことによって、相対的な二酸化炭素の濃度が減って、人

間が暮らせるようになったということで。一つ面白い話があるのですが、僕は漁業なん

ですが、そういうことで興味があるのですが、遭難した船、一週間船底で生き延びたっ

ていうのをご存じですか。船がひっくり返りまして、船底の中に閉じ込められて、一週

間生きていた。そこで何が検証されたかというと、普通は、そこで空気が遮断されてし

まうと酸素がなくなって死んでしまうというのが通説なんです。が実は生きていた。こ

れはなぜかというと、実はそこで呼吸によって排出された二酸化炭素が海水に吸収され

ていた。実は一週間生き延びるだけの酸素を、わずか１０畳くらいの船室の中にある酸

素で充分だったんだ。ただ普通は呼吸によって二酸化炭素が排出されて濃度が高くなっ

て窒息してしまう。ところがその場合は下に海水があって循環していた。その海水の中

に二酸化炭素が吸収されて炭酸ガスの濃度が上がらなかったので、一週間生きられたと

いうので、みんな驚いたわけですね。僕も驚きましたけれども。そのくらい二酸化炭素

の吸収、例えば、僕らは漁業者ですからいろいろな貝を採ります。貝を採った時に貝の

殻というのはカルシウム、二酸化炭素の一部が固着し固定化された状態でもある。僕が

なにを言いたいかというと、二酸化炭素の排出を削減すると同時に、二酸化炭素をどう
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やって固定化していくかということを増進させる方策というものは、海の近くにいく僕

らには考える余地があるのではないかと思っていたのです。鎌倉市としての独自のこの

問題に対する取組の中に、何かの関係でもうちょっと具体化するような一つのヒントが

ないか、それによって象徴としてのというか、地球が持っている地球温暖化ガスを固定

化する能力というものに目を向けるそういう視点があってもいいんじゃないのかと思っ

たんです。例えば会長ね。森は酸素を作るという論がありますよね。よく言われるこの

森は酸素を供給する森です。でもこれ嘘なんです。森は酸素を供給すると同時に光合成

によって酸素を作りますけれども呼吸作用によって二酸化炭素を排出しているわけです

よね。木が枯れることによって酸化することで酸素を使ってしまいますから、二酸化炭

素を増やしてしまう。森自身は酸素の量と二酸化炭素の量というのはほぼツーペイだと

いわれている。そんな僕らのうっかりとした意見やうっかりとした思い込みみたいなも

のをきちんと見直していくことが、実は市民がこういうことに目を向ける大事な要素で

はないかと思っているのです。はっきりいって市民の方にカーボン・マネジメント強化

事業に協力して下さいといっても何のことだかわからないと思うのですよ。僕はこの問

題を論じる時には、もっともっと大きな視点で、子供も含めて一体地球で何が起こって

いて私たち鎌倉に住んでいる人間はそれに対してどういう眼差しを向けるのかというこ

とを、広報していくとても大事なことだと思います。 

猿田会長 ご意見として承ります。 

村田委員 先日、広報かまくらがうちに届いて、「市役所が深沢に移転します。」と書い

てありました。いよいよだなと思ったのですが、折角建てるのであれば思い切り先進的

な省エネ施設にして、みんなが夢が持てるような、「このカーボン・マネジメントの新

しい市役所にしたら、ものすごく変わったよ」といえるようなものにしてはと思います。

たとえば照明ですとか、屋上にはちゃんと太陽光発電があって、コピー機もみんなそれ

でまかなえる、といった具合です。専門家の皆さんのご意見を活かされ、補助金を活用

するなどされると、鎌倉市の子どもたちがここの市役所すごいんだよ、と自慢できるよ

うな施設になるのではないでしょうか。他の市町村から視察にくるような、そんな素敵

な、自慢できるような市役所や街になったらいいなと思います。「鎌倉すごいんだよ」

って胸をはれるような。そういうのを楽しみにしています。以上です。 

植地次長 言葉が足りなかったのですが、今年度、来年度で作ろうとしている事務事業編

というのは、市役所がひとつの組織として、組織から排出される二酸化炭素の量ですね、

組織がエネルギーを使うことによって二酸化炭素が排出されますので、使うエネルギー

量を減らして、排出される二酸化炭素を減らすための計画を作るということで、この計

画に皆様のご意見を頂きたいと思っています。ですから、いろいろな組織に属されてい

る委員の方もいらっしゃいますし、専門的な知識を持たれている方もいらっしゃいます。

市民の目線でご覧いただいて、市役所が取り組む内容を、こんなんじゃ甘いよとかここ

はもっとこうしたほうがいいのじゃないか、そういう視点でご意見をいただければと思

います。村田委員がおっしゃったように新たに施設を作って行く時や施設を統廃合して

いく時に、新しい機器は省エネタイプになっていますので、そういうものを積極的に取
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り入れて行くというのが、二酸化炭素排出量を減らす大きなポイントになります。そう

いうことを今後庁内で連携をしながらやっていくことを考えています。 

猿田会長 資料に地方公共団体と書いてありますね。地方公共団体というのは例えば鎌倉

なら鎌倉を取れば、鎌倉市全域をさしているのではないのですね。鎌倉市役所を事業者

として、その事業者がどうやっていくかということをいっているのです。神奈川県がど

うするかということ。県全域をいっているんじゃない。県庁に関係する施設の中でどれ

だけマネジメントできるかということ。ですから、市民の生活に対して云々することじ

ゃない。市役所のなかでどれだけ減らせるか。そうでしょう事務局。ですから公共団体

というのはいわゆる役所の持っているそれぞれの地域性について、それぞれをマネジメ

ントしようとするのではなくて、鎌倉であれば鎌倉市役所が関連する事業施設そういう

ものについてどれだけコントロールできるか、削減できるかということをやっていこう

としているのであって、市民の方々の生活に対して、負荷をかけようとかいうのではな

い。それはまた、市全体のエネルギーの問題の中で別途やらなきゃいけない問題。そこ

は分けて、まず市役所が範を示す。そういうことなんですね。そういう意味でご意見を

頂ければと思います。今年のようにね、猛暑続きの中、市民の方が訪れるからクーラー

をつけておかなきゃいかん。エネルギーを減らせと言われても、そうも出来ない。おそ

らくエアコン入れっぱなしでしょうからこの時期だったら。ですから節電といわれても

一方では、こういう気象条件だとなかなかうまく対応できない。窓を開けとけばいいで

すよともいかない。今年は台風も年平均で13.6個のところ今日現在19個もきてしまって

いる。これは台風だけですものね。他の地域でいえば、名称もたくさんあって、どれだ

け増えているか。ところが気象庁は異常気象ですと猛暑が続いた時にいったけれど、こ

のへんはどうなのだろう。気候変動に関連しているかどうかという問題とも関連してき

ますよね。単なる異常気象なのか、気候変動を前提として考えなきゃいけないのか。そ

の辺の問題も出てくるんじゃないかと思う。その上でマネジメントも考えなきゃいけな

いのか見ながら思っていたんですけどね。 

川口委員 位置付けがよくわかってない部分があります。今年度のカーボン・マネジメン

ト事業として、まず素案を作るという話なのですが、１号事業と２号事業があって、先

ほどの市庁舎移転の方の話は２号事業に関連すると思われます。今の鎌倉市としては第

３期の計画が平成31年まであって、次は第４期の計画でそれに向けて事務事業を改変さ

れるという位置づけでしょうか。 

戸川補佐 それとは、別の位置づけです。 

川口委員 今回今年度でやろうとしているものは、１号事業としての先ほどの考え方に併

せて内容を改変することですか。２号事業の部分は市庁舎移転が確か平成37年、とする

と市庁舎の絵姿をまだこれから描いている最中で、それに合わせた庁舎の新築移転改築

時と関連してシナリオを書いている。今年度の段階のものをここで検討されるのですか。

それとも今ある設備で考えようとしているのですか。 

戸川補佐 とりあえず事務事業編の策定については、目標年度が2030年度ですからその中

には市庁舎の移転ですとかその辺の考え方は入って来るものと考えていますが、ただ実
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際に、どういう新庁舎になったらどれぐらい二酸化炭素が減らせるという計算ができる

のかどうかはコンサルとも相談しながら計画を練っていかないといけないと考えていま

す。ただ、この計画自体も５年ごとに見直しをしなければならないので、その時に新庁

舎のことがどこまで決まっているかにかかわってきます。 

川口委員 そのあたりのシナリオ次第で変わってくるということですね。 

戸川補佐 そうです。ただ２号事業につきましては、平成32年度までですので、移転の前

までの補助事業を今ある施設の中でこういう風に変えたら省エネになりますよとか、コ

ンサルにも提案をしてもらいながら、今ある施設の中でここをこうしたらいいんじゃな

いか、みたいな提言を受けながら活用を検討していきます。 

川口委員 これはあくまでも公共施設と書いてあるのですが、例えば防犯灯のLED化のようなもの

は市がやられる事業であると思いますが。 

戸川補佐 市が持っている防犯灯はこれに入ってきます。 

植地次長 市の施設は本庁舎が一番メインではあるのですが、大小取りまとめると250ぐ

らいの施設がありますので、大きくエネルギーを消費しているようなところをモデル施

設としてピックアップし、そこの改修時期に併せて新しい設備を取り入れて省エネに向

けて行くというような段取りで何年かかけて変えて行くという形になるかと思います。 

川口委員 本年度は見えるところ、平成35年度前の段階のものを考えるということですか。 

植地次長 はい。そういうことです。 

猿田会長 どういう計画でやろうとしているのか、知らないものだから何にも言えない。

正直にいうと。 

川口委員 ロードプライシングを入れるか、入れないか、シナリオによって全然違うので

はないかと思う。シナリオの作り方によって、数字とかも変わってくると思いますが。 

戸川補佐 ロードプライシングは事務事業編ではなく区域施策編に入ります。 

猿田会長 むしろ長期計画の中で考えなきゃいけない。前々から問題になっている。とに

かく成功しているところがあまりないんだから。ぜひやりたい。 

亀山委員 話の流れで、私も村田委員、川口委員のおっしゃった点に同意です。新しい施

設を建てることがある程度確実になっている以上、そこで最高レベルの建物を建てて頂

くのが一番重要で、今補助金が付くからと言ってこの建物になにか省エネ施設を入れて

も凄く無駄遣いになってしまうと思います。今日本全体で一番取り組みが遅れているの

が建物の断熱の部分と再生可能エネルギーの導入ですから、断熱が無い建物にいくら空

調に省エネで頑張っても効果がないです。なので、新しい建物に最大限の断熱効果と、

パッシブですね、空調で熱がこもらないとか、できるだけ電気を再生可能エネルギーで

賄うというようなデザインをコンサルさんにしっかり伝えるのが重要だと思うのですね。

他方で補助金は、市内の他の新築しない予定の建物、小学校等もはいるのですね。そう

いうところで、いろいろアイディアを出されることが重要なのかと思います。中村委員

のおっしゃっている市全体の対策、実行計画という意味では重要な視点だなと思います。

次回作り直すときにもう一度議事録を読み返して、その時の委員の方が新しい鎌倉らし

い計画を作っていただけたらなと思います。 
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猿田会長 亀山委員のおっしゃった、さっき中村委員の発言された内容というのは、今回

のこれよりもっと対応となる内容が大きい場合、市の全体でやるような場合には、そう

いう問題、別の意味での吸収とかいろいろな意味での対応を考えられる。今回の場合は

先ほどおっしゃったものは少し無理がある。内容を変えてまた検討するときもあります。 

中村委員 そのことについては理解しました。であるならばこそ鎌倉市役所が、例えば、

そういう新しい事業をするにあたって、やはりモデルケースとしてできること、鎌倉市

だからこういうことが出来たんだ。やってみれたんだ。そういう事業が、ひとつの象徴

みたいな事業がどこかにあればいいんじゃないかと思いますね。例えば温室効果ガスを

排出しない、しにくいという構造の建物を作るなり、焼却場を作るなりとかはもちろん

ありですが、ある意味では、どこの自治体でもそれを追求していくわけですね。規模は

小さくてもここではちょっと違った試みをしてみましたよ。例えば将来に向けて温暖化

ガスを固定化して閉じ込めてしまうという風な小さなプロジェクトもやってみましたよ。

というふうなことを鎌倉の特徴としてやってみたらどうかなというように考えました。 

猿田会長 CO2の固定化というのは前々からいろいろ検討はされている。固定した後どう

処分するかが問題になっている。 

中村委員 固定化したものを建物にしてしまうとかいろいろアイディアはある。 

猿田会長 ドライアイスにしたあとまたガスになれば空気中に出て行ってしまう。アイス

クリームたべたあと上空に出て行くのではしょうがない。 

中村委員 そういうもので建物を作るそういうことではなくて、ひとつの象徴としてそう

いうことも出来る今事業化できなくても将来事業のコアとなっていく可能性もあるんだ

よということを、海の近くにいる僕たちの暮らしの中でお示ししていただけたら、全国

からも注目されるのではないかと思います。 

猿田会長 昔CO２を固定化してｼｬ-ﾍﾞｯﾄ状にしてホースで送り込もうという研究を横須賀

でやったことがあるんですよ。ところが経費がたいへんなんですよ。そこに使う電気量

も結構たいへんで、結局５年くらいやってやめてしまいました。集めたのはいいけど後

の処分がたいへん。そのまましまっておくわけにはいかない。 

中村委員 新しい試みを事業の核にしていくことはまず出来ないですね、今の段階では。

ひとつの象徴として心がけて行く、手がけて行く姿勢は常に持っている必要があるだろ

うと思います。 

猿田会長 それは一つの方針として、精神としてね。とにかく今回は市役所のカーボン・

マネジメントをどうするかについてコンサルを交えてやらなきゃならないわけです。ご

意見を頂戴して意義のあるものにしていかなきゃならない。 

中村委員 はい。そう思います。 

小田委員 一つは感想なんですが、今回事務事業編を改訂するために、上限額１千万円と

いうのは、これはもともとあったものを活かすというよりはむしろ新しく作ることを期

待されているのかと思います。今までの物をちゃんと反省しておくのが必要だから改訂

に対してもお金がでるのかなと理解した次第です。二つ目は質問なんですが、１号事業、

２号事業があって２号事業には応募することを目的として色々なものを組み立てて行く
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のか、それとも年間的にスケジュールをかんがみ2号事業のほうが難しいだろうか、ど

ちらなのでしょうか。 

戸川補佐 31年度というのは難しいと考えていますが、最終年度の32年度に向けては、先

ほどお話したように、鎌倉市のたくさんある施設を診断していく中で特にエネルギー消

費量が大きい部分で、さらにここは建て替えではなくて施設を修繕して使い続けて行く

という施設に最新の設備を入れるとどれぐらいエネルギーの使用量が減って、どれぐら

いの二酸化炭素排出量の削減量ができるか算出して、それにつなげていければと考えて

います。 

小田委員 ちょうど時期的に見ても2号事業の採択根拠には、先進性、モデル性と書いて

あるので個人的には、国際観光都市みたいにして、それで尚且つエネルギー消費削減化、

エネルギー創出とかいい組み合わせになるのかなと思ったりしたのですが、時期的に期

間的に合わないのかなと思いました。 

川口委員 SDGs未来都市を鎌倉で取られたとお聞きしました。国連の計画で、要するにゴ

ールは国際的な基準で目標数が17でした。それでエネルギーに関するいろいろなこと全

部に関連していると思います。それをこれからしっかり考えて行かれるのだと思うので

す。それに関連して、タイミングが丁度合いますので、SDGsの中の目標は割とはっきり

としていて、17目標の下にまたぶら下がって169ターゲットがある。そこで鎌倉らしさ

が当てはまるゴールがあると思います。そことカーボン・マネジメントとをうまく組み

合わせて作られると、非常にはっきりすると思います。それで市民の方々に、今日お聞

きしていても位置付けが複雑で、どれがどれだかわからなくて、皆さんも分かりにくい

と思います。そこをSDGsという世界のルールではこうなっています。ここをこう改訂し

ますとこういう風になるというふうに、なるべくわかりやすく子どもさんでもわかるよ

うな位置づけを是非やっていただければどうかと思います。 

猿田会長 植地次長何かありますか。 

植地次長 SDGsについては鎌倉市も積極的に取り組んでいくということで今年度から専門

の部署も出来ました。環境部も単独ではなくて関連する課と調整しながら、SDGsに取り

組んでいくつもりでいます。 

川口委員 まさに海の話、緑の話も入って来ます。 

池貝委員 鎌倉市はごみ焼却場の建て替えの問題。それと生ごみの処理施設の建設という

話があると思うのです。このあたりは事務事業偏の中で大きなウェイトを占めるのかな

と思います。そのあたりを施設課の方とどのような形で進められていく予定なのでしょ

うか。 

植地次長 同じ環境部内ですので、新しいごみ焼却施設をどうするかというのは部の課題

と考えています。新しい施設もそうですし、既存の施設も改修するポイントがあるのか

どうかということや改修するとしたらどういう時期が良いのか検討する必要があります。

名越にしても今泉にしてもかなり古い施設ですから、新たなことをする時点で改修し、

それに併せて省エネの設備を投入していくことになるでしょうし、笛田リサイクルセン

ターは建ってから20年ちょっとですので、ちょうど見直しに入っているところです。で
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すからそれに併せてカーボン・マネジメントの対策をどうするかというのは、施設課の

職員と調整していこうと考えています。 

池貝委員 現行のエコアクション21の評価があっての新しい計画ということで、評価の部

分も今回の委託の中にはいっているのですか。 

戸川補佐 今までの実績等をコンサルに見て頂きながら、その結果を頂いて計画に反映し

ていきます。 

猿田会長 さっき次長がおっしゃったコンサルの今後の進め方とかは次回に聞けるという

ことですか。 

戸川補佐 今プロポーザルで11社の応募がありまして、最優秀の事業者を選定して今契約

に向けた手続きをしているところですので、契約が整った際には皆様に資料等をご提出

いたします。最優秀の提案をしていただいたのが国際航業という会社です。 

植地次長 今ちょうど契約の準備に入っていますので、正式に契約した段階で資料等提示

したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

猿田会長 いろいろとご意見たくさん頂戴いたしました。今日頂いた委員の方のご意見を

事務局も整理して、またコンサルとも今後の進め方の上でそのへんをどう生かしていけ

るのか検討していかなくてはいけないから、整理しておいてください。 

山本委員 温暖化以外で最近話題になっているプラスチック微粒子による海洋汚染につい

ては、現在の鎌倉市の環境基本計画で十分対応できているのでしょうか。例えば、ごみ

のプラスチックごみの分別収集をしていけば鎌倉市としては十分問題ない、現在のやり

方でいいと考えておられるのかをお聞きしたい。 

植地次長 基本的に一般家庭からでるごみについては、市の計画どおり分別をしていただ

いて、市が収集をして処理をするということをしていますので、その通りにお出し頂い

ていればきちんと資源化されて、どこかに投棄をされているということはない状態です。

また、市が扱うのは一般廃棄物というご家庭から出される全てのごみと事業者から出さ

れる燃やすごみで、プラスチックはそこには入っていませんので、事業者が出すプラス

チック産業廃棄物ということできちんと産業廃棄物を処理できる施設へ搬入し、処理を

してもらうという形をとっています。事業者の指導につきましては、専門の指導員を置

き、分別が悪いとか、クリーンステーションに市民のごみと一緒に不法に廃棄している

とか、市の処理施設へ産業廃棄物を混ぜてもってくる業者さんといったものチェックし

まして指導しているという状況です。それでも悪いことをしようと思えばできてしまう

ので、例えば海岸でのレジャー中にごみを捨てていったものが海流に乗って沖に流され

て、海底に沈む過程で細かくなり、マイクロプラスチックの問題になってしまうという

こともあります。海岸については市ではなく県・国の所管になっているのですが、海底

の調査ですとか、海底の清掃ですとかを国や県が主体となってやって行く中で市も出来

るだけ協力をしていくという体制は取っております。まだまだそれで万全という段階で

はないので、今後も啓発ですとか対策は続けていきたいと考えています。 

山本委員 現在の段階では環境基本計画に書いていくことはないのですね。 

植地次長 これを作った時には、マイクロプラスチックの問題が炙りだされる前でしたの
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で、今の環境基本計画の中ではそこまでは細かく具体的には記述していませんが、こう

いった海洋の問題や化学物質の影響とかは詳細には載せていませんので、今後はこの分

野ももう少し具体化して対応していくべきだと考えています。 

猿田会長 場合によれば環境部ではなくて、商店街で使っているものを、例えばスターバ

ックスコーヒーは世界中でプラスチックストローを全面的に廃止する。このような指導

をむしろ商工会議所あたりがしていただいて協力していただくとか。そういうことも必

要ですね。環境部だけでやるのには限界もあります。それぞれの事業の担当課が協力し

てやらなければならない問題がたくさんあります。マイクロプラスチックなどは、環境

部だけで規制しようとしてもなかなか難しいですよね。使えるものを使ってはいけない

と環境部でどこまでいけるのか。 

中村委員 今、お話になったマイクロプラスチックの話、これは漁業者として恥ずべき問

題としてありまして、20年ぐらい前までは漁具を海洋で投棄するのは当たり前のことだ

ったのです。私は南極海までいったことがありますが、赤道上で航海に使ったプラスチ

ック、発砲スチロールを含めて全部投棄してきたのですね。これは今、日本ではやって

いませんが、他の国はいくらでもやっています。マイクロプラスチックは何年もかけて

水の中で砕かれて実際マイクロプラスチックは目に見えない。要するに0.0何㎜レベル

まで砕けてしまったプラスチックなんです。今のマイクロプラスチックの原因は我々漁

業者の作ったものかもしれない。マイクロプラスチックに限らず、ごみの問題を含めて

モラリティの問題と不可分なんですね。環境の問題としてこの問題を扱う時に市民に対

してそのモラルを問わないといけない。それがある意味ではどんなハードウェアを作る

ことよりも大事なんだと僕は思います。 

猿田会長 ありがとうございました。それではその他に移りたいと思います。 

 

議題２ 「その他について」 

 

戸川補佐 「次回の審議会の日程について」説明。 

猿田会長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございますか。なければ本日の審

議会はこれで終わらせて頂きます。 


