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平成22年度第２回鎌倉市環境審議会会議録 

 

１ 開催日時 平成22年８月27日（金）午後２時から４時まで 

２ 開催場所 講堂  

３ 出 席 者 猿田会長、渋谷委員、百村委員、二松委員、村田委員、木村委員、 

高柳委員、川口委員、郷原委員、三島委員、 

       （欠席：亀山委員、白井委員、高野委員） 

４ 事 務 局 相澤環境部長、鈴木環境部次長、柿崎環境部次長、古屋資源循環課長、 

景観部みどり課川名課長、木村環境施設課課長代理、 

佐藤環境政策担当係長、田中副主査、百合野主事、中川職員 

５ 議  題 (1) 平成22年度かまくら環境白書（案）（中間報告）について 

(2) 第２期鎌倉市環境基本計画見直し検討事項について 

       (3) 地球温暖化対策地域推進計画見直し検討事項について 

       (4) その他   

６ 配付資料  資料１ 平成 22 年度版かまくら環境白書（案）（中間報告） 

資料２  平成 22 年度版かまくら環境白書別冊「鎌倉市環境基本計画

目標達成状況」（案） 

資料３-１ 第２期鎌倉市環境基本計画における 15 の目標項目の指標

見直し概要  

資料３-２  第２期鎌倉市環境基本計画見直し概要 

資料４ 地球温暖化対策地域推進計画目標値設定に向けたモデルケー

ス（１～４） 

資料５ 鎌倉市緑の基本計画見直しの概要その１（一部抜粋） 

       当日貸出資料 

(1) 第２期鎌倉市環境基本計画 

(2)  かまくら環境白書（21 年度版） 

(3)  鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画 

(4)  鎌倉市環境教育推進計画 

        

７ 会議概要  

    「鎌倉市環境審議会規則」の一部改正についての報告と内容説明を行いました。

また当日は２名の傍聴者の他に、議題４その他において緑の基本計画の見直しに

ついて事務局から説明するため、みどり課の川名課長が幹事として同席すること

を報告した後、配布資料の確認を行い議事に入りました。 
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議題１ 平成22年度かまくら環境白書（案）（中間報告）について            

【事務局 資料１及び資料２に基づき議題１の平成22年度版かまくら環境白書

（案）（中間報告）及び平成22年度版かまくら環境白書別冊「鎌倉市環境基本計画目

標達成状況」（案）について説明】 

猿田会長 ただいまのご説明について、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。差し替えた25、26ページについてはどこが変わったのですか。 

田中副主査 目標項目③水・土の指標について、鎌倉市内の８河川のうち1河川で硝

酸性窒素が環境基準を達成できていなかったためその記載部分が変更となりました。   

川口委員 35ページの歴史的文化的環境の確保のところで、指標に「市街化区域」と

ありますが、これは前回の審議会の資料修正案のときに、削除するということにな

っていたかと思いますが、どうなっているのでしょうか。 

佐藤係長 現行の第２期鎌倉市環境基本計画に基づく平成21年度実績ということで白

書に載せているので現行の計画目標指標のとおりになっています。 

川口委員 では見直し後の計画では削除されるということですか。 

相澤部長 平成23年度以降の環境基本計画では、削除した記載になります。 

川口委員 分かりました。  

猿田会長 他にございませんか。 

二松委員 ６ページにあるように、家庭の買電量が増えているのは、どうしてなのか。

人口が増えているのか世帯が増えているのか、この辺の解析はどうされていますか。 

佐藤係長 人口、世帯とも若干増加はしていますが、オール電化も増えているし、詳

細はよく分かりません。 

二松委員 トータル的には減少しているのでいいかもしれませんが、私の家では退職

後夫婦二人とも家に居るようになって電気使用量が２倍になってしまい、小さい理

由かもしれませんが、高齢化になると増えるのかと。市民がエコ活動をもっと頑張

らなければならないと思います。 

鈴木次長 例えば古い冷蔵庫を使っていて、新しいものに変えたらもっとエネルギー

効率が良いと分かっていてもなかなか買い替えできない。物が勿体ないという考え

でなくエネルギーが勿体ないというふうに考えて、新しいものに買い換えるような

時代になってきているのかなと思います。私自身もまだ古い冷蔵庫を使っています。

高齢化については、今は外に出かける人も多く一概には言えず、複合的な要素がか

らみ合っていると思いますが、各家庭への啓発を我々が引き続きもっと強く推し進

めていくことで、こうした問題が解決していくのかなと思います。 

郷原委員 企業や工場に比べれば１世帯当たりの使用量はたいしたことないと思うが、

家庭での電力使用量は恒常的に上がっている。省エネ型エアコンに買い換えたとい

っても猛暑でエアコンの使用量が増えれば電力使用量も増える。 

猿田会長 家庭での電力について言えば、鎌倉市に限らず地方都市でも世帯数の増加 

 は見られるし、またエコポイントを利用して省エネ商品を買っても大型の製品なら

電力量は増加することになる。どこまで生活を犠牲にするかという問題もあるし、
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難しい面がありますね。 

百村委員 数字の意味ですが、数値化することで増減ははっきりしますが、先ほどの

家庭の売電量のように要因をまとめてしまう危険性もあるので、その数字がどうい

う意味を持つのか、数字を減らすことでポイントがずれてしまわないよう、可能な

範囲で分析していく必要があると思います。 

事務局 分かりました。 

二松委員 世帯数増加は子どもたちも増えて喜ばしいことですが、ただ高齢化の問題

もあり、電力消費の40％を占める家庭での電力消費のうち、どこをポイントに攻め

るか解析していただければ、今後の政策もとりやすいと思います。 

高柳委員 103ページから118ページに鎌倉市内の環境保全団体の活動状況が紹介され

ていてその団体にとっては掲載されることが大変喜ばしいことだと思いますが、鎌

倉市内のＮＰＯだけでも300以上あり、環境保全団体がここにあるだけではない事

を知って頂きたい。そして問い合わせをしたが返事の来ない団体があるのかどうか。

またページのレイアウトですが、もっと整理をして団体名を各ページの一番上にも

ってきて見やすくするように配慮していただきたい。 

田中副主査 確かにホームページなどから他にも保全団体があることは把握しており

ます。また問い合わせをしても高齢化のため活動を止めたなど、回答を頂けなかっ

た団体もあります。白書のレイアウトについては検討いたします。 

郷原委員 あくまで白書であって、そこまで各団体の報告にページ数を割く必要があ

るのかどうか疑問です。白書本来の形からして、例えば各団体の報告は別冊資料に

するとか、もっと分かりやすい白書にした方がよいと思います。 

鈴木次長 今回でも白書は120ページもあり、かなり厚くなっています。もっと読み

たくなるような工夫を、ページ数だけでなく、文字の大きさ、行間、デザインも含

めて考えなければならないと思います。ただこうしたＮＰＯの方々も市の環境問題

を担う市民の方なので、その活動は載せなければならないし、今後編集については

みなさんのご意見も頂いて検討が必要かと思います。 

猿田会長 確認ですが、４ページの国のグラフは平成21年のもので、５ページの県の

グラフは平成20年のものになっていますが、県の平成21年はいつ出ますか。 

田中副主査 県は今年の５月頃に平成20年度の発表があったばかりなので平成21年度

のものは来年になってしまうと思います。 

猿田会長 分かりました。他に何かございませんか。 

二松委員 資料１の87ページの環境教育についてですが、 近の子どもたちはゲーム

ばかりして自然に触れようとしませんが、鎌倉市の場合はここにあるように環境教

育にとても力が入っていて、評価できると思います。ただ90ページ以降の資料では

何をやったかということは分かりますが、量的なことが分かりません。 

 各学校が何時間かけて活動したのかを知りたいのですが、調査は可能でしょうか。 

田中副主査 原課に確認してみないと分かりませんが、年間でどの位時間をかけたの

かを調べるのは難しいと考えています。 
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相澤部長 環境教育についての白書の中身として、活動内容について記載すべきなの

か、それともどの位時間をかけたかを記載すべきなのか、どういう内容のものがよ

いと思われますか。それをお聞かせいただければ事務局ではそれに近いデータを集

められるかどうか努力したいと思います。その結果学校側がそこまでは答えられな

いということもあるかと思います。 

川口委員 例えば大学生は環境系ゼミを年20回程度実施したり、小学校では総合学習

の時間に環境について学ぶ機会はあると思います。環境に対する意識を育て成果を

見るというものであって、それを数字でおさえるのは今は無理かなと思います。 

猿田会長 環境教育は、なかなか時間で追えるものではないと思います。もちろん牛

乳パック回収など数量化できるものがあるならば学校からそれを提出してもらえば

いいと思いますが、学校で何をやっているか、どんなことに興味を持っているのか、

どんな成果があったのかを知りたいわけです。 

郷原委員 学校の取り組みについては、各学校の特色も分かり、今の白書の報告で十

分だと思います。教育で大事なのはきっかけ作りなので、成果といっても本人次第

です。いい報告だと思います。 

二松委員 質が分かればよいわけで、量はあまりこだわらなくてもいいです。 

猿田会長 たとえば富士塚小学校でヘチマ栽培とありますが、これなんかも緑のカー

テンにするためにやったのか、ヘチマが目的だったのか、採れたヘチマで何かを作

ったのか、などもう少し分かればもっといいものになりますね。 

百村委員 資料２についてですが、目標達成状況が分かりづらく、基準に達している 

 と書かれていても、その基準そのものが分からない。何か意図があってこうなって

いるとは思います。説明して頂きたい。 

川口委員 泣いている、笑っているマークや、矢印などで表してもらった方が、達成

度が分かりやすくてよいと思います。 

猿田会長 環境白書別冊を有効なものにするために、環境基準一覧表を作るべきです

ね。 

村田委員 今年度の特徴はこうだ、というものをＡ４サイズ1枚の資料でよいので 

今の時点から作成しておけば、後で広報に載せるときに役立つので提案したいです。 

 

議題２ 第２期鎌倉市環境基本計画見直し検討事項について  

 【事務局 資料３に基づき第２期鎌倉市環境基本計画見直し検討事項について、各

目標項目の変更内容とその理由について説明】 

 【川口委員 議題２について部会で出された意見など検討事項について説明】 

 

猿田会長 ありがとうございました。事前に村田委員からご意見を頂いているので 

 お願いいたします。 

村田委員 72ページ第4章２の①野生動植物の保全の市民の項目のところで、「ペット

が野生化し、生態系に影響を与えることのないよう管理・飼育をします」とありま
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すが、ペットの前に「外来種、園芸種や」と入れてはどうかと思います。また同じ

ページのビオトープの保全の市の項目のところで、「野生動植物の生息・生育場所

（ビオトープ）として重要な緑地の保全に努めます」という文章の「保全に努めま

す」の部分を「保全、質の向上に努めます」と追加訂正してはと思います。次に73

ページの４生物の多様性を高めるエコアップの下の表（国の施策・県の施策）の部

分はあらたに「５生物多様性、種の保全に関する普及啓発」という項目を作って分

けた方が良いと思います。緑のレンジャーなどに参加している人と一般の人との環

境保全に対する知識や技術の格差があるので普及啓発という項目が今後必要だと思

いますので。次は78ページの２の④自然とふれあえる場所等の情報提供の部分で

「自然とふれあえる場所、機会の情報提供を行います」とありますが、情報提供の

後に、「ふれあい方」を追加したらどうかと思います。具体的には指導者がいなく

ても誰でも分かるパンフレットの製作（鎌倉の自然観察ガイドとか水辺のいきもの

図鑑など）を市とボランティアで行ってはどうでしょうか。次は99ページです。 

 ４の各主体の連携②環境保全のありかたについて共通意識の醸成の市民の項目のと

ころに、「自然環境に関する知識を持ち、豊かな自然を守り育てる活動への理解を

深めます」という文章を追加したらどうかと思います。以上です。 

猿田会長 事務局側の説明と村田委員から貴重なご意見を頂きましたが、これについ

て何かご意見ご質問はありますか。 

郷原委員 目標項目⑥歴史的遺産の世界遺産登録44ページについては、「早期登録の

実現」でなく、「早期登録の実現か登録取り下げ（断念）」とすべきと強く言いたい。

また史跡の公有地化に出ている235,022.30㎡という数字は市街化調整区域を含むの

かどうかを知りたい。あと、一人当たりの都市公園等の施設緑地面積12㎡とあるが、

この数字が何の基準によるものなのか。また、浄化槽雨水貯留施設設置について、

これが市街化調整区域にあるものも含めるのであれば、140件は難しいと思います。 

鈴木次長 この見直しについては、各担当課に問い合わせをして現状に即したものと

して取り上げています。今、郷原委員から頂いたご意見については各担当課に伝え

ることはできますが、この場ですぐお答えできるものではありませんことをご了解

頂きたいと思います。235,022.30㎡という数字は市街化調整区域を含みます。 

川名課長 緑の基本計画では、平成27年度が12㎡、平成37年が18㎡となっています。 

川口委員 今、一人当たりの都市公園等の施設緑地面積５㎡くらいなので５年後の平

成27年度に12㎡は非常に難しいと思います。 

川名課長 今後、平成27年までに鎌倉広町緑地、鎌倉中央公園における拡大区域の用

地買収が順調にできれば70ha追加予定です。あと本市が所有していて都市公園とし

て供用開始していない部分が90haあるので12㎡に近い数字が可能かと思います。 

川口委員 そうすると今の２倍になるのですね。目標は達成できそうだと考えてよろ

しいのでしょうか。 

川名課長 財政上のこともありますが現状は順調に進んでいます。 

川口委員 そういう努力をしていることを記載した方がよいのではないでしょうか。 
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川名課長 現在、緑の基本計画も見直しておりますのでその中で数字を整理して出し

ていく予定です。 

猿田会長 そうした表記を環境基本計画に記述するのか緑の基本計画に記述するのか

は内部の問題もあるでしょうから調整してください。 

鈴木次長 55ページの表のところ辺りに表記できれば良いのかもしれませんので内部

で調整していきます。 

百村委員 20ページの２その他地球環境問題への対応の①地球における生物多様性の

確保の部分ですが、熱帯林について書かれていますが、林野庁の政府調達方針とい

うのがあって、今問題になっているのはロシアなどで行われている違法伐採で、熱

帯木材使用の合理化というより、合法性のある木材の利用とした方が良いと思いま

す。 

猿田会長 そうですか。例えばどんな表現に置き換えればいいでしょうか。 

百村委員 市の項目では、「政府の方針に従う」とか。事業者のところで、「熱帯木材

使用の合理化を推進」とあるのは、「合法性のある木材の使用を推進」としたり、

「熱帯林の保全に係る協力活動に参加し」の部分は、具体的にどんなことを指すの

か私にはよく分かりませんが、そこは「違法伐採に対する方策に協力します」とす

るとかにできないかと思います。 

相澤部長 一つ伺いたいのですが、これまで熱帯雨林の保全ということで話し合われ

て来た訳ですが、その辺りの考え方は林野庁さん、国の方針はどのようになってい

るのでしょうか。 

百村委員 今いろいろな動きがあるのですが、熱帯林の保全というよりは、国内では

生態系サービスの保全ということになってきていて、熱帯林をターゲットにしてい

たのは90年代で、３～４年前位からロシアでの違法伐採の問題が起こり、今は熱帯

林ももちろん問題なのですが、それ以上に違法伐採が大きな問題になっています。 

猿田会長 難しい問題なので、事務局で検討してみてください。 

相澤部長 事務局で情報収集してみます。 

村田委員 目標項目⑪のなかの生き物観察広場の数ですが、これは小中学校での計画   

 だと思いますが、それ以外の年齢層も対象となるように公園や行政センターなど、 

 市の所有地にこうした観察広場を計画して欲しいのですがいかがでしょうか。 

猿田会長 提案ということで、公園課との調整もあるでしょうし、検討するというこ

とでいいのではないでしょうか。 

佐藤係長 公園海浜課と調整して検討します。 

二松委員 目標項目⑫の廃棄物の発生抑制ですが、目標未定％とありますが、これは 

 30％以上と考えるのですか。 

古屋課長 これは平成18年に策定した計画ですが、今、山崎浄化センターのバイオマ

スエネルギー回収施設を建設するかどうかについて市長から３か月結論を待ってく

れと言われているため、その動向を見てからになります。 

相澤部長 ごみ・資源物の総排出量について10％削減という部分については、非常に
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難しい問題で、未定という扱いになっております。 

猿田会長 見直しについて村田委員からの提案事項については、検討部会と事務局で 

 整理して頂きたいと思います。 

 

議題３ 地球温暖化対策地域推進計画見直し検討事項について  

 【事務局 資料４に基づき地球温暖化対策地域推進計画目標設定に向けたモデルケ

ースについて説明】 

  【川口委員 議題３について部会で出された意見など検討事項について説明】 

 

猿田会長 ただ今の説明について、ご質問等ある方はお願いいたします。 

百村委員 森林を所有している自治体に協力しての森林保全をするなど自治体同士で

連携して二酸化炭素排出量を削減するというのは、どういうことなのでしょうか。 

川口委員 森林の吸収として試算することは難しいので、未来志向として例えば近隣

の都市と連携して何かしくみが考えられないかという、あくまでひとつの意見とし

て考えていただければと思います。 

郷原委員 京都議定書で出された数字はもう失効しているのではないですか。現実性

を考えるならば、鎌倉市の目標値は2005年を基準として出しましたとすべきではな

いでしょうか。  

猿田会長 京都議定書で出された数字は2012年までは生きています。1990年という昔

に決められたことで、途中から途上国の参加などもあり、25％削減というのは確か

に実現の難しい数字ではありますが、何とか削減しなければならないのです。 

郷原委員 ということは、鎌倉市としては国や県の25％という数字に合わせていると

いうことですね。 

猿田会長 ぴったりという訳ではなく、現状の検討案では25.9％だと思いますが、い

ろいろな方策を考えられる国と比べると、地方都市の鎌倉の25％の方がずっと難し

いと思いますが、これは地域で考えるのはなく、あくまでグローバルで考えなけれ

ばならない問題なのでそれぞれ努力しなければならないのです。 

二松委員 モデルケース３は非常にバランスが取れていて良いものだと思います。基

準をどこに置くかということですが、私は1990年にするのが分かりやすいと思いま

す。 

猿田会長 2012年までは京都議定書の約束期間であるのでそこを基準にしなければな

らないということです。 

川口委員 2003年以降景気の低迷もあり幸い数字的には落ちてきており、このまま 

 頑張れば25％という数字ももしかしたら可能なのかもしれません。ケース１は鎌倉

市の産業構造が国や県と同じという考え方に基づいていますが、私としては国の指

針に基づいて鎌倉市の試算をするというのが現実的なのかなと思います。 

猿田会長 近隣の例で言うと、横須賀市は横須賀の火力発電が休止したので、目標値

の1/3はもうすでに達成しています。鎌倉はそういうものがないので難しい。 
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二松委員 数字の達成だけを言うならば、原発を７つ作れば良いという話になってし

まい、そんな危険な事はできないし、そんな負の遺産を持って達成しても意味はな

いですよね。 

猿田会長 基準については1990年のものとすることを改めてご確認頂きたいです。 

 

議題４ その他 

 【事務局 資料５及び同追加資料に基づき鎌倉市緑の基本計画見直しの概要その１

（一部抜粋）について説明】 

 

郷原委員 “保全すべき”緑地の確保とありますが、“保全すべき”という定義が庁

内でまとまっているのかどうか。 積極的に保全しなければ確保できない緑地、何

もしなくても保全できる緑地と色々あると思いますが。 

川名課長 緑の基本計画では目標年次を定めて、どれだけ緑が確保できたかを見てい

く訳ですが、その中で今おっしゃっていただいたようなことが関わってきます。 

猿田会長 例えば林業で、荒廃してしまわないよう下草を整備するというようなこと

が保全になるのでしょうか。 

川名課長 鎌倉市内では現在林業を生業としている方はありませんが、質を上げてい

くための管理を、予算的には500万円程度で小さいものですが、昨年度から徐々に

始めています。 

猿田会長 ありがとうございました。時間が随分過ぎてしまって申し訳ありませんで

した。今日お配りした資料をまたよく目を通しておいて頂きたいと思います。 

佐藤係長 次回の審議会の日程ですが、12月17日（金）か12月20日（月）の午後のど

ちらかにしたいと思います。ご都合はいかがでしょうか。（協議） 

猿田会長 では次回は12月17日（金）午後2時からでお願い致します。 

 本日はありがとうございました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


