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平成22年度第４回鎌倉市環境審議会環境基本計画検討部会会議録 

１ 開催日時 平成22年11月26日（金）午前10時から 

２ 開催場所 823会議室（第４分庁舎）  

３ 出 席 者 川口部会長、猿田委員、渋谷委員、高柳委員、亀山委員 

４ 事 務 局 鈴木環境部次長、佐藤環境政策担当係長、田中副主査、百合野職員、

中川職員 

５ 議  題 (1) 第2期鎌倉市環境基本計画の見直し（素案）について 

(2) 鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画の見直し（素案）について 

       (3) その他 

   

６ 配付資料  資料１ 第２期鎌倉市環境基本計画見直素案（平成 22 年 11 月 22 日

現在） 

資料２ 鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画素案（平成 22 年 11 月

22 日現在） 

資料３ 地球温暖化対策地域推進計画見直しにおける平成 32 年度

（2020 年度）各部門別削減ポテンシャル算定内訳 

資料４ 事業所における省エネルギーの取組アンケート結果 

資料５ エネルギー・温暖化対策に関する支援制度について（平成 22

年度版） 

  

７ 会議概要等 

  会議開催に先立ち、鈴木次長より、以下の報告がされた。 

生ごみのバイオマス処理施設について、昨日の議会で代替案が提示され、市長はハ

ードは作らず、ソフト政策である生ごみ処理機などでみなさんに協力してもらうと

いう案を示しました。今後どのように進めるのか予測がつかない状況で、政策決定

がいつされるのかも分かりませんが、我々はこの２つの計画の見直しを着々と進め

ていきたいと思います。また、昨日の新聞で、温暖化ガスが昨年過去 高という世

界気象機関からの発表がありました。特にメタンガスが増えているそうですが、

我々としては温暖化対策をできるところからやっていくしかないと感じております。 

 

議題１ 第２期鎌倉市環境基本計画の見直し（素案）について 

 【事務局 第２期鎌倉市環境基本計画の見直し（素案）について説明】 

猿田委員 25ページ12行目の（アイドリングストップの啓発、低公害車の導入普及） 

 はダブっているので削除してください。 

佐藤係長 51ページの３緑化の推進にある「まちづくり推進地区等での緑化」を削除 

します。 

川口部会長 ただいまの説明について、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 
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亀山委員 特定外来生物の記載について、排除というかなり強い言葉で書かれているこ

とが気になります。外来した時期によって古くからいる生物についてはどうなのです

か。タイワンリスやアライグマなどかなり古くからいるものについて、積極的に排除

することに疑問があります。被害があるということなら例えば電線にねずみ返しをつ

けるとか、餌を与えないよう市民にお願いするとかすればいいのでは、捕まえて駆除

するというのはいかがなものでしょうか。 

田中副主査 これは市と県の計画をもとに載せたものです。 

鈴木次長 実際に県では委託事業として行っています。 

川口部会長 59ページの違反屋外広告物の除却のところですが、87件という数字が気に

なります。もっときりのいい数字にならないのですか。 

猿田委員 実際にやった実績をもとに出た数字ですからね。 

猿田委員 23ページのオムニバスタウン計画の推進の2行目にある、自動車は自家用車に

した方がよいのではないでしょうか。 

川口部会長 54ページのグリーンバンク制度が廃止予定とありますが、なぜ廃止になる

のでしょうか。 

田中副主査 平成19年度から実績がないことと今後の見通しなどを考慮して廃止になり

ます。 

川口部会長 以前から気になっていたのですが、51ページの都市公園等の施設緑地の面

積について、５年後の目標数値が実績からみて実現困難ではないかということで、確

認して頂くような話しをしたかと思います。 

田中副主査 市の所有面積としては可能な数字ということだったと第２回の審議会で、

お話させていただいたと思います。その後あらためて原課に照会した数値になります。

今後「緑の基本計画」の見直しなど何かしら指摘があればその時点で検討になると思

います。 

猿田委員 51ページの真ん中の写真は、市街地の緑には見えず、住宅地の緑ではないで

すか。写真を替えるかタイトルを替えるか。電線が入っているのも気になるので替え

た方がよいと思います。 

渋谷委員 82ページの廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用の促進というところですが、 

 大変むずかしい表現で書かれていてわかりづらく、【 】書きのところが繰り返し出て

きて、普通の人には何のことかよく分からないと思います。またゼロ・ウエイスト社

会のところも、分かりにくい。市民の側から言えば、物を大切にするとか、もったい

ないとか、日頃馴染んでいる言葉で、市民目線で取り組みを入れて欲しい。せっかく

タイトルに再使用・再生利用とあるのに、下から5行目の不用品登録制度のところが削

除されてしまうと再使用の項目が乏しくなってしまう。 

田中副主査 【 】書きのところは各施策の進捗指標で、原課と確認しなければなりま

せんが、わかりやすくしてみます。ゼロ・ウエイストのところは、市の施策に対して

市民がこうした形で取り組むという表現になっているので、うちがやっている事業が

あり、それに対する施策になっています。具体的な市民目線の施策については原課と



 3 

相談してみます。 

川口部会長 推進員の人がやるというのではなく、普通の市民が取り組むという表現の

方が分かりやすいと思います。 

鈴木次長 代替案の話しになり、市民・事業所のソフト面での協力がなければ成立しな

いのですが、まだ市の事業として認められたものではありませんので、計画の中に書

き込むというのは難しいと思います。 

鈴木次長 市民との協働のリユースネットは動いています。実際にリサイクル推進会議

というＮＰＯ法人があり活動しています。紙ベースからリユースネットに変わり利用

が増えていて、市とＮＰＯ法人との協働作業で微妙な点もありますが、リサイクルマ

ーケットは年に４回位はやっています。 

猿田委員 そういうのを載せてあげなくてはいけないですね。 

亀山委員 循環型社会の形成とある85ページの項目の中身をもう一度再検討してみる必

要がありますね。ゴミの減量化というと分別ということになるので、フリーマーケッ

トに象徴されるような有効活用というような文章にしたらどうですか。 

議題２ 鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画の見直し（素案）について 

 【事務局 鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画の見直し（素案）について説明】 

亀山委員 資料３の運輸部門についてですが、クリーンエネルギーの導入台数50％とい

うのは鎌倉市内の車の50％ですか。 

田中副主査 そうです。 

亀山委員 そうすると、燃料補給のインフラ整備についても市としてお考えですか。 

田中副主査 現在、市内に急速充電器は1台しかありませんが、県もインフラ整備の推進

をしているので、県と連携しながらやっていきたいと考えています。 

亀山委員 100％になる数字というのは、現在の車の台数を維持してということですか。 

田中副主査 平成20年度の数字を入れていて、今後減少していくとは思いますが、激減

するとは思えないので、そのまま横ばいの数字で推移すると仮定して考えました。 

川口部会長 50％という数字の根拠はなんですか。 

田中副主査 国のロードマップの数字を参考に出しています。 

亀山委員 運輸部門全体の削減率はこれでいいと思いますが、クリーンエネルギーで50%

は厳しいと思うので、むしろ公共交通機関利用促進で、1台当たり走る距離が短くなる

とか、市内の登録台数が若干でも減少するのではないかと思います。クリーンエネル

ギーの導入台数はもう少し減らした方がよいのではないかと思います。 

田中副主査 検討してみます。 

猿田委員 家庭用はプラグイン方式が考えられているからね。 

鈴木次長 この分野の技術革新はめざましく、自家用車についてはトヨタ・ベンツ・Ｂ

ＭＷも来年度以降ＥＶ車を強く打ち出しています。また神奈川県では電気バスの研究

をやっていて、近いうちに1台は車検を取って試験運転に動き出すところまできていま

す。神奈川県に63台の急速充電器があり、これは全国屈指で、10キロメッシュの中に1

台あり、この近辺では平塚、茅ヶ崎、藤沢、鎌倉や横横道路の中にもあります。こう



 4 

した意味では神奈川はメーカーにとってＥＶを売りやすい場所と言え、今後高い普及

率を見込まれるのではないかと考えています。 

川口部会長 技術革新のスピードが非常に速く、値段も安くなり税金対策もあるような

ので、不明な点も多いのですが、50％という数字を出してきているのだと思います。 

鈴木次長 今160キロと言われていますが、今後充電器につなぐケーブルやモーター、電

池など車以外の部分での改良が進んで、性能が上がって値段が下がれば消費者にとっ

て魅力ある商品となるはずです。 

亀山委員 試算自体に疑問点はないのですが、全体的に今後の伸びが懸念されます、民

生の家庭部門や運輸部門においては、省エネ行動と公共交通機関利用促進など個人の

意識を高めないと解決しない部分にかなり大きく依存しているので、市民の啓発が非

常に重要なシナリオだと思います。 

川口部会長 そうですね。民生家庭部門の運用改善の省エネ行動は37.1％と一番高くな

って、市民の意識に頼った数字になっていますね。42,312(t-CO2)という数字はどうや

って出したのでしょうか。 

田中副主査 他の部門は先程申し上げた通り可能な限りマニュアルから拾った数字です

が、これだけでは賄えず、この民生部門で調整するしか仕方がなかったのです。 

亀山委員 多くの方は省エネ家電を買っただとか、太陽光パネルをつけたとか、それだ

けでうちはやったと安心してしまって行動がおろそかになってしまい、むしろ消費量

が増えてしまうこともあります。そうでなく消費パターンも変えなくてはいけないん

だということを正確に伝えていかなければいけないですね。 

猿田委員 太陽光発電をつけた家庭では売電の数値が目に見えるので、節電意識が高く

なったという方も多いですね。売電すれば儲かるという発電効果に対するインセンテ

ィヴがあれば意識は高まります。省エネ家電でテレビを換えたり、ＬＥＤ電球にした

りしても、大型のテレビや冷蔵庫にすれば節電型であっても電気の使用量はむしろ前

より増えてしまっているのです。この家庭部門の省エネ行動としては家そのものを直

すとかしなければだめだと思いますね。断熱効果を上げるとかね。意識しなくても省

エネが行われているようにしないと。電気を消しましょうとか意識に頼る部分には限

界があります。そうすると一番大きいのは家の構造で、ビルや学校など構造を変えな

ければ。古い学校に冷暖房設備をして快適にしてもエネルギーを消費するだけで、視

点をどこに置き、何をするのかを決めないと、とてもこういう大きな数値の実現は難

しいと思います。 

川口部会長 廃棄物のところですが、45.8％削減という数値は、廃棄物基本計画の数字

を取られて前に試算した時の数値ですよね。そうすると廃棄物代替案の話によっては

この数値が変わってくるということですか。 

鈴木次長 来年の９月頃に廃棄物処理基本計画の 終的な数値が決まる予定になってい

るため、従来の数字を使わざるを得ない状況です。新しい施設が入っていない数字で

す。 

川口部会長 先程の42,312(t-CO2)という数字の説明が難しいですね。 
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田中副主査 今おっしゃられたように住宅の断熱化という項目があがっているのですが、

削減の数値が、効果が何％という記載になっていて、実際の削減量がどの位になるの

か具体的に計算するのが難しい。何件くらい断熱化がはかれているか分かればよかっ

たのですが、そこまで把握しきれませんでした。それが分かればここにかかる比重が

少なく、断熱化の項目として具体的にあがってくると思います。 

川口部会長 企業にアンケートをとられて、9.1％という数字が出ていますが。 

田中副主査 企業も全体を調節するところはそこになってしまい、企業においても従業

員の環境教育とかごみの分別を徹底し資源化を心がけるとかの項目にかなり高い数値

出ているので、可能なのかと思いました。 

川口部会長 新エネルギーや機器導入が○○世帯に○世帯というふうになっているので 

 ここもそういう設定にしたらどうですか。 

田中副主査 上の４項目は明確に工程表の中で記載されている数値で、省エネ家電導入

と待機時消費電力についてはほぼ100％の家庭で可能と考えています。 

川口部会長 環境認識が高い世帯が何％とか、何か数値がないと説明が難しいのでは。 

亀山委員 民生の省エネ行動の中に、比重が大きいにも係らず断熱について書かれてい

ないので、建物を建て替える時にはそれを含みますとかいう説明をされるといいと思

います。実際34ページに住宅の省エネルギー化ということが書かれているので、こう

いう事が運用改善に含まれていますと説明されればと思います。 

猿田委員 36ページにも市民の取組が書いてあるのでうまくこれを載せてみてはどうで

すか。 

田中副主査 分かりました。備考欄にこれに見合うかたちの数字を入れてみます。 

鈴木次長 それは今度の環境審議会の前に、理屈をもっと強化した形でみなさんにお配

りしてご意見を頂くということでよろしいですか。 

渋谷委員 あとは照明くらいかな。家庭でのエネルギーの消費量が多い分野は照明なの

で。ＬＥＤにすれば何％減るとかそういう風に書けばよい。技術革新も進んでいるの

でもっと普及すると思います。 

鈴木次長 先日韓国メーカーが、明るさを比べて欲しいと商品をもって来ました。 

猿田委員 今までは天井の方が暗かったですね。 

渋谷委員 今はもっとよくなってきていて、価格も従来のものは半値になってきていま

す。 

川口部会長 美術館の展示もＬＥＤになってきています。 

渋谷委員 50Wが5W位で10分の1ですね。 

猿田委員 あとはコストダウンです。 

川口部会長 シナリオがしっかりしていれば数字は入れられますね。あとはよろしいで

しょうか。意欲的に数値をいれて作ってくださって、あともう一息という所ですね。 

猿田委員 37ページの下から3行目に省エネ型の蛍光灯や電球型ランプを使用のところに

アンダーラインが引いてありますが、今やＬＥＤですね。 

渋谷委員 1年前と急に変わったから。1年前は高くてとても無理だったからこういう表
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現になったのです。 

猿田委員 蛍光灯という言葉をはずしてしまってもいいし、検討してください。 

亀山委員 地球温暖化の影響というところで、今年の夏非常に暑かったのですが、うち

の研究所で夏に何が起きたかを調査していて報告書は半年後になるのですが、新聞等

で今夏の熱中症で何人死亡したかとかは分かるので、もし間に合うのであれば、12ペ

ージのところにでも、鎌倉市で今年気温が何度上がって、何人熱中症にかかったかと

か、データが少しでも拾えるのであれば載せて頂きたい。 

猿田委員 13ページの自然災害3行目に「近年では」という部分もあるので、こういう形

で今夏のことを載せられますね。あと、5ページの温室効果ガスの表の地球温暖化係数

に、メタン23と一酸化二窒素296という係数が出ていますが、21と320という本もある

ので調べてください。 

亀山委員 表の脚注にＩＰＣＣ第３次評価報告書とありますが、第4次がすでに出ている

のでそれを見るのが一番良いと思います。 

渋谷委員 11ページの生態系の影響予測の中でブナ林のことが出ていますが、3.6℃の気

温上昇でなくても、今年病原菌の発生でブナ林が被害を受けているというニュースを

やっていたので、3.6℃じゃなくても影響が出てくるんじゃないかと思いました。鎌倉

でブナ林の被害があるのかどうか。そういうのが気になりました。 

亀山委員 Ｈ17年の資料は古いので、研究所に戻って 新のものを確認してみます。 

川口部会長 22ページの事業所の人口の資料も古いのですが。 

田中副主査 ５年度に一度出る数値なのでこういう記載になりました。 

猿田委員 30ページのアンダーライン部分1行目と2行目の年度の書き方が違うのでチェ

ックして統一するようにしてください。 

亀山委員 改めてみると資料が古かったりするので、何日までに事務局に言えばいいと

いう風にしていただけますか。 

川口部会長 今月末までにご意見お気づきの点があれば事務局にご連絡ください。 

猿田委員 31ページのグラフの年度のところをもっとスマートに書き直してください。 

亀山委員 西暦と平成年度を併記したらどうですか。昭和のものは平成が始まってから

について併記するなど。 

田中副主査 資料によっては加工できないものもあるので、そういうものはよいですか。 

猿田委員 年度だったり、年だったり。 

田中副主査 本文と合っていない標記もあるのでもう一度チェックします。 

高柳委員 22ページの農業、漁業の人口ですが、農業のもっと新しい統計はないのでし

ょうか。 

田中副主査 これが 新とは思いますが、もう一度確認します。 

高柳委員 42ページの事業者の取組のところには、建物のことが書かれているのでいい

ですね。現実、屋上緑化についてはどの位つかんでいるのですか。 

川口部会長 統計的にはとっていないですね。 

猿田委員 緑のカーテンはどこかに入っているのですか。 
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田中副主査 37ページの中ごろにあります。 

猿田委員 事業所のところには入っていますか。横須賀の商店街でやって効果があった

と聞いているので。 

田中副主査 緑のカーテンとしてはいませんが、42ページの中ごろに、壁面緑化として

入れてあります。 

川口部会長 だいたいよろしいでしょうか。何かあれば10日位前までに事務局までお願

い致します。では次に議題３に移らせて頂きます。 

議題３ その他 

佐藤係長 今後の予定ですが、平成22年12月17日午後２時からに第3回環境審議会、その

後翌年１月にパブリックコメント、３月に第4回環境審議会、３月末に計画の確定をし

たいと思います。 

鈴木次長 今日で第４回目の部会が終わりますが、皆様にはお忙しい中、貴重なご意見

を頂きまして本当にありがとうございました。もう少し事務局で詰めをさせて頂きま

して第３回目の環境審議会にもっていきたいと思います。第３回、第４回とあと２回

ございますが、今後共どうぞよろしくお願い申し上げます。 

川口部会長 では本日の部会を終了致します。ありがとうございました。 

                                   以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


