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平成22年度第３回鎌倉市環境審議会会議録 

 

１ 開催日時 平成22年12月17日（金）午後２時から４時まで 

２ 開催場所 823会議室（第四分庁舎２Ｆ） 

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、白井委員、高野委員 

       （欠席：亀山委員） 

４ 事 務 局 相澤環境部長、鈴木環境部次長、古屋資源循環課長、小池環境施設課

長、小柳出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年度版かまくら環境白書（案）について 

(2) 第２期鎌倉市環境基本計画見直し素案について 

       (3) 地球温暖化対策地域推進計画見直し素案について 

       (4) その他   

６ 配付資料 

事前送付資料 

資料 1-1 平成 22 年度版かまくら環境白書（案） 

資料 1-2 鎌倉市環境基本計画目標達成状況（案） 

資料 2-1 第２期鎌倉市環境基本計画見直し素案 

資料 2-2 第２期鎌倉市環境基本計画見直し概要  

資料 3-1 鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画見直し素案 

資料 3-2 地球温暖化対策地域推進計画見直しにおける 2020 年度各部

門別温室効果ガス排出量削減ポテンシャル算定内訳 

  

  当日貸出資料 

       ＊第 2 期鎌倉市環境基本計画 

       ＊かまくら環境白書（21 年度版） 

       ＊鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画   

       ＊鎌倉市環境教育推進計画  

  その他  当日差替え等資料    

７ 会議概要  

    10月1日付人事異動があり環境施設課の課長と課長代理が自己紹介と挨拶をした

後、4名の方が傍聴されることを確認、配布資料を確認して議事に入りました。 

 

議題１ 平成22年度版かまくら環境白書（案）について           

【事務局 平成22年度版かまくら環境白書（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。 
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鈴木次長 補足として87ページのバイオマスエネルギー施設について説明をさせて頂

きます。山崎にバイオマスエネルギー回収施設を建設するということでしたが、昨

年11月に松尾市長は、生ごみ資源化施設を整備しないでごみを資源化、減量化する

方策を検討したいと表明し、今月その結果を発表した経緯があります。その経過が

白書に盛り込まれております。地球温暖化対策地域推進計画の中で廃棄物の処理か

らでる二酸化炭素排出量を計算するという過程があり、ここで何の数字を使ってい

るかというと、第２次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画（以下「ご

み処理基本計画」という。）という計画があり、その中の数字を使っています。こ

のごみ処理基本計画とこの地球温暖化対策地域推進計画は並行して同時に改定を目

指しているのですが、山崎のバイオマスエネルギー施設整備の問題により、ごみ処

理基本計画の策定を先延ばしにしなければならなくなりました。このため今回地球

温暖化対策地域推進計画の中で廃棄物部門の二酸化炭素排出量を計算している数字

は、新しいごみ処理基本計画の数字ではなく、現行の計画として存在している数字

を使っているということをお含み頂きたいと思います。 

川口委員 ２点お聞きしたいのですが、まず1点は、12ページのエコショップ・エコ

商店街向け制度についてですが、エコ商店街の認定要件６項目中、２項目以上実施

しとありますが、中身がよく分からないので、６項目が何で、何を２項目かを書い

てもらった方がいいと思います。あと15事業所とありますが、ここは名前を挙げて

もいいのではないでしょうか。２点目は資料1-2ですが、前回分かりやすくとお願

いして、今回網掛けにして頂いていますが、網掛けの部分に笑顔マークを入れたら

もっと親しみやすくやすくなるのではないかと思います。 

佐藤係長 エコショップの項目については、パンフレットが今手元にないので 

 後日説明させて頂きたい。事業所名を書くことについては検討させて頂きます。 

鈴木次長 認定要件については、スペースの問題もありますが、読む人が分かりやす

いようにしたいと思います。15事業所についてはＨＰに載せているように一覧表に

できると思います。笑顔マークをつけるのは簡単なので皆さんがよければつけたい

と思います。 

猿田会長 達成したものだけでも笑っているマークをつけるのはいいと思います。 

鈴木次長 ではつける方向で検討します。 

二松委員 29ページの地盤沈下のところですが、柏尾川周辺だけをやっておられるよ

うですが、旧鎌倉地区や腰越地区はやらなくてもいいというお考えですか。 

田中副主査 基本的に神奈川県と調整して測定する場所を決めており、特に柏尾川流

域は地盤沈下の変動が大きいため、柏尾川流域を主に測定しています。 

二松委員 分かりました。 

外来種の蝶を見るようになったので、外来種の検討をして頂きたい。 

田中副主査 神奈川県において外来種については主に哺乳類を中心に把握しているの

で昆虫までの調査は現時点では難しいと思います。 

猿田会長 外来種については検討してみてください。 
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高柳委員 104ページから120ページにかけて保全団体について出ていて、今回読みや

すくなりましたが、もう少しレイアウトを工夫したり記述の整理をしたらどうかと

思います。 

猿田会長 確かにおっしゃる通りですが、事務局の援護をするわけではありませんが、

こちらが勝手に作りかえるわけにはいかず、今年はこれでご勘弁いただき、来年か

らは書き方の指導を検討するということでいかがでしょうか。 

猿田会長 11月25日に検討結果を発表したが、その内容が分からないのですが 

鈴木次長 これから公表していくという過程でして、また白書という性質からこのく

らいでよいかと考えております。 

猿田会長 はい、了承。他になければ議題の２に移ります。議題２については部会で

検討してきましたので、その検討事項について川口委員から報告してもらいます。 

議題２ 第２期鎌倉市環境基本計画見直し素案について           

【事務局 第2期鎌倉市環境基本計画見直し素案について説明】 

猿田会長 村田委員からご意見が出ていますので、村田委員ご説明願います。 

村田委員 ３点ありますが、まず98ページ３の④環境教育の実践のところで下線の部

分を追加してもらいました。地域の自然生態系の大切さや自然の親しみ方、守り方

などを一般の人にも普及啓発していけるのではと思います。次に54ページの「６親

水性に配慮した河川、海浜などの水辺の整備・保全」というタイトルの親水性のあ

とに「水辺の自然生態系」を入れたらどうかと思います。市の施策のところも同じ

ように追加記載してはどうかと思います。第3点は訂正ではなく意見ですが78ペー

ジの２－②に、「歴史的遺産や豊かな自然環境を良好に保全し・・・」という表現

がありますが、夏に釈迦堂切り通しが崩落したり、以前崩落した別の切り通しがそ

のままになっているので、市の財産でもあるのでそうしたところも保全して元々の

景観を生かした形で整備して頂けたらと思います。 

猿田会長 ありがとうございます。事務局ではこれについてどう対応したのですか。 

佐藤係長 1点目については、みどり課と調整し、案を作成しました。2点目、3点目

については、本日意見を頂いたので、この審議会のあと原課と調整したいと思いま

す。 

猿田会長 ２点目については河川課と調整が必要なのですか。 

田中副主査 河川課については今朝の話ではほぼ追加記載は大丈夫ということでした

ので、さらに確認して調整し記載する方向で検討いたします。環境保全課の部分に

ついては、普及啓発ということになると環境教育とも思えるので、検討したいと思

います。 

猿田会長 問題は、水辺の整備・保全のところに自然の生態系が含まれているのかど

うか。 

郷原委員 崩落は環境保全の問題なのでしょうか。護岸工事にしても、基本的に生活

の安全性を確保するための工事が、環境が主体になってきて、水辺の保全というこ

とにも配慮するようになってきたと思うのですが、切り通しの崩落は崖崩れであり、
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史跡の保全、環境配慮以前にまず事故が起きないよう安全を確保して欲しいと市民

は思います。 

猿田会長 環境という面からの保全と、安全という面で都市計画的に釈迦堂切り通し  

 のような問題が出てくると思いますが、安全の方が先だと思います。 

川口委員 ７つの大きな切り通しの指定にはなっていない所にマンション計画があっ

た時に、総合設計という制度を入れて、そこは保全しマンションのかたちを変える

ということがありました。釈迦堂切り通しは崩落があって今通れない状態ですが、

通れるようにするには網を張るなど整備が必要で、史的な意味が変わってしまい、

難しい問題になっています。 

村田委員 私が考えているのは、通れるようにするのでなく、見るだけでもいいのか

なと。市民の安全第一です。自然に親しむという視点で整備を進めていってはどう

かと思います。今の状態がずっと続くのはどうなのかと思います。河川についても

自然のままだと土砂が堆積して洪水になってしまうということもあるので、そうな

らないようにボランティアの人が今でもこまめに植物を植えていることもあるので、

折り合いながら整備していけたらと思います。 

二松委員 私は54ページの親水性のところに水辺の自然生態系を入れることに大賛成

です。今の親水工事は人間が水に対してどうアプローチするのかについては考慮さ

れていますが、その水辺の生物を保護するということはされていない。ビオトープ

もそうですが、水辺の生態系を守るということは入れた方がいいと思います。 

猿田会長 その点事務局は調整してください。78ページについては安全を踏まえて調

整してください。 

鈴木次長 調整していく中で、必要な文章は追加していくことにします。 

白井委員 78ページ３の①緑の学校等を通じた指導者の育成とありますが、ここも緑

のふれあい以外に鎌倉の歴史について考える一文を入れてみてはどうかと思います

が、いかがでしょうか。子どもがそこに立った時、歴史も緑も安全もすべて大切で

必要なので、それを次の時代に伝えていく指導者が必要だと思います。 

猿田会長 例えば何か事例的に表現はありますか。 

白井委員 何がいいんでしょう。とにかく文章が多すぎて正直訳が分かりません。こ

こで話し合ったことは市民には1枚で伝えられる位になると思うのですが、もう少

し文章を減らして頂ければと思います。ごみのこともいろいろアイデアはあるので

すが、それをここで言っても何ですし、そういうアイデアを交換する場はあるので

しょうか。 

鈴木次長 ここに担当職員もおりますし、白井さんのお考えを聞くことはなかなかで

きないので、この場でお聞かせいただければと思います。 

白井委員 先日、習志野のごみのイベントに行ったのですが、ここに書かれているこ

とは他の地域でもやっていることで、鎌倉ならではの特化されているものがないよ

うに思います。新しい動きをひとつ加えていくと、前進するのではないかと思いま

した。例えばお茶やコーヒーのお茶っ葉はごみではないので、一案ですがそれだけ



 5 

を回収する場所を作れば、すぐ肥料にもなるし悪臭もないし、今までにないごみの

分別をやってみるのもよいかと先日思いつきました。自分でもこれは実施している

のですが、これでレジ袋一袋分くらいのごみは各家庭で減らせると思うし、それっ

てすごく大きい事だと思います。そんな新しいアイデアが欲しいなと思いました。 

郷原委員 バイオマス計画が見直されるということで、まず事業系の生ごみを有料化、

減量化するということになっているようですが、全体像は分かりません。分かって

いる範囲で言えば、生ごみを別のエネルギーとして再利用していくということです。 

今、言われるようなことは家庭内の生ごみも計画が進行していく中で有効利用が進

むのではないでしょうか。まず、事業系のごみが有効利用の処理が出来て、それが

うまくいってから家庭用のごみも再利用できるようになるのではないでしょうか。

昔は生ごみが豚などの飼料となりリユースされる循環型だったのが、今はそうでは

ない。少しでも循環型社会に近づく中でそうしたものが出来てくれば再資源化とい

う可能性が出てくると思います。単に発酵エネルギーだけを期待するために大がか

りな施設を作っても費用とコストが合わないのではないでしょうか。 

白井委員 そこに行くのが大変だから、その手前の訓練として、生ゴミに魚が入ると

悪臭となって大変なことになります。お茶など自然にすぐ帰るものだけを拾い上げ、

ごみを少なくしていくということです。大きい処理場ばかりに頼るのではなく、市

民一人ひとりが、地域や町内会単位などで行えるものがいいと思います。 

二松委員 地球温暖化対策地域推進計画の中で、市民ができる取組について細かいこ

とがいろいろ出ています。たとえば産地の近いものを購入するとか、その中でやり

やすいものからやっていこうということですか。 

白井委員 お茶っ葉はごみに見えないので、そういう事が言いたいだけです。 

二松委員 その中に盛り込まれればいいんですよね。 

白井委員 はいそうです。ありがとうございます。 

郷原委員 要するにお茶っ葉でもいいんですが、生ごみを家庭で処理するということ

は市民の選択肢に頼るしかない訳です。鎌倉市民は100％とはいかないがかなりの

パーセンテージでごみの分別意識は高いです。ごみの減量化の中で、細かい提案を

していくということは必要かも知れませんが、ごみに関する意識が高くなければそ

ういう情報はあまり習得しないのではないでしょうか。紙面でこういうごみはこう

いうふうに処理するという提案は必要と思いますが、市民がごみ処理を行政に依存

している以上、その依存の度合いを市民としてどこまで軽減できるのかと思います。 

白井委員 市民の方がごみの処理を行政に依存する意識を減らしていくきっかけにで

きないかということです。例えばペットボトルのキャップを回収していますよね。

あんな感じでお茶っ葉だけを集めることがあったりということです。かなりの量に

なると思います。そういう「ごみじゃないんだよ」という事を伝えていくために、

たとえば市役所にもある腐葉土を頂ける箱の横に回収箱を設置するなどしてみては

ということです。そうしたらやはり鎌倉の人は意識が高いからわざわざ持ってくる

人もいると思います。 
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川口委員 今、鎌倉市で生ごみ処理機の補助制度が約９割ぐらい補助率でありますよ

ね。庭がある人が設置できる屋外型と、屋内型とあり、設置の推進も代替案の一つ

として進めていくという考え方があるのではないかと思います。第２期鎌倉市環境

基本計画の見直しの時、環境教育をぜひ入れて欲しいということで入れて頂いた経

緯がありました。その中で教育するリーダー的な人がいないといけない、学校の先

生ももちろんいいんですが、プラス市民の方で意識の高い人にも入ってもらえたら

いいと思います。緑をやると基本的に歴史なども関係してくると思うので、歴史も

畑を耕しながら伝えていくことが鎌倉の特徴を学ぶことにもなると思います。先程

白井委員がおっしゃられたことを強めていき、分かりやすく書き込んでいくことが

重要だと思います。 

猿田会長 いろんなご意見を頂いたので事務局の方ご意見をお願いします。 

鈴木次長 先程頂いた白井委員の78ページの意見については原課に伝え調整していき

たいと思います。もう一つのお茶っ葉についてですが、私たちも生ごみの削減とい

うのは一つ大きな課題であり、施設を作ってやるのか、作らずにやるのかというこ

とで、作らずにやるということを市長が表明しましたが、まだそれが決定したわけ

ではありません。現時点では、今の白井委員のお話とか、実際にごみの減量化をし

ていくときに、私たちもいろいろなアイデアを出して、市民のみなさんにお願いす

るとか、そういう場面も出てくると思います。担当課の職員も居りますので、一つ

のアイデアとして受け止めさせて頂ければと思います。 

猿田会長 では環境基本計画関連については、今日頂いたご意見を踏まえて訂正すべ

き点、加筆する点を調整してください。次に議題３に移ります。検討部会で地球温

暖化対策地域推進計画を検討して頂きましたので川口部会長から出された意見など

ご説明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素案について           

【事務局 地球温暖化対策地域推進計画見直し素案について説明】 

猿田会長 ただ今の説明について、ご質問ご意見のある方はお願いいたします。 

猿田会長 36 ページの電球型ランプは電球型蛍光ランプとしないといけないですね。 

郷原委員 資料 3-1 の５ページにある二酸化炭素濃度のグラフですが、大気中の二 

酸化炭素や窒素などの相対的な大気の変化を表したものというのはあるのですか。 

1960 年と比べて 2010 年では構成比はどう変化しているのですか。 

猿田会長 酸素 21％、窒素 78％で 99％ですよね。二酸化炭素というのは 0.03％なん

です。1％が 10000ｐｐｍです。だから 0.1％というのは 1000ｐｐｍです。産業革命

前では二酸化炭素が 280ｐｐｍでした。その時と組成は変わっていないのですが、

要するに 0.03％という 0.1％にも満たないような二酸化炭素が変動することでの問

題なのです。これが 280 が 560 にもし倍になったらどれ位の温度になるでしょうか

というと、まあ平均気温としては 2℃位上がることになるでしょうという計算は出

来ています。こんなに長期間のデータを持っているのはこのハワイのマウナロアだ

けなんです。日本でも 近では北海道と筑波と沖縄で測定しています。 
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郷原委員 30 年の平均気温をみると右肩上がりになっているというのは分かるし、経

験上、感覚的に夏と冬の温度差がこの 30 年で大きくなってきているのも分るので

すが、平均気温という考え方で環境を生活の中で見ていないので、温暖化どうのこ

うのというのをあまり意識し過ぎるのもおかしいかなと 近思います。必ずしも二

酸化炭素が温暖化をもたらすものと一概に決めつけるのは危険かなというのが環境

審議委員をこの 15 年やってきた中での反省点なのです。気候変動が大きくなると

いうのは気象衛星の観測で見られる大きなうねりでも分かるのです。それが二酸化

炭素減少というおそれもあるしオゾン層の破壊ということで発生している経緯もあ

るだろうし、海水温の上昇も高気圧低気圧の自転に伴う変化を大きくしているのか

なと、感覚的ですが思います。江戸時代に小さな低温期というのがあったが、そう

いう話は出てこなくてちょっと環境を取り上げるのにヒステリックになり過ぎてい

ないかということなのです。 

百村委員 ＩＰＣＣの報告書というのは科学的根拠になっていて第３次に科学者がい

ろいろな温暖化の集計をして問題があるというところも出していたのですが、2007

年の第４次の報告書ではほぼ温暖化が確実と判定されました。もちろん懐疑論もあ

りますが。このマウナロアのグラフは説明しやすくてクリアに分かるので使ってい

るのだと思いますが、他の証拠もいくつか出されています。 

郷原委員 資料 3-2 によると平成 20 年度に廃棄物からの温室効果ガス排出量は

21,673(t-CO2)まで減少しています。バイオマス施設を建設するとうことではあり

ませんが、生ごみを減らせば圧倒的に目標を達成できる可能性があると思います。

二酸化炭素の削減量を計算するときまだ数値を下げることができる要因が含まれて

いると思います。 

猿田会長 二酸化炭素を主とする温室効果ガスがあって、５ページにもあるように、

それぞれ地球温暖化係数というのがあり、二酸化炭素を１とすればメタンが 21、一

酸化炭素は 310、六フッ化硫黄などは 23900 ですが、量が少ないから問題にならな

いのです。その中で二酸化炭素の量が一番大きいわけです。今二酸化炭素の大気中

の濃度は 378ｐｐｍまでいってしまっていて産業革命時からみれば 100ｐｐｍ近く

増えています。この 0.03％の二酸化炭素がなければ地球の平均気温はマイナス

17℃で氷河期になってしまいます。二酸化炭素があるからある程度地球が暖かくな

っています。火星探査機のあかつきは二酸化炭素で 500℃近くなっていてそれを調

べるために飛ばしたのですが。温暖化問題で今私たちが問題にしているのは二酸化

炭素で、あと水蒸気がありますが、これはコントロールできません。水蒸気は温室

効果が大きいです。水蒸気がなければ 100ｍ上がるごとに気温は 1℃下がることに

なる。二酸化炭素があるから赤外線を吸収します。平均気温が 15℃というのは二酸

化炭素濃度が 300ｐｐｍでちょうど良いということになります。二酸化炭素を中心

に考えているのは、気温が右肩上がりで上がっているのは二酸化炭素の濃度と関連

しています。その辺から濃度が高くなれば気温が上昇すると考え、一番排出量の多

い二酸化炭素をターゲットにしている訳です。他にもメタンの削減などもやっては
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いますがまだまだ問題もあります。 

郷原委員 バイオマスではメタンを発生させる訳ですよね。 

猿田会長 でもメタンは燃焼させれば二酸化炭素になるわけだから地球温暖化係数 1

になりますね。メタンは温暖化係数は大きいけれど、燃やせば二酸化炭素になり 1

になります。 来年のＣＯＰ17 で今後の方向が出てくると思いますが、今我々が問

題にしているのは、気温は上昇するけれど、何度以内に抑えようかということなの

です。平均気温の上昇を２℃くらいに抑えようという体制で、そのためには二酸化

炭素の排出量をどの程度に抑えればいいのかということです。今のままでいくと

４℃か５℃上がってしまう可能性もあります。２℃に抑えれば日本で言うと鹿児島

の年間平均気温が東京に移ってくる感じです。３℃になれば那覇の気温が東京にく

ることになり、４月でも水遊びができるようになります。２℃上がれば媒介する虫

が北上してマラリアなど感染症の心配も出てくるようになります。なんとか止めた

いのです。ということでいろいろご意見を伺いましたが、部会でまとめた数値を事

務局で出してきています。内容についてはご了解頂けますでしょうか。 

二松委員 資料 3-2 の産業部門で、637 事業所の 84.5％に太陽光発電設置というのは

中小企業にとってはしんどいと思います。全体としてはすごく良い目標になってい

ると思いますが。ごみの方は名越と今泉で処理していますが、今泉を止めなくては

いけないとなると、あと１万トン減らさなくてはいけないです。そのための有料化

ということも言われています。あと自動車ですが 10 年もすれば自家用車のほとん

どがハイブリット車になると思い、商業用の車は難しいかもしれませんが、30％以

上はいくかなとも思います。全体としてはかなり頑張らないといけませんが 28％は

良い目標値と思います。 

猿田会長 はい、ありがとうございます。高い目標ですが現実的なものとして出して

あります。これは固定されるものではなく、また見直しの時期がくればその時の社

会情勢をみて訂正していけばと思います。それではその他とありますが、事務局か

ら何かありますか。 

佐藤係長 （１月４日から１か月間の市民意見公募について説明） 

次回の審議会の予定は来年３月９日（水）午前１０時から１２時で社会福祉協議会

の２階第１・第２会議室となっております。 

鈴木次長 それでは本日の鎌倉市環境審議会を閉会とさせて頂きます。どうもありが

とうございました。 

猿田会長 ご協力ありがとうございました。 

以 上 


