
 1 

平成22年度第４回鎌倉市環境審議会会議録 

 

１ 開催日時 平成23年３月９日（水）午前10時から12時まで 

２ 開催場所 鎌倉市福祉センター第１・第２会議室 

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、三島委員、白井委員、高野委員 

       （欠席：亀山委員、郷原委員） 

４ 事 務 局 相澤環境部長、鈴木環境部次長、黒岩環境保全課長、古屋資源循環課

長、小池ごみ減量・資源化推進担当課長、小柳出環境施設課長、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) 第２期鎌倉市環境基本計画（見直し素案）に対する市民意見公 

募結果及び見直し案について 

(2) 地球温暖化対策地域推進計画（見直し素案）に対する市民意見

公募結果及び見直し案について 

       (3) 平成 22 年度「鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画」行動プロジ

ェクト実施状況について 

       (4) 平成 23 年度「鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画」行動プロジ

ェクト事業計画について 

       (5) その他   

６ 配付資料 

事前送付資料 

資料１  第２期鎌倉市環境基本計画（見直し案）市民意見等反映済 

     み 

資料 1-1 第２期鎌倉市環境基本計画（見直し素案）に対する市民意 

     見及び市の考え方 

資料 1-2 第２期鎌倉市環境基本計画（見直し素案）市民意見公募後 

     各課照会修正等 

資料２  地球温暖化対策地域推進計画（見直し案）市民意見等反映 

済み   

資料 2-1 地球温暖化対策地域推進計画（見直し素案）に対する市民 

     意見及び市の考え方 

資料 2-2 地球温暖化対策地域推進計画（見直し素案）市民意見公募

後各課照会修正等 

資料３  平成 22 年度「鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画」行動

プロジェクト実施状況（他詳細資料） 

資料４  平成 23 年度「鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画」行動

プロジェクト事業計画 
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  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（平成 22 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  

   

７ 会議概要  

    議題についての説明をした後、３名の方が傍聴されること、配布資料を確認して

議事に入りました。 

 

議題１ 第２期鎌倉市環境基本計画（見直し素案）に対する市民意見公募結果及び見

直し案について           

【事務局 第２期鎌倉市環境基本計画（見直し素案）に対する市民意見公募結果及

び見直し案について説明】 

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。 

猿田会長 資料１（第２期鎌倉市環境基本計画（見直し案））の54ページ６のタイト

ル「親水性、水辺の自然生態系に配慮した河川、海浜などの水辺の整備・保全」で

は整備・保全となっているが、表の中の①のタイトルでは保全整備と逆になってい

るのでこれは直した方がいいですね。 

佐藤係長 分かりました。①の保全整備は整備・保全と訂正します。 

川口委員 資料１の17ページの温室効果ガスの設定値については指摘があるかなと思

いましたが、やはりありましたね。根拠を示して欲しいということに対して、一番

大きなことは第２次鎌倉市一般廃棄物処理計画ごみ処理基本計画に基づく廃棄物等

部門48％削減という数字が全体の削減目標に影響しているということです。 

国の25％に対して鎌倉市は現況から28％という数字を設定したという説明で良いと

思います。どこかに書かれていると思いますが、今後の社会的状況とか国の政策を

勘案して柔軟な対応をしていくということをただし書きで書いておく必要があると

思います。特に事業者の人にとって28％は厳しい感覚だと思います。 

百村委員 川口委員の意見と同じですが、25％という数字はアメリカや中国も実施す

るという前提で出てきた政治的なものだと思います。政策的に掲げていても実際は

どうなのかという不確定要素があるので、そういった記載があると良いと思います。 

鈴木次長 資料１の17ページに目標の指標の記載があり、一部注釈もありますが、も

っと詳しいものとして資料２（地球温暖化対策地域推進計画（見直し案））の32ペ

ージに記載されておりますのでここの部分をアレンジして第２期鎌倉市環境基本計

画に盛り込むことを検討します。 

猿田会長 資料２の32ページの下３行に「なお、第２次鎌倉市廃棄物処理基本計画ご

み処理基本計画の改定により廃棄物等部門の温室効果ガス削減目標を変更すること
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に伴い全体の削減目標を変更する場合があります。」と書いてありますね。資料１

の17ページの方には、「一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画」と続いて書い

てあって一般の人には分かりにくいですね。 

古屋課長 一般廃棄物処理基本計画は10年計画で、現在中間見直し中ですが、その中

にごみ処理基本計画と生活排水処理基本計画があり、後者はまもなく策定されます

が、前者は審議中で6月策定を目指しています。 

猿田会長 ごみ処理基本計画は単年ではなかったですか。 

古屋課長 いえ、10年計画で、単年のものは実施計画です。 

猿田会長 「一般廃棄物処理基本計画ごみ処理基本計画」と続けて書いてあるのが分

かりづらいです。 

鈴木次長 長い言葉ですが、これで一つの計画名称になっています。分かりづらいの

であれば、「一般廃棄物処理基本計画のうちごみ処理基本計画の」というような文

章表現は不可能ではないと思いますので、そのように修正したいと思います。  

川口委員 資料２の32ページと資料１の17ページは一緒に見ないと思います。県は国

の方針が変わったら変更するということになっているので、（市では）国や県の変

更があれば変更するという風に書いてもいいのではないでしょうか。資料１の17ペ

ージだけ見ても分かるような文章にした方がよいと思います。 

鈴木次長 以前にもこの環境審議会検討部会で議論があり、途中ではそのような表現

にしましょうかということになり、最後は今のような表現になったと思います。確

かにそういう表現を入れておくのは可能ではありますし、実際に国のロードマップ

についてもまだ不確定な要素があり今後の技術革新により変更されることもあると

思います。やはり国や県の動向を見ながらというのは当然必要な作業となってくる

と思います。 

 皆様がよろしければ、川口委員から今ご提案があった表現にしたいと思います。 

猿田会長 資料２の32ページの下３行に、なお、国および県の削減目標の変更がある

場合には、削減目標の変更もあり得るというようなニュアンスで書いておけばいい

と思います。国および県で、根拠となる法律とか書かなくてもいいのではないかと

思います。その辺の表現は事務局にお任せします。 

鈴木次長 では追記することに致します。 

村田委員 資料１の54ページ６について、資料１-２（第２期鎌倉市環境基本計画

（見直し素案）市民意見公募後各課照会修正等）は資料１にもう反映されているの

でしょうか。資料１-１では自然生態系となっているのですが、資料１の54ページ

①のタイトルおよび市のところをみると生態系とだけ書かれていて自然が抜けてい

ます。 

佐藤係長 「自然」という言葉が抜けていたので、入れるようにします。 

猿田会長 確認したいのですが、資料１-２の３ページに54ページの今のところにつ

いては「修正済み」とで書かれていますが、資料１では、まだそれが直っていない

ということですか。資料１-２のように資料１はなりますということですね。 



 4 

佐藤係長 そうです。 

猿田会長 そうすると資料１-２で「検討」と書かれているのはどうなるのですか。 

田中副主査 「検討」については、本日の審議会でご意見を頂きその結果で追記の可

否を考えておりました。「水辺の自然生態系の保全・創出や普及啓発を進めます。」

という施策を環境保全課の施策として入れるのは難しいと考えております。目標項

目⑮環境教育の施策に同様のことが書かれておりますので、環境教育の施策として

受けることとしたいと思っております。資料１の98ページに目標項目⑮環境教育の

施策の展開があります。２ 環境教育をする場、教育素材の整備と、３ 啓発の推

進、環境教育の実践に、前述の事柄が含まれると考えています。 

鈴木次長 今ご説明したように、保全・創出、普及啓発ということなので環境教育の

範疇に入れた方が良いという判断です。 

川口委員 環境教育に入れた方がよいかと思います。 

猿田会長 ではそういうことに致しましょう。他にご意見がなければ議題２へ移りま

す。 

 

議題２ 地球温暖化対策地域推進計画（見直し案）に対する市民意見公募結果及び見

直し案について 

【事務局 地球温暖化対策地域推進計画（見直し案）に対する市民意見公募結果及

び見直し案についてについて説明】 

猿田会長 ご意見ご質問等どうぞ。最初のところの説明がよく分らないのでもう少し 

 分かりやすく説明してください。 

田中副主査 2003年度版の地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドラインでは事業者

等へのアンケートを実施し、得られたデータを基に温室効果ガスの排出量を算定す

るという方法が提案されています。市域の温室効果ガス排出量も事業者アンケート

を行い実態に即したデータを基に算出しています。平成21年６月に「地球温暖化対

策の推進に関する法律」が改正され、都道府県並びに指定都市の地方公共団体に対

し、現行の計画を拡充した「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策

編）」を策定することが義務づけられました。それに基づき発行されたのが「地球

温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル」です。鎌倉市は

指定都市ではないので義務はありませんが算定方法についてマニュアルに基づき検

討いたしました。ただ、問題の一つに平成15年度と算定方法を変更することにより

過去の年度と比較できなくなるということがまずあります。 

さらに、算定方法を具体的に見ますと、国や県の統計データに割合的な数値をか

けるという算定方法になります。国や県のデータは１年、２年遅れになりますので、

当該年度の実績を出すのには実態に合いません。そのため事業者アンケートの実施

や本市で把握できる当該年度の数値を使って計算していますということなのですが、

お分かり頂けますでしょうか。 

猿田会長 中核都市以上が義務でしたかね。自治体が把握できる数値を使ってより精
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度の高いものを作るということは必要ですよね。不確実性の大きいもので算出して

も施策としては不安定なものになってしまいます。先程の削減目標28％というのも

鎌倉市が施策を講じてそこまで減らしますという計画に基づいて算出したものです

から28％という数値そのものに対してどうこうすることはできない訳です。ただ将

来変われば変更しなければならないですね。平成22年度についてはそういうデータ

に基づいて算出しましたということです。 

渋谷委員 資料２の55ページに「成果と今後の推進」がありますが、せっかくの成果

をこういう文字だけで書くと味気ないというか分かりにくいです。もう少し見える

形でできないものかと思います。 

白井委員 温室効果ガスとか二酸化炭素とか、私たちの体に悪いものに対してもその

数値をあげるのでなく、どれが理想的な状況なのか、目標を見える形にしてもらわ

ないと分かりません。数字だけ言われても分らないので、具体的にどこを目指して

いるのかということも、分かりやすく工夫をして頂けたらと思います。 

猿田会長 今両委員からご意見出ましたが、ここを分かりやすくする手段というのは

ありますか。 

渋谷委員 例えば、太陽光発電システムも申請予定件数より多くの申請がありました

ということなので、予定件数と申請数を表かグラフで見えるようにするとか、地球

温暖化への関心や意識が年々高くなってきているのが伺えたとあるが、どういうこ

とから高くなったと伺えるのか、見えるような絵とか図とかの工夫がないものかな

と感じました。 

猿田会長 資料２の54ページに書いてあるものは、その箇所を参照とかいうふうに書

けばいいのではないですか。 

鈴木次長 資料２の55ページですが、今回初めてということで、この時点で追加した

ことが遅かったのかなと思います。それを受けて文章だけでなく、具体的に例えば

太陽光発電設置補助については平成21年度と平成22年度の２年間のデータから何が

読み取れるかを表現するということは可能だと思います。36ページには家庭でこう

いうことをして欲しいということが、市民の取組として出ていますが、ここをもう

少し分かりやすく、スマートハウスの絵を使うなどして表現してはどうかと思いま

す。 

川口委員 資料３-１から３-５の絵とか写真を掲載しても良いのではと思います。 

鈴木次長 議題３、４では地球温暖化対策地域推進計画の具体的な行動プロジェクト

についてご報告をすることになりますが、今後に向けて皆様のご意見も頂きそれを

活用して新たなことに挑戦していきたいと思っております。今、川口委員から頂い

たアイデアも含めまして分かりやすい形で表現するよう努力してみたいと思います。 

猿田会長 資料２の18から19ページに市の取組が出ているのでこれも含めてこういう

成果が上がっていますということも言えるのかなと思います。 

白井委員 分かりやすくてして頂けると大変ありがたいです。市民の取組のところが

出てきてぜひ言わなければと思い出したのですが、今花粉症で苦しんでいます。 
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ぜひ住宅のリフォームの時に県産材を使って欲しいと付け加えて欲しいです。また

排気ガスとスギ花粉が混ざるとさらに花粉症が悪化するそうなので、エコドライブ

のところでそれを書いて頂けるとうれしいです。 

二松委員 資料２-１などを見ると再生可能エネルギー等について、事業者がかなり

専門的な意見を述べておられますが、市の中にこうした新技術、新エネルギーにつ

いて積極的に調査できる専門的な人や部門があるのでしょうか。 

鈴木次長 そのための専門知識を持った人材はおりませんが、環境政策課には化学専

攻の職員もおり情報収集をしております。 

二松委員 というのは、資料２-１の10の意見に対しての市の判断は正しいと思いま

す。このように否定的な意見が出た時に市として正しい判断ができる技術屋がいる

ことは大切なことだと思いますし、そうした人材を今後増やしていくことも必要か

と思います。 

猿田会長 資料２の55ページをもう少し分かりやすいものにするということで、大局

的にはよろしいですね。28％の問題も将来変更もあり得ることを明確にしておくと

いうことでお願いいたします。 

 ただこの環境基本計画の中で花粉症という言葉を入れることは難しいと思います。 

白井委員 県産材の推進を入れて欲しいです。 

百村委員 林野庁で森林事業を進めるに当たり国内産の木材需給を進めているのでサ

イクルとしては良くなっています。ただ、切った後にまた植林するものは花粉が少

ないものを植えるという実態です。 

猿田会長 丹沢の木を鎌倉市でどうこうするということを記載するのは難しいです。

事務局で何かありますか。 

鈴木次長 資料１の17ページに熱帯木材の事が出てきますが、この辺りで何かうまく 

 載せられるお知恵がないでしょうか。 

猿田会長 ここは地球環境問題の話だから、ここに入れるのは難しいです。 

川口委員 花粉症の問題は深刻で環境問題になりつつありますが、今回ここに載せる

のは難しい、今後の問題として検討していければと思います。 

百村委員 地方自治体は基本的に国に従うのが原則ですが、こういった問題が環境審

議会で出るということであれば、鎌倉市として違う点を打ち出していくのもよいの

かと思います。17ページに熱帯木材のことが出ていますが、ロシアの違法伐採も大

きな問題となっていて、今後この辺りの表現も変わってくるのかと思います。 

猿田会長 花粉症については今この基本計画に入れるのは難しいと思います。 

二松委員 黄砂の問題もあります。 

猿田会長 黄砂の問題は国がやることであって、一地方自治体がやるのは限界があり

ます。 

白井委員 県産材のことは入れられないのですか。県としては入れているのですか。 

田中副主査 神奈川県は環境基本計画と地球温暖化対策計画に施策としてあります。 

猿田会長 白井委員がおっしゃるように、今地産地消ということが言われています。 
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田中副主査 県産材ということで輸送時に排出される二酸化炭素排出量を削減できる

と考えるなら資料２の37ページ「住宅の省エネルギー化・再生可能エネルギー等導

入」のところで、新築、改築の際は県産材を使用しましょう、というような記載が

考えられます。 

猿田会長 「住宅を新築、改築するときなどは太陽光発電システムや太陽熱温水器な

どの・・」という文章のあとに、「また転送コストのかからない県産材を使用する

ように努めます。」とするとかですね。 

鈴木次長 県の計画を確認してから、追加記載について検討したいと思います。 

猿田会長 また資料２の55ページについてご意見がありましたので、工夫、調整して

みてください。では議題３に移ります。                           

議題３ 平成22年度「鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画」行動プロジェクト実施状

況について 及び  

議題４ 平成23年度「鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画」行動プロジェクト事業計

画について 

佐藤係長 先程の見直し案についてのご意見を3月17日までに頂きたいのでよろしく

お願い致します。最終案の確認については、猿田会長、亀山委員、川口委員に確認

をお願いしたいと思いますので、それでみなさんの了承を頂きたいと思います。        

【事務局 平成22年度「鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画」行動プロジェクト実

施状況および平成23年度「鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画」行動プロジェク

ト事業計画について説明】 

猿田会長 資料３資料４についてご意見ご質問がありましたらお願い致します。 

猿田会長 エコドライブについてはテレビでもよくやっていますが、どこまで皆さん 

 が参加してくださるか。 

高柳委員 電気自動車ですが、タクシーはもう街を走っていますが、一般市民にはど

の程度普及しているのでしょうか。 

佐藤係長 軽自動車の登録のみ市で把握できますが、今６台です。今横浜ナンバーで

63台くらい登録されています。 

高柳委員 タクシーを100台にしたいという県の方針ですが。 

猿田会長 ＥＶよりハイブリット車の方が普及しているので使いやすいのかなと思い

ます。最近のＥＶは良くなってきています。 

白井委員 市役所の急速充電器は無料ですか。無料ならもっと広報したらいいですね。 

 先日小田原のダイナシティというところで急速充電器が設置されてそこでテープカ

ットをしたのですが、ショッピングしながら急速充電できます。 

猿田会長 もっと急速充電器をＰＲしたらいいね。部長さん、その辺いかがですか？ 

相澤部長 今は普及の段階なので無料にしていますが、土日は他県の人が観光に来た

ついでに充電されるケースが増えています。 

猿田会長 市民の方でなくても、市内を走る際の環境には良いわけですから、プラス

効果でしょうね。 
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木村委員 電気自動車だけでなく、最近は船も２サイクルから４サイクルのエンジン

になって燃費も良く、排気も少なくなっています。 

二松委員 チャレンジ環境家計簿やエコドライブもそうですが、今までは士気の高い

人がお金を払ってでも二酸化炭素排出量を減らそうとエコロジー優先できましたが、

家庭レベルではエコノミーがまだ優先なので、エコロジー＝エコノミーなのだとい

うことを強調してやればより推進が進むのではないでしょうか。家庭での太陽光発

電についてはまだエコノミーというところまではいっていないですが、電力の高額

買取りとか助成金があるから、なんとか14、5年でペイします。 

猿田会長 太陽光発電の買取り制度も、一般と工場などでは違うので家庭ではまだそ

れを減価償却するのは時間がかかるかもしれませんね。環境教育の場でそういうこ

とをアピールして頂くといいかもしれません。今、環境省に頼まれてエコドライブ

でどれだけプラス面があるのか、たとえばエコドライブすればポイントがたまって

ショッピング出来るとかなど、どうやってそれを判定するか検討していますが、な

かなか点数化するのが難しいです。 

猿田会長 以上で今日の議題は終わりましたが、その他で何かありますか。 

百村委員 会議時に紙を大量に使用し、仕方がないと自分も思いますが、資料を貸し

出しにするとか、電子ファイルにするとか、工夫ができないかと思います。また紙

コップはいらないのではないでしょうか。 

猿田会長 電子化は難しいですが、節約できるところは節約したいと思います。 

高柳委員 資料の中で事業者というくくりがありますが、先程のようにかなり専門的

な質問が出ているのですが、商業者とか農業者、漁業者といった人からのデータを

取っているのか伺いたいです。 

田中副主査 職業分類別に基づき事業者アンケートを実施して二酸化炭素排出量を計

算しています。 

高柳委員 アンケートを取っているかということです。 

田中副主査 かまくら環境保全推進会議の委員の中に漁業、農業の方がいらして、こ

の計画もそこでお諮りしているので、ご意見等はそこで頂いています。 

高柳委員 いや、アンケートの結果としてその辺の声が弱いのかなと思いました。 

猿田会長 逆に結果として、（意見が）出てこなかったということね。 

白井委員 偏っている？公平じゃないということですか？ 

猿田会長 一般市民の方で意見を出された方も少ないわけで、公平不公平ということ

ではなく、計画を是認されたのか無関心なのか、どちらかですよね。これだけのご

意見を頂戴して、それを反映するわけですから、それなりの成果は上がっていると

思います。 

佐藤係長 事務局からですが、この第2期鎌倉市環境基本計画及び地球温暖化地域推

進計画見直し案の確定は3月末の予定です。また、市民から頂いたご意見について、

鎌倉市意見公募手続条例に基づき整理し本市の考え方をホームページなどで公表し

ます。次回の審議会の予定は、平成23年度になり、第1回の環境審議会は8月頃を予
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定しています。なるべく早い時期に日程調整のご連絡をさせて頂きますのでよろし

くお願いいたします。 

鈴木次長 最後に私からお礼を兼ねましてご挨拶申し上げます。今年度、環境審議会

を４回、部会を４回開催し、皆様に議論を重ねて頂きました。私たちがここまで計

画をまとめることが出来ました。本当にお礼を申し上げます。温室効果ガスにつき

ましては先程も申し上げましたように、本当に毎日のように新聞をにぎわしており、

私たちも情報収集をしっかり行い、市の厳しい財政状況の中、知恵を出し合ってそ

の対策が推進できるよう努力をしてまいりたいと思います。またこれからも委員の

皆様にはいろいろご意見、情報提供などを頂きまして私どもと一緒に、進めて頂け

るようお願いいたしたいと思います。それでは第４回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。 

                                   以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


