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平成23年度第２回鎌倉市環境審議会会議録 

 

１ 開催日時 平成24年２月２日（木）午後２時から４時まで 

２ 開催場所 811会議室（第四分庁舎１Ｆ） 

３ 出 席 者 猿田会長、渋谷委員、二松委員、村田委員、郷原委員、高柳委員、 

川口委員、三島委員、 

       （欠席：木村委員、白井委員、高野委員、亀山委員） 

４ 事 務 局 松永環境部次長、柳沢環境総務担当係長、田中環境政策担当係長、百

合野主事、中川職員 

５ 幹  事 相澤環境部長、小池環境部次長、古屋資源循環課長、黒岩環境保全課

長、谷川資源循環課長代理 

６ 議  題 (1) エネルギー政策について 

(2) 放射能について 

       (3) その他   

７ 配付資料 

事前配布資料 

資料１ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度について 

資料２ 平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発

電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に

関する特別措置法の概要 

資料３ 広報（平成 23 年 12 月 15 日号）放射線量などを測定しています 

当日配布資料 

   ＊かまくら環境白書（平成 23 年度版） 

   ＊かまくらの環境 平成 22 年度鎌倉市環境調査データ集 

当日貸出資料 

   ＊第２期鎌倉市環境基本計画改訂版 

   ＊鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画改訂版   

   ＊鎌倉市環境教育推進計画  

 

８ 会議内容 

  配布資料の確認、１名の方が傍聴される事を確認後、本日の議題について説明を 

事務局が行い議題に入りました。  

 

松永次長 議題に入る前に、本日の議題の入れ替えと、提案させていただいた議題の背

景や趣旨のご説明をいたします。環境審議会において、平成23年３月に、平成23年度

から平成27年度までを計画期間とした第２期鎌倉市環境基本計画及び鎌倉市地球温暖

化対策地域計画の改訂を行いました。現計画は国の地球温暖化対策の中長期ロードマ

ップなどに基づき目標設定等行いました。３月11日の東日本大震災の問題等を契機に、
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国の目標設定が大きく見直されようとしています。市の計画は改訂したばかりですが、

これに合わせて実態に合わせたものに修正が必要だと考えております。 

  さらに原発事故を背景に、従来の環境負荷の尐ないエネルギーの有効利用という側

面から今後大きく踏み出し、再生可能エネルギー等の積極利用等による地域へのエネ

ルギー創出の側面を強調した新たなる計画作りを望まれているところであります。 

  これらを踏まえ、来年度の国の動向を見定めて、第２期環境基本計画と地球温暖化対

策地域推進計画について状況に即した一部見直しをしていきたいと考えております。 

その他、議題にもあるように放射能問題について震災以降環境問題を取り巻く背景

が大きく変わり、市民生活に大きな影響を及ぼす課題が出ています。本日はそういっ

た環境変化を踏まえて、来年度見直しを行う際に、重要なポイントになると考えられ

る課題を議題として提示いたしました。具体的な作業は来年度になりますので本日は

フリートーキング形式で、来年度の改訂作業を始めるにあたり、事務局として留意し

ておかなくてはいけない点や、準備しておく事項についてご提案いただければと考え

ております。 

  なお、今の審議会委員の任期は平成24年５月27日までですが、２つの計画は改訂した

ばかりであり、来年度の計画の見直しについては、連続性・継続性を踏まえた計画作

りを行っていきたいと考えており、もしお願いができるのであれば、次回も現委員に

継続してお願いしたいと考えております。議題３で詳しく説明いたします。以上です。 

猿田会長 今お話があったとおり、基本計画は見直しがあったが、その後東日本大震災 

とそれに伴う放射能の問題から、エネルギーというものがクローズアップされてきて、 

それを踏まえて基本計画の見直しを行わなければならない。エネルギーについても従 

来のベストミックス、原子力・火力・水力のバランスを取ってやってきたものが難し 

くなってきました。それに伴い再生可能エネルギーの問題もでてきて、それらを踏ま 

えて、これからのエネルギー政策をどうするかということに関わってきます。 

  では議題１について説明をお願いします。 

 

議題１ エネルギー政策について           

【事務局 エネルギー政策について説明】 

東日本大震災を契機にエネルギー問題が大きくクローズアップされており市民の関心

も非常に高くなっております。市としてどのように向き合い環境と地域経済の両立を

図っていくべきか問われている状況です。 

このような中で国では、昨年８月 26 日、太陽光、風力、水力などの再生可能エネル

ギー源を用いて発電された電気を一定の期間、価格で電気事業者が買い取ることを義

務付ける「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が

成立、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度が今年の７月スタートします。そ

の概要は、資料１にお示ししております。  

さらに、昨年 12 月に南アフリカ・ダーバンで開催されたＣＯＰ17（第 17 回国連気

候変動枠組み条約締約国会議）において京都議定書の延長が決定されました。  
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日本は不参加を表明し自主的な削減努力を継続するとしています。  

  会議冒頭でもお話いたしましたが、今後の国のエネルギー政策や温暖化対策の取組を

踏まえて来年度に第２期鎌倉市環境基本計画及び鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画

の一部見直しを予定しています。具体的な作業は来年度になります。  

計画の一部見直しを前提として再生可能エネルギー等の推進や災害対策を含め地域に

おけるエネルギービジョンについてどのような視点を持って今から準備しておくべき

か委員のみなさまにご意見を伺いたいと考えております。議題１エネルギー政策につ

いては以上です。 

 

猿田会長 今議題１についての説明があり、再生可能エネルギーの買取制度ということ

ですが、電気事業者に買い取らせるには発電をしなければ買い取ってもらえないので、

どのような施設を作るかが大事になってきます。発電の設備や方法等どう考えていく

のか、先ほどの説明でフリートーキングとのことだったのでご発言いただきたいと思

います。 

松永次長 環境基本計画の90ページから93ページにあるエネルギーに関する記述は震災

前なので、地域の中でのエネルギーの有効利用を書き込みました。ここに何を付け加

えていけばいいのかなどが来年度の作業になると思います。このあたりを手掛かりに

議論していただければと思います。 

川口委員 国のエネルギー政策自体が後手後手になっているという印象が非常にあり、

国及び県が方針を示すまで待ってしまうと、時間がどんどん経ってしまいます。その

中で、ある程度鎌倉なりの考えを作っていく必要があると思います。特に今は地産地

消というか、地域でエネルギーを作って地域で消費するというスタイルが提唱されて

います。それが一番望ましいと思いますが、場所によってその性質が違います。たと

えば神戸は震災後自分で発電する機能を持つ工場が現れたりしましたが、鎌倉にはそ

の機能がないわけです。地域の特性によって考え方は全然違うと思います。例えば県

の中でも全然違うと思うので、鎌倉の特徴と、できることを踏まえて考えていく必要

があると思います。例えば風力発電とかを沢山立てるわけには鎌倉の場合はいかない

と思います。他にも住宅の屋根に太陽光発電をつけていくのはあり得ますが、歴史的

な景観、とくに世界遺産の登録の推奨を政府からも受けましたから、景観との関連も

十分考えていかなければいけないので、その辺がなかなか難しいと思います。 

  やはり、火力や原発に替わる単価が安いエネルギーを作るのが難しいので、そのた

めの工夫をどうするのかというのが一番難しいところだと思います。 

  最近、市内で古民家を利用し、事業者に投資する会社を興したり、地元で非常にいい

ものを作っているのをネットで紹介するなど新しい産業が興っていますよね。古民家

を使っていることからも今までとスタイルの違うビジネスが出てきているモデルだと

思います。そういう鎌倉モデルというか、地域にとってもメリットがあり、将来を描

けるようなものが欲しいと具体的ではありませんがそう思いました。 

猿田会長 地産地消という、地元で電気を作り消費するのは、温泉地ではさかんに地熱



 4 

利用をしたり、温度差発電などを行っているが、鎌倉の場合、再生可能エネルギーの

中で何ができるかと。風力といっても適地があるわけではないし、火力発電は無理だ

ろうし、そうするとソーラーが一番いいかもしれないが、今の景観との関係を考える

とどうか。比較的一般化するのはソーラーぐらいで他に何があるかといったところだ

が、電力の供給を他に頼って、いくら省エネしても足りません、というわけにはいか

ないから、自分たちでなんとか賄えるものはというのも必要かもしれません。 

渋谷委員 電力を作るという視点は必要だが、逆に省エネをやることで電気を作ってい

るのと同じ価値を見出すことは鎌倉でもできることです。 

今まで地球温暖化防止で省エネと言ってきたが、昨年それよりもはるかに大きな効

果が節電でできました。地球温暖化というドライビングコースでできなかった省エネ

がこの１年できたという観点に立つと、今のエネルギーを作ってというのは国家的な

問題で、鎌倉市でというのは難しいと思うが、省エネという観点でいけば昨年の効果

と合わせて視点を変えてもっとやれることがあるから、もっと掘り下げなければいけ

ないと思います。 

川口委員 確かに震災の後、事業者も大学も目標を定めなければいけなくて、２カ月で

30％削減達成しました。本気でやると省エネはもっとできるということですよね。 

渋谷委員 大きなエネルギーが残っていると昨年一年で私自身感じています。ただ、短

期だからできたのか、長期的に継続することができるのか、そのために何ができるの

かだと思います。 

猿田会長 省エネという視点からいくと横浜駅もだいぶ暗い所もあり、今まで無駄に電

気をつけてきたなと、まだやる余地があるかもしれません。一つは再生可能エネルギ

ーとどう関連付けていくか。おそらく原子力が全部止まるとされていて、火力と水力

だけになると、太陽エネルギーと風力を補助的に使っていくしかないわけです。昨年

できた固定価格買取制度を活用できるほど、活発化できるかどうか。行政としてはそ

ういったものの推進をどうするのか、再生可能の中では鎌倉としては難しいものはあ

るわけで、何であればいいのか、ソーラーだけでいいのかというところですね。 

二松委員 太陽熱か太陽光発電の二つがメインになるとは思いますが、景観の問題では、

旧鎌倉や北鎌倉あたりだと史跡など重要な要素を含んでいます。大船や腰越、関谷地

区では屋根にソーラーパネルがあってもそれほど景観を損なうようなところではない

かと思います。そうすると鎌倉市の中でも景観を重要とするところとそうでないとこ

ろもあります。 

ドイツでは原発をやめて再生可能エネルギーでがんばっていますよね。国自体がそ

ういう方向にいくという大きな道としてあるのではないか。   

猿田会長 一般的なところであればどこでもできるが、鎌倉ならばどういうところが適

地でどういうところが制約すべきか調べる必要がでてきますね。 

二松委員 私は去年エアコンを使わなかったら46％電気代が下がりました。鎌倉は特に

家庭の割合が高いから、そこが一生懸命頑張れば効果があがると思います。 

猿田会長 クーラーの他には何を使っていますか？ 
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二松委員 扇風機だけです。 

川口委員 今までは大きいところで発電して、長い距離を送電線で引っ張ってくるのが

効率的であると考えられていました。地元で作って、需要者が管理、スマートメータ

ーやITを使って車に充電するなどして、なるべく小さい単位で蓄電してもらい税金も

コストも、色々な面で有利になるような仕組みに誘導していくしかない。 

鎌倉で先導的にできる部分があれば事業者等にもやってもらい、国や県より先行し

てスマートシティをやってもいいのではないか。すでにインフラはあるから、横浜や

藤沢でもすでにスマートシティはやっています。さらに歴史との調和型のものなどを

先にやっていくという発想はどうでしょうか。 

二松委員 大船の三菱でかなり大きいソーラーパネルをやっているのは市と何か関係が

ありますか。 

松永次長 一度スマートハウス等も見学をさせていただいたが、市とは別で三菱の研究

としてやっていることです。 

猿田会長 企業もおそらく固定価格買取制度などを踏まえて積極的に対応するであろう

が、行政が企業に指導するのは難しく、逆にどう協力・理解してもらえるかの方が大

事かもしれませんね。 

川口委員 ソーラーパネルも昔は非常に格好悪かったが、最近は古民家に合ういいもの

もできているようなので、景観にも合い、住宅のエコ化と歴史的景観を支援していく

方法があるとおもしろいです。市民は非常に意識が高いので、アピールしていけば新

しいものが出てくる可能性があると思います。 

高柳委員 質問ですが、鎌倉市でバイオ発電や太陽光発電のエネルギーの量はどのくら

いかは把握していますか？ 

松永次長 太陽光発電に関しては東京電力の推計値を参考に鎌倉市の推計をすると、市

域全体の電力使用量の約0.4％となっています。全くの推計値のため、今後国や県がど

ういった形で実態調査をするか留意していきたいです。 

高柳委員 バイオ発電は現実にはないのですか？ 

松永次長 バイオはないです。 

高柳委員 神奈川県知事が変わって、神奈川からのエネルギー政策の転換というのがあ

るので、鎌倉も先駆けて考えていくのがいいですね。 

村田委員 それぞれに普及していくと考えた時に、自分が買う時に得するか損するかを

考えると思います。得するなら買おうという人もいると思うので、買うとこれぐらい

得するなどを示してあげると買ってくれるのではないか。市の展示コーナーなどで楽

しい節電を紹介して一緒にやってみようとするとおもしろい動きが出てくるかもしれ

ません。後、市がこんなことに取り組んでいるなど紹介して、楽しく節電できるとこ

ろをアピールすると市民が気軽にやってみる気になるかもしれません。 

猿田会長 日常の生活の身近なところでやれることですよね。 

先ほどの太陽光の補助金の件数はわからないのですか。 

松永次長 県はだいたい累計26,000件と聞いています。鎌倉市の補助は累計で211件です。 
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  今後の補助金の話ですが、神奈川県知事がはじめ200万戸だったが、最近55万戸とい

う話をしている。今まで４年間で２万から２万４，５千台でしたので、単純に考える

と20倍から30倍なので、神奈川県の方でソーラーバンクシステムや補助制度という形

だと財政的に追いついていかないのが今後の市の課題でもあります。 

川口委員 市の事業者の中で発電能力のある会社はあるんですか？ 

田中係長 先ほど出た三菱は太陽光発電システムがありますが、個々の事業者について

の把握はしておりません。 

川口委員 そこを把握したらいいのではないですかね。インセンティブがあれば余剰分

を売るという目的で発電できますよね。 

猿田会長 先生のおっしゃる自家発電は再生可能でのことですか？ 

川口委員 再生可能には限りません。本当は再生可能が一番いいのですが。 

猿田会長 東日本大震災の後、事業者がガスタービンを設置して、自家発電をやったと

ころはあるが、ガスタービンは再生可能に入らず、逆にＣＯ２が出ます。京浜の工場地

帯では自家発電は持っているけれど、鎌倉市内の工場にはなさそうですね。 

  先ほどの三菱電機は業種が違いますよね。 

川口委員 工場だと比較的広大な敷地を持っているので、太陽光パネルをたくさん置け

ますね。ソーラーの場合は面積だと思います。広い敷地が確保できる比較的大きな工

場とかはいいですよね。そういうところで再生可能なものを作り出していくと尐し発

電してくれると思います。 

二松委員 国鉄や野村の跡地を利用することは考えていないのですか？ 

松永次長 深沢等については検討する部署があります。どういったような事業をするに

せよ、環境問題にどう向かい合っていくのかはやっていくことだと思います。ただ藤

沢のスマートシティというようなテーマ設定まではできていないと聞いております。 

川口委員 かなり色々な会社、商社で電気やエネルギー系が何とか商売にならないかと

力を注いでいるので、そのパワーをうまく活用させてもらうといいかもしれないです

ね。 

猿田会長 基本計画の92、93ページに書いてある４つの施策の展開以外で何があるか、

あるいはこの中で、今回も問題を契機にどう見直していくべきなのか。非常に難しい

問題ではあります。 

渋谷委員 93ページのところに、「下水の持つエネルギーを有効利用します」とあります

が、これは具体的に市で考える施策があるんですか。 

相澤部長 下水の処理水の温度差を回収することでエネルギーをということ、あるいは

小水力発電的な形で排水を川に流すなどいくつか方法があるかと思います。今下水道

のセクションの中でその可能性があるかどうかを23、24年度で俎上にあげているよう

です。 

猿田会長 ヒートポンプ方式を使って熱を回収して発電に利用しようかということ、部

長のおっしゃる常に排水は流しているので、何ｋＷになるかはわからないが検討して

みる、小水力も小型のものがでてきているから、真剣に考えていくということは、行
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政側としても効果があるのではないかと思います。ただ市民の方と一緒にやってく中

で難しいことがあったりしますが。先ほどの省エネとして考えれば事業者もまだまだ

出てきますね。 

渋谷委員 それを具体的にやるには、照明はＬＥＤを使うなどをどうやって推進してい

くか、もう一つ、家庭で使われているエネルギーがどこでどれだけ使われているか常

にわかるようにし、そこでどうやって減らすかを考えていけばいいと思います。その

ためのインセンティブを与える案を考えていくのはいいと思うので、それをどうやっ

て市民レベルで行政が指導をしながらやっていくのか課題です。 

ただ、過去の経験で一生懸命地球温暖化防止といっても実現しなかったことが、実

際にエネルギーが使えなくなったらこれだけ効果があったのは、私にとってはカルチ

ャーショックなんです。だからそこに一つの力があるはずです。 

猿田会長 今後電気の消費者と生産者のやり取りが問題になるわけで、送電線で遠いと

ころから引っ張るとロスがあり、近いところでとなるとやはり原子力はなく、火力か

水力か再生可能になるしかないわけです。 

二松委員 太陽光発電をつけた人の意見を集約したことはありますか？ 

田中係長 太陽光発電の補助金を受けた方にアンケートを行っており、ほとんどの方が

購入する電力が削減されたということと、パネルをつけることで発電量が見えるよう

になり、節電意識が高まったということがありました。 

渋谷委員 電気を売るわけですよね。結局自分のところで使う電気量を減らせば減らす

ほど売る量が増えるという意識づけになったと自分もよく聞きます。 

二松委員 私も友人から楽しくて仕方がないと聞きます。自分のところで今どれだけ使

っていて、どれだけ稼いでくれているかが楽しいのと、やはり減らす意識がすごく強

くなるようですね。だから両方でいい効果ですね。それをうまく形にすれば普及の役

に立つのではと思います。 

高柳委員 ただ今だと設備の償却がとんとんまでいかないですよね。鎌倉の場合塩害が

あるのでもっと材料がよくならないといけないです。 

渋谷委員 初期投資の回収を考えると太陽光発電にならないのが今まででしたよね。 

猿田会長 買取価格を上げていけばそれなりに回収できたりしますからね。 

三島委員 マンションとかを作る際、事業者の方に街路をつける時にソーラーにしても

らうとかどうですか。 

猿田会長 そういうのは建築確認が出てきたときに安全対策とかが出てくるから、むし

ろそちらで指導してくれるといいですね。 

相澤部長 今７戸以上の共同住宅を建てる時は環境への協力をしてくださいと、例示と

して太陽光やディスポーザーとかをお願いするようになっています。どれを選ぶかは

事業者さんによるものになってしまいますが。西鎌倉の駅前には太陽光やディスポー

ザーなどの設備が付いた共同住宅が建設中であり、そういった事業者さんも出てきて

います。 

猿田会長 尐しでも指導ができればいいですね。そのあたりを踏まえてどう考えていく
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か、大きなところでなくても建築確認に来た時にこういう方策があるからとか指導し

ていただくように、環境部からお話ししてみればいいですね。基本計画の90ページか

ら93ページは環境部だけが責任をもってもできないものだから、市全体でどう対応し

ていくか。川口先生の先ほどおっしゃったスマートシティは非常に色々な分野の協力

がなければできないですよね。今日色々ご意見いただいた内容もふまえて、来年度エ

ネルギー政策を見直していくということですね。 

松永次長 今貴重なご意見をいただいて、視点が４つほどあると思います。一つは省エ

ネということで、去年の夏の節電をきっかけに全国民的な運動にもなっていますので、

その機運をどういった形で継続させていくかということ。 

二つ目はきっかけ作りです。市が取り組むところでありますが、例えば環境学習で

子供が学校で身近に感じられるようにすることや、節電について今まで苦しいものだ

ったのが楽しいということを市がきっかけを作り普及できるのではないかと思います。 

三つ目は地産地消ということで、鎌倉市が災害等もふまえて自前で賄えるようなもの

がどの程度できるかなども検討していき、何かありましたら皆様からもご意見をいた

だきたいです。 

四つ目は何をするにしても財政的には厳しいので、スマートシティや、建築確認の際

に事業者に指導をすることや、企業と提携的に何かできるのかなど、何かそういった

ような鎌倉市とパートナーを組んで一緒に設備的な部分のところもやってくれるよう

な企業を探すといった視点などを調査しまして、そのあたりをどの程度盛り込めるか

を来年度につなげていきたいと皆様の意見を聞いて思いました。 

猿田会長 ＰＰＳといって民間事業者が発電したところから電気を買い取るなどが新聞

にとれあげられており、神奈川県や東京都、通産省もＰＰＳだと思います。ただそう

したところが本当に環境対策をして作られた電気かは別問題で、ただ料金が安いなど、

それが逆に問題になったりしています。そして一定規模以上でないとＰＰＳはできな

いですね。諸外国では個人で安いところに切り換えたり、環境に優しい風力に切り替

えたりできると最近新聞に載っています。（日本でも）そういうことになれば、企業が

エコ電力や再生可能エネルギーを皆さんに供給するようになるかもしれませんが、今

の制度では難しいところがありますね。ではエネルギーについては以上にしましょう。

では議題２に移ります。 

 

議題２ 放射能について           

【事務局 放射能について説明】 

議題２ 放射能についても来年度予定している第２期環境基本計画一部見直しを踏ま

えみなさまのご意見を伺いたいと考えております。 

福島第一原発事故に伴う放射性物質の拡散による環境汚染への対処に関し、国、地方

公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置等について定めることにより、環境の汚染

による人の健康又は生活環境への影響を速やかに軽減することを目的として、「東日本大

震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染への対処に関
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する特別措置法」が平成 23 年８月 30 日に公布され、平成 24 年 1 月 1 日に全面施行とな

りました。法の概要は、資料２をご覧ください。 

地方公共団体の責務として国の施策への協力を通じて、適切な役割を果たすとあり、 

制度として基本方針の策定、基準の設定、監視・測定の実施を設けています。 

本市も市立小・中学校、保育園、公園を中心とした公共施設における空間放射線量や、

給食の放射性物質濃度を測定し測定方法や結果などを公開しています。 

その内容は、資料３のとおりです。なお、市民や市内事業者の方などを対象に平成 24

年１月 23 日から放射線量測定器の貸出を開始しています。 

環境基本法は、放射能物質による汚染防止について「原子力基本法と関係法律によ

る」と明記、除外しています。そのため廃棄物処理法や大気汚染防止法、水質汚濁防止法

などいずれも放射性物質を対象外としています。 

一方、原子力基本法、原子炉等規制法は原則、原発そのものが対象であるため、住宅

地や山林などの敷地外に放射性物質が広がる事態は想定しておらず汚染土壌や廃棄物を規

制したり取り除いたりする法律の根拠がありませんでした。 

環境省は、東京電力福島第一原発事故後、大気や土壌、川などの放射能汚染に対処す

る法的根拠がなかったことを踏まえ法整備を進めており、環境基本法から放射性物質を対

象外としている条文を削除し、通常国会に改正案を提出する方針を示しています。放射能

は、市民の関心が非常に高いため、次期見直しにどのようなスタンスで取り組むべきかご

意見をいただきたいと考えております。議題２放射能については以上です。 

 

松永次長 放射能に関しては、環境基本計画の24ページの人の健康の保護と生活環境の

保全に関わってくるものだと考えていますが、今の説明のとおり、今までは放射能と

いうものは環境基本計画の視野に入れてこなかったということがあります。ただ放射

能問題は市民の心配や関心がありますので、それは別個に総合防災課で組織的に対応

していますが、この環境基本計画という大きな枠組みの中で、基準値なども不明瞭の

中で、ダイオキシンなどと同じ位置付けをしていくべきかどうか、入口の手前の部分

での議論をいただきたいという状況です。 

猿田会長 放射能に関して環境省が関係することになりましたよね。環境基本法という

のは1994年に策定され、放射能を入れるか入れないかで問題になったんですよ。結局

当時の通産省の反対で、原子力基本法が先にあるのに環境基本法にいれるのはおかし

いということになり、結局、環境省では放射能に関して一切取り扱わないことになっ

てここまできてしまいました。そこへ今回こういう問題が起こって安全に関しての管

理ということで、作る方と規制する方が一緒じゃおかしいということで環境省に一元

的にいきました。今お話のあった基本計画の中でどうなるかというのは、国の環境基

本計画そのものも見直さなければいけませんが、国もまだそこまで見直せていません。

環境省も今まで原子力を担当した人はいないし、手に余るということですが。そうい

う状況の中で環境という視点からどうしていくかということは、結局は健康の影響と

いうことですよね。 
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原子力発電所そのものが正常に稼働していれば問題はないわけで、今回の放射能汚

染に基づいて発電所がどうするかは別問題ですよね。放射能汚染が鎌倉市にどう影響

しているのか、また今後してくるのかが問題ですよね。そうなると３月11日以降の放

射能汚染の問題とこれからの危険性を伴った予測をどうするかということですよね。

その辺について、資料３で鎌倉市の測定結果について出ています。先ほど申し上げた

ように、放射能の影響について、文科省と経産省が今までやってきたものを統括して

環境省がやるとすれば、おそらく国の環境基本計画も変わってきますよね。それに対

応するためにもある程度こちらも準備をしておかなければなりません。 

もう一つは現実に今汚染はどうなのか、市民から見れば私たちは安心していいのと

いう問題もありますよね。ではご意見がありましたらどうぞ。 

二松委員 数値を見る限りは安全だと思えます。子供を持っている方はなかなか数値だ

けでは理解できない不安なものがあるんでしょうね。 

村田委員 何か所ぐらいで除去をしたのかを教えていただきたいのと、これは希望です

が、子供が砂場で土を口に入れたりすることがあり、大丈夫かなと思う方は多いので

はないかと思うので、保育園など以外の普通の公園でも必要に応じて測定してもらえ

ればと思います。 

猿田会長 0.19マイクロシーベルト以上の場所については除去しましたとありますが、

0.19というのは何か基準があったのですか。 

松永次長 国際放射線防護委員会で１年間に浴びる人工放射線の上限が１ミリシーベル

トとされています。0.19マイクロシーベルトを屋外で８時間、遮蔽効果の高い屋内は

影響度を0.19の４割で考えた数値を16時間、それを365日で計算すると上限の約１ミリ

シーベルトになるということで、0.19という数字がでています。 

渋谷委員 「土砂や落ち葉などを除去した」とありますが、除去したものの処理は問題

ないですか？ 

田中係長 地中に深く穴を掘り、ビニール袋に入れて埋めているとのことです。 

松永次長 環境省がガイドラインを作っていまして、鎌倉市は１メートルぐらい穴を掘

って、シートをかぶせて、落ち葉などを二重のビニール袋に入れて、今のガイドライ

ンだと動かさないで地下に入れておくというものです。 

渋谷委員 何か所ぐらいあったんですか？ 

田中係長 小中学校で14ヵ所、子供の施設は４施設で合計18施設ということで原課に確

認しています。 

松永次長 鎌倉市のやり方は、先ほど村田委員からご意見があったように、子供たちの

影響を考えまして、普通地上から１メートルところで測るところを、地上10センチで

測っていて、そこで出たものなので一般に国の基準以上のものがでたというわけでは

ありません。 

猿田会長 広報の表の中には0.19に相当するところはありませんが？ 

松永次長 公園は240ヵ所測定してでたところはゼロでした。 

高柳委員 海岸は測定しなかったのですか？ 
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田中係長 公園海浜課に確認したところ公園のみということでした。 

川口委員 現在は岡野博士という方の指導で何人かのスタッフの方と行っていると読み

取れますが、環境省の考え方として放射性物質を扱わないのは市民の理解を得にくい

と思うので、今後も何らかの形で調査していく必要があるとは思うが、この岡野博士

一人で今後もやっていくのは難しいのではないかと思います。今後の枠組みや進め方

を考えていく必要が全体としてあると思います。 

郷原委員 コンマ０以下の数値にどこまで信頼度があるか、測定機械が違えば測定値も

違うわけで、川口委員が言われた通り今後の対策としては、来年、同じ時期に同じ人

が同じ機械で測定するぐらいでいいと思います。今出ている数値が誤差の範疇に入っ

ていれば意味のない話になってしまうので、そこまで神経質に考えるべきものなのか

と思います。たまたま原発が取り上げられているからセンセーショナルに取り扱うけ

れども、あんまりセンセーショナルに扱うのはどうかと思います。国の出す基準しか

やりようがないのであればそれでいいと思います。だから今後の鎌倉市で行うのであ

れば、今回の測定と同じ条件で測って違いを見るぐらいの提案でよろしいのではない

かと思います。 

川口委員 ありがたいことにあまり高い数値ではないが、なんらかの形でこういうもの

がでてこないと不安ですよね。たぶん、特に農家の関係の方はセンシティブに感じる

かもしれないですね。市民の生活レベルで考えると、情報を出さないのは不信感を招

く感じがすると思います。国の政策が後手後手なので、国にばかり頼っていても何も

出てこないとは思うので、このように出すことはいいことだと思います。 

郷原委員 出さないというより、今後は半年ないしは１年で１回ぐらいに同じ測定をし

たデータを広報かまくらに載せるぐらいにしていくべきだという提案です。 

猿田会長 今の郷原さんの意見は発生源に変更がなければという前提ですよね。今後変

化がなければ、福島の原発の状況に変化がないかは予測が難しいけれども、おっしゃ

るとおりに変化がなければという前提であれば、尐なくとも改善されていく方向だろ

うと思います。 

環境省では追加被ばく線量が年間１ミリシーベルトとして、地表から１メートルの

高さで毎時0.23マイクロシーベルトが基準になっているが、文科省はまた違いますね。

地表１メートルの高さの空間線量率が毎時１マイクロシーベルトを報告の対象にして

いる、これは全然単位が違いますよね。それに対して鎌倉市は0.19で、しかも地上10

センチでやっています。 

相澤部長 それは子供関連施設だけです。 

猿田会長 地表１メートルというのはそれなりに意味があって、生殖機能への影響とか

考えられています。子供への対応はかなり安全サイドでやっています。それを明確に

しないと不安になりますよね。ただ、放射能による汚染が新たに今までと違ったこと

だけは事実で、それが安全位置にあるかどうかをみなさん心配していますね。それは

今後も環境部局としては行政の一部に取り入れていくしかないですよね。だから追加

汚染がないことを我々は願っているんですけど、おそらくこのまま福島第一原発が終
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息していけばそう心配はないかと思われるが、ただデータをどのようにこれから発表

していくかですよ。 

村田委員 子供のいるお母さんは常に気になっているところなので、全部に示すことは

ないが、子育て情報誌とかに子供の施設は基準を厳しく測定しているなど書いておけ

ば安心していただけるのかなあと思います。あと、やはり定期的に調査し、必要があ

れば除染しますということを書いてあるといいと思います。 

猿田会長 今のご指摘は行政内部の横の連絡でやれることでもありますよね。それと郷

原さんのご提案も事故がなければ年に１回とか２回とか定期的測定で済みますよね。

もしどこかで不幸にして事故が起こることがあればまた対応しなければいけませんが、

現時点では平常の監視状態におけばいいわけですから。ただくどいようですが、環境

部で今後やらざるを得ないことだけは事実でしょうね。他にやるところはないんです

よね。 

松永次長 今現在は、流通の問題や子供の施設の問題等が錯綜していますので、総合防

災課で理事者を含めた体制をとっております。 

猿田会長 ただ鎌倉に原発があるわけじゃないから総合防災というのもちょっと視点が

違うから、やはり環境としてどう保全していくかを優先させなければいけないわけで

すね。食品でも子供のミルクなどが厚労省などでも重要視されているが、そういった

ものの検査や体制なども、環境部でやるのか食品を扱うところでやるのかは行政の組

織的な問題になるのだけれど、外部に委託するにしてもどこがまとめるのか、逆にこ

れを契機にその辺を組織的に明確にするという手もありますよね。 

相澤部長 含有量調査につきましては、特に給食を中心に頻度を高めていきたいという

ことがありますのですでに発注しています。教育委員会で化学職がいる職場とも調整

をとり、市役所の中で検査できる体制を作っていくということです。 

猿田会長 学校給食の検査もいろいろあるが、内部被ばくの問題だから、トータルで年

間内部被ばくの量がどれだけかわかればね。なるほど、給食関係はかなり色々問題に

なっています。 

高柳委員 ＮＨＫで何ベクレルかの表示がされていて、神奈川県の基準は茅ヶ崎市とな

っていまして、以前は横須賀と川崎がポイントだったのが、なぜ茅ヶ崎がポイントに

なっているか知っていたら教えてください。 

あと数値は鎌倉で毎日県に報告などしているかも教えてください。 

相澤部長 茅ヶ崎は県の衛生研究所が測定基地をもっているので、文科省にきちんと報

告を毎日あげているようです。当初は２か所でしたが、最近は茅ヶ崎が県内の数値と

してもっぱら出ています。 

高柳委員 鎌倉市の数値はどこかに基準点があり報告しているのですか？ 

相澤部長 事故が起きた直後は簡易的な調査を消防本部でやっていた時期もあるのです

が、精度が茅ヶ崎のものとは違います。国に報告はしてないです。市民の皆さまには、

簡易的な測定結果を、直後は公表していました。 

高柳委員 鎌倉市もそういったデータの蓄積とかはされていますか。 
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相澤部長 鎌倉市がとっていた時はもちろん蓄積していました。 

高柳委員 将来のためにはデータの蓄積はあった方がいいと思います。 

古屋課長 環境部の資源循環課の所管で関谷の植木の積み替え施設がございます。そこ

に堆肥が戻ってくるので、それを基本的に毎週１回測定してホームページで公表して

おります。当然データについても蓄積はしております。今のところ問題ない数値も確

認されております。 

猿田会長 それは放射能で汚染されたものが入ってきてるかの可能性があるんですか。 

古屋課長 堆肥については山梨に送って堆肥化して戻ってきます。堆肥については１キ

ロ当たり400ベクレルという基準があるのでそれ以下であることを確認しています。今

も市民に市内８か所でお配りしていますが、それは１キロ当たり64ベクレルであると

確認して、その数字も変わるたびにホームページで公表し、現在どういったものをだ

しているかわかるようにしてあります。 

猿田会長 事故のあった後何か変動はありましたか？ 

古屋課長 それは間違いなくありました。堆肥化するのに４か月から６か月遅れて入っ

てきますので、しばらく不検出の状態が続いていたのですが、その後69ベクレルとい

う数字が出て、今は64ベクレルです。順調にいけば徐々には下がるはずですが、若干

変動してくると考えております。 

後、焼却灰につきましては、焼却することによってかなり濃縮されますので、基準

としましては１キロあたり8,000ベクレルという埋め立ての基準ですが、それよりまっ

たく低く、従来と同様に溶融固化の処理をしています。 

猿田会長 放射能については今後も定期的な観測が必要なものはやって、どう今後対応

するかは検討していかなければいけませんね。では事務局から何かありますか。 

松永次長 鎌倉市としてどう対応していくかということ、先ほどのとおり全庁的に行っ

ておりますので、いただいたご意見を集約すると、環境基本計画において、今まで大

気などでは放射能に触れてはいませんでしたが、やはり環境基本計画の中でも何らか

触れないと市民の理解は得られないということで、来年度一部見直しにあたってはエ

ネルギー政策だけではなく放射能についても何らかの形で踏み込んでいきたいと思い

ます。 

猿田会長 では放射能についてはまた今後随時検討していくということで。 

では最後に議題３その他お願いします。 

 

議題３ その他           

【事務局 その他について説明】 

それではその他をご説明いたします。 

会議の冒頭でもお話しいたしましたように、国のエネルギー政策を見直しに基づいて、来

年度、本市は、国のエネルギー計画と密接に関連している鎌倉市地球温暖化対策地域推進

計画及び第２期環境基本計画も見直しを予定しています。見直しの検討については、当審

議会において検討部会を設け進めていくことを考えています。 
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平成 24 年度は、本会議３回、検討部会３回の開催を予定しており検討部会開催は国のエ

ネルギー計画が策定される夏以降になる予定です。 

現委員のみなさまの任期は、平成 24 年５月 27 日で満了となります。 

本来であればあらたに市民委員の公募など行い委員を選出するところでございますが、計

画の見直しがあることから現委員に継続してお引受けいただきたいと考えております。事

業者委員については、各所属団体から御推薦いただいており４月の人事異動などございま

すので来年度あらためて各団体へお伺いいたします。なお、学識者委員についてはエネル

ギーに携わっている方を加えたいと考えております。 

現委員の方の中で次期の委員をお引受けいただくことが難しい場合は、２月末までに事務

局までお申し出いただきますようお願いいたします。 

 来年度においても太陽光発電等再生可能エネルギー等の推進を始め第２期環境基本計画

の施策関連事業を目標達成に向けて審議会委員の方のご意見をいただきながら進行管理を

してまいります。以上で議題３の説明を終わります。 

 

猿田会長 今お話のあったように温暖化対策の計画をどうみていくのか、尐なくとも首

都圏は30％が原子力という前提が入っているのだから、それがだめになるとどう対応

していくのかという問題が出てくると思いますのでよろしくお願いします。 

それと５月で任期切れということで、再度継続してというお話がありましたので、

それぞれ委員さんのご都合があるかと思いますけれども、ひとつご協力の程よろしく

お願い申し上げたいと存じます。今年度の審議会は本日で最後になります。ご協力あ

りがとうございました。 

                                     


