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徳島県環境審議会 気候変動部会

平成２７年度第２回会議 会議録

１ 日 時

平成２８年２月２４日（水）午後３時から午後４時３０分まで

２ 場 所

徳島県庁１０階特別大会議室

３ 出席者

＜委員＞１３名中１１名出席

（１号委員：学識経験者，五十音順，敬称略）

伊藤晴夫委員，鎌田磨人委員，近藤光男委員（部会長），貞本秀昭委員，

佐藤征弥委員，田渕桂子委員，唐渡義伯委員，中央子委員，

中野晋委員，本仲純子委員，山内あい子委員

＜専門委員＞

長谷川俊文専門委員

＜事 務 局＞

手塚県民環境部次長，藤本環境首都課長ほか

○会議次第

１ 開 会

２ 議 事

（１）徳島県気候変動適応戦略の中間報告案について

（２）その他

３ 閉 会

○配布資料

資料１ 徳島県気候変動適応戦略中間報告案（概要）

資料２ 徳島県気候変動適応戦略中間報告

資料３ 県内における気候変動の影響に関するアンケート結果について（概要）

資料４ 「適応計画」に係る策定状況について（全国調査結果）

○議事概要

（事務局）

会議の成立

（手塚県民環境部長）

あいさつ

（事務局）

配布資料の確認
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（部会長）

それでは，議事の進行に御協力のほどよろしくお願いします。それでは事務局から

説明をお願いします。

（事務局）

資料説明

（委 員）

まずリスクに関しては，どこの部局が対策に関係しているのかということを明確に

したほうが良い。具体的にそれぞれの課が温暖化対策をどのように考えて何をやろう

としているのかという枠組みをしっかりと書き出してほしい。この中間報告案は，庁

内で調整した結果だとは思うが，各担当課がもっとしっかりと取り組めるような庁内

制度を整えることが必要。

県土保全に関しては，海岸堤防とか海岸保全施設，避難所といった，基本的に線的

な防御が書かれているが，最近の国土強靭化法，国土利用計画の中では，Eco-DRRの

考え方とかグリーンインフラの活用というのが明示されてきているので，そういう面

的な対策をどうするのかというのは極めて重要な課題である。それは必ず盛り込む必

要がある。その１つとして，生態系をいかに活用するのかとか，農地ですね。特に徳

島の場合は農地が非常に大きな面積を占めていて，かつ産業分野での重要なところで

あると同時に，調整サービス，調整機能を果たしているので，それをどう活用するの

かというのは重要な概念になる。そういう意味では，滋賀県の流域治水条例とか，と

ても重要な先進的な事例があるので，県としてどういう制度を整えるのかということ

についても検討するべき。この中間報告には制度設計が含まれていない。がんばりま

すとしか書いていなくて，適応策を考えはするけれども，具体的にどういう制度でそ

れを支えるのかということが明らかではない。県土保全に関しては，そういう面的防

御に関しての考え方を取り入れるべきというのがまず１つ。そのために流域としてど

のように取り組んでいくか，川の部局だけではどうしようもないことで，部局を超え

た取組みをどうするのかということをやっていただければと。

生態系に関しては，なぜシカが急に出てきているのか理解に苦しむが，温暖化でシ

カがますます増えて，というロジックがあるということなんでしょうか。生態系につ

いての対策はこれで本当に対策と言えるのか。ただ，自然生態系を守るということは

ほぼ不可能で，例えば，ブナ林が無くなっていたときに，次の代わる森林が造られる

のかどうかというのは，極めて重要な問題となる。温暖化に伴って，剣山の北方系森

林をどういう風な森林として補填していくのかという，技術開発とか理念開発とか作

っておかないと急な対策はできない。ブナ林に対しては非常に限られた面積しかない

中で，温暖化でますます生息地が劣化していくことも考えられるし，そうした場合の

自然林の再生についての技術的な検討というのはしておくべき。温暖化に対しての脆

弱な生態系としては，高山地域とサンゴ礁，これに対してどういう対策がとれるのか

をもっと突っ込んで考えた方がいい。

あと，海水面の上昇というのは具体的に何メートルぐらいを見込んで，海岸の整備

や堤防の検討が行われているのか。

（専門委員)

徳島県という狭いエリアでなく，西日本の太平洋側といったレベルでは予測は出し



- 3 -

ている。今のところ，正確に何メートルということはわからないが，西日本では海水

温が何度上がるということは把握しているので，これを調整すれば，温度に対しての，

今まで上がってきた海水面というのはいくらかというのはわかると思う。

（委 員）

昨年，アメリカとカナダを訪れたときに，沿岸域では，ここまで海が上がってくる

から，こういうことにしているんだというのを，既に市民団体レベルで活動が始まっ

ていて，そういうことに対しては日本はまだ遅れているなという印象を持った。具体

的にどこまで海水面が上がってくるとか，それに対してこの堤防が持つのかとか，ト

ータルな施策，考え方を作っていくべき。

（委 員）

今の話に関連して，太平洋沿岸，特に西日本の場合はどうしても地殻変動の影響が

強く，地殻変動による相対的な水位上昇と，いわゆる純粋な海面上昇と，ほぼ同等。

平均的には西日本では，純粋な海面上昇，温暖化とは言えないかもしれないが，1980

年頃までは海面の低下が進んでいた。一方，1980年以降，若干，海面上昇に転化して，

2000年頃まで西日本では年間２，３㎜オーダーだったと思うが，それは平均的なもの。

ただ，そこにも地殻変動の影響をどうとるのかという問題があって，研究者によって

値は若干変わってくる。現在もそういった調査は続いているが，長期的に海面が上昇

するかというのは，まだ結論が出ていない部分があり，実測値としてあまりはっきり

しない。1980何年以降，若干，全般的には上昇しているという結果は多くの研究者が

出している。IPCCのデータでは相当上がるような報告があるが，一方で約20年周期の

変動があるので，その値を合わせると，あまり明確にはなっていないというところ。

（委 員）

今の話とIPCCの報告とをどう合わせながら，徳島としてはどれくらいのリスクに対

してどう対応していくのかを決めていくのが施策だと思うので，なるべく具体性を持

たせた検討，方向性のほうが戦略らしいのかなと。

（委 員）

高潮の影響というのは，夏場の高水温との関係がある。先ほど冬場の水温が上がっ

て，夏場の温度の上昇が冬場に比べて少ないと，これは地球温暖化の特徴であるが，

そういう特性からすると，徳島の場合は年間で，冬場と夏場で平均水面が20㎝くらい

違う。そしてその20㎝の変動が，実は高潮とは非常に影響があって，要は台風期の平

均潮位が上がるかどうかというのと非常に密接になっている。そういう点では，地球

温暖化で冬場の水温が上がって夏場の水温が下がるということになると，若干，年較

差が低下していく方向にあるんですけども，過去100年のデータを分析した中では最

近20年ぐらいはその年較差が上昇，較差が広がるというデータも出ていて，そういう

ことからすると，高潮の危険性は増大しているということが言える。

（委 員）

そういう科学的な根拠をしっかりと集めつつ，対策をとっていくのが，こういう部

会を開く価値だと思いますので。

あと，面的対策の１つとしては森林の改善というのがあると思うが，私がどういう

ところで斜面崩壊が起こっているかというのをモデルをつくって計算したところ，自
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然林が多いところが崩壊率が低いという結果が出た。林業におけるコンフリクトを解

消しつつ，どう自然林を再生していくのかということは，地球温暖化とか斜面崩壊の

リスクを下げるという意味では重要なことだと思うが，そういう突っ込んだところ，

面的な対策に対しての森林改善策とか支援策とかも考えた方がいいのではないか。個

人の財産とか活動主体というのがあるので，それをどう乗り越えるのかというのが協

働の概念とか啓発というものになる。

一方，効果があるということを評価していくというのは重要だが，これもなるべく

具体的に，どういう効果があるのかというのを考えながら，どうやってそれを活かす

のかということも考えたほうがいい。例えば，秋冬の観光快適度が上昇して，観光資

源が拡大というのは，本当かと思ったりする。具体的なイメージに基づいて行われて

いるのか，あるいはそういうこともあり得るから，これからビジネスチャンスのモデ

ルを構築するんだっていう行動計画なのか，そういう曖昧さを排除するような記載に

していただきたい。南方系の魚類に関しても同じ。本当にそれがメリットになり得る

のかっていうところを，メリットになるのかどうか分からないのであれば，そういう

ことを研究することから始めるということが行動計画になるべきでないか。

（部会長）

全体的には，この戦略に実効性があって実現するようなしくみを作っておく必要が

あるということ。できるだけ具体的に因果関係も示す。そういう意味で書き込みがま

だ不安定。

（委 員）

もしそういうのが検討されていないのであれば，そういう検討を始めますという

ことがスタートでいいと思う。

（事務局）

貴重な御意見をありがとうございました。最初におっしゃっていただいた担当課を

明確にということで，確か国の適応計画にも，各施策の最後に関係省庁が入っていた

と思うので，そういった方向でやっていきたい。基本的な視点に主流化ということを

挙げさせていただいているように，県庁全体として，この適応という考え方を持って

業務に努めていただくということを目標の１つにしているので，そのあたりを明確に

する意味でも，御意見を検討させていただきたい。

また，個別にも面的対策が重要であるとか体制づくりといった話もいただいた。今，

まだ中間報告の時点であるので，今後，御意見を参考にしながら，各部局と話をして，

より具体性が出るような内容にしていきたい。

（部会長）

社会に顕在化させていくということは，何が原因となっていて，どれくらいの大き

さ，規模の影響や対策であるのか，そして関連性もしっかり示すことが必要。

（委 員）

横断的取組みのところで，適応策の組み込みとあるが，これは県の各部局に対して，

この部会から，こういうことを考えてやってくださいよと意見を持っていくというこ

とか。
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（事務局）

今日は関係課の方も来ていただいているが，意識があるかないかは別にしても，将

来の気候変動に対してどうしていったらいいかという施策はもう既にやっていただい

ていると思う。ただ，まだあまり意識できていないところもあると思うので，そうい

ったところに対しては，こういう気候変動によって被害が出るリスクがあるので，そ

れを見越した上で，将来的な施策を考えてくださいと考え方をお知らせする。実際に

具体的にどうやっていくのかというのは環境部局では難しいので，それぞれの担当部

局にお願いをするようになると思う。

（委 員）

先ほど出た意見からすると，この部会から各部局に提案していくような感じを受け

たが，今の話だと周知や意識づけといったレベルになり，そのあたりが分かりづらい。

（事務局）

事務局をしている環境部局と県庁の各課があって，例えば県土保全とか森林保全と

か，専門的な部分では環境部局では分かりかねるところがあるので，それは各担当部

局が主体的にやっていただく。ただその際，将来，気候変動が起こりえるということ

を踏まえた上での対策，施策を講じていただくように我々としては働きかけを行って

いきたい。

（委 員）

ちなみに，今やっている部局にお願いするという手もあるが，例えば面的治水を行

おうとするときには，今やっている部局だけでは不可能。それを環境部局がイニシア

ティブをとって，関係する部局を集めて会議体を作るとか，行動計画の中で環境部局

が責任をもってやれる仕組みをつくりましょう，検討をはじめましょうと言うことは

できるはずなので，そういうのはやってもらいたい。

（事務局）

具体の対策は各部局になるが，とりまとめとか連携させる仕組みづくりは事務局の

役割と考えている。

（委 員）

そうすると，事務局からこういう働きかけ，提案をした結果，こういうことができ

ましたよというのが戦略の成果になるのか。

（事務局）

今は中間報告であるが，今後，できる限り書き込んでいくし，その後も計画期間５

年の中で順次進め，また新たにできることがあればさらに書き込むという形で考えて

いる。

（委 員）

５年後に見直すということは当然，盛り込まれるんですね。５年後には新しい行動

計画を作り直して，また新たな施策が書き込まれるということですね。

（事務局）
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基本的にそうです。

（委 員）

成果というのは５年先に，検討した結果，流域治水に対して何らかの制度設計がで

きて動き出したとかそういうアウトカムが出る…。

（事務局）

それは５年後でなくても，この気候変動部会で年１回，進捗を御報告して御意見を

いただいて徐々に進めていくと。５年でできない部分もあると思うが，それはまた次

の新たな戦略なり計画なりの中に盛り込んでいくという形になる。

（委 員）

戦略は，戦略部分と行動計画部分の２つからなると考えてよいか。生物多様性戦略

の場合は，戦略部門と，５年，10年で達成すべき行動計画部分とが明確にある。５年

間で達成しようという短期目標と，10年なり50年なりの中期目標とが分かれてあって，

短期目標については５年後に見直していくということになると思うが，そういう理解

でよいか。

（事務局）

気候変動は50年，100年の話になるので，５年，10年とさらに長期のものといろい

ろなパターンの目標が出てくると思われる。

（委 員）

当面50年くらい先の気候変動に対応していくために，５年間なら５年間でやれるこ

との見直しを行いつつ，やっていくことが基本方針として書かれるべき。長期目標，

中期目標として具体的にどういうことがあって，IPCCの気候変動予測に対してどうい

う対応をしようとしているのか，これくらいの予測に対応しようとしている，という

ことが県の計画として示されつつ，県の個別対策としては，短期，中期の目標を達成

するための具体的な行動計画が担当部局で作られ，あるいは部局間を超えた何らかの

組織が作られて，取り組んでいくということが方針ですよね。

（事務局）

将来を見据えて，この５年間に何をするか，どういう目標を立ててやっていくべき

か，というような形になる。

（部会長）

この戦略の中にアクションプラン，行動計画まで入れるかどうか。具体的な施策を

書いて，その目標を設けるのがアクションプランと思うが，そこまで盛り込めるか。

（委 員）

今，課題があるけども，課題に対応する方策が何もない場合には，研究から始める

というのが行動計画の１つであるし，そのための組織を作っていくというのも１つで

しょうけども，５年のうちにどういう組織を作ってどういう成果を出していくのかと

いうのは書けるはず。それは環境部局がリーダーとなって，まとめていくことは担え

るはず。PDCAを回していくことが可能な行動計画にするべき。
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（事務局）

全てにおいて県の行動計画のような形はとれないと思うが，大きい部分では５年間

の中できちっとこれをやっていきますというのを示していけるようにはしたいと考え

ている。

（委 員）

戦略の１つの要素は，色んな部局が環境問題の解決に向けて取り組んでいるんだと

いうのが横断的に分かるということと，県民がそれを理解するということが大事。適

応策として，県土整備部が洪水対策もやっているし堤防もちゃんとつくっている，そ

れは気候変動対策なんだと横断的に理解するということは大事。実際にそういうこと

が庁内でもやられていて，それを戦略の中にきちんと位置づけし直すということが戦

略を作ることの１つの目標である。

一方で，既にやられていることばかりではなくて，やられていないことに対してど

うチャレンジするか，かつそれの予算の裏付けがないことを，どういうふうにやるか

が腕の見せ所であり，頑張りどころ。それができるのは環境部局しかないし，音頭を

とって５年間の成果を出すというのは頑張ればできること。環境部局がどれだけ決意

が見せられるかというのが，戦略のもう一つの大きな要素だと思う。環境部局の覚悟

を見せていかないと。

（委 員）

Ⅷの主な取組みの部分，県の行動計画にほとんど入っているのでは。例えば，県土

保全の取組みも県土整備部の行動計画に全て盛り込まれているので，それを集めてき

てしっかりとコーディネイトしていくというのが，環境部局の仕事。ほとんどが行動

計画のタイムスケジュールに入っているのでは。

もう一つは，今回，農林水産の分野のところに森林を入れていただいた。山地災害

の増加，治山施設，保安林の整備というのが新たに入っているが，この記載の部分に

ついては県土保全。森林は県土保全のところに入れて，農林水産のところは，食料政

策に特化して記載した方がいいのではないか。

（部会長）

前回も行動計画のことを御指摘いただいた。目標値が出ているものは明記して，ま

た行動計画では担当部局も分かる。先ほど出た意見のように，行動計画とこれから社

会に普及させよう，検討しようということも含めて戦略に盛り込んで，５年間でどこ

までしようというのを示すと，うまくまとまるのではないか 。

（委 員）

前回の会議のときは，徳島県気候変動適応戦略（仮称）となっていたが，今回，仮

称というのが外れている。この名称で決まったという理解でよいか。

（事務局）

前回，名称に関して特に御意見等もなかったと記憶しているので，できたらこうい

う形でいかせていただきたいと考えている。今後，パブコメや県議会など，県民の皆

さんからの御意見も伺うので，そこで御意見が出れば考えさせていただきたい。
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(委 員）

冒頭の挨拶にあったように，適応策というのは，緩和策と両輪で進めていくものだ

と理解しているが，この資料全体のどこを見ても，緩和という言葉が一言も出てこな

い。徳島県としては，地球温暖化対策推進条例も制定したし，計画とか庁内でもエコ

の取組みはさかんに行われているものと思うが，それが入っていないのはちょっと不

思議だなと。意図的に無視しているということもないのでしょうが，全体を見ている

と，軸足を緩和策から適応策に移したのかなという気がしなくもない。緩和策と両輪

でいくということをどこかにやっぱり明示していてほしい。県は両方を重視して取り

組んでいくということを，資料２の４ページの図，あるいは冒頭の背景のところでで

も，確認していただけたら有り難い。

（事務局）

４ページの戦略の位置づけの個別計画のところで，例えば地球温暖化対策推進計画

とか，自然エネルギー立県とくしま推進戦略とか，水素グリッド構想，これらはそも

そもエネルギーを効率的に使っていこう，それに伴ってＣＯ2を削減していこうとい

う趣旨の計画であるので，緩和策に関するもの。今まではほとんどが緩和策だったの

が，今回新たに適応もここに入れ込んで，緩和と適応と両輪でやっていこうというの

が趣旨ではあるが，それが分かりにくいので，そこは工夫をさせていただきたい。

（部会長）

「仮称」というのはどうしますか。もとに戻しましょうか。

（異議なし）

（委 員）

４ページの図は環境部局が持っている計画だけしかない。いろいろな部局が計画を

持っていて関わってくると思うので，そこに適応策に関係するものがあるのであれば，

それも網羅的に書き上げたほうが全体像が分かりやすい。もちろん，それらが環境基

本計画の下にあるものではないと思うが，それらの計画と軸足を合わせていっしょに

やっていくんだということを表明できるような書き方のほうがいいのではないか。

（事務局）

私どもの意図としては，４ページの図の中で，環境基本計画の横に他分野の計画と

いうことで，ここで保健福祉や農林の部分と連携してやっていくということを書いた

つもりではあったが，そこも含めて分かりやすく整理する。

（委 員）

それぞれの部局が持っている上位計画があると思うので，そういうのも明確にして，

書き込めばいいのではないか。

都市洪水を防止する上で重要な観点として，雨水をどうやって地面の中に浸透させ

るかということについて，アメリカではレインガーデンというのが進んでいる。コン

クリートをはいで砂利みたいなのをしいて，水があふれずに染みこんでいくような考

え方で，要は駐車場とかのコンクリートをはいで，地下に浸透させるような場所を作

っていくこと。そういうレインガーデンを都市の中でしっかりと位置づけていく，例

えば，公共施設の中では駐車場をレインガーデンに変えていくとか。最近よくアパー
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トができてその中に公園があるが，しっかりとアスファルトで固めているような例も

見かける。都市計画の中でも雨水の浸透を上げていくような仕組みを入れていくこと

を考えられたらいいのではないか。滋賀県の流域治水条例によると，農業とか林業も

含めて，事業者は浸透度を低減するようなことをしてはならないという，事業者の責

務について触れているところもある。全体としてあふれ出させていかない仕組み作り

というのも有りではないか。

（委 員）

資料２の９ページのサンゴについて，徳島県の牟岐大島のコブハマサンゴは千年サ

ンゴということで非常に有名だが，それに加えて竹ヶ島の海中公園，エダミドリイシ

サンゴというのが県内では比較的広い範囲で生息している。牟岐大島と同様に，竹ヶ

島のエダミドリイシもやはり保全対象としてここの中に入れていただきたい。そうし

た場合に今，サンゴで大きな影響があるのは熱帯性のサンゴが進出しているというこ

と。スギノキミドリイシという，ミドリイシの中では大きい，元気のいい，成長速度

が速いものが進出している。これは牟岐大島周辺でも見られるが，竹ヶ島周辺でも増

えている。これは地球温暖化で海水温が上がってくると，海洋の生態系が全般的に北

上するので，そういう種の変化というのが発生する。また，サンゴと海藻というのは

競合関係にあるので，サンゴが増えるということは海藻が減少するということにつな

がっている。サンゴを守るということと，海藻を保全するということは，実は相反す

るところがあって，結構，水産業との競合関係にもある。そういうことも含めて，モ

ニタリングしていくことが非常に重要である。

戦略の中では，何が問題になってて，どういう優先度があるのかというのを明確に

するために，やっぱり定量的な評価をしっかり示すということが重要だろうと思う。

ウミガメに関しては，資料の中に「気候変動との関連性は現段階では明確ではない」

とのコメントがある。アカウミガメの減少の一番の理由は，東南アジアや東アジアで

の漁獲量の増大に伴う混獲である。その結果，日本沿岸に上陸するウミガメ総数が減

っている。一方，24年，25年，26年と上陸数が増えた理由は，平成23年の豪雨に伴っ

て海藻資源が増え，餌資源が増えたことが要因の１つではないかということも考えら

れている。餌資源の関係でいうと，冬場の水温が高くなると海藻が育たず，結果とし

て，アカウミガメの一番の餌資源である貝類の成長が遅くなり，多分１年半から２年

かけて影響が出てくる。これが25年，26年に出てきたと推測される。この時期は分析

をやっていないので，正確なデータは分からないが，過去に調査をしていた中では，

そういう傾向が現れていた。冬場の水温の低下によって大体２年ぐらいの時間差で上

陸数が増える，これは大浜海岸とかだけではなく，和歌山県や紀伊半島のいくつかの

海岸でそういう傾向が出ている。

地球温暖化とウミガメの関係で一番問題なのは，下に記載されている，砂場の温度

上昇に伴う子ガメの性比の変化。よく知られているように，砂の温度が29℃を超える

と全てがメスとなり，29℃前後でほぼ１対１の性比が決定される。アカウミガメの場

合もそれが明確に出てきていると実証されている。卵を守っている砂温が29℃を超え

るような状況になると，ほぼ100％メスになってしまうので，20年先に産卵が始まる

ときにオスがいないという状況になると。このように長期的には地球温暖化が影響し

てくるが，直接的には，上陸産卵ふ化率と地球温暖化の影響はあまり明確ではないん

じゃないか。こうした場合，仮に大浜海岸とか蒲生田海岸とかが，ウミガメの産卵に

適さない砂温になるとすれば，それに対する適応策として，少し北側にウミガメが産

卵しやすい海浜を造成するとかも考えられるが，実はウミガメ自体は黒潮にのって流
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されており，いったん黒潮が紀伊半島にぶつかって，最後に徳島の海岸に回ってくる

という流れになっている。従って，北に行っても産卵がしにくく，あまりいい環境は

作れない，基本的には南でないと産卵はしないということ。そういうようなこともあ

る程度定量的な評価をした上で，こういった戦略があるんじゃないかと。特に５年間

という限られた時間の中では，何を明らかにしてどういう戦略を持つかというのを明

確にすると，そういう視点も必要と思うが。いろいろな学会で適応について報告書が

まとまっているので，そういうのも参考してはどうか。

（委 員）

横断的取組みの，気候変動対策を推進する人材育成とあるが，ここでいう人材とい

うのは，何を目標にされているのか。

（事務局）

これまでの「省エネをしましょう」とか「自然エネルギー使いましょう」とか「環

境美化に努めましょう」とか「リサイクルしましょう」といった，緩和策中心の分野

ではいろいろな団体や人材も豊富にいるが，適応策は言葉自体が世間一般には知られ

ていない。今まで委員からいろいろ御意見をいただいた中で，地域で連携していく部

分や，ボランティア的に行政と協働でやっていただく部分もあると思うので，そうい

った意味で主体的になってやっていだけるような方々を育てていくことを考えてい

る。

（委 員）

今，委員からは，かなり専門的な内容で問題提起されているが，そういうのをこの

人材育成のところで進めたらどうか。

（委 員）

緩和策ならともかく，適応策で協働が必要な場面ってどんなところがあるのか。そ

れをあいまいなままで協働と書いているふしがあるので，明確にされた方がいい。

（事務局）

今後，具体的に明確にしていきたい。

（委 員）

例えばレインガーデンを浸透させるのであれば，各工場や事業体の中でやってもら

えるような仕組みづくりが必要だし，事業者の理解とか事業者の敷地内でできること

もある。ただ，本当に一般の人が適応策として何をするのか。九州で始まっているも

ので，屋根の上に雨水タンクをつけて流出を抑えましょうといった例があり，それは

各家庭でできる。

（事務局）

そういう各家庭でやれることを率先してやっていただいて，地域に広げていただく

とか。

（委 員）

そのように広げるためには，どういう人材育成が必要か，行動計画に盛り込まな
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いといけない。ビジョンと方針を一つ一つ明確にしていかないと。

生態系に関してはもっと練り込んだほうがいい。この場では全部言えないので，何

が課題であるのか，どう適応策がありえるのか，考えて提案する。例えば，冷水性の

魚は影響を受けると思うが，そういうのが全然入っていないし，山の上のほうにいる

生物とそれに関する産業も影響を受ける可能性がある。内水面漁業も含めて。そうい

うのもいろいろな産業の方から聞いて，どういった一次産業物が影響を受けるのか，

拾い出しておいた方がいい。

「強靭でしなやかな」という意味が分からない。国土強靭化は分かるが，この「し

なやかさ」がレジリエントな社会を目指しているのか。強靭さとレジリエンスは相反

する言葉のような気もするし意味が不明。「しなやかさ」は，戦略の中では基本的視

点の中で，「柔軟に対応する」としか書かれていない。「気候変動の進行に柔軟に対応」

というのが「しなやかさ」か。

（委 員）

サンゴの食害が出たときに，ボランティアでヒトデを取りに行く，そういう対応も

１つのしなやかさ。ニホンジカの食害が多いと，狩猟者を毎年数人ずつ増やして，そ

れでシカの食害を少しでも減らす，そういうのを「しなやかに」と解釈しようと思え

ば，できないことはない。

（委 員）

例えば東北の大震災の後，地域づくりと地域復興の視点の中に，社会が災害に対し

てしなやかに柔軟に対応する仕組みが重要といわれている。例えば，Eco-DRR，生態

系をベースにした防災対策やグリーンインフラを使う場合，海岸松は非常に大きなグ

リーンインフラで高潮に対しても有効なんですけど，その海岸松を維持していくには

地域の人が管理しないといけない。維持管理を持続的に自分たちでお金を取って頑張

っているわけ。そこにある地域のコミュニティとのつながりが，災害があったときに，

しなやかに対応できるという意味を持つと思う。そういう強靭さとしなやかさを併せ

持つような適応策という意味で，Eco-DRRとかグリーンインフラを入れるというのな

ら分かる。こういうふうな概念に変えてくれませんか。社会の対応策もしっかりと考

えておくことが必要。絆の復活というのが大震災のあと言われた。大規模災害が起こ

った後の社会復興では，社会的な絆や社会資本をどう修復するか，どう維持しておく

かということが災害の適応策だと思うので，そんなのをしっかりと盛り込んでいただ

きたい。

（委 員）

海や山，川というのは全国的に同じ状況と思うが，その中で，徳島らしく，という

のはどういう特徴が出てくるのか。

（事務局）

基本的なところは似た内容になると思うが，気候変動に対するリスクは地域によ

って異なる。例えば，農産物は地域によって主産物が異なってくると思うので，これ

によって地域の影響も変わって，対策も県によって異なってくる。また，北と南とで

は雪による災害と雨による災害など，地域ごとの差がある。徳島だと，農産物をいか

に守っていくかとか，新たな特産物をどう作っていくかとか，そこに徳島特有の部分

が出てくると考えている。
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(委 員）

学術的な内容のものばかりじゃなく，これぞ徳島と思えるところを何カ所か盛り込

んで欲しい。

(部会長）

戦略は５年間の計画なので，この間に実現できるような方向性をしっかりと書いて

いくこと。そして取組みの部分では，誰がどこまでやるのかをできるだけ具体的に。

その際には，行動計画とか強靭化の計画，また学会の資料なども参考にしてまとめて

いただく。また，意見にあったように，部局を超えて取り組むところは，新たなもの

として，戦略の中に入れていかないといけない。宿題がたくさん残りましたが，よろ

しくお願いする。

その他，事務局から何かありますか。

(事務局）

次の部会については素案を御審議いただくということで，５月か６月に予定をして

いるので，よろしくお願いする。

(部会長）

議題の進行は以上で終わります。

(手塚県民環境部長）

あいさつ


