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令和元年度 第２回 徳島県環境審議会気候変動部会 会議録

１ 日 時

令和２年１月３１日（金）午後１時３０分から

２ 場 所

徳島県庁１０階 大会議室

３ 出席者

＜委員＞ ２１名中１２名出席

（１号委員：環境の保全に関し学識経験のある者、五十音順、敬称略）

奥嶋政嗣委員、鎌田磨人委員、齋藤恵委員、貞本秀昭委員、佐藤智恵美委員、

田渕桂子委員、津川なち子委員、中央子委員、中野晋委員（部会長）、

西森ひとみ委員

（２号委員：市町村長又はその指名する職員、敬称略）

松崎由美委員、福岡祐司委員（代理：吉川祐介）

＜事務局＞

山根県民環境部副部長、里環境首都課長、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進捗等について

（２）徳島県地球温暖化対策推進計画（重点プログラム）及び「新たな削減目標」の進

捗等について

（３）「徳島県気候変動対策推進計画（緩和編）」（案）について

３ 閉 会

○配付資料

資料１－１ 「徳島県気候変動適応戦略」主な指標 進捗状況

資料１－２ 「徳島県気候変動適応戦略」文言等の見直し（案）

資料２－１ 徳島県地球温暖化対策推進計画（現計画）「進捗指標」について

資料２－２ 「重点プログラム」指標の進捗管理シート

資料２－３ 「新たな削減目標の設定と施策展開」主な指標

資料３－１ 小委員会での意見に対する対応状況

資料３－２ パブリックコメントの実施結果について

資料４－１ 「気候変動対策推進計画（緩和編）」（案）の概要

資料４－２ 「気候変動対策推進計画（緩和編）」（案）」
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○議事概要

（事務局）

会議の成立

（山根県民環境部副部長）

あいさつ

（事務局）

配付資料の確認

（部会長）

本日の議題（１）徳島県気候変動適応戦略の進捗等について、事務局からご説明をいた

だいた上で委員の皆様からご意見を頂きたいと思います。それでは県の方から説明をお願

いいたします。

（事務局）

資料１－１，１－２を説明

（部会長）

ただいまご説明頂きました内容につきまして、委員の皆様からご質問とかご意見がござ

いましたら宜しくお願いいたします。どなたからでも結構でございます。

特に資料１－２の５ページ等、新たな目標設定がなされることもありますので、目を通

していただければという風に思います。

（委員）

資料１－２の２ページ目についてですが、

これ私の個人的な興味を含めてお聞きしたいところなんですけども、「生態系を活用した防

災・減災についての調査研究」が一番下に書かれていて、平成成28、29年度が調査検討、

30年度は推進ということになってます。

調査研究に関して私も関わってるので、よく存じてるんですけれども、その推進体制や、

どう活用するかということについて、お聞かせ願えますか。

資料１－２の２ページ目についてですが、

これ私の個人的な興味を含めてお聞きしたいところなんですけども、「生態系を活用した防

災・減災についての調査研究」が一番下に書かれていて、平成成28、29年度が調査検討、

30年度は推進ということになってます。

調査研究に関して私たちも関わってるので、よく存じてるんですけれども、その推進体

制や、どう活用するかということについて、お聞かせ願えますか。

（部会長）

資料の１－２の２ページ目の。すごい大事なことだと思ってますし、そういう方向に舵

を切りつつあるので、率先して、モデルとして示していただければという感じはしてるん
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です。何かご回答いただけることはございますか。

（事務局）

ありがとうございます。

委員を中心とて、国のほうで3ヵ年事業ということで、ECO-DRRの検討を進めていただい

ているところでございます。また、県としても、28年度に策定した県の水管理条例でも明

記したところであります。

（委員）

推進するとしているので、関係部と連動して、環境部局の方からうまく働きかけられた

らいいなと思いますけど。その対策の推進体制についてまとめられているところもあって。

資料１－２の３ページ目の一番下のボックスですね。「地域資源を活かした防災・減災体制

の強化」というところで、環境対策推進本部を活用し、担当部局が密接に連携して調査研

究に取り組みます、と書いてらっしゃるので、これ多分日本の中でも新しい取り組みにな

ってくると思いますから、うまく連携して自主的な協議の場とか、進めるためのプラット

フォームを作っていただけたらありがたいなという風に思います。

コメントというかお願いです。ありがとうございます。

（部会長）

ご検討いただければと思います。

他にどうでしょう。どうぞ。

（委員）

私の方も反省を含めてですが、指標の進捗状況の達成状況を見ると、生態系絡みが極端

に低いので。数値目標を明確にされている、目標設定されているので、これをどう改善す

るか、１００に持っていこうとするかっていうのを検討することが大事だと思うんですけ

ど、それは何か検討されていますでしょうか。

（環境首都課長）

ただいま自然生態系の指標についてのご質問をいただいたところでございます。

順に申し上げますと「生物多様性リーダー数」につきましては、平成３０年度実績７０

人ということで、達成率70%になっているところでございますが、本年度、令和元年度時点

で９６名ということで、一年遅れではございますが、今、順調にリーダーの養成が進んで

いるところでございます。

次の「希少野生動物の回復計画」につきましては、まさにご存じの通りですね、「オヤニ

ラミ回復事業計画」を策定いたしまして、調査を進めているところでございます。当初、

３件の目標を掲げたところですが、１件にとどまっているということで、この点につきま

しても、条例に基づく、まず、希少種の指定であるとかですね、すでに指定している15種

の保護のさらなる促進を図ることで、今後、しっかり取り組んでまいりたいというふうに

考えております。

「海洋生物多様性を消失させる有害生物の駆除活動参加者数」でございますがこれにつ

きましては、千年サンゴのオニヒトデ等の有害生物駆除の参加者数ですね。継続的な駆除

活動によって有害生物が激減していることもあり、昨年はですね、発生件数が少ないとい



- 4 -

うことで、参加人数が目標内に留まっているところでございます。

生態系につきましでは、今年は、国連生物多様性の１０年の最終年度であり、節目の年

でもございますので、委員とも連携をさせて頂きながら、「生態系レッドリスト」の公表で

あるとか、アルゼンチンアリなどの外来種の対策の実践マニュアルの策定であるとか、こ

うした取り組みをしっかり進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解の

程よろしくお願い申し上げます。

（部会長）

ご説明ありがとうございました。

他にいかがでしょう。ないようでございますので、概ね報告事項についてご承認いただ

いたということで、２番目の議事に移らせていただいてよろしいでしょうか。

それでは、２番目の議事の「徳島県地域温暖化対策推進計画（重点プログラム）及び「新

たな削減目標」の進捗等について、県の方からご説明をお願いいたします。

（事務局）

資料２－１～２－３を説明

（部会長）

はい、ありがとうございました。ご丁寧に頂きましてありがとうございました。

それでは只今説明いただきました資料について、ご意見とかご質問あればお願いいたし

ます。

重点プログラムの方については、平成３０年が最終年度ということでございました。

もう一方の新たな削減目標の設定については、２０２０年が最終目標年度で、それに加

えて追加で設定されたというところでございますが何かございますでしょうか。

（委員）

資料２－２の１－１４についてなんですけど、「道路、河川等による法面緑化や植栽の推

進」について、法面に限っての話なのかもしれないですけど、徳島県の街路樹って相当に

ひどい状態で、４７都道府県のうちで４５位ぐらいなんです。

徳島市の街路樹を調べてるんですけど６６００本ぐらいで、それも代表的な８０地方都

市の中で７７位ぐらいです。かつ剪定状態が非常に強すぎ、夏にどれくらい日陰を作れる

かという、気候適応策としても重要な観点から調べても遮光していないという状況です。

管理費用がかかるというのは聞いてるんですけれども、低木にするだけであるんだった

ら全部やめた方がいいと思いますし、今街路樹に関して県がどれだけ苦慮しているかわか

んないですけども、かなり酷い。

取り扱いも生き物に対する取り扱いではなくて、物体みたいな形で扱っている。

直接関係ないけども、緩和策の吸収源としても増やした方がいいように思いますし、昼

間に出歩くことを考えると、ますます気温が高くなる中での日光遮断という面では、建物

の影と合わせて街路樹の影が効果を発揮するような方法を考えた方がいいと思いながら、

データを見ている。

夕方になると結構影を落とします。特に東西。南北は無理ですけど。なのでもう少し解

決とか予算も嵩むことだとは思いますけれども、街路樹に関しての目標というのは削除す

ることは何となく抵抗があります。
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（部会長）

県土の事業でございますけれども、何か分かるところがあればお願いいたします。

（事務局）

委員のご意見につきましては、県土整備部にもお伝えたいと思います。

指標化につきましては、今回新計画を作成いたしますけど毎年進捗管理とともに新たな

指標も考えますので、今後検討したいと考えております。

（委員）

道路全体で、国、県、市がどうしていくのか、ということも含めて、考えていただきた

いと思います。

（部会長）

はい、ありがとうございました。他にございますか。

数値だけで内容が読み取れない部分がありますので、なかなか意見が言いづらいかと思

いますけれども。

（委員）

資料２-２の１-１２について、見直し案の位置付けというのがちょっとよく分かってな

いんですが、「歩いて暮らせるまちづくりなどの推進」について具体的にどのような指標で

図られようとしているのか、もし決まっているようでしたら教えていただきたいんですが、

いかがでしょうか。

（事務局）

はい、ありがとうございます。

書かせていただいたのはまた後で説明いたしますけども、指標の前の対策の部分に該当

するという意味でございまして、具体的な指標はまだ搭載ができてない状況でございます。

（委員）

了解しました。

そういう方向性をもって考えるという意味で、書いていただいてるということですね。

（委員）

歩いて暮らせるまちづくりということは、結局歩道を整備することだけではないように

思います。歩いて買い物に行けたり、所管に行けたり。まちづくりそのものに関わってく

る内容だと思うんです。歩いて暮らせるまちづくりという風にして何キロとかいうだけで

はなくて、もうちょっと幅広い視点でも考え方というのが必要なんじゃないかなと思いま

す。

（事務局）

はい、ありがとうございます。

資料４-２の本体を見て頂きますと、１６ページになるんですけども、こちらに持続可能

な市街地形成の促進という白抜きの下に「歩いて暮らせるまちづくり」を搭載させていた
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だいてるんですが、歩道だけの話ではなくて、まちづくり全体としての市町の立地適正化

計画。こちらの促進という意味でございまして、徳島県は現在、徳島市と阿南市しか計画

がございませんで、こちらの推進と両市への支援というのを継続してやっていきたい。ま

ちづくり全体のビジョンを作っていきたいということでございます。

（部会長）

はい、ありがとうございました。

推進計画自体も後で確認をさせていただきたいと思います。

他にいかがですか。はい、お願いいたします。

（委員）

資料２-３の②の再生エネルギーに関係するところの３番で、水素ステーションの整備加

速というところで、整備が進んでるみたいなんですけど、最近の世の中の流れを見てたら、

水素によるものより、だんだんと電気で蓄電池、そういう電気自動車の普及の方が主にな

っているようですが、徳島は水素ということで、今後も続けていくのでしょうか。

（自然エネルギー推進室長）

例えば自動車ですと、確かに電気自動車というのがかなりシェアを持っております。た

だ燃料電池につきましても、例えば大型のバスですとかトラックですとか、そういうもの

を電動化しようとした時に、長距離を走らなきゃいけなくなると大きいバッテリーを積ま

なければいけない。結局効率が悪くなってしまいます。それと充填に時間がかかる。

その点燃料電池ですと、水素の充填時間は短いですし、また長距離を走らせようと思っ

たら水素のタンクを大きくすればいいだけで重量的にもさほど重くならないということ

で、電池と燃料電池とこれから棲み分けが進んでいくと考えております。

今トヨタ自動車も両方を展開していっているというところで、徳島県でもＥＶを全然否

定するものではございませんが、燃料電池も、例えばバスにつきましても、来年度の導入

を目指して進めております。

水素が優れている点では水素を進めていきたいと考えております。

（部会長）

なかなか普及は現実にはしてないので難しいところがありますけれども、普及を進めよ

うということは大事なところかなと思います。

他にいかがでしょうか。はい、お願いします。

（委員）

指標を出した時点では非常に大事だったんだろうと思うんですけど、評価がＣのところ

が削除であったりするのもちょっと気になったんですが、何箇所かあったんですよ。まと

められてどうなるかという話も説明聞いたんですけど、全体に説明する時にもうちょっと

丁寧に説明しないと評価が悪かったから削除になるんかなとか、他のものと一緒にまとめ

られるのかなっていうような気もします。

どうして今の時点で評価がＣなのか。何で削除するのか。まとめられるのか。という丁

寧な説明が全体の説明の時にはいるかなと思いますが。
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（部会長）

はい、ありがとうございます。

Ｃの評価のものも幾つかございましたので、十分分からなかったということで委員から

ございましたので、かいつまんでポイントをもう一度確認いただけますでしょうか。

（事務局）

特にＣで削除した項目につきましては、県の方で方針転換した分と、工夫して指標を転

換してさらに推進していくという趣旨のご説明もさせていただいてまして、設定時は大事

ということで設定させていただいたんですが、時代の流れと今の政策課題を踏まえまして、

修正をさせていただきました。ご理解いただきたいと思います。

（部会長）

腑に落ちないところもあるかもしれませんが、情勢の変化というのも一部ではあるよう

ですので、当然見直しというのがこういう形で実施されている。そういう意味では管理さ

れているというか、見直しを図って適切に指標を変更していくということも重要なプロセ

スかという風には思います。

よろしいでしょうか。

他にいかがですか。

それではもう一つ議題が残ってございますので、次の議題の方に移りたいと思います。

それでは本日の最後の議題になるかと思いますが、議題３「徳島県気候変動対策推進計画

（緩和編）」（案）について県の方からご説明をいただいたうえで、委員の皆様からご意見

を頂きたいと思います。それでは説明をお願いします。

（事務局）

資料３－１、２及び資料４－１、２を説明

（部会長）

丁寧にご説明して頂きました。また前の方の部分を参考資料として後ろにまとめていた

だいたので、随分見やすくなったように思います。

それでは委員の皆様からご意見を賜ればと思いますが、いかがでしょうか。

なかなか分量のあるものですけれども、ある程度まとめていただいてるかなとは思いま

すが。

（委員）

教えて頂きたいんですけど、４ページの徳島県の温室効果ガス排出量が２０１１年以降

の、東日本大震災の影響で増加しているという事の関係性が今ひとつ分からなかったんで

すけど、徳島県には原発はないが、全国の供給量をまかなうために四電が増やしたという

ことですか。

（事務局）

東日本大震災の時点で、四国で言いますと伊方原発が稼働を停止しまして、火力発電所

をその代わりに稼働したことに伴いまして、ＣＯ2の排出量の面で見ますと、同じ電力量で
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も排出が多くなったという現象が全国で起きました。それに伴いまして、２０１３年をピ

ークにＣＯ2排出量が全国的に増えております。四国もこの状況で増えておりますというこ

とでございます。

（委員）

四国電力から電力を使ってるからということですね。

（事務局）

ＣＯ2の換算の仕方なんですけども、電力を使ったところでＣＯ2が出た、間接排出とい

う考え方を日本はとっておりまして、発電所で電気を作るときに出たＣＯ2を、電気を使っ

たところでカウントするという方式になっております。

（環境首都課長）

ちょっと簡単に補足をさせて頂きますと、同じ電気を使用したとしても、その電気を生

み出すのに石炭・石油を使って電気を供給してるか、原子力で供給してるか、自然エネル

ギーで供給してるかによって、同じ電気でもＣＯ2の量が違うんですよね。当然石炭を使え

ばＣＯ2はたくさん出るし、原子力であればゼロだと。そういう考え方でございます。

（委員）

わかりにくいんですが、徳島県内で電気を作った量と徳島県全体で消費した電力量と、

どちらのＣＯ2の量なんですか。

（事務局）

実際にＣＯ2が出るのは電気を作ったときなんですが、計算上は日本のやり方が使ったと

ころのＣＯ2をカウントするやり方になってます。

作った方ではなくて、使った方です。

（部会長）

橘湾の石炭火電ありますけど、石炭火電の電力を関西方面で使ってると、関西の方で排

出したという計算になってる。そんな意味ですよね。ですから実際にどこで出てるかとい

うよりは、どこで消費したの。排出量として換算してるというそんな感じですね。

（委員）

基本的なことで教えてください。

温室効果ガス排出ゼロって言わずに「実質ゼロ」って言うのと違いは何なんですか。

必ず実質ゼロで出てくる。ゼロにするんだったらゼロでいいと思うんですけどね。

（事務局）

排出量をできる限り低減した上で、それに吸収量分を差し引くという意味です。

森林でＣＯ2を吸収しますので、その分を減らしてトータル実質的にゼロになるという意

味で、さらに今まだ実証段階にありますＣＯ2を捉えて閉じ込めるような技術も今開発中な

んですけど、そういうのも含めてゼロにするという意味です。ＣＯ2の排出自体がゼロにな

るとまでは言えないということです。
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（委員）

１６ページの「歩いて暮らせるまちづくり」のところでは、適正化計画の策定などを挙

げていただいてるんですが、最後の指標のところを見ますと、計画の策定数にあたるよう

なものに関しては、３６ページ、運輸部門の④鉄道のところに掲載されている「地域公共

交通網形成計画」などがあるんですけども、これと同等の計画のレベルのものですから、

掲載していただいた方がいいと思うんですがいかがでしょうか。

（事務局）

今のところ指標化が今まだ設定が困難でございまして、立地適正化計画の計画するとい

う指標はまだ搭載はできておりません。ただ毎年の指標の点検の際に、施策の進み具合に

よりまして、新たに搭載するということはまた検討したいと考えています。

（部会長）

推進をするということは挙げていただいてますけども、目標値にはなっていないという

ところでございます。他にいかがですか。

はい、よろしくお願いします。

（委員）

体系を聞いときたいんですけども、エシカル消費で有機農業とかが拡大することと、炭

素削減は具体的にどういう関係があるんですか。

化石燃料とか化石肥料の削減と有機肥料を使うことによるトレードオフで、本当に炭素

はだいぶ減るというイメージなんですか。エシカル消費そのものを応援するということは

構わないと思います。やっていくべきだと思います。

もう一つ、ＥＳＧ投資は非常に重要だと思ってて、それを応援する方向として消費者に

とっては、どの会社のものを買えばいいのかとか。買うことを通して応援するというのが

でてきますよね。売る側、金融の投資側が、消費者に対して買うんだったらここ買いまし

ょうよみたいな情報提供とか、そういうのも大事だなと思うんですけど、それも合わせて

エシカルなことと炭素削減の関連性について、この計画の中でどんな風に整理されていて、

我々は応援側としてどういう風に応援していけばいいのかを、県民の方達に伝えていけば

いいのかなとは思います。

（事務局）

エシカル農作物でございますけれども、肥料の関係もありますし、農地自体も安全安心

な農業経営により吸収源にももちろんなりますし、他の項目と比べて量としては少ないか

もしれませんが、ＣＯ2削減につながる取り組みであると考えています。

また、消費者側が環境に配慮した企業を応援するような取り組みでございますけれども、

ＥＳＧ地域活動協議会の中でも、例えばですがチャレンジメッセの出展支援であるとか、

表彰制度等で環境に配慮した企業を積極的にＰＲするという支援をさせていただきたいと

考えてまして、そういう取り組みも含めてこの協議会の中で取り組んでいきたいと考えて

おります。
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（委員）

農業の話はちょっとよくわかんないですけど、反対するわけじゃないんですけど、農家

の方がどういうとこについて、例えばビニールハウスの回収活動ですと再利用をやるとか、

そういうとこでエネルギー回収できるような作業になるのかっていうことと、もう少し い

ってあげた方が分かりやすいような気もする。もうちょっと何か具体性が農家の方に伝わ

ったほうが応援しやすい感じがするんですけど。消費者もそれが分かりやすくなるし、ど

ういう農家の農産物を買いたいと思うかということですね。生物多様性と気候変動と合わ

せてになりますけど。

でも実際やれるところだと思うし、農家さんがそういう風にもっていくことは消費者と

して買い支えができると思う。

（県民環境部副部長）

まさしく農業のエシカル分野ということで、それがいかに脱炭素に貢献するか。特にＧ

ＡＰ農産物。ＧＡＰというのがまさしく環境に配慮。そのあたり全て配慮した中で、例え

ば廃棄物。このあたりの適正遵法方針。法を守った中で環境にも配慮して人と動物が共生

できるような、こういう社会づくりをやっていくのがまさしくＧＡＰということで、それ

と同時に有機農産物ということで化学肥料。電気エネルギー等を利用していない化学肥料

を使わなくて、有機産物とする。それは若干でございますけどやっぱり脱炭素に貢献する

いうことで、そういう総合的な中で指標的な部分ももう少し分かりやすく記載をした方が

いいかなっていうことを、県も検討していただきたいと思います。

（環境首都課長）

環境に優しいＣＯ2の削減の分野で申し上げますと、今ご指摘いただいた１６ページのエ

シカルの拡大の一つ上に、農林水産省における省エネ低コスト化ということで、ＣＯ2削減

効果の高い設備の導入であるとか、あるいは断熱資材循環線などの導入推進。石油に依存

しないまちづくりということで、ご承知のように、農業でもハウスでボイラーをガンガン

焚いたり、ハウスみかんはほとんど石油で出来ているという話もあったりするぐらいです

ので、そうした点でＣＯ2削減に取り組んでいただけるには指導もしますし、農家の方でＰ

Ｒいただけるように推進をしてまいりたいと考えております。

（委員）

１４ページの「ビジネススタイルの変革促進」のところの２番目「排出削減に対するイ

ンセンティブの付与」というのがあるんですけれども、現在「排出削減計画書」の提出義

務のない中小事業者も対象にって書いて、インセンティブの付与制度の創設という風にな

っているんですけれども、現在小さい建築事業者とか土木事業者がエコアクションを取っ

ておられるんですよね。既に計画書を必ず出していく。登録もそれが必要になっていくと

いうことで、実際に取り組んでいます。そことインセンティブの関係ってどういう風にな

るのかなというのと。

インセンティブだけ与えるということで、３５ページのところのは、上の段のＥＳＧの

活動制度は数値が出ているんですよね。ところが中小でどれだけ削減したかというような

数値の目標みたいなのを、このことをやることで出てくる可能性はあると思うんですけど

も、それがここには全く触れられていないので、是非とも徳島県は中小企業者が多いと思

いますので、そういった取り組みを数値化して皆でやっていこうよねというようなことに
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繋げていただけたらいいんではないかなと思います。

（部会長）

はい、ありがとうございました。

今のご意見に関してはいかがですか。具体的に何かインセンティブ付与制度の実現に向け

た取り組みというのはスタートしてるんでしょうか。

（事務局）

はい、ありがとうございます。

インセンティブの付与創設については、まだ検討中の段階でございますけども、上のＥ

ＳＧの金融協議会。こちらで実施する融資制度。これにエコアクション２１、こちらの事

務局が中小企業団体中央会さんが今事務局されてますけども、そちらと掲出義務がない中

小企業者対象の計画書制度。こちらなんかを融資の前提にさせていただいたりして、イン

センティブというのが協議会の制度に組み込んでいきたいと考えてます。

指標の支援件数というのが、今後インセンティブとつなげていきたいと考えてます。

（委員）

融資だけでなく、排出量的な部分も今後の作業になると思うんですけど、中小企業者の

削減て大きいと思うんですよね、徳島県にとっては。そこら辺がもうちょっと見えるよう

な感じにできたらいいと思います。民生部門は必ず出てるんですけど、中小企業者のとこ

ろって案外出てないかなと思いました。

（事務局）

ありがとうございます。

ご意見を踏まえまして、排出削減につながる中小企業の取り組みについて研究を進めてま

いりたいと考えております。

（部会長）

はい、他にご質問ご意見ございますか。

はい、それではご意見もないようでございますので、まとめさせていただきたいと思い

ます。

資料４-２の案でございますけども、いかがでしょう。

大きく変更に対してのご意見はなかったようでございますが、計画策定に関しては前の

部会でも話をされてるところでございまして、答申案をまとめさせていただく必要がござ

いますけれども、原案通りの内容で承認するということでよろしいのでしょうか。

（委員）

議会等の意見を踏まえて微修正されるようにということなので、そこは部会長に修正し

ていただいて。

（部会長）

はい、分かりました。

一部に軽微な修正をということでもございますが、それについてはまず県の方でまとめ
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ていただいたうえで、会議でお認めいただくという時間というのもないようですので、修

正案については部会長にご一任いただくということでよろしいでしょうか。

はい。それではそういうことでまとめさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。

本日修正も含めてご承認いただきました計画案につきましては、徳島県環境審議会運営

規程第８条第２項の規定に基づきまして、環境審議会での決定事項として後日知事に答申

をいたします。その後県議会でもこの答申案をもとに、審議頂くことになっていますので、

さらに修正等が必要でございましたらその場合の対応についても、私にご一任いただけれ

ばと思います。よろしいでしょうか。

はい。意義がないようでございますので、そのように対応させていただきます。その他事

務局から何かございますでしょうか。

（事務局）

それでは、今後のスケジュールを簡単に申します。

本日承認いただいた計画案につきましては、県議会に報告してご意見をいただきます。

協議会のご意見等を踏まえまして、環境審議会から県への答申を行っていただきまして答

申を踏まえ、県では今年度中に新たな計画を決定する予定でございます。

以上です。

（部会長）

はい、分かりました。只今ご説明いただいたスケジュールで進めてまいるということでご

ざいますが、何かご意見ございますか。よろしいでしょうか。

それではその件についてもご承認いただいたということで、本日予定していました議事は

これで終わりでございますので、ここで終了とさせていただきたいと思います。

活発なご議論いただきまして、また円滑な進行にご協力賜りましてありがとうございまし

た。

それでは事務局にお返しいたします。

（県民環境部副部長）

あいさつ

（事務局）

以上をもちまして、徳島県環境審議会気候変動部会を閉会いたします。

ありがとうございました。


