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令和２年度 第１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１２月２２日（火）午後３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１４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）

鎌田磨人委員、齋藤恵委員、住村洋昌委員、高村千恵子委員、田渕桂子委員、

田村和之委員、津川なち子委員、中野晋委員（部会長）、西山成実委員、

橋本千榮子委員、北條昌秀委員、本仲純子委員

（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、德永高啓委員

＜事務局＞

山根危機管理環境部副部長、熊尾環境首都課長、ほか

○会議次第

１ 開 会

２ 議 事

（１）徳島県気候変動対策推進計画（適応編）【素案】について

３ 閉 会

○配付資料

資料１ 気候変動適応戦略の改定について（諮問）

資料２ 気候変動対策推進計画（適応編）の概要

資料３ 気候変動対策推進計画（適応編）【素案】

○議事概要

（事務局）

会議の成立

（山根危機管理環境部副部長）

あいさつ

（事務局）

配付資料の確認
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（部会長）

（資料１）県から環境審議会に「徳島県気候変動適応戦略の改定」について諮問がなさ

れております。

当審議会の運営規程によりますと、今回の案件については、気候変動対策に関する基本

方針である計画の改定が主な審議事項になりますので、「気候変動対策に係る重要事項の審

議」を担当する気候変動部会の所掌になろうかと思います。

ついては、この内容に関して本部会の委員の皆様に御検討をお願いしたいということで

ございます。

それでは、資料２「徳島県気候変動対策推進計画（適応編）の概要」について、県から

説明を受けた後に、委員の皆様から御意見を頂戴したいと思います。

（事務局）

資料２を説明

（部会長）

具体的な内容については資料３で踏み込んで説明してもらいますが、資料２の概要で適

用編の根幹の部分を説明いただきましたが、これについて、御意見やご質問ございました

らお願いします。

新たに「事前復興」の分野を追加し、かなり思い切った内容になっているかと思います。

（委員）

詳細のところで話そうと思っていたんですが、今朝も環境省との会議があって、徳島県

のことをかなり期待しておりました。それは流域の水管理条例があって、流域治水をやっ

ていきますというところが期待されています。農地や森林をいかに使っていくかというと

ころが、条例と関連づけながら、環境の方でいかに有効に使うか。流域水管理課と連携を

進めながら、溢れることを前提として、かつうまく適応していくということを、国として

も考えられていると思うし、委員が座長を務められているのもその意味。この部分が事前

復興の中では弱い。柱としてせっかく作ったのなら今進める施策との関係性をもう少し明

確にした方がいいという感想を持った。

（部会長）

事前復興と自然生態系、また水環境、こういったところが非常に重要であるのでより強

調して取り組んでいくべきということでしょうか。

（委員）

私としてはそう思っている。ＥＣＯ－ＤＲＲをしっかり盛り込んでいくのが適応策とし

ては望ましいと考えている。ＥＣＯ－ＤＲＲを盛り込んだ条例を作っているので環境の方

からも寄り添っていく方がいいのではないかと。環境省側で期待しているのは水が溢れて

いるところをうまく有効活用していくことで水辺の生態系も守れ、生物多様性もより価値

づけられるのではないか、ということが期待されているということです。

防災と生態系を活用していくというのは非常に親和性が高いと思っていて、うまく関連

づけて適応策として仕上がっていけば、より新しいモデルとして示せるんじゃないかと期

待している。
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（部会長）

せっかくまとめられる中で、徳島県の独自性とか先進性を示すべきであろうということ

の御意見でした。どう書いていくかは難しいところで、行動計画の中にどう書いていくか

と言うことに帰着してしまうものではないかと思う。

（環境首都課長）

ＥＣＯ－ＤＲＲを含め、もう少し踏み込んで書けないかということだと思います。自然

生態系については、後ほど説明させて頂きますが、資料３の４７ページに「生態系を活か

した防災・減災対策の強化」として項目を立てております。表現についてはさらにどうい

った書き込みをしていくか、検討させて頂きたい。

（部会長）

資料３の説明のあと、もう少し突っ込んだ意見交換をしたいと思います。ほかにありま

せんか。

概要のところはキャッチフレーズという趣旨と思う。

（委員）

自然生態系の主な指標、「生物多様性リーダーの普及啓発活動回数」が適応策の指標とし

て目玉になるのか、と思うし、農業については、特に害虫、農業被害をもたらすものはモ

ニタリングが重要だとおもう。昆虫のマニアとの連携、農業害虫の早期発見、モニタリン

グが大事。

リーダー普及啓発活動はわれわれが現にやっていることだが適応策らしい指標が必要で

はないかと思う。

（部会長）

ほかに、わかりにくい表現などございませんか。

一点私から、計画の特徴③で、「影響に係るプラス面」ですが、おそらく「気候変動の影

響に係るプラス面」であると思うが、主語がないのでわかりにくいので表現を検討してい

ただきたい。

（事務局）

影響のプラス面については、黄色色づけで表現していますが、その説明表記がないため、

わかりにくいかと思いますので、その点も含めて修正したいと考えています。

（部会長）

それでは、資料３「徳島県気候変動対策推進計画（適応編）」【素案】について、県から

説明をいただきたい。

（事務局）

資料３を説明
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（部会長）

はい、ありがとうございました。全般について、詳細に説明をいただきました。

どちらからでも結構ですので意見を頂ければと思います。

（委員）

自然生態系に関連するところからお聞きしたいと思います。

ニホンジカの食害って結構大きな問題なんですけど、気候変動と関連づけられてるのは

特に高標高域の鹿の繁殖と自然植生への影響というのは気候変動と大きな関係があるとは

思うんですが、農業被害というのは、低標高なので気候変動とどれだけ関係してるのか定

かではなくて、むしろ自然植生域への影響を低減できるかが適応策としては重要だと思い

ます。

ブナ林とかシラビソとかが気候変動の影響で減少していくことに対して自然遷移に任せ

るのか、別の樹種に遷移すると書いてありますけど、ちゃんと遷移するのかどうかわから

ないので。

森林の変化に対してどう適応するのかっていうことは生態系としては重要な問題だなと

個人的には思っています。

それに対する適応策というのはここには書かれていないので、どうしたものかなってい

うのが素直な感想です。

ウミガメのことも書いてあるけれども、気候変動との関係性は分からないので、例示と

してふさわしいかはわかりません。対策として書かれている４６ページ、現在の取組状況

としては人のことしか書かれていないことと、特定外来生物の水際対策は本当にがんばっ

てやって下さってると思います。

加えて、具体的な生態系に対しての適応策っていうのが、適応策として打ち出すのであ

れば必要ではないかと思いますね。実際に自然当局の中で検討した事はございません。

陸域生態系の中で、プラス面の効果として挙げられているブランディングに関しては、

これがプラス面の効果的利用として例示されていることの意味が分かりません。これ自体

が生物多様性活動認証機構は私たちが作ったもので、この背景は理解してますし、進めて

いることも分かってはいるつもりですけど、プラス面の効果的活用に挙げていいですか、

って聞かれて、いいですよ、と言ったものの、これがなぜ適応策として示されているので

しょうか。

あと、広域アクションプランはしっかり作っていただいたらいいと思いますけども、人

の問題だけで大丈夫ですかっていうことと、生態系レッドリストがどうして適応策として

関係づけられるのかも不明です。今年中に、今年度中に発表する予定ではいると聞いてま

すけれども。

生態系に関してはもうすこし踏み込んだ内容があればうれしいと思いますが、どう踏み

込むかはちょっと思いつきません。

あと少し気になったのは、自立分散型エネルギーを目指しますって書いてありますが、こ

れは非常に大事なことだと思います。自然再生エネルギーの利用は地域、地域、あるいは

施設、施設でやっていくことが大事だと思います。そのなかで学校にクーラーが全部入っ

てるっていうことが書かれていましたが、適応策として大事だと思います、健康のために

は。

このクーラーのエネルギー源を学校でちゃんと作ってるのかどうかとか、学校とか公共

施設の中で太陽光発電とか入れながら自給していくような施策が打てたら、気候緩和と気
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候適応が達成できるかなと思いながら聞いておりました。

予算を伴うのでどれくらい出来るのか分からないですけれども、挙げていけないでしょ

うか。

その実質的な分散型エネルギー生産というのは非常に重要で、森林の方では薪を生産し

て、暖房の燃料を里山の方に切り替えていくというはありだと思いますし、常備しておく

ことで災害時の代替エネルギーとして活用できるっていうようになると思うんですけど。

その辺がもうちょっと踏み込んでいただいたらいいかなと。

（部会長）

はい、ありがとうございました。いくつかご指摘いただいた。自然生態系の中のニホン

ジカの問題について、具体的な戦略がもう少し記載できないか、あるいは沿岸生態系の問

題に関しても、アカウミガメについて、気候変動の影響があるかよくわからないというよ

うなご発言があり、気候変動の影響がはっきりしたものを記載するほうがいいんじゃない

かというような意見だったように思います。

（委員）

ウミガメに関しては例えば砂浜の減少とか影響するかもしれません。

養浜することは魚の個体に対しての有効な政策にもなり得るので、ウミガメのための浜

を養浜しながら高潮対策に使うとかですね。カナダでそんなこと行われてるんですけど、

そこまで突っ込めるかどうかは別にしてそういうアイディアとかもあってもいいかなと思

いました。

（部会長）

あと自然エネルギーの問題に関して、具体的な戦略を入れられるなら入れてほしいという

ような、だいぶ変えて説明してますけど、ほかいろいろご意見頂けましたが、どうですか、

反映していただける部分ってありますか。

（環境首都課長）

ウミガメのお話もいただきました。文献によりますと、例えばの砂浜の温度が上がると

オスとメスの比率が変わるとかそういう話もあったかと思います。ただそれが気候変動な

のかと言われますとちょっとここに書いてありますように明確ではないという言い方しか

できなくなってしまうんですけれども、そういったことから、あえてウミガメというのを

入れさせていたところでございます。入るのが適当かどうかというところで私どもの方で

も再検討はさせていただけたらというふうには思います。

あと自然エネルギー、自立エネルギーのお話でございます。学校のクーラーのエネルギ

ー源がどうなっているかというところですけれども、公共施設につきましては太陽光発電

がかなり普及しておるところでございます。ただ100%賄えてないというのもおそらく事実

だろうと思います。

こういったことについて、この計画ではございませんけれども、エコオフィス徳島行動

計画の中で出来るだけ自然エネルギーに切り替えましょうというような表記もございま

す。全体の流れとしては、県の公共施設についてはそういう流れであろうというふうには

考えております。この計画でどこまで謳えるかはまた検討したいと思います。
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（部会長）

はい、ありがとうございました。

まあ、確かに太陽光発電は普及してきましたけれども、例えば蓄電池の普及率は非常に

低いということもあって、太陽光エネルギーを十分活用する上では家庭用蓄電池の普及な

んかもとても大事な戦略のような気がします。

（委員）

おっしゃるとおり蓄電池の活用は非常に大事なんですけど、やっぱりお金がかかるって

いう面がなかなか実現していくところに難しいところがあるかなと。

水素の自動車の話もありましたけど、これも諦めずに目標として掲げて、災害時の活用

も含めて推進して頂きたい。

水素の研究者の意見では、技術はだいぶ固まってきたけども、コストの面と実運用で難

しさがあってということなんですけど、かつて歴史を振り返ると、天然ガスも含めて運用

コストがかかるって言ってたところを石油ショックになると、やれっていうことでやらな

いといけないっていう動きが来た時にさっと動けるって言うことがありますので、太陽光

も含めて大事なことかなと思います。残念ながら小学校や中学校で建屋の面積を賄うほど

太陽光が置ける程度のエアコンは間に合わないんですけど、ただ教育効果はあると思いま

すので、この屋根いっぱいについた太陽電池があってもエアコンは止まっちゃうのかと、

扇風機だった動くなとか、扇風機でしのごうか、っていうアイデアを出してくれたりして

て、もっとエネルギー取れないかなって科学技術に興味を持ってくれるように持っていけ

るのが長い目で見て大事かと思いますので教育効果もあるかなと思います。

大学だけではなくて、小中学校の低学年の学生の目の届くところに太陽光利用を可能な

らば進めていただければと。

（部会長）

ありがとうございました。

太陽光発電を備えている学校も最近はぽつぽつ増えているんじゃないですか。

（環境首都課長）

数字を持ち合わせておりませんので、ちょっとお答えしにくいんですけれども、おそら

く、小規模かもしれませんけれども、太陽光電池はかなり普及していってるんじゃないか

なというふうには思っております。ただ委員おっしゃるようにまだまだ充分ではないとい

うところは間違いないかと思います。

（部会長）

他にいかがですか。

（委員）

２７ページでちょっと気になりまして。ずっとインターネットで調べたんですよ。

委員の中で知見があったら教えて頂きたいんですけど、気候変動による外来種の侵入・

定着に関する研究事例は現時点では確認されていないっていうことなんですけど、こうこ

ういう言い方は研究者の世界では非常に怖くてですね。なにか調査があってこういうふう
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に書かれてるんでしょうか。

その場合、外来種にも「敵対的」でしょうか、専門外ですが、敵対外来種とむしろ受け

入れてもいい外来種があって、受け入れてもいいんじゃないかっていう、米国のアイデア

も出てきたりしていると聞いています。

敵対的の方の外来種を指しているんだと思うんですけど、ある意味は受け入れ可能な外

来種は受け入れて、マンゴーをそういっていいのかわからないですけど、受け入れられる

ものは受け入れて対応していこうっていうのが趣旨だと思いますので、ここは表現気をつ

けた方がいいかなって思いました。

（部会長）

はい、ありがとうございました。

どうでしょう。委員の皆さんで御存知の方。

（委員）

「侵略的外来種」っていう言い方をしますけれど、特に現在の生態系に影響を与えるも

のに対しては何らかの対策が必要ということになると思います。

今、農業被害を起こしていると、温暖化とは関係ないと思いますけども、おとといの新

聞で特集されていたのは、カメムシの仲間。徳島に定着しているということも報告されて

いて、なんとかしないといけないと思いますが生態系なのか農業の問題なのか定かではさ

いですが。

一方で、入ってきても特段の害はない奴は特定の対策をしなくてもしなくてもいいのか

もしれませんが、それは入ってきたものがどういう生態的な特性を持っているのかを見分

けつつ判断していくことになるんだと思います。

重要なのは何がどこに入って来てるかっていうことをチェックする仕組みを早急に作っ

ておかないと、農業被害が起こってから対策をするっていうことは、それが適応策なんで

すけど。

例を申し上げますと、桃とかに被害をもたらしてるかカミキリが入ってきていますけれ

ども、昆虫マニアの間では結構前から知られていました。珍しいカミキリがいるってこと

で報告はされていたものが、長い期間を掛けて害虫として広がったものですけれども、昆

虫マニアとか、昆虫愛好家の方達といかと連携をして水際でその情報を収集して農業部局

と連携しながら対策に乗り出せるかっていうことがその予算とかお金とかどれだけを低く

抑えられるかという上で非常に重要だと思います。

そういう仕組みを作っていくってことを目標に上げていくとことの方がむしろ適応策と

しては望ましいんだと思います。

（部会長）

ありがとうございました。

コメントいただきまして、参考にしていただければと思います。

現時点では確認されていないという表現は正しいんでしょうか。ちょっと断定は厳しい

でしょうか。

（委員）

少なくとも南方系の種が生き残っていける温度になっているというのは事実ですので。
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（部会長）

ちょっと表現を少し検討していただいたらと思います。

他にいかがでしょう。

（委員）

５６ページの計画の推進体制のところなんですけど。

最初に出てくる県民・民間団体の役割のところで、県民は具体的な実践・行動、ライフ

スタイルの見直しが期待されます、ってなってます。セミナー、イベント等の参加、諸々

書いてあるんですけど、これって県民の皆さんにしたらなんかすごく突き放したような言

い方に思います。

セミナー等に参加してライフスタイルを見直しましょうって、まあそういうことなんで

すけど、これ読んでその影響に適切に対処できるような具体的な実践行動ってすごく難し

くてわかりにくいですよね。下見てたら行政の役割のところで、各種行事や広報誌等を活

用した広報啓発の実施と書いてあるんですよね。

だったら、そういうような広報啓発を県民の皆さんはしっかり見て情報を得て、自分の

行動に移していきましょうとかね、もうすこし丁寧に書いていただいた方がいいんではな

いかと思います。

関心のある人だけが、そのセミナーとかイベントに参加して、関心がなかったらもう知

りませんよ、みたいな感じに読み取れるんですよね。だから、そこら辺はもうちょっとわ

かりやすい表現に変えてもらった方がいいんではないかなと思いました。

（部会長）

はい、ありがとうございました。

表現方法を少し工夫して、県民も民間団体も積極的に参加したくなるような表現にして

頂きたいということですので是非ご検討ください。

他にいかがでしょう。

（委員）

県民が参加して学ぶべきこと。

緩和策の方で非常に重要だと思うんですけど、適応策でどういうことを啓発して県民が

実践に移していただけなければならないのかって、緩和策と適応策は全く違うと思うんで

すね。県民が参加して適応策として実施できるものとして、どういうことが想定されてる

んですか。

（環境首都課長）

普及啓発するものとして、適応策のことで申し上げますと、例えば熱中症対策であれば

こまめに水分を取りましょうであるとかそういったことが入ってくると考えています。

（委員）

あまり詳しくなくて、専門的なことはわからないんですけれども。

説明していただいて、先ほど委員の先生がご指摘くださったように、なにか危機感って

いうのがあまり感じられないといいますか、温暖化っていうのはすごく迫っている中で、



- 9 -

一人一人が危機感を共有して今すぐにでも行動しなきゃいけないという風にグレタさんが

声高に演説とかしているんですけれども、客観的な表現が多くてですね、もっと一人一人

が考えていきましょう、行動に移していきましょうっていうメッセージが少し弱いのかな

っていうような印象を持ちました。

適応策で一番私が関心を持ってるのは防災に関してです。徳島県では南海トラフ巨大地

震に備えてということが、日本では阪神大震災、東日本大震災以降、徳島県ではあります。

気候変動によって生じる河川の氾濫とか、地すべりとかその辺に対するあの警戒心があの

県民一人一人非常にまだ意識づけられていないのではないかと考えています。

河川の氾濫という部分につきましては２０ページ見ますと、全国の推計が記載されてい

ますが、県内の河川ではどうなのか、ご近所の河川が氾濫する恐れはないのかとか。

気候変動に伴うその洪水のハザードマップみたいなものがあるのかであるとかですね、一

人一人が考えられるようなものになっていただきたいなという、ご要望でございます。

（環境首都課長）

まず一点、危機感が足りないのではないかという御指摘をいただいたところでございま

す。気候変動対策につきましては緩和策と適応策、二本立てということでえどちらかと言

うと緩和策の方は、地球温暖化を食い止める、とかなり前のめりになるものですが、適応

策はそれでも防ぎきれないものに適応していきましょう、平たく言えば慣れていきましょ

うというもので、どちらかというとイメージ的には、ほわっとしたものになってしまうの

かなとは思います。ちょっとこの辺の表現については再度検討させていただけたらと思い

ます。

（部会長）

緩和策も適応策も「待ったなし」であるというふうには感じますけども。

他にどうでしょう。

阿南市から風力発電を推進されている立場から何かご意見ございませんか。

（委員）

阿南市では風力発電に係るゾーニングを実施しているんですが、菅総理が発言された

2050年までに、ＣＯ２をゼロにするという宣言、そういった政策等も考えて再生可能エネ

ルギーの利用っていうのはこれから今後進んでいくとは思います。またこの温度上昇に適

応していくのもなかなか行政としても施策を立てるのが難しい。難しい状況の中で徳島県

が適応策にも取り組まれてるので、一緒に取り組んでいきたいと考えています。

（部会長）

はい、ありがとうございました。

県の計画でございますけれども、市町村も一緒になって取り組みが図れるようなメッセ

ージが計画に盛り込めると非常にいいかなと思います。

（委員）

先ほどの話しの中に４６ページで、生き物に配慮した取り組みとして、認証ロゴマーク

とコウノトリれんこんの話しがありましたけど、例えばレンコンが作られているところは

湿地の氾濫原で洪水が起こりやすい所です。宅地に変わらずレンコン畑としてずっと維持
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されること自体、湿地として維持されることが防災上、非常に重要で、生産者を助けると

いう意味合いでロゴマークを活用しましょうと、そこまで説明していただくとよく分かる

と思います。

「生きものに配慮した取組で生産された農作物」も同じような意味合いで作ったもので、

農地はある意味、防災の場所として非常に重要な役割を果たすんですけども、今の状況は

農地を手放して宅地にしてしまったりすることが行われていて、人口減少化で農地として

継続困難になってきたときに宅地に転用されてしまうことを消費者みんなで助けましょう

というメッセージ。

そういうことも踏まえて県が私たちの活動を応援してくれると助かると思いますけども

ここに載せていただくのであれば、そうした意味合いも含めて県がもう少し私たちの活動

を応援していただければ助かると思います。

農家の取組を認証することが、これからの気候変動にどういう意味を持つのか、メッセ

ージを入れていただけたらと思います。よろしくお願いします。

（部会長）

最初のご意見の時は気候変動の影響のプラス面の効果的活用という点で書くのはおかし

いと、書く場所を少し考えていただいて、ということであればいいかもしれませんね。

（委員）

消費者を巻き込みながら生産地を助けるような、それが防災効果を維持していく。まさ

に適応策の一つ、ちょっと遠回りな適応策があるんです。

農地を維持するということは、消費者も巻き込んだ形でいかに農家を生産者を助けるか

っていう発想で社会の仕組みを作るっていうことだと思うんです。その普及啓発の部分で

もあると思います。主な指標の方に認証の数、関わっている人が増えるであるとか、購買

を助ける、流通業者、キョーエイさんみたいなところの数であるとか、考えて頂ければ思

いつきですけど。

（部会長）

今のお話を伺って私思ったんですけれども、例えば４４ページのですね、地域資源を活

かした事前復興対策の強化というような中で、その地域の農業資産を活かしてその減災対

策を進めるとこのようなところにに書かれた方が適切ではないかと。

（委員）

そうかもしれません。徳島県はですね、浸水想定区域範囲の中での農地から宅地への転

用って結構進んでいて、人口減少が始まったぐらいから進んでるんですね。これを食い止

めた方が将来にとってはプラスだと。

農業政策とか農業をいかに維持していくかは農業生産県である徳島県として非常に重要

な概念だと思ってます。

その地域資源、まさに徳島らしさを活かしながら、生産性を維持して、何かの時には役

立ててもらえるような、そうしたことを県民自身が知らないといけないと思うし、県民が

知って農家を買い支えるような、災害対策でも役立ってくれてるんだってことは周知する

ことが大事。研究も同時に進めないといけないんですけど。
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（部会長）

ありがとうございました。

委員の意見も参考にして、是非構成を考えていただければと思います。

他にいかがでしょう。今日発言いただいていない委員の皆さんもおいでになるかと思いま

すけれども、ここはちょっと気になるなぁという点あるかとは思うんですけれども。

（委員）

徳島県は気候変動対策に関しては非常に全国でも進んでると思うので早速、適応編とか

できて非常に進んでいるからプライドを持っていいと思うんです。

人口減少っていうのがありますけど、農地がだんだん減少していっていますが、災害に

あった時とかも、その食料は自分たちの県で持ちこたえれたらいいとかも思いますし、こ

ういう点を考えながらできていったらいいと思います。

素案の概要ですが、一般の人たちに配って、出来るだけ使っていく分だと思うんですよ

ね。ですからこれを非常に普通の人が見て分かりやすいような形に出来たら一番いいかな

と思ってもよくできてるんですけど、どうでしょう。

ひとめ見て、ああそうかと思えるような形に出来上がったら非常に良いかと思います。

（部会長）

内容がたくさんあるので、まとめるのは難しいですね。これだけをね。

（委員）

これから全国的に今後適応編を作っていくのに、徳島が率先してやってるからそういう

意味でも最初行くの難しいかなとは思います。

（部会長）

はい、ありがとうございました。

そうこうしてるうちにですね、予定時間の５時を回ってしまいました。

まだまだご意見あるかとは思うんですけれども、ちょっと時間の関係もございまして。

この会議に関してはこれで終わりにしたいと思います。それでまだお気づきの点ござい

ましたらメールでもご意見をいただければと思っております。

今後パブリックコメントにも入っていくかと思いますので修正をしていただければと思

います。

それでは今後のスケジュールについてご説明いただけますでしょうか。

（事務局）

はい、ご審議にありがとうございました。本日、ご審議いただいた計画素案につきまし

ては、直ちにパブリックコメントを実施いたしまして、その結果及び本日いただいたご意

見を反映しまして計画案として取りまとめ、次回予定しております、来年1月25日（月）の

気候変動部会に報告いたしまして、ご審議いただきたいと考えております。

（部会長）

ただいまの事務局の方から策定に向けたスケジュール案についてご説明ございましたけ

れども、何かご意見ございますでしょうか。
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このスケジュールでこれから進めていくということでよろしいでしょうか。

はい、ありがとうございます。

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。

（危機管理環境部副部長）

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。


