
第１回神奈川県気候変動適応に関する有識者等検討会議 議事録 

 

日時  令和元年７月 22 日（月）10:00～12:00 

場所  波止場会館 １階多目的ホール 

出席者 石川委員、高橋委員、馬場委員、水野委員、横山委員、横浜市、川崎市、 

相模原市 

 

１ 開会 

（小林環境部長） 

皆さん、こんにちは。環境部長の小林でございます。本日はご多忙にもかかわらず、

お集まりいただき誠にありがとうございます。また、日頃本県の環境行政の推進にご協

力いただきまして感謝いたします。 

さて、昨今、ご案内のとおり「持続可能な社会の実現」が大きな社会的命題となって

いると私も痛感しているところですが、神奈川県では SDGs 未来都市ということで、例

えば「かながわプラごみゼロ宣言」など様々な取組を進めているところでございます。 

このなかで、気候変動への対応は、まさに重要な分野と考えております。近年、気温

上昇や降雨パターンの変化などによりまして、農林水産業、自然災害、健康分野など様々

な影響が懸念されているところでございます。 

本県でも海水温の上昇による海藻や貝類の生息状況の変化、熱中症搬送者数の増加な

ど影響が顕在化してきており、将来、温暖化が進んでいくと、こうした影響はさらに大

きくなるのではないかと考えられます。 

県では、気候変動問題に関しまして、これまでも地球温暖化対策計画に基づいて、省

エネルギー対策等の「緩和」の取組を積極的に進めてきたところでございます。 

一方、昨年 12 月に、気候変動適応法が施行されまして、気候変動の影響による被害

を回避・軽減する「適応」につきましても、併せて車の両輪と言われますが、積極的に

取り組んでいく必要があると考えております。 

そこで、県では、この４月に、既に「適応」の内容を盛り込んでおりました地球温暖

化対策計画を「地域気候変動適応計画」に位置付けるとともに、環境科学センターに「神

奈川県気候変動適応センター」を設置したところでございます。 

今後、この「適応」の取組を的確に進めるためには、やはり実効性のある具体的な取

組を検討していく必要があるということでございます。 

そこで本日は、県として優先すべき分野など、取組の方向性を中心に、お集まりいた

だきました皆様の専門的な知見からをご意見いただきたいと考えているところでござ

います。 

今後、本日を皮切りに、今年度から数年かけまして延べ５回程度、会議を開催させて

いただく予定でございますが、委員の皆様の活発なご議論を賜りますれば幸いでござい



ます。以上簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。 

 

 

２ 議題 

 (1) 座長の決定 

   事務局から資料１に基づいて説明の後、委員の互選により、馬場委員を座長に選

出。 

 

（馬場委員） 

ありがとうございます。改めまして馬場でございます。よろしくお願いいたします。

一言ご挨拶とのことですが、今部長のご説明にありましたように、気候変動適応法が

施行され、各自治体が適応計画を策定、更新されている状況です。また、地域適応セン

ターをいくつかの自治体が設置されている動きもありますが、よく問われていること

は一体何をするんだ、ということで、今後の方針を決めていきたいというのが大きな

ニーズであるかと思います。神奈川県は政令指定都市を３つも抱える豊富な行政リソ

ースをもつ大きな自治体でございますので、そういうところで今後地域適応センター、

あるいは地域適応計画でどういったことを進めていくか、こういったことが明らかに

なっていくことは、全国に率先していくことになるのではないかなと思っております。

神奈川県の適応策の進むべき方向について委員の皆様とぜひ議論させていただければ

と思います。 

 

 

 (2) 議事の公開について 

   事務局から資料２に基づいて説明。 

 

（馬場委員） 

ただいまの事務局からの説明に対し、質問やご意見があればお願いします。 

 

＜質問・意見なし＞ 

（馬場委員） 

それでは議事の公開等については、資料２のとおり取り扱うこととします。事務局に

伺いますが、本日の議題について、資料２に基づく非公開事項はございますか。 

 

（事務局） 

ございません。 

 



（馬場委員） 

それでは、本日の検討会議については、傍聴を認めることといたします。なお、「資

料２」の裏面に傍聴要領がございますが、第４条第１項で、傍聴人数の定員は、会場の

収容人員等を考慮して座長が定めることとされております。これを踏まえ、見渡しま

すと定員は６名かと思いますが、傍聴の申出はありますか。 

 

（事務局） 

はい。本日、一般の傍聴希望が１名、記者１名の傍聴希望いただいておりまして、定

員の範囲内でございます。 

 

（馬場委員） 

それではどうぞご入場ください。 

 

（事務局） 

記者の方は、会議中の撮影はご遠慮いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

（馬場委員） 

それでは議事を再開します。 

 

 

 (3) 県の現状と今後のスケジュールについて 

   事務局から資料３－１～３－４に基づいて説明。 

 

（馬場委員） 

はい、ありがとうございました。今事務局より資料３－１、３－２、３－３、３－

４の４つに基づきご説明いただきました。これまでの県における適応策の策定状況の

流れについてご説明いただき、実際にどういった影響が出つつあるのかといったこと

を、統計データ等をもとにご説明いただきました。また、神奈川県関連の影響評価に

関する文献はどのようなものがあるのかといった部分についてもご説明いただきまし

た。 

最後はスケジュールでございまして、特に優先すべき分野の検討ということを検討

会議では検討していただく、まさに、今日のこの次の議題となっております。 

簡単な事実確認等に関して何かありますでしょうか。 

 

＜事実確認等に関しての質問・意見なし＞ 

 



（馬場委員） 

 特になければ、今日は次の議題「県として優先して取り組むべき分野についての検

討」これが非常に重要な議題になってきますので、これまでお聞きになられたことに

対する質問についても、次の議題のときにいただければと思います。 

 

 

 (4) 県として優先して取り組むべき分野についての検討 

   事務局から資料４－１～４－３に基づいて説明。 

 

（馬場委員） 

今日はこの議題を中心に議論をしたいと思います。今事務局よりご説明いただきま

したように、資料４－１というのがこれまで県で実施されている適応策の取組で、様々

な分野について、適応という観点が入ってくる前から取り組まれているものも含んで

いる資料です。 

それから資料４－２ということで、比較的多くの自治体がこのような評価の仕方を

されているのではないかと思いますが、国の評価、県の評価、一番右端の欄には、各部

署から上がってきた意見ということでございまして、その中で特に今日は網掛けがあ

る箇所が、これまで資料４－１等では出てこなかった新しいご意見であるということ

でございます。 

例えば１ページ目では、パンジーの話や、２ページ目では超過課税の水源環境保全

税に関するご指摘といったようなことがいくつか新規にあったということでございま

す。 

それから、資料４－３につきましては、県内の市町村から寄せられたご意見という

ことで、それぞれの分野について、どれくらいの自治体が具体的な影響を懸念してい

るのかというのが表面で、裏面が今後取り組むべき分野ということで、県に対する各

自治体からの要望が各自治体から出ているということです。 

そういった情報提供を受けたうえで、我々として今後どのような分野に重点を置い

ていけばよいか、議論をしていければと思います。まず、ごく簡単な事実確認がござい

ましたらお願いいたします。 

 

＜事実確認等に関しての質問・意見なし＞ 

 

（馬場委員） 

特になければ、今日いただきました資料をもとに、今後どのような分野を重点的に

検討していくかということについて、ご議論いただきたいのですが、どうでしょうか。

特に順番をつけずに委員の方からご意見をいただければと思います。 



（水野委員） 

最初に座長からもお話がありましたけれども、各自治体で、適応法施行以降、色々努

力をされようとスタートはしているけれど、なかなかどこから何をしていいかわから

ない、非常に難しいということがあると思います。ですから、やりながら考えていく、

最初から完全なものを目指すというよりは、とりあえず何かアクションを起こす、そ

こからもし問題が起きてくれば柔軟に見直すということで、とにかく始めるというこ

とはいいことだと思います。そのことを前提にしたうえで、私から指摘をしたいのは、

適応法ができて、次のステップとして何をすべきか、ということを考えたときに、優先

すべき分野を特定することに少し最初からフォーカスしすぎているのではないか、と

いうことです。適応法ができて何をしなければいけないか、ということで、考えるべき

ことはいろいろあると思うので、その中でなぜ優先すべき分野を決めるのかという問

題の設定の仕方が適切だったのか、というのは折に触れて戻ってみて、優先分野を設

定する以外に考えるべきことがないか、ということを適宜考えることが重要ではない

かと思います。例えば、今日特に政令指定都市に方に来ていただいたということは非

常によいと思いますが、適応法の一つの特徴は、市町村と都道府県を法律上ほとんど

区別していないということがあります。ですから、すべての地方公共団体で似たよう

なことを行うように推奨しているように感じられるところがありますが、こういうこ

とをきっかけに、情報交換がスタートだとは思いますが、政令指定都市と他の市町村

との役割分担はどうしたらよいのか、どのような協力ができるのかということを考え

ることも、例えばひとつあると思います。市町村との役割分担というのは、一つの例と

して出しましたが、優先分野を特定する以外にもいろいろ考えるべきこともあると思

うので、そういうことを忘れないようにするのも大事だと思います。また、優先すべき

分野ということについていうと、重要なことは、適応策は影響の予測についての文献

などに基づいて行いますが、不確実なことも多いので、新しい情報が今後出てくると

思いますので、あまり決め打ちをすると、これまでの情報とは違うものが出てくる可

能性もありますので、優先をするという絞り込みも大切ですが、スコープをあまり狭

めすぎないで、今後何か出てくる可能性にアンテナを張っておくことも忘れないこと

が必要だと思います。 

最後にひとつ気になったのが、すでに適応法以前の段階から色々検討されてきて、

神奈川県における気候変動の影響のとりまとめも2016年にされていて、それを踏まえ

てなにをすべきか、というものは、すでに計画に盛り込まれていると思います。その後

の新たな展開として、先ほど網掛けの部分として、庁内からの新しい意見や知見の紹

介がありましたが、そんなに分量が多いとは見受けられませんでした。だとすれば、前

にやっていたことの何が駄目で、どうして見直さなければいけないのか、その前に努

力してきたことと、どう整合性をとって次のアクションにつなげていくのかという意

識をもつ必要があると思います。 



（馬場委員） 

ご指摘は３つございまして、１つ目は都道府県と市町村との役割分担を考える必要

があるということでしょうか。 

 

（水野委員） 

先ほどの市町村との役割分担というのは、一つの例として挙げたのであって、分野

を特定するということに焦点が当たっているが、他にも考えることがあるのではない

か、ということも重要なこととして折に触れて考えていくべきだということです。 

 

（馬場委員） 

また、予測に基づいて考えるという性格があるので、不確実性が高い予測がどんど

ん更新されていく、そこをアダプティブにとらえてスコープを広めにということかと

思います。適応という概念が出てくる前からすでに実施していることについて、今後

新しくでてくる知見とどう整合性をとるかに留意する、ということだったかと思いま

す。 

他の自治体では、府と政令市が合同で適応計画を検討している例があると伺ってい

ます。この例とは異なりますが、緩和でもそうであるように、適応法のもとで、県が県

内の基礎自治体に対してある程度のサポートをしていかなければならないと思います。

資料４－３のところで、県内の基礎自治体からの意見をとりまとめていますが、こう

いったことを参考にしながらスコープを考えていくことが必要なのではないでしょう

か。予測の不確実性が高いということで、スコープを広めにという意見がありました

が、委員の先生方からほかに何かありますか。 

 

（石川委員） 

そこに関連して、資料４－２のところで、今まで国の評価の重大性・緊急性・確信度

この３本の柱でやってきたのですが、３本目はちょっと性格が違います。重大性はも

ちろん温暖化の影響が大きいかどうか。緊急性というのは、すでに影響が出始めてい

るのか、そういう意味ですが、確信度というのは実はこれらとは性質が違うことに注

意していただきたいと思います。確信度が低いということは、不確実性が大きいとい

うことを意味していますが、それは必ずしも影響が大きくないということではない、

まったく意味が違うというのが、大事なポイントだと思います。確信度が低いからと

いって、緊急性がないかといわれればそんなことはなく、また重大性が低いというこ

とでもない。ただ研究が十分でなかったり、インパクトの幅が広かったりという意味

を持ちます。確信度が高いものは事業として進めやすいという面もあると思いますが、

確信度が低いからといって、じゃあこれを放っておいてよいということにはならない、

ということに一つ注意していいただきたいと思います。国の評価というのは論文がベ



ースとなっていて、あまり不確実なことを出すのは躊躇されるということで、確信度

というものが入っているのですが、一方で県が実際に適応策を実施していくには、不

確実でもやらないといけないことがきっとあると思います。それはニーズに基づいて

やるべきであり、場合によっては、自分たちでしっかり調査をして確信度を上げてい

く努力をすることによって、確信度が低いものでも、例えば経済的に重要、県民生活に

とって重要というものがあれば、まずは自分たちで確信度をあげていく努力というの

も、スクリーニングの段階からやる必要があると感じております。 

もうひとつ、緊急性というのも大事なところで、非常に重要な課題でも、影響が発現

するのが遅いものは、少し後回しにしてもいい可能性が出てきます。一方で、すでに影

響が出ているものは、今から取り組んでいかなければいけないものでスピード感が求

められる。その時に、ターゲットをいつごろに設定するのか、セクターごとにも違って

くるでしょうし、例えばインフラを作るというと、数年でできるものではないので、長

い目で今から取り組まなければならないものは長期計画を見ながら進めていく、また、

すぐ対策をとってすぐ効果がでるものについては、直前でも構わない。それは対象と

する適応策そのものの種類によっても違うので、ここは整理をする必要があると思い

ます。適応オプションという考え方がありますが、即効性があってすぐできるのであ

れば、範囲が小さいものから、簡単にできるものから手をつける、大きいものは少し長

期プランを立ててみていく、ということをしないと、いきなり大きいことを全部やろ

うとすると大変なことになってしまうので、何ができるのか、適応で一個の問題に対

しても解決策は一つではないので、それも踏まえて検討していく必要があると思いま

す。 

 

（馬場委員） 

ご指摘いただきましたとおり、研究が十分でないがために確信度が高くないという

場合もあって、決して重大性、緊急性が低いわけではないということです。不確実性が

あってもやらなければならないものがあるかもしれない、確実性を高めるためにどう

するか、その点は地域適応センターがどういう役割を担うべきなのかということに大

いに関連してくると思います。 

最後、ターゲットの年の設定ですね、どれだけ長期を見据えるかということで、イン

フラやそれ以外の分野で異なってきますが、適応オプションをどう設定するか、これ

は分野によって色々と違うであろうというようなご指摘だったかと思います。関連し

てご指摘はありますでしょうか。 

 

（高橋委員） 

2016年以降の、研究知見が必ずしも確立していないところもどんどん情報を追加し

ていく必要があると思います。古い情報も含め、なるべく手に入る情報は利用しよう



というスタンスで取り組むことになるかと思います。しかし、一方で科学的知見は新

しいものが追加されるので、その際に古い方の研究が否定されることもあり、整合し

ない研究知見が示されることもあります。その場合、古い知見について、意思決定への

有用性に欠けるものがあれば、積極的に評価作業を進めて必要に応じて外していくと

いったことも行うことが大事な点かと思います。あと、資料の４－１は、県における適

応策の取組についてですが、取組のリスト化のあとに、対策が本当にうまく機能して

いるかどうかという分析の必要があると思います。また、セクター別に影響が指摘さ

れ、それに対する適応策オプションの整理がされていますが、何を優先的に行うかと

いう優先順位付けの際には、どのセクターが大事かだけではなく、どのセクターであ

っても個別に影響を受ける人たち、特に健康被害や防災という観点、社会的な様々な

脆弱性が高い人たちを見落とさないようにしなければならないと考えます。都市部だ

けでなく、そうでない地域も神奈川県にはあるので、その特徴を考慮すると、社会的な

脆弱性についての配慮も情報整理の大事な軸になると思います。 

 

（馬場委員） 

ありがとうございます。３点ほどご指摘いただきまして、新しい知見をどんどん更

新していくが、過去の知見、古い知見が覆ることも出てきた場合に、排除していく勇気

というか、メンテナンスしていく必要があるという点。 

また、適応策の対策がどれだけ機能しているか、これは適応オプションをどういう

風にコストベネフィット評価していくかに繋がっていくと思いますが、すでに行われ

ているものがどれだけのものであるのかということについても、しっかりみていかな

ければならない。 

最後に、社会的な脆弱性ですね。これも非常に重要な観点かと思いまして、海外の自

治体などの例をみてみますと、貧困層がどのくらい分布していてそれがどれだけ暑熱

の被害に弱いのかをマップにしたという例を見たこともありますし、脆弱性が高いこ

とに対してどういった施策を行っていく必要があるか、というのも絞り込みの一つの

要素としてありうるのではないか、というようなご指摘だったかと思います。 

 

（横山委員） 

私は保険会社のグループ会社に所属しておりまして、事業者という立場で委員とし

て会議に参加しております。企業向けのリスク評価の考え方が参考になるかと思いま

すので、ご紹介させていただきます。保険会社がリスクの大きさを評価する際、例えば

自然災害といったハザードに、人やものといったエクスポージャーというものを掛け

あわせて評価をいたします。例としましては、洪水というハザードがあった場合、どれ

だけ大きな洪水が起きたとしても、洪水の浸水地域に建物というエクスポージャーが

なければ、損害はゼロですのでリスクはゼロと考えます。今の例は企業の考え方です



ので、必ずしも神奈川県には直接当てはまるものではないと思いますが、例えば産業

の各項目に関して、神奈川県における生産量や生産金額、就業者数が大きい項目など

が、より影響が大きい、エクスポージャーが大きい項目ともとらえることもできます

ので、検討する際に、エクスポージャーの大きさというものも一つ、検討の材料になる

のではないかと思います。ただ、先ほど高橋委員からありましたとおり、脆弱性の評価

ですとか社会的弱者の方への対応も非常に重要なので、必ずしもエクスポージャーが

大きいから優先的にやろうという話には直結しないかと思いますが、一つの見方とし

てあるかと思いましたので、紹介させていただきました。また当社が、企業の方のリス

クの評価の支援を行う際、企業のリスクに際して、損害規模・発生頻度・対策の実施状

況をかけあわせて評価することがございます。つまり損害規模が大きくて、発生頻度

が高くて、対策の実施状況が遅れているリスクに優先的に取り組むという考え方とな

っております。先ほど資料にありましたとおり、すでに神奈川県はいろいろな対策を

しているかと思いますが、実施状況について〇ですとか△ですとか評価を行いまして、

重大性が大きい分野で、対策が遅れている分野があれば、そちらを優先的に考えてい

くというやり方もあるかと思いました。 

 

（馬場委員） 

２つご指摘がありまして、ハザードとエクスポージャーの掛け算から重点分野を考

えるという考えもありますというご意見、損害規模・発生頻度・対策の充実度という整

理の仕方もあるというご提案をいただきました。ありがとうございます。 

各委員から一通りご議論いただきまして、冒頭に水野委員から、県の検討委員会に

政令市の方が来て情報共有を行うのは大変よいこととの話がありましたが、今日は３

方お越しですが、それぞれの自治体でどういった検討をしているか、少し伺ってもよ

いでしょうか。 

 

（横浜市） 

横浜市は、適応という言葉が一般的になる前から色々進めておりました。今は実際

にやっていることをとりまとめて整理するという段階です。適応計画は、地球温暖化

対策実行計画の中に適応という形でまとめてありますので、適応という形での意識付

けは庁内にはなされていますが、今後新しい情報が出てきたときにどう進めていくの

か、整理整頓することが一つの課題だと思っています。例えば予算取りについても主

体がたくさんありますので、それぞれの担当の従来の守備範囲の中であれば、それぞ

れ進めていきますが、該当する主体があるのかないのか微妙なところも今後色々出て

くると思いますので、そういったときにこれは必要か、これは進めていくべきかとい

った差配をどういった形でやっていくかというのが課題だと思っています。私は温暖

化対策の部署ですが、この部署が中心となって庁内に情報をきちんと伝えて、そして



また政策形成において色々なアドバイスしていく必要があると思います。センターと

しての役割を担うのは我々がいいのか、研究施設がよいのか色々あるかと思いますが、

適応策をしっかり進めていきたいと思っております。 

 

（馬場委員） 

ありがとうございます。温暖化対策統括本部ということで、そこでの差配が大きな

課題であるということがよくわかるかな、と思います。 

 

（川崎市） 

状況は同じですが、地球温暖化対策をやっている部署は適応という概念がわかりま

すが、それぞれの関係部署は適応という言葉自体もわからない状態なので、今年度セ

ミナーをやらせていただいて、今周知を行っております。近いうちには各部署のヒア

リングを行って、どういったところを我々がやっていけるかを聞いていく予定です。

川崎市は適応センターの機能を確保できないかを検討しておりまして、各部署ヒアリ

ングを行いながら、どういったことをやっていけるか、それをどのように市民・事業所

にどうやってフィードバックしていけるかを検討している段階です。まずはこういっ

たことを進めながら、県とも連携しながらやっていければと思っております。 

 

（相模原市） 

相模原市は、緩和についての計画は、計画期間が今年度末までの実行計画がござい

まして、適応については、平成29年の３月にこの実行計画の一部として追加をした形

です。国や県の計画を参考として市としてどんなことをすべきか、既存の施策をまと

めるということを中心にやってきております。どの分野を中心にやっていくか、とい

う検討をした際に、重大性・緊急性・確信度の高さを考えました。市民の生命・財産に

直接的な影響を与える恐れがある、社会に広い影響を与えるということで、自然災害、

健康、自然生態系の３つの分野を中心としておりますが、現在改定の検討をしており

まして、特に農業と水資源・都市生活を追加したいと考えております。先ほど、今やっ

ている対策の評価をしないと、というお話がありましたが、そこが難しいと感じてお

りまして、○とか×とか△をつけるにあたり、もともとやっている取組を適応策とし

て追加しているので、例えば予算が増えたから〇なのか、被害が減ったから○なのか

とか、被害は気候の変化によって起きたのかどうかなど、そのあたりが難しいと感じ

ております。 

 

（馬場委員） 

今、３つの政令市からそれぞれの取組についてお話いただきまして、基本的には、

庁内の意見を伺いながら、計画を策定してきているということかと思います。庁内の



各部署によっては、これはどこでも同じかと思いますが、温度差があって、なかなか

適応策という言葉もご理解いただけない部分もあったりする。また、川崎市は適応セ

ンターの機能確保について検討中だというお話がありました。ちなみに横浜市はいか

がですか。 

 

（横浜市） 

検討中です。 

 

（馬場委員） 

地域適応センターというものもそれぞれの市でご検討いただいているということで、

神奈川県の適応センターがどういう機能をもつべきなのかということも大きく左右す

るものになるのではないかという気がいたします。相模原市も市民の生命・財産、あ

るいは社会全体に大きな影響を及ぼすか、というところからの絞り込みを行っている

ということで、これが先ほどご指摘のあった、それが脆弱性の問題であるのかどうか、

十分に定量的ではないかもしれないが、ある種の絞り込みを行う際にそういったこと

を念頭に置きながらやっていったとのお話でした。 

以上、３つの政令市からご紹介いただいたところで、もし、お気づきの点がさらに

あったら、意見を出していただいてもよろしいでしょうか。委員の先生方いかがでし

ょうか。 

 

（石川委員） 

やはり適応策というか温暖化そのものが非常に広いスケールから、ローカルなスケ

ールまで、かなりスケールが異なっている、影響の出方に色々な種類があるというの

は非常に注意しておかないといけないと思います。その中で連携していくことは非常

に大事で、神奈川県と横浜市が全然違う見積りによって、影響評価をするというのは

混乱のもとになってしまうと思うので、共通の影響が想定されるようなターゲットと

いうのはぜひとも連携していただきたいと思います。これはたぶん県だけでなく、例

えば隣の県や国の計画との整合性も重要ですし、資料３－４にもありますように、国

の方も影響評価、新しいものが2020年度末に出る予定と伺っておりますので、アンテ

ナを高くして、こういうところの情報を出していただくことが大事なことではないか

と思います。 

もう一つは、神奈川県の企業の中には非常に広い分野で活躍しているものもありま

すので、神奈川県外の影響を受ける可能性、それこそ県の事業者には世界中の影響が

関係してくるということであれば、県のセンターとして、自分たちで評価するわけで

はないけれども、県の事業者向けにグローバルな情報もわかりやすく伝えるというこ

とも、非常に大きな使命となってくるのではないかと思います。これについては横山



委員の方が詳しいかと思いますが、ぜひともそういう意味では、県民生活に加えて、

事業者向けに広く情報を収集することも非常に大事な仕事になってくると思います。 

 

（横山委員） 

今の事業者への影響ということで、お話で聞いたことがありましたのは、神奈川県

に工場がある飲料メーカーの話です。そのメーカーでは、他の県で栽培した果物を使

って、神奈川県内で製造していますが、最近温暖化の影響で、従来の果物の栽培地域

で温度が高くなりすぎて、涼しい標高が高いところですとか、より北上したエリアに

栽培地域を移さざるを得なくなっている、というお話がありました。また過疎化です

とか、高齢化とかいった影響もありまして、農村部で安定して品質の高い果物を生産

することが困難になってきているという風なお話をおっしゃっていました。そういっ

た形で、生産は他の地域だけれども、その影響が神奈川県内の工場に出始めていると

いうものもあります。神奈川県内だけでサプライチェーンが完結する事業というもの

はあまり多くないと思いますので、さきほどお話あったとおり、他の地域ですとか、

海外の情報ですとか、そういったものをわかりやすく情報発信することが重要かなと

思います。神奈川県では、民間企業向けの気候変動適応セミナーを開催する予定と伺

っておりますので、非常にいいことだと思います。こうしたセミナーを通じて、中小

企業の方に情報発信していくことが重要かと感じております。TCFD、気候関連財務情

報開示タスクフォースという国際的な動きがございまして、大企業に関しては気候変

動のリスクとか影響を積極的に情報開示していくという動きがございます。TCFDにつ

いては、気温が２度上昇した場合、４度上昇した場合の将来シナリオについて気候変

動リスクや機会の情報開示をしているのですが、中小企業に関してはまだまだそうい

った意識が低いかと思います。特に中小企業に焦点をあてて、積極的に情報発信を行

うことが望まれるかと思います。 

 

（水野委員） 

最初にご指摘させていただきました自治体、市町村との連携についてですが、神奈

川県は政令指定都市を３つも抱えているのが特徴的で、他の都道府県にないことだと

思います。何が違うのかというと、小さな市町村ですと、情報プラットフォーム、セ

ンターまで作るというのは難しいので、自然と県と市町村との役割分担ができると思

います。それが政令指定都市を３つも抱え、それぞれが能力的にはやろうと思えば、

情報センターを立ち上げることも十分可能なキャパシティをもっていると思うので、

そうすると、特にＡ－ＰＬＡＴのような情報発信を県レベルで行うとなると、例えば

横浜市民であるとして、何か地域の情報を知りたいといったときに、国のＡ－ＰＬＡ

Ｔにいくのではなくて、地域レベルのホームページをみたいと思うと思います。その

ようなときに神奈川県のホームページにいったらよいのか、横浜市の方に行った方が



よいのか、まして両方が違うことを言っていて優先順位が違うとなると悩むと思うの

で、連携が不可欠であり、混乱を招かないようにする必要があると思います。 

 

（馬場委員） 

政令市ではない一般の基礎自治体との役割分担はおのずとできるのではないかとい

うこと、一方で神奈川県には３つの政令市があるので、情報共有に齟齬がないように

しましょうということでした。先ほど高橋委員の方で国の影響評価の話がありました

が、何か言及いただけますでしょうか。 

 

（高橋委員） 

2020年の国家気候リスク評価に向けての取組が進められていますが、その次の2025

年に向けた研究がいかにあるべきかという議論があります。そのときに使う気候予測

情報をどうすればいいかとか、社会経済に関する想定について従来考慮できていなか

ったところをより考慮できるようにしなければならないのではないかとか、現時点で

は少し時間に余裕がありいろいろな提案が可能な時期なので、かなり自由な議論が行

われています。ただそれも作業がスタートしてしまえば、研究計画どおりに進めてい

くことになるかと思いますので、どんなニーズがあるのかが今の時点で聞こえてくる

ことが大事です。そうでないと、次の2025年に向けての研究でも、今回もまたできな

かったね、という結果になる可能性があります。既に行われている研究を調べるのも

直近の対応として必要ですが、どうも知りたいことに関する研究情報が現時点では存

在していないみたいだ、というギャップが見えてくるならば、早い時期に研究者のコ

ミュニティと情報交換をできるといいと思います。 

 

（馬場委員） 

ご指摘のように、研究者がもっている技術シーズと行政がもっているニーズをどう

やってマッチングさせるか、というのはなかなかうまくいかないと、これまでいくつ

ものプロジェクトでも、皆が思いながらじゃあどうすればいいのかと悩んできたとこ

ろかと思います。こういう検討会議の場もそうかもしれませんし、別のプラットフォ

ームもあるかと思いますが、そういったところで、お互いにニーズを出して、そのニ

ーズがあまり具体的でなかったり、研究者にとっては解釈が難しいようなものがあっ

たりして、そこをお互いに埋めあっていかなければならないところがあると思います。

そういうところの機能を持つべきなのが地域適応センターではないかと思われますの

で、研究者と行政の翻訳というのでしょうか、そういったものをしっかり持っていた

だければ今後も国で動いていく様々な研究プロジェクトとうまくリンケージして進め

られるのかなと思います。そのようなところで、資料に沿って、今後の適応について、

どういった分野にフォーカスしていけばよいのかという議論を進めていきますが、し



かしご指摘の中では、もちろんフォーカスする必要はありますが、いくつか留意点が

ある、というご意見が出されてきたかと思います。そうはいっても本検討会の次回は

12月で、次回も優先すべき分野の検討ではありますが、そこでは2020年度からの本格

的な取組について検討をするということで、優先すべき分野の方向性・方針を取りま

とめるひとつ前の基礎的な検討ということになります。次回の12月での検討を想定し

ますと、今日ある程度、どういった分野に向けて絞り込んでいくのか議論が進まない

といけないと考えております。これまで議論のなかった資料４－３の県内の市町村が

どういった分野に関心をお持ちなのか、冒頭の説明にもありましたとおり、自然災害

が18分の17ということで、回答のあったほぼすべての市町村が関心をお持ちであると

か、そのような数からいうと、健康、熱中症にも多くの市町村が懸念をお持ちである

ということがわかります。それから、めくっていただいて裏面では、県として取り組

んでいただきたいというニーズですね、こちらでは熱中症ももちろんあがっています

が、自然災害、自然生態系というのも結構な数が上がっております。事務局としては、

今日ここで、こんなような分野に絞ったほうがいいですよというところまで決めたほ

うがよいのか、あるいは大体こういういくつかの注目すべき分野がありますね、とい

うところまでみえてくればよいのか、事務局にお伺いします。 

 

（事務局） 

後者のレベルでいただければ、あとは庁内での調整も必要ですので、ご意見を踏ま

えてたたき台を作りまして次回またご提示させていただきたいと思います。 

 

（馬場委員） 

それでは、資料４－３でお話いたしましたが、庁内での検討、資料４－２について

も十分に検討いただきながら、どういった分野を優先すべきか、という議論はあるも

のの、どういったところの話を先に進めていくべきなのか、もう一度じっくり進めて

いきたいと思います。資料４－２と４－３あるいは参考資料、それこそこれだけで社

会的脆弱性の議論ができるというわけにはなかなかいかないかと思いますが、ただ社

会的な状況についてのデータを示していただいて、参考資料の２と３ですね、そうい

ったことも含めて、ご覧いただきながらお気づきになる点がございましたらご指摘を

お願いいたします。 

 

（横山委員） 

優先分野を考えるときの観点としては、県民の人命への影響を考えるというのは一

つあるかと思います。人命ということで言いますと、自然災害・健康分野が大きく影

響しているかと感じております。自然災害については昨年度西日本豪雨や台風21号・

台風24号など大規模な自然災害が相次いで発生したところです。私の会社は保険会社



のグループ会社であり、保険金の支払額の調査等もしておりますが、例えば台風21号

でいいますと、保険金の支払額は１兆円を超える非常に大規模な影響がありましたし、

国民の生命や財産に大きな影響を与えたと実感しております。気候変動によって、今

後自然災害はさらに増えていくと予測されておりますので、人命にかかわる分野とい

うことで、自然災害や健康分野について優先して検討していくというのも考え方とし

てあると感じております。一方で農林水産業ですとか、生活に関係する分野も県民の

生活に直結する分野だと思いますので、十分な検討が必要かと感じております。 

 

（馬場委員） 

ご指摘いただいたとおり、住民の生命・財産にかかることはどうしても行政として

重要な分野でございますので、自然災害の話ですとか暑熱の話ですとか、農林水産業

の話ですとかそういったところがクローズアップされてくるのではないかと思います。

これについて大きな異論はないかと思いますが、ひととおり意見を伺いたいと思いま

す。 

 

（水野委員） 

すでに一応神奈川県内での影響評価をなされて、それに基づいてそれぞれの分野で

なにをすべきかという計画ができているわけですよね。今新たに優先分野を特定する

ということと、これまでの計画、努力との関係をどういう風に考えたらよいのか、伺

いたいと思いまして、逆に言うと、今時点で優先分野は特定されていないという風に

考えるのか、あるいは今、深堀をするのか、あるいは修正するのか、今までやってい

たこととの関係がよく理解できないので、教えていただければと思います。 

 

（事務局） 

現在の地球温暖化対策計画を作ったのは平成28年度ですが、私たちも適応という考

え方が庁内になじんでいなくて、今の計画では、国の影響評価も考慮した形になって

いますが、あまり深堀していませんでした。また、総花的というか、まんべんなくこ

ういう対策をしましょうということを書いておりますので、対策も各担当セクション

にお任せしているというのが実情でございます。定期的に私たちも庁内の会議を開い

て意見を聞くなどして掘り下げていますが、なかなか適応の意識は浸透されないこと

もありまして、まだお任せから半歩進んだぐらいでして、県としてはこういった分野

を具体的にやっていかないといけないと庁内でオーソライズされているわけではない

という状況でございます。ですので、今回まずご意見を頂戴しまして、庁内の方でこ

ういったことが必要ですよと、各部署へご理解いただくことが重要だと考えていると

いうのが現状でございます。 

 



（馬場委員） 

今のご説明ですと、これまでの計画はあまり深堀されていない、どちらかというと

総花的であり、まずは全体としてこれまで適応策といってもいいものを掘り起こした

ような状態であって、今後もうちょっと掘り下げるというか、深みをもって適応策を

実施していくにはどうしたらいいかということを考えたときに、どこの部署でも事情

や課題があるので、それぞれ適宜進めてください、とはなかなかいかないだろう、と

いう解釈理解のもとで、どこを優先すべきなのか、より深堀していくべきはどこか、

という議論をしたいと思っているというご回答のように聞こえたのですが、そこにつ

いてもし何かあればお願いします。 

 

（水野委員） 

前提として今あるものを、総花がどの程度というのをまず我々も理解しないといけ

ない、白地で優先すべき分野を決めるわけにはいかないということになるのではない

でしょうか。 

 

（馬場委員） 

優先すべき分野を決めるための検討資料としては資料４－２が一番基礎的な資料に

なってきまして、かつて検討されたとき、平成28年の計画から新しく加わった情報も

ありますが、基本的には最初の計画に今回新しいものが加わっているという理解でよ

いでしょうか。 

 

（事務局） 

計画策定後も、毎年適応の取組で新しいものはないか各部署に照会をして時点更新

をしております。現時点での取組、対策が資料４－１に載っておりまして、資料４－

２は各部署が優先すべきと考えている意見を整理した資料ですので、特に意見が上が

ってこなかったものは空白になっているところがございます。 

 

（馬場委員） 

資料４－１が現在の取組で、資料４－２の方で特に一番右の欄が優先すべき理由と

いうことで、これが各部局から出てきたものということで、ここに我々としても理解

を、解釈をしながら議論を進めていきたいと思います。 

 

（水野委員） 

農業と防災というのは、すでに取り組まれているものが相対的に多いですし、国の

適応計画でもかなりのウェイトが農業と防災に置かれているので、もちろん暑熱対策

もありますが、そういう意味では一般的な認識と整合性がとれた優先順位になってい



るのではないかと思います。ですので、この優先順位を大幅に変更しなければいけな

いということは、私としては見当たらない気がしますが、それでもやはり優先分野を

考えるということでいうと、今やっていることがどこまで足りなくて、その上で何を

やらなければいけないのか、というアセスメントを行う必要があると考えます。また、

県としてやっていくことは何かと考えると、全部自分でやれるわけではないですし、

また、やるべきでもないと思いますので、例えば国に任せた方がいいことですとか、

県の中でほかの関連部局のやる気ですとかキャパシティ、具体的な試験研究所がどの

くらい能力があるかとか、そういった点も考慮する必要があると思います。ですから、

単純に先ほど重大性とか緊急性という観点からだけでは、何を優先すべきかという解

は出てこなくて、どういった関係者とどういった連携を進めて対策がとれるかとか、

今やっている努力がどれくらいのものなのか、あるいは関係部局の意向ですとか、そ

ういったところを踏まえて総合的に考えていく必要があると思います。一般論として

は農業と防災は特に大切かと思いますが、防災担当ですと、例えば鶴見川は流域協議

会ですごく精緻な適応の計画をすでに作られている。すでに重要だといって取組を進

めているものにその上乗せで何かをやると考えると、その上乗せが重要かといわれる

と判断が難しいという気がします。 

 

（馬場委員） 

ご指摘の趣旨はよくわかりました。資料４－１の中でも、一般には農業であったり

防災であったりというところの施策が多めに書かれている中で、そこのところと整合

性を持たない判断をここでするというわけにはいかないかと思います。また、重要な

ご指摘かなと思ったのが、特に国と県との関係も各部局で全然違うということがあり

ますので、例として出していただいたようなところですと、すでに内水氾濫も含めて

どういった適応策をとればよいのか、鶴見川では国と県と横浜市、川崎市なども入っ

た流域協議会で検討がなされていたりしています。そこではどのような検討が進んで

いて、プラスアルファで県はどのようなことをフォーカスして優先順位をつけていく

のかということがいえるのか、立ち返って考えるべきである、ということですね。た

だし、これは確かに周辺の自治体や国との関係を踏まえた上で検討しなければならな

いことではあるのですが、あくまで神奈川県としてどういうところを重点的にやって

いくべきなのか、つまり県としてハンドリングができる範囲でどういったところをみ

ていくのか、ということを検討していきたいと思っているのではないかと思います。

つまり、例で出していただいたように、周辺の自治体や国との調整事項が非常に多く

ある中で、県で独自の対策を取らなければならないところは何かということを、考え

ていかなければならない、という解釈で合っていますか。 

 

 



（事務局） 

ハンドリングが難しいというのは事実としてありますが、県としてどういうところ

を考えたいか、というところは、今おっしゃっていただいたとおりです。 

 

（馬場委員） 

今の水野委員のご指摘は私も理解していまして、確かに色々調整が必要で、国だけ

でなく、庁内の調整も色々あるかと思います。そういった中でどういうところを県と

してより優先的に考えた方がいいのか、ということについて、議論を絞り込んでいき

たいという状況であるとご理解いただきたいと思います。 

 

（水野委員） 

逆にいうと、例えば経済的な指標で考えると、全部金銭評価をするということはで

きないので、軽重の判断はエキスパートジャッジメントみたいにならざるを得ないと

思います。しかも通常エキスパートというのは特定の分野のエキスパートが集まって

おられて、それらを全部見渡すことのできるエキスパートというのはなかなかいない

ので、軽重というのはなかなか判断できないと思うんですよね。逆に言えば、例えば

事務局としてどんなことを優先でやられたいと考えているのか、それが他の委員の先

生方の知見等も踏まえたときに考え方がおかしくないのか、という評価をすることは

できるのではないかと思いますが、平地からすごく様々な分野に、いろんな時間スケ

ールも違えば、影響の出方が違うものを並べてどれを優先すべきか判断するというの

は、本当に客観的に判断ができるかというと、さっきも言ったように経済的評価がで

きるようなものがあるわけではないので、正直に言いますと断言できるようなもので

はないと思うんです。県がどういうところからできる、やるべきと思っておられるの

かを見せていただいて、それが他の情報などから考えて矛盾ないかとかおかしくない

かとか、抜けてないかとか、ということを言うのはできると思います。 

 

（馬場委員） 

おっしゃるとおり、人命であるとか財産であるとか、県にとって棄損されては大い

に困るような重要な資源ですよね、そういうところを守るにはどうするのか、という

考え方も一方ではあると思います。そういう原理原則的な部分もある程度この議論の

中で出した上で、県としてそれに該当するようなものは何なのかという部分をもう少

し県から見せていただかないと、議論が深まらないのではないかというご指摘ではな

かろうかと思います。非常によくわかる部分ですが、石川委員のほうから何かござい

ますか。 

 

 



（石川委員） 

原理原則の話は今の議論で私もまったく異論はないのですが、例えば資料４－２を

みていくと、我々の生活に関わっていく、後半の部分８ページ・９ページ、産業経済

活動や都市生活というところは、今の状況としては抜けているところが非常に多いの

ではないかと思います。ここについてはもう少しニーズを掘り起こして、今の検討状

況が十分なのかという観点を加えていただきたいなと思います。実際にこれらの分野

は、本当は温暖化の影響が大きいのではないかと思うのですが、よくわからないから

ということで放っておかれているところが多々あるのではないかと思いますので、こ

ういうところの検討は同時に進めていただく必要があると思います。確かに農林水産

業、それから防災分野、大事なのは異論ないのですが、その上で抜けているところが

ないかというのが検討の中にもう一つ必要かと思います。特にいくつかの分野につい

ては、例えば防災分野の副次的なところの影響が出るもの、インフラなんかはまさに

そうだと思います。防災においてもハードでなくソフト対策という形でいえば、観光

客の避難誘導はどこでも問題になっているのですが、温暖化と絡めてという議論はあ

まりされていないというのが実際のところではないかと思います。そういう意味で、

温暖化に対してあまり興味がない分野やセクターの方々をきっちり巻き込んでいくと

いうのがこれから必要なところだと思います。 

 

（馬場委員） 

おっしゃるとおりで、「誰一人残さない」というのはSDGsの重要な考え方でもあり

ますし、やはり空欄になっている分野は庁内で問合せしてもなかなかご意見が出てこ

ないというところで非常に難しいんだろうなということは想像に難くないところであ

りますが、そういったところにも、もう少し意見を出していただくという工夫も必要

なのではないかということも重要なご指摘かなと思います。 

 

（高橋委員） 

優先順位という話ですが、私は県外在住なので、神奈川県民としてこの県ではなに

が大事だと思うから優先順位を守ってほしいという意見は、実感として表明はできな

いです。客観的な意見を求められていると思うので、そういう立場でいえること、い

ただいている資料や自身の知識の範囲で意見をさせていただきます。これまでにも行

われている対策があって、一方でいくつかすでに起きている、あるいは将来的に懸念

される影響があって、それらを踏まえて必要な対策を色々検討、不十分かもしれませ

んが検討されているところがあって、今までやっていることと、これくらいの対策が

必要だといっているところのギャップがあるのではないかと思います。そのギャップ

が大きいものについて、大きいギャップがあり、かつそのギャップを埋める技術とか

資源が比較的利用可能な状態にあるということが目に見えているのであれば、それら



は直近に打つべき対策として考えていくことはできるのではないかと思います。特に

今進んでいるところとして、農業とか防災の部分は様々な取組がありますが、健康、

暑熱、これはどう考えても人口密度も高くて暑くて、夏の猛暑日も増えているという

ことで、今後問題になるし、すでになっていると思います。ですが、実際に取られて

いる対策をみると、ハード的な対策、少しお金がかかるけれど幅広く展開できるよう

な対策がまだ重点的に行われているとは書かれていないようですので、他の都道府県

の事例なども見つつ、入れる余地がないかと検討することはできるのではないかと思

います。一方でそういうできること、目の前にまだ足りなくてもやれることがあって

それを探す作業だけに気を取られると、大きい見落としを生じてしまう可能性もあり

ますので、両方大事だと思いますが。また見落としという意味では、国の方で情報整

理とか優先順位付けが押さえきれないものをみるということが各都道府県、市町村で

の適応検討で期待されているとも思います。国の方であげられているリスク評価での

典型的ないくつかの分野の、典型的な影響項目についてどうか、というのを押さえる

だけはなくて、それ以外に追加で懸念される事項はないのか、ということを早い時点

で押さえることも大事ではないかと考えます。 

 

（馬場委員） 

今ご指摘いただきましたとおり、国の評価だけが見えている部分で、しかしちゃん

とみていくと県、その地域ではこういったところは見落とされている、というところ

がないような形で拾い上げていく、ということのご意見であったかと思います。資料

４－２の、さきほど石川委員からご指摘あったところですが、県において優先すべき

理由が本当に全然ないのかという部分は、見落としがあっては困るという不安が残る、

ということだと思います。庁内の中でなかなか意見を出してくれないという状況は他

の自治体でもよく聞くことでもありますので難しいところだとは思いますが、この検

討委員会というのは、そういったところをしっかり掘り起こしていくための場だと思

いますので、今日委員会でこのようなご意見が出たことを踏まえて、もうちょっとフ

ォーカスしていくために、今一つ熱心でない部局からもなんとかしてご意見をいただ

きながら、本当に優先しなくていいのかどうか、というところの情報を揃えていただ

きたい。そういう情報が出てきた上で、今日出てきた話では、県民の生命・財産とい

うところをどうやって守っていくのか、なにかしらの貴重な資源を守っていくにはど

うしたらいいのか、そういったところからフォーカスしていくということになるのか、

ということかと思っています。また、ご指摘があったように、国とか周辺の自治体と

の調整がなかなか難しいというところがある中で、県として独自になにができるのか、

というところ、今どこまで進んでいるのかというレビューのような観点も必要だとい

うことが条件として大事だということではないかと思います。 

 



（水野委員） 

自然生態系にブランクが多いということで、相対的にはなかなか情報がないという

こともあると思うのですが、これに関連して先月G20の環境大臣会合をちょっとお手伝

いしたこともあって、そのことをご紹介したいと思います。自然生態系そのものの適

応はなかなか難しくて取り上げられなかったのですが、エコシステムベースドアプロ

ーチといって、防災ですとか、農業分野に関係するのかもしれませんが、自然生態系

のアプローチとして、生態系を生かしていろんな適応を進めていくということにフォ

ーカスを当てようということがG20全体で合意をされた方針にもありました。そういっ

た新しいものに焦点を当てて、新しい切り口から何ができるかを考えていただくとい

うこともあるかなと思います。 

 

（馬場委員） 

G20ではエコシステムベースドアプローチの話もありましたし、グリーンインフラス

トラクチャの話もありました。そうやって国際的な舞台で出てきたいくつかのイシュ

ーについてもある程度視野に入れつつ、神奈川県でどういったことができるのかとい

うことを検討していくというご意見だったかと思います。 

 

（横山委員） 

参考として、企業でリスク評価や対策を検討する際の話をさせていただきますと、

多くの企業で対策のしやすさとリスクの重要度を混同して考えてしまうケースがあり

ます。つまり、対策しやすい、すでにしているからリスクも重要、影響を大きく評価

しようという話になってしまいますが、基本的に両者は分けて考えるべきだと思いま

す。リスクや影響の大きさを単体で考えて、それとはまた別に、対策の実施状況がど

うなっているかを考えるというのがいいかと感じています。資料４－２の県において

優先すべき理由等ということで、両者が混ざった形で書かれているのかなと感じたの

ですが、影響の大きさや重大性としてはこうです、対策の実施状況はこうです、対策

の効果はこうです、対策の実現可能性はこうです、といった形で今後分けて整理いた

だいた方が、県民の皆さんが理解しやすいのではと感じています。 

 

（石川委員） 

水野委員の話と関連してもう１点、コメントをさせていただきたいのが、今回の話

も温暖化による影響の対策という話の文脈だけで書かれていることが多いので、それ

以外の分野との相互作用、特にシナジー効果やトレードオフがあるものをまとめてい

ただきたいと思います。温暖化対策としてやらなければならないけれど、他のところ

に重大な影響が出てしまう、そのような事態は避けるべきなので、もっと広くSDGsの

文脈の中でそれを推進できますか、というような、広い視野を検討の中に入れていた



だきたいということを付け加えさせていただきます。 

 

（馬場委員） 

おっしゃるとおりですね。ありがとうございます。やはりどうしても気候変動適応

という文脈で入ると、言葉として理解していただけないというのはあると思います。

最近はそれが少しマシになってきたかなという状況ではあるかもしれませんが。すで

に行っている対策がどういった社会課題を解決しているのかということを考えると、

既存の課題が気候変動の影響でさらに悪化するような状況をカップリングで解決して

いくという観点がうまく整理されると、より説得力が増してくるんではないか、うま

く気候変動適応の文脈がそれぞれの政策分野の政策課題に落とし込まれるのではない

か、というご意見だったかと思います。これは本当にそのとおりだと思います。色々

と事務局に対する注文も多くなってきたのですが、今日出てきている意見は、その原

理原則に対して反対することは全然ないんですけれども、判断するためにいくつかの

条件というか、情報の整理が必要ではないかということで追加的な視点であったり、

考え方であったりといったことが出てきたのではないかと思います。ご負担になるか

もしれませんが、吟味検討いただいて、次の会議までに議論をさらに進められるよう

な状態になっているとありがたいというのが、おそらく委員のみなさんからのご意見

のまとめではなかろうかと思います。もし他にさらに追加的なご意見がありましたら

お出しいただきたいと思います。 

 

（高橋委員） 

優先順位の話が議論の中心だったんですが、リスクと対策の整理があるところ、ど

の分野にも有効になるような施策、共通に使えるような施策、一つは情報プラットフ

ォーム的なものはどうでしょうか。気象予報を使うことは、どのセクターにも何らか

の形でメリットがあるけれどもまだ十分に使われていないというケースもあると思う

ので、セクター横断的な形での対策の検討についても、視点として入れていただける

といいのかなと思います。 

 

（馬場委員） 

ある種の情報インフラのような感じで共通基盤として使える情報が、意外とまだ使

えていない部分はあるかもしれない、そういったところ充実させていくということも

あるというご指摘だったかと思います。ありがとうございました。委員の皆様からは

今日のご意見は出きったと考えております。今日は長きにわたって大変熱心な議論を

ありがとうございました。大体予定の時間となりましたので、本日の検討会議として

はこれで終了したいと思います。事務局にはご負担かと思いますが、色々意見がでま

したので、そういったことを踏まえて進めていただければと思います。 



３ 事務局からの事務連絡・閉会 

（馬場委員） 

事務局から何かありますでしょうか。 

 

＜事務局からの連絡事項＞ 

 

（馬場委員） 

ありがとうございました。本日予定されている議題は以上でございますが、他に委

員から何かご意見等ございますか。 

 

＜意見等なし＞ 

 

（馬場委員） 

ないようなので、第１回神奈川県気候変動に関する有識者等検討会議を終了させて

いただきます。各委員の皆様、市町村の皆様、県の事務局の皆様、どうもありがとうご

ざいました。以上です。 


