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すでに表れている!?茅ヶ崎市への温暖化の影響

2

2019年台風19号による高潮の被害
（サイクリングロードの崩壊）

熱中症の危険を
回避し、休校

夏場、高齢者向けの
イベントや講習会を中止

相模湾でシラスの不漁
海水温の上昇に伴うわかめの生育不良
台風による農業用施設の被害

生物調査では、
30年前にはあまり

見られなかった生物の増加

イメージ



平成23年3月に茅ヶ崎市環境基本計画を策定
平成25年3月に茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画を策定

令和3年3月に両計画の計画期間が終了すること、
より効率的な計画の進行管理を目指すために、
環境基本計画と地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を統合
さらに、その一部に地域気候変動適応計画の要素を組み込み
令和3年4月に新たな「茅ヶ崎市環境基本計画」を策定

「環境基本計画」と「地球温暖化対策実行計画」を統合し、その一部に組み込む
形で策定した例としては、全国では9例のみ（令和3年7月時点）

地域気候変動適応計画の策定背景

計画の全国的な策定状況（令和3年7月）

●環境基本計画 ●温暖化対策実行計画

単独策定はおそらく不可能！
計画改定のタイミングがあえば

盛り込んでみる！
3



茅ヶ崎市環境基本計画（適応計画に位置付け）

計画の概要
【計画期間】10年間

【計画範囲】
政策目標１ 自然と人が共生するまち
政策目標２ 良好な生活環境が保全されている
政策目標３ まち資源を大切にする循環型のまち
政策目標４ 気候変動に対応できるまち
↑ここに適応策を組み入れ
政策目標５ 環境に配慮した行動を実践するまち

政策目標４ 気候変動に対応できるまち
基本方針（7）気候変動緩和策の推進
基本方針（8）気候変動適応策の推進
• 気候変動の影響による被害を最⼩限とするため、地域の防
災・減災力を強化します

• 気候変動対策の必要性の周知・啓発を行います
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令和元年度
気候変動適応に関する庁内の理解促進
①環境基本計画改定に関するヒアリング（18課）
令和2年（2020）年1月9日と10日
②職員を対象に気候変動対策合同研修（19課）

茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町の職員で約70名の合同研修
令和2年（2020）年1月15日
令和２年度
気候変動適応に関する情報収集・内容の検討
③計画に盛り込む内容に関するヒアリング（6課）
令和2年（2020年）7月10日～16日
④市民2,000人・事業者1,000社を対象に適応分野
のアンケート調査

令和2年（2020年） 10月2日~24日
その他にワークショップ、市民討議会、環境審議会、市民団体ヒアリング、庁内会議

（環境調整会議）なども実施し、計画策定！

気候変動適応計画策定に関連する主な流れ

職員研修
神奈川県環境計画課様による講演

気候に関する情報収集
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他部局との関係構築に向けて｜①個別ヒアリング

計画改定に向けてヒアリングを実施（18課）各課30分
適応に関連するものとしては、各課での実施内容や問題点・課題を
ヒアリング

【熱中症対策】地域保健課・健康増進課
【感染症対策】保健予防課
【雨水流出抑制対策】下水道河川建設課
【自然災害対策】防災対策課

環境基本計画改定のためのヒアリングを活用し、
適応の内容もヒアリングを行いました！
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事務局と他部局の適応に関する
お互いの理解促進にも役立ちました！



他部局との関係構築に向けて｜②研修の実施

茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町の職員が、気候変動適
応法の趣旨や課題を学習し、円滑な行政運営を推
進するための知識を習得することを目的として実
施
□研修講師
神奈川県環境計画課 職員

□研修内容（1時間30分）
（1）地球温暖化の現状
（2）神奈川県の状況
（3）気候変動適応法と適応策
（4）神奈川県の適応策
（5）他の都道府県・市町村の適応策
（6) 企業・市民の適応策
（7) 市町村は何をすべきか

適応についての庁内理解を促進するための研修

□対象とした課（19課）
企画経営課、広域事業政策課、産業振興課、農業水産課、
防災対策課、スポーツ推進課、環境保全課、資源循環課、
環境事業センター、都市計画課、都市政策課、景観みどり課
道路建設課、下水道河川建設課、下水道河川管理課、
保健予防課、健康増進課、警防救命課、指令情報課

その他にも庁内イントラネットでの情報掲載や、
環境省からの通知や事例紹介などは関係各課に情
報提供など、環境部局から日常的に情報発信を心
掛けることも重要
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他部局との関係構築で困ったこと

適応について、関連部局から言われたこととしては…
 気候変動とかよく分からないし、何ができるか？
 どのレベルまで対策をすればよいものなのか？
 何らかの影響はでているが、気候変動の影響なのか？
などなど

• 適応計画に関連する整理された資料が少ないため、
どのように回答してよいか分からない

• 農業や下水道など幅広い分野について、
事務局としてある程度の理解が必要
（他部局の計画を読むことも重要！！）
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気候情報（気候・降水量）の収集方法
気候情報は、入手が容易で、
できるだけ分かりやすいものを

関東甲信・北陸・東海地方の気候変化として、観測地
点ごとの経年変化や都県別の将来予測、海面水温や海
面水位の長期変化などが整理。（東京管区気象台）

●気候変化レポート2018
－関東甲信・北陸・東海地方－
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気候情報（気候・降水量）の収集方法

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減対策が今後ほと
んど進まず、地球温暖化が最も進行する場合を想定して21
世紀末の神奈川県の気候を予測した結果を掲載

●神奈川県の21世紀末の気候
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計画策定マニュアルには、参考情報として、
以下のようにありますが・・・
①気象庁HP：
日本の各地域における気候の変化

②気象庁：
地球温暖化予測情報第9巻

③ 気象庁HP
過去の気象データ・ダウンロード

市内に関する気候情報で、正確な
情報を…と思っていたが、神奈川
県内レベルであれば大きく変わら
ないのでは…

業務効率化を考えて、２つの情報
源からとしてもよいのでは…

気候情報の収集で困ったこと

とにかく時間がない！！
情報をまとめるのは困難
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気候変動影響（現在・将来）の収集方法

気候変動影響に関連する情報が一定程度まとまった形式で全国的に公開されて
いることから、比較的容易に情報を入手できる国の資料（ステージ１）

庁内の行政資料や計画など、区域内の気候変動影響について、より詳細な既存情
報の活用や庁内の関係部局に情報を問い合わせる（ステージ２）

区域内で特に懸念されている気候変動影響について、区域内を対象とした研究論
文等の収集や、地域の大学等に情報を問い合わせる（ステージ３）

これまでに、気候の変化や気象現象（高温、大雨等）によって生じたと考えられ
る影響の事例、及び影響の原因となった気象現象を整理する

〇できそう

×ムリ

計画策定マニュアルには…以下のようにありますが

△できるかも

まずは、神奈川県が実施した
気候変動影響評価を参考にした！！

はじめに行ったことは…
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気候変動影響の収集方法｜神奈川県の状況

●神奈川県における気候変動の影響と分析の関係所属の意見等

国の影響評価
（重大性・緊急性・確信度）と

県の現在の影響・将来予測される影響
がまとまった資料が…

このような情報を単独でまとめる
ことは、不可能であるため、

県の影響評価をベースとした！！

13



気候変動影響の収集方法｜ヒアリング
神奈川県 茅ヶ崎市

●県で気候変動適応に関する施策の優
先すべき分野の方向性
⇒自然災害分野、健康分野、
農林水産分野

市として優先度が高い分野に関連する
部局に対して、内容が茅ヶ崎市に当てはまるのか

ヒアリングを実施し、気候変動影響評価をまとめた！
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気候変動影響の収集方法で困ったこと

Ａ-PLATの予測状況を用いて整理しようかと思いましたが…

他部局に気候変動影響の情報を聞いてみましたが…
気候変動影響なのか分からないため、どんなデータを出してよいか不明
長期でのデータが存在しないことが多く、担当者のこれまでの業務を通じて
の感想など、必ずしも定量的なデータを得られない、適応にあたるのかも不
明…

⇒事務局で情報収集するしかないが、何を収集してよいかもイマイチ分からない

 RCP2.6、RCP8.5など、
他部局にはよく分からな
い

市にあてはまる将来予測
が少ない などの理由か
ら

⇒あまり活用できない…
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既存施策の収集・整理方法｜情報収集
市の総合計画は、「基本構想（10年）」と「実施構想（3年）」の2層構成で、「実施計
画」では、「基本構想」に定めた「政策目標」「施策目標」を達成するために、事業の優
先度を明確化したうえで、3年間で実行する施策の具体的な事業内容がある

神奈川県が自然災害・健康分野・農業分野を重点対策としていることを踏まえ、この分野
に焦点をあて各課での取組を情報収集した
具体的には、実施計画にぶらさがる「実施計画事業名」から事業を抽出、事務事業評価を
行っているため、容易に各課の事業を把握でき、それぞれの指標もある（一石二鳥）

対象とした分野と部局（6課）
大雨・土砂災害：防災対策課
下水道・雨水対策：下水道河川建設課
熱中症対策：健康増進課、警防救命課
蚊媒介性感染症：保健予防課
農業：農業水産課

【各課での実施計画事業名】
風水害対策事業

自主防災組織育成事業
公共下水道整備事業(雨水整備)

健康増進事業
感染症発生動向調査事業
農作物鳥獣病害虫対策事業

各課の個別計画を一読すると、
『これは適応ではないか』といった観点で話ができる

16



既存施策の収集・整理方法｜③個別ヒアリング結果一覧

分野 項目 主な取り組み

自然災害
洪水、内水

ハザードマップの周知、災害対策の訓練・防災知識の
広報・啓発、雨水貯留・浸透の促進、下水道施設の整
備

土砂災害 土砂災害ハザードマップの周知

健康
熱中症 熱中症予防に関する周知・啓発
感染症 蚊媒介性感染症に関する周知啓発

農業 農業生産基盤 保険加入の呼びかけ、メール配信サービスの活用
適応策の推進 適応策に関する情報収集・普及啓発

⇒関連部局にヒアリングしたところ、適切な指標がほとん
どなかったため、アンケート調査を実施し、適応に関する
市民・事業者意識を調査した

各部局では様々な対策を既に実施している
しかし…
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既存施策の収集・整理方法｜④アンケート調査

n=946 n=946

各分野での適応策を実施し、これらの数値の向上を図る

ハザードマップ認知率 災害への備えをしている人の割合 暑さ指数（WBGT）の
認知率

市民2000人・事業者1000社を対象としたアンケート調査により、
適応に関連する意識を調査
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出典：茅ヶ崎市 省エネルギー・地球温暖化防止に関する意識調査
ホームページにて公表しています。

☞環境基本計画等の改定のアンケートに盛り込むことで負担軽減ができる



既存施策の収集する上で苦労した点

 関連部局との意見の違い
例えば、事務局は適応策を網羅的に記載した方がよいと思っていても、
財政的な面で実施が困難な場合もある
掲載したことで予算がつくのではと思われるかもしれませんが…
全てを計画に掲載しても事業を実施できるかは不明⇒まずはできることから！

 有効な適応策や適応策の指標に関する情報不足（計画策定当時）
計画策定マニュアルに掲載されている事例は、ほとんどが都道府県の事例である
また、A-PLATのどこに情報があるのかそもそも分からない
さらに、A-PLATや計画策定マニュアルにも参考になる指標はほとんど見当たらな
い
⇒指標がなければ、適応策の効果が分からず、進捗状況の確認ができないため、
既存施策が十分かどうか分からない

 関連部局の適応に関する認識の違い
適応の観点を説明しないと、なかなか認識してもらえない
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⇒面倒なことだと思われる・・・



その他の苦労した点 など
気候変動適応に関する専門知識と時間が不足
温暖化対策と性質が異なる気候変動適応について、知識が不足
従来業務を実施し適応計画策定に対応していたため、とにかく時間がない

県内市町村の適応策の情報がほとんどない
適応策に関して、県内の市町村がどのようなことを行っているか不明
関連する事例がないため、関連部局との意見交換で挙げられるものがない
⇒都道府県が市町村の適応策の事例や関連する指標をとりまとめてくれると、情報
収集の負担が軽減できるのでは…
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類似の個別計画が存在
気候変動適応法が施行される前から既に防災分野では茅ヶ崎市地域防災計画（風
水害対策計画）が策定されており、自然災害分野の適応策を既に実施
⇒そもそも計画策定は努力義務であり、全国的にも策定は進んでいない状況で単
独で策定する場合は、その必要性について問われることも…



適応計画を策定してよかった点

茅ヶ崎市・寒川町 気候非常事態宣言「気候非常事態宣言」を共同で表明
令和3年4月1日に隣接する寒川町と気候非常事態宣言を共同表
明！広域で取り組むことで話題性を上げ、効果的な情報発信につ
ながった

夏休み図書館で学ぶ
「気候変動とSDGs」

気候変動に関連する啓発活動で連携
これまではあまり環境分野に縁がなかった、防災分野や健康分野
などと適応策を通じて連携することができ、それぞれの啓発の機
会拡大・市民の意識向上に、環境部だけの問題ではない重要課題
に対して全庁をあげて適応に取り組むことができる!!

環境部には庁内横断的な役割が求められる
21

緩和策と適応策の両輪で「脱炭素」に挑戦
国が公表した脱炭素ロードマップにあるようにあらゆる分野（防
災・交通・経済・資源循環）に緩和策の視点が必要となる！
もちろん適応策も大事！！
☞これからの関係づくりにも適応計画があることで各部局と話が
しやすい！難しく考えず、まずは計画にのせることを！



 市町村が、知見や体制の不足などにより単独で計画を策定することが困難となる場合、
複数の市町村や都道府県と共同して地域計画を策定することが可能となっている

⇒茅ヶ崎市では、環境計画改定のタイミングであったため適応計画を策定できた！
しかし、財政的・人的にも単独での計画策定は困難な市町村が多いのではないか？？
例えば、県がエリア別に気候変動適応評価を実施して、市町村の計画策定の後押しをす

ることや、県と希望する市町村での共同策定などもできるのではないか？
もしくは、隣接する市町村同士で指針等を作成すること一案

市町村の適応計画策定に向けて

 他市の適応計画には、『自然災害分野は「地域防災計画」の見直しを適切に行って対応
する』との記載があったりもするので・・・

⇒それぞれの自治体の関連する計画に、気候変動適応施策が盛り込まれている場合には、
当該計画の一部を地域気候変動適応計画として位置付けるといった対応も可能であるため、
単独で計画を策定することが困難な場合には上記の対応はどうか

 環境基本計画や地球温暖化対策実行計画の改定があれば、その際に組み込むことが、業
務効率化を考えると計画策定にはベストなタイミングでは…

⇒計画策定マニュアルや国立環境研究所による専門家派遣をうまく活用できれば・・・
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皆さまにお伝えしたいこととしては、
はじめから完璧な計画は目指さないで、

まずは既存計画に適応策の要素を入れてみる
くらいの気持ちで望んでみてはいかがでしょうか？

ご清聴ありがとうございました！
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