平成 29 年６月 16 日
温暖化対策統括本部

「横浜市気候変動適応方針（素案）
」に対する
市民意見募集の実施結果について
「横浜市気候変動適応方針」の策定にあたり、素案に対して市民意見募集を実施しまし
た。貴重なご意見をご提出いただきありがとうございました。
このたび、実施結果をまとめましたので、公表します。
１ 実施概要
実施期間

平成 29 年２月 28 日（火）～平成 29 年３月 31 日（金）

意見提出方法

電子メール、郵送、FAX、直接持参

素案の公表場所

横浜市市民情報センター、18 区役所広報相談係、18 区図書館、
横浜市温暖化対策統括本部調整課、ホームページ

２ 意見提出状況
提出者数

24 名

１ 提出方法

電子メール 22 名、郵送 ０名、FAX ０名、直接持参 ２名

意見数

99 件

項目別意見数

方針全体に関するご意見

28 件

第１章 適応方針を策定する背景

18 件

第２章 基本的事項

８件

第３章 分野別の影響・施策の方針

38 件

第４章 分野を横断した施策の方針

４件

その他のご意見

３件

３ 提出されたご意見への対応
ご意見の趣旨が素案に含まれるもの
包含

13 件

反映

ご意見の趣旨を反映し、素案を修正したもの

21 件

賛同

本方針の推進に賛同いただいたもの

14 件

参考

ご意見として、今後の参考とするもの

38 件

その他

その他のご意見（本方針に対する質問、本方針以外の内容のご意見など）

13 件

４ 提出されたご意見の概要とご意見に対する本市の考え方
別紙のとおり
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別紙
「横浜市気候変動適応方針（素案）
」に対する
市民意見募集で提出されたご意見とご意見に対する本市の考え方
◇方針全体に対するご意見
No.
ご意見（要旨）

分類

全般について、横浜市は内閣府の環境未来

本方針では、国内の都市間連

都市にもなっており、日本やアジアをリード

１

する市であるべきである。気候変動は近隣市
町村、東京都、他県とも連携しなければ解決

携として、近隣都市等との連携
包含

携を進めてまいります。

積極連携を期待したい。
広範囲にわたる課題と施策方針が簡潔に
まとめられていて、大層わかりやすい資料に

も推進しています。ご意見の趣
旨のとおり、今後も積極的に連

しない。海の向こうの連携よりも、近隣との

２

本市の考え方

評価頂きありがとうございま
賛同

なっていると感じました。

す。本方針に基づき、適応策を
推進してまいります。
本方針において、
「適応」とは
気候変動の影響による被害を最

内容は、十分網羅されているとは思います

３

が、そもそも「適応」って何？ということを
もっと噛み砕かないと、市民に伝わらないの

小化・回避することと位置付け
参考

ているところですが、頂いたご
意見は、今後、
「適応」を分かり

ではないかと思いました。

やすく説明していく際の参考と
させていただきます。

「適応策」の考え方について
「適応策」として、主に想定されるリスク

４

への「対応策」が挙げられていますが、わず

本方針では、気候変動の影響

かながらも、
「活用」の観点でも適応方針を

を「機会」としても捉え、市内

検討していくとよいと思います。

産業振興や地域経済の活性化に

例えば、温暖化に伴い、横浜市の平均気温
は現在の九州南部から沖縄に相当すること

包含

つなげていくという観点も盛り
込んでおります。ご意見の趣旨

になると思いますが、従来は生産が難しかっ

を踏まえて、今後も新たなビジ

た農作物が生産できるようになるなど、活用

ネスチャンスの創出などに取り

できそうな面もあり、それらの地域とも協力

組んでまいります。

して活用策を考えていく価値があると考え
ます。

５

地震に対する啓蒙活動の進み具合と比較

本方針や「横浜市地球温暖化

して、地球温暖化・ヒートアイランド現象に

対策実行計画」に基づき、適応

対する情報共有は非常に少なかったように
感じます。地震は先の大地震による災害を受

包含

策と緩和策を二本柱として推進
し、持続可能な都市づくりを目

けたことにより市民の関心は向きやすいと

指し、情報発信・共有や環境教

は思いますが、地球温暖化・ヒートアイラン

育を推進してまいります。
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No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

ド現象は災害を受ける時間軸が異なるだけ
で地震に勝るとも劣らず関心を持つべきも
のと思います。
今回の横浜市の方針は非常に重要なこと
と思うのですが、その後の啓もう活動もよろ
しくお願いします。
気候変動の影響への適応は、
「機会」として捉えることによ
質問ですが、地球温暖化・ヒートアイラン

６

ド現象に対する今から行うべき対策活動に
事業者も含めインセンティブプランはある

って、ビジネスチャンスとなる
その他

のでしょうか？

場合もあります。本方針では、
そういった観点も盛り込んでお
りますが、現時点で具体的なイ
ンセンティブプランはありませ
ん。

大変立派な方針と思いますが、今まで、地
区センターで、気候変動／地球温暖化のセミ
ナーが開かれたという話を聞いたことがあ
りません。
温暖化対策については、セミ

市民に直接影響する「風水害・土砂災害等」

ナーやイベントの開催など、普

「熱中症・感染症等」を中心に地域のハザー

７

ドマップも活用して、今後、地球温暖化が進
むことにより、どのような影響があるのか、

包含

及啓発活動を行っております。
頂いたご意見も踏まえまして、

それに対し、市民はどのように身を護ればよ

引き続き、普及啓発や環境教育

いのかという観点で、各地区でセミナーを開

に努めてまいります。

いてはいかがでしょうか。
直接関係のない話だと、市民は聞く気にな
らないでしょうが、自分の身に降りかかる話
だと聞く気になると思います。
世界で様々な自治体が適応策について考

８

え始め、行動している中、日本でも先進的に
適応策について方針を打ち出す横浜市の本

評価頂きありがとうございま
賛同

す。本方針に基づき、適応策を
推進してまいります。

取組は、大変重要なものだと思います。
施策一覧について：施策毎に貴市の担当部
署が記載されており、とても参考になりまし

９

た。また、気候変動は色々な分野に影響を与
えることから、分野横断的に取り組むことが
大事という印象を受けました。横浜市役所庁
内での連携をどのように進めていかれるの

3

ご意見を踏まえまして、今後
賛同

も本方針に基づき、分野横断的
に「チーム横浜」として取組を
推進してまいります。

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

か、温暖化対策統括本部がどのような役割を
担われるのかなど、今後の展開に期待してお
ります。
地球温暖化が進む中で、気候変動対策とし

10

て、横浜市が、緩和策だけでなく適応策につ
いても取組を強化されることは、意義がある

評価頂きありがとうございま
賛同

推進してまいります。

ことだと考えます。

異常気象等これまでにない気

本方針は、ハードよりソフトについて踏み

候変動の影響に対応するため

込んだ内容になっています。これは財源が不

に、施設整備等のハード対策を

足しているので、ハードの対策はあまり改善

11

できない、
「ソフトな対策、言い換えると自
助、共助、つまり市の支出にならないことを

す。本方針に基づき、適応策を

進めるとともに、普及啓発等の
その他

ソフト対策も重要と考えていま
す。限りある財源の中で、市民、

より進める」と解読しました。これはほかに

事業者の皆様の生命・財産を守

策がない、コスト対効果があわないのだと推

るため、自助・共助の取組等、

測します。

今後一層推進してまいります。
本方針は法に基づき策定して
いるものではありませんが、国

12

（適応方針策定の）根拠法令はあります
か？あれば記述してほしい

の「気候変動の影響への適応計
その他

画」の「基本戦略④」に地方公
共団体における適応計画の策定
促進が記載されていることに基
づき策定するものです。
頂いたご意見は、関係区局と

13

鶴見川のようなうまくできていることだ
けでなく、進んでいない事も記述してほしい

参考

共有し、今後、方針を周知・情
報発信していく際の参考とさせ
ていただきます。
頂いたご意見は、関係区局と

14

「境川＆柏尾川」についての計画も説明し
てほしい

参考

共有し、今後、方針を周知・情
報発信していく際の参考とさせ
ていただきます。
賛同頂きありがとうございま

今後も市民・事業者・横浜市の全ての主体

15

が一体となって取り組み持続可能な都市づ

賛同

くりを目指す趣旨に賛同します。

に本方針を推進してまいりたい
と考えています。

これまでの横浜市の適応の取り組みに関

16

す。市民・事業者の皆様ととも

する（暫定）評価はどのようなものか。評価
基準・期間などを含め、ぜひあわせて紹介し

4

適応の取組に関しても、
「横浜
参考

市地球温暖化対策実行計画」の
進捗管理の一環として取組状況

No.

ご意見（要旨）

分類

てほしい。

本市の考え方
の把握に努めています。ご意見
を踏まえまして、取組状況の評
価の公表等について、施策推進
の中で、今後検討してまいりま
す。
ご意見のとおり、適応策を効
果的に推進するためには、各主

17

主体内部や主体間のネットワーク形成が

体が相互に連携・協働すること

促進されれば、施策の効果をより高められる

が重要であり、第２章 「３ 各

のではないかと感じた。なにか具体的な案が

包含

主体の役割」で記載しています。
また、本方針に掲載している

あれば、参考にしているモデルケース（県内

コラムの多くは、各主体が連携

外・国内外問わず）もあわせて知りたい。

して取り組んでいる事例になり
ます。
適応方針の策定について
2014 年３月に横浜で開催された第５次評
価報告書第２作業部会及び IPCC 総会におい
て、
「今後の気温上昇は避けられないので、

18

いずれにしても適応の準備をしなければな
らない。
」と報告されてから３年、ようやく

賛同頂きありがとうございま
賛同

す。本方針に基づき、適応策を
推進してまいります。

待ちに待った適応方針が出されたこと、歓迎
します。
欲を言えば、もう少し早かったらなお良か
ったですが。
この方針書が実行計画に基づいたもので

ご賛同頂きありがとうござい

あることは理解できますが、体系上の位置づ

19

ます。

けが図示等されているとなおよかったので

本方針の位置づけの表現方法

はないでしょうか。なお、参考資料を含む背

については、今後、方針の周知・

景説明等の内容は横浜市の地域特性との関

賛同

係がとてもよくまとめられていて、今後の私

情報発信の際に検討してまいり
ます。

たちの活動にとっての指導書になり得るも

本方針の冊子については、必

のだと思いました。印刷物が入手できるよう

要な方に配布できるように用意

にしていただけるとありがたいです。

いたします。

自治体からの適応策の方針案ができたの
は喜ばしい限りです。内容も大変分かりやす

20

く、温暖化やそれに伴うこれからの危機への
理解が進みました。

賛同頂きありがとうございま
賛同

す。本方針に基づき、適応策を
推進してまいります。

市民・事業者・行政との連携、協力をしな

5

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

がら基本戦略を推進してゆくことが必須だ
と共感します。
まずは足元の連携から
国内外の都市との連携とあり、大きな意義
はありますが、まずは横浜市の縦割り行政を
適応方針は、ご指摘の通り、

乗り越えるのが先ではないでしょうか。セク

21

ションを超えた連携。また、国などの河川管
理者とのパイプの構築が重要だと感じます。

反映

分野横断的に取り組むべきもの
ですので、
「はじめに」にその旨
を明記しました。

（鬼怒川の災害は国交省の下館事務所長か
ら常総市長に危機の連絡を何度も入れたに
も関わらず、市長はどう対応していいか判ら
ず、避難が遅れたそうです。
）
既存の施策やシステムの有効活用を
コラムにも取り上げてありますが、鶴見川

22

流域には水マスタープランという健全な水

既存の施策やシステムと整合

循環を目指す施策がすでに 10 年以上も前か

を図り、本方針を策定したとこ

ら、動いています。まだ、十分に機能はして

包含

ろであり、それらの計画にさら

いませんが、鶴見川流域の市民・企業・行政

に適応の観点を組み込みながら

の連携がすでに動いています。こういった既

適応策を推進してまいります。

存の施策やシステムを活用して適応策の推
進を確実なものとしていって欲しいです。
素案の内容について
計画書の素案は網羅的で、ほぼすべての気
候変動に伴う適応策が述べられています。大

本方針の内容を簡潔に示した

変な労作と思います。

概要版は作成しております。ご

ただ、この方針案は全文 60 ページからな

23

る計画書であり、また記述内容も専門家向け
とも言えるレベルであり、横浜の市民、事業

意見を踏まえまして、今後、よ
包含

り分かり易く示せるように、本
方針を周知・情報発信をしてい

者向けとしては極めて難解である。

く際の参考とさせていただきま

一般にこの方針書を理解させるためには、

す。

簡潔にして平易な内容、かつ全て読了するの
に 30 分程度の時間でできるような「サマリ
ー版」の作成も必用と考える。
区役所レベルの問題

頂いたご意見は、関係区局と

以前、
「横浜市地球温暖化対策実行計画」

24

を参考としながら、一般対象の講座を企画し
た際、各区の地域振興課に開催にあたっての
助言と支援（広報や地区センター利用の利便

6

参考

共有し、今後の普及啓発の取組
の具体提案として参考とさせて
いただきます。

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

性供与）を求めたが、各区の担当の方々は市
の制定による温暖化対策実行計画を知らな
いばかりか、必要な支援や助言は一切受けら
れなかった。
市で策定した「実行計画」を区の担当者が
知らないことも驚きであったが、市の方針に
基づく温暖化防止推進員の活動にも全く理
解を示さない区の職員の態度も驚きであっ
た。
今回の折角の「適応策」が横浜市民に広く
理解されるよう、横浜市の区レベルの担当者
の意識改革が求められる。
「適応策」をはじめとする市民教育システ
ム作りの必要性
多くの市区町村は、市民に最も求められて
いる講座内容（例えば、今後の年金の動向、
趣味の話、相続対策など）に、適宜、落語会

ご意見を踏まえまして、第２

やクラシック音楽演奏会や歌謡ショーなど

25

の娯楽を織り込んだ「参加してためになる、
また楽しい」年間カリキュラムを作成し、そ

章「５ 各主体の役割」と第４
反映

章「２ 市民・事業者の取組促
進」に環境教育についての記載

のなかに市区町村の行政や政策上の話題を

を追加しました。

適宜入れるように工夫している。
このような市民講座システムが横浜の各
区にあれば、
「気候変動適応方針」のみにと
どまらず、市政の目指す方針を市（区）民に
容易に知らしめることができると考えた。

ご意見を踏まえまして、第３

他の自治体・国等との連携について
この分野では、素案にさまざまな記載もあ

章２（２）
「⑦強靭な都市づくり」

るのですが、鶴見川下流域における大規模水

について、次のように修正しま

害への対応に関して、なお、徹底した記載が

した。

あってよいかと存じます。

26

「主な取組として、鶴見川流

温暖化豪雨時代にむけてこれを課題とす
ることは、避けられない展開であろうと思わ

反映

域水協議会により策定された鶴
見川流域水マスタープランで

れます。想定最大豪雨に対応する洪水ハザー

は、気候変動に適応する新たな

ドについては、いうまでもありません。横浜

取組の検討が進められているほ

市がイニシアチブをとり、鶴見川低地におけ

か、
（中略）また、鶴見川や境川

る温暖化豪雨を想定した防災、減災対応につ

など複数の自治体にまたがる流

いて、横浜・川崎両市、ならびに市域をこえ

域では、国土交通省、東京都、

7

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

た関連区の連係をすすめていただきたいと

神奈川県および流域市も含めた

思います。その際、行政区をこえた流域の視

流域連携を図っていきます。
」

野で治水・防災をすすめる鶴見川流域水マス
タープランの活用、ならびにそのビジョンに
そった啓発活動が重要な枠組みとなると思
われます。
温暖化適応策の地域特異的な啓発、学習、
研修活動の推進
温暖化緩和策は、実行基盤として地域性を
強く問われることがありません。大気は地球
大で拡散されてしまい、どこで対策を実施し
ても、効果は地球大に反映されてしまうから
ご意見を踏まえまして、第２

です。他方、適応策は、水土砂災害、農業被

章「５ 各主体の役割」と第４

害、生物多様性変動、ヒートアイランド課題、

27

いずれをとっても厳しい地域性の束縛をう

反映

章「２ 市民・事業者の取組促

けます。同じ横浜市民でも、居住地が丘陵地

進」に環境教育についての記載

なのか、河川沿いか、海岸沿いなのか等々で、

を追加しました。

適応課題は特異性をもち、独自な対応を要請
されます。
学校、地域・町内、などを手掛かりとして、
温暖化適応策の地域特異的な啓発、学習、研
修活動を推進するビジョンが必要と思われ
ます。
平成 26 年３月に改定した実行計画では、
国や他都市に先駆け、適応策を計画の中の一
つの柱として位置づけているのは、すばらし

28

いと思いました。基本戦略①～⑤もわかりや
すく、分野別の農業・自然環境、風水害・土
砂災害等、熱中症・感染症等、産業・掲載活
動の影響・施策の方針も具体的でとてもよい
と思いました。

8

賛同頂きありがとうございま
賛同

す。本方針に基づき、適応策を
推進してまいります。

◇第１章 適応方針を策定する背景
No.
ご意見（要旨）

分類

横浜市の気候変動の将来予測について：約

１

100 年間で約 3℃も気温が上昇し得ることに

本市の考え方
気候変動の将来予測も踏まえ

その他

とても驚きました。

つつ、本方針に基づき、適応策
を推進してまいります。

横浜市の気候変動の将来予測について：真
夏日が年間で 40 日ほど増加すると、
「現在の

ご意見を踏まえまして、今後、

〇〇倍になる」や、
「１年の×分の１は真夏

２

日になる」などと表現することは可能なので

参考

しょうか？一般市民にイメージしやすい方

より分かり易い表現で情報発信
するための参考にさせていただ
きます。

法で発信できると、より危機感を持てるので
はと感じました。
データに基づいて：第 1 章の気候変動の将

評価頂きありがとうございま

来予測や、市民・事業者へのアンケートなど

３

のデータが紹介されていて、データに基づい

賛同

す。本方針に基づき、適応策を
推進してまいります。

て方針が策定されたことが見受けられると
ともに、とても勉強になりました。
策定の背景に関して、温暖化対策に取り組
む世界の動向や実効性の見通しが甘いと思
います。
（１）パリ協定は発効したものの、
米国政権の交代等の影響で削減見通しに先
行き不透明感があります。
（２）国連の SDGs
も同様に危惧しています。
（３）我が国の方

頂いたご意見は、関係区局と

針は経済成長と温暖化対策を同時に達成し

４

たいようですが、温暖化対策は活気ある地域
コミュニティの維持と国土の健全な保全が

参考

共有し、今後の施策の具体的な
展開の際の参考とさせていただ
きます。

前提条件の上に策定されるものであると思
います。
（４）本市の取り組みに関して、財
政の対応力や関係部局が一体となった推進
体制の構築が検証され、保証されているので
しょうか。市民の高齢化や専門的知見を理解
した上で身近な問題と認識して参加し、行動
に移すか等判断は難しいですね。

５

１ページ 「適応」の定義が書いてありま
すが根拠法があれば記述してほしい

「適応」の説明は、国の「気
その他

説明資料を参考にしました。

１ページ 「集中豪雨による浸水」がすで

６

候変動の影響への適応計画」の

に起きつつある旨の記述になっていて、事実
に合致していると考えます。とても良いで

9

評価頂きありがとうございま
賛同

す。本方針に基づき、適応策を
推進してまいります。

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

す。
３ページ 図１－３の文字が小さくて、プ

７

リントアウトすると読めません。図を大きく

ご意見を踏まえまして、図を
反映

してほしい（３倍くらい）
。

大きく表示するよう修正しまし
た。
内閣府の適応計画はありませ

８

４ページ 府省庁とありますが内閣府の
計画はないのでしょうか？

んが、国の「気候変動の影響へ
その他

の適応計画」において、関係府
省庁として内閣府も明記されて
います。
自然的土地利用には「農地、

９

６ページ 自然的土地利用が 19％と少な
く感じますが何を計測していますか？

その他

山林、河川・水路・水面、荒地・
海浜・法面等」を計測していま
す。
頂いたご意見は、今後、適応

11 ページ 鶴見川の昭和 33 年から平成 26

10

年の鶴見川の氾濫回数グラフを載せてはど

参考

うか

方針を説明・周知していく資料
作成の際の参考とさせていただ
きます。
境川については、特定都市河
川に指定されておりますが、流

11

11 ページ （鶴見川の）次に大きい境川は
どうなのか？

域水害対策計画は未策定の状況
その他

です。しかし、境川水系河川整
備計画を策定し、境川遊水地の
整備など、治水対策を推進して
おります。

SDGs は重要な概念であろうと思います

12

が、市民活動にどのように関わり合うのか、
それがわかるとなおよいのではないでしょ

頂いたご意見は、今後の普及
参考

啓発の取組の具体提案として参
考とさせていただきます。

うか。
p.12「温暖化に対する市民の関心が高いこ
とがわかります」とありますが、しかしなが
ら私にとって大気汚染や 3R の関心度がより

13

高いことは意外であり、驚きです。むしろ”

頂いたご意見は、今後の普及
参考

温暖化への関心度は相対的に低い、だから一

啓発の取組の具体提案として参
考とさせていただきます。

層の取組みをすすめたい”
、とした方が分か
りやすいのではないでしょうか。
p.15 市民アンケートの結果を見ると、実

14

は、市民の間では適応策の多くは既に意識せ
ずに行われている、ということだと思いま

10

ご意見を踏まえまして、当該
反映

箇所を、
「適応に関しては、既に
進められている取組もある一方

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

す。これには自治会活動や地域防災委員の活

で、項目によっては取組の実施

動（消防さんの協力や実地訓練等を含んで）

率が低く、今後一層の普及啓発

が実態にあったかたちで市民の間に浸透し

や情報提供が必要であることが

てきている、その効果の表れではないかと思

示唆されました。
」に修正しまし

うのです。故、
「適応に関しては、認知度や

た。

理解がまだ十分ではなく、普及啓発や情報提
供が必要であることが示唆されました。
」と
あるのは、少し言い過ぎではないでしょうか
（継続しての啓発活動の必要性は認めま
す）
。
P6 ア自然条件の記載で、図表に問題あり
本文に横浜の河川の流域の記載はあるもの

15

の図表に水系と流域が表れていませんので
理解が進みません。横浜市民のためにも自然

ご意見を踏まえまして、河川
反映

の流域のコラムを新設し、流域
の図を掲載しました。

でつながっている他の自治体の情報や協力
体制は必須です。
アンケート結果は参考になって良かった
と思います。
アンケート結果で「適応」という言葉を意
味も含めて知っていた市民が２１％しかい
ない。

16

頂いたご意見は、今後の普及

⇒温暖化対策には緩和策だけでなく適応

参考

啓発の取組の具体提案として参
考とさせていただきます。

策が重要であるが、認知度を高めるために開
港祭などのイベントで PR してはどうか。ま
た横浜温暖化防止活動推進員と連携して地
域の自治会などへ温暖化防止の「適応策」を
周知する。
アンケートでは浸水ハザードマップの確

頂いたご意見は、今後の普及

認をしていない、知らない人も多い。

17

⇒市バスの中や、地下鉄の駅中にその地域

参考

啓発の取組の具体提案として参
考とさせていただきます。

のハザードマップを貼ってもらうのはどう
か。
冒頭、気候変動の影響への「適応」につい
て、わかりやすく記述してあり、温室効果ガ

18

スの増加に対する緩和策だけではなく、温暖
化による影響の適応策もあるのだと理解で
きました。

11

ありがとうございます。今後
賛同

も適応の理解促進、普及啓発を
推進してまいります。

◇第２章 基本的事項
No.
ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

第２章の基本的事項、基本戦略①について
市民の生命、財産だけでなく、気候変動に
伴い悪化する住みやすさ、歩きやすさを強調

１

したまちづくりの戦略になるのが望ましい。
住みやすさとしてのリバブルシティ、歩き

頂いたご意見は、関係区局と
参考

共有し、今後のまちづくりの参
考とさせていただきます。

やすさのウォーカブルシティを目指すこと
は、屋外空間の充実でありヒートアイランド
対策に直結することだといえる。
国や県との役割分担について
国や県でも温暖化対策を検討されていま
すが、横浜市と国や県の役割分担について基

２

本的な考え方を「横浜市気候変動適応方針」
に明示しておくとよいと思います。

ご意見を踏まえまして、第２
反映

章「２ 位置付け」に国や県等
との連携について追記しまし
た。

相互の情報共有が基本となると思います
が、施策の重複やズレをなくし、ムダなく施
策を推進していくことが重要と考えます。
基本戦略の一つとして、
「適応策の推進に
よる環境と経済の好循環」が挙げられてお
り、企業との連携を謳っているところは特に
評価できますが、内容の詳細を見たときに、

３

具体策が不足しているように感じます。例え
ばヒートアイランド対策技術を普及させよ

頂いたご意見は、今後、より
参考

具体的な取組を進める際の参考
とさせていただきます。

うとしている企業・事業者に対して、インセ
ンティブプランを策定し、経済性をベースと
した連携を深めていくような仕組みを確立
していくことは有効ではないでしょうか。
18 ページ（２） 「～河川の氾濫などのリ

４

スクが高まることが危惧されている」の文章
ですが「～河川の氾濫が危惧されている。
」

気候変動により今後リスクが
その他

で、素案の表現としました。

のほうが解りやすいです。
19 ページ 基本戦略⑤ 戸塚区は相模川

５

寒川からの水を水道源としています。丹沢山

都市間連携を進めている一例
その他

の水です。こちらも記述してほしい。

として記載しているため、素案
の表現としました。

19 ページ ＢＣＰですが、行政、消防、警

６

高まるということを表す趣旨

察、保育所、学校、ケアプラザ、地区センタ
ー、総合公園管理の財団などはどの程度ＢＣ
Ｐを作成しているのかを明確にしてほしい

12

横浜市として、地震編、新型
その他

インフルエンザに対する BCP 等
を策定していますが、個々の施
設単位、民間事業者による BCP

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方
は未作成のところもある状況で
す。頂いたご意見は、関係区局
と共有し、今後の具体施策の展
開の際の参考とさせていただき
ます。
本方針の位置付けについて
は、第２章「２ 位置付け」に

７

他の計画や方針との関係がわからない
図で示してほしい

記載しております。ご意見を踏
参考

まえまして、より分かり易く示
せるように、今後、方針を周知
していく際の情報発信の参考と
させていただきます。

第２章 基本的事項 ４ 基本戦略 につい
て

８

（２） 基本戦略② 都市のレジリエンス

ご意見を踏まえまして、第３

（強靭性）の向上 （P.18）の項目に、インフ

章４ （２）「②エネルギー需給

ラの強靭化に関する以下の内容を加筆する

対策」に、
「また、本市では、再

ことを提案いたします。

反映

生可能エネルギーやコージェネ

「防災機能向上という観点から、災害時に

レーションシステム等の自立分

ライフラインの機能が十分に確保できるよ

散型電源の導入を推進していま

う、ガスコージェネレーションシステム等の

す。
」を追記しました。

導入による電源の多重化を図り、防災機能の
向上を促進します。
」

13

◇第３章 分野別の影響・施策の方針
No.
ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

第３章４ 産業経済活動について
企業協力により、実証実験を行った件は極
めて好ましい。

本方針に基づき、国内外のネ

日本を代表する技術や横浜市に協力した

ットワーク等を活用し、先進事

ものに関しては市民に広く周知し、特に行政

１

としても積極採用するのが望ましい。
新規の技術は日々進化し、お金がかかる。

例などの情報共有を進め、適応
賛同

を含めた気候変動対策に資する
新たな技術開発や製品開発を促

リスクを背負い採用していかないと日本の

すなど、環境と経済の好循環に

技術も遅れてしまう。

つなげてまいります。

東京都はクールスポット事業、大阪府も民
地における日射遮蔽に助成金をだしている
ことを参考にしてほしい。
熱中症について
熱中症の注意喚起として、暑さ指数
（WBGT）を現在のスプリングフェアの開始
日数の掲示版で示す方法が考えられます。ま
た、他に横浜市のホームページや監視センタ
ー、区役所等での情報発信もあると思いま
す。

２

注意喚起の一つとして、老人は我慢や、省

頂いたご意見は、熱中症対策

力から、部屋の中での熱中症の事例もあるの

の普及啓発、注意喚起の具体提

で、クーラー等の使用を推進する説明も必要

参考

案として、関係区局と共有し、

と思います。そして、気温だけでなく、相対

今後の参考とさせていただきま

湿度も重要であること等の説明が必要であ

す。

ると思います。また、放熱では発汗が重要な
因子の一つなので、水分の補給が重要である
が、無効発汗が多いと放熱の効果が小さい事
等を説明する説明資料の配布が必要と考え
ます。これらの情報発信としては、多くの市
民が目にする「広報よこはま」や横浜市のホ
ームページなどが良いのではと思います。
水環境について

本方針では、本市への影響と

気温の上昇に関連して水温の上昇が起こ

３

り、水温の上昇は赤潮の発生との関係も考え
られるため、
2020 年の東京オリンピックに向

して、赤潮の発生等についても
包含

記載しており、水環境のモニタ
リング等について取組を進めて

けて、東京湾の赤潮発生の対策を行う。横浜

まいります。頂いたご意見は、

港でも依然として赤潮の発生があり、東京オ

水・緑環境の保全の取組に対す

14

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

リンピックで観光に来た人に悪いイメージ

る具体提案として、関係区局と

を与えかねない。赤潮発生は、生物や植物の

共有し、今後の水環境の改善の

大量の逃避や、死滅の一因子であり、今再生

取組の参考とさせていただきま

中ですが、近い過去にあった様に海のサイク

す。

ル循環が壊れると思われます。
また、横浜港では青潮の発生もあり、浚渫
によるヘドロの除去が効果があります。そし
て、その他に海藻を増やして行き、自然の海
岸への復活に向かっていけば、海藻等の浄化
により大気へ放出された二酸化炭素の約３
割が吸収されるので、地球温暖化の一つの防
止策となると考えられる。
熱中症対策の自助については、具体的な
PR 活動をされているようですが、室内環境
（特に高齢者）
、また、気候変動との捉え方
とは別かもしれませんが、ヒートアイランド
対策（横浜市で研究していた路上の温度低

４

減）、などは盛り込まれているのでしょう

室内環境やヒートアイランド
包含

については、暑熱対策の一環と
して盛り込んでいます。

か？
また、海外では、外気による影響が少ない
住宅へと改修することまで含まれています。
そこまでいかなくても、
「適応策としての外
壁の選び方」とかあるのかなと。
感染症については、雨マスが蚊の生息場所

頂いたご意見は、関係区局と

となっていることが指摘されていて、一部で

５

改善が呼びかけられています。
下水道としてできる感染症の防止策（健康

共有し、感染症の拡大防止対策、
参考

後の参考とさせていただきま

面での適応策）として加えてほしいと思って

す。

おります。

ご意見を踏まえまして、
「コラ

横浜市下水道の「新羽末広幹線」は豪雨対

６

策として市で最大級の事業だと思いますが、
もう少し事業内容がわかるように紹介して

ム：鶴見川多目的遊水地の効果」
反映

に記載している新羽末広幹線の
豪雨対策について、事業内容の

はいかがでしょうか。

記述を追加しました。

施策に関して私が日頃感じている点を幾

７

注意喚起の具体提案として、今

つか申し述べます。
（１）市のハザードマッ
プにがけ崩れ危険地に指定された土地の宅
地開発を許可し、建築申請を認可して家が建

15

頂いたご意見は、関係区局と
参考

共有し、今後の施策の具体的な
展開の際の参考とさせていただ
きます。

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

った。
（２）防災情報は全戸に伝わりません。
ネットで調べても具体的情報の取得は出来
かねます。指定の避難場所は指定地域の住民
の収容能力がない。自治会も避難場所に行か
ないと決めています。
（３）外水氾濫対策は
幾つか示されているものの、内水氾濫対策は
大丈夫でしょうか。対応部署の職員でも内水
氾濫の内容をご存知ない方が散見されます。
（４）サークル活動で里山巡りなどに出掛け
ますが、農地、山林の荒廃の実態を多々目に
し、市内外や近辺の高齢化、過疎化の進行を
実感し、憂いています。
熱中症、感染症などについて、熱中症対策

頂いたご意見を参考に、今後、

の普及啓発や注意喚起につき、事業者や個人

８

がどんなハードウェアの対策を行うことが

参考

出来るのか、具体例として示して頂ける参考

具体例を示しながら熱中症対策
や感染症対策の普及啓発に取り
組んでまいります。

になります。
“適応”が喫緊である事に賛成します。豪
雨→汚水の逆流→庭、通路が汚水まみれにな

９

っています。14 年間で２回です。すでに生じ
ている水害です。想定ではありません。
「事

賛同頂きありがとうございま
賛同

実」水害です。早く水害を減らしてほしいで

す。本方針に基づき、浸水被害
を含め、適応策を推進してまい
ります。

す。

10

21 ページ 庁内所管部署とありますが国
の機関名ですから省庁内からではないか？

反映

本市の庁内所管部署のことを
示すよう明確化しました。
気温上昇により果樹の開花が
早まることで、春の急な低温で
花やつぼみなどが凍る霜害のリ

11

24 ページ表 果樹 霜害リスクの増大が
説明不足です。

反映

スクが増大します。
ご意見を踏まえ、表中の表記
を「生育の早期化と春の急な低
温による霜害リスクの増大」に
修正します。

24 ページ 戸塚区は相模川からの水を水

12

道源としています。丹沢山の水です。こちら

水源に関する施策は、p.25「④
包含

も記述してほしい。

13

水源施設等の整備」にも記載し
ています。

25 ページ 西谷浄水場しかやらない様に
ミスリードしませんか？

16

その他

水源施設等の整備を進めてい
る一例として相模湖を記載して

No.

ご意見（要旨）

分類

また浄水場は水道設備ですから水源施設

本市の考え方
いるため、素案の記載としまし

ではなくて水源（水道）施設が良いと考えま

た。

す。

また、
「水環境・水資源」の項
目であるため「水源施設等の整
備」と記載しました。
頂いたご意見は、関係区局と

27 ページ 長い期間、市全体では治水安全

14

度は良くなっていると理解していますが、俣

参考

野町はまだまだです。

共有し、今後の水・緑環境保全
施策の具体提案として参考とさ
せていただきます。
河川改修や遊水地整備等は河

28 ページ③ 河道対策とありますが河川

道対策になりますので素案の表

対策では？河川も下水道も従来の方針、計画

15

を見直すとかの表現になっていません。とて

現としました。
参考

また、頂いたご意見は、関係

も残念です。これでは俣野の水害は安心でき

区局と共有し、今後の水・緑環

ません。

境保全施策の具体提案として参
考とさせていただきます。

28 ページ④ 「ゆっくり流す」はわかり易
い表現です。また、市街化調整区域の制度に
言及してほしい。市街化調整区域を基本的に
維持する、または市街化区域の緑化＝調整区
頂いたご意見は、関係区局と

域の緑減少が成立し、かつ雨が変わらなけれ

16

ば水害は現状を維持するでしょう。しかし豪
雨は増えるのですから、水害は増える。

参考

共有し、今後の強靭な都市づく
り施策の具体提案として参考と
させていただきます。

私見では、調整区域の維持、市街化区域の
緑化、の両方が市の多くの区で必要と考えま
す。例外は青葉区や、人口の減っている瀬谷
区ぐらい。財源はみどり税のＵＰ、長期化を
提案します。

ご意見を踏まえ、当該記載を、

34 ページ 東京電力はこの文言を了承し

「猛暑日の増加により、空調設

ていますか？空調使用増加程度で電力危機

17

が発生するのならすでに生じていると考え

反映

ます。民需使用の増加には大口契約電力の供

変動の影響に伴いエネルギー需
給に影響を及ぼす可能性があり

給を減らしていると考えます。

ます。
」に修正します。

第３章 分野別の影響・施策の方針 ３ 熱

18

備の使用が増大するなど、気候

中症・感染症等について
（１） 本市への影響（P. 32）に、ヒート
ショックに関する以下の内容を加筆するこ

17

頂いたご意見は、今後の熱中
参考

症対策等の適応策の具体的な展
開の際の参考とさせていただき
ます。

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

とを提案いたします。
「さらに昨今の異常気象現象として夏季の
異常高温とともに天候の急変があげられま
す。天候の急変は同時に気温の急変も引き起
こすことも多く、高齢者の増加に伴い「ヒー
トショック」の増加も懸念されます。
」
第３章 分野別の影響・施策の方針 ３ 熱
中症・感染症等について
（２） 施策の方針 ①熱中症（P. 32）の他
に、ヒートショックへの対応という項目の追
頂いたご意見は、今後の熱中

加を提案いたします。

19

「ヒートショック対策の普及啓発・拡大防
止対策を推進するとともに、高齢者の身体機

参考

症対策等の適応策の具体的な展
開の際の参考とさせていただき
ます。

能や認知機能、介護・福祉サービス等の状況
を考慮した設備等高齢者向けの住まいや多
様な住宅関連サービスのあり方を示した「新
たな高齢者向け住宅のガイドライン」の検
討・創設を検討いたします。
」
第３章 分野別の影響・施策の方針 ４ 産
業・経済活動について
（２） 施策の方針 ②エネルギー需給対策
（P. 34）の項目に、エネルギー需給対策の具
体的な施策を本項目として追記することを

ご意見を踏まえまして、「ま

提案いたします。

た、本市では、再生可能エネル

「レジリエンスアワード２０１６を受賞

20

した「環境未来都市」横浜市のまちづくりに

反映

おいてその主な要因となっている市大セン

ギーやコージェネレーションシ
ステム等の自立分散型電源の導
入を推進しています。
」を追記し

ター病院－南区総合庁舎エネルギー連携に

ました。

おいて中圧供給＋停電対応型ガスコージェ
ネレーションがその中核を成していること
から、ガスコージェネレーションシステム
（分散型電源）を核としたエネルギー連携を
促進します。
」
第３章 分野別の影響・施策の方針 ４ 産

頂いたご意見は、関係区局と

業・経済活動について

21

（２） 施策の方針 ②エネルギー需給対策
（P. 34）の項目に、エネルギー需給対策の具
体的な施策を本項目として追記することを

18

参考

共有し、今後のエネルギー需給
対策の具体的な取組の展開に際
し、参考とさせていただきます。

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

提案いたします。
「横浜市エネルギーアクションプランで推
進している、水素を本格的に利活用する“水
素社会”の実現に向けて定置型燃料電池や燃
料電池自動車の普及などを、地球温暖化対策
の一環として、エネルギーマネジメントの普
及を促進するために、自立分散型エネルギー
設備設置費補助事業の継続を促進します。
」
第３章 分野別の影響・施策の方針 ４ 産
業・経済活動について
（２） 施策の方針 ②エネルギー需給対策
（P. 34）の項目に、エネルギー需給対策の具
体的な施策を本項目として追記することを
提案いたします。

頂いたご意見は、関係区局と

「ヒートアイランド対策としての、スマー

22

トエネルギーネットワーク（ガスコージェネ

参考

レーションシステムを核とした熱と電気の

共有し、今後のエネルギー需給
対策の具体的な取組の展開に際
し、参考とさせていただきます。

ネットワーク化、ICT によるエネルギーマネ
ジメントにより地域単位で最適なエネルギ
ーシステムを構築する）の導入は、各ビルの
屋上に冷却塔や煙突が不要になることでビ
ル排熱の減少や屋上緑化の推進に繋がるエ
ネルギーの面的利用を促進します。
」
第３章 分野別の影響・施策の方針 ４ 産
業・経済活動について
（２） 施策の方針 ②エネルギー需給対策

頂いたご意見は、関係区局と

（P. 34）の項目に、エネルギー需給対策の具

23

体的な施策を本項目として追記することを

参考

提案いたします。

共有し、今後のエネルギー需給
対策の具体的な取組の展開に際
し、参考とさせていただきます。

「水害が想定されるところでは受変電設備
や非常用発電機を（地下ではなく）地上階に
設置することの検討義務化を促進します。
」

ご意見を踏まえまして、第３

風水害・土砂災害等 「④流域での浸水対

章２（２）
「⑦強靭な都市づくり」

策」ですが、これは水害の起こるメカニズム

24

として、治水の基本単位である「流域」を明
記したことは評価に値します。横浜市北部に

反映

について、次のように修正しま
した。

位置する鶴見川流域では、自治体の枠を越え

「主な取組として、鶴見川流

た流域単位での総合治水が長年にわたり行

域水協議会により策定された鶴

19

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

われ、治水安全度は大幅に向上しており、こ

見川流域水マスタープランで

れはｐ30 のコラムにも記載していただいた

は、気候変動に適応する新たな

通りです。

取組の検討が進められているほ

本方針は、横浜市のものではありますが、

か、過去に大きな浸水被害が発

鶴見川においては、上流の町田市、川崎市に

生した横浜駅西口では、
「エキサ

降った雨が下流の横浜市で氾濫を起こすた

イトよこはま 22 基盤整備の基

め、市域をまたいだ流域対策が欠かせませ

本方針」及び「インフラ基本計

ん。これは、横浜市南西部の境川流域でも同

画」に基づき、災害リスクを最

様で、ｐ28 の「⑦強靭な都市づくり」の中

小限に抑えるための治水対策の

に、鶴見川、境川の記述がありますが、横浜

推進や防災機能の強化を図って

市単独の取り組みだけではなく、ぜひ、
「他

います。

市ならびに国土交通省、東京都、神奈川県も

また、鶴見川や境川など複数

含めた流域連携」を盛り込んで頂きたいと思

の自治体にまたがる流域では、

います。

国土交通省、東京都、神奈川県
および流域市も含めた流域連携
を図っていきます。
」

「流域対策」は、平成 27 年９月の鬼怒川
決壊でも、その重要性があらためて示されま
した。決壊地点は茨城県常総市でしたが、大
水害をもたらした豪雨はその上流、栃木県に
降った雨でした。常総市がもっと流域意識を
持っていればより早い避難行動がとれたと
言われています。目の前の川があふれるの
は、頭上に降った雨ではなく、そこより上流

ご意見を踏まえまして、第２

域一帯に降った雨であることが広く共通の

25

認識になるようにしなければなりません。そ
ういった意味では、
「①防災情報の提供・普

章「５ 各主体の役割」と第４
反映

章「２ 市民・事業者の取組促
進」に環境教育についての記載

及啓発」という点においても「流域」教育が

を追加しました。

必要だと思われます。水害が発生するメカニ
ズムを理解しなければ、いくら情報発信を行
っても、その情報の意味を正しく理解するこ
とができないためです。小中学校における防
災教育についても、今後学習指導要領の見直
しが検討されているとのことです。横浜市に
おいても、ぜひ「流域」防災教育の推進をお
願いします。

26

内水氾濫においては小規模な流域の構造
や土地利用形態、さらに管理状況等が重要な

20

参考

頂いたご意見は、関係区局と
共有し、今後の施策の具体取組

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

要素としてからんできます。⑥に「がけ地防

の展開の際の参考とさせていた

災対策」が入っており「急傾斜地崩壊危険区

だきます。

域」の記述がありますが、水土砂災害は必ず
しも急傾斜地だけで起こるとは限りません。
「急傾斜地の土砂崩れ」に限定せず、
「小流
域水土砂災害対策」を加えて下さい。
「小流
域単位で、集水構造や土地利用・管理状況に
応じて、谷戸の出口にどれぐらいの水（と土
砂）が集中するか」を把握して、リスクを回
避していくのか、まずは市内危険箇所の把握
から進めていく必要があると思います。
雨水貯留・浸透対策の推進について
「風水害・土砂災害」に加えて、
「１．農
業・自然環境」の中の「イ 水環境・水資源」
対策としても雨水貯留・浸透の推進について
記載いただきたいと思います。
降雨時の雨を一時的に貯めて晴天時に利

27

用したり、降雨をすぐに流さずに地下に浸透

第３章２（２）
「④流域での浸

させていくことで、
「風水害・土砂災害」に

水対策」の中で、雨水貯留施設

なるだけでなく、健全な水循環に寄与する機

や浸透施設などの整備の促進に

能があることは、
「③ 水・緑環境の保全」の

包含

ついて記載しています。ご意見

中にも記載が見られますが、樹林地や農地の

の観点も踏まえて、雨水貯留・

保全、公園の整備だけではなく、学校や企業、

浸透の推進をより一層進めてま

あるいは家庭でも雨水貯留タンクを設置し

いります。

たり、雨水浸透桝を設置することでその取組
を進めることが出来ます。そのような取り組
みを市で支援していくような記載があると
望ましいですし、市役所や市の諸施設でも雨
水浸透、雨水貯留を推進して頂きたいと思い
ます。

28

内容面で気づいたことは数点あるが、例え

本方針では、例えば、第３章

ば横浜は丘の町であることから、地形的に急

２（２）
「④流域での浸水対策」

傾斜地が多く、しかも人口増加に伴い、丘の

のように、地域特性を踏まえた

上やその直下および傾斜地にも住宅等が密
集している。このような横浜独特の地形で異

包含

適応策を推進しています。
頂いたご意見は、今後、市民

常気象（特に豪雨）により被害を受けやすい

の生命・財産を守る施策などの

事例は特に念入りな対策や、市民生活上の適

具体提案として参考とさせてい

応策の記述があって良いと思う。

ただきます。

21

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

重要な適応課題について
基本課題がしっかり挙げられていますが、
なお、緊急課題、遠未来課題について追記が
あってよいかと思われます。

29

緊急課題の筆頭は、近年注目されている局

本方針では国や県の影響評価

所的な豪雨（線状降水帯）による微小規模流

を参考に、本市への影響につい

域（数千平方メートルから数十 ha 規模）に

て、項目ごとに、「現在の影響」

おける激甚水土砂災害、
2014 年広島八木地区

「将来予測される影響」につい

において甚大な被害を生じたタイプの集水

参考

て整理しました。

域水土砂災害への対応です。河川法、下水道

頂いたご意見は、今後、モニ

法、がけ崩れハザード対応から、はずれてし

タリングの推進などの具体取組

まう局所小流域水土砂災害への対応を、ぜ

の展開の際の参考とさせていた

ひ、課題としていただきたいと思います。そ

だきます。

の際、地域に広がる小流域ごとの、集水特性
や植生特性を、居住の状況と合わせてチェッ
クする企画があってよいのではないかと思
われます。
第３章「２ 風水害・土砂災

30

遠未来課題としては、海面上昇に記載を割

害等 （１）本市への影響」の

いていただきたいとおもいます。いくつかの

中で、
「中長期的な海面水位の上

特殊事情があって、日本国の適応策は、海面

昇や、強い台風の増加等による

上昇の危機を具体的に問題にしないという

高潮・高波の発生により、浸水

先進諸国のなかでは突出した不思議な特徴

の危険や港湾施設への影響等が

をもっております。特殊事情はそれとして重

反映

視するとしても、臨海沖積地に資産・人口集

懸念」されることについて記載
しています。

積の突出する横浜市における適応策は、世界

頂いたご意見を踏まえまし

の常識となっている海面上昇危機にふれる

て、参考資料１「
（１） 気候変

ことだけは、外さずに進めていただきたいと

動の長期変化」に、
「日本沿岸の

存じます。

海面水位の長期変化」を追加し
ました。
本方針では、鶴見川流域水マ
スタープランについてコラムで

気候変動による水害対策は流域単位での

紹介するなど、流域での浸水対

取り組みを基本とすべきである。

31

鶴見川流域では「鶴見川流域水マスタープ
ラン」の整合性をはかり、他の流域でも同様
の流域単位での計画を策定すべきである。

反映

策を推進しています。
ご意見を踏まえまして、第３
章２（２）
「⑦強靭な都市づくり」
について、次のように修正しま
した。

22

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方
「主な取組として、鶴見川流
域水協議会により策定された鶴
見川流域水マスタープランで
は、気候変動に適応する新たな
取組の検討が進められているほ
か、
（中略）また、鶴見川や境川
など複数の自治体にまたがる流
域では、国土交通省、東京都、
神奈川県および流域市も含めた
流域連携を図っていきます。
」
本方針では、例えば、第３章

32

素案の中でも流域の視点について述べら

２（２）
「④流域での浸水対策」

れていますが、特に水害についてはこの視点

のように、地域特性を踏まえた

でゆくのがよいのではと感じます。鶴見川、

適応策を推進しています。

境川など、複数の自治体に跨る場合がありま

ご意見を踏まえまして、第３

すが、近年、他河川では上流からの情報が少

章２（２）
「⑦強靭な都市づくり」

なかったり、せっかく与えられた情報を重視

反映

について、次のように修正しま
した。

していなかった事が、大きな被害に繋がって
いる事例が多く見られます。川は枝葉のつな

「
（前略）また、鶴見川や境川

がり、そして大地も降った雨は川と繋がって

など複数の自治体にまたがる流

いる訳ですから、水災害の対応にはやはり流

域では、国土交通省、東京都、

域の視点が必須と思います。

神奈川県および流域市も含めた
流域連携を図っていきます。
」

流域視野の雨量、レーダー情報
一昨年の鬼怒川水害では上流に降った雨
が下流に殺到し、大きな水害となりました。
頂いたご意見は、関係区局と

しかし実際に水害に遭った地域はその危険

33

性をあまり感じてはいなかったようです。こ
の教訓から、降雨、特に非常に強く降った雨

参考

共有し、今後のモニタリングの
推進などの具体取組の展開の際
の参考とさせていただきます。

がどこに流れてくるのか？それが降雨レー
ダーで分かるよう、レーダーの地図上に流域
が（大雑把でも可）書かれたものができない
かと思っています。

頂いたご意見は、関係区局と

流域、小流域出水地域のマップ上での確認

共有し、今後の防災情報の提

と、土砂流出地の見直し

34

温暖化の進行では局地的豪雨が頻発する

参考

供・普及啓発の具体取組の展開

と考えられています。ここで私が懸念するの

の際の参考とさせていただきま

が、河川と名のある場所以外にも、流域の視

す。

23

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

点で見ると、水が流れ集まってくるところ、
過去に川でありながら現在は暗渠化され、川
の痕跡を残さないが、地形的には川の状況で
ある場所、過去大きな水害がありながら、現
在忘れ去られている、しかし地形的に見ると
非常に水が集まりやすい構造の場所、等が存
在し、これらが温暖化の進行によって今後そ
の危険性が増してくる可能性があるという
ところです。この対応には、今一度、流域の
視点による危険箇所の見直しや過去の事例
等の振り返りから抽出し、対策を立てておく
必要があると感じます。
家庭ごとの「うちの避難訓練」練習の実施
実際の風水害時にこまるのが、どうしたら
よいかが分からない、というところと感じま
す。まず風水害時に何をしたらよいのか、危

35

険な場所を通ることはないのか？など避難

頂いたご意見は、関係区局と

の方法を確認しておく必要がありますが、

共有し、今後、自分のことは自

中々普段の生活の中で、やる機会がありませ

参考

分で守る「自助」の具体取組の

ん。流域の視点から見ると、各家庭で避難の

展開の際の参考とさせていただ

事情は違いますので、自分の家がどのような

きます。

場所にあるか、既存のハザードマップ等も活
用しながら、自主的な避難訓練、またそれを
促すイベントなどもあってもよいかと思っ
ています。
コラムの１つに熱中症対策として「熱線再
帰フィルム」と「フラクタル日よけ」が紹介
されていた。

36

頂いたご意見は、関係区局と

⇒窓の遮熱対策としてエコガラスへの交
換があるが、費用対効果が少ないのが難点だ

参考

った。熱線再帰フィルムがガラスよりコスト

共有し、今後の熱中症対策の具
体取組の展開の際の参考とさせ
ていただきます。

面で安く効果も高ければ、普及できるようバ
ックアップしてはどうか。
浸水対策として雨水タンクを家庭に設置

頂いたご意見は、関係区局と

する。

37

⇒横浜市は雨水タンクの設置に補助金を
出しているが、世帯数と比較して３００件は
少なすぎる。もっと増やしてほしい。また補

24

参考

共有し、今後の浸水対策の具体
取組の展開の際の参考とさせて
いただきます。

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

助金の有無を知らない市民も多いので、もっ
と PR してほしい。

38

横浜市基本構想（長期ビジョン）で、横浜

第３章「２ 風水害・土砂災

は、開港期以来、国内外から多くの意欲と才

害等 （１）本市への影響」の

能あふれる人々が集まり、常に時代を先取り

中で、
「中長期的な海面水位の上

しながら、国際港都として新たな魅力と活力

昇や、強い台風の増加等による

を生み出してきましたとあるように、今後

高潮・高波の発生により、浸水

も、国際港都として新たな魅力と活力を生み

の危険や港湾施設への影響等が

出していくために、温暖化による海面上昇の
影響の適応策について、ふれられていないの

反映

懸念」されることについて記載
しています。

が気になりました。アメリカでも温暖化によ

頂いたご意見を踏まえまし

る影響の適応策に、海面上昇に対する適応策

て、参考資料１「
（１） 気候変

を検討していると聞きます。今回なぜ、海面

動の長期変化」に、
「日本沿岸の

上昇の影響についてふれていないのかを教

海面水位の長期変化」を追加し

えていただければ幸いです。

ました。
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◇第４章 分野を横断した施策の方針
No.
ご意見（要旨）

分類

本市の考え方

第４章の国内外の都市間連携について
横浜市の気候に似通った地域と連携する
のが望ましい。バンクーバーよりアジアの都
市と連携するべきである。世界一の環境都市
になりつつあるガーデンシティのシンガポ
ールと環境技術に関しての経済間連携して
ほしい。
また、国際機関との連携も図ってほしい

１

が、ユネスコ登録している IFLA などは、タ
スクフォースとして気候変動を掲げている。

頂いたご意見は、今後の参考
参考

日本にも IFLA JAPAN が存在し、民間技術

とさせていただき、国際的な都
市間連携をより一層進めてまい
ります。

者、教育分野のステークホルダーが集まって
いるので、連携しない手はない。
また、ドイツの環境コンサルはアジア、中
東などの気候変動が死活問題になっている
都市のアドバイスを行っている。横浜市でも
このようなコンサルを採用する必要がある
かもしれない。
当局から発信される情報が市民により活
用され、さらなる取り組み促進につながるこ
とが、何より大切な流れと考えられますが、
それには、市民が情報を的確に理解把握し、
自ら行動に移せるリテラシーの充足が不可
ご意見を踏まえまして、第２

欠となりましょう。

章「５ 各主体の役割」と第４

現況、主として学童を対象とした環境教育

２

やインフラ施設の（親子）市民見学会等が実

反映

章「２ 市民・事業者の取組促

施され、あるいは、市民グループによるボラ

進」に環境教育についての記載

ンティア活動も行われていますが、これらの

を追加しました。

活動は、市民の環境リテラシーの涵養を図る
ために、今後、ますます拡大充実すべき大切
なものになると考えられ、ご賛同戴けるな
ら、この旨、施策方針のどこかに謳い込んで
戴きたいものと、提案します。
38 ページ① 「なお、情報発信や～より効

３

果的に行ってゆきます」とあるが、具体的に
どのようにやると効果的なのかを記述して
ほしい

本市では、
「横浜市防災情報Ｅ
参考

メール」やツイッター、本市ホ
ームページによる防災情報の発
信をはじめ、様々な手段により

26

No.

ご意見（要旨）

分類

本市の考え方
防災情報の発信を行っておりま
す。より効果的な情報発信につ
いて、引き続き検討してまいり
ます。
本方針は、
「NPO 法人鶴見川
流域ネットワーキング」につい

４

適応策は緩和策に比べて未だ市民に広く

てコラムで紹介するほか、第４

知られておらず、普及・啓発も必要である。

章「２ 市民・事業者の取組促

素案の掲載の「NPO 法人鶴見川流域ネット
ワーキング」のような、市民・企業サイドの
活動を支援していくべきである。

包含

進」について記載しています。
ご意見を踏まえまして、今後
も市民・事業者の皆様の取組を
支援し、促進するよう努めてま
いります。
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◇その他のご意見
No.
ご意見（要旨）

分類

温暖化緩和策の一手法

気候変動の影響に対し、緩和

地球温暖化の緩和対策として CO2 を発生

策と適応策をあわせて進めてい

させない公共タクシー等の公共交通を充実

１

させ、マイカーを減らし、交通の便利な都市

本市の考え方

参考

の開発を推進する。二酸化炭素発生の約２割

くことは大変重要であり、頂い
たご意見は、関係区局と共有し、
今後の参考とさせていただきま

を占める車の省エネ、省資源、温暖化防止緩

す。

和策の一つの効果を目標とする。
温暖化対策に限りませんが、最後に私の思
いを述べさせて頂きます。
（１）市長には強
力且つ市民を引き付ける呼びかけと指導力
の発揮を切望します。市民が市長の呼びかけ
に目覚めて共に動き出すように。
（２）地震
等の災害対策でも同様ですが、役所の縦割り

頂いたご意見は、関係区局と

行政の弊害と非効率を是非とも改革してく

２

ださい。役所も変わらないと。
（３）東京の
ベッドタウン化した横浜市は、急速な高齢化

参考

共有し、今後の施策の具体的な
展開の際の参考とさせていただ
きます。

の影響に加えて、仕事を求めて全国から集ま
って定住した住民の総意をまとめることは
大変なことだと思います。が、近隣の保育所
建設に反対する等の様を見ると、日本人の他
者を思い遣る精神文化が様変わりしたと感
じます。自分たちの町は自分たちで守り育て
たい。皆と一緒に。

気候変動の原因となる温室効

３

10 年にわたる環境管理業務の経験から温

果ガスの削減のための緩和策

室効果ガスの削減は容易ではありません。日

も、
「横浜市地球温暖化対策実行

本社会の体制、フレームを変えるぐらいでな

その他

計画」などに基づき、適応策と

いと 2050 年 CO280%減は容易ではありませ

ともに推進し、安全・安心で持

ん。

続可能な都市づくりを目指して
まいります。
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