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シンポジウムの概要 

 
県民の皆さまは適応策をご存知でしたか？ 
 
 
 
 

気候変動の 

ご存知の方  Yes のうちわを挙げてください 
ご存知ない方 No のうちわを挙げてください 
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県民の皆さまは適応策と並んでもう一つの 
    温暖化対策をご存知ですか？ 
       
 
 

ご存知の方  Yes のうちわを挙げてください 
ご存知ない方 No のうちわを挙げてください 



緩和策 
 
 
京都議定書：1997年に京都で開催された国連気候変動枠組条約 
        第3回締約国会議（COP3）で採択 
  ・先進国に排出量削減を義務付けた。 
 
  ・途上国には義務がない（これ問題）  
 
  2015年12月(COP21)のパリ協定で改訂・義務化（先進国は援助） 
  パリ協定では適応策についても言及 
  （途上国は先進国より適応策を取りやすい部分もある） 

温暖化対策として以前から周知されている 
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緩和策と適応策 

Mitigation and Adaptation 
 
緩和策  
  温室効果気体の排出抑制・森林などによる吸収促進 
  抜本的な対応策 しかし排出抑制には限界も？ 
適応策 
  温暖化による様々な悪影響の対症療法としての社会的な施策  
  護岸工事、水利用の効率化、病害虫防除、熱中症防止 
 
 
2015年11月30日から12月13日パリにおいてCOP21（パリ協定）  
・適応の長期目標の設定及び各国の適応計画プロセスと行動の実施 
 （京都議定書の18年後） 
・途上国への支援 

温暖化の 
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適応策は緩和策ほどには  
        まだよく周知されていない 

気候変動適応技術社会実装プログラム 

しばらく以前ですが適応策に関するシンポジウムを開催したときのことです 
   現地の自治体の幹部にシンポ冒頭のご挨拶をしていただきました 
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長野県は地球環境問題では先進県ですから 
 
緩和策に加えて、適応策についてもしっかり 
検討されておられると思います。 
 
関係すると思われる自治体等のHPを見てみると 
 
               ・・・ 

とにかく今日はしっかり適応策の 
             お話ししたいと思います 



関東・東北豪雨災害（平成27年9月9日から11日） 
 

 台風第18号及び台風から変わった低気圧に向かって南から湿った空気が流れ
込んだ影響で、関東地方と東北地方では、統計期間が10年以上の観測点のうち
16地点で最大24時間降水量が観測史上一位を更新するなど、記録的な大雨とな
りました。この大雨に伴い鬼怒川の堤防が決壊するなど、甚大な被害が発生しま
した。 

24時間雨量 
  
日光市五十里で551.0ミリ 

い か り 

温室効果ガス増大の影響？？ 
一つの事例をみてもわからない 
 
地球温暖化影響の否定も肯定もできない 



梅雨前線の豪雨により水没した博多駅 1999年6月 

市内博多駅近くのビ
ルの地下階の飲食
店で、逃げ遅れた従
業員が水死 

時間雨量７７．０mm 
 連続雨量１６６．０mm 

 

都市型水害 

下水処理能力を 
超える短時間豪雨 



 

温室効果ガス増大の影響ありそう 
 

短時間豪雨 

気象庁の見解  
   統計期間1976～2015年では、 

1時間降水量50mm以上の年間発生回数は増加傾向が明瞭
に現れています 
（信頼度水準95％で統計的に有意）。 
1時間降水量80mm以上の年間発生回数は増加しています 
（信頼度水準99％で統計的に有意）。 

これら変化には、地球温暖化の影響の可能性はありますが・・・ 



この間の熱中症を含
まない気象災害によ
る死亡者数は平均で
年間150人程度 



     日本全国で 京都議定書は浸透 
 

温暖化を止めよう！ 
 

地球防衛軍 
（ある地方の小学校児童で編成） 

 
 

緩和策にくらべ、 適応策はまだまだ理解度が低い 



     日本全国で 京都議定書は浸透 
 

温暖化を止めよう！ 
 

地球防衛軍 
（ある地方の小学校児童で編成） 

 
 

緩和策にくらべ、 適応策はまだまだ理解度が低い 

  

 ご自身あるいはご子息お孫さんが 
 学校などでこのような温暖化防止活動に 
 参加したことありますか 
 
 
 ある人 Yes のうちわを挙げてください 
 ない人 NO のうちわを挙げてください 
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適応策立案が必要な対象分野例 
中央環境審議会日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について

（意見具申）平成 27 年３月 

14 

分野 大項目（小項目）：青色のフォントは本研究で対象とする項目 

自然災害・ 
沿岸域 

河川（洪水，内水），沿岸（海面上昇，高潮・高波，海岸浸食），山地（土石流・地すべ
り等），その他（強風等） 

自然生態系 
陸域生態系（高山帯・亜高山帯，自然林・二次林，里地・里山生態系，人工林，野生
鳥獣の影響，物質収支），淡水生態系（湖沼，河川，湿原），沿岸生態系（亜熱帯，湿
原・亜寒帯），海洋生態系，生物季節，分布・個体群の変動 

農業・林業・ 
水産業 

農業（水稲，野菜，果樹，麦・大豆・飼料作物等，畜産，病害虫・雑草，農業生産基盤），
林業（木材生産（人工林等），特用生産物（きのこ類等）），水産業（増養殖等，回遊性
魚介類（魚類等の生態）） 

水環境・ 
水資源 

水環境（湖沼・ダム湖，河川，沿岸域および閉鎖性海域），水資源（水供給（地表水），
水供給（地下水），水需要） 

健康 
冬期の温暖化（冬期死亡率），暑熱（死亡リスク，熱中症），感染症（水系・食品媒介性
感染症），節足動物媒介感染症，その他感染症），その他 

産業・ 
経済活動 

製造業，エネルギー（エネルギー需給），商業，金融・保険，観光業（レジャー），
建設業，医療，その他（その他（海外影響等） 

国民生活・ 
都市生活 

都市インフラ・ライフライン等（水道，交通等），文化・歴史などを感じる暮らし
（生物季節，伝統行事，地場産業等），その他（暑熱による生活への影響等） 

５０ 
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一人ひとりに呼び 
かけている 
適応策 

 
 
 

夏の水分補給は適応策 



SI-CAT公開シンポジウム「気候変動の適応策を知る －長野県から発信する適応策 2016年11月14日 

東京都環境局
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/green/green_wall/index.html 

事業者による緑化計画 

ヒートアイランドの緩和策の一例 

ヒートアイランドの緩和は 
 

気候変動の適応策 



SI-CAT公開シンポジウム「気候変動の適応策を知る －長野県から発信する適応策 2016年11月14日 

東京都環境局
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/green/
green_wall/index.html 

事業者による緑化計画 
ヒートアイランドの緩和策の一例 



SI-CATに先行した研究プログラム 
RECCA 気候変動適応研究プログラム 

ここで学んだこと 



研究者と地方自治体政策担当者の間にある2つの壁 
 
 
★時間の壁 
 ・自治体の政策担当者は明日のことで忙しい（数日の規模） 
 ・一方で研究者は着想から論文受理までの時間（数年の規模） 
  研究プロジェクトも数年の規模 
 
 

★言葉の壁 
 ・「気候変動適応策のデザイン」 
  政策担当者向けのわかりやすい発信としては自信があったが 
   出てくる「専門用語」がわからないので、理解できる部分は 
   少なかった！ （某自治体 環境政策担当者の本音） 



気候変動適応策のデザイン 
 RECCA S8の成果（三村先生取りまとめ） 

 
  SI-CATの出発点と位置づけたい 
分野を超えた参画研究者の共通認識 
研究者間の話が効率的になる 
 
 SI-CATの終盤には、これにならって 
 自治体やステークホルダー、及び 
 一般の向けの取りまとめとして続編 
 を刊行します。言葉の壁を破るため 
 さらに平易な記述の解説書が必要 
 か？ 

★言葉の壁 



成果の社会実装を確実に 
実現するための一層の工夫が必要 

（2）社会実装機関 (ニーズの掘り起こしと成果の社会実装） 
 上記により地方自治体が気候変動適応策の検討・策定を行える 
手法を構築する。本事業の終了後も地方自治体が応策の検討・ 
策定を行えるよう、成果の利用支援等を行う。 
 
（3）モデル自治体 (ニーズの提供と成果の社会実装） 
 本事業で得られた技術開発の成果を全国の地方自治体で汎用的
に使用できるようにするため、具体的な地域の課題に当てはめて 
試行・改良を行う 

（１）技術開発機関  に加えて 



気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT） 
地球温暖化に伴う気候変動の影響や気候変動の影響に対する適応策の効果の評価を総合
的に行うことが可能な技術を自治体等と共同で開発し、気候変動に伴って増加する極端気象
現象（猛暑や豪雨）等への自治体による地域特性に応じた適応策の導入を支援する。 
 

（1）技術開発機関 
  全国の地方自治体等による気候変動適応策の検討・策定に資するが目的 
 気候変動に対する適応策の効果の評価 
 技術開発機関：「信頼度の高い近未来予測技術の開発」 
           「超高解像度ダウンスケーリング技術の開発」 
           「気候変動の影響評価等技術の開発」 
 

（2）社会実装機関 (ニーズの掘り起こしと成果の社会実装） 
 地方自治体が気候変動適応策の検討・策定を行える手法を構築する。SI-CAT終了後も地方
自治体が適応の検討・策定を行えるよう、成果の利用支援等を行う。 
 

（3）モデル自治体 (ニーズの提供と成果の社会実装） 長野県はじめ8件 
 +ニーズ自治体 (東京都が応募・認定の予定） 
   （現在公募しています） 
 本事業で得られた技術開発の成果を全国の地方自治体で汎用的に使用できるように
するため、具体的な地域の課題に当てはめて試行・改良を行う 



SI-CATモデル自治体と主要な適応策 

鳥取：沿岸防災、
（砂浜） 

埼玉：暑熱環境 

茨城(農業)：沿岸
防災 

岐阜： 
防災 力学
DSが必要 

長野： 
農業、防災、 
その他全般 

高知：水資源、 
防災、農業 

佐賀： 
防災(洪水、高潮、複合) 
統計＋力学DS  



SI-CATモデル自治体と主要な適応策 

鳥取：沿岸防災、
（砂浜） 

埼玉：暑熱環境 

茨城(農業)：沿岸
防災 

岐阜： 
防災 力学
DSが必要 

長野： 
農業、防災、 
その他全般 

高知：水資源、 
防災、農業 

佐賀： 
防災(洪水、高潮、複合) 
統計＋力学DS  

モデル自治体に準じるニーズ自治体 
募集中 

 

モデル自治体やニーズ自治体が先行して、地域に応じた適応策を試行し 
全国に拡大することを目指す 



数値モデルによる 
積雪変化予想 

コンピューター描画 
予想方法により多少異なります 

 

1990年代 
1月 

2030年代 
1月 

富山湾 



数値モデルによる 
積雪変化予想 

コンピューター描画 
予想方法により多少異なります 

 

1990年代 
2月 

2030年代 
2月 

富山湾 



数値モデルによる 
積雪変化予想 

コンピューター描画 
予想方法により多少異なります 

 

1990年代 
3月 

2030年代 
3月 

富山湾 



数値モデルによる 
積雪変化予想 

コンピューター描画 
予想方法により多少異なります 

 

1990年代 
4月 

2030年代 
4月 

富山湾 



数値モデルによる 
積雪変化予想 

コンピューター描画 
予想方法により多少異なります 

 

1990年代 
5月 

2030年代 
5月 

地形情報出典 
カシミール3D 
国土地理院  数値地図50mメッシュ（標高） 
国土数値情報（流路データ） 国土交通省 

富山湾 



６時間 １日 １週間 年積算 

積算時間別の 
年最大降雪量の変化 

１００ｍ以下の平地 

１００ 

７５ 

５０ 

２５ 

１００ 

７５ 

５０ 

２５ 

６０％ 

８０％ 
７２％ 

(富山県周辺) 

年間総降雪量の 
変化 

先行プログラムRECCAの成果    気候変動のプラス面 

2度上昇年代の降雪量の変化（MIROC5では2040年代） 
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適応策のための科学的知見の提供 

2000年代  
（ERA interim） 

日 
数 

積 
雪 
深 

2度上昇年代 
（MIROC5） 

富山 富山 

長野 長野 

多雪地域の行政関係者と議論し、特に要望の高いものについて情報を提供した。 

２度昇温度時（2040年代） 
長野県中南部では冬季
最大積雪深が２mを超え
るスキー場はなくなる。 

平野部では２度上昇す
ると、4-7日から1-4日
に減少する。 

道路除雪目安 
（降雪量10cm） 

スキー場積雪量 

●：スキー場 

RCP4.5  
2040年代  

4度上昇時 
今世紀末 





平成24年 国土交通省 国土政策局 

雪害死者数は減っていない  
平成に入ってからは増大傾向 
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高齢化の進展や過疎化など社会システムの 
変化は気候変動の影響よりも早く、しかもそ 
の社会的影響は大きい 
 
今後の社会システムの変化を予測せずに、 
温暖化の適応策は立案できない 

今後は地方行政の力量にかかっている 



お疲れ様でした 
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