
長野県の適応策への取組 
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長野県環境エネルギー課 
平成28年11月14日 

気候変動の適応策を知る 
－長野県から発信する適応策－ 



温暖化は長野県でも進行 

温室効果ガスを最大限削減しても温暖化は避けられない 
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世界の平均気温 

１ 温暖化の進行 長野県 
環境エネルギー課 
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出典：IPCC第５次評価報告書 

長野県の平均気温 

現在 20年前 100年後 
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出典：環境省  
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温暖化対策をしない場合 

温暖化対策を実施 
した場合 

果樹の高温障害 台風による被害 生態系の変化 感染症の流行 

想定されるリスク 



温暖化対策とは 

「緩和策」と「適応策」の両方が必要 
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２ 温暖化対策 

温室効果ガス排出削減 

  
温暖化の被害を抑制 

緩和策 

適応策 

→ ・化石燃料による温室効果ガス排出を削減するため 
   省エネや自然エネの推進 
  ・森林整備による温室効果ガスの吸収 

→ ・高潮や洪水に備えた堤防のかさ上げ 
  ・農作物の高温耐性品種への転換 等 
      

○ COP21の「パリ協定」で全世界が気温上昇を２度未満に抑え 
  ることを合意（平成27年12月） 
○ 日本の目標は温室効果ガスを2050年までに80%削減 

○ 「パリ協定」で全世界が適応策を進めることに合意 
○ 国が「気候変動の影響への適応計画」を策定（平成27年11月） 
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 自然エネルギー 

３ 長野県の緩和策 

温室効果ガスの排出削減と経済成長の両立 

2020年度に温室効果ガス10％削減［対1990年度］ 

①地域主導による自然エネルギーの普及 
②自然エネルギー信州ネットとの連携 

 省エネルギー 

家電の省エネラベル掲出制度 
家庭の省エネサポート制度 
  → 高効率な家電への転換と 
    家庭での効率的な使用を促進 
 

事業活動温暖化対策計画書制度 
  → 事業者のエネルギー使用の見える化 
    や省エネを促進 

建築物環境エネルギー性能検討制度 
   → 省エネや断熱性能の高い建物の 
     選択・建築を促進 

①家庭 

②事業 

③建築 

県有施設の屋根貸しメガソーラー 
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地域発電所への支援 温泉施設へのチップボイラー導入 

小水力発電の技術支援 
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４ 適応策の考え方 

自治体による適応策の手法が確立していない 

  ボトルネック１ 

幅広い分野に関して 
詳細な影響予測を促進する 

地域における 
影響予測が不十分 

地域に合った 
適応技術が未開発 

影響予測に即して 
適切な技術開発を促進する 

  ボトルネック２ 
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２つのボトルネックを解消する 
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気候変動の影響を予測する体制を確立 

５ 信州・気候変動モニタリングネットワーク 
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①影響予測は、多数の観測地 
 点における気温や降水量な 
 どの気象情報が必要 

②気象情報は、別目的で様々 
 な公的機関が既に収集中 

「信州・気候変動モニタリングネット
ワーク」発足［平成26年11月］ 
 ○県内51機関で構成 
 長野地方気象台、県林務部、県建設部、県農業 
 試験場、国道事務所、信州大学、国立環境研究 
 所、県環境保全研究所 等 

一元化 

信州・気候変動モニタリング
ネットワークキックオフシン
ポジウム 
平成26年11月６日 

  ボトルネック１  

○観測地点数の増加 
 気温：30→198、降水量：45→368 

○国内外の気象情報を保有するサーバー（ＤＩＡＳ） 
 を活用 

地域における影響予測が不十分 
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大学、企業、医療機関、県、試験研
究機関、関係団体が気候変動の情報
共有や提供を通じて理解を深めるプ
ラットフォームを構築 

適応ニーズに基づいた技術開発を促進 
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６ 信州・気候変動適応プラットフォーム 

①大学（工学系等）や企業な 
 ど、技術や製品、サービス 
 の開発部門に適応策の必要 
 性と影響予測が周知されて 
 いない 

②技術や製品、サービスの開 
 発を行っている大学、企業 
 は多く存在する 

信州・気候変動 
モニタリングネットワーク 

影響予測を 
理解する場 

影響予測の 
提供 

  ボトルネック２  地域に合った適応技術が未開発 

信州・気候変動適応 
プラットフォーム 
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国の専門機関との連携を確立 

県の適応策を国が総合的に支援 
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７ 平成27年度の適応策 

文科省「気候変動適応技術社会実装プログラム（SI-CAT）」のモデル自治体に指定 

国研究機関との連携体制が確立 

①専門機関の支援 

国立環境研究所、農業環境技術研究所、果樹研究所、森林総合研究所、
水産総合研究センター、防災科学技術研究所、京都大学防災研究所、 
九州大学総合理工学研究院、NECソリューションイノベータ(株) 等 

茨城県・埼玉県・長野県・岐阜県・鳥取県・四国・佐賀県が指定 
 
事業期間は平成27年度から31年度までの５年間 
 

②SI-CATモデル自治体に指定 
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モニタリング機能の強化 

環境保全研究所が農業分野などの影響予測に着手 
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８ 平成27年度の事業 

○山岳高原や都市部の気象観測機器（39台）を導入        515万円 
○影響予測システムの導入                  205万円 
○専門機関との共同研究 等                 165万円 
                             

①事業費（８８５万円） 

②執行体制  

環境保全研究所 
農業 

防災 

暑熱 

○業務 
 事業費の執行 
 国研究機関との連携 
 気象情報の一元化 

○自然環境部温暖化対策班等 7名 

生態系 

影響予測の要望 

庁内関係部との調整 

要望を反映した成果の提供 
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庁内関係部との調整 
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信州・気候変動適応プラット 
フォーム [H28.10.25設立] 

気候リスク情報の共有化 

産・学・官連携で適応策を推進 
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９ 平成2８年度の適応策 

信州・気候変動
モニタリング
ネットワーク 提供 

○構成機関 
 信州大学工学部（５研究室） 
 企業（18） 
  電気機器・情報サービス、建設、 
  農業、エネルギー、高速道路管理 
 医療機関（３） 
 関係団体（12） 
 県 
○取組 
 情報収集、課題検討、行動支援 
○生態系、農業、防災の部会を設置 
 

気
候
リ
ス
ク
情
報 

地 
 

域 
 

社 
 

会 

気候変動適応技
術社会実装プロ
グラム 
［SI-CAT］ 

要望 
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10 今後の展望 

リスクコミュニケーションとイノベーション 
リスクコミュニケーション（気候変動に対する危機意識の共有）のイメージ 

11 

イノベーション（適応技術の開発）のイメージ 

気候変動が暮らしや産業など幅広い分野に影響を及
ぼすことを伝える県民向けセミナー 

市町村職員や学校教員に感染症や熱中症対
策の必要性を伝える学習会 

信州発の適応技術が国内外で貢献 
竜巻等に強い建築工法 国内になかった感染症を予防する医薬品 
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補足資料 

適応策の参考となるWEBサイトの紹介 

① 環境省「気候変動適応情報プラットフォーム」 
  http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/ 
 ・国および地方公共団体の適応計画紹介ページ 
 ・全国・都道府県情報 
  （適応策に検討に役立つデータを都道府県別に掲載） 
 ・適応への取り組み事例紹介ページ 
 
 
② 農業環境技術研究所「地球温暖化と農林水産業」 
  http://ccaff.dc.affrc.go.jp/ 
 ・「気候変動対策プロジェクト研究」 
 ・研究成果集、シンポジウムの要旨集、刊行物 
 ・行政、研究機関から発信されるイベント情報等 
 
③全国農業改良普及支援協会「農業温暖化ネット」 
  https://www.ondanka-net.jp/index.php 
 ・温暖化に関するの対策情報 
 ・温暖化対策に関するＱ＆Ａ 
 ・全国の農業現場からの情報 
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補足資料 

適応策の参考となるWEBサイトの紹介 

④ 国土交通省「川の防災情報」 
  www.river.go.jp/ 
  ・現在の河川の水位や数時間後の予測水位 
  ・水位観測所地点の現在の河川様子（画像） 
  ・レーダによる雨量情報 
 
⑤ 国土交通省「ハザードマップポータルサイト」 
  http://disaportal.gsi.go.jp/ 
  ・洪水浸水想定区域や土砂災害危険箇所などの各種ハザード情報 
  ・道路冠水想定箇所や緊急輸送道路などの災害時に役立つ情報 
  ・各市町村のハザードマップ 
 
その他 
○ 環境省 気候変動影響統計ポータルサイト 
  http://www.nies.go.jp/occco/statistics_portal/index.html 
 
○ 気候変動適応技術社会実装プログラム 
  https://si-cat.jp/ 
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