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Session-2 自治体における
気候変動適応技術適用の現状と課題



モデル自治体は，技術開発機関による
近未来（2030年頃）の気候予測情報，
影響評価情報を受けながら，
各地域のニーズの高い分野における適応策の社会実装を目指す．

岐阜県と岐阜大学とのタッグで
気候変動適応に取り組んでいます。
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潜在的適応策（従来の施策が適応策たりうる）
＋

追加適応策（潜在的適応策の拡充or新しい施策）



自然災害のリスクの変動を見極める
＜地形特性＞
・県土の8割が山地
・標高ゼロメートル地帯から3000ｍ級の山岳まで。
・県民210万人が、中山間地、平野に分散。

＜気候＞
・全国平均約1700mm/年に対して高い降水量
・気象災害のポテンシャルが非常に高い。
・降水量は地形に依存して局地的に集中

・河川の氾濫（H12恵南、H14揖斐、H16長良・飛騨、H22可児…）、土砂災害（警戒区域15,011箇所）、豪雪災害（H26高山）

・県民が地球温暖化に不安に感じる第一位は、「大雨の発生回数の増加による自然災害への影響」
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県内でも地域によって気候の変化傾向が異なる
気候変動予測の結果を活用しながら水害・土砂災害リスクを評価



気候変動と同時並行で進む社会構造の変化への対応

出典：国土交通省 国土のグランドデザイン2050 人口関係参考資料[1]

• 現在約210万の県民人口は、2040年には約
160万人まで減少すると推定

• 特に中山間地において急速に減少

• 災害リスクの変化
（気候変動による外力増加↑

災害曝露人口の減少↓）
• 地域コミュニティの衰退
• 社会インフラの機能低下

居住メッシュ面積/県面積 38%

居住メッシュにおける人口増減率
人がいなくなる ：14％
半減以下 ：37％
0～半減 ：47％
増加 ： 1％

気候変動と社会構造の変化に
同時に適応していく必要性

↓
気候変動影響評価の結果に

加えて社会動態予測を踏まえて
適応策を検討
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地球温暖化対策実行計画懇談会
及び庁内連絡会議

★H27岐阜県地球温暖化
対策実行計画見直し

↓
★H28～ 岐阜県版気候変動適応計画

の策定（検討組織改称予定）

清流の国ぎふ防災・減災センター
防災・減災にかかる実践的シンクタンク

人材育成・普及啓発事業
技術支援事業
調査研究事業

本プログラムにおける
岐阜大学と岐阜県の協力体制

防災・減災，
気象学，水文学，
河川工学，
交通インフラ，
環境学，社会学，
経済学 等の専門家

危機管理部防災課

岐阜県

環境生活部環境管理課

岐阜大学

県庁関係部局
県土整備部、都市建築部、
農政部、林政部、
商工労働部、健康福祉部、
清流の国推進部

懇談会委員参加
●気候変動影響予測評価の情報提供
●適応策の提案

教育機能、
研究機能の提供
●プログラム成果の利用と発信

部局間の情報共有と調整

SI-CAT

技術開発機関
社会実装機関

協力

市町村
事業所

県が保有する
情報の提供及び
研究協力
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Ｈ27.4設立

防災情報の提供・調整

適応策の調整

情報共有

いまのところ自然災害を中
心に取り組んでいますが，
今後は，農業，生態系，生
活環境等にも取り組みを広
げていきます．



研究計画

 主な検討課題
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H27 H28 H29（中間） H30 H31（最終）

計画準備
技術開発機関との調整

計画見直し
（社会実装機関と調整）

(1)適応シナリオの比
較検討が容易な洪水
氾濫予測モデル

データ収集及び
データベース構築

モデル試行
（モデル流域）

モデル適用（主要流域）
適応シナリオ複数案評価

(2)土砂災害発生確率
評価手法の開発

（データ収集及び
データベース構築）

モデル検証用観測サイト
の立ち上げ

モデル試行 モデル適用（主要流域）
適応シナリオ複数案評価

(3)地域の実態を踏ま
えた適応策の検討

（データ収集及び
データベース構築）

災害曝露人口・資産及び
人口移動シナリオ整理

適応策の実装に向けた
シナリオ検討

(1)及び(2)を受けた適応策
の検討・提案

(1)及び(2)を受けた適応
策の検討・提案

中間とりまとめ
★シンポジウム開催

成果とりまとめ
★シンポジウム開催

岐阜県の動き（予定） 地球温暖化対策実行
計画見直し

適応計画の検討体制構築 気候変動適応計画素案
県民向け情報提供

適応策の検討・調整
県民向け情報提供

適応策の検討・調整
気候変動適応計画策定

全ての土砂災害警戒区域が
等しく危険なのだろうか？
どこに住むのが安全なのか？

気候変動と人口減少の同時進行は
中山間地の生活にどんな変化をもたらすか？
それにどう適応すべきか？

超過洪水の被害を最小化するための
適応シナリオをどのように見出せばよいのか？



①気候変動予測・影響評価情報の創出と活用 7

全国対象、1kmメッシュでの影響評価結果

SI-CAT:全国を対象とした気候変動影響評価

沿岸・防災

生態系水資源

農業・水産業

経済健康

洪水氾濫

土砂災害

高潮・海岸浸食等

暑熱環境・健康影響

河川流量・ダム貯水量

コメ等主要作物

野菜・果物

沿岸域の水産業

森林生態系適域

被害と政策・影響額推定

・気候変動予測に基づく
水害リスクの評価と
適応シナリオの検討
⇒モデル流域：長良川

・土砂災害リスク
評価手法の開発

地域の実態や
社会動態を踏まえた
適応策の検討

SI-CATモデル自治体

岐阜大学+岐阜県

主に自然災害分野の
詳細な影響評価情報
+適応策の提案

各種の
影響評価情報

近未来の
気候変動予測
データベース

気候変動
予測情報

SI-CAT:近未来・高解像度の気候変動予測

地域の実態に即したきめ細かい議論



②岐阜県と岐阜大学間の実施体制構築
• 各部局における気候変動適応策の立案に向けた庁内連絡会議を組織
（10部局35課）

• 第１回会合：H28/1/20
– 気候変動の影響へ適応計画について（県）
– SI-CATについて・気候変動適応技術へのニーズ調査（岐阜大学原田）
 ニーズ調査で関心が高かった河川課，砂防課，防災課，農政課，林政部に，
個別ヒアリングを実施し，岐阜大学の実施内容にも反映．

• 第２回会合：H29/9/5
– 気候変動適応策の社会実装に関するニーズ調査及びステークホルダー調査の
結果（法政大学馬場先生）

– 埼玉県における適応策への取組（埼玉県嶋田知英氏）
– 岐阜大学の取組状況と岐阜県における気候変動適応策の進め方の提案（岐阜
大原田）

 県実施施策からの潜在的適応策の抽出に着手。

• 第３回会合：H29/3/XX ⇒年度内開催予定が延期になる模様
– 岐阜県事業施策における潜在的適応策の見える化の結果
– 次年度の進め方、ニーズの高い部局との連携強化の打合せ
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③潜在的適応策の抽出と見える化
• 県事業施策（1万件超）から、潜在的適応策を抽出。

• 気候変動適応策としての実効性を評価し、事業費して見える化。

• 追加的適応策の要否を議論するためのウォーミングアップも兼ねて…
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事業費

現時点で取り組んでいる事業
（潜在的適応策、緩和策）

現状 将来

総事業費
今後実施する

追加的適応策や緩和策

取組の実効性を増すことに
よる増分

ⅰ

ⅱ

ⅲ

ⅳ

県による地球温暖化対策の取組を
事業費に換算して“見える化”できます

事業全体における各部課の
取組も“見える化”できます



④流域SHと社会動態予測に基づく
適応シナリオの立案

• SI-CAT社会実装機関の協力を得ながら、地域の実情を踏まえた実現性の
高い適応策の実装に向けた取り組みを進める。

＜実施手順＞

– 主に聞き取り調査によって，状況に詳しいステークホルダーが有する
リスク認識を現場知として汲み上げる
モデル流域：長良川流域
（気候変動だけが地域のリスクではないこと、適応策のプレーヤーは
行政だけではないこと） ⇒[H27-28実施]

– 専門知に基づくシナリオ要素の抽出とリスク評価
（どのような事象が起こるか？専門知によるリスク評価）

– リスク評価の結果を現場知にフィードバックし，リスク評価と適応策
の関係性を再整理

– ワークショップ，シンポジウム等を通じたステークホルダーへの適応
シナリオの展開，行政施策への実装
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現場の心配事を、専門家がきちんと評価し、これに対する対応策として、誰が何を
すべきか合意形成する ⇒合意形成を経た気候変動適応策を立案する



気候変動適応技術適用の
現状と課題（と対応？）

• 課題１：「気候変動予測の不確実性」の壁
– 予測が正しいかどうかわからないかやらない，ではなく，

行政としてのリスク管理の一環という認識，手戻りのない（損しない）対応

• 課題２：「気候変動適応策」に対する理解度の壁
– 大部分の部局の業務に，潜在的適応策が含まれていることを理解していただくこ

とによって，日常業務と気候変動適応策のつながりを実感してもらう

• 課題３：「法令・予算」の壁
– 追加的適応策の必要性を理解してもらうためには，潜在的適応策の評価が先．

（潜在的適応策は，現状の法令・予算の中でも実施されている）

– 国の動きを追い風にする，県・市町村独自の条例で対応する

– 水防災分野は、さまざまな動きがあり連動しやすい状況。

• 課題４：部局，担当者ごとの温度差
– こればかりはどうにもならない？

– せめて、モチベーションのある部局・担当者が動きやすい環境を
実現するために，様々なインセンティブをもたせる
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岐阜県において想定される
適応技術・適応策のアウトプット①

• 適応策を議論するための情報整理・情報創出
 気候変動予測の高空間解像度情報（気候モデル班、影響評価班）

 洪水リスクへの影響評価情報１（モデル流域：岐阜大学＋気候モデル班）
２（面的評価：東北大学）

 土砂災害リスクの影響評価情報１（面的評価：岐阜大学＋気候モデル班）
２（面的評価：福島大学）

 雪害リスクの影響評価情報（岐阜大学＋気候モデル班）

 その他の分野の高空間解像度の影響評価情報（影響評価班）

 長良川流域におけるステークホルダーのリスク認識分析（岐阜大学＋社会実
装機関）

 自然災害暴露人口の将来動態予測（岐阜大学）

 県事業における潜在的適応策の見える化（岐阜県＋岐阜大学）
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岐阜県において想定される
適応技術・適応策のアウトプット②

• 想定される適応策（実現が難しい事項も含む）
 洪水リスク：岐阜県版総合治水条例の策定、事業実施優先度の見直し

 土砂災害リスク：土砂災害警戒情報の運用の改善、事業実施優先度の見直し

 雪害リスク：営農指導、森林管理、除雪体制整備等への反映

 気候変動予測情報、複合的自然災害リスク評価結果の県民への情報提供

 気候変動による気象災害の変化を考慮した地区防災計画の策定支援

 複合的自然災害リスク評価と人口動態予測を踏まえたコンパクトシティ計画

 その他影響評価情報受けて各部局が検討する追加的適応策

 これらを包括した岐阜県版気候変動適応計画
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ご清聴ありがとうございました


