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SI-CATでのモデル自治体（埼玉県）の役割

①埼⽟県の暑熱環境対策に資す
る研究

②⾃治体施策への適応策の実装



#ofDays(Tmax>=30)1980_1989:460/3653
#ofDays(Tmax>=30)2007_2016:609/3221

#ofDays(Tmax>=35)1980_1989:73/3653
#ofDays(Tmax>=35)2007_2016:199/3221
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熊谷の過去の猛暑日日数の変動

10年あたりの猛暑⽇⽇数
（熊⾕）は、1980年代か
ら近年までの間に、73⽇
から199⽇と急増
真夏⽇は460→609⽇

熊⾕地⽅気象台における夏季（７−９⽉）の⽇最⾼気温の頻度分布。
橙⾊は1980-1989年、⻘⾊は2007-2016年の値を⽰している。
猛暑⽇は、最⾼気温が35℃以上となる⽇のことである。
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熱中症救急搬送者数（埼玉県）
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新⽣児 乳幼児 少年
成⼈ ⾼齢者 不明

埼⽟県危機管理防災部消防防災課より6-9⽉のみ
新⽣児：⽣後28⽇未満 乳幼児：⽣後28⽇以上満7歳未満 少年：満7歳以上満18歳未
満 成⼈：満18歳以上満65歳未満 ⾼齢者：満65歳以上

（⼈）
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埼玉県庁の気候変動対策の枠組み（1）
文部科学省RECCA/環境省S-8以前

年 出来事
1995年 環境部環境推進課地球環境担当を設置
1996年3⽉ 県地球温暖化対策地域推進計画（第１次）策定
2001年 環境部環境推進課温暖化対策担当を設置
2004年3⽉ 県地球温暖化対策地域推進計画（第２次）策定
2005年 環境部温暖化対策課設置
2007年11⽉ 県地球温暖化対策推進委員会設置（副知事・部⻑

級）
2009年2⽉ 県地球温暖化対策推進条例制定、県地球温暖化対策

実⾏計画区域施策編（埼⽟ナビゲーション2050）
策定（適応に関して記述）



埼玉県庁の気候変動対策の枠組み（2）
文部科学省RECCA/環境省S-8以降

年 出来事
2010年 環境科学国際センターに温暖化対策担当設置、環境

省S-8に参画
2012年2⽉ 地球温暖化対策推進委員会に適応策専⾨部会を設置
2015年 ⽂部科学省SI-CATに参画
2015年5⽉ 県地球温暖化対策実⾏計画区域施策編（埼⽟ナビ

ゲーション2050）改訂（適応に関して⼀章設ける）
2016年3⽉ 埼⽟県適応計画（地球温暖化への適応に向けて〜取

組の⽅向性）を策定・発表
2018年12⽉ 環境科学国際センターに地域気候変動適応センター

を設置
2019年9⽉ ラグビーW杯開催（埼⽟県熊⾕市が開催都市の1つ）
2020年前半 県地球温暖化対策実⾏計画区域施策編（埼⽟ナビ

ゲーション2050）改訂（パブコメ終了、適応策に関
してさらに具体的に記述）



気候変動適応の地方自治体への“実装”

•白書・計画等の策定
•環境白書、環境基本計画、防災・都市計画分野の計画
など（上位の計画）
•地球温暖化対策実行計画（緩和策）
•気候変動適応計画（適応策）
•地域気候変動適応センターの設置

•事業化
•気候変動対策に関わる事業の候補
•地方自治体の事業として予算化及び実施時の情報提供
•実施した施策の事後評価



 

 

 

 

 

 

 
地球温暖化への適応に向けて 

～取組の方向性～ 
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埼玉県の適応への取り組み
の方向性

○ 分野別に「影響評価結果」、「既存施策等の点検結果」及び「今後の取組の方向性」を整理 
○ 先駆的な適応策の取組を記載（記載分野：農業、自然災害（河川）、健康（暑熱）、県民生活・都市生活（暑熱による生活への影響）） 

 

第２部 影響評価結果等一覧及び今後の主な取組の方向性 
１ 影響評価結果及び既存施策等の点検結果一覧  

（A）○：影響・被害が発生している可能性あり、―：どちらとも言えない・不明、□：影響・被害が発生している可能性なし （B）○：大きい、△：中程度、□：小さい、―：現状では評価できない 
（C-1～3）○：速やかに着手・検討（取り組むこと、構築）が必要、△：着手・検討（取組、構築）の加速化が必要、□：順調・対応済み ―：現状では評価できない 

２ 今後の主な取組の方向性 

第３部 分野別取組の方向性 

農業 
（水稲） 

短  期：高温障害を軽減する農作物栽培管理技術の開発及び普及・定着  
中長期：高温耐性を持つ優良品種の育成・導入及び普及  

河川 
（洪水） 

短  期：河川の防災情報の発信や洪水ハザードマップ活用の推進 
中長期：気候変動に伴って増大するリスクの評価及び必要に応じた対策の見直し   

暑熱 
（熱中症） 

短  期：ハイリスク者への見守りや声掛けの強化、「まちのクールオアシス」の拡充  
中長期：関連部局や民間企業等との連携を深め、対策を継続・強化 

県民生活・都市生活 
（暑熱による生活への影響） 

短  期：大規模施設や住宅街等におけるヒートアイランド対策の推進 
中長期：「彩の国みどりの基金」を活用した緑の創出 

【凡例】 

第１部 本書の位置付け 
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知事 副知事

会計管理者

知事室⻑
企画財政部
総務部
県⺠⽣活部
危機管理防災部
環境部
福祉部
保健医療部
産業労働部

都市整備部
県⼟整備部
農林部

地方自治体での地球温暖化対策の体制（埼
玉県）地球温暖化対策推進委員会適応策専
門部会

病院局

下⽔道局

企業局

埼⽟県地球温暖化対策推進委員会には全部局
の主管課が参画。太枠は、適応策専⾨部会に
参加している課を有する部

教育局

警察本部
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県⼟整備部
農林部

地方自治体での地球温暖化対策の体制（埼玉
県）地球温暖化対策推進委員会適応策専門
部会

病院局

下⽔道局

企業局

暑熱に対する直接的な施策を持つ部署
（都市開発、熱中症対策など）

教育局

警察本部



モデル自治体としての政策と科学技術シー
ズのマッチング

•県庁関係各課へのニーズ調査
•地球温暖化対策推進委員会適応策専門部会へ
参加している部局
•暑熱対策を行っている課
•環境部温暖化対策課
•保健医療部健康長寿課
•都市整備部公園スタジアム課
•県民生活部ラグビーワールドカップ2019課(設置前)

•SI-CAT期間中にシーズを実現可能な施策の
選定
•熊谷スポーツ文化公園の暑熱対策（温暖化対策
課で立案、公園スタジアム課事業として、2017, 
2018年事業化）



埼玉県における暑熱対策への取組
JAMSTEC地球シミュレーション総合研究開発グループ等と共同で
数値シミュレーションによる暑熱対策の定量化と最適化に取組む

12

JAMSTECテーマ
街区・港湾スケールの
⼒学DS技術開発

CESSテーマ
モデル⾃治体における
技術開発（埼⽟県暑熱）

⻑野県環境保全研究所
筑波⼤学（⽇下先⽣）
⽴正⼤学（鈴⽊先⽣）
茨城⼤学（若⽉先⽣）
埼⽟県温暖化対策課

暑熱課題WGとして活動



シミュレーション結果の施策への活用
JAMSTECによる暑熱
シミュレーション結果

施⼯を担当する埼⽟県
公園スタジアム課へ提供

報告書として提供 設計情報に基づく対策効果の事前の定量化
n 対策領域（約15,000㎡）の気温は対策前と⽐べ0.7℃
低下し、特に「⼩森のオアシス」は、0.9℃低下する
ことが明らかになった。

n 対策領域のWBGTは⼤きく改善し、熱中症で「厳重警
戒」⼜は「危険」となる地点が20％減少することが明
らかになった。

n 園路に⾼⽊（ケヤキ）を植栽し並⽊を整備することで、
ラグビーワールドカップ2019開催年には、対策領域
では、観客の動線の約40%が⽊かげになり、熱中症の
リスクが軽減されることが明らかになった。

n 既存のアスファルト舗装と、対策領域に施⼯する遮熱
舗装の表⾯温度を⽐較したところ、⽇なたで約９℃低
下することが明らかになった。

複数の設計の⽐較による最適化の提案
n 樹⽊配置について、千⿃配置と並⾏配置の複数ケース
を⽐較したところ、千⿃配置の⽅が相対的に５％多く
の⽊かげを創出できることが明らかになった。

n 環境性能舗装について、遮熱舗装（⾼反射舗装）と保
⽔性舗装を⽐較したところ、いずれも同程度の熱環境
改善効果があることが明らかになった。

具体的な施策の最適化に貢献！



JAMSTEC地球シミュレーション総合研究開発グ
ループの予測結果
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小森のオアシス

並木道

対策領域

遮熱性舗装
対策領域

植樹により、並木小道に
４割の緑陰を創出

小森のオアシスの
平均気温が、0.9℃低下

対策エリア内で、暑さ指数28℃以下の
地点（オアシス地点）が3.2倍増加

ヒートアイランド対策実施領域

くまがやドーム
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地表面温度が
日向で約9℃低下
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図１ ヒートアイランド対策実施領域とその効果のシミュレーション結果 

 

小森のオアシス

並木道

遮熱性舗装

 
図２ シミュレーションから得られた地表面温度 

（左）対策前（右）対策後（千鳥配置植樹および遮熱性舗装後）。 

 

最新スパコン技術を駆使して暑
さから⼈を守る！
熊⾕スポーツ⽂化公園のヒート
アイランド対策に「地球シミュ
レータ」による予測結果を活⽤



対策前・後
2018年6⽉13⽇

2017年7⽉25⽇

環境部栗原⽒提供







暑熱環境対策検証のための観測

•熊谷スポーツ文化公園でのラグビーW杯
試合は無事終了
•9月24日, 29.5度
•9月29日, 29.7度
•10月9日, 25.7度

•過去2回より、小規模な観測
•対策を行った場所を重点的に

•８月２、８日に観測実施
•大西様（JAMSTEC）、大部様（JST）、埼玉
県温暖化対策課、弊所



効果検証①

対策前 対策後



効果検証②
未対策の場所と対策後（芝⽣も含む）の場所それ
ぞれの領域を平均して、約15℃程度の差。
シミュレーションでは10℃程度であった。シ
ミュレーションの想定した気象よりも、効果検証
時の⽅が過酷な（気温が⾼い）状況であったため。

対策前 対策後
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未対策と対策済みでのWBGT

未対策@0.5m
対策済み@0.5m

WBGT観測

•8月8日11時～14時（最高気温39.4度/相対湿度18%）
•厳重警戒（WBGT>=28℃）となる時間
•未対策地点：102分
•対策を施した２地点：71分、72分
• 主に木陰による日射の遮蔽と遮熱性舗装の効果
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住宅街のヒートアイランド対策
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建築物のヒートアイランド対策の推進

担当 温暖化対策課 埼玉ナビゲーション担当

内線 ３０３７

担当 エコタウン環境課 省エネルギー推進担当

内線 ３０６８

１ 目  的

  都市化した地域に共通した課題となっているヒートアイランド現象を緩和するための

方策の一つとして、総合的にヒートアイランド対策を施した住宅街モデルを整備し、今

後の住宅街におけるあり方を示すものとして、広く県全体への普及を図る。

  また、既存の老人福祉施設において、二重窓化による熱の侵入を防ぐ対策を支援する。

２ 事業内容

（１）ヒートアイランド対策住宅街の整備促進（予算額 ２９，２９９千円）

   ヒートアイランド対策を施した住宅街の開発に対する補助

   〈対  象〉

    ・環境性能舗装（遮熱性又は保水性舗装）

    ・街区内の緑化整備

    ・住宅の断熱化

    ・クーリングアイテム（ヒートアイランド対策に資する設備）の２種類

     以上の設置

    ・その他ヒートアイランド対策に資する取組

   〈補 助 率〉 1/2（上限額：29,050千円）

   〈補助件数〉 １か所

＜平成２８年度認証住宅街：風と緑のまち白岡（株式会社中央住宅）＞

       住宅の外観            クーリングアイテムの例

                    （自動散水装置）

埼玉県平成29年度予算案より
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0103/29yosan.html

街区など⼩規模での影響評価もニーズあり
簡易的で精度の⾼い評価⼿法があれば、使わ
れやすい



埼玉県地域気候変動適応センターの体制
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情報提供などの⽀援
県内の将来予測情報
県内の気候変動影響情報
適応策に関連する事例

埼⽟県環境科学国際センター
地域気候変動適応センター

温暖化対策課

国⽴環境研究所 環境省

地域の研究機関等
埼⽟県農業技術研究センター、

熊⾕地⽅気象台、
⽴正⼤学、⽇本⼯業⼤学、 など

国の研究機関等

庁内関係課
⼟地⽔政策課、消防防災課、⼤気環境課、みどり⾃然課、保健医療政策課、健康⻑寿課、
農業政策課、⽣産振興課、森づくり課、農村整備課、農産物安全課、道路環境課、
河川砂防課、都市計画課、企業局⽔道管理課

連携

連携

連携

【庁内連携体制】埼⽟県地球温暖化対策推進委員会_適応策専⾨部会

技
術
的
⽀
援

情報提供・共有 情報提供・共有

県内の市町村
（適応計画策定の努⼒義務）

事業者・県⺠

情
報
の
共
有

連携



埼玉県地域気候変動適応センター
埼玉県気候変動適応情報プラットフォーム



埼玉県気候変動適応情報プラット
フォームのコンテンツ

10年あたりの猛暑⽇⽇数予測

現在気候（1981-2005年） 近未来気候（2026-2050年）
25

MIROC5 rcp8.5

SI-CAT統計DSデータ（⼤楽DSv2.0）の解析



気候変動ダウンスケーラの開発・適用
• 環境省S-8(FY2010-2014), 文部科学省SI-
CAT(FY2015-2019)において開発（PI: 筑波
大学日下教授、発表者も共同開発者）
• GUIベースのウエブアプリとして、領域気
候モデルWRFを用いたダウンスケーリン
グが可能
• Webブラウザから実行可能
• ユーザ自身が（好きな）GHG排出シナリ
オ（SRES, RCP）やGCM（CMIP3, CMIP5)
を選択可能
• 土地利用政策、省エネ策などの効果を評
価できる
• シミュレーション結果の可視化機能、
CSVデータ出力機能あり
• 政策担当者を支援する研究者が実行可能
なくらいの難易度
• 国内、発展途上国（アジア・太平洋地
域）での講習会の実施



まとめ

•SI-CAT開始以降、地方自治体での気候変動
適応も飛躍的に進んだが、継続が不可欠
•地方自治体内でのニーズ調査
•気候変動予測及び影響評価のデータのみならず、
関係する科学的な知見を地方自治体に供給する
仕組
•地方自治体と公的研究機関・大学等との関係を
維持する枠組み

•2018年に設置した地域気候変動適応セン
ターの事業として、SI-CATで得られた研究
開発成果を引き続き情報発信していく予定


