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研究目的

l県の所有するさまざまなデータと現場のニーズを提
供し、長野県を事例として自治体レベルの気候変動
影響評価技術の開発を支援し、

l長野県における気候変動適応の推進体制を構築する。
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モデル自治体のミッション＝適応（策）の社会実装



研究成果

l県の所有するさまざまなデータと現場のニーズを提
供し、長野県を事例として自治体レベルの気候変動
影響評価技術の開発を支援し、

l長野県における気候変動適応の推進体制を構築する。

モデル自治体のミッション＝適応（策）の社会実装

農業・防災・生態系・健康・スキー産業等の影響評価技術の開発支援

情報収集・分析（信州・気候変動モニタリングネットワーク）の活動強化
気候変動情報の共有の場（信州・気候変動適応プラットフォーム）の構築・活動
県民等とのリスクコミュニケーションの実施
信州気候変動適応センターの設置
地域気候変動適応計画策定の準備

達成！！



SI-CAT研究5年間の成果まとめ

計画 成果

気候予測
力学DSを用いた雪の気候変動予測
の実施→ライチョウ予測へ活用

農業分野
コメ（茨城大・農研機構）
リンゴ（果樹研）

防災分野
土砂災害（福島大）
洪水・流量（東北大・京大）

生態系分野
ライチョウ・松枯れ
生物多様性・タケ
VoCC（森林総研）

都市・健康分野
熱中症リスク（筑波大）
クーラー（JAMSTEC)

観光分野
スキー場来客者数
（名城大）

信州・気候変動モニタ
リングネットワーク

収集・解析したデータを用いたモニタ
リングレポートの作成と公開

信州・気候変動適応
プラットフォーム

プラットフォームの
構築と4部会の設置・活動支援

リスクコミュニケーション
サイエンスカフェ→12回
シンポ・出前講座など→25回
市民参加型調査→夏鳥初認・セミ

データ収集・データ解析

モニタリングレポート作成・HPによる情

報発信

SI-CAT影響

評価班と連
携した影響
評価

全体会と各分

野の部会の構
築

影響評価に

基づく適応計
画の策定・適
応策の試行・
改良

影響・リスク情報

の共有
・適応策の検討

サイエンスカフェ、出前講座、市民参
加型調査など

SI-CAT近未来・DS班と連携した気候
変動予測

PFにおい
て関係各
課や機関
に影響評
価結果の
共有と適
応策の検
討

技
術
開
発
支
援

推
進
体
制
構
築



影響評価技術の開発支援（事例）
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【200mm】 【300mm】

積雪期間の予測（左：現在、右：2℃上昇） 白未熟粒発生予測（左：RCP2.6、右：RCP8.5）
2040年代

斜面崩壊発生確率（左：日200mm、右：300mm）ライチョウ生息的域予測（左：現在、右：世紀末）
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2003年度〜 県内の地球温暖化の実態把握に関する研究開始

2010年度〜2014年度 環境研究総合推進費（S-8）に参画

2013年2月 「長野県環境エネルギー戦略」策定（適応策記載）

2014年11月 「信州・気候変動モニタリングネットワーク」を構築

2015年12月〜 SI-CAT開始

2016年10月 「信州・気候変動適応プラットフォーム」（PF）を構築（農業、防災、生
態系、健康部会設置）

2016年度〜2019年度 PF全体会と4部会を適宜開催し、SI-CAT研究成果を情報共有。適応
センター設置の検討

2019年4月 「信州気候変動適応センター」設置

2019年12月 気候非常事態宣言を発表

2019年度〜2020年度 環エネ戦略の改訂（＝地域適応計画策定）の準備。

気候変動適応推進体制構築の経過



気候変動適応推進体制構築の経過
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2003年度〜 県内の地球温暖化の実態把握に関する研究開始

2010年度〜2014年度 環境研究総合推進費（S-8）に参画

2013年2月 「長野県環境エネルギー戦略」策定（適応策記載）

2014年11月 「信州・気候変動モニタリングネットワーク」を構築

2015年12月〜 SI-CAT開始

2016年10月 「信州・気候変動適応プラットフォーム」（PF）を構築（農業、防災、生
態系、健康部会設置）

2016年度〜2019年度 PF全体会と4部会を適宜開催し、SI-CAT研究成果を情報共有。適応
センター設置の検討

2019年4月 「信州気候変動適応センター」設置

2019年12月 気候非常事態宣言を発表

2019年度〜2020年度 環エネ戦略の改訂（＝地域適応計画策定）の準備。



信州・気候変動モニタリングネットワーク
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・気候変動の観測・監視体制を確立
・気候変動予測・気候変動影響情報の提供

設⽴［平成26年11⽉］（事務局︓環境保全研究所）

○構成機関（県内49機関）
⻑野地⽅気象台、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
○取組
・気象等データの⼀元化
・データベース作成
・データ解析（実態把握から影響予測）
・情報提供



観測地点数の増加
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・モニタリングネットワークにより観測地点が増加
・気象庁アメダスの６〜９倍に



モニタリングネットワークの活動・強化
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①HP開設 ②レポート発行

③気象台との連携強化

「信州・気候変動モニタリング
レポート2015」

・第1章：2015年の気候
・第2章：気候変動
・第3章：気候変動に関する各種指標
・資料

*現在、2016及び2017作成中



信州・気候変動適応プラットフォーム
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・気候変動リスク情報の共有
・適応策推進のための検討の場

○構成機関
信州⼤学（10）
企業（19）
医療機関（３）
関係団体（14）
県
○取組
気候変動影響などのリスク情報の共有、適応の
課題検討、⾏動⽀援
○分野別部会
農業、防災、⽣態系，健康

設⽴[H28年10⽉]（事務局︓環境エネルギー課）



信州・気候変動適応プラットフォームの活動

• H28年10月 設立

• 環境エネルギー課＝事務局（環保研＝支援）
• プラットフォーム全体会（3回）
• 部会

– 農業部会（4回）
– 防災部会（3回）
– 生態系部会（2回）
– 健康部会（1回）

• ホームページ開設 農業
防災

生態
系

観光 健康
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http://tekiou-pf.com/ 1/2
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29 2017 10 18 Ecology and Evolut

・HP（http://tekiou-pf.com/）

・主に気候変動予測や
影響評価情報の提供
・技術シーズの紹介



プラットフォーム部会での検討例
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部会 内容 適応策検討例

農業 ・白未熟粒発生予測
・コメ収量への影響評価
・リンゴ栽培適地マップ

○白未熟粒：高温耐性品種の導入
○コメ収量：イネの移植日の移動
○リンゴ：今後検討

防災 ・土砂崩壊発生確率
・洪水
・流量予測

○斜面崩壊：市町村等の現場における支援
ツールとしての活用
○洪水：情報共有
○流量：今後検討

生態系

（森林総
研）

・生物多様性ホットスポット
・気候変動影響の検出例

・ライチョウ，シカ，タケ，松
枯れへの影響予測

○生物多様性ホットスポット：高山植物の地
域的な多様性の形成要因に応じた適応策の
優先順位づけの必要性

○ライチョウ：再導入などの移動補助、保護
区の保護レベルのアップ（県立公園から国定
や国立へのアップ）、繁殖補助

健康 ・熱中症リスクマップ
・小学校クーラー設置支援

○熱中症リスクマップ：広域単位での消防車
の配備変更

○クーラー設置支援：長野市におけるクー
ラー設置小学校判断支援

その他 ・スキー場来客者数評価 ○スキー場：今後検討



信州気候変動適応センターの設置

業務内容
l基盤情報の整備
l情報の発信
l適応策の創出支援
l計画的な取り組み・進捗管理

県内の気候変動適応の取組を促進するため、2019年４月
１日に設置

適応に関する情報の収集・分析・提供

設置場所
l 長野県環境保全研究所
l 長野県環境エネルギー課

適応策
創出⽀援

市町村
地域社会
市⺠
企業

適応策の創出

コミュニケーション
信州気候変動適応センター

信州・気候変動モ
ニタリングネット
ワーク

信州・気候変動
適応プラット
フォーム



課題と課題解決に向けて

・他部局との連携

・適応ニーズの掘り起こし

・具体的な適応策の実装
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課題

• 他部局との対話は頻繁に実施
• PF部会で部局相手に話題提供

• 知事の関心高い（台風19号、気候非常事態宣言）
• 気候変動情報のデザインをきっかけに



ご清聴ありがとうございました

www.si-cat.jp
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