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第8章　地球温暖化への適応策

　IPCC第5次評価報告書では、「世界平均気温の上昇に伴って、ほとんどの陸上で極端な高
温の頻度が増加することはほぼ確実であり、中緯度の大陸のほとんどと湿潤な熱帯域において、
今世紀末までに極端な降水がより強く、頻繁となる可能性が非常に高い」と指摘されています。
　さらに、確信度が高い主要なリスクとして、海面上昇や高潮被害、洪水による被害リスクを
はじめ、水資源不足、生態系の損失リスクなどが指摘されています。
　本県においても、時間雨量50ミリメートルを超えるような集中豪雨の増加や熱中症搬送者
数の増加など、温暖化の影響と考えられる現象が既に現れています。
　こうしたことから、温暖化の原因となる温室効果ガスの濃度を下げる「緩和策」とともに、
温暖化の影響に適切に対応する「適応策」に積極的に取り組むことが必要となっています。
　ここでは、温暖化対策の両輪として、緩和策と並行して取り組む必要のある適応策について、
取組の基本的方向性を示します。

1 適応策の意義・必要性

　温暖化の影響は、県内でも地域によって現れ方に差があります。地理的条件によって影響の
程度は異なり、地域の人口構成や産業構造、農作物の栽培状況、文化といった特性に応じて受
ける影響も変化します。
　本県でも一部の分野では影響への対処（適応）の取組が開始されているところですが、将来、
県民生活に関係する幅広い分野で一層の影響が予測されています。
　このことから、既に地域において現れている温暖化の影響に加え、今後中長期的に避けるこ
とができない影響に対して、①気候のモニタリング、②将来における温暖化の予測、③予測さ
れる温暖化による影響の評価を実施し、影響を緩和するための適応策を実施することが必要で
す。
　さらに、適応策の実施に当たっては、地域におけるリスクマネジメントという視点から、県
民の安全・安心、健康及び財産を守る取組として、総合的・計画的に取り組むことが必要です。

（1）�中長期的な本県の気候変動
　熊谷地方気象台のデータによると、1897年から2013年までの平均気温の上昇は100年
に換算すると2.02℃となります。また、時間雨量50ミリメートルを超えるような集中豪雨
の観測回数は、この10年間で約1.6倍に増加しています。
　環境省の研究プロジェクト（S-8「温暖化影響評価・適応政策に関する総合研究」共通シナ
リオ）によると、将来の気温上昇予測は、温室効果ガスの排出削減努力をほとんど行わない場
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合、今世紀末には20世紀末に比べ4.8℃上昇し、可能な限り削減努力を行った場合でも2.0℃
上昇すると予測されています（図・表8-1）。仮に4.8℃上昇すると、本県の気温は、現在の鹿
児島県（鹿児島地方気象台の年平均18.6℃）を大きく上回ります。
　また、2.0℃上昇した場合でも、熱ストレスによる死亡リスクの増加や河川の洪水確率の増
加などの影響が予測されています。（「日本の気候変動とその影響」文部科学省、気象庁、環境
省）

（2）中長期的な本県の社会動向
　本県では、1970年代に人口が急増し、今後は急速な少子高齢化や人口減少が見込まれて
います。これにより、過密・過疎が進展し、都市部における人間関係の希薄化や中山間地の荒
廃による地域コミュニティの弱体化など、防災面での脆弱性が懸念されます。
　また、県内の社会基盤は1970年代までに整備されたものが多く、今後の老朽化に対して
適切な修繕や更新が行われない場合、安全性の確保が困難となることが想定されます。
　このように地域における防災力の低下は、温暖化影響への適応能力の低下をもたらすおそれ
があります。

（3）温暖化影響に関連する本県県土の特徴
　本県の南部・東部は低平地であり浸水リスクの高い地域ですが、人口はこれらの地域に集中
しています。このため、特に南部・東部は、大雨による水害に対する脆弱性が高い地域となっ
ています。
　また、県東部の平野部は、都市化の進行によるヒートアイランド現象や、秩父山地を越えて
西風が吹き下ろすことで気温が上昇するフェーン現象などにより、夏の気温が全国でも特に高

1981～ 2000年
（現状）

RCP8.5シナリオ

RCP4.5シナリオ

2081～2100年
RCP2.6シナリオ

20℃

2℃

図8-1　県内平均気温の変化（MIROC5）

出典：環境省環境研究総合推進費…S-8…共通シナリオ（2014…年）

表8-1　県内平均気温上昇（MIROC5）

RCP
シナリオ

1981-
2000年
の平均

（基準年）

2031-
2050年
の平均

2081-
2100年
の平均

基準年に
対する上昇
2031-
2050年

基準年に
対する上昇
2081-
2100年

RCP2.6 12.8℃ 14.7℃ 14.8℃ 1.9℃ 2.0℃
RCP4.5 12.8℃ 14.6℃ 15.5℃ 1.8℃ 2.7℃
RCP8.5 12.8℃ 14.9℃ 17.6℃ 2.1℃ 4.8℃
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くなる地域となっています。この影響もあり、本県の人口10万人当たりの熱中症による搬送
者数は、近隣都県の中でも上位となる傾向にあります。
　さらに、本県は2012年の農業産出額が米で全国15位、野菜で全国6位の都市近郊農業
地域でもあり、気温上昇による農業への影響が懸念されます。既に、水稲栽培では白未熟粒の
発生などの高温障害が発生しています。

2 本県における温暖化の影響

　埼玉県環境科学国際センターでは、本県における温暖化影響の可能性がある現象の実態把握
を進めています。
　また、国や大学等の研究機関において、日本における将来の気候変動とその影響の予測が進
められています。
　ここでは、本県における温暖化影響の可能性がある現象と将来の影響予測を分野別に紹介し
ます。

（1）農業分野
　2010年の夏の異常高温により、米に白未熟粒が多発するなど農作物に著しい被害が発生
しました。また、ツマグロヒョウモンなどの南方系昆虫の害虫化や光化学オキシダントによる
軟弱野菜への被害も発生しています。
　今後、農業生産への影響の恒常化が懸念されます。また、気温上昇に伴い、水稲収量・品質
の低下や果樹の栽培適地の移動が予測されています。

（2）健康分野
　熱中症搬送者数は、日最高気温が高くなるにつれて増加する傾向にあります。記録的な猛暑
となった2010年には、県内の熱中症搬送者数は過去最高の3,819人を記録しました。
　また、昼間の日平均オキシダント濃度の年平均値は増加傾向にあります。
　今後も気温上昇に伴い、熱中症搬送者数や光化学オキシダント高濃度、感染症リスクの増加
が懸念されます。

（3）水災害、水資源分野
　県内のアメダス観測所において、集中豪雨の発生回数の増加が観測されています。
　気象庁によると、今後、大雨による降水量の増加と無降水日の増加が予測されています。そ
の影響として、河川氾濫や土砂災害リスクの高まり、集中豪雨の増加に伴う内水による浸水被
害や台風の強大化による被害の増加も懸念されます。
　また、無降水日の増加による渇水リスクの高まりも懸念されます。

（4）自然生態系分野
　温暖化に伴う気温上昇等により、ムラサキツバメなどかつては県内にほとんど生息していな
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かった南方系昆虫の侵入定着が見られます。また、近年、シカの増加に伴う植生被害も発生し
ています。
　今世紀末には、県内のブナ栽培適地の大幅な減少が予測されています。今後の更なる気温上
昇に伴い、熱帯の外来生物の越冬による定着が懸念されます。

3 各影響分野における適応策の方向性

　温暖化による影響は、あらゆる行政分野に関わる基礎的な条件であり、各分野において対応
が求められます。
　国は、2015年夏頃を目処に政府全体としての適応計画の策定を予定しており、現在、関
係省庁において、今後取り組むべき具体的な適応策の検討が進められています。
　本県においても、温暖化の影響について、既に農業分野など一部の分野では適応策の検討が
進んでいるところです。
　また、県が実施している既存の施策・事業には、既に生じている温暖化影響に対する短期的
な適応策として機能しているものがあります。これらの施策・事業については、今後、温暖化
の進行による中長期的変化の視点を組み込み、順応的に対応していくことが重要です。
　国や本県における検討状況や現状の取組を踏まえ、各影響分野において、温暖化に伴うリス
クと現時点で考えられる今後の適応策の主な方向性を示します。

（1）農業分野
ア　農作物の高温障害等の増加
◦高温障害を軽減する農作物栽培管理技術の開発と普及・定着
◦高温耐性品種等の育成・普及
◦南方系昆虫の害虫化に対応した病害虫防除対策の推進
◦光化学オキシダント被害軽減技術の研究・確立

（2）健康分野
ア　熱中症の増加、熱中症による死亡の増加
◦ホームページや防災無線、広報車等を活用した注意喚起や熱中症情報の迅速な提供
◦関係機関を通じた高齢者等のハイリスク者への声掛け・見守り活動の強化
◦外出時の一時休憩所となる「まちのクールオアシス」の拡充

イ　ヒートアイランド現象の進行
◦ふるさとの緑の景観地の維持・拡大
◦地域制緑地の指定や公有地化の推進による良好な自然環境の保全推進

ウ　光化学オキシダント濃度の上昇（光化学スモッグ注意報等の発令日数の増加）
◦光化学オキシダント原因物質の削減対策の推進
◦光化学スモッグ注意報等発令時における周知の迅速化

エ　感染症リスクの増加
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◦デング熱やマラリアなど動物由来感染症発生時における感染源探索やまん延の防止

（3）水災害、水資源分野
ア　大雨による河川の氾濫リスクの増大
◦…現在の計画規模を上回る外力が生じた場合に想定される浸水被害に関するリスク評価の
実施
◦着実な治水施設の整備、適切な管理及び保水・遊水機能の保全
◦水防活動などの危機管理対応の強化
◦地域防災計画に基づく大規模水害対策の実施

イ　集中豪雨等に伴う内水による浸水リスクの増大
◦下水道整備状況や浸水実績等を踏まえた内水ハザードマップ見直しの促進
◦河川と下水道（雨水）の一体的整備の促進
◦自助・共助による浸水被害の軽減

ウ　大雨による土砂災害リスクの増大
◦土砂災害防止・治山施設等の着実な整備・管理の推進
◦土砂災害警戒区域の指定等による警戒避難体制の充実・強化

エ　渇水に伴う給水制限、断水リスクの増大
◦水資源開発施設による水資源の安定確保、地下水の適正利用、水利用の合理化等の推進
◦節水型社会構築のための普及・啓発の促進

（4）自然生態系分野
ア　温暖化に伴う野生動植物への影響
◦希少野生生物のモニタリング調査や保護増殖事業の推進
◦生物多様性保全県戦略における適応策の反映
◦シカの生息状況モニタリングや個体数管理の推進

4 適応策の進め方

　これまで述べてきた適応策の意義・必要性、本県における温暖化影響、各影響分野における
適応策の方向性を踏まえ、今後の適応策の進め方を示します。

（1）施策の総合化・体系化
　温暖化の影響は広範囲に及び、適応策が必要となる分野も多岐にわたります。このため、地
域における適応策を効率的に進めていくためには、全ての分野の政策や計画に温暖化影響への
適応の考え方を導入していく必要があります。
　また、温暖化影響に応じて効果的な適応策を検討するためには、それぞれの適応策の位置づ
けを明確にし、影響分野や求められる対策に応じて体系的に整理していくことも求められます。
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（2）適応策の順応的な推進
　温暖化は少しずつ進むため、すぐに具体的
な適応策が必要とは限りません。また、適応
策は影響の最小化のための費用対効果の面か
ら、あらかじめ複数の対策案を検討し、どの
段階で着手するかを決めておくことが求めら
れます。特に社会基盤整備など多くの時間と
経費を要する対策の場合、一定の精度の温暖
化影響予測が重要です。
　しかし、将来の温暖化影響予測は、前提と
する条件に応じて一定の幅が生じ、常に不確
実性が伴うものです。
　このため、適応策の検討・実施においては、
一定の幅のある将来予測と時間とともに変化
する気候変動の進行に柔軟に対応することが
重要です。
　そこで、あらかじめ様々な条件を基に複数
の対策メニューを用意しておき、温暖化影響
のモニタリング結果に応じて順応的に適応策を進めていきます（図8-2）。

（3）順応的な推進方法
ア　温暖化影響把握のためのモニタリング体制の整備
◦…温暖化影響を高い精度で把握するため、環境科学国際センターを中心とした専門性を有
したモニタリング体制の整備を進めます。
◦…花の開花時期など生物季節への影響や農業への影響を把握するため、県民参加によるモ
ニタリングを推進します。

イ　温暖化影響の将来予測
◦…国や大学等の機関による温暖化影響の規模・時期などの予測情報について収集・整理を
行います。
◦…最新の知見を活用した温暖化影響予測を行います（現段階では、S-8温暖化影響総合評
価システム（簡易推計ツール）を活用します）。
◦…環境科学国際センターを中心に、農業技術研究センターや他の機関と共同で、県独自の
温暖化影響予測に取り組みます。

ウ　温暖化影響・予測情報の共有
◦…複合的な温暖化影響を的確に捉え、適応策を効率的に進めるために分野横断的な情報の
共有を図ります。

エ　適応策の検討・実施
◦…モニタリング結果や温暖化影響の将来予測などに基づき、関連部局が連携して適応策の
検討を進めます。

順応的な推進 ・様々な条件を基に対策メニュー検討
・モニタリング結果に応じた段階的事業実施

モニタリング ・県研究機関を中心にモニタリング体制整備
・県民参加によるモニタリングの推進

影響の予測 ・国・大学等による予測情報の収集・整理
・県研究機関を中心に予測実施

情報の共有 ・分野横断的な情報共有の実施

適応策の
検討・実施

・影響・予測結果に基づく適応策の検討
・順応的な対策の実施

実施状況の
把握

・適応策の実施・進捗状況の把握
・計画的な推進

図8-2　適応策の順応的な推進方法
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◦…施策の総合化・体系化の視点から、適応策の検討を行うとともに、温暖化影響の状況に
応じて順応的に対策を実施します。

オ　実施状況の把握
◦適応策の実施・推進状況の把握を行い、計画的に適応策を推進します。

5 適応策の推進体制等

　すでに述べたように温暖化の影響は広範囲に及び、適応策が必要となる分野も多岐にわたり
ます。また、地域ごとに異なる影響に対するリスクマネジメントの視点による取組が重要です。
　このため、県環境部をはじめとする関係部局との連携に加え、専門家、市町村、県民・関係
者との連携・協力を図りながら先駆的に適応策を推進していきます。

（1）県の推進体制
　庁内の関係課による「埼玉県地球温暖化対策推進委員会適応策専門部会」を中心として適応
策の検討・推進を実行していきます。

（2）専門家との連携
　温暖化影響予測など専門的知見が必要となる場合には、専門家との連携により検討を進めて
いきます。

（3）市町村との連携
　地域ごとに異なる温暖化影響に対応するため、市町村における適応策の実施を積極的に支援
します。また、県民への情報提供など市町村と連携した取組を実施します。

（4）県民・事業者・関係団体等とのコミュニケーション・情報共有
　気候変動のリスクや熱中症や水災害などから身を守るための取組について、県民や事業者、
関係団体等への情報提供・共有を行い、理解・協力を仰ぎます。

（5）国の適応計画の策定
　国において2015年夏頃を目処に、政府全体の総合的、計画的な取組としての適応計画の
策定に向けた作業が進められています。
　国の適応計画との整合性を図りながら、必要に応じ中長期的な「埼玉県地球温暖化適応計画
（仮称）」を策定し、適応策を推進します。
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