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摘　　要
　埼玉県では，気候変動とヒートアイランド現象の複合影響により，近年，温暖化が
急速に進行している。そのため農作物や自然環境への影響も顕在化しつつあり，緩和
策だけではなく適応策への取組が急務となっている。埼玉県は，2009 年に策定した
温暖化対策実行計画に適応策を位置づけ，比較的早い段階から適応策に取り組み始め
た。また，2010 年からは，埼玉県の地域環境研究機関である環境科学国際センター
が，環境省環境研究総合研究費（S -8）「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研
究」（以降，S -8 研究と表記する）に参加し，埼玉県庁環境部温暖化対策課と共同で，
適応策の施策実装に取り組んだ。その結果，適応策を検討するプラットフォームとし
て県庁内に適応策専門部会を設置するとともに，2015 年に策定した新たな温暖化対
策実行計画では，S -8 研究の成果等を活用し，「適応策の主流化」と「適応策の順応
的な推進」を重点指針として位置づけた。
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1．はじめに

気候変動対策には，温室効果ガス濃度の上昇を抑
える「緩和策」と，気候変動による影響を最小化す
る「適応策」の二つの対策があり，車の両輪にたと
えられる。緩和策は，気温上昇そのものを抑え，全
ての分野に有効な根本対策であるため，京都議定書
など国際的にも優先的に取り組まれてきた。一方，
適応策は，1990 年に発表された IPCC 第 1 次評価
報告書に，「緩和と適応は統合パッケージである」
と書かれていながら，取組は遅れて来た 1）。しかし，
最新の IPCC 第 5 次評価報告書 2）においても，全て
のシナリオで，気温上昇は今世紀末までには止まら
ないと予測しており，昇温による影響は避けられな
いと考えられている。そのため，今や，緩和策だけ
で気候変動のリスクを低減することは出来ず，適応
策も必須と言える。

緩和策は根本対策であり，全ての分野に有効な対
策であるが，気温上昇による野生生物の生息域の変
化を食い止めることが困難なように，有効な適応策

がほとんどない分野もある。そもそも気候変動の影
響が顕在化する対象の幅は広く，人による制御が困
難で適応が難しい分野も少なくない。また，自然環
境や社会環境は地域により大きく異なり，気候変動
影響も地域により多様だと考えられる。そのため，
適応策は，その限界や地域特性を踏まえたオーダー
メイドの対策が必要となる。緩和策は，地球規模の
大気を対象とした温室効果ガスの削減を目指したも
のであり，国際的な取組が不可欠であるが，適応策
は，地域の多様な事物に対する対策であり，地域や
自治体の担う役割は緩和策に比べ大きいと考えられ
ている。

自治体が気候変動対策に本格的に取り組み始めた
のはそれほど古い時代ではない。1990 年に「地球
温暖化防止行動計画」3）を政府が策定し，この中で，

「地方公共団体は，行動計画に沿って可能な取組を
行うことが期待される」と記述された。これを機
に，多くの自治体は気候変動を自ら取り組むべき問
題として意識しはじめた。1993 年には，環境省は
自治体の温暖化対策計画策定を後押しするため，
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「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン」
を策定し，地域の温室効果ガス排出量算定方法や，
削減目標・計画期間の設定方法，温室効果ガス削減
手法などを示した。その後，京都議定書の採択や，
1998 年に成立した「地球温暖化対策の推進に関す
る法律（温対法）」の施行などにあわせ，自治体にお
ける気候変動対策も進展してきた。しかし，温対法
で位置づけられている自治体の責務は，「温室効果
ガスの排出抑制」だけであり，近年まで自治体が取
り組んできた気候変動対策は，ほぼ全てが緩和策で
あったと言ってよい。

2000 年代後半になると，状況に変化が生じた。
環境省は，2005 年から適応策の検討に不可欠な温
暖化影響を予測するプロジェクトとして，地球環境
研究総合推進費プロジェクト S -4「温暖化の危険な
水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温
暖化影響の総合的評価に関する研究」（以下，S -4
研究）を開始し，2008 年に報告書「地球温暖化日本
への影響－最新の科学的知見」4）を発表した。また，
2007 年には「地球温暖化影響・適応研究委員会」
を設置し，日本における気候変動影響に関する科学
的な知見の整理と適応策研究に関する検討を行い，
2008 年に報告書「気候変動への賢い適応」5）を取り
まとめ発表した。いずれも日本における気候変動影
響を定量的に示したものであり，適応策の方向や課
題についても述べられている。この二つの報告書は，
メディア等でも大きく取り上げられ，社会における
適応策の認知を高めた。しかし，田中ら（2011）6）が
報告しているように，その後の適応策の自治体施策
への実装は，順調に進んだとは言えず，農業分野な
ど一部で適応策への取組が開始されたものの，政策
課題としてほとんど認識されていないと結論づけて
いる。とは言え，前述の報告書発表後，それまで緩
和策のみに取り組んできた，埼玉県や京都府，鹿児
島県では，適応策を施策に位置づける動きも現れは
じめた 6）。また，埼玉県環境科学国際センター，長
野県環境保全研究所，東京都環境科学研究所は，
2010 年から S -8 研究に参加し，地方環境研究所にお
ける適応策研究も本格的にはじまった。

本報では，埼玉県温暖化対策課や，埼玉県の地方
環境研究所である埼玉県環境科学国際センターにお
ける気候変動影響評価や，適応策への取組について
報告する。

2．埼玉県における温暖化の実態とその影響

2.1　埼玉県における温暖化の実態
埼玉県内で最も長期間気象観測を行っている熊谷

気象台の 1897 年から 2015 年の年平均気温の推移を
図 1 に示した 7）。変動は大きいものの，長期的に熊
谷気象台の年平均気温は上昇しており，全期間の上
昇率は 2.1℃ /100 年となっている。これは，気象

庁が都市化の影響が少ない観測地点データを基に算
出した日本の年平均気温の上昇率（1.2℃ /100 年，
1898 ～ 2015 年 8））を大きく上回っている。また，年
とともに上昇率は上昇し，特に 1980 年以降の上昇
率は大きく，1980 年から 2015 年の間の上昇率は，
5.0℃ /100 年となっている。このような昇温は熊谷
気象台だけではない。埼玉県内のアメダス観測所 7
カ所を含めた年平均気温の平均の推移（図 2）を見て
も，昇温傾向は明らかで，1980 年から 2015 年まで
の平均上昇率は 4.2℃ /100 年となっている。この
ように，埼玉県の気温上昇率は，日本のバックグラ
ウンドの上昇率に比べ顕著に高いが，これは，地球
規模の温暖化だけではなく，戦後急速に都市化が進
んだことによるヒートアイランド現象との複合的な
影響によると考えられる。いずれにしても，実態と
して県域全体で気温は上昇し，様々な影響が顕在化
している。

埼玉県では，1991 年から CO2 の精密観測を県独
自の事業として実施している。当初，観測地点は，
県南都市部のさいたま市と，県中央山岳部の堂平山
山頂付近（標高 840 m）であったが，その後，さいた
ま市の観測地点を加須市に移転し，継続的に観測を
続けている。また，得られた CO2 濃度データは温
室 効 果 ガ ス 世 界 資 料 セ ン タ ー（WDCGG：World 
Data Centre for Greenhouse Gases）に提供し，蓄積・
公開されており，国際的な温室効果ガス観測網の一
翼を担っている。

埼玉県の CO2 濃度の推移を図 3 に示した。一般
に，日本のような植生が豊富な地域では，夏季は植
物の活発な光合成による CO2 吸収により濃度は低
下することが知られているが 9），埼玉県内でも排出
源の影響を受けにくい堂平山では，夏に CO2 濃度
が低くなり冬に高くなる季節変動が確認できる。ま
た，長期的な変動を見ると，県内の観測地点の CO2

濃度はいずれも上昇傾向で，その上昇率は年約
1.9 ppm となっている。WDCGG による全球平均
CO2 濃度 10）は，1984 年から 2014 年の間に年平均
1.8 ppm 上昇としており，埼玉県の上昇率も世界の
増加とほぼ同等であることが分かる。地点別の濃度
を 見 る と，堂 平 山 に 比 べ 浦 和 と 騎 西 の 濃 度 は
10 ppm 以上高く推移しているが，これは，堂平山
の観測地点周辺は森林であるのに対し，騎西や浦和
の周辺には住宅や事業所などが多数あり，CO2 排出
源の影響を受けていることによると考えられる。こ
のように，埼玉県は気温だけではなく，明らかに
CO2 濃度も上昇している。
2.2　埼玉県で顕在化している温暖化影響

前述の通り，特に近年，埼玉県では急激に気温が
上昇しており，昇温によると考えられる影響が顕在
化している。

2010 年には，水稲で，高温障害による白未熟粒
が多発し，特に大きな問題となった 11）。とりわけ，
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年ほどではないが，2012 年も水稲の高温障害が多
発し１等米比率は 46％となった。

自然環境分野でも，温暖化影響が疑われる現象が
顕れている。特に近年，埼玉県の山岳地域において
ニホンジカが急増しており，この急増と温暖化との関
係が疑われている。ニホンジカの増加は全国的な傾
向であるが 13），日光におけるニホンジカ分布域拡大に
温暖化による降雪量の低下が寄与していることや 14），
雪のある北日本では，ニホンジカの生息好適性に気
候変化が関与していることが既に指摘されており 15），
ニホンジカの増加を温暖化が助長していると考えら
れている。埼玉県に生息するニホンジカ個体数は明
らかではないが，1990 年から 2014 年までのニホン
ジカ捕獲頭数の推移をみると（図 5），2014 年の捕
獲頭数は 1990 年の約 14 倍となっており，生息数も
急増していると思われる。埼玉県における降雪量
は，北日本などと比べて多くはないが，西部亜高山
帯地域における降雪量の減少や雪解けの早期化など
がニホンジカ個体数の増加を助長している可能性は
高い。ニホンジカは食生が広い大型草食ほ乳類であ
り，様々な植物を大量に食べるため，個体数増加に
よる自然植生への影響も大きく，埼玉県と山梨県の
県境の尾根筋に広がるシラビソ・オオシラビソ林で
は，広い範囲で剥皮害が発生し，森林衰退が起きて
いる。また，下層植生も広く食害し，スズタケなど
のササ類が衰退する一方で，有毒植物のみが残る林
床も増加しており，生物多様性への影響も懸念され
ている。

また，近年，以前は埼玉県内に生息していなかっ
た南方系の生物が侵入・定着する事例が報告されて
いる。代表的な侵入種としては，チョウ類のムラサ
キツバメが挙げられる。ムラサキツバメの埼玉県に
おける最も古い記録は，1978 年の狭山市の記録に
遡るが 16），1 頭のみの突発的な記録であり，その後，
2000 年まで新たな記録がなかった。しかし，2000

埼玉県の水稲栽培面積の約 30％を占め，県が育成
した品種である「彩のかがやき」で品質が著しく低
下し，１等米比率は１％未満となった（図 4）。全品
種を合わせた１等米比率も 24％にとどまり 12），米
の買い取り価格も大幅に低下し，経済的な被害も発
生した。この年の熊谷気象台における 8 月の平均気
温は 29.3℃で，平年値を 2.5℃上回り，観測史上１位
を記録したが，この夏の猛暑が水稲における高温障
害を引き起こしたと考えられている。荒川ら 11）は，
特に高温耐性の低い「彩のかがやき」で，出穂期（8
月中旬）と，極端な高温時期が合致してしまったた
め，白未熟粒が多発したとしている。また，2010

図 4　  埼玉県における 8 月の平均気温と 1 等米比率の
関係． （熊谷気象台平均気温のうち期間平均値を上回る
年のみ．1979-2013 年）

図 3　埼玉県の CO2 濃度の推移．
（埼玉県環境科学国際センター調査）

西暦（年）

図 2　  埼玉県内アメダス観測所における年平均気温平均
の推移．（熊谷，秩父，久喜，越谷，さいたま，所沢，寄居）
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図 1　熊谷気象台の年平均気温の推移．
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年以降，記録地点が急増し，現在は，埼玉県内の平
地で広く生息が確認されている 17）。また，以前は埼
玉県では稀であったツマグロヒョウモンも，2000
年以降，県内で急増し，今や最も普通に見られるチ
ョウとなった。ツマグロヒョウモン幼虫の食草は，
スミレであり，園芸スミレであるパンジーの生産量
が国内で最も多い埼玉県では，農林部病害虫防除所
が 2008 年に予察報を発表し，農家に対しツマグロ
ヒョウモンへの注意を呼び掛けた 18）。

暑熱環境の悪化による健康影響も顕在化してい
る。埼玉県における熱中症による搬送者数は，2010
年以降特に増加し，毎年，3,000 名前後の高いレベ
ルで推移している（図 6）19）。また，厚生労働省人口
動態調査によると，埼玉県における熱中症による死
亡者も，2000 年代半ば以降増加し，2010 年には
125 名に達している 20）。

3．埼玉県における温暖化適応策への取組

京都議定書の目標達成を推進するため，国は
2008 年に温対法を改正した。改正温対法では，都

道府県や政令市に，温暖化対策実行計画を策定する
よう義務付けた。これを受け，埼玉県では，温暖化
対策実行計画として 2009 年 3 月に「ストップ温暖
化・埼玉ナビゲーション 2050（以降，ストップ温暖
化ナビと表記する）」21）を策定した。また，同時に，
温暖化対策を推進するための新たな規定として「埼
玉県地球温暖化対策推進条例」22）を公布した。スト
ップ温暖化ナビでは，2020 年までに埼玉県の温室
効果ガス排出量を 2005 年に比べ 25％削減するとい
う緩和策の目標を定め，目標達成のため，排出量取
引制度の創設など七つの重点施策を示したが，緩和
策だけではなく，第 7 章を「地球温暖化への適応策
等」とし，適応策の基本的な考え方や対策事例を示
した。埼玉県の行政計画に「適応策」を明示したの
は，本計画が初めてである。また自治体が，行政計
画に適応策を明示した事例としては最も早いもので
あったと思われる。その後，2012 年に策定した「埼
玉県環境基本計画」 23）においても，主な温暖化対策の
一つとして「地域における地球温暖化への適応」を
掲げ，埼玉県として適応策への取組を開始した。

埼玉県環境科学国際センターでは，2008 年に行
われた S -4 研究中間報告書「地球温暖化日本への
影響－最新の科学的知見－」の発表を機に，センタ
ー内に温暖化影響評価プロジェクトチームを設置
し，県内の温暖化実態と影響に関する情報収集プロ
ジェクトをスタートさせた。本プロジェクトでは，
収集した情報を整理し，2008 年 8 月に「緊急レポ
ート 地球温暖化の埼玉県への影響」24）を発表した。
本報告書は，新聞等のメディアで取り上げられ，日
本の一地域においても温暖化影響が顕在化している
実態を発信することが出来た。その後，2010 年に
は，センター内に，温暖化対策研究を行う新たな組
織として「温暖化対策担当」を設置した。また，同
年より S -8 研究にモデル自治体として参画し，自

図 6　埼玉県に熱中症搬搬送者数の推移 19）．
（埼玉県消防防災課データから作成）

西暦（年）

図 5　埼玉県におけるニホンジカ捕獲頭数の推移．
（埼玉県みどり自然課提供データより作成）

西暦（年）
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や，S -8 研究全体で得られた温暖化影響予測情報を
関連部局へ情報提供するとともに，県民への情報発
信を行なった。

このように，埼玉県は，比較的早い段階で県の上
位計画である条例や基本計画に「適応策」を位置づ
け，地方環境研究所においても適応策研究に取り組
んできた。しかし，適応策の具体的な施策化や予算
化，実施などが直ぐに行われたわけではない。そこ
で，さらに S -8 研究の成果などを活用し，埼玉県
環境科学国際センターと埼玉県環境部温暖化対策課

（温対課）は共同で，適応策の自治体施策へのより具
体的な実装を目指し活動を行った。

適応策は，緩和策とは異なり，全ての分野が対象
となるわけではない。そこで，まず，埼玉県の既存
施策のうち，適応策の対象となる施策や所管する課
所の抽出・整理を行った（表 1）。その後，適応策に
関する情報共有と検討を関係課所と進めるため，副
知事を議長とする「地球温暖化対策推進委員会」の
下部組織として「適応策専門部会」を 2012 年 2 月
に庁内に設置し推進体制を整備した（図 7）。適応策
専門部会では，気候変動全般に関する情報や，S -8
研究成果である日本や埼玉県への温暖化影響予測情
報の提供を継続的に実施した。また，以前から独自
に温暖化対策の検討を行ってきた埼玉県農林部と
は，2012 年 11 月に「農業分野温暖化適応策検討会」
を立ち上げ，水稲と麦を対象に，適応策の立案手法
をさらに具体的に検討・整理した（図 8）。このよう
に，2012 年以降，埼玉県庁内では，適応策専門部
会等を基盤に，適応策の情報共有や具体的な適応策
立案の試行を行ってきた。

2009 年に策定したストップ温暖化ナビに既に適
応策は位置づけられていたが，東日本大震災に伴う
エネルギー需給の変化や，適応策をより具体的に実
装するため，ストップ温暖化ナビの中間見直し作業
を 2013 年末から開始した。見直しでは，S -8 研究
の影響予測情報をデータベース化した「簡易推計ツ
ール」や，地域適応策支援ツールとしてまとめた

「気候変動適応ガイドライン」 25），適応策専門部会の
検討結果を活用し，新たな実行計画への適応策の実
装をさらに進めた。その結果，2015 年 5 月に発表
した「改訂版ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション
2050（改訂版ストップ温暖化ナビ）」では，第 8 章を

「地球温暖化への適応策」とし，適応策の意義や必
要性，既に顕在化している温暖化影響，分野ごとの
適応策メニュー，推進方法や推進体制を示した。分
野ごとの適応策メニューについては，2014 年 3 月
に中央環境審議会気候変動影響評価等小委員会が発
表した「日本における気候変動による影響に関する
評価報告書」に示された影響分野等を参考に，埼玉
県で顕在化が予想される分野について，影響と対策
メニューを検討し，「各影響分野における適応策の
方向性」として盛り込んだ。また，新たな実行計画

治体における適応政策の実装に関する研究に取組を
始めた。

S -8 研究で，埼玉県環境科学国際センターは，「地
域農作物に対する温暖化影響評価手法の開発」や

「温暖化影響モニタリング手法の開発」に取り組ん
だ。農作物に対する温暖化影響を簡便に評価するた
めの装置開発を行い，その装置を用い埼玉県で栽培
されている農作物に対する温暖化影響評価を行っ
た。また，埼玉県で顕在化している温暖化影響情報

分野 事業名 課所

水資源・水環境
アリーナプラザ，けやき
ひろばにおける雨水，
再生水の利用

都市整備政策課

水資源・水環境 集中豪雨時の下水処理
機能の確保 下水道管理課

水災害 見沼田圃保全・活用・
創造推進事業 土地水政策課

水災害 治山事業 森づくり課

水災害 山間部における県管理
道路の通行規制 道路環境課

水災害 総合的な治水対策の推進 河川砂防課

水災害 洪水に関する情報提供
の推進 河川砂防課

水災害 土砂災害による危険が
想定される区域の公表 河川砂防課

水災害 内水ハザードマップ
作成の促進 都市計画課

自然生態系 希少野生生物保護事業 自然環境課
自然生態系 野生生物保護事業 自然環境課
自然生態系 地域制緑地の指定 みどり再生課
自然生態系 公有地化の推進 みどり再生課

自然生態系 ふるさとの緑の景観地
の維持・拡大 みどり再生課

自然生態系 新たな森づくり推進費 公園スタジアム課

食料 高温障害等温暖化対応
緊急対策研究事業 生産振興課

健康 光化学オキシダント対策 大気環境課

健康 身近なみどり重点創出
事業費 みどり再生課

健康 熱中症予防対策 健康長寿課

健康 アリーナプラザ，けやき
ひろばドライミスト 都市整備政策課

健康 さいたまスーパーアリー
ナ外壁の壁面緑化 都市整備政策課

表 1　埼玉県の適応策が関連既存施策．

図 7　埼玉県庁内の適応策推進体制．
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では，「適応策の主流化」と「適応策の順応的な推
進」を最も重点を置くべき適応策の方針として位置
づけた。主流化とは特定の課題を自治体の最優先課
題として捉え，部局を超えた分野横断的な重要な共
通課題として位置づけ，全ての施策の前提として導
入することであるが，気候変動影響も，少子高齢化
やインフラの老朽化などと同様に，県の重要課題に
位置づけ，あらゆる分野の施策策定の前提として考
慮する必要があることを明示した。また，将来の温
室効果ガス排出量が明確ではない以上，温暖化やそ
の影響予測には常に不確実性が伴うため，特定の予
測に頼って施策を立案するのではなく，予め，複数
の対策メニューを用意しておき，モニタリングや近
未来予測情報に基づき，段階的に対策を実施するこ
ととして適応策の順応的な推進を，位置づけた。

このように，埼玉県における適応策の実装は，
「改訂版ストップ温暖化ナビ」の発表により新たな
段階に前進したと考えている。

4．自治体施策における適応策実装の課題と対策

埼玉県における適応策への取組は「緊急レポート 
地球温暖化の埼玉県への影響」の発表が契機となり
始まり，その後，温暖化対策実行計画や条例等に位
置づけられ上位施策への実装は進んだが，適応策専
門部会等での議論の過程で，具体的に適応策を自治
体施策に実装する際の課題も明らかとなった。特に
大きく三つの課題があると考えられた。

第 1 の課題は「適応策への理解が不十分」である
という実態である。自治体では，省エネの推進や，
太陽光発電の普及など，緩和策はかなり以前から取
り組まれ，その過程で緩和策は主流化し，既に多く
の職員に考え方が共有されている。しかし，一方で

「温暖化対策＝温室効果ガス排出削減対策」という
概念が強く固定化してしまい，もう一つの温暖化対
策である適応策の理解や取組を妨げていると考えら
れた。この課題を克服することは容易ではないが，
埼玉県では，適応策への理解を深めるためには，科

学的な情報の継続的な発信が重要だと考え，IPCC
第 5 次評価報告書や S -8 研究等で得られた将来予
測情報などを埼玉県環境科学国際センターが整理
し，適応策専門部会等を通じ提供するとともに，
S -8 研究の取組や S -8 研究の成果の一つである埼玉
県の気温上昇予測などを，県庁記者クラブを通じ記
者発表し，県民の温暖化影響への関心を高める努力
を継続した。特にマスメディアを通じた情報発信
は，自治体職員だけではなく，自治体首長や地方議
会議員に情報提供を行うことにもなり，適応策の理
解を進める上で重要だと考えられた。また，国と自
治体との関係性の中では，新たな施策は，国の制度
等に位置づけられることが重要であるが，2015 年 8
月に「農林水産省気候変動適応計画」 26）が，同年 11
月に「国土交通省気候変動適応計画」 27）が発表され，
さらに 2015 年 11 月 27 日には国の適応計画 28）が閣
議決定されたことは，今後，適応策の自治体への浸
透が急速に進むと期待される。

第 2 の課題は，「影響予測の不確実性が大きい」
という点である。近年，コンピューター演算能力は
向上し，予測モデルも精緻化することで，温暖化影
響予測精度は向上しているが，その前提となる温室
効果ガス濃度の将来予測は，あくまでもシナリオに
よるものであり，将来どのような社会になるかによ
って予測結果に大きな幅が生じてしまう。このよう
な不確実性の高い予測に基づいて，施策化・予算化
することは困難との指摘があった。この課題を解決
するための 1 つの方策は，不確実性を下げる努力を
今後も行い予測精度を向上させることであるが，シ
ナリオによる不確実性は回避できないため，予測精
度の向上には限界がある。そこで，必要となるのが

「改訂版ストップ温暖化ナビ」にも盛り込んだ「適
応策の順応的な推進」だと思われる。予め準備した
対策メニューと，気象や温暖化影響モニタリング，
近未来予測を組み合わせ，適応策を段階的に実施す
ることが合理的な適応策推進方策だと考えられる。

第 3 の課題は，「適応策の主体が明確ではない」
という点である。埼玉県が実施している排出量取引

図 8　埼玉県における水稲に対する温暖化影響と適応策の整理事例．

S-8簡易推計ツール
の温暖化や影響予測
情報

予測される影響 過繁茂
白未熟粒の発生

高温障害の激発
病害虫の大発生
新雑草の増加

既存品種の適応困難
新雑草の定着

極高温耐性品種
他作物への転換
高度水管理

高温耐性品種
二期作の導入
病害虫の適期防除

田植時期の移動
施肥の適正化

考え得る対策
（適応策）
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制度や太陽光発電の普及拡大など，緩和策の多くは
環境部局が所管している。しかし，適応策の主な対
象分野である食料，水災害，水資源，健康分野など
を所管する部局は，農林部，県土整備部，企業局，
健康医療部など多岐にわたっている。具体的に適応
策を事業化・予算化する際，どの部局が主体となる
のか明確でないとの指摘があった。この指摘に対し
ては，そもそも温暖化の影響範囲は広く，環境部局
が所掌する範囲を超えていること，また，適応策の
多くは，現在の気象災害対策として実施している

「潜在的適応策」とも言える既存施策の延長線上に
あることから，現在，各分野を所掌している部局が
適応策についても主体的に取り組むことが妥当だと
思われた。例えば，河川改修や高温耐性品種の育成
などは，目の前の災害対策として取り組んでいる
が，将来の降水量の変化や気温上昇に対する対策と
しても機能する潜在的適応策であり，今後も，県土
整備部や農林部が取り組むべきだと考えられた。

このように，適応策専門部会における議論などを
通じ，埼玉県における適応策の施策実装に関する課
題が抽出され，克服すべき課題が明らかとなった。
ここで抽出された課題は，埼玉県だけではなく，多
くの地方自治体共通の課題だと考えられた。いずれ
の課題も，適応策に関する理解や情報の不足が基本
的な問題であり，温暖化影響や適応策に関する情報
を，収集・整理・発信することが重要であるが，そ
の役割を担う機関として地方環境研究所を位置づけ
ることは妥当だと思われた。しかし，現状では，地
方環境研究所が気候変動に関する情報収集や研究に
取り組む事例は少なく，国が温暖化影響予測情報の
整理や発信を行うことは不可欠である。また，田中
ら 29）が提唱した，適応策に係る情報流通を地域で担
う「地域気候変動適応センター」といった機能を，
国や地方自治体が共同で整備することも有効だと思
われる。

5．おわりに

自治体は現在，少子高齢化や人口減少，インフラ
の老朽化などいくつもの長期的な課題を抱えてい
る。それに加え，今や，温暖化影響の顕在化により
気候変動リスクも自治体にとって重要な課題になり
つつあり，気候変動リスクを回避するためには，緩
和策を今まで以上に加速する必要があるが，同時
に，自治体としても適応策へ取り組むことは避けて
は通れない。

埼玉県では，2009 年に策定した温暖化対策実行
計画「ストップ温暖化ナビ」に適応策を位置づけ，
適応策の推進に取り組んできた。特に S -8 研究に
参加することで得られた科学的な知見や将来予測情
報は，様々なステークホルダーの適応策への認知を
高める役割を果たした。適応策の多くは現在の施策

の延長であり，適応策の実装にとって最も重要な視
点は，既存施策に適応策を組み込む「適応策の主流
化」だと考えられる。このような適応策の主流化を
進めるためには，予測情報などの知見を社会に発信
する広報活動が欠かせない。
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