
令和２年８月７日 令和２年度気候変動適応研修

愛媛県地球温暖化対策実行計画の策定について
（愛媛県気候変動適応計画）

愛媛県地球温暖化防止
キャラクター「ストッピー」

愛媛県 環境政策課



愛媛県の紹介

面 積：5676.16㎢（R1.10.1現在）
人 口：1,385,262人（H27.10.1現在）
世帯数：591,972世帯（H27.10.1現在）

東予：第二次産業
（非金属業、造船、タオル、紙など）

中予：第三次産業
（商業、観光、サービス業等）

南予：第一次産業
（柑橘、真鯛、ブリ、真珠など）

出典：愛媛ものづくり企業「スゴ技」データベース
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本日の紹介内容

１ 愛媛県気候変動適応計画概要

２ 計画策定に至るプロセス

３ 各部局との連携体制

４ 影響評価方法

５ 適応策抽出方法

６ 策定にあたり苦労した点、今後課題と感じていること
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１ 愛媛県気候変動適応計画概要

○名称

「愛媛県地球温暖化対策実行計画」

○策定 令和２年２月

○位置付け

地球温暖化対策の推進に関する法律
第21条の規定に基づく「地方公共団体
実行計画」及び気候変動適応法第12条
の規定に基づく「地域気候変動適応計
画」として位置付け

○計画期間

2020年度から2030年度まで
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１ 愛媛県気候変動適応計画概要

○基本方針

（気候変動に関するもの）

気候変動への適応の推進

適応に関する科学的情報基盤の

中核となる「気候変動適応セン

ター」の機能確保

→関係機関との連携による適応策

推進体制の強化を図る

4



本日の紹介内容

１ 愛媛県気候変動適応計画概要

２ 計画策定に至るプロセス

３ 各部局との連携体制

４ 影響評価方法

５ 適応策抽出方法

６ 策定にあたり苦労した点、今後課題と感じていること

5



＜背景＞

・愛媛県地球温暖化防止実行計画を策定
（平成22年２月策定、地球温暖化対策推進法第21条に基づく地方公共団体実行計画に位置付け）

・平成30年12月 気候変動適応法により、都道府県及び市町村に、

地域気候変動適応計画の策定が努力義務として明記

・愛媛県気候変動適応計画を統合

→愛媛県地球温暖化対策実行計画を策定（令和２年２月）

２ 計画策定に至るプロセス
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＜策定までのスケジュール＞

２ 計画策定に至るプロセス

時期 事項 作業内容

Ｒ元年５月 計画策定について、知事から県環境審
議会へ諮問

環境基本計画及び地方公共団体実行計画の
改正と併せ、適応計画策定の諮問

Ｒ元年６月 計画改定基礎調査 基礎調査資料の作成、改定作業の諸提案を開
始（業務委託、～同年９月末）※予算額3,644千円

Ｒ元年６月 県環境審議会会長から、同温暖化対策
部会へ調査審議開始の指示

Ｒ元年７月 庁内会議での協議

（愛媛県地球温暖化防止実行計画推進
庁内連絡会議）※既存の会議

「気候変動影響による被害の回避・軽減に向
けた適応策」を検討することの追加、気候変動
影響・適応策について庁内調査を実施

Ｒ元年10月 計画素案作成、庁内意見照会

Ｒ元年11月 県環境審議会温暖化部会（第１回） 計画素案の審議

Ｒ元年12月 パブリック・コメント実施
県内市町等へ意見照会

提出された意見12件
（うち、適応策に関するもの ２件）

気候変動については、
・気候変動の国内情勢
・県内の気候変動の現状把握、将来予測
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＜策定までのスケジュール＞

２ 計画策定に至るプロセス

時期 事項 作業内容

Ｒ２年１月 最終案作成、庁内関係課へ照会

Ｒ２年１月 県環境審議会温暖化部会（第２回） 計画（部会案）の審議

※将来的な脱炭素化の検討について意見有
2050年に温室効果ガス排出実質ゼロの脱炭素社会を追加、
審議会から知事へ答申を行うこととなった。

Ｒ２年１月 県環境審議会 計画（部会案）の報告、計画（最終案）の審議

Ｒ２年２月 県環境審議会 計画案（答申案）の審議

Ｒ２年２月 県環境審議会会長から、知事への答申 県地球温暖化対策実行計画・第三次えひめ環境基本
計画の両計画において、2050年に温室効果ガス排出実
質ゼロの脱炭素社会を目指すことを表明

Ｒ２年２月 庁内局長会議、知事決裁 計画案の承認

Ｒ２年３月 冊子印刷、マスコミ公表
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○設置日 平成22年７月22日

○目 的 県地球温暖化防止実行計画に定める温室効果ガス排出量の削減

目標の達成に向けた緩和策及び気候変動影響による被害の回避

・軽減に向けた適応策について、庁内各部局※が連携、協力し、

総合的かつ効果的な推進を図る。※教育委員会、県警本部、公営企業管理局含む

下線部は、改定にあたり追加

○組 織 会長１（環境局長）

副会長２（環境技術専門監、環境政策課長）

委員21（庁内各部主管課長、環境局内各課長）

３ 各部局との連携体制

＜愛媛県地球温暖化防止実行計画推進庁内連絡会議＞
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３ 各部局との連携体制

＜愛媛県地球温暖化防止実行計画推進庁内連絡会議＞

○改定にあたり実施した内容

【気候変動影響及び適応策に関する調査】⇒ 現状把握・整理

Ｑ1 気候変動が所管業務に与える影響

Ａ１ 農林水産物の品質・収穫量の低下、河川氾濫時の浸水区域の拡大、学校での熱中症増加等

Ｑ2 気候変動影響に対応するため、既に取り組んでいる対策

Ａ２ 高温耐性品種の開発、災害時のハード整備、学校へのエアコン整備等

Ｑ3 気候変動影響に対応するため、今後取り組みを検討している対策

Ａ３ 高温耐性品種の開発、治水整備の推進、情報ネットワークの移設等

※試験研究機関等での取組みも含め照会
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４ 影響評価方法

影響評価

「日本における気候変動による影響に
関する評価報告書(Ｈ27.3)」(中央環境
審議会)を基に記載
＜重大性＞

●特に大きい、◆特に大きいとは言えない、―現状では
把握できない

＜緊急性、確信度＞

●高い、▲中程度、■低い、―現状では把握できない

検討項目
◎…影響評価がすべて●(重要性が

特に高いもの)

○…愛媛県に特に影響がある項目
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５ 適応策抽出方法

① 次の各分野の検討項目として選択したものを抽出

分野 項目

農業・林業・水産業 水稲、果樹、畜産、病害虫・雑草、増養殖等（５項目）

水環境・水資源 沿岸域及び閉鎖性海域、水供給（地表水）（２項目）

自然生態系 高山帯・亜高山帯、野生鳥獣による被害、温帯・亜寒帯、生物季節、分
布・個体群の変動（５項目）

自然災害・沿岸域 洪水、高潮・高波、土石流・地すべり等、強風等（４項目）

健康 死亡リスク、熱中症（２項目）

産業・経済活動 ―

国民生活・都市生活 生物季節・伝統行事・地場産業等、暑熱による生活への影響等(２項目)
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５ 適応策抽出方法

② 各分野ごとの適応策の方針を確認

基礎調査などを基
に素案を作成後、
各所管課等に確認
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６ 策定にあたり苦労した点、今後課題と感じていること

【苦労した点】

○ どの分野を計画に乗せるか。

⇒ 国の分類を参照

県内で気候変動が確認されている分野を抽出

【今後課題と感じていること】

○ 県独自の緊急性（優先性）等に関する分析の実施。
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（参考）計画の進行管理

○計画の進捗状況の把握

計画に位置付けた施策の実施状況について取りまとめ。

○取組状況の評価

各施策の取組状況について、ＰＤＣＡサイクルによる評価を行い、

対策・施策の見直しや追加等を行う。
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（参考）愛媛県気候変動適応センター

○設置日 令和２年４月１日

○設置場所 愛媛県立衛生環境研究所内

○センターの役割

気候変動関連情報の収集や地域の影響調査

適応策の研究及び関係者への情報提供、助

言等

⇒「県地球温暖化対策実行計画」のもと、

県・市町・関係団体・研究機関等が連携し、

「適応策」を強力に推進
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ご清聴ありがとうございました。

温暖化
愛でとめます

愛媛から
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