
地域気候変動適応計画策定に関する事例紹介
－京都市－

京都市 環境政策局 地球温暖化対策室
計画・気候変動適応策推進係長

藤田 将行



京都市の地域気候変動適応計画

京都市地球温暖化対策計画<2021-2030>
（位置付け）
・地方公共団体実行計画（区域施策編）
・地域気候変動適応計画
・京都市地球温暖化対策条例（2050京からCO2ゼ
ロ条例）に基づく「地球温暖化対策計画」
・京都市基本計画の分野別計画
・「京都市自動車環境対策計画」「京都市バイオマス
活用推進計画」「京都市エネルギー政策推進のため
の戦略」を統合



適応計画策定までのスケジュール

R3.3策定

H31.2 京都気候変動適応策の在り方研究会発足

R1.5 
「2050年ゼロ」宣言

R1.7 条例改正・
新計画策定

環境審議会へ諮問

R1.9 第３回在り方研究会（最終回）

R2.11 改正条例上程



適応計画策定ステップ １ －京都気候変動適応策の在り方研究会－

・気候変動の影響は京都市域に止まらない
・緩和策については，京都府と地球温暖化対策条例の目標や主な義務規定等を同一もの
とし，事実上の「共同条例」として取組を推進

京都府との共同で「地域気候変動適応センター」の設置を検討

適応センターの機能等を議論するために，まず京都府・京都市として，
適応策をどういった方針で進めるべきかを考える必要

有識者会議「京都気候変動適応策の在り方研究会」を組織し，検討



適応計画策定ステップ １ －京都気候変動適応策の在り方研究会－

酒井 敏 京都大学大学院 教授
白岩 立彦 京都大学大学院 教授
高橋 潔 国立環境研究所 室長

◎中北 英一 京都大学防災研究所 教授
本庄 孝志 地球環境産業技術研究機構 専務理事
松原 斎樹 京都府立大学大学院 教授
山本 芳華 平安女学院大学 准教授
李 明香 立命館大学 准教授

※所属・肩書は平成30年度の発足当時

京都気候変動適応策の在り方研究会

京都市環境審議会
地球温暖化対策推進委員会

ワーキンググループ

京都府環境審議会
地球環境部会

専門委員会
府市合同設置

近畿適応コンソーシアム
委員

全国適応センター
関係者

府地球環境部会
委員

市地球温暖化対策
推進委員会委員



適応計画策定ステップ １ －京都気候変動適応策の在り方研究会－

平成31年3月～9月の間に３回開催し，「京都における気候変動適応策の在り方について」
を取りまとめ

求められる5つの視点

１．長期的に
考える

３．同時解決を
図る

２．幅広く対象
を想定する

４．ビジネスにつ
なげる

５．京都なら
ではの対策

 京都における適応策の基本的な考え方、適応策の
検討に当たり求められる視点を礎として、適応策
を推進

 適応策は幅広い分野にわたるため、部局横断的な
取組として、関係機関が連携して適応策を推進

 分野に応じて効果的なアプローチで適応策を推進

 行政自らの業務活動への適応策を推進

適応策の進め方



適応計画策定ステップ １ －京都気候変動適応策の在り方研究会－

・適応に対する“気付き”を与える情報発信
・地域における適応の優良事例の収集
・ホームページや出前講座を通じた適応に関する
様々な情報の一元的な発信 など

・気候変動に対するニーズ・シーズの把握、適正なマッチング
・適応ジネスの創出を促進する体制の構築 など

事業者コーディネート機能

研究教育機能

情報基盤機能 （基本機能）

府市の産業
支援機関等

気候変動の影響と適応に関する
情報の収集、整理、分析、提供、技術的助言

大学や研究機関と連携した、京都における気候変動の影響と適
応に関する最新の知見の集約及び気候変動の影響の予測

府市の産業関係機関等と連携した、適応策の自立的な普及に向
けた適応ビジネス創出支援

連
携

大学
研究機関

連
携

成果を施策、府市民、
事業者等へ還元

国センター
（国環研）・
広域協議会

・国からの
情報提供

・京都の情報の共有

府市民
事業者

府市

技術的助言

事例・情報収集

ビジネスに
つながる
情報交換等

＋（プラス）

・大学、研究機関との連携による適応研究情報の収集
・研究者同士、研究者と企業の交流を促進する体制の構築 など

啓発

情報の利用 等

地域気候変動適応センターの機能



構成員：防災，農林
業，健康等の適応策
関連部署

構成員：各局区等の
庶務担当部長

適応計画策定ステップ 2 －計画の構成－

検討体制

池本 優香 市民公募委員
一原 雅子 市民公募委員
伊庭 千恵美 京都大学大学院 准教授
岡村 充泰 (一社)京都経済同友会 常任幹事
柿本 敏男 京都商工会議所環境・エネルギー特別委員会委員長
小杉 隆信 立命館大学 教授
坂野上 なお 京都大学フィールド科学教育研究センター 助教
鈴木 靖文 (有)ひのでやエコライフ研究所 取締役
田浦 健朗 (特非)気候ネットワーク 事務局長
高橋 肇子 伏見板橋学区における「エコ学区」活動の代表
千葉 知世 大阪府立大学大学院 准教授

◎仁連 孝昭 滋賀県立大学 名誉教授
橋本 裕治 (公社)京都工業会 環境委員会 委員長
牧野 伸彦 京都府中小企業団体中公開 理事
森本 幸裕 京都大学 名誉教授
諸富 徹 京都大学大学院 教授
山本 芳華 平安女学院大学 准教授

京都市環境審議会

（部会）地球温暖化対策推進委員会

＜庁内組織＞

本部長：市長
本部員：副市長，各局区長等

1.5℃を目指す地球温暖化対策本部

条例・計画検討部会 適応策推進部会



適応計画策定ステップ 2 －計画の構成－

地域気候変動適応センターの活用
・情報基盤機能：影響等の情報収集・分析等
・研究教育機能：大学・研究機関等との連携
・コーディネート機能：適応ビジネス創出支援

京都市
京都における
影響の把握・分析
適応情報の発信

気候変動を

知る・伝える

市民・
事業者

適応の観点に
立った各分野の
施策推進

新たな取組の推進
大学等と連携し，
新たな取組を創出

市民生活・事業活
動における
適応の浸透

適応策への
理解の促進

影響のプラス面
の取込み，
ビジネスでの推進

気候変動に

対応する

適応策を

創出する

適応策の進め方

大学，研究機関，
産業支援機関等

との連携



適応計画策定ステップ 2 －計画の構成－

国全体の分野を京都市流にカスタマイズ

国（適応法概要資料ベース）

自然災害

京都市の適応計画

健康

国民生活

水環境・水資源

農林水産業

自然生態系

産業・経済活動

自然災害

健康・都市生活

水環境・水資源

農業・林業

自然生態系

文化・観光・地場産業



適応計画策定ステップ 2 －計画の構成－

分野別対策の進め方

自然災害

健康・都市生活 水環境・水資源

農業・林業 自然生態系

文化・観光・地場産業

グリーンインフラ
【森林等の多面的機能，生態系サービスの活用】

地域気候変動適応センター
【気候変動影響，適応に関する

情報収集，分析等】

科学的知見の収集，影響評価については，
市に知見がないことから，新たに設置する
地域気候変動適応センターで実施



適応計画策定ステップ ３ －計画に掲載する対策－

分野 知る・伝える 対応する
自然災害 ・防災マップ等による水害，土砂災害

リスク情報の提供，啓発 など
・都市基盤河川改修，普通河川等の改良の推進
・災害時に貢献する自立分散型電源の活用の仕組み
づくり など

健康・都市生活 ・熱中症予防のための気象情報の発
信，予防の啓発 など

・ミスト装置の設置
・街路樹や緑地の整備 など

水環境・水資源 ・河川や地下の水質の調査 など ・市街地における雨水浸透の推進
・農地・ため池の適切な保全 など

農業・林業 ・農林業への影響リスク評価，分析の
実施 など

・多様な樹種の植栽など災害に強い森づくり
・新たな品種の導入など高温等による農林産物への影
響への対応 など

自然生態系 ・モニタリング結果等の収集による生物
多様性への影響把握 など

・里地・里山や希少種，重点保全地域の保全強化
・生物多様性保全のネットワーク形成 など

文化・観光・地場
産業

・文化，観光，地場産業への影響の
情報収集，分析 など

・文化財の災害時の保管場所の検討や応急措置体制
の整備

関係所属へのヒアリング等により対策を抽出



適応計画策定ステップ ４？ －条例に位置付け－

京都市地球温暖化対策条例に適応策を位置づけ（これまでは，緩和策のみだった）

・温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化を図る施策【緩和策】
・気候変動影響による被害の防止並びに軽減を図るための施策【適応策】

重点施策 (第11条)

㉓ 気候変動影響を踏まえた自然災害の予防 ㉔ 気候変動影響を踏まえた熱中症の予防
㉕ 気候変動適応に係る調査等 ㉖ 気候変動適応に関する情報収集等を行う体制の確保

市民・ 事業者等の努力義務 (第12～31条)

気候変動適応への関心と理解（第31条）

地球温暖化対策の定義 (第2条)

ちなみに・・・
条例の愛称：
2050京（きょう）からCO2ゼロ条例

シンボルマーク ⇒



適応計画策定ステップ EX －他の計画への位置付け－

適応策は環境部局だけでは取り組めないものが多い
⇒他部局の計画や戦略へ位置付けることで進みやすくなる（のでは？）

「京都市都市計画マスタープラン」⾒直し素案（R3.5.31）
京都市農林行政基本方針（R3.3.31策定）
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