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アイルランド適応情報オンラインソース (HTTPS://WWW.CLIMATEIRELAND.IE)

DEVELOPING CAPACITY AND 
SUPPORTING PLANNING

はじめに: クライメートアイルランド



2011年 ICIP フェーズ1
システムデザイン

2013年 ICIP フェーズ 2
自治体職員

2015年 ICIP フェーズ 3
分野別

2017年以降
事業開始

2018年クライメートアイルランド
運営



連携とパートナーシップ

クライメート アイルランドは、連携による
アプローチで、科学に基づく政策に特化し
た適応に関する意思決定のベストプラク
ティスを支援する目的で開発されている：

• 科学 –適応を支援する情報にはどのよう
なものがあるか (適応の科学)?

• 政策 – 国の政策の要件とは？ (気候及び
気候以外)?

• 実践– 科学が意思決定の中で主流化する
には (適応の科学)?

科学

政策実践



アイルランドの自治体と気候変動アクション

• アイルランドの31の自治体(LAs)は;

• 道路、交通、計画、住宅、経済、コミュニティ開発、
環境、レクリエーションや福利厚生サービス、消防、
選挙管理等の複合的な組織体であり;

• アイルランド適応フレームワークのもと、各自治体は
適応戦略を策定することが義務付けられている。

• 自治体の計画策定と気候変動活動を支援するために
地方気候行動センター（CARO）が４つの地方に設置
されている。

アイルランド



地方自治体の計画策定を支援：地方自治体適応戦略
策定ガイドライン

• アイルランド適応フレームワーク(2018)で義務付けられた
各自治体による適応戦略策定の支援を目的とする;

• コーク大学MaREIのクライメートアイルランドのチームが
環境気候コミュニケーション局の要請により作成;

• 以下に基づいて作成: 

• 世界のベストプラクティス;

• 適応フレームワークの要件 (2018);

• 相談とテスト

• 適応計画サイクルの5 つの反復ステップに基づく;

• 自治体の意思決定プロセスに整合;

• 気候変動適応計画策定の課題への対応を目的とする。



地方自治体の計画策定を支援：地方自治体適応戦略策定ガイド
ラインの実践トレーニング

Rationale: 

The statutory National Climate Change Adaptation 

Framework (NAF), which is currently being developed 

by the Department of Communications, Climate Ac-

tion and Environment (DCCAE) under the Climate 

Action and Low Carbon Development Act 2015 will 

renew the existing mandate to local authorities to 

prepare Local Adaptation Strategies and to main-

stream climate change adaptation into their plans 

and policies. Following the publication this year by 

EPA of the “Local Authority Adaptation Strategy De-

velopment Guidelines” and as part of the ongoing 

and related programme of training and capacity 

building for local authority staff, the EPA and DC-

CAE are facilitating a series of regional two-day 

workshops delivered by the Climate Ireland Devel-

opment Team and invited experts aimed at staff 

within local authorities that are developing local 

adaptation strategies.

Purpose: 

Adopting a regional and hands-on approach, 

the workshops will introduce participants to key 

adaptation principles and provide hands-on 

experience of adaptation strategy develop-

ment. In doing so, it will also seek to understand 

knowledge gaps and barriers to effective ad-

aptation decision-making in Ireland.

Selected Agenda Items:

- Overview of climate changes and impacts 

for Ireland;

- Introduction to the key principles of adapta-

tion planning;

- Hands on experience of the key stages of ad-

aptation strategy development.

Who Should Attend?

The training workshops are aimed at those tasked 

with developing local authority adaptation strat-

egies.

When and Where:

- 14 & 15 September - MaREI, ERI Beaufort Building, 

Ringaskiddy, Co. Cork (For LA staff in the South 

Regional Assembly area)

- 4 &5 October - Local Government House, Usher’s 

Quay, Dublin 8 (For LA staff in the Eastern and Mid-

land Assembly Area)

- 26 & 27 October - Northern & Western Regional As-

sembly, The Square, Ballaghaderreen, Co. Roscom-

mon (For LA staff in the North and Western Regional 

Assembly Area.

For further information and to register please con-

tact Mr. Ciaran Hyde in the LGMA at chyde@lgma.ie 

Please note that places at each of these workshops 

are strictly limited.

TRA I N I N G  W O RK SH O PS

CO N TEX T

climateireland.ie

6 SEPTEMBER 2018 | Hotel Kilkenny | KILKENNY  
10 SEPTEMBER 2018 | MaREI Centre | Ringaskiddy | CORK 
12 SEPTEMBER 2018 | Sheraton Hotel | ATHLONE 
13 SEPTEMBER 2018 | Council Building | Castlebar | MAYO
18 SEPTEMBER 2018 | GW302 | DIT Campus | Grangegorman | DUBLIN

Dates and Locations:

The N ationa l Adap tation Framework 
(2018) developed by the Department of 
Communications,  Climate Action and the 
Environment (DCCAE) under the Climate 
Action and Low Carbon Development Act 
2015 requires Loca l Authorities to prepare 
Loca l Adap tation Stra teg ies and to ma in-
stream climate adap ta tion into their p lans 
and policies.  
 
As part of the ongoing  and rela ted pro-
g ramme of tra ining  and capacity build ing ,  
the EPA and DCCAE are facilita ting  a  
series of reg iona l one-da y tra in-
ing  workshops delivered by 
the Climate Ireland Team 
a imed a t sta ff w ithin the 
Climate Action Reg ion-
a l O ffice s and Loca l 
Authorities that a re 
develop ing  adap ta-
tion stra teg ies.   

PURPO SE

CLIM ATE ACTIO N  REG IO N A L O FFICES

#TimeToAdapt

•  Introduce participants to 
the revised and updated 
Loca l Authority Adap tation 
Planning  G uidelines (to be 
published shor tly);

•  Through hands-on experi-
ence of adap tation p lan-
ning ,  build capacity to de-
liver loca l adap tation p lans;

•  Develop links be-
tween peers and en-

able stra teg ic col-
laboration w ithin 
the respective re-
g ions.

ADAPTATION PLANNING

Adopting  a  reg iona l and hands-on ap-
proach,  the tra ining  workshops w ill:  

Regional Climate Change  

Adaptation Seminar | South East 

#TIMETOADAPT 

Tuesday 22nd May 2018 

Beaufort Building | Ringaskiddy | Cork 



アイルランド適応フレームワークに対する
自治体の取り組み

• 31の地方自治体適応戦略が2019年9月に発行された
• すべての戦略が地方適応戦略策定ガイドラインに準拠することで、一貫した取り組みを実現;
• クライメートアイルランドはすべての戦略で直接言及されている。

地方自治体の各分野を代表して取り組まれている



地方自治体適応戦略実施の進捗

地方自治体は合計して2451 の取り組みを採用:

• 完了した取り組み: 

• 推進グループの設置; 

• 各計画や政策への主流化; 

• 事業継続計画策定; 

• 非常事態への対応能力の向上;

• 影響の観測と見直しの体制; 

• 治水管理と洪水被害の軽減.

• 成功要因:
• 気候変動アクションチームがすべての自治体に設置;

• 気候変動影響と適応への意識がすべての自治体で向上;

• 気候変動への適応は政策アジェンダとなっており、全自治体の
事業計画とリスク登録簿に含まれている。

Completed

6%

Ongoing 

69%

Not 

Started

24%

Postponed

1%

進行中

完了

延期

未着手



進展する気候政策と経験

• 気候変動適応は学びながら/反復しながら実施
するプロセス;

• アイルランド適応フレームワーク (2018) と初回
適応計画策定は、気候に強靭なアイルランドの
構築に向けた重要な第一歩;

• 初回の計画策定は本質的な基礎を築いたが、こ
の上に積み重ねていくことと、第二回適応計画
策定サイクルの準備が求められている。



進展する気候政策と経験
発展する支援

• 地方自治体適応戦略策定ガイドラインの利用状況を評
価し、ガイドラインの改定が行われている;

• 以下の幅広いトレーニング・プログラムを開発:

• 全自治体職員(22,000)に対する気候変動アクションの
意識啓発;

• 気候変動アクションプランチームの能力構築;

• 対象を絞った技術トレーニング (e.g., 道路技術者に対
するカスタマイズ型トレーニング).

• 半定量的リスクアセスメントツールを、地方気候変動
センターと協働で開発、自治体の財産とインフラの評価
を支援。



おわりに

• アイルランド適応フレームワーク (2018) と初回適応戦略は、
各地方と分野の適応計画にとって重要な一歩となった;

• 適応の取り組みを効果的に実施するには、今回の経験に基づい
て適応取り組みの構築と実装を発展させることが必要;

• これを実施するには、規模を超えた協働と連携、情報収集、エ
ビデンスに基づいた計画策定、リスクアセスメントと主流化の
進展が必要;

• 気候変動に関する計画策定は、都市開発計画策定の一部として
考慮すること、さらに社会、経済、環境における持続可能性と強
靭性を考慮することが必須である。



http://www.climateireland.ie

b.odwyer@ucc.ie

@ClimateIreland

Thank you for your attention

http://www.climateireland.ie/
mailto:b.odwyer@ucc.ie

