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２０２２年７月２０日

新潟市環境部環境政策課

新潟市地域適応計画策定について
～事例紹介～

とめドキくん
（新潟市地球温暖化防止キャラクター）
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新潟市地球温暖化対策実行計画（地域推進版）の改定

にいがた未来ビジョン（新潟市総合計画）・地球温暖化対策の推進に関する法律
・気候変動適応法 等

環境面の実現

整合・連携策定根拠

新潟市地球温暖化対策実行計画（地域推進版）
スマートエネルギー推進計画・環境モデル都市推進プラン

★地域気候変動適応計画

地球温暖化対策の個別計画

国【法令】

・地球温暖化対策計画
・気候変動適応計画

・エネルギー基本計画 等

国【計画】

・地球温暖化対策地域
推進計画

等

新潟県

新潟市

新潟市環境基本計画

新潟市地球温暖化対策実行計画（地域推進版）の改定に伴い、緩和策とともに、
旧計画にはなかった気候変動への適応策を追加
２０１９年度改定作業。１２月に素案をまとめパブリックコメント実施
■計画策定 ２０２０年３月
■計画期間 ２０１９～２０２４年度（６年間）
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適応計画策定にかかる取り組み過程

〈２０１８年度〉
2019年2月 温暖化対策本部会議開催

講演「気候変動による影響とその適応策について」
国立環境研究所 気候変動適応センター長 向井人史 氏
庁内施策調査

〈２０１９年度〉
6月～ 気候変動影響の情報収集・整理
9月 庁内関係課へのヒアリング

10月～ 対応力の整理、適応策の検討
12月～2020年1月 新潟市地球温暖化対策実行計画（地域推進版）【素案】完成

パブリックコメント実施
2月 新潟市環境審議会への報告
3月 各関係団体等への報告・周知・協力依頼

■■■■地球温暖化対策実行計画（地域推進版）の取り組み方針■■■■

１．田園環境の保全・持続可能な利用 ２．スマートエネルギーシティの構築

３．低炭素型交通への転換 ４．低炭素型ライフスタイルへの転換

５．適応策の実践
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適応計画策定にかかる取り組み過程

〈計画策定委員会の開催概要〉

4

期日 議事内容

第１回 7月16日（火）
○各委員からの発表（各分野における現状と将来の見通し等）

○現行計画の進捗状況、計画を改定する背景・意義、基本的事項

第２回 8月22日（木）
○各委員からの発表（各分野における現状と将来の見通し等）

○温室効果ガス排出量の現状、気候変動影響の将来想定、課題の整理

第３回 10月28日（月）
○各委員からの発表（各分野における現状と将来の見通し等）

○温室効果ガスの削減目標、将来像・基本方針・対策・施策等

第４回 11月25日（月）
○ワークショップの報告

○計画案について

〈計画策定委員〉
◎日本自然環境専門学校・校長 〇新潟大学工学部・准教授
〇新潟地方気象台・次長 〇新潟大学農学部・准教授
〇（一社）新潟ニュービジネス協議会・副会長 〇亀田郷土地改良区・企画課長
〇新潟大学人文社会科学系・教授 〇新潟NPO協会・代表理事
〇新潟商工会議所・事業部長 〇（一財）新潟経済社会リサーチセンター・統括部長
〇志民委員会（BSN新潟放送 経営戦略室） 〇北陸ガス株式会社・営業部長
〇東北電力株式会社新潟支店・企画管理部長
〇新潟交通株式会社・乗合バス部長
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①
•庁内施策調査

②
•気候変動影響の情報収集・整理

③
•庁内関係課へのヒアリング

④
•対応力の整理、適応策の検討
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適応計画策定にかかる取り組み過程
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①庁内施策調査

〈２０１９年２月〉
「気候変動への適応に係る施策調査」を実施
掲示板への掲載および関係が深いと思われる所属には個別メール送信

《依頼文（抜粋）↓》

6

近年，気候変動に伴う異常気象やその影響が顕著になっているなか，CO2 削減といった

これまでの気候変動緩和策に加え，気候変動の影響を回避・軽減するための措置「適応策」

を計画的に推進することが地方公共団体に求められています。 
適応策は，集中豪雨や台風，高温による健康・農水産物・自然生態系に対する被害への対

策など多方面にわたるほか，適応策との認識はされなくとも既に各所管課で行われてきた

施策が多数あることが想定されるため，現状を把握・整理し，来年度改定する地球温暖化対

策実行計画（地域推進版）に組み込む適応計画の基礎資料としたいと考えております。 

とはいえ、ピンとこないだろうなぁ・・・
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①庁内施策調査
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そこで、依頼の際に参考情報をつけました

〇新潟市の気候変動の状況
・平均気温変化グラフ
・年平均気温変化の予測
・品質を重視した場合のコメ収量予測
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RCP2.6：厳しく温暖化対策を実施した場合
RCP8.5：ほぼ温暖化対策を実施しない場合

グラフ出典：気候変動適応情報プラットフォーム「全国・都道府県情報」 http://a-plat.nies.go.jp/webgis/index.html



Page 8

①庁内施策調査
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参考情報

〇気候・気象現象とそれに関連する気候変動影響の例

気候・気象現象 関連する気候変動影響の例
農作物の生育不良
海水温の上昇
河川・湖沼の水温上昇
森林の生育適域の変化
自然生態系の変化
感染症媒介生物の分布域の変化
熱中症搬入者数の増加
農作物の生育不良
水資源への影響
農作物の生育不良

短時間強雨や大雨の増加 洪水・内水氾濫・土砂災害など自然災害
水資源への影響
交通への影響
洪水・内水氾濫・土砂災害など自然災害
海岸浸食の増加
飛砂被害の増加

高温

夏日・真夏日・猛暑日・熱
帯夜の増加

強い台風・強風の増加，
高潮・高波

降水量の変化

降雪量・積雪量の変化
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①庁内施策調査
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参考情報

〇前年の、新潟での気候変動の影響～ニュースの検索から～

！2018年冬 新潟市8年ぶりの豪雪積雪，新潟市80センチを記録
→突風によるトラック横転
→JR信越線，大雪による15時間立ち往生（三条市）

！2018年7月の月平均気温 過去最高，降水量過去最低（新潟市）
→8月信濃川水門閉鎖（新潟市水道局の要請で，塩水遡上を抑制）

！10月の気温で全国観測史上で最高を更新（三条市）
！2018年産コシヒカリ一等米比率79.0％〔北陸農政局米穀検査結果〕

（前年同時期より5～6ポイント低下）
→岩船は米粒が白く濁る高温障害の影響で，前年同時期より20ポイント低下

→新之助は95.8％
！2018年新潟市 5月から9月までの熱中症搬送者数409名，前年同時期と

比較し約2倍 特に7月〔新潟市消防局〕
→30度を超える日に多く発生，場所別では屋内55％

！イノシシの目撃情報（生息区域の拡大）
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①庁内施策調査
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イメージしてもらったところで回答に誘導
適応策調査票

回答所属名

＜記載例＞
予想される気候変動の影響 施策の例（参考：国の適応計画） 施策（事業）名 施策の概要 開始年度 今後の予定 ご担当者名 連絡先（内線） 備考

Ⅴ

健

康
1暑熱 熱中症搬送者数の増加

気象情報の提供・注意喚起
予防・対処法の普及啓発
発生状況等の情報提供
施設の冷房設備整備

①熱中症注意喚起
②発生状況の情報提供

①公共施設等への熱中症注意喚起ポス
ターの掲示（掲示期間　7月～9月）
②発生状況のHP掲載（随時）

①2015
②2016

①②継続予定 ○○ 55555 ①消防局△△課と連携して実施

※施策の例を参考に，該当する分野，影響の右欄に貴課の施策（事業）について記入願います。
予想される気候変動の影響 施策の例（参考：国の適応計画） 施策（事業）名 施策の概要 開始年度 今後の予定 ご担当者名 連絡先（内線） 備考

品質の低下

収量の低下

栽培適地の変化
高温条件に適応する育種素材の開発
栽培管理技術の開発・普及

病害虫の発生増加，分布域拡大
病害虫の発生状況の調査
適時適切な病害虫防除

2林業
山地災害の発生頻度増加，激甚
化

山地災害が発生する危険性の高い地区の的確な把握

3水産業 水産物の分布範囲の変化
漁場予測の高精度化
リアルタイムモニタリング情報の提供

1水環境 水質の悪化
工場・事業場排水対策
生活排水対策
水質環境情報の把握

無降水日数の増加 積雪量の減
雨水・再生水の利用

分野

分野

Ⅰ

農

林

水

産

業

1農業

高温耐性品種の開発・普及
施肥管理・水管理の徹底

Ⅱ

水

環

境

・

西暦で記入

願います。

例：2018

事業の今後の予定を分かる範囲で入れてください。

例：2020年度までは継続その後未定，2019年度で廃

止予定，未定　など

同じ分野に複数の施策がある場

合は，①，②，③…と番号を振る

などしてください。

複数の分野に該当する場合はコ

ピーして貼付けてください。

簡単な概要とその実施

時期，期間，回数などが

あれば記載してください。

多所属との連携など

特記事項があれば記

載願います。

〇分野別に予想される気候変動の影響と施策の例（国の適応計画より）を提示

《設問》
●施策（事業）名 ●施策の概要 ●開始年度 ●今後の予定
●担当者名 ●備考（他所属との連携があるかなど記載をお願い）
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①庁内施策調査
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結 果

☆４０超の施策について回答が寄せられた
自然災害対策 暑熱対策 浸水対策

に関する回答が多数

いちばん訴えたこと

施策・事業の主目的が適応に関係ないと
思われるものでも、少しでも該当しそう
であれば回答をお願いします！！
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②気候変動影響の情報収集・整理

新潟市

新潟県

・長い海岸線に面している
・大河の下流、河口に位置している
・低い土地（海抜ゼロメートル地帯）が多い
・農業が盛ん

信濃川

海岸

都市部と田園地域

里山・里潟

阿賀野川

水辺環境や里山などの自然環境と市街地を包み込むように
存在する田畑を含む「田園地域」は、本市の大切な資源。
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～新潟市の気候～
■新潟市の年平均気温の変化

【（出典）気候変化レポート2018-
関東甲信・北陸・東海地方-（東京管区気象台）】

年平均気温・年降水量
1886年～2018年において100年あたり1.4℃上昇。
年降水量や降雪量については、過去100年の中で、
明確な変化の傾向はみられていない。
※統計期間の1886年～2018年の間に、1928年、1938年、2012
年に観測場所が移転しており、図中の移転前の値と平年値は
補正を行っています。

■新潟県の短時間強雨日数の変化

【（出典）新潟地方気象台】

短時間強雨

年降水量や降雪量に明確な変化の傾向はみられ
ていないが、新潟県での短時間強雨の発生回数
は増えている。一方、年間無降水日は1882年～
2018年の観測期間中の100年間で、約8日増えて
いる。
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②気候変動影響の情報収集・整理

新潟地方気象台様（策定委員）から
ご確認・アドバイスいただいた
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RCP8.5シナリオに基づく予測では新潟県は21世紀末までに…

！年平均気温が100年で約5℃上昇

！猛暑日が100年で約20日増加

！滝のように降る雨が増加

！降水のない日も増加

【新潟県の21世紀末の気候（新潟地方気象台）より】

14

②気候変動影響の情報収集・整理

～将来の気候予測～
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気温上昇の影響は、信濃川の流量にも影響を及ぼすと予測されています。
冬期間の降雪が降雨となり、また融雪が早まることによって12～3月の信濃川の流量が増大すると

予測されています。一方、積雪の減少と融雪の早期化によって、農業の水需要の大きい4月から5月に
かけての流量の減少が予測されることから、本市の稲作への大きな影響が懸念されます。

【（出展）農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門】

■信濃川（小千谷基準点）の流量変化シミュレーション

15

！信濃川の流量が変化

②気候変動影響の情報収集・整理

～将来の気候予測～

実行計画策定委員（新潟大学農学部准教授）からのご意見・情報提供によ
り追加。
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②気候変動影響の情報収集・整理

～気候変動の影響と評価の整理～

新潟市における研究実績などがなかったため、これまでの気候の変化や
将来の気候予測に加え、国の計画等を踏まえ、新潟市の気候変動の影響評
価を整理。

国の気候変動適応計画および気候変動影響評価報告書を活用

■国の適応計画における影響評価の定義 

重大性 緊急性 確信度 
①影響の程度（エリア・期間）、
②影響が発生する可能性 
③影響の不可逆性 
④当該影響に対する持続的な脆
弱性・曝露の規模 

4つの切り口を「社会」、「経済」、
「環境」の 3つの観点から評価 

①影響の発現時期 
②適応の着手・重要な意識決定が
必要な時期 

これら 2つの観点で評価 
既に影響が生じていれば「高い」、
2030 年度頃までに影響が生じ
る可能性が高い場合は「中程度」 

「IPCC第 5次評価報告書」の考
え方をある程度準用し、 
①証拠の種類、量、質、整合性 
②見解の一致度 
これら 2つの観点で評価 

■新潟市に関連する気候変動影響と影響評価 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
   

  
     

  
 

 
    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

    

 
 

 
 

 

 
 

 

   

 

影響評価凡例 
【重大性】●：特に大きい  ◆：特に大きいとは言えない   －：現状では評価できない  
【緊急性】●：高い     ▲：中程度   ■：低い    －：現状では評価できない 
【確信度】●：高い     ▲：中程度    ■：低い    －：現状では評価できない 
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②気候変動影響の情報収集・整理

～気候変動の影響と評価の整理～

国の気候変動適応計画および気候変動影響評価報告書を活用

大
項
目 

小項目 既に生じている 
気候変動影響（国、市） 

将来予測される影響 
（市） 

影響評価 
重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

農
業
・
林
業
・
漁
業 

水稲 
・一等米比率低下 
・収量の減少 
・病害虫分布域拡大 

・整粒率、一等米比率低下 
・収量の大幅な変化無 
・水稲の発病増加 

● ● ● 

野菜 ・収穫期の早まり 
・生育障害の発生頻度増加 

・適正な品種選択で影響回避
が可能 ー ▲ ▲ 

果樹 ・柑橘の浮皮 
・果実の着色不良、日焼け 

・栽培適地の北上 
・高温による生育障害 ● ● ● 

林業 
・スギ林の衰退 
・落葉広葉樹から常緑広葉樹
への置き換わり 

・将来影響は不確定 ●
*1 

▲ 
*1 

▲ 
*1 

漁業 ・日本近海の回遊水魚介類の
漁獲量の減少 

・一次生産力の変動 
・分布域の北偏化 ● ● ▲ 

生産基盤 
・漁港 

・田植えや用水の時期、水資
源の利用方法の変化 

・流量減少時の塩水遡上 
・日本海沿岸での高波の波高
と周期増加 

・融雪の早期化等による用水
の取水時期への影響 

・農地の湛水被害リスク増加 
・高波、海岸浸食、浸水リス
クの増加 

● ● ● 

 

《掲載内容（抜粋）》
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③庁内関係課へのヒアリング

～適応関係にかかる事前準備～
〇市の各種計画等から関係しそうな部分を事前に把握

・新潟市農業構想
・第二次新潟市下水道中期ビジョン
・田園の防災機能活用

〇Ｒ１年２月の「適応策調査票」結果の整理
〇他都市計画の記載内容の整理

～実施概要～
〇実施スケジュール ２日間（Ｒ１年９月１９日、２０日）

各課３０分ずつ
〇実施所属数 １６所属
〇ヒアリング内容（各課への依頼時に伝えた内容）

・実行計画（地域推進版）の各課施策の進捗状況と今後の展望
・各課施策遂行にあたっての課題
・計画改定にあたっての意見・要望
・Ｒ１年２月に照会した「適応策調査票」の内容についても伺うこと

があります←適応策



Page 19 19

③庁内関係課へのヒアリング

～ヒアリング結果から～

《計画への記載や指標の設定について》

すでにある計画等に位置付けられているものであれば
記載はかまわない

⇓
この計画のために新たに設定はしない

《その他意見》

環境分野での（自課の）施策は考えられるが先行きは不明
環境は二の次というのが実情

気候変動適応への対応は現段階では何とも言えない
目の前の問題解決が先決

施策の拡充は予定していない。現状維持・増進がメイン
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④対応力の整理、適応策の検討

適応調査
結果

各課所管
計画調査

既存施策
の整理

各課のヒ
アリング

結果

他都市計
画の掲載

事例

などから…

計画掲載内容のたたき台を作成。各課にフィードバックし、
確認・修正してもらう作業を繰り返し



Page 21

取組方針 基本対策 施策

５ 適応策の
実践

1 自然災害対策の推進
(1)豪雨等自然災害対策の推進
(2)市民の防災意識の高揚化促進
(3)迅速な災害情報等の発信

2 熱中症・感染症対策の推進
（ヒートアイランド対策）

(1)ヒートアイランド対策の推進
(2)熱中症対策の推進
(3)感染症対策の推進

3 適応型農林水産業の推進
(1)高温対策の推進
(2)動物の感染症対策の推進
(3)渇水リスクへの対応

4 地域のレジリエンスの強化

(1)豊かな自然環境の保全
(2)治水対策・浸水対策の強化促進
(3)田園の防災機能活用
(4)海岸侵食対策の推進
(5)土砂災害対策の強化
(6)災害に強いまちづくりの推進
(7)災害廃棄物や有害物質の対策の推進

■■■■地球温暖化対策実行計画（地域推進版）の取り組み方針■■■■

５．適応策の実践
↓庁内関係課の既存施策を中心に整理

21

④対応力の整理、適応策の検討
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5-4 地域のレジリエンスの強化
(3)田園の防災機能活用

集中豪雨による浸水対策を軽減するため、田んぼの貯水機能を活用した
「田んぼダム」の維持・増進等防災機能を強化します。

取組指標 現状値
2018年度

（平成30年度）

短期目標
2022年度

（令和4年度）

◆田んぼダムの面積 5,979ha 6,500ha

排水路への排水状況▶

22

④対応力の整理、適応策の検討

本市の代表的な適応策

田んぼからた
くさんの水が
排水される

ゆっくり排水
される
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苦労した点（当時）

○庁内各課の意識醸成

○担当者の専門知識が不足

○環境分野への苦手意識

23

貴課の施策に環境の視
点を入れませんか？

あーーー、、、
どうぞお構いなくww

・・・
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良かった点

24

適応策を位置付けたことをきっかけに庁内連携チームを発足

ゼロカーボンシティの実現と気候変動適応のための
具体的な方策について検討するチームの設置

環境・経済・社会の統合的向上（防災・減災、健康、雇用創出）など、多様な課
題の同時解決につなげることを念頭に、地球温暖化対策実行計画（地域推進版）に
基づき、二酸化炭素排出量の削減策や気候変動への影響を回避・軽減する適応策を
着実に実施しながら、持続可能なまちづくりに向けた具体的な方策を組織横断的に
検討する必要があることから、令和３年度は、暮らしに密接に関わる要素から３つ
のテーマを設定し、以下のチームを立ち上げた。
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良かった点

25

適応策を位置付けたことをきっかけに庁内連携チームを発足

【目的】熱中症予防
【チームメンバー】危機対策課、保健所保健管理課

消防局救急課、環境政策課
【活動内容】
・現状の課題（各課がバラバラに周知している。周

知内容の重複・不足）整理
・市民への周知内容の検討
・熱中症警戒アラート発信時の伝達手段及び対応に

ついて関係課へ依頼
・熱中症警戒アラート対応マニュアル作成

【本編】アラートの基本情報、伝達手段、情報発信時の市の体制、市民・
施設利用者等への周知対応例 等

【資料編】本市の気候と将来予測、暑さ指数（WBGT）の基礎情報、
熱中症の症状やその対処法 等
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今後の取組・課題

○市民への適応策の周知

○庁内関係部局とのより一層の連携

○適応策の認知度の低さ

○環境部主導ではない各課の取組み

26

今後の取組

課題

○緩和策（ゼロカーボン施策）とのバランス
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とめドキくん
（新潟市地球温暖化防止キャラクター）

ありがとうございました

27
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