
Urgently adapt to protect communities and natural habitats. 

People across the world are already living with devastating extreme weather heightened 
by the changing climate.   

Even as we work tirelessly to reduce emissions, further change is inevitable. 

Supporting those most vulnerable to climate change 

We know that the most vulnerable are at the greatest risk from climate change, and that 
they have done the least to cause it.  

Action to address this and build resilience is needed now, before more people lose their 
lives or livelihoods. 

The international community must unite and support people who are most vulnerable to 
the impacts of the changing climate. 

Action on adaptation 

We need more action to avert, minimise and address the loss and damage that is already 
occurring from climate change.  

1. Plans and more finance need to be put in place to improve early warning systems,
flood defences, and build resilient infrastructure and agriculture to avoid further loss of
life, livelihoods and natural habitats.

2. Protecting and restoring habitats is a powerful way to boost resilience to the impacts
of the changing climate. They help to build natural storm and flood defences, whilst
flourishing ecosystems contribute to sustainable farming and support billions of lives
worldwide.

3. All countries should produce an ‘Adaptation Communication’, which is a summary
of what they are doing and planning to do to adapt to the impacts of the changing
climate, challenges they face and where they need help. These plans will help us learn
together and share best practice between countries.

The UK has co-developed the Adaptation Action Coalition, in partnership with 
Egypt, Bangladesh, Malawi, the Netherlands, Saint Lucia and the United Nations 
Development Programme. The coalition is bringing countries together to find solutions 
to some of the most challenging impacts of climate change, and we are inviting all 
countries to join us. 

https://www.gov.uk/government/publications/adaptation-action-coalition-an-overview


【暫定訳】コミュニティと自然生息地を守るために差し迫っている適応 
世界中の人々はすでに、気候の変化によって増強される壊滅的な異常気象にさらされ
ています。 
排出量を減らすために努力をしたとしても、さらなる変化は避けられません。 
 
気候変動に対して最も脆弱な人々への支援 
私たちは、最も脆弱な人々が気候変動による最大のリスクにさらされていること、そ
して彼らは気候変動を引き起こす原因を作ってこなかったことを知っています。 
さらに多くの人々が命や生活を失う前に、この問題に取り組み、回復力（強じん性、
レジリエンス）を高めるためのアクションが今求められています。 
 
適応へのアクション 
私たちには、気候変動によってすでに起こっている損失や損害を回避し、最小限に抑
え、対処するためのさらなるアクションが必要です。 
 

１． 人命、人々の生活、自然生息地のさらなる損失を回避するために、
早期警報システム、洪水対策を改善させ、回復力（強じん性、レジ
リエンス）の高いインフラや農業を構築するためのプランとより多
くの資金が必要である。 

２． 自然生息地の保護と修復は、気候変動影響に対する回復力を高める
ための強力な手段です。自然生息地を保護・修復することで、暴風
雨や洪水対策に役立つだけでなく、豊かな生態系が持続可能な農業
と世界何十億人もの人々の生活を支えることができます。 

３． すべての国で、気候変動影響に適応するための取り組みや計画、直
面している課題、支援が必要な箇所を取りまとめた「適応コミュニ
ケーション」を作成するべきです。この計画をまとめることで、各
国が共に学び、優良事例を共有することができます。 

 
イギリスは、エジプト、バングラデシュ、マラウィ、オランダ、セントルシア、国連
開発計画（UNDP）と共同で「適応行動連合」を設立しました。この連合は、最も困
難であるいくつかの気候変動影響に対して、解決策を見つけるために各国をまとめて
おり、すべての国に参加を募っています。 
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