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1. 支援事業の基本事項 

1.1. 支援の目的 

近年、強い台風やハリケーン、集中豪雨、干ばつや熱波などの異常気象による災害が世界各地で発

生し、甚大な被害を引き起こしていることが毎年のように報告されている。我が国においても、平成

25 年夏の記録的な猛暑、平成 26 年 8 月の広島市における観測史上最大の降水量とそれに伴って発生

した土砂災害等による大きな被害、さらに、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による甚大な浸水被害等が

生じたことは、記憶に新しい。 

気候変動による政府間パネル（IPCC）の第 5 次評価報告書において、すでに気候変動は自然及び人

間社会に影響を与えており、今後、温暖化の程度が増大すると、深刻で広範囲にわたる不可逆的な影

響が生じる可能性が高まること、また、将来、温室効果ガスの排出量がどのようなシナリオをとった

としても、世界の平均気温は上昇し、21 世紀末に向けて気候変動の影響のリスクが高くなることが予

測されている。 

このため、気候変動の影響に対処するため、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけでは

なく、すでに現れている影響や中長期的に避けられない影響に対して「適応」を進めることが求めら

れている。 

我が国においても、これまでに気候変動及びその影響に関する観測・監視や予測・評価、調査研究

等が進められてきた。これらの科学的知見を活用し、政府の適応計画策定に向けて、中央環境審議会

において、幅広い分野の専門家の参加の下、気候変動の影響の評価が行われ、平成 27 年 3 月に「日本

における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について」として環境大臣に意見具申

がなされた。 

この意見具申に示された気候変動による様々な影響に対し、政府全体として、全体で整合のとれた

取組を計画的かつ総合的に推進するため、平成 27 年 11 月 27 日、目指すべき社会の姿等の基本的な方

針、基本的な進め方、分野別施策の基本的方向、基盤的・国際的施策を定めた、政府として初の「気

候変動の影響への適応計画」（以下「国の適応計画」と言う）が閣議決定された。 

国の適応計画では、基本戦略の一つに「地域での適応の推進」を掲げ、地方公共団体における気候

変動影響評価や適応計画策定、普及啓発等への協力等を通じ、地域における適応の取組の促進を図る、

としている。気候変動の影響の内容や規模、及びそれに対する脆弱性は、影響を受ける側の気候条件、

地理的条件、社会的条件等の地域特性によって大きく異なり、早急に対応を要する分野等も地域特性

により異なる。また、適応を契機として、各地域がそれぞれの特徴を活かした新たな社会の創生につ

なげていく視点も重要である。したがって、その影響に対して講じられる適応策は、地域の特性を踏

まえるとともに、地域の現場において主体的に検討し、取り組むことが重要となる。 

本支援事業は、地方公共団体に対して、気候変動影響評価の実施や適応計画の策定に必要な情報等

の提供を行うとともに、地方公共団体における適応計画の策定手順や課題等を整理することにより、

他の地方公共団体での取組に活用することを目的として実施した。 

本報告書では、支援事業の対象団体として選定された 11 団体のうち、兵庫県に対して実施した支援

の内容をとりまとめたものである。 
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1.2. 支援の項目 

兵庫県においては、以下の項目の支援を実施した。 

 

表 1.2-1 支援の項目 
項目 支援の有無 概要 

気候変動
影響評価 

気候の観測の情報
整理 

○  地方気象台との連携による気候の最新の観測情報
の入手を支援した。 

気候の将来予測の
情報整理 

○  地方気象台との連携による気候の将来予測の情報
の入手を支援した。 

影響の現在の状況
の情報整理 

○  既存文献から現時点で気候変動による影響として、
その可能性が示唆される事象を整理して提供した。 

影響の将来予測の
情報整理 

○ 
 

 既存文献から将来予測される影響を整理して提供
した。 

※環境省環境研究総合推進費 S-8「温暖化影響評価・
適応政策に関する総合的研究」（平成 22～25 年度）
の成果である簡易推計ツールについては、県の環境
研究センターで S-8 データを取扱う 

 
その他 － － 

適応計画
策定 

適応の考え方の整
理 

○  適応策の行政計画への位置づけ方について、例示を
行った。 

適応策の立案 ○  庁内調整に資するよう、兵庫県における影響を一覧
表にとりまとめた。 

 県独自の現状や課題を踏まえ、適応策の整理を行っ
た。 

その他 － － 
その他 庁内調整の支援 ○  庁内検討会議への同席、要旨作成を行った。 

 
有識者の紹介等 ○  適応分野の影響・適応策について、有識者を紹介し

た。 
事例等の提供 ○  国内・海外の国・自治体の適応計画の事例、文部科

学省の研究プログラムの研究成果発表内容、国の適
応計画の適応策一覧等を整理して提供した。 

普及啓発・情報共有
等の支援 

○  住民等を対象とした普及啓発リーフレットの事例
を提供した。 

その他 －   
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また、兵庫県との協議等を以下のとおり実施した。 

 

表 1.2-2 協議等の概要 
回 日時・場所 議事概要 備考 

第 1 回 平成 27 年 6 月 3 日 
（於：兵庫県庁会議
室） 

 本事業の趣旨説明 
 兵庫県説明 

 これまでの取り組み 
 平成 27 年度の取り組み予定 
 支援を希望する内容 

 支援内容の確認 
 その他 

環境省地球
環境局総務
課研究調査
室同行 
 

第 2 回 平成 27 年 8 月 27 日 
（於：兵庫県庁会議
室） 

 地方気象台からの気象情報の提供（大阪管区気象
台、神戸地方気象台） 

 最新の気象観測情報、気象予測情報 
  
 影響情報の整理等に関する進捗状況 

 兵庫県における現在の影響の整理 
 兵庫県における影響の受けやすさの整理 
 国内の動向について 

 兵庫県の取組みに関する進捗状況 
 温暖化対策課や庁内の動き等について 
 今後の影響、適応検討の方向性について 

 その他 
 当面の支援内容 
 第 3 回打合せ協議の時期 

- 

第 3 回 平成 27 年 11 月 11
日（於：兵庫県庁会
議室） 

 気候変動の影響への適応計画（案）について 
 影響情報の整理等に関する進捗状況 

 兵庫県における社会経済状況 
 兵庫県における現在示唆されている影響 
 兵庫県における将来の影響 

 兵庫県「適応策に係る体系表の見直し（案）」に
ついて 

 リーフレットの事例紹介 
 他の地方公共団体の取組状況の紹介 

- 

第 4 回 平成 28 年 2 月 2 日 
（於：兵庫県庁会議
室） 

 他自治体の検討状況について 
 業務報告書（案）について 

 報告書の構成について 
 社会・経済状況の追記項目（脆弱性）につ

いて 
 兵庫県における将来の影響について 
 兵庫県適応施策の影響項目について 

 地方公共団体向けガイドラインの策定に向けた各
自治体インタビュー 
 

- 

第 5 回 平成 28 年 3 月 22 日 
（於：兵庫県庁会議
室） 

 業務報告書の確認 
 

- 

※有識者へのインタビュー、事業者へのヒアリング等の支援対応は、2.3 その他を参照。 
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2. 支援の結果 

2.1. 気候変動影響評価 

気候変動影響評価に必要となる気候の観測・将来予測の情報、影響の現在の状況・将来予測の情報

を収集・整理し、提供した。 

 

2.1.1. 気候の観測の情報整理 

兵庫県内における気候の観測の情報について、大阪管区気象台より情報の提供を受けた。 

神戸地方気象台、豊岡観測所及び洲本観測所（特別地域気象観測所）における気候の観測結果の

概要を示す。（詳細は資料編に添付） 

 

  
図 2.1.1-1 地域気象観測所配置図 

出典：「兵庫県の気象」（平成 26 年 1 月、神戸地方気象台）
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(1) 年平均気温 

兵庫県では、100 年あたり 0.96℃～1.88℃の割合で上昇傾向がみられる。特に北部の上昇傾向が大き

く、豊岡の年平均気温は 100 年あたり 1.88℃の割合で上昇傾向が見られる。 

 

○神戸地方気象台 

（1897～2014 年） 

神戸の年平均気温は 100 年あたり

1.30℃の割合で上昇傾向が見られる。 

 

○豊岡特別地域気象観測所 

（1918～2014 年） 

豊岡の年平均気温は 100 年あたり

1.88℃の割合で上昇傾向が見られる。 

 

 

○洲本特別地域気象観測所 

（1919～2014 年） 

洲本の年平均気温は 100 年あたり

0.96℃の割合で上昇傾向が見られる。 

 

 

図 2.1.1-2 兵庫県における年平均気温の変化 
黒線は各年の年平均気温偏差を、青線は 5 年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。 

出典：神戸地方気象台提供資料 
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(2) 年降水量 

兵庫県では、年降水量について有意な変化傾向は認められなかった。年降雪量は、統計期間内に観

測方法の変更により、累年の統計が行えないが、豊岡の年最深積雪は 10 年あたり 5.2cm の割合で減少

傾向が見られる。 
 
○神戸地方気象台 

（1897～2014 年） 

神戸の年降水量には、有意な変化傾向

は見られない。 

 

 
○豊岡特別地域気象観測所 

（1918～2014 年） 

豊岡の年降水量には、有意な変化傾向

は見られない。 

 

 

豊岡の年最深積雪は 10 年あたり

5.2cm の割合で減少傾向が見られる。 

 

 

 
○洲本特別地域気象観測所 

（1919～2014 年） 

洲本の年降水量には、有意な変化傾向

は見られない。 

 

 

 
図 2.1.1-3 兵庫県における年降水量、年最深積雪の変化 

縦棒は各年の冬の降水量偏差を、折れ線（青）は 5 年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。 

出典：神戸地方気象台提供資料 



7 

 

2.1.2. 気候の将来予測の情報整理 

(1) 将来予測の関連資料 

 日本国内の地域レベルで、気候の将来予測について参照しうる主な情報として以下がある。 

 21 世紀末における日本の気候（環境省・気象庁） 

 環境省・気象庁が、RCP2.6 シナリオ、RCP4.5 シナリオ、RCP6.0 シナリオ、RCP8.5 シナリオを用い、

予測計算を行ったもので、モデル計算をする上での条件設定を変え、RCP8.5 で 9 ケース、残りの 3 つ

のシナリオで 3 ケース、計 18 ケースの予測結果を示している。地域区分は 7 地域区分（北日本日本海

側、北日本太平洋側、東日本日本海側、東日本太平洋側、西日本日本海側、西日本太平洋側、沖縄・

奄美）までとなっている。 

 地球温暖化予測情報第 8 巻（気象庁、平成 25 年）に基づく予測結果 

「地球温暖化予測情報第 8 巻」（気象庁、平成 25 年）に基づく気候予測の結果であり、IPCC の温

室効果ガス排出シナリオ A1B を用いた非静力学地域気候モデルによるものである。すなわち、1 つの

モデル・1 つのシナリオのみによる予測結果であり、これのみでは不確実性の幅を示すことはできな

い。 

 環境省環境研究総合推進費 S-8「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」に基づく予測結果 

 環境省環境研究総合推進費 S-8「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」（平成 22～25 年

度）（以下「S-8 研究」と言う）の成果の一つである簡易推計ツールの前提となっている気候予測であ

り、4 つのモデル・3 つのシナリオを用いているため、予測の不確実性の幅を示すことができる。 

兵庫県は、既に国立環境研究所から「S-8 研究」に関するデータ提供を受けているため、ここでは「21

世紀末における日本の気候（環境省・気象庁）」「地球温暖化予測情報第 8 巻」の気候予測の結果を

示す。 
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(2) 21 世紀末における日本の気候 

1) 概要 

「21 世紀における日本の気候」は、日本周辺の将来の気候について、環境省と気象庁が不

確実性を考慮した予測を行った結果である。将来気候（2080～2100 年）の気候予測計算を

実施し、現在気候（1984～2004 年）の再現計算と比較している。 
 将来気候の予測結果は、IPCC 第 5 次評価報告書で用いられている RCP シナリオである、

RCP2.6 シナリオ、RCP4.5 シナリオ、RCP6.0 シナリオ、RCP8.5 シナリオで計算を実施して

いる。 
 取りまとめにあたっては、日本全体だけでなく、日本列島を７つの地域に分割し、全国

と地域ごとの結果を示している（兵庫県の該当地域は、西日本太平洋側）。また、予測結

果として示している数値は、各地域区分内での平均または積算であって、特定の地点を代

表するものではないことに留意が必要である。 

 

図 2.1.2-1 予測データの解析に用いる地域区分 
 出典：「21 世紀末における日本の気候」（環境省 気象庁、2015 年） 
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2) 平均気温の将来予測 

 地域別将来変化および不確実性幅：（平均気温・年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 日最高気温・日最低気温の将来予測 

地域別将来変化および不確実性幅：（日最高気温・年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年平均気温は、全国的に上昇。 
（RCP2.6 は 0.5～1.7℃、RCP8.5 は 3.1～5.0℃上昇）（西日本太平洋側平均）  

グラフでは、点で複数ケースの平均値を、実線で年々変動を含む

全体の不確実性幅を表示。横軸の現在は現在気候、RCP2.6～
RCP8.5 は RCP の各シナリオによる 21 世紀末の結果で、３ケー

スの結果を用いた不確実性幅を示している。参考として、

RCP8.5(9)に９ケースの結果を用いた不確実性幅を示すが、同数

値は他シナリオとの比較ができないことに注意が必要。 

表中の数字は各シナリオの３ケー

スの平均値を示し、括弧内に不確実

性幅を示している（RCP8.5 のみ全９

ケースの平均値と不確実性幅を併

記）。参考までに各都市における平

均値（1981～2010 年平均）を例示。 

グラフでは、点で複数ケースの平均値を、実線で年々変動を含む

全体の不確実性幅を表示。横軸の現在は現在気候、RCP2.6～
RCP8.5 は RCP の各シナリオによる 21 世紀末の結果で、３ケー

スの結果を用いた不確実性幅を示している。参考として、

RCP8.5(9)に９ケースの結果を用いた不確実性幅を示すが、同数

値は他シナリオとの比較ができないことに注意が必要。 

表中の数字は各シナリオの３ケー

スの平均値を示し、括弧内に不確実

性幅を示している（RCP8.5 のみ全９

ケースの平均値と不確実性幅を併

記）。参考までに各都市における平

均値（1981～2010 年平均）を例示。 
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地域別将来変化および不確実性幅：（日最低気温・年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 真夏日の将来予測 

真夏日の年間日数の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日最高気温・日最低気温とも、全国的に上昇。 
（RCP2.6 では日最高気温 0.4～1.7℃、日最低気温 0.4～1.6℃上昇 

RCP8.5 では日最高気温 3.0～5.0℃、日最低気温 3.1～5.0℃上昇） 

（西日本太平洋側平均・年平均）  

グラフは各ケースにおける将来気候の予測（2080～
2100 年平均）と現在気候（1984～2004 年平均）の差

を示している。参考までに各地域の都市における平均

値（1981～2010 年平均）を例示。 

真夏日の日数は、全国的に増加。 
（RCP2.6 では約 20 日、RCP8.5 では約 68 日増加）（西日本太平洋側平均・年積算） 

（日） 
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5) 年降水量の将来予測 

 地域別将来変化および不確実性幅：（平均気温・年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) 大雨による降水量の将来予測 

 上位５％の降水イベントによる日降水量の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年降水量は、増加するケースと減少するケースがあり、有意な傾向は見られな

い。  

グラフでは、点で複数ケースの平均値を、実線で年々変動を含む

全体の不確実性幅を表示。横軸の現在は現在気候、RCP2.6～
RCP8.5 は RCP の各シナリオによる 21 世紀末の結果で、３ケー

スの結果を用いた不確実性幅を示している。参考として、

RCP8.5(9)に９ケースの結果を用いた不確実性幅を示すが、同数

値は他シナリオとの比較ができないことに注意が必要。 

表中の数字は各シナリオの３ケー

スの平均値を示し、括弧内に不確実

性幅を示している（RCP8.5 のみ全９

ケースの平均値と不確実性幅を併

記）。参考までに各都市における平

均値（1981～2010 年平均）を例示。 

グラフは各ケースにおける現在気候（1984～2004 年平

均）からの将来気候の予測（2080～2100 年平均）の変

化率を示している。参考までに各地域のアメダス観測

点を用いて算出した現在気候の再現地（1984～2004 年

平均）を例示 

大雨による降水量は、全国的に増加。 
（RCP2.6 は約 12％、RCP8.5 は約 27％増加）（西日本太平洋側平均・年平均） 

（％） 

※地域ごとに算出 
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(ｶ) 無降水日数の変化の将来予測 

年間無降水日数の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

グラフは各ケースにおける将来気候の予測（2080～
2100 年平均）と現在気候（1984～2004 年平均）の差

を示している。参考までに各地域の都市における平均

値（1981～2010 年平均）を例示。 

無降水日数は、全国的に増加。 
（RCP8.5 は約９日増加）（西日本太平洋側平均・年積算） 
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(3) 地球温暖化予測情報第 8 巻 

1) 概要 

「地球温暖化予測情報第 8 巻」は、IPCC の温室効果ガス排出シナリオ A1B を用いた非静力学地域

気候モデルによる予測である。 

A1B シナリオは、21 世紀半ばまで排出量が増加し、ピークを迎えた後、緩やかに減少する経過をた

どり、2100 年頃の大気中二酸化炭素濃度は、約 700ppm に達すると予想される。 

地球温暖化予測情報第 8 巻（気象庁、平成 25 年）に基づく予測結果の前提となる温室効果ガスの将

来変化は、単一のシナリオ（A1B：地球温暖化予測情報第 8 巻 P.8）についてのみ予測対象としている。

このため、他のシナリオを用いた場合、異なる予測結果となる可能性があることに留意が必要である。 

大阪管区気象台より、「地球温暖化予測情報第 8 巻」（気象庁、平成 25 年）の兵庫県域に関する情

報提供を受けた。結果の概要を以下に示す（詳細結果は資料編に添付する）。 

 
2) 年平均気温の予測結果 

兵庫県の年平均気温は、近未来気候で 1.0℃、将来気候で、約 2.9℃の上昇が予測されている。季節

で比較すると、冬は 3℃を超え上昇が最も大きく、夏の上昇が最も小さい。 

 

 
 

  年 春 夏 秋 冬 

近未来気候 1.04  1.07  1.11  0.77  1.22  

将来気候 2.90  2.77  2.66  2.98  3.19  

 
図 2.1.2-2 兵庫県における平均気温の変化 

出典：神戸地方気象台提供資料 
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3) 降雪量の予測結果 

将来気候では、兵庫県における降雪量は、減少が大きくなっている。近未来（2016～2035 年）では

年間降雪量が約 22cm、将来気候（2076～2095 年）では約 58cm 減少すると予測されている。 

神戸の降雪の深さの合計の平年値は 2cm となっているが、 豊岡の降雪の深さの合計の平年値は

312cm であり、兵庫県では特に日本海側における降雪量の減少の影響が大きい。 

 

 

  年 12 月 1 月 2 月 3 月 

近未来気候 -22.21 -4.48 -6.69 -6.89 -2.92 

将来気候 -57.58 -14.15 -14.80 -18.26 -7.46 

 
 

 
図 2.1.2-3 兵庫県における降雪量の変化 

出典：神戸地方気象台提供資料 
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2.1.3. 影響の現在の状況の情報整理 

兵庫県において、現時点で気候変動による影響として、その可能性が示唆される事象を、国の「日

本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について（意見具申）」の「分野・

項目の分類体系」に基づき整理した。 

参考とした資料は、関連資料（気候変化レポート 2012 等）および論文、兵庫県の諸研究機関の調査

研究報告であるが、兵庫県民へのアンケート調査結果もあわせて参照した。なお、気候変動の影響と

明確に特定できないが、その影響が一要因である可能性が示唆されている諸資料も含めた。基本的に

は参照資料の本文をそのまま引用したが、一部文意を変えない形で修正を加えた。 

(1) 農業・林業・水産業 

4) 農業 

A) 水稲 

・気候の変化、特に夏期の高温が一等米比率の低下等を引き起こし、品質低下・価格低下の原

因となっている。さらに、酒米においては酒造適性の変化も問題となっている。 

 兵庫県南部では、キヌヒカリが広く栽培され、2007 年産の作付面積は 1 万 2,300 ヘクタールで、

県全体の 3 割以上を占める。しかしながら近年、最も品質の良い一等米の比率が 4 割と、コメの

一般的な標準の 8 割程度に比べて半分程度に低下。価格の下落にもつながっている。 

  キヌヒカリはイネの穂が出る夏場に高温が続くと、コメのデンプン質が不足して白く濁り、食味

や品質が落ちる。近年の温暖化の影響で、8 月上旬に穂が出るキヌヒカリは、特に被害が深刻と

なっており、高温に強い新品種「キヌムスメ 」等による代替が検討されている。（兵庫県農林水

産技術総合センター） 

 平成 25 年産の水稲収穫量は 19 万 4,300t で昭和 49 年産は 30 万 1,800t であったが、作付面積の減

少等により 40 年間で 10 万 7,500t（36%）減少している。 

 
図 2.1.3-1 水稲収穫量の推移 

 出典：農林水産省「水稲調査」 

 



16 

 兵庫県の特産である酒米山田錦は、温暖化の影響で品質低下や酒造適性の変化が問題になってい

る。出穂後 11 日～20 日目の登る期間において気温が 26.5℃以上が続くと、白未熟粒が多発する

傾向にあるため、これを抑制することが必要となっている。（兵庫県農林水産技術総合センター） 

 県南部で栽培される酒米「山田錦」に対しても、温暖化の影響が危惧されている。温暖化に対応

した栽培技術の普及や「最適作期決定システム」の開発を行うなど農作物のさらなる品質向上を

進めるとともに、気象変動等に対しても安定供給できる産地づくりが必要となっている。 

 
図 2.1.3-2 山田錦出荷用紙袋 

 出典：農地の有効利用による農業生産力の強化 
 

→「G）農業生産基盤」も参照。 

 

 

 

B) 野菜 

・トマトや岩津ねぎ、イチゴにおいて、夏期の高温等による品質低下等や、その他極端な天候

による生育のばらつき等といった問題が生じている。 

 地球温暖化等によりトマト等を栽培する夏季高温時の日中に施設内気温および地温が上昇し、農

作物の被害が顕在化している。 

 この対策として、小規模施設に導入できる簡易設置型パッドアンドファン装置を夏季高温時の日

中に稼働することにより、施設内気温および地温が低下し、トマトの生育適温に近づく。また、

飽差が縮小することでトマトの気孔開度が大きくなり、ガス交換が促進され光合成速度が上昇す

る。【適応策に関連】 

 これらにより生育、着果が改善するとともに障害果の発生が抑制され、増収効果を得ることがで

きる。導入時の初期コストも細霧冷房と比べて安価であり、導入が期待される。【適応策に関連】 

参考：兵庫県での酒米への温暖化研究（以下、「ひょうごの農林水産技術」より） 
・本県の酒米生産の現状と今後の展望（No.145, 2006 年 5 月） 
・登熟期の高温は「山田錦」の酒造りに影響する（No.183, 2013 年 11 月） 
・「山田錦最適作期決定システム」の開発と「移植日マップ」の作成（No.184, 2014 年 2 月） 
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図 2.1.3-3 簡易設置型パッド＆ファン概略図（左：施設全体、右：装置の拡大図） 

 出典：農地の有効利用による農業生産力の強化 

 

 近年、温暖化による極端な天候（干ばつ、大雨、高温、低温等）が頻繁に起こっており、露地野

菜である岩津ねぎはその影響を受けている。 

 そのため、生育期間を短縮させることで、病害を回避し、品質向上と安定出荷につながる技術と

して遅植栽培（盆過ぎ定植）の技術確立に向けて実証ほ場を設置し、収量や品質について検討を

生産者とともに行ってきた。これまでの実証により、岩津ねぎの育苗方式ごとの定植限界が明ら

かになってきている。【適応策に関連】 

 
図 2.1.3-4 岩津ねぎの生育の様子 

 出典：兵庫県朝来農業改良普及センター 
 

 

 養父市おおや高原では、高冷地での雨よけハウスによる夏どりほうれんそうを約 14ha 栽培してお

り産地を築いていたが、近年の高温等により収量・品質に被害が出始め、農家経営が不安定なも

のになってきている。 

 対策として、夏場の収益を確保するために、一部のハウスでクウシンサイを導入し、平成 21 年か

ら出荷を始めている。【適応策に関連】 
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図 2.1.3-5 クウシンサイへの転換 
 出典：兵庫県朝来農業改良普及センター 

 

 神戸市北部、西部などの都市近郊で、イチゴ（あきひめ）等が栽培されている。短日・低温で花

芽分化するイチゴは、近年の温暖化によって、開花が遅れたりばらついたりする結果、収量が不

安定になる傾向があり、頂果房と腋果房の間に生じる収穫の谷間が問題となっている。 

 いちごの普通促成栽培において、高温による頂果房（第 1 果房）花芽分化の遅延がおこり、開花

が遅れたり極端なばらつきが生じる。また、第 1 次腋果房（第 2 果房）の花芽分化期にも高温が

続くと、分化遅延が生じ、いわゆる収穫の谷間が生じる。（兵庫県農林水産センター） 

 

 

 

 

C) 果樹 

・秋冬季の最低気温の高さがクリの凍害発生に影響を及ぼしている。 

・近年、寒暖の差が激しくなり、イチジクの凍害発生地域が拡大している。 

 主に幼木期のクリの樹体に被害を及ぼす凍害には、多くの要因が関与する。このうち、秋冬季の

気象条件と凍害発生の関係について、過去のデータから解析した。その結果、1 月や 11 月の最低

気温が高いと凍害の発生が多くなることが明らかとなった。（兵庫県農林水産技術総合センター 

農産園芸部） 

 

 

 兵庫県では淡路島や西播磨地域を中心にイチジクの作付けを行っており、全国でも上位の生産量

を占めている。しかし、イチジクは凍害に弱く主要品種である「桝井ドーフィン」が特に弱いこ

とが指摘されていることから、兵庫県では沿岸部の温暖な地域を除き、主枝部や主幹部を稲わら

などで被覆し、凍害を回避してきた。しかし、近年の温暖化により寒暖の差が激しくなり、従来

凍害に遭遇しなかった地域でも発生がみられ、加えて従来の凍害発生地域では、稲わらだけでは

十分に凍害を回避できなくなってきた。（兵庫県農林水産技術総合センター 農産園芸部） 

参考：兵庫県での異常気象に対応した栽培技術に関する研究（以下、「ひょうごの農林水産技術（No.182）」2013 年 8 月より） 
・低温期に生産性の高いトマト台木品種の選定 
・ハウス加温機利用で簡単設置～イチゴの花芽安定！培地気化冷却法の簡易施工法～ 

参考：兵庫県での異常気象に対応した栽培技術に関する研究（以下、「ひょうごの農林水産技術（No.182）」2013 年 8 月より） 
・11 月の株ゆるめでクリの凍害を防ぐ 
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図 2.1.3-6 わらによる防寒対策（左）及び凍害による不発芽（右） 

 出典：兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部 
（農業温暖化ネットホームページ） 

 

D) 麦、大豆、飼料作物等 

・夏期の高温が丹波地域における大豆・小豆の品質低下に影響を及ぼしている。 

 丹波地域の特産品である「丹波黒大豆」や「丹波大納言小豆」が、温暖化に伴う夏期高温の影響

を受けて品質低下（黒大豆：不定形裂皮・小粒化、小豆：小粒化）を引き起こすことが解明され

た。また、リスク低減を図る作型として黒大豆を 5 月下旬～6 月上旬に播種し、小豆を 7 月中旬

に播種することで収量と品質の確保が可能であることが判明した。丹波地域は京都府と隣接して

いるため、同様の影響が生じていると考えられる。（京都府農林水産部農林センター） 

 

図 2.1.3-7 黒大豆と小豆の生育の経年変化 
出典：「淡路地域における農業試験研究の推進と今後の課温暖化に負けない黒大豆・小豆の栽培技術を構築 

（京都府農林水産農林センターホームページ） 
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E) 畜産 

・夏期の高温が乳牛に暑熱ストレスを与え、繁殖成績や生産性、各種疾病の発症に悪影響をも

たらしている。 

 夏季の異常な高温が、酪農経営において繁殖成績や生産性に悪影響をもたらしている。県内の酪

農家は、夏季の暑熱対策として、送風機の増設、細霧冷房、屋根散水等、様々な対策を行ってい

る。（平成 24 年度兵庫県立農林水産技術総合センター年報（農業編））【適応策に関連】 

 乳牛は、採食した飼料を第一胃という大きな発酵タンクで分解しており、それに伴う熱生産があ

るため多少の寒冷には強いが、暑熱に対しては非常に弱い家畜である。暑い時期、牛は水を飲み

呼吸を速くして、上がりかけた体温を何とか下げようとするが、乳牛の健康や生産に適した環境

温度は 4 度から 24 度と言われており、それ以上になると体熱放出機能が弱いため生理的ダメージ

を受け始める。暑熱ストレスの影響は、乳量や乳成分が減少するだけでなく、抗病性を弱め各種

の疾病を発症や発情の微弱化、受胎率の低下といった繁殖成績の悪化を招き、多大なる経済的損

失をもたらす。暑熱期は粗飼料摂取量の低下からアシドーシスを引き起こし、関節炎や蹄病を発

症しやすく、起立を嫌う牛が増加する。さらに伏臥状態の牛は体表面からの熱放散が妨げられる

ため、熱射病になりやすくなる。そのため、夏前に削蹄を実施することが望ましい。（農業共済新

聞 兵庫版、（平成 24 年 6 月 4 週号）） 

 

図 2.1.3-8 家畜の熱中症対策（クーリングタワーによる冷却風） 
 出典：農業共済新聞 兵庫版、（平成 24年 6月 4週号） 

 

F) 病害虫・雑草 

・淡路島地域において、ミナミアオカメムシによる斑点米やスリップスによるキク茎えそ病などが

挙げられている。 

 淡路島地域では、集約的な土地利用が行われているため、連作や高度利用による病害虫対策が重

要となる。地球温暖化の影響も検討が必要であり、ミナミアオカメムシによる斑点米やスリップ

スによるキク茎えそ病などが新たな被害として挙げられている。 
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図 2.1.3-9 病害虫の影響 
出典：「淡路地域における農業試験研究の推進と今後の課題」 

              （兵庫県立農林水産技術総合センターホームページ） 

 

 

G) 農業生産基盤 

・酒米「山田錦」において高温障害抑制水管理技術として、白未熟粒の発生を抑制する 9～12
時間の夜間掛け流し灌漑の必要性が生じているが、降水量の少ない生産地での水の確保が課

題となっている。 

 温暖化による高温障害が問題となっている中、他に代えが効かない酒米「山田錦」の品質低下が

危惧されている。これに伴い、気温予測に基づく高温障害抑制水管理技術として、白未熟粒の発

生を抑制する 9～12 時間の夜間掛け流し灌漑水管理技術の開発・普及を行っているが、山田錦の

生産地が瀬戸内海式気候で降水量が少ないため水の確保が課題となっている。（兵庫県立農林水

産技術総合センター酒米試験地） 

 
5) 林業 

A) 木材生産（人工林等） 

・猛暑の影響により、カシノナガキクイムシが運ぶ通称ナラ菌によって樹木の通導組織が破壊

され、水分等を末端まで運ぶ事ができなくなるナラ枯れが生じている。 

 平成 22 年の猛暑により、広葉樹のドングリがなるナラ類の大きな木が枯れるという現象が起こっ

ている。ナラ枯れはカシノナガキクイムシが運ぶ通称ナラ菌によって樹木の通導組織が破壊され、

水分等を末端まで運ぶ事ができなくなり枯れるが、今夏の猛暑により水分不足に拍車をかけてい

る可能性があり、兵庫県の被害量は昨年の 3 倍程度と推察される。（兵庫県立農林水産技術総合セ

ンター 森林林業技術センター） 

参考：兵庫県での病害虫に関する研究（以下、「ひょうごの農林水産技術（No.181）」2013 年 5 月より） 
・特集 新しく発生した病害虫 
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B) 特用林産物（きのこ類等） 

・温暖化に伴うマツタケ等きのこ類の収量への影響に関する事例は確認できていない。 

 マツタケについては【平成 22 年】9 月のはじめ時点では、ほとんど発生は難しいとの予測がった

が、10 月以降の地温の温度低下と適量の雨から発生自体は 2～3 週間遅れではあるが、一時に発

生し例年より豊作であると報道され、平成 22 年の猛暑の影響はみられなかった。（兵庫県立農林

水産技術総合センター 森林林業技術センター） 

 
6) 水産業 

A) 回遊性魚介類（魚類等の生態） 

・気候変動との関係は明確でないが、瀬戸内海において、平成 20 年では平成元年と比較して水

温降下が約 10 日間遅れており、漁期間の短縮が漁獲量の減少の一因として挙げられている。 

・平成 10 年以降にあさりの生産量が急激に減少しているが、あさりの生産量と気候変動の関係

性は現在のところ不明である。 

・イカナゴは、水温 26 ℃以上になるとへい死率が高くなり、肥満度が低くなることが報告さ

れており、近年の海水温の上昇が非常に厳しい生息環境となっていることが推察される。 

・瀬戸内海の主な海域における水温の経年の変化をみると、瀬戸内海の水温は、近年上昇傾向

にあり、特に冬季水温の上昇が顕著に見られる。 

 瀬戸内海では、昭和 60 年をピークに 20 年間で漁獲量が半減している。漁獲量の減少要因として

は、栄養塩の不足や埋め立てによる藻場、干潟の減少等が挙げられている。 

 漁獲量の減少と気候変動の因果関係については、明らかになっていない部分も多いが、瀬戸内海

では平成元年当時と比較し水温降下が約 10 日間遅れており、漁期間の短縮が漁獲量の減少の一因

として挙げられている（兵庫県漁業協働組合連合会） 

 
図 2.1.3-10 瀬戸内海における漁業生産量の推移 

出典：「瀬戸内海の環境保全（平成 24 年、瀬戸内環境保全協会）」 
平成 17年以前：「瀬戸内海区及び太平洋南区における漁業動向」（農林水産省中国四国農政局統計部） 

平成 18年、19年農林水産省近畿農政局等統計部資料、農林水産省中国四国農政局等統計部資料、 

農林水産省九州農政局等統計部資料 

平成 20年：農林水産省資料 
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 兵庫県のあさり生産量は、平成 10 年以降急激に減少している。2 枚貝の減少は、自然界からの窒

素やリンなどの補給や海の浄化作用を低下させ、海域の貧栄養価がのりの品質低下につながるな

ど二次的な影響についても懸念されている。 
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図 2.1.3-11 アサリ生産量（兵庫県） 
出典：「瀬戸内海の漁業の現状と今後の在り方」兵庫県漁業協同組合連合会 

 瀬戸内海のイカナゴは，12 月下旬～1 月に産卵し，1～2 月にフルセ（親魚）が漁獲され，2～4 月

にシンコ（仔稚魚）が漁獲され，7～12 月に夏眠する。夏眠の際，細砂から粗砂の砂場に潜るた

め，海底の砂が重要となる。1976 年以降，海砂利採取を止めた兵庫県と 2004 年まで海砂利採取

をしていた香川県のイカナゴの漁獲量の変動をみると、1970 年代の香川県の漁獲量は，兵庫県の

2/3 程度であったが，1980 年以降になると 1/5 程度にまで落ち込んだ。これは、海砂利採取がイ

カナゴ資源にとって，マイナスに作用したことを示唆している。 

 温暖化による水温上昇についても、イカナゴの生育に影響を与える。飼育実験において水温 26 ℃

以上になると，へい死率が高くなり，肥満度は低くなることが報告されている。香川県の備讃瀬

戸では，近年水温上昇が報告されており，海水温は 1994 年以降，ほとんどの年で 1 ヵ月以上 26 ℃

以上となり，高水温の年では 2 ヵ月以上続くこともある。これらのことから瀬戸内海はイカナゴ

にとって非常に厳しい生息環境となっていることが推察される。 

 
図 2.1.3-12 香川県と兵庫県のイカナゴ漁獲量 

出典：「瀬戸内海における沿岸性主要資源の漁獲変動」 
              （山本昌幸、第 5回瀬戸内海水産フォーラム（2013年）） 

 
 瀬戸内海の主な海域における水温の経年の変化（水深 10m 暦の年平均値、赤線は 3 ヶ年移動平均）

をみると、瀬戸内海の水温は近年（1990 年代以降）上昇傾向にある（特に冬季水温の上昇が顕著
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に見られる）。 

 

図 2.1.3-13 瀬戸内海における近年の水温上昇 
瀬戸内海区水産研究所 樽谷賢治室長提供 

出典：「瀬戸内海の環境保全」（（社）瀬戸内環境保全協会、2012 年）」 

 

B) 増養殖等  

・ノリ養殖の長期的な推移は、基本的に海域の栄養環境の推移と極めてよく対応している。 

・海域の栄養塩不足によるノリの色落ちが、1995 年以降に頻発するようになり、2000 年代中

頃からはほぼ毎年発生している。また、近年の高水温化による養殖適期の短縮化の影響も大

きい。 

 
 ノリ養殖の長期的な推移は，相次ぐ技術革新により生産効率が変化したことや，全国的な経済活

動の変動による生産規模の変化等の社会科学的な要因とも密接に関連するが，基本的には海域の

栄養環境の推移と極めてよく対応している。 

 近年、冬季を中心に、播磨灘や備讃瀬戸海域においてノリの色落ちが頻発している。また、最近

は、ノリの網入れが行われる 10～11 月の瀬戸内海の水温が高めで推移しており、育苗開始の目安

となる水温（23℃）に低下する時期が遅れる傾向にある。その結果、漁期が短縮され、二期作か

ら一期作に変わってきている漁場が増加する等、ノリ養殖に打撃を与えている。（瀬戸内海の気象

と海象 海洋気象学会（平成 25 年 1 月発行）） 

 海域の栄養塩不足によるノリの色落ちは，1980 年代から散見されはじめ，1995 年以降には頻発

するようになり，2000 年代中頃からはほぼ毎年発生している。併せて、近年の高水温化による養

殖適期の短縮化の影響も大きく，ノリ養殖は危機的な状況にある。 
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図 2.1.3-14 兵庫県におけるノリ養殖生産の推移 
（鷲尾ほか、2005にデータ追加） 

出典：「漁業生産の維持を目指した栄養塩管理の取り組み」 
（宮原一隆、第 5回瀬戸内海水産フォーラム（2013年）） 

 

 

＜参考：佐賀県（有明海）の情報＞ 出典：水産総合研究センター「水産資源ならびに生息環境における地球温暖化

の影響とその予測」 
 秋口の水温低下がなかなか進まず、採苗がおくれる傾向が認められている。佐賀県におけるノリの採苗期日は

1998 年までは概ね 10 月 1 日～7 日（平均 3.8 日）であったが、1999 年以降は 10 月 4 日～12（平均 8.3 日）と 5
日弱遅くなった。佐賀県下における秋芽網の生産量と水温との関係については、負の相関が示唆され、秋～冬

季の高水温化が秋芽網期におけるノリの生産に影響を及ぼす要因の一つである可能性が示唆されている。この

他、ノリが生長の早い段階で網からとれてしまう「芽流れ」や疾病の蔓延・長期化が開きの水温低下の遅れや

降水量の増加により、引き起こされる懸念がある。高温化の対策としては、漁期を遅らせる以外に有効な方法

がないのが現状である。 

 

 ノリの採苗日の経年変化               水温と秋芽網期の生産量 
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(2) 水環境・水資源 

1) 水環境 

A) ため池・湖沼・ダム湖 

・気温上昇によるダム貯水池やため池の水温上昇が、富栄養化やアオコの発生を増大させると

されている。 

・宝塚市では、水源となる貯水池にアオコが異常発生し、水道の異臭問題が発生した。ただし、

この事象と気候変動との関係を示唆する情報は確認できていない。 

 地球温暖化、気候変動により、農地、農業用水、土地改良施設にも様々な影響が生じると予測・

懸念されており、気温上昇による農業用水への影響としては、ダム貯水池やため池の水温上昇が

富栄養化やアオコの発生を増大させるとされている。2011 年 8 月 25 日の神戸新聞朝刊によると、

宝塚市は 8 月 24 日、市民から「水道水が土臭い」といった苦情が 22 日以降 64 件寄せられた、と

発表した。市上下水道局によると、苦情は市惣川浄水場の配水地域からで、水源の貯水池に「ア

オコ」が異常発生したことが原因とみられる。同局は人体に影響はないとしている。同局は 22 日

＜参考：大分県（周防灘）の情報＞ 出典：伊藤龍星「周防灘大分県海域ノリ漁場の水温,比重の近年の動向と病害と

の関係」大分海水研調研報,No.5,23-28(2004) 
周防灘西部海域における大分県のノリ養殖場において、1990～2002 年度までの 13 年間の水温の平均値と同期間の日

平均気温の平均値の推移を調査した結果、ノリ漁場の水温は、日平均気温と強い正の相関にあり、水温と気温は密接

に関連していることが分かった。これは、当該ノリ漁場が遠浅で水深も浅く気温の影響を早くかつ強く受けるためと

考えられている。  

 
 水温と日平均気温の平均推移                 水温と日平均気温との関係 

 
 
 ノリの寄生性の病害として代表的な赤ぐされ病と壺状菌病の海水環境との関係を調査した結果、赤ぐされ病は

高水温や水温の上昇傾向、河川水の流入や大雨後の塩分低下等が多発する環境条件となる傾向が見られた。一

方、壺状菌病は、ノリ漁期前期 9 月の水温低下が速やかな年、いわゆる早冷年に発生する傾向が確認された。 

表2.1 年度別の水温、比重の傾向と病害発生の有無、被害の程度 

 
 

 これより、地球温暖化に伴う水温上昇傾向が今後も継続した場合、本県のノリ漁場の水温は「低」水温年は減

少し、「高」水温年が増加していくことが予想される。したがって、今後は赤ぐされ病の抑制が期待される「低」

水温年が訪れる機会は少なくなり、本病による被害が増加していくと推察される。一方、壺状菌の場合、水温

上昇傾向が進むにつれ、早冷年も少なくなることが予想されるため、本病の発生はむしろ少なくなると考えら

れる。 
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から、活性炭を増量しており、24 日午後 5 時現在、臭気の数値は正常に戻っているという。（農

業用貯水施設におけるアオコ対応参考図書、農村振興局農村環境課） 

 

B) 河川 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

C) 沿岸域及び閉鎖性海域 

・瀬戸内海における溶存態無機窒素濃度の推移は、長期的に見て減少傾向にある。また、瀬戸

内海における溶存態無機リン濃度の推移は、急激に減少した後、現在は横這いとなっている。

これらの現象と気候変動との関係を示唆する情報は確認できていない。 

 瀬戸内海における溶存態無機窒素濃度の推移として、1970 年代に急激に減少し、1990 年度までに

増加したが、1990 年代前半以降再度減少傾向に転じている。 

 

図 2.1.3-15 瀬戸内海における溶存態無機窒素濃度の推移 
出典：樽谷賢治氏（瀬戸内海水産研究所室長）                       

 

 瀬戸内海における溶存態無機リン濃度の推移として、1980 年代前半に急激に減少し、1980 年代半

ば以降、横這いとなっている。 

 

    図 2.1.3-16 瀬戸内海における溶存態無機リン濃度の推移 
出典：樽谷賢治氏（瀬戸内海水産研究所室長） 
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2) 水資源 
A) 水供給（地表水） 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

B) 水供給（地下水） 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

C) 水需要 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

(3) 自然生態系 

1) 陸域生態系 
A) 高山帯・亜高山帯 

※兵庫県固有の情報なし。 

 
B) 自然林・二次林 

・気温上昇によって氷ノ山のブナ林の生育範囲が狭まっているが、現段階では地球温暖化の影

響という確実な証明はない。 

 現段階では地球温暖化の影響という確実な証明はないが、氷ノ山のブナ林の生育範囲が気温上昇

によって狭まっているということが挙げられる。植物のように、容易に移動できない生物種の絶

滅リスクが高まっている。（生物多様性ひょうご戦略（平成 21 年 3 月）） 

 

C) 里地・里山生態系 

・田園地域、里地、ため池では、南の地方に生息するトンボや出現時期の早期化が懸念されて

いる。 

・市内において南方系の昆虫の定着が確認されている。 

 田園地域、里地、ため池では、南の地方に生息するトンボや出現時期の早期化が懸念されている。

（生物多様性ひょうご戦略） 

 市内において南方系の昆虫（ナガサキアゲバ、ツマグロヒョウモン、タイワンウチマヤンマ等）

の定着が確認されている。（神戸市地球温暖化への適応策の推進） 

 

D)  人工林 

※兵庫県固有の情報なし。 
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E) 野生鳥獣の影響 

・シカが生息する森林（特に南但馬地域や西播磨地域）では、下層植生の衰退が顕著であり生

態系のバランスが崩れ生物多様性の劣化が進んでいる。また、平成 24 年度の県内の農林業

被害額は約 8 億円となっている。これらの被害と気候変動との関係性を示唆する情報は確認

できていない。 

 シカは、アセビやネジキなどごく一部を除き、ほぼ全ての植物を食べることが知られている。こ

のため、シカが生息する森林では下層植生の衰退が顕著であり、希少種を含む植物種数は著しく

減少し、さらに特定の植物に依存して生息する昆虫類も減少するなど、生態系のバランスが崩れ

生物多様性の劣化が進んでいる。最近５年間の森林の下層植生の衰退度の変化を見ると、シカの

生息密度が高い南但馬地域や西播磨地域で下層植生の衰退が深刻となった森林が見られる。 

 

図 2.1.3-17 下層植生衰退の状況       図 2.1.3-18 生態系の変化 
出典：第 4 期シカ保護管理計画            出典：第 4 期シカ保護管理計画 

 

 シカやイノシシが生息する森林に隣接する農地を中心とした農作物被害は一定、軽減されてきた

ものの、平成 24 年度の県内の農林業被害額は約 8 億円となっている。また、シカによる深刻な

被害を受けている集落の割合も平成 22 年度に約 9.5％となるなど依然として被害が発生している。 

 

図 2.1.3-19 野生鳥獣による農林業被害額の推移 図 2.1.3-20 深刻な被害を受けている集落割合 
出典：兵庫県自然環境課調べ               出典：第 4 期シカ保護管理計画、 

第 2 期イノシシ保護管理計画 
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F) 物質収支 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

2) 淡水生態系 
A) 湖沼 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

B) 河川 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

C) 湿原 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

3) 沿岸生態系 
A) 亜熱帯 

※兵庫県は該当しない。 

 

B) 温帯・亜寒帯 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

4) 海洋生態系 

・気候変動の影響は現在のところ明らかとなっていないが、主に埋立てにより瀬戸内海におけ

る藻場、干潟の面積が減少している。 

・記録的な猛暑であった平成 22 年には、通常熱帯に生息している「ニシキエビ」が淡路で水揚

げされたことが報告されている。 

 瀬戸内海では、埋立により藻場・干潟が減少している。気候変動の影響は現在のところ明らかと

なっていないが、藻場は水産生物の産卵場、幼稚仔魚の保育場として海洋生態系を支えており、

干潟は多様な生物の生息の場となるとともに、二枚貝等による有機物の除去など水質浄化機能を

持つため、これらの保全が重要となる。 

 記録的な猛暑であった平成 22 年には、通常熱帯に生息している「ニシキエビ」が淡路で水揚げさ

れたことが報告されている。 
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図 2.1.3-21 瀬戸内海の藻場面積の推移 
出典：昭和 35 年度、昭和 41 年度、昭和 46 年度：水産庁南西海区水産研究所調査 

平成 1～2 年度「第 4 回自然環境保全基礎調査」（環境庁） 
 

 
 

 
図 2.1.3-22 瀬戸内海の干潟面積の推移 

出典：昭和 35 年度、昭和 41 年度、昭和 46 年度：水産庁南西海区水産研究所調査 
平成 1～2 年度「第 4 回自然環境保全基礎調査」（環境庁） 

 

5) 生物季節 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

6) 分布・個体群の変動 

・県内では、森林の伐採や植林、各種開発により、自然林の減少や劣化が生じている。さらに、近

年ではシカの食害による植生への影響、冬季降雪量の減少による環境の変化によって、こうした

昆虫類の生息場所がさらに縮小化する危険性がある。 

  県内では、改変の影響を受けていない自然度が高い場所自体が限定されることに加え、森林の伐

採や植林、各種開発により、自然林の減少や劣化が生じている。さらに、近年ではシカの食害に

よる植生への影響、冬季降雪量の減少による環境の変化によって、こうした昆虫類の生息場所が

さらに縮小化する危険性がある。（生物多様性ひょうご戦略（平成 21 年 3 月）） 
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(4) 自然災害・沿岸域 

1) 河川 

A) 洪水 

・近年の記録的な豪雨に伴い、計画規模或いは整備途上段階での施設能力以上の超過洪水が発

生することが危惧されている。 

 兵庫県内では、平成 16 年 10 月の台風 23 号や平成 21 年 8 月の台風 9 号などで最大 24 時間雨量が

300mm を上回る豪雨が発生しており、西播磨では過去最大雨量を更新している。 

 

図 2.1.3-23 台風 23 号（平成 16 年 10月）図 2.1.3-24 台風 9号（平成 21年 8月）光都土木管内 

最大 24 時間雨量線図        最大 24時間雨量線図 
出典：台風２３号による淡路島の災害記録       出典：千種川水系緊急河道対策の概要 

 

 近年、地球温暖化に伴う気候変化等に起因して集中豪雨が多発する傾向にあることから、計画規

模を上回る洪水や整備途上段階での施設能力以上の洪水、いわゆる超過洪水が発生し、河川から

洪水があふれ出て沿川の住民や家屋等に被害が生じることも考えられる。平成 20 年 7 月には、都

賀川において、局地的な豪雨による急激な増水により水難事故が発生し、平成 21 年 5 月には土木

学会からも雨水を一時的に貯留する流域対策などの必要性が提言されている。これより、武庫川

ではこれまで進めてきた河川対策に加えて、貯留・浸透により雨水の流出を抑制する流域対策を

より一層進める必要がある。（武庫川の治水対策について報告書（平成 23 年 4 月、兵庫県） 

 平成 20 年 7 月 28 日に北陸・近畿地方を襲った豪雨では、神戸市灘区の都賀川が一気に増水し、

河川敷で遊んでいた児童ら 5 人が濁流にのまれ死亡。このとき、現場近くの水位は、わずか 10 分

間で 1.3 メートル上昇した。（都賀川水難事故調査について、土木学会都賀川水難事故調査団） 

 明石市では、内水による浸水被害が発生しており、特に平成 16 年の台風第 21 号では、１時間に
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84mm（総雨量 181mm）とこれまでにない豪雨となり、108 箇所の浸水被害が発生しました。また、

台風第 23 号では、時間雨量が最大 47mm の雨が降り、82 箇所の浸水被害となりました。この台

風は長雨となり、総雨量は 267mm にも達しました。このとき、明石川では、氾濫の恐れがあった

ことから、地域住民に対して避難勧告が行なわれました。さらに、平成 20 年 7 月の局所型の集中

豪雨(いわゆるゲリラ豪雨)では、床上浸水２箇所、床下浸水 13 箇所、道路冠水等 80 箇所の被害が

ありました。神戸市の西区玉津町では、近年内水による浸水が発生しています。平成 23 年の浸水

では、避難所が開設され、平成２６年は、足首程度まで浸水しました。（神明地域総合治水推進計

画の骨子（原案）（神明（明石川等）地域総合治水推進協議会第 2 回ワーキング、平成 26 年 8 月） 

 兵庫県では、過去に洪水による複数の被害が発生している。 

表 2.1.3-1 兵庫県の過去に起きた洪水一覧 

発生年 名称 被災地域 被災規模 

S7（1932）7月 梅雨前線 三木市滑原付近 水速 1秒 20間 
増水 12尺、死者 33 
重軽傷 31、家屋全壊・流失 57 
半壊 17、小破 23 
床上浸水 73、床下浸水 1,450 

S9（1934）9月 室戸台風 淡路・阪神間 
但馬方面 

死者･行方不明多数 
道路・堤防の決壊 
家屋・橋梁の流失 
糧食の欠乏 

S25（1950）9月 ジェーン台風 但馬地方 水害 

S28（1953）9月 台風 13号 丹波市池谷付近 
丹波市岡本付近 

人的被害 
建物倒壊 

S34（1959）9月 伊勢湾台風 宍粟市・西脇市 
豊岡市 

降雨 300mm 
豊岡市内約 60%浸水 

S36（1961）6月 梅雨前線 小野市栗生町 床上下浸水 500 
崖崩れ 
ため池等決壊・溢水 
国私鉄が土砂崩れ・浸水 

S36（1961）9月 第 2室戸台風 豊岡市 
尼崎市 

高潮による中小河川の氾濫による水害 

S37（1962）6月 梅雨前線 加古川市 各河川増水 
堤防の決壊・溢水 

S38（1963）6月 梅雨前線・台風 2号 多可町,西脇市山手
町 

家屋全壊・流失 23 

S40（1965）9月 台風 23号 
梅雨前線 
台風 24号 

宍粟市・朝来市 
養父市・丹波市 
加古川市・洲本市 

○台風 23号 
死者 20、負傷者 381 
床上浸水 4,470、床下浸水 14,165 
○梅雨前線 
○台風 24号 
死者 16、行方不明 1 
負傷者 59 
床上浸水 9,088 
床下浸水 39,708 

S42（1967）4月 昭和 47年 7月豪雨 神戸市中央区・北区 鉄砲水の発生 
宅地造成で地山崩れ 
家屋流失・倒壊 
生埋め犠牲者 100 

S45（1970）8月 台風 10号 宍粟市 水害（西播磨地方） 
負傷者 10 
家屋全壊 5、半壊 21 
床上浸水 147、床下浸水 1,236 

S46（1971）7月 相生豪雨 相生市 
佐用郡佐用町 

雷や雹を伴う豪雨 
矢野川増水で福井橋が流失 

S49（1971）7月 梅雨前線・台風 8号 洲本市 
たつの市 
淡路市 

畑地が川になりスイカ・キャベツが流失 
地盤が緩み河川の増水による水害 
護岸流失、水田浸水 

S49（1971）9月 台風 18号・秋雨前線 たつの市 3波にわたる豪雨 
馬路川の内水で民家・田畑が一面冠水 
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発生年 名称 被災地域 被災規模 

S51（1976）9月 台風 17号 宍粟市・豊岡市 
高砂市・赤穂市 
篠山市・加東市 

土砂により川が埋没 
民家・田畑が流失 
川の増水による浸水・遊歩道の冠水 
水田の浸水 

S54（1979）10月 秋雨前線・台風 20号 豊岡市 川の激流で護岸崩壊 
奈佐川堤防の決壊 

S62（1987）10月 台風 19号 朝来市・豊岡市 冠水、橋の歪曲 

H02（1990）9月 秋雨前線 豊岡市・新温泉町 豊岡市新田地区が水没 
濁流 
円山川の氾濫による冠水 

H11（1999）9月 成層不安定 丹波市・篠山市 堤防決壊 
河川溢水による浸水 

H16（2004）9.10月 台風 21号・23号 淡路市・南あわじ市 
明石市・相生市 
但馬地域・淡路地域 
洲本市・西脇市 
西宮市・豊岡市 

○台風 21号 
負傷者（軽症）7 
家屋全壊 10、半壊 453 
一部損壊 107 
床上浸水 545、床下浸水 3,431 
○台風 23号 
死者 26（土砂崩れ 5、水死 18、その他 3） 
負傷者（重症）43、負傷者（軽症）92 
家屋全壊 783 
半壊 7,142 
一部損壊 1,506 
床上浸水 1,745、床下浸水 9,058 

H21（2009）8月 台風 9号 兵庫県西・北部 死者 20、行方不明 2、負傷者 7 
床上浸水 337、床下浸水 1,491 

H23（2011）9月 台風 12号 加古川市・加西市 
高砂市・養父市 
神河町・淡路市 

死者 1、負傷者 17 
床上浸水 1,364、床下浸水 5,496 

台風 15号 淡路市・南あわじ市 
洲本市 

死者 1 
負傷者 18 
床上浸水 190 
床下浸水 441 

出典：兵庫県過去の洪水記録（昭和 7 年～平成 23 年） 
http://gakusyu.hazardmap.pref.hyogo.jp/bousai/kouzui/history/?pid=1932_07 

 

 

B) 内水 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

2) 沿岸 

A) 海面上昇 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

B) 高潮・高波 

※兵庫県固有の情報なし。 

C) 海岸浸食 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

 



35 

3) 山地 

A) 土石流・地すべり等 

・近年の記録的豪雨の頻発により、土砂災害による甚大な被害が発生している。 

 兵庫県では、台風や豪雨で土砂災害が発生している。近年では、平成 16 年の台風で 7,516 戸の住

宅が全壊・半壊する被害となった。 

 

表 2.1.3-2 土砂災害の発生した主な災害

 

出典：兵庫県県土整備部ホームページ「過去の土砂災害記録」 

 県では、平成 21 年 8 月の台風第 9 号災害や、近年の記録的豪雨の頻発を受け、「第 2 次山地防災・

土砂災害対策 5 箇年計画」（H26～30 年度）を策定し、従来の整備量を倍増して約 1,000 箇所で治

山ダム・砂防えん堤等の整備及び災害に強い森づくりを実施している。【→適応策に関連】 

 

図 2.1.3-25 堰堤整備による効果事例 
出典：兵庫県「河川・砂防事業について」 

 平成 26 年 8 月豪雨災害により、丹波市を中心に甚大な被害が発生した。しかし、治山ダムや砂防

えん堤が整備された谷筋では、土砂・流木の捕捉により被害が軽減されたことから、予防対策の

重要性を再確認した。 
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4) その他 

A) 農地農業用施設の決壊 

・局所的な豪雨により老朽化したため池の決壊が危惧されており、2004 年の台風 23 号では、淡

路島内だけで阪神淡路大震災を上回る農地農業用施設の総被害額となった。 

  近年、局所的で突発的な豪雨が発生しており、ため池に大きな被害をもたらした 2004 年の台風

23 号では、淡路島内だけで 181 箇所のため池が決壊し、農地農業用施設の総被害額は、阪神淡路

大震災を上回るものであった。兵庫県には約 3 万 8 千箇所（全国１位）のため池を有しており、

全国のため池約 19 万箇所のうち、兵庫県のため池数は約 2 割を占めている。ため池多くは江戸時

代以前に造られており、老朽化が進み抜本的な改修を必要とするものも少なくない。（兵庫県農林

水産部） 

 

(5) 健康 

1)  冬季の温暖化 

A) 冬季死亡率 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

2) 暑熱 

A) 死亡リスク 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

B) 熱中症 

・2010 年より過去 80 年間の神戸市の熱帯夜（日最低気温 25℃以上の日）の年間日数は、増加

傾向にある。 
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 神戸市の熱帯夜（日最低気温 25℃以上の日）の年間日数は、増加傾向がみられる。 

 
棒グラフは各年の値、折れ線は 5 年移動平均、直線は長期変化傾向を示す 

図 2.1.3-26 神戸市の熱帯夜日数 
                出典：兵庫県の気候変動（H25年 10月神戸地方気象台 

 

 

 平成 26 年度の 5 月～9 月において、神戸市の熱中症患者数は 349 名であった。そのうち、65 歳以

上が 157 名と最も多かった。 

  
 

  
出典：熱中症患者情報速報平成 26 年度報告書（H27 年 1 月国立環境研究所） 
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3) 感染症 

A) 水系・食品媒介性感染症 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

B) 節足動物媒介感染症 

・オーストラリアの熱帯・亜熱帯などに分布するセアカゴケグモが兵庫県内においても分布が

拡大している。 

 セアカゴケグモは、オーストラリア原産と考えられているクモで、熱帯・亜熱帯などに分布し、

コブラ毒に匹敵する毒をもっている。大阪府や三重県以外に兵庫県、愛知県、京都府などでも発

見されており、物資の移動に伴って分布が拡大した可能性が指摘されている。 

 
図 2.1.3-27 セアカゴケグモ 

出典：：環境省「地球温暖化と感染症」 

 

C) その他の感染症 

・動物由来感染症（リケッチア感染症等）対策は、地球温暖化による生物の生息域の変化を含

めた様々な要因によって変化すると予想されている。 

 動物由来感染症（リケッチア感染症等）対策は、地球温暖化による生物の生息域の変化、近隣諸

外国の動物由来感染症発生状況や、高度に発達した輸送網等様々な要因によって変化することが

予想される。（兵庫県立健康生活科学研究所 健康科学研究センター） 

 

D) その他 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

4) その他 

※兵庫県固有の情報なし。 
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(6) 産業・経済活動 

1) 製造業 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

2) エネルギー 

A) エネルギー需給 

・最終エネルギー消費量は、1990 年度から 2010 年度までの間に 8％増大しており、石炭の消費は

横ばいか微増状態である。 

・部門別電力消費量では、家庭・業務が増加傾向にある。 

・これらの傾向と気候変動との関係性を示唆する情報は確認できていない。 

 兵庫県の最終エネルギー消費量は 1990 年度から 2010 年度までの間に 8％増大している。エネル

ギー種類別消費量の推移をみると、石炭の消費については、横ばいか微増状態にあるが、電力消

費量については同期間の間に 17％増大している。 

 部門別の電力消費量の推移をみると、家庭、業務での電力消費量が増加傾向にあり、これらの部

門での緩和策を推進する必要がある。 

 

図 2.1.3-28 兵庫県の部門別電力消費量の推移 
出典：「県民参画・協働型の地域エネルギーシステムの構築研究調査報告書」 

（2013年、（公財）ひょうご震災記念 21世紀研究機構） 

 

3) 商業 

※兵庫県固有の情報なし。 
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4) 金融・保険 

・既存の保険では対応できないあらゆる自然災害に対応した支援策として「フェニックス共済（兵

庫県住宅再建共済制度）」を開始している。 

 異常な自然現象により生じる、あらゆる自然災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、

噴火等）により、既存の保険では対応しきれない分野が発生している。そこで、兵庫県では、あ

らゆる自然災害から住まい・家財そして地域を守る支援策として、平常時から資金を寄せ合うこ

とにより災害発生時に被害を受けた住宅の再建・補修を支援する「フェニックス共済（兵庫県住

宅再建共済制度）」を開始した。（兵庫県住宅再建共済基金） 

 

5) 観光業 

A) レジャー 

・兵庫県内で温暖化を実感する事象をアンケートした結果、季節感・景観の変化や、スキー客の減

少・雪問題などに関する影響が実感されている。 

 兵庫県を対象としたアンケートでは、「地球温暖化の影響について、実感している又は地域内で聞

いた事がある事象」の内容について、季節感・景観の変化（12 票/37.5%）や、スキー客の減少・

雪問題（7 票/21.9%）などに関する影響が実感されている。（平成 26 年度兵庫県における地球温暖

化に関する意識調査業務報告書（環境省近畿地方事務所）） 

 

6) 建設業 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

7) 医療 

※兵庫県固有の情報なし。 

 

8) その他 

※兵庫県固有の情報なし。 
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(7) 国民生活・都市生活 

1) 都市インフラ、ライフライン等 

 A) 水道、交通等 

「(2) 水環境・水資源」の「1) 水環境」「A) ため池・湖沼・ダム湖」の関連（アオコの発生

による水道水の異臭味）。 

 
2) 文化・歴史などを感じる暮らし 

A) 生物季節、伝統行事・地場産業等 

・神戸のソメイヨシノの開花日が、50 年あたり 5.7 日の割合で早くなっている。 

 神戸のサクラ(ソメイヨシノ)の開花日は、50 年あたり 5.7 日（統計期間：1953～2013 年）の

割合で早くなっている。 

 

図 2.1.3-29 さくらの開花日 
出典：兵庫県の気候変動（H25年 10月神戸地方気象台）  

 
3) その他 

A) 暑熱による生活への影響等 

・人工排熱量の増加によるヒートアイランド現象が起こっており、近畿地方でも、都市部に加

え、郊外や多自然地域において高温域が拡大している。 

・ヒートアイランド現象に、気候変動による気温上昇が重なることで、さらなる高温化とそれ

による市民生活への影響を招いている可能性が考えられる。 

 
 近年、道路舗装、建築物の増加、冷暖房の使用増加などにより人工排熱量が増加し、ヒート

アイランド現象が起こっている。近畿地方における 30 年前と現在の 30℃以上の年間時間数

を比較すると、30 年前では、大阪湾に面した地域と京都盆地で 210 時間程度の分布が形成

されていたが、現在では、都市部に加え、郊外や多自然地域においても高温域が拡大してい

る。 

 兵庫県の大都市の多くは大阪湾、播磨灘など海に面して位置していることが多く、そのため、
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特に海際においては海風の影響などにより、昼間の最高気温がヒートアイランド現象にも拘

わらず上昇しにくく、場合によっては内陸部の小規模な都市よりも最高気温が低くなるとい

うこともある。 

 

図 2.1.3-30 近畿地方の 30℃以上の合計時間数の分布（5 年間の年間平均時間数） 
（左：昭和 55～59 年、右：平成 18～22 年） 

出典：環境省「ヒートアイランド対策マニュアル」～最新状況と適応策等の対策普及に向けて～（平成 24

年 3月） 

 

2.1.4. 影響の将来予測の情報整理 

兵庫県内における将来の気候変動の予測について、農業・林業・水産業分野、水環境・水資源分野、

自然災害・沿岸域分野を中心に整理した。主に参考とした資料は、国の「日本における気候変動によ

る影響に関する評価報告書」や「S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 2014 報告書」な

どの国の研究プログラム成果、及びこれらに用いられた論文等である。 

基本的に、全国で予測される情報と、情報が確認できたものについては兵庫県あるいは兵庫県周辺

地域で予測される情報とを整理し、それらを踏まえ、各項目の冒頭にそれらの既存情報から兵庫県で

想定される影響の概要を整理した。この冒頭の概要部分は、あくまで全国を対象とする予測事例の記

述も含んでおり、特に兵庫県のみを対象とした予測に基づくものではない点に注意が必要である。 

 全国及び兵庫県あるいは兵庫県周辺地域で予測される情報は、参照資料の本文をそのまま引用した

が、一部文意を変えない形で修正を加えた。なお、気候変動に伴う将来予測には不確実性があり、ま

た、各分野・論文等によって、使用している気候モデルや前提条件が異なることに留意する必要があ

る。 
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(1) 農業・林業・水産業 

1) 農業 

A) 水稲 

【兵庫県】 

 全国を対象とした予測で、移植日移動による「適応あり」の全生産量は、期間を通して大

きくは減少せず、また高温による品質低下リスクが高い生産物の割合が低くなるとの事例

がある。 
 3℃程度の気温上昇までは、コメ収量が同程度あるいはやや増加するが、それ以上の場合は

コメ収量が減少する可能性がある。 
 高温条件及び高二酸化炭素濃度条件がコメの高温障害を悪化させる。 

 
コメ等穀物 

【全国】 

 対象期間（1981～2100 年）におけるモデル出力値を、現行移植日による結果を「適応なし」、

20 年毎に HDD 平均値が 20℃・日以下の範囲で収量平均値が最多となる移植日による結果

を「適応あり」として、各年代（20 年毎）で相互比較することで移植日移動による適応の

効果を調べた結果、MIROC3.2-hires A1b による、「適応なし」の場合の HDD の値により分

類された全生産量は 21 世紀中盤にかけて増加しその後も大きくは減少しないと算定された

が、HDD の値が高い（すなわち高温による品質低下リスクの高い）生産物の割合が大きく

増加することが判明した。 

一方、「適応あり」の場合の全生産量は、期間を通して大きくは減少せず、また HDD の

高い生産物の割合も低く抑えられるという結果となった。 

しかしながら、収量の地域的分布を見ると、増加する地域と減少する地域の偏りが極め

て大きくなることがわかり、温度上昇に伴い栽培適地、不適地の 2 極分化が進む可能性が

示唆された。（S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 2014 報告書，温暖化影響・

適応研究プロジェクトチーム，2014 年） 

 
各メッシュの算定収量に水田面積を乗じて全国集計したもので、1981～2000 の現行移植日による値を 100 とした場合

の相対値で表した。高温に因る品質低下のリスク：低（HDD<20）、中（20<HDD<40）、高（40<HDD） 

図 2.1.4-1 全生産量の 20 年毎の推移（MIROC3.2-hires A1b；適応なし 
出典：S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 2014報告書，温暖化影響・

適応研究プロジェクトチーム，2014年 
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水稲 

【全国】 

 3℃程度の気温上昇までは、全国平均のコメ収量は現在と同程度かあるいはやや増加する

が、それ以上になると北海道・東北地域を除いてコメ収量は減少すると推計された。しか

し、収量の年々変動は、すべての地域で気温上昇（気候変化）とともに増大する傾向が見

られた。また、作期の移動と高温耐性品種の導入の組み合わせで適応策を検討した結果、

北・東日本では移植日の移動、西・南日本では高温耐性品種の導入が最も効果的であるこ

とが示唆された。（横沢正幸、飯泉仁之直、岡田将誌、2009 年 5 月，地球環境 Vol.14 No.2） 

 高温条件ではコメの外観品質の低下だけでなく、高二酸化炭素濃度条件が高温障害を悪化

させる。寒冷地の稲作については、品種や作期を変更しない条件では、春の昇温により発

育ステージが前進し、障害型冷害のリスクが高まる。（文部科学省・気象庁・環境省、2012、

気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート「日本の気候変動とその影響」（2012 年度

版）） 

 現在の栽培スケジュールのもとでは、全収穫量はわずかに増加するが、品質低下リスクの

あるコメの収穫量が全収穫量に占める割合も、気温上昇に伴って増加する。適応策として、

早期の登熟期間における高温を避ける最適な移植日を選んだ場合には、いくつかの地域で

収穫量の大きな減少がみられるが、全生産量は維持することができる。（S-8 研究関

連:Ishigooka,Y., Fukui,S., Hasegawa,T., Kuwagata,T., & Nishimori,M. (2013) Large scale 

evaluation of the effects of adaptation to climate change on rice production and quality in Japan. 

National Institute for Agro-Environmental Sciences） 

 一等米比率は、出穂盛期後 10 日 から 30 日までの平均最低気温が 1℃ 上昇することで平

均 3.57 ％ 低下し、また同期間の目射量が 1Mj 増加することで 2.59 ％ 増加することが示

された。（河津俊作・本間香貴・堀江武・白岩立彦(2007) 「近年の日本における稲作気象の

変化とその水稲収量・外観品質への影響 」 P8 日本作物学会紀事，76 巻，423-432） 

【近隣地域】 

 高温によって、登熟歩合が低下、不稔率が上昇することで、玄米種が低下する。（Oh-e, I., Saitoh, 

K. and Kuroda T.(2007) 「Effects of high temperature on growth, yield and dry-matter production of rice 

grown in the paddy field」 P8Plant Production Science, 10，412-422）（岡山市） 

B) 野菜 

【兵庫県】 

 野菜は生育期間が短いものが多いため、栽培時期の調整や品種選択の見直しによって栽培不

可になる可能性が低い。 

 
【全国】 

 野菜の場合、生育期間が短いものが多く、栽培時期の調整や適正な品種選択を行うことで、

栽培そのものが不可能になる可能性は低い。このこともあり、野菜に関しての将来予測の

研究報告は見あたらない。しかし、野菜は産地間連携により周年出荷体制を維持しており、

ほとんどの地域、多くの作目で収穫期が変動している現状を考えると、今後さらなる温暖
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化が、計画的な出荷を困難にするだけでなく、全国的な作型・作期の見直しを迫る可能性

がうかがわれる。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委員会,(2015).日

本における気候変動による影響に関する評価報告書） 

 
C) 果樹 

【兵庫県】 

 温暖化の進行に伴い、亜熱帯果樹のタンカンの栽培適地が広がる可能性がある。しかし、内

陸部では寒害の発生頻度が高くなる可能性がある。 

 
【全国】 

 亜熱帯果樹は現在、沖縄県や鹿児島県南部で生産されており生産量は亜熱帯性カンキツの

一種であるタンカンが最も多い。温暖化が進行すると、亜熱帯果樹は適地が本州や四国な

どにも広がる可能性がある。また、一方、わが国で最も生産量の多い果樹であるウンシュ

ウミカンは温暖化により、現在の産地での生産は難しくなる可能性がある。 

 
値は 1981～2000 平均の値を 100 とした相対値 

図 2.1.4-2 推定定収量の分布（2081～2100 平均；MIROC3.2-hires A1b） 
   出典：S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 2014報告

書，温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム，2014年 

 2060 年頃になるとタンカンの適地は、西日本の日本海側にも適地が広がると予想された。

また、現在のウンシュウミカン産地の多くは亜熱帯果樹生産が可能になり、改植が適応策

のひとつとなりうるものの、内陸の産地では亜熱帯果樹への移行は難しいと考えられた。

（S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 2014 報告書，温暖化影響・適応研究

プロジェクトチーム，2014 年） 
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年平均気温 17.5 ℃以上でかつ年最低気温が-2 ℃以下になる年の頻度が 5 年に 1 回を下回る地域を適地とした。 

図 2.1.4-3 亜熱帯果樹（タンカン）の栽培適地の変化 
出典：S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 2014報告書，温暖化影響・

適応研究プロジェクトチーム，2014年 

 【近隣地域】 

 亜熱帯果樹は適地を広げる可能性がある。現在、わが国で最も生産量の多い亜熱帯果樹のタンカ

ンについて、将来的に現在のカンキツ地帯のうちほとんどでタンカンの栽培が可能になるものの、

内陸部では寒害の発生頻度が高くなる可能性がある。（Toshihiko SUGIURA、2014、Predicted 

Changes in Locations Suitable for Tankan Cultivation Due to Global Warming in Japan）（関西以西） 

 

D) 麦、大豆、飼料作物等 

【兵庫県】 

 麦では、登熟期の高温による減収、赤かび病や穂発芽の増加といった可能性がある。 

 大豆では、高温による花蕾数、莢数の減少によって減収する可能性がある。 

 
【全国】 

 西日本の麦では、登熟期の高温による粒重減少を介した減収が顕在化する可能性がある。

また、赤かび病や穂発芽が増加する可能性がある。大豆では、関東以南では開花期の高温

による花数、結莢率の低下により減収する可能性がある（大江和泉，上郷玲子，城さやか，

倉橋崇之，齊藤邦行，黒田俊郎，2007：気温上昇がダイズの開花結莢, 乾物生産と子実収量

におよぼす影響，日作紀，76，433-444） 

【近隣地域】 

 高温により花蕾数、莢数が減少し、それが子実収量低下に繋がる。（大江和泉・上郷玲子・城さ

やか・倉橋崇之・齊藤邦行・黒田俊郎(2007) 「気温上昇がダイズの開花結莢，乾物生産と子実

収量に及ぼす影響」 P8 日本作物学会紀事，76 巻，433-444）（岡山市） 

 小麦の草丈は高温になるほど伸張する。登熟期平均気温が 26℃から 28℃に上昇すると子実収量

は 10%程度向上するが、さらに 29.5℃に上昇すると 10%程度低下する。（Oh-e, I., Saitoh, K., and 

Kuroda(2006) 「Effects of rising temperature on growth, yield and dry-matter production of winter 

wheat」 P8Sci. Rep. Fac. Agric. Okayama Univ., 95, 57-62.）（岡山市） 
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E) 畜産 

【兵庫県】 

 西日本において、家禽の産肉量が比較的大幅に低下する地域の拡大が懸念されている。 

 暑熱によって肥育豚の生産性が低下する可能性がある。 

 気温上昇に伴い育成雌牛の夏季増体量が低下する地域が拡大することが示された。 

 
【全国】 

 家禽について、現在と比べて 2020 年、2040 年、2060 年と年代の経過とともに産肉量への影

響が大きくなり、特に西日本において、産肉量が比較的大幅に低下する地域の拡大が懸念さ

れた。また、現在は産肉量の低下する気温ではない東北地方においても、年代の経過ととも

に産肉量の低下する地域となる可能性が示された。（山崎信・村上斉・中島一喜・阿部哲之・

杉浦俊彦・横沢正幸・栗原光規（2006）. 平均気温の変動から推定したわが国の鶏肉生産に

対する地球温暖化の影響. 日本畜産学会報, 77, 231-235.） 

 肥育豚は家禽と比較して生産性が低下し始める環境温度は低く、鶏よりも暑熱に弱い。現在

と比べて 2030 年、2060 年と年代の経過とともに増体日量（日あたりの体重増加量）の低下

する地域が広がり、低下する程度も厳しくなる。増体日量の低下は 2007 年 8 月時点で西日

本の沿岸部を中心にみられるが、2060 年代には、北海道の一部及び標高の高い山間部を除

く大半の地域で増体日量が低下する。（高田良三・山崎信・杉浦俊彦・横沢正幸・大塚誠・

村上斉（2008）. 地球温暖化が肥育豚の飼養成績に及ぼす影響- 「気候温暖化メッシュデー

タ（日本）」によるその将来予測. 日本畜産学会報, 79, 59-65.） 

 

【鶏の産肉量】                   【豚の増体日量】 

図 2.1.4-4 現在及び 2060 年代における低下予測 
出典：高田良三・山崎信・杉浦俊彦・横沢正幸・大塚誠・村上斉（2008）. 地球温暖化が肥育豚の飼養成績に

及ぼす影響- 「気候温暖化メッシュデータ（日本）」によるその将来予測. 日本畜産学会報, 79, 59-65.      

 気温上昇に伴い育成雌牛の増体量が気温 20℃の時よりも 5および 15％低下する平均気温は、

それぞれ 26.4℃および 28.8℃（相対湿度 60％の場合）と試算された。わが国の育成雌牛の

夏季増体量は温暖化の影響を受け、2020、2040、2060 年と年代の経過に伴い増体量の低下

する地域は拡大することが示された。（野中最子・山崎信・田鎖直澄・樋口浩二・永西修・
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寺田文典・栗原光規、2010、わが国のホルスタイン種育成雌牛の夏季増体量に及ぼす温暖化

の影響.日本畜産学会報 81：29-35.） 

 
F) 病害虫・雑草 

【兵庫県】 

 関東地方を対象とする研究事例において、気温上昇に伴い、クモ類以外の寄生性の天敵や捕

食者昆虫は、年間で 1～3 世代の増加が予測された。また、世代増加の可能性が大きいウン

カ類において、イネ縞葉枯病ウイルスを媒介するヒメトビウンカの海外飛来が確認されてお

り、ウンカ類の発生動向には注意する必要がある。 

 冬季の最低気温の上昇は、熱帯や亜熱帯原産の雑草が日本へ定着することを容易にしている。 

 
【全国】 

 年平均気温 15℃の関東地方で月平均気温が 2℃上昇したと仮定して、年間世代の増加を推

定式によって求めた結果、クモ類は温度上昇への反応が鈍く世代数の増加は起こらない一

方、寄生性の天敵や捕食者昆虫は、1～3 世代の増加が予想された。また、害虫のヨコバイ

類、カメムシ類等は、0.5～1 世代の増加が見込まれるだけで、天敵類に比べ増加世代数は

少ない結果が得られた。これに対して、斑点米カメムシ類の一部（カスミカメムシ類）及

び海外から飛来するウンカ類は、世代増加の可能性が 2 世代弱と大きく、気候変動による

発生量増加が懸念される。近年、イネ縞葉枯病ウイルスを媒介するヒメトビウンカの海外

飛来も確認されており、ウンカ類の発生動向には注意する必要がある。（文部科学省・気象

庁・環境省、2012、気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート「日本の気候変動と

その影響」（2012 年度版）） 

 気温上昇による作物病害の発生動態への影響が水稲、野菜、果樹、茶のそれぞれ３病害で

これまでの発生生態の知見に基づいて検討され、分布域の拡大・北上、発生期間の拡大な

どによる被害の増大が指摘されている。また、昆虫の発育速度は、ある温度範囲内では温

度上昇に従って直線的に増大するため、温暖化のもとでは年間の発生世代数が増加し、作

物の被害量も増大すると予想される。一方、クモ類以外の天敵類は害虫よりも一般に温度

上昇に伴う増加世代数が多くなるため、温暖化のもとでは天敵類がより有効に働く場合も

あり得る。（農林水産省、2002、近年の気候変動の状況と気候変動が農作物の生育等に及ぼ

す影響に関する資料集） 

 雑草の生活環と温度の関係及び近年の雑草の分布変化に関する研究例より、雑草に対する

温暖化の影響を考察した。温暖化は、種子の休眠覚醒と発芽のタイミングを周囲の温度変

化によって決定している雑草や、低温にさらされることによって花芽形成が誘導される雑

草の発生や分布に大きな影響を与えている。また、特に冬季の最低気温の上昇は、熱帯や

亜熱帯原産の雑草が日本へ定着することを容易にしている。（冨永達（2001）「温暖化によ

る雑草の発生と分布の変化」農林水産技術研究ジャーナル 24（10）p31-35．）（－） 
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G) 農業生産基盤 

【兵庫県】 

 無降雨日数の増加や積雪量の減少により河川流量が減少し渇水が深刻になる可能性がある。 

 
【全国】 

 無降雨日数の増加や積雪量の減少により渇水が増加する。北日本と中部山地以外では、河川

の流量が減少し渇水が深刻になる。また、河川の源流域において積雪量が減少すると、融雪

時に生じる最大流量が減少するとともに、そのピーク時期が現在より早まる。これにより、

需要期における河川流量が減少する。（立川康人・滝野昌平・藤岡優子・萬和明・キムスン

ミン・椎葉充晴（2011). 気候変化が日本の河川流量に及ぼす影響の予測. 土木学会論文集

B1（水工学）, Vol.67, No.1, 1-15.関連研究プロジェクト：文部科学省・気象庁・環境省(2013). 

気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート 「日本の気候変動とその影響」【p.37】） 

 
気象研究所全球気候モデル（MRI-AGCM 20km）、SRES A1B シナリオを利用（SRES シナリオについては 2.2 節（１）気候変動
予測と将来シナリオを参照）。現在気候（1979-2003 年）に対する 21 世紀末（2075-2099 年）の変化比率を示す。なお、台
風の到来頻度が変化することが渇水流量変化の大きな要因と考えられるが、台風到来頻度が元々相対的に少ない東海・関東

以北では、不確実性がやや大きい点に留意が必要である 62)。出典：立川ら、2011 

図 2.1.4-5 年超過確率 1/10 に対応する渇水流量の変化比率（21 世紀末） 
出典：文部科学省・気象庁・環境省(2013). 気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート「日本の気候変

動とその影響」【p.37】 

 
 海面上昇に伴う島嶼や沿岸での地下水への塩水侵入は、土地利用の変化など他の要因と合わ

せて起こることが指摘されているが、離島などで地下水を飲料水や農業用水などに利用して

いる地域では、利用可能な水量が減少する。また、河川への塩水の遡上により、勾配が緩や

かな河川においては、河川水の利用が困難となる。（増岡健太郎・藤縄克之・古川正修・長

野宇規・渡辺紹裕（2005）. 地球温暖化による海面上昇がゼロメートル地帯の地下水環境に

及ぼす影響に関する実験的研究. 地下水学会誌, 47(1), 19-28）（ゼロメートル地帯） 

 年間の水資源賦存量は、年降水量と蒸発散量がともに増大するため、全国的には大きな変動
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傾向は見られないが、農業用水の需要が大きい 4～5 月ではほとんどの地域で減少する傾向

にあり、地域的、時間的偏りへの対応が必要になると推測される。年降水量の年々偏差は

RCM20 の再現値は観測値に対してやや大きく、将来の年々変動は現在気候に比べて大きく

なる。（農業農村工学会誌 vol.76 No.10 2008） 

【近隣地域】 

 基準点においてピーク水位が堤防護岸天端に達する降雨強度は現状で 29 年確率(中央集中型)、

15 年確率(後方集中型)であるのに対し、将来は 8 年と 5 年確率となり、さらにため池が潰廃され

た場合は 5 年 3 年になる。（吉迫 宏・皆川裕樹・増本隆夫、気候変動がため池群の洪水緩和効果

に与える影響の評価：平成 25 年度農業農村工学会大会講演会講演要旨集、pp.518-519）（広島県

椋梨川上流域） 

 

2) 林業 

H) 木材生産（人工林等） 

【兵庫県】 

 全国を対象とした予測で、どの CO2 濃度変化シナリオでも、マツ枯れ危険域が拡大すると推

定されている。また、マツ枯れ危険域の割合は、シナリオによって大きく異なると推定され

ている。 

 
【全国】 

 竹谷ら（1975、日林誌 57：163-175）の MB 指数（月平均気温 15℃以上の値の 15 を減じた

数を年積算した値）を用いて、MB 指数 22 以上のメッシュをマツ枯れ危険域として（中村・

野口、2006、第 11 回日本森林学会講演要旨集 PF16）、その危険域の面積変化（1990 年にマ

ツ枯れ危険域ではない潜在マツ林域が危険域に変化した面積割合）を推定したところ、ど

の CO2 濃度変化シナリオでも、マツ枯れ危険域が拡大すると推定された。マツ枯れ危険域

の割合は、2090s（2081-2100 年）には、約 27%（450s）、約 37%（550s）、約 51%（BaU）と

シナリオによって大きく異なると推定された。（温暖化影響総合予測プロジェクトチーム

（2009）. S-4 温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖か影響

の総合評価に関する研究 第 2 回報告書 地球温暖化「日本への影響」-長期的な気候安定

化レベルと影響リスク評価. 【p.21】） 

 スギの衰退現象が報告されている地域（三河、瀬戸内）には土壌保水力が低い土壌が分布

している。しかし、スギの衰退が報告されている関東地方の土壌保水力は高かった。スギ

の衰退が報告されている地域と蒸散降水比が高い地域とが概ね対応していた。2081-2100 年

の蒸散降水比の分布を温暖化シナリオに基づいて作成すると、地域により蒸散降水比の上

昇や下降が見られた。関東地方では概して蒸散降水比が上昇し、スギ衰退が懸念される。

（松本陽介・重永英年・三浦 覚・長倉淳子・垰田宏（2006), 温暖化に対するスギ人工林

の脆弱性マップ, 地球環境, 11(1), 43～48, 2006） 

 



51 

I) 特用林産物（きのこ類等） 

【兵庫県】 

 冬場の気温上昇がシイタケ子実体発生量に及ぼす影響は明瞭でない。 

 
【全国】 

 1 月が+3℃、2 月が+3℃、1,2 月とも+3℃、1 月下旬に 15℃3 日、1 月下旬に 15℃7 日の各処

理では、シイタケ（品種：明治 908）の子実体発生量の減少が見られた。1 月中旬に 15℃3

日、1 月下旬に 15℃3 日、2 月上旬に 15℃3 日の各処理のシイタケ（品種：森 121 号、菌興

115 号）の子実体発生量に対照との明瞭な違いはなかった。冬場の気温上昇がシイタケ子実

体発生量に及ぼす影響は明瞭でない。（石井秀之・有馬忍、2003、暖冬下の乾シイタケ安定

生産技術の開発（I）-温度条件の影響と水分管理について-） 

 
3) 水産業 

J) 回遊性魚介類（魚類等の生態） 

【兵庫県】 

 日本周辺海域等を対象とする予測で、回遊性魚介類（サケ、ブリ、スルメイカ、サンマ、マ

イワシ）については、分布回遊範囲及び体のサイズの変化に関する影響予測が数多く報告さ

れている。 

 温暖化の進行に伴い、アカイカ資源のピーク緯度が北上するとともにピーク値が減少すると

予測されている。 

 
【全国】 

 回遊性魚介類については、分布回遊範囲及び体のサイズの変化に関する影響予測が数多く報

告されている。具体的には以下の通り。シロザケは、IS92a シナリオの場合、日本周辺での

生息域が減少し、オホーツク海でも 2050 年頃に適水温海域が消失する可能性が指摘されて

いる。ブリは、分布域の北方への拡大、越冬域の変化が予測されている。スルメイカは、A1B 

シナリオ の場合、2050 年には本州北部沿岸域で、2100 年には北海道沿岸域で分布密度の

低い海域が拡大することが予測されている。サンマは、餌料環境の悪化から成長が鈍化する

ものの、回遊範囲の変化によって産卵期では餌料環境が好転し、産卵量が増加する場合も予

測されている。マイワシは、海面温度の上昇への応答として、成魚の分布範囲や稚仔魚の生

残に適した海域が北方へ移動することが予測されている。漁獲量の変化及び地域産業への影

響に関しては、資源管理方策等の地球温暖化以外の要因も関連することから不確実性が高

く、精度の高い予測結果は得られていない。（環境省 中央環境審議会、2015、日本における

気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について（意見具申）） 

 （アカイカ）温暖化の進行に伴い、アカイカ資源のピーク緯度が北上するとともに、ピーク

値が減少する。（気候変動適応研究推進プログラム：RECCA 「気候変動に伴う水産資源・

海況変動予測技術の確信と実利用化」） 



52 

 

図 2.1.4-6 数値モデルで計算したサンマの回遊経路 
出典：伊藤進一，2007a：温暖化シナリオにおいて推定されるサンマおよびニシンの

応答，月刊海洋，39，303-308． 

   伊藤進一，2007b，地球温暖化とサンマの予測モデル，FRANEWS, 10，16-17． 

【近隣地域】 

 （マイワシ）温暖化影響下では、マイワシは餌料不足を、緯度で 1～2°程度北に移動すること

によって補うことに加え、産卵場も北に移動することで再生産への悪影響を補償すると予測。

（Okunishi, T., Ito, S., Hashioka, T., Sakamoto, T. T., Yoshie, N., Sumata, H., Yara, Y., Okada, N., 

Yamanaka Y.(2012).  Impacts of climate change on growth, migration and recruitment success of 

Japanese sardine (Sardinops melanostictus) in the western North Pacific, Climatic Change.）（日本周辺

の亜寒帯・亜熱帯海域） 

 

K) 増養殖等 

【兵庫県】 

 ブリ養殖において、高水温化により長期的には石川県以西、太平洋沿岸域では静岡県以西に

おいて夏季表層水温が 30℃以上となり、養殖不適となることが予測されている。 

 ヒラメ養殖において、高水温化により長期的にみて斃死が増える水温帯領域が広がる可能性

がある。 

 マダイ養殖では、高水温化による成長鈍化、感染症発症リスクの上昇が飼育実験で示されて

いる。 

 温暖化に伴い、赤潮の発生頻度、分布水域が拡大する可能性がある。 
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【全国】 

 （ブリ養殖）短期的（現状＋1.0℃上昇時）には、日本海沿岸域では新潟県から山形県の沿

岸まで養殖可能となる。太平洋沿岸域では千葉県から茨城県の沿岸まで養殖可能となる。一

方、鹿児島県以南で夏季表層水温が 30℃以上となり、養殖不適となる。           

中期的（現状＋1.4℃上昇時）には、日本海沿岸域では秋田県の沿岸まで養殖可能となる。

太平洋沿岸域では茨城県の沿岸まで養殖可能となる。一方、南西諸島（沖縄県）から九州南

部（鹿児島県）沿岸の夏季表層水温が 30℃以上となり、養殖不適となる。                   

長期的（現状＋2.9℃上昇時）には、日本海沿岸域では青森県から北海道の沿岸まで養殖可

能となる。太平洋沿岸域では宮城県の沿岸までが養殖可能となる。一方、日本海沿岸域では

石川県以西、太平洋沿岸域では静岡県以西が夏季表層水温が 30℃以上となり、養殖不適と

なる。（水産総合研究センター、2014、水産資源ならびに生息環境における地球温暖化の影

響とその予測） 

【近隣地域】 

 ヒラメ養殖の中心である、九州、四国沖を含む関東以南の太平洋岸における夏季表面水温の平年

値は、斃死が増えるとされる 27℃あるいは摂餌が不活発になるとされる 26℃を越えている。短

中期的（2010～2030 年）にはこうした水温帯の海域はそれほど大きく変化しないとみられるが、

長期的には（2100 年）、太平洋側の関東東部海域、日本海側でも日本海南部海域にまで広がる可

能性がある。なお、陸上養殖では、夏季であっても適当な水深から取水することで温度上昇の影

響をある程度緩和できる可能性がある。（水産総合研究センター、2014、水産資源ならびに生息

環境における地球温暖化の影響とその予測） 

 マダイ養殖では、高水温化による成長鈍化、感染症発症リスクの上昇が飼育実験で示されている。

（農林水産省（2008）「温暖化が魚類の養殖業生産に及ぼす影響の評価と予測技術の開発」地球

温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発（プロジェクト研究成果シリー

ズ）,442 号,p.83-88） 
 水産養殖（マダイ）では、高水温では各個体のなわばり闘争が活発化し、スレが生じた個体が増

加し、生残率が低下するという報告がされている。これらのことから、高水温化は生産効率を低

下させることのみならず、生残した個体の商品価値を著しく低下させることが予測される。加え

て、スレは体表での雑菌数を増加させる原因にもなりうるため、間接的に魚病被害の発生を誘導

することも懸念される。兵庫県では、海表面水温の上昇予測における短期的（現状＋1.5℃上昇

時）な時期から生息不適となる可能性が予測されている。（水産総合研究センター、2014、水産

資源ならびに生息環境における地球温暖化の影響とその予測） 
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図 2.1.4-7 マダイ高温期 8 月 

出典：（「水産資源ならびに生息環境における地球温暖化の影響とその予測 整理番号：2-③」 水産総合研究センタ
ー，2014） 

 
 赤潮生物のシャットネラは、生活史のなかにシストを持つ。そのため、シストの発芽が赤潮発生

に大きな意味を持つ。シストの発芽は、海底の温度が約 20℃になると活発になるため、温暖化

により海水温が高くなればシストが発芽し、赤潮の発生がより早くなると予想される。またシャ

ットネラ赤潮の分布は、温暖化がこのまま進めば、より高緯度の水域にも拡大し、赤潮をひきお

こす可能性がある。 

赤潮生物のヘテロカプサは、増殖最適気温が 30℃であり、15℃以下になると増殖できなくな

る。このまま温暖化傾向が続けば、ヘテロカプサの増殖に好ましい期間が長くなり、赤潮が頻発

すると予想される。また、ヘテロカプサには越冬シストがまだ確認されていないので、栄養細胞

で越冬する可能性が大きい。もし冬季の水温が高めに推移するならば、栄養細胞の越冬が容易と

なり、赤潮発生の確率が高くなると予想される。（今井 一郎「沿岸海洋の富栄養化と赤潮の拡大」

日本海洋学会編『海と環境：海が変わると地球が変わる』p203-211.（2001） 講談社）（瀬戸内

海） 
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(2) 水環境・水資源 

1) 水環境 

A) ため池・湖沼・ダム湖 

【兵庫県】 

 気候変動により、豪雨による斜面崩壊が増加し、ダムへの堆砂が増え、治水・利水機能を低

下させる可能性がある。 

 水温の上昇によりダム湖内のリン濃度が増加し、プランクトン増加を招くこととなる可能性

がある。 

 冬季～春季降水量が減少し、融雪出水期の渇水リスクが増大する可能性がある。 

 
【全国】 

 GCM による将来気候では、豪雨の増加が指摘されており、これに伴う斜面災害の増加が報

告されている。斜面崩壊は、河川中の土砂輸送量を増加させ、ダムの堆砂量を増加させる。

ダムの堆砂は、貯水容量の減少をもたらし、洪水調整や水供給の能力を減少させる。ダムの

堆砂量は斜面崩壊の確率に対して指数関数的に増加するため、気候変動によって堆砂量は増

加する可能性がある。（秋本嗣美，川越清樹，風間聡，沢本正樹，2008：土砂崩壊によるダム

貯水池の影響評価，水工学論文集，52，571-576．） 

 浅い湖沼として霞ヶ浦を対象とした研究では、気温 1℃上昇に伴い、水温は 0.75～0.96℃、

COD は 0.92～1.7mg/L、SS は 3.9～11.9mg/L 上昇すると予測されている（福島ら，1998）。

また、全国の管理ダムにおいて得られたデータから、年平均気温が 10℃を越えると、急激に

アオコ発生確率が上昇すると予測されている（草場ら，2007）。Komatsu et al.（2007）は、GCM 

A2 シナリオを基に、島地川ダム湖の水質・水温の予測を行っている。その結果によれば、

2090 年代には 1990 年代に比べて 10 年平均水温が 3.4℃上昇（表層で 3.8℃、深層で 2.8℃）

し、これが夏場の水温躍層生成期間の延長を招き、さらに水温躍層の深度が深まるとしてい

る。これにより有機物の好気分解が進み、DO8 低下が促進され、それとともに湖底からのリ

ン溶出が増加して深層におけるリン濃度が増加する。結果的に、循環期における表層でのリ

ン増加となり、プランクトン増加を招くこととなる。温暖化に伴って、北海道を除く地方の

冬季～春季降水量が減少し、融雪出水期の渇水リスクが増大する地域が出現する可能性があ

る。（和田、村瀬、冨澤：土木学会論文集 No.796/Ⅱ-72,23-37-2005.8） 

 
B) 河川 

【兵庫県】 

 異常気象の増加に伴い、9 月をピークに河川流量及び浮遊砂量が増加すると予測されている。 

 水温の上昇により溶存酸素量が低下し、有機物分解反応や硝化反応の促進、藻類の増加によ

る異臭味の増加等も予測されている。 

 

【全国】 

 各々の河川に対する水温の将来予測はないが、雄物川における A1B シナリオを用いた将来
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の水温変化の予測では、1994～2003 年の水温が 11.9℃であったのに対して、2030～2039 年

では 12.4℃に上昇すること、特に冬季に影響が大きくなることが予測されている。同じく A1B 

シナリオを用いた予測で、2090 年までに日本全国で浮遊砂量が 8～24％増加することや台風

のような異常気象の増加により 9 月に最も浮遊砂量が増加すること、8月の降水量が 5～75％

増加すると河川流量が 1～20％変化し、1～30％土砂生産量が増加することなどが予測されて

いる。水温の上昇による DO の低下、溶存酸素消費を伴った微生物による有機物分解反応や

硝化反応の促進、藻類の増加による異臭味の増加等も予測されている。（環境省 中央環境審

議会、2015、日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について（意

見具申）） 

 

C) 沿岸域及び閉鎖性海域 

【兵庫県】 

 海面上昇に伴い、砂浜および干潟の消失率が高くなり、高潮が河道に沿って内陸地域まで遡

上氾濫するリスクが高くなることが予測されている。 

 
【全国】 

 （高潮災害リスク、砂浜・干潟消失リスク）高潮は都市が発達している沿岸低平地に甚大な

被害が生じる。河道に沿って内陸地域まで遡上氾濫する様子が見られる。砂浜および干潟の

消失は、砂浜および干潟の面積の変化から求めた消失率で表記した。砂浜については全国的

に侵食が進み、60cm の海面上昇量のときの砂浜消失率は 80％をこえる。特に高潮のリスク

も大きい地域では、沿岸防災対策の観点からも砂浜保全が重要である。数値地図上に個々ま

たは統合した災害のリスクを表示することによって地域に応じた対策を考察できる。（S-8 温

暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 2014 報告書，温暖化影響・適応研究プロジェク

トチーム，2014 年）） 

 

図 2.1.4-8（左）海面上昇 60cm のときの高潮被害額と（右）2100 年頃の砂浜失率 
出典：S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 2014報告書，S-8-1(4) 
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2) 水資源 

A) 水供給（地表水） 

【兵庫県】 

 全国を対象とした予測事例で、無降雨日数の増加や積雪量の減少により渇水が増加すること

が予測されている。 

 融雪期の早期化や融雪流出後期の流量減少により、代かき期など水の需要期に河川流量が減

少し、従来の水利用パターンとのミスマッチが発生するとの報告がある。 

 渇水の増加や水の需要期と供給可能な時期とのミスマッチなどは、水道水、農業用水、工業

用水等の多くの分野に影響を与える可能性がある。 

 
【全国】 

 日本全域を対象に渇水リスクの変化を分析した研究（A1B シナリオを前提とした AGCM20

モデルによる気候予測情報を使用）によれば、近未来（2015～2039 年）及び 21 世紀末（2075

～2099 年）共に、無降雨日数の増加や積雪量の減少により渇水が増加することが予測されて

いる。北日本と中部山地以外では、河川の流量が減少し渇水が深刻になる。また、河川の源

流域において積雪量が減少すると、融雪時に生じる最大流量が減少するとともに、そのピー

ク時期が現在より早まる。これにより、需要期における河川流量が減少すると予測されてい

る。 

 A2 シナリオ 4 を前提とした RCM20 による気候予測情報を用いた研究では、流域によって

は、このような融雪期の早期化や融雪流出後期の流量減少が、近未来（2031～2050 年）に引

き起こされるとする予測結果も報告されている。また、代かき期など水の需要期に河川流量

が減少し、従来の水利用パターンとのミスマッチが発生するとの報告もある。 

 高分解能モデル（A1B シナリオを前提とした AGCM20 モデル使用）を用いた予測では、2080

～2099 年に東北と北陸地上の 2 月の河川流量は現在の 200％に増加し、5 月は 50～60％に

低下すると予想されている。 このような渇水の増加や水の需要期と供給可能な時期とのミス

マッチなどは、水道水、農業用水、工業用水等の多くの分野に影響を与える可能性があり、

社会経済的影響が大きい。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委員

会,(2015).日本における気候変動による影響に関する評価報告書） 

 
B) 水供給（地下水） 

【兵庫県】 

 気候変化による渇水が、人口等が集積している下流域・海岸域で発生した場合には、都市用

水等に深刻な影響を与え、都市機能や生産活動の著しい低下等を招くことが懸念される。 

 海面上昇による塩水の遡上域の拡大や地下水の塩水化により、河川水や地下水の取水への影

響も懸念される。 
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【全国】 

 気候変化による渇水が、人口等が集積している下流域・海岸域で発生した場合には、都市用

水等に深刻な影響を与え、都市機能や生産活動の著しい低下等を招くことが懸念される。さ

らに、海面上昇による塩水の遡上域の拡大や地下水の塩水化により、河川水や地下水の取水

への影響も懸念される。（国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における地球

温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）.【p.24】.） 

 

C) 水需要 

【兵庫県】 

 平均気温の将来変化の予測より、作付け時期の変化に伴う農業用水の水需要量の変化が想定

される。 

 
【全国】 

 農業用水においては、平均気温の将来変化により予測される作付け時期の変化に伴う水需要

量の変化が想定される。また、まだ詳細な予測は行われていないが、水質や水量の変化が農

作物の品質に影響する可能性も指摘されており、このような水質等の変化が水需要側に影響

を及ぼすことも想定されうる。実績に基づく気温上昇程度に応じた水使用量の増加に関する

研究によれば、東京では最高気温が 1℃上昇すると水の使用量が 0.7%増加すること、小口径

では影響が少なく中口径・大口径の契約者で影響が大きいことが示されている。また、気温

の上昇による飲料水・冷却水等都市用水の需要の増大、蒸発散量増加による九州の水田域の

潜在的水資源量の減少を予測する報告もある。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影

響評価等小委員会,(2015).日本における気候変動による影響に関する評価報告書）  

 

(3) 自然生態系   

1) 陸域生態系 

A) 高山帯・亜高山帯 
兵庫県に高山帯・亜高山帯は存在しない。 

 

B) 自然林・二次林 

【兵庫県】 

 本州太平洋側から西日本のブナの潜在生育域は、将来気候シナリオ RCP4.5 と 8.5 ではほとん

ど消失するため、この地域の個体群は脆弱と推定される。 

 アカガシの潜在生育域は、RCP の将来気候シナリオでは増加するものの分布拡大は遅いと推

定される。 
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【全国】 

 ブナの潜在生育域は、 現在気候の 105,931km2に比べ 4つのGCMの中央値に基づくとRCP2.6

の将来気候シナリオでは 123,531km2 に増加するが、RCP4.5 で 92,251、RCP8.5 で 27,037km2

に減少する。本州太平洋側から西日本の潜在生育域は RCP4.5 と 8.5 ではほとんど消失するの

で、この地域の個体群は脆弱と推定される。北海道では、潜在生育域が RCP2.6 と 4.5 で拡大

をするが、移動速度が 23km/100 年以下と遅いため、分布はほとんど拡大しないと考えられる。 

アカガシの潜在生育域は、現在気候の 147,126km2 に比べ 3 つの RCP の将来気候シナリオで

は 159,758（RCP4.5 中央値）～176,551（RCP8.5 中央値）km2 に増加する。しかし、移動速度

が遅いことや生育する自然林が分断されているため、分布拡大は遅いだろう。他の 3 種に比

べて、アカガシの不確実性を伴う潜在生育域は広い。これは、アカガシは多雨な地域に分布

することと、降雨条件が GCM ごとに大きく異なることが理由と考えられる。（S-8 温暖化影

響評価・適応政策に関する総合的研究 2014 報告書，温暖化影響・適応研究プロジェクトチー

ム，2014 年） 

 
※潜在生育域は、2081～2100年の各 RCPにおける 4つの GCM（MIROC5、MRI-CGCM3.0、GFDL-CM3、HadGEM2-ES）に基づく分布

確率の中央値によって特定した。不確実性を伴う潜在生育域は、4つの GCMのいずれかで潜在生育域になると予測された地
域を示す。 

※出典資料にはハイマツ及びシラビソが図示されているが、ここでは割愛した 

図 2.1.4-9 各気候帯の優占種２種における 
現在気候と３つの RCP の将来気シナリオで予測された潜在生育域 
出典：S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 2014報告書， 

温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム，2014年 
 

 気候条件のみから推定されるアカガシの潜在生育域（現在:約 15.1 万 k ㎡）は、気温の上昇に

伴い、東北地方など緯度の高い地域や、九州、中国、四国地方の標高の高い地域に拡大し、

その面積は約 17.6 万 k ㎡となる。一方、土地利用を考慮して自然植生以外の地域を除いた場

合、現在の生育域の面積（約 7.5 万 k ㎡）は、気候的潜在生息域の面積の 49.5%となる。土地

利用を考慮し、かつ現在の潜在生息域からの分布移動が今後 100 年間で 1km であると仮定す

ると、潜在生息域の面積は約 6.0 万 k ㎡となり、現在より減少する。（Nakao K,  Matsui T,  

Horikawa M,  Tsuyama I, Tanaka N, 2011, Assessing the impact of land use and climate change on 

the evergreen broad-leaved species of Quercus acuta in Japan. Plant Ecology, Vol.212. Issue 2, 

229-243）（九州、四国、本州） 
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C) 里地・里山生態系 

【兵庫県】 

 標高が低い山間部や日本西南部では、温暖な地域でのエノキの分布適域を除いて、極相種の

ブナ、二次林種のミズメ、アカシデ、イヌシデ、河畔や渓畔域に分布するエノキ、オヒョウ、

ケヤキらすべての分布適域が減少する。 

 気候変化対して感受性が高いトチノキ、コシアブラ、ニワトコ、ネマガリダケ、ヤマブドウ、

クサソテツの生育適域は 2081～2100 年に現在に比べ、20～80%減少すると予測される。 

 暖温帯の自然草原植生域の温暖化による影響は、短草型・長草型草原植生ともに、主要な種

では小さいと見ることができる。 

 
【全国】 

 標高が低い山間部や日本西南部では、温暖な地域でのエノキの分布適域を除いて、極相種の

ブナ、二次林種のミズメ、アカシデ、イヌシデ、河畔や渓畔域に分布するエノキ、オヒョウ、

ケヤキらすべての分布適域が減少する。（Higa M, Tsuyama I, Nakao K,Nakazono E, Masui T, 

Tanaka N.,2013,Influence of nonclimatic factors on the habitat prediction of tree species and an 

assessment of the impact of climate change.） 

 対象とした 19 種の野生食用植物のうち、気候変化対して感受性が高いトチノキ、コシアブ

ラ、ニワトコ、ネマガリダケ、ヤマブドウ、クサソテツの生育適域は 2081～2100 年に現在

に比べ、20～80%減少すると予測される。（Higa M, Nakao K, Tsuyama I,Nakazono E, Yasuda 

MMatsui T,Tanaka N.,2013,Indicator plant species selection for monitoring the impact of climate 

change based on prediction uncertainty.） 

 気候環境の変化による自然草原植生帯の変化を見ると、亜寒帯の自然草原植生域は亜高山帯

の自然草原植生域を含めて著しく減少する。暖温帯の自然草原植生域の温暖化による影響は、

短草型・長草型草原植生ともに、主要な種では小さいと見ることができる。現状でも自然草

原の減少によって、草原性の多くの昆虫は絶滅の方向にある。温暖化による自然草原の植物

種の変化は、さらにこれを助長することになると思われる。（西村格、佐々木寛幸、浦野豊、

小森谷祥明、井上聰、西村由紀,2001,気候環境から見た日本の自然草原の植生帯区分とその温

暖化による変化予測 （<特集>日本における自然草原の気候要因から見た植生帯区分とその

温暖化による影響）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

D) 人工林 

 
【全国】 

 現在より 3℃気温が上昇すると、年間の蒸散量が増加し、特に降水量が少ない地域で、スギ

人工林の脆弱性が増加することが予測されているが、生育が不適となる面積の割合は小さい。 

MIROC3.2-hi（A1B シナリオ）を用い、2050 年までの影響を予測した場合、日本全体で見

ると、森林呼吸量が多い九州や四国で人工林率が高いこと、高蓄積で呼吸量の多い 40 から

50 年生の林分が多いことから、炭素蓄積量および吸収量に対してマイナスに作用する結果と

なる。ただし、当該予測では、大気中の CO２濃度の上昇による影響は考慮されていない。

スギ人工林生態系に与える影響予測のためには樹木の生理的応答などさらなる研究が必要で

ある。 

 現在より 1～2℃の気温の上昇により、マツ枯れの危険域が拡大することも予測されている。

マツ枯れに伴い、アカマツ林業地帯やマツタケ生産地に被害が生じることが懸念される。（中

央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委員会,(2015).日本における気候変動に

よる影響に関する評価報告書） 

 

E) 野生鳥獣の影響 

【兵庫県】 

 気候変動による気温の上昇や積雪量の減少は、野生鳥獣の生息適地を拡大させる可能性があ

る。 

 
【全国】 

 気候変動による気温の上昇や積雪量の減少は、野生鳥獣の生息適地を拡大させる可能性があ

る。野生鳥獣の分布域の拡大に伴い、採食・樹木の剥皮・地面の踏みつけ等により、下層植

生の消失や樹木の枯死をもたらし、土壌の流失や水源涵養の機能低下、景観の劣化など、生

態系への影響を拡大させる可能性がある。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評

価等小委員会,(2015).日本における気候変動による影響に関する評価報告書） 

 
F) 物質収支 

【兵庫県】 

 全国を対象とした研究事例で、気候変化シナリオの下では、純一次生産量（NPP）は 14%増

加し、土壌有機炭素量が 5%減少するとの予測がある。 
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【全国】 

 気候変化シナリオの下では、純一次生産量（NPP）は 14%増加し、土壌有機炭素量が 5%減少

する。もっとも長い伐期（100 年）のシナリオでは、土壌有機炭素量の減少が最も少ない。

また、間伐に関しては、伐期の中間で 30％を伐採し、伐採した木を放置したシナリオで、も

っとも土壌有機炭素量の減少が最も少なくなる。（S. Hashimoto, S. Ugawa, K. Morisada, M. 

Wattenbach, P. Smith & Y. Matsuura., 2012,  Potential carbon stock in Japanese forest soils –  

simulated impact of forest management and climate change using the CENTURY model, Soil Use and 

Management, March, 28, 45– 53） 

 

2) 淡水生態系 

A) 湖沼 

【兵庫県】 

 富栄養化が進行している深い湖沼では、水温の上昇による貧酸素化と、貝類等の底生生物へ

の影響や富栄養化、CO2 濃度上昇による動物プランクトンの成長量低下が懸念される。 

 
【全国】 

 現時点で日本における影響を定量的に予測した研究事例は確認できていないものの、富栄養

化が進行している深い湖沼では、水温の上昇による湖沼の鉛直循環の停止・貧酸素化と、こ

れに伴う貝類等の底生生物への影響や富栄養化が懸念される。室内実験により、湖沼水温の

上昇や CO2 濃度上昇が、動物プランクトンの成長量を低下させることが明らかになってい

る。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委員会,(2015).日本における気候

変動による影響に関する評価報告書） 
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B) 河川 

【兵庫県】 

 全国的には、最高水温が現状より 3℃上昇すると、冷水魚が生息可能な河川が分布する国土

面積が現在と比較して約 20％に減少すると予測されている。 

 
【全国】 

 最高水温が現状より 3℃上昇すると、冷水魚が生息可能な河川が分布する国土面積が現在と

比較して約 20％に減少し、特に本州における生息地は非常に限定的になることが予測されて

いる。このほか、現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できていないものの、以下の

ような影響が想定される。 

 積雪量や融雪出水の時期・規模の変化による、融雪出水時に合わせた遡上、降下、繁殖

等を行う河川生物相への影響 

 降雨の時空間分布の変化に起因する大規模な洪水の頻度増加による、濁度成分の河床環

境への影響、及びそれに伴う魚類、底生動物、付着藻類等への影響 

 渇水に起因する水温の上昇、溶存酸素の減少に伴う河川生物への影響 

（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委員会,(2015).日本における気候   

変動による影響に関する評価報告書） 

 
C) 湿原 

【兵庫県】 

 気候変動に起因する流域負荷（土砂や栄養塩）に伴う低層湿原における湿地性草本群落から

木本群落への遷移、蒸発散量の更なる増加が想定される。 

 渇水に起因する水温の上昇、溶存酸素の減少に伴う河川生物への影響が想定される。 

 
【全国】 

 現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できていないものの、以下のような影響が想定

される。 

 日本全体の湿地面積の約 8 割を占める北海道の湿地への影響降水量や地下水位の低下に

よる雨水滋養型の高層湿原における植物群落（ミズゴケ類）への影響 

 気候変動に起因する流域負荷（土砂や栄養塩）に伴う低層湿原における湿地性草本群落

から木本群落への遷移、蒸発散量の更なる増加 

 渇水に起因する水温の上昇、溶存酸素の減少に伴う河川生物への影響 

（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委員会,(2015).日本における気候変

動による影響に関する評価報告書） 
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3) 沿岸生態系 

A) 亜熱帯 
現時点で兵庫県に係る具体的な研究事例は確認できていない。 

 
B) 温帯・亜寒帯 

【兵庫県】 

 水温の上昇に伴い、エゾバフンウニからキタムラサキウニへといったより高温性の種への移

行が想定され、それに伴い生態系全体に影響が及ぶ可能性がある。 

 海洋酸性化による影響により、炭酸カルシウム骨格・殻を有する軟体動物、棘皮動物、造礁

サンゴに影響を受けやすい種が多く、その結果として水産資源となる種に悪影響がおよぶ可

能性がある。 

 
【全国】 

 海水温の上昇に伴い、エゾバフンウニからキタムラサキウニへといったより高温性の種への

移行が想定され、それに伴い生態系全体に影響が及ぶ可能性があるが、定量的な研究事例が

限定されている。海洋酸性化による影響については、中～高位の二酸化炭素排出シナリオの

場合、特に極域の生態系やサンゴ礁といった脆弱性の高い海洋生態系に相当のリスクをもた

らすと考えられる。炭酸カルシウム骨格・殻を有する軟体動物、棘皮動物、造礁サンゴに影

響を受けやすい種が多く、その結果として水産資源となる種に悪影響がおよぶ可能性がある。

また、水温上昇や低酸素化のような同時に起こる要因と相互に作用するために複雑であるが、

影響は増幅される可能性がある。また、沿岸域の生態系の変化は沿岸水産資源となる種に影

響を与えるおそれがある。また漁村集落は藻場等の沿岸性の自然景観や漁獲対象種等に依存

した地域文化を形成している事が多く、地域文化への影響も想定される。海面上昇による海

岸域の塩性湿地等への影響が想定される。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評

価等小委員会,(2015).日本における気候変動による影響に関する評価報告書）（日本沿岸） 

 21 世紀中に、温帯性の造礁サンゴ礁は佐渡島から津軽海峡まで北限を拡大させることが予測

される。したがって、21 世紀末までには、海水温の観点から言うと、本州全体が温帯性造礁

サンゴ礁の分布域となる。東京の西部、四国北部、九州が現在の温帯性造礁サンゴ礁の分布

域であるが、将来、これらの地域では、熱帯・亜熱帯性造礁サンゴ礁と温帯性造礁サンゴ礁

が混在することが予測される。しかし、2080 年代までには、現在の温帯性造礁サンゴ礁の 8%

が不飽和（アラゴナイトの飽和度 1 以下）に直面し、21 世紀末には 1/5 が不飽和に直面する

ことが予測される。そのため、温帯性造礁サンゴ礁も、海洋酸性化の影響により、消失の可

能性があることが予測される。（Yara,Y., M.Vogt, M.Fujii, H.Yamano, C.Hauri, M.Steinacher, 

N.Gruber and Y.Yamanaka, 2012,  Ocean Acidification limits tempreture-induced poleward 

expansion of coral habitats around Japan.）（日本沿岸） 
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4) 海洋生態系 

A) 亜熱帯 

【兵庫県】 

 気候変動に伴い、植物プランクトンの現存量に変動が生じる可能性がある。 

 温暖化時に亜熱帯と亜寒帯海域の広範囲な海域において見られる春季ブルームの早期化は、

経年変動や中規模渦に伴う変動と比べて、5 %有意水準で温暖化の影響と見なされることが判

明したとする予測事例がある。 

 
【全国】 

 気候変動に伴い、植物プランクトンの現存量に変動が生じる可能性がある。全球では熱帯・

亜熱帯海域で低下し、亜寒帯海域では増加すると予測されているが、日本周辺海域について

は、モデルの信頼性が低く、変化予測は現状困難である。動物プランクトンの現存量の変動

についての予測も、日本周辺海域の予測の信頼性が高いとはいえない。また、これらから生

じる地域毎の影響の予測は現時点では困難である。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変

動影響評価等小委員会,(2015).日本における気候変動による影響に関する評価報告書）（日本

沿岸） 

 中規模渦解像度海洋生態系モデル COCO.NEMURO を用いた温暖化予備実験結果の解析か

ら、温暖化時に亜熱帯と亜寒帯海域の広範囲な海域において見られる 10～20 日の春季ブルー

ムの早期化は、経年変動や中規模渦に伴う変動と比べて、5 %有意水準で温暖化の影響と見な

されることが判明した。また、春季ブルームに伴う生物量の増加傾向が見られる海域が見出

された。これは、水温上昇の効果が、栄養塩低下の効果を一時的に上回るために引き起こさ

れていた(年間生物量は低下する)。ただし、現在及び温暖化状態、それぞれ 10 年間の実験デ

ータからは、5 %有意水準で増加が見られる海域はごく限られたものであった。（地球温暖化

が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発 483 号 p.251-255.(2011 年 7 月 

農林水産省）沖合域における海洋生態系モデルの高度化と水産業への温暖化影響評価技術の

開発）（日本周辺の亜寒帯・亜熱帯海域） 

 

5) 生物季節 

【兵庫県】 

 ソメイヨシノについて開花モデルを将来の予測気候に適用して予測した研究によれば、温暖

化が進行するとソメイヨシノの開花の南限が北上することが示されている。 

 サザンカの開花の遅れ 、キンモクセイの開花の遅れと開花期間の長期化 、ヒノキの成長期

間の長期化、ウリハダカエデの落葉時期の遅れや落葉しない葉の発生する可能性、落葉樹の

着葉期間の早期化、など様々な予測がなされている。 
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【全国】 

 ソメイヨシノについて開花モデルを将来の予測気候に適用して予測した研究によれば、温暖

化が進行するとソメイヨシノの開花の南限が北上することが示されている。温暖化の進行に

従い、ⅰ）まずソメイヨシノの生長が早まり、開花日は早くなる（南限を除く）。ⅱ）さらに

気温が高まると、休眠打破の遅れが目立つようになり次第に遅くなる。ⅲ）その後、さらに

開花が遅れて結果的に現在よりも遅くなる。ⅳ）満開にならない年が発生する。ⅴ）開花し

ない年が発生する。ⅵ）開花しなくなる、の過程をたどると考えられる。 

 その他、サザンカの開花の遅れ 、キンモクセイの開花の遅れと開花期間の長期化 、ヒノキ

の成長期間の長期化、ウリハダカエデの落葉時期の遅れや落葉しない葉の発生する可能性、

落葉樹の着葉期間の早期化、など様々な予測がなされている。生物季節への影響が生態系サ

ービスにもたらす影響についての研究事例は、現時点で確認されていない。（中央環境審議会 

地球環境部会 気候変動影響評価等小委員会,(2015).日本における気候変動による影響に関す

る評価報告書） 

 

6) 分布・個体群の変動 

【兵庫県】 

 気候変動により、生育地の分断化により気候変動に追随した分布の移動ができないなどによ

り、種の絶滅を招く可能性がある。 

 

【全国】 

 気候変動により、分布域の変化やライフサイクル等の変化が起こるほか、種の移動・局地的

な消滅による種間相互作用の変化がさらに悪影響を引き起こす、生育地の分断化により気候

変動に追随した分布の移動ができないなどにより、種の絶滅を招く可能性がある。2050 年ま

でに 2℃を超える気温上昇を仮定した場合、全球で 3 割以上の種が絶滅する危険があると予

想されている。現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できていないものの、侵略的外

来生物の侵入・定着確率が気候変動により高まることも想定される。ニホンジカなどの野生

鳥獣の生息域が拡大しているが、気候変動が現在の分布拡大をさらに促進するかについては、

研究事例は少数であり、今後の研究が望まれる。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影

響評価等小委員会,(2015).日本における気候変動による影響に関する評価報告書） 
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(4) 自然災害・沿岸域 

1) 河川 

A) 洪水 

【兵庫県】 

 洪水を起こしうる大雨事象が日本の代表的な河川流域において今世紀末には現在に比べ有意

に増加し、同じ頻度の降雨量も増加する見解が多く示されている。 

 一級河川において、豪雨の増加割合よりも、治水施設の能力を超える河川流量の増加割合の

方が大きくなることが多いため、それに伴い氾濫発生の恐れも高まる。 

 中日本と東日本の太平洋側では、21 世紀末気候において、梅雨前線に伴う集中豪雨が増加す

る可能性が高いと考えられる。 

 
【全国】 

 2000 年代半ばから、国土交通省国土技術政策総合研究所が、気象庁気象研究所と共同して、近

未来、21 世紀末の季節降水量、月降水量、年最大日降水量の出現頻度を指標に、洪水リスク、

渇水リスクの評価を行ってきている（和田ら，2005a、2005b、2008）。GCM を用いるか RCM を

用いるかにより推定は若干異なるが、概ね北海道西部、東北北部、北陸、紀伊半島、南西諸島

で洪水リスクが高まること、北海道を除く地域で冬から春にかけて渇水リスクが高まることを

推定している。A1B シナリオなどの将来予測によれば、洪水を起こしうる大雨事象が日本の代

表的な河川流域において今世紀末には現在に比べ有意に増加し、同じ頻度の降雨量が 1～3 割

のオーダーで増加することについて、多くの文献で見解が一致している。複数の文献が、洪水

を発生させる降雨量の増加割合に対して、洪水ピーク流量の増加割合、氾濫発生確率の増加割

合がともに大きくなる（増幅する）ことを示している。この増幅の度合いについては、洪水ピ

ーク流量に対して氾濫発生確率のそれがはるかに大きくなると想定される。また、河川堤防に

より洪水から守られた氾濫可能エリアにおける氾濫発生の頻度が有意に増せば、水害の起こり

やすさは有意に増す。 

 
図 2.1.4-10 通常ならびに緊急ダム操作を必要とする洪水の発生頻度の気候モデル出力を用いた

推算例 
出典：佐山敬洋，立川康人，寶 馨，増田亜美加，鈴木琢也，2008： 

地球温暖化が淀川流域の洪水と貯水池操作に及ぼす影響の評価， 

水文・水資源学会誌，21(4) 
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海岸近くの低平地等では、海面水位の上昇が洪水氾濫の可能性を増やし、氾濫による浸水時間

の長期化を招くと想定される。将来予測結果の信頼性をさらに向上させるには、それを規定す

る大きな要素となっている気候モデルについて、現象再現における空間解像度を向上させ、同

時に計算ケースを増やすことの両立が求められる。（環境省 中央環境審議会、2015、日本にお

ける気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について（意見具申）） 
 

 図は、全国の 1 級河川 109 水系における年最大流域平均雨量の変化率（以下、豪雨量倍率とす

る）と、河川の最終整備目標を超える洪水が起こる年確率の変化率（以下、氾濫可能性倍率と

する）を分析した研究例である。これによると両変化率ともに全国で増加しているが、氾濫可

能性倍率の増加率（約 1.8～4.4 倍）の方が、豪雨量倍率の増加率（約 1.1～1.3 倍）よりも大き

くなっている。これは、豪雨の増加割合よりも、治水施設の能力を超える河川流量の増加割合

の方が大きくなることが多いため、それに伴い氾濫発生の恐れも高まることによる。（文部科

学省・気象庁・環境省(2013). 気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート「日本の気候変

動とその影響」【p.40】） 

 

 

 
SRES A1B シナリオを利用。倍率は将来気候（2075～2099）の氾濫発生確率を現在気候 

（1979～2003）の氾濫発生確率で割ったものの中央値。提供：国土交通省 

 

図 2.1.4-11 流域別の豪雨量倍率（RCM5 後期）（上左）、 
流域別の氾濫可能性倍率（RCM5 後期）（上右）、豪雨量倍率と氾濫可能性倍率（下） 

出典：文部科学省・気象庁・環境省(2013). 気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート 

「日本の気候変動とその影響 
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【近隣地域】 

 地域別では、近畿、東海、関東甲信で有意な増加傾向があったことから、中日本と東日本の太平

洋側では 21 世紀末気候において、梅雨前線に伴う集中豪雨が増加する可能性が高いと考えられ

る。これまで集中豪雨の少なかった地域においても 21 世紀末気候シナリオでは増加する可能性

が高いため、そのような地域では今後の中小河川整備計画に影響が出る可能性がある。（中北英

一・宮宅敏哉・木島梨沙子：気候変動に伴う梅雨期の集中豪雨の将来変化に関する領域気候モデ

ルを用いた基礎的研究 土木学会論文集 B1(水工学) Vol.68, No.4, I_427-I_432, 2012.）（日本の全

域および 8 地域（九州、四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北）） 

 

A) 内水 

【兵庫県】 

 河川近くの低平地等では、河川水位が上昇する頻度の増加によって、下水道等から雨水を排

水しづらくなることによる内水氾濫の可能性が増え、浸水時間の長期化を招くと想定される。 

 全国を対象とした予測で、50 年後の 5 年確率の 10 分・60 分間降雨強度が、現在より 1.1 倍

程度、最大で 1.3～1.4 倍程度に増加すると予測されている。 

 1/10 年確率雨量が増加し、農地の水害や水食のリスクが増加すると予測されている。 

 
【全国】 

 河川近くの低平地等では、河川水位が上昇する頻度の増加によって、下水道等から雨水を排

水しづらくなることによる内水氾濫の可能性が増え、浸水時間の長期化を招くと想定される。

都市部には、特有の氾濫・浸水に対する脆弱性が存在するため、短時間集中降雨が気候変動

影響により増大し、そこに海面水位の上昇が重なれば、その影響は大きい。大雨の増加は、

都市部以外に農地等への浸水被害等をもたらすことも想定される。（中央環境審議会 地球環

境部会 気候変動影響評価等小委員会,(2015).日本における気候変動による影響に関する評価

報告書） 

 50 年後の 5 年確率の 10 分・60 分間降雨強度が、現在より 1.1 倍程度（50 パーセンタイル値

（中央値））、最大で 1.3～1.4 倍程度（95 パーセンタイル値）に増加する。10 年確率の降雨強

度についても 5 年確率の降雨強度と同様の傾向が示されている。浸水シミュレーションによ

る影響評価の結果、10 分間降雨強度の増加により水位上昇が顕著となるほか、10 分間と 60

分間の降雨強度の増加により、浸水深 20cm 以上（床下浸水相当以上）の浸水面積が増加し

た。（国土交通省 国土技術政策総合研究所 気候変動適応研究本部（2013）.  国土技術政策

総合研究資料 気候変動適応策に関する研究（中間報告）. 【 p.II-56】） 

 
【近隣地域】 

 1/10 年確率雨量が増加し、農地の水害や水食のリスクが増加する。RCM20 に基づいた将来の 1/10

年確率雨量は、増加傾向のモデル地区が見られた。将来（2050 年）の水位が目安水位（作物被害

が著しく生じる恐れがある水位）を超えた地区は検討モデル地区の 50%。また、モデル地区の土
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壌侵食量は、降雨係数が現況より 1.1～1.3 倍程度になるに伴い、増加する。（農業農村工学会誌

vol.79 No.12 2011）（日本のモデル地区（東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、沖縄）） 

 
2) 沿岸 

A) 海面上昇 

【兵庫県】 

 西日本において、温暖化による高潮で浸水する危険がある面積や人口は、瀬戸内海などの閉

鎖的海域や入り江などで大きいことが報告されている。海面水位が 60cm 上昇した場合、ゼ

ロメートル地帯の面積とそこに暮らす人口が 5 割も拡大するため、将来の海面水位の上昇は、

深刻な事態をもたらす恐れがある。 

 全国を対象とした予測において、シナリオ別の 2090s における海面上昇値は 0.15m(450s)、

0.19m(550s)、0.24m(BaU)と見積もられている。 

 
【近隣地域】 

 西日本において、温暖化による高潮で浸水する危険がある面積や人口は、瀬戸内海などの閉鎖的

海域や入り江などで大きい。2030年では、中国・四国・九州地方で高潮により浸水する危険のあ

る面積は 19,000ha、人口は 34 万人である。高潮浸水の危険があると推定される場所は、波浪や

津波の危険が大きくないため沿岸の防護水準が低く、低地が広がっている場合が多い。また、古

くに開発されたため防護水準が低かったり、港湾や漁港として海陸を往来するための防護水準が

低くなっていたりしているのが特徴である。（沿岸域災害～高潮浸水や液状化現象の増加～（茨城

大学 都市システム工学科）） 

 

図 2.1.4-12 西日本における高潮浸水（海面上昇 60cm、高潮増大率 1.3） 
出典：沿岸域災害～高潮浸水や液状化現象の増加～（茨城大学 都市システム工学科） 
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 三大湾（東京湾・伊勢湾・大阪湾）周辺には、ゼロメートル地帯が広がっており、現在 388 万人

が暮らしている。ゼロメートル地帯は、浸水リスクが非常に高く、仮に海面水位が 60cm 上昇す

ると、ゼロメートル地帯の面積とそこに暮らす人口が 5 割も拡大するため、将来の海面水位の上

昇は、深刻な事態をもたらす恐れがある。（文部科学省・気象庁・環境省(2013). 気候変動の観測・

予測及び影響評価統合レポート「日本の気候変動とその影響」【p.41】）（東京湾、伊勢湾、大阪湾） 

 

 
約 60cmの海面上昇とは、AR4で 21世紀末に予測される全球平均海面水位の上昇の予測の上限（A1FIシナリオ：59cm）に相当する。
現在気候は 1979-2003年、将来気候は 2075-2099年。 

図 2.1.4-13 高潮リスクを有するエリアの変化 
出典：文部科学省・気象庁・環境省(2013). 気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート  

「日本の気候変動とその影響」 
 

 シナリオ別の 2090s における海面上昇値は 0.15m(450s)、0.19m(550s)、0.24m(BaU)と見積もられる。

（温暖化影響総合予測プロジェクトチーム（2009）. S-4 温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安

定化レベル検討のための温暖か影響の総合評価に関する研究 第 2 回報告書 地球温暖化「日本

への影響」-長期的な気候安定化レベルと影響リスク評価. 【pp.27-29】）（西日本、三大湾） 

 
B) 高潮・高波 

【兵庫県】 

 伊勢湾と大阪湾では台風強度の増加に対して浸水人口が直線的に増加すると予測されてい

る。また、海面上昇量の増大に対して伊勢湾と大阪湾では浸水人口が概ね等間隔で増加する

と予測されている。 

 海面水位の上昇、台風の強大化により、瀬戸内海における高潮時の潮位が上昇し、海岸

保全施設等の設計高潮位を超える潮位の発生確率が著しく高まるといった研究成果が発

表されており、三大湾以外の地域でも高潮浸水被害が頻発する恐れがある。 

 

【近隣地域】 

 伊勢湾と大阪湾では台風強度の増加に対して浸水人口が直線的に増加する。これに対して東京湾

では、海面上昇 0cm、30cm では台風強度が増加しても浸水面積はほとんど増えないが、海面上昇

が 60cm になると台風強度の増加に対して浸水人口が加速度的に増加する。海面上昇量の増大に

対して伊勢湾と大阪湾では浸水人口が概ね等間隔で増加する。これに対して東京湾では、海面上

昇 60cm のときの浸水人口と海面上昇 30cm のときの浸水人口の差は、海面上昇 30cm のときの浸

水人口と海面上昇 0cm のときの浸水人口の差よりも著しく大きい。（鈴木武・柴木秀行（2011）, 
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越波・越流共存時の護岸通過流量のモデル化と三大湾高潮浸水被害の地球温暖化による感度の推

定 国総研研究報告第 46 号）（東京湾、伊勢湾、大阪湾） 

 IPCC の予測のとおり仮に海面水位が 59cm 上昇した場合を想定すると、三大湾のゼロメートル地

帯の面積及び人口は約 5 割増加することとなり、高潮等の災害リスクは更に増大することとなる。

この災害リスクを具体的に把握するため、不測の事態で水門や護岸が破壊された前提で、地球温

暖化により海面水位が 60cm 上昇したと仮定し、我が国に上陸した最大規模の台風が東京湾、大

阪湾を通過した場合の港湾背後の高潮浸水被害を試算した結果によると、数十兆円規模の資産被

害が予測されている。一方、海面水位の上昇、台風の強大化により、瀬戸内海における高潮時

の潮位が上昇し、これにより海岸保全施設等の設計高潮位を超える潮位の発生確率が著しく

高まるといった数値予測による研究成果も発表されており、三大湾以外の地域でも高潮浸水

被害が頻発する恐れがある。（交通政策審議会（2009）. 地球温暖化に起因する気候変動に対

する港湾政策のあり方（答申）【p.4】）（三大湾、瀬戸内海） 

 

B) 海岸侵食 

【兵庫県】 

 海面水位の上昇や、台風の激化に伴う高波浪が増加すること等によって、海岸侵食がより進

行していくと想定される。 

 30cm の海面水位の上昇により、我が国の砂浜の約 6 割が消失するとの予測がある。 

 
【全国】 

 海岸侵食は、海底で生じる岸向きと沖向きの土砂移動の平衡が崩れること等によって生じる。

これが、海面水位の上昇に伴って平衡状態が変化していくことにより、上昇分以上に汀線が後

退する。さらに、台風の激化に伴い高波浪が増加すること等によって、海岸侵食がより進行し

ていくと想定される。その一方で、土砂生産量や流出量の変化により供給が増える可能性があ

るなど、不確実性が高い。（文部科学省・気象庁・環境省(2013). 気候変動の観測・予測及び影

響評価統合レポート 「日本の気候変動とその影響」【p.41】）（日本） 

 30cm の上昇でも、全国で 10,810ha の砂浜が侵食され、それは現存している砂浜の 56.6%に相当

する。（三村信男・井上馨子・幾世橋慎・泉宮尊司・信岡尚道：「砂浜に対する海面上昇の影響

評価(2)―予測モデルの妥当性の検証と全国規模の評価―」海岸工学論文集第 41 巻（1994）

pp.1161-1165） 

 

 海岸域では現時点でも供給土砂量の減少により海岸侵食が進行しているところもある中で、さ

らなる海面水位の上昇や台風の激化により、砂浜の消失など海岸侵食の増加が想定される。

30cm の海面水位の上昇により、我が国の砂浜の約６割が消失するとの予測もある。このよう

に、海面水位の上昇や台風の激化などによる影響は、国土保全の観点から大きな支障となる。

（国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化へ

の適応策のあり方について（答申）.【p.24】.） 
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表 2.1.4-1 海面上昇による全国規模の侵食量の予測 
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3) 山地 

A) 土石流・地すべり等 

【兵庫県】 

 土砂流出量の増加は、中下流部において多量の土砂と一体となった洪水を発生させる恐れが

あるほか、河道への大量堆積による氾濫の危険性、河川環境への影響が懸念される 

 気候変化による土砂災害の発生規模の増大の結果として、深層崩壊の発生頻度の増加等によ

る崩壊土砂量の増大や、土石流等の到達範囲の拡大が想定される。 

 
【全国】 

 土砂流出量の増加は、中下流部において多量の土砂と一体となった洪水を発生させる恐れが

あるほか、河道に大量の土砂が堆積することによって、氾濫の危険性が高まるとともに、河

川環境への影響も懸念される。またダム貯水池への堆砂が急速に進行しダムの機能に支障を

与えることが想定される。（社会資本整備審議会、2008、水災害分野における地球温暖化に伴

う気候変化への適応策のあり方について（答申）） 

 図は、現在に比べて 2050 年と 2100 年で、都道府県別に斜面崩壊の発生確率がどの程度変化

するかを予測した研究例である。関東北部から東北南部、東北日本海側から北陸地方を中心

に、斜面崩壊確率の上昇が見込まれている。（川越清樹，肱岡靖明，高橋潔，2010：温暖化政

策支援モデルを用いた気候変動に対する斜面崩壊影響評価．地球環境研究論文集，18，29-36.） 

 
現在気候（1971-2000年）に対する 2050年期（2046-2065年）、2100年期（2081-2100年）の増加量。斜面崩壊発生確率モデ
ル)と温暖化政策支援モデル)、SRES A1Bシナリオを利用。 

図 2.1.4-14 斜面崩壊発生確率の増加量 
出典：川越清樹，肱岡靖明，高橋潔，2010：温暖化政策支援モデルを用いた気候変動に対する斜面崩壊影

響評価．地球環境研究論文集，18，29-36 

 

 気候変化による影響は、降水量の時間的、空間的変化をもたらし、土石流、地すべり等の土

砂災害の誘因となる短時間雨量や総雨量の増加を生じさせることが考えられる。また、現時

点では不明確な部分が多いが、土砂災害の素因となる表層の風化を進展させ、山地斜面の植

生を変化させることも考えられる。土砂災害に対して想定される影響としては、発生頻度の
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増加、発生時期の変化、発生規模の増大などが考えられる。発生頻度の増加の結果としては、

崩壊発生分布域の拡大や土砂災害危険箇所以外での発生が考えられ、同時多発的な土砂災害

の増加も考えられる。特に、これまで大雨が少なかった地域で想定を超える降雨が発生した

場合は、激甚な土砂災害が発生する恐れがある。発生時期の変化の結果としては、降雨の降

り始めから崩壊発生までの時間が短縮化し、避難を必要とするまでの時間が短くなることが

考えられる。発生規模の増大の結果としては、深層崩壊の発生頻度の増加等による崩壊土砂

量の増大や、土石流等の到達範囲の拡大が想定される。（国土交通省 社会資本整備審議会

（2008） 水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答

申）.【pp.19-20】） 

 

4) その他 

A) 強風等 

【兵庫県】 

 過疎化、高齢化が進む中山間地域において、管理の放棄等により森林の荒廃が進む中、降水

量や短時間降雨強度の増加、台風の激化等により土砂災害や風倒木災害の増大が想定される。 

 3～5 月では 21 世紀末の全国及び近未来の北海道・沖縄を除く各地域、9～11 月では 21 世紀

末の日本海側と九州で高 TVPVlfc（竜巻の最大強度の将来変化を予測する指標）の出現頻度

増加が優位となるとの予測がある。 

 

【全国】 

 過疎化、高齢化が進む中山間地域において、管理の放棄等により森林の荒廃が進む中で、降

水量や短時間降雨強度の増加、台風の激化等により、土砂災害や風倒木災害の増大が想定さ

れる。土砂災害では、発生頻度の増加、発生時期の変化、発生規模の増大などによる直接的

な被害の増加が想定される。（国土交通省 社会資本整備審議会（2008） 水災害分野における

地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）.【p.23】.） 

 12～2 月では 21 世紀末の北海道～東海の太平洋側、3～5 月では 21 世紀末の全国及び近未来

の北海道・沖縄を除く各地域、9～11 月では 21 世紀末の日本海側と九州で高 TVPVlfc（竜巻

の最大強度の将来変化を予測する指標）の出現頻度増加が優位となる。一方 6～8 月では 21

世紀末の北海道日本海側で優位な増加予測となるが、それ以外の地域での竜巻強度は将来む

しろ弱まる。（文部科学省研究開発局（2013). 21 世紀気候変動予測革新プログラム 超高解像

度大気モデルによる将来の極端現象の変化予測に関する研究. 【pp.40-41】） 

 

(5) 健康 

1) 冬季の温暖化 

A) 冬季死亡率 

【兵庫県】 

 冬季の気温上昇により、低気温関連死亡の占める割合は全国的に減少する。 
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【全国】 

 2030 年代の冬季の平均気温は 2000 年代よりも上昇し、低気温関連死亡の占める割合は全国

的に減少する。一方で影響を最も大きく受ける高齢者が増加するため、低気温関連死亡数自

体は増加する。超過死亡数は都市部で顕著にみられる。（気候変動適応研究推進プログラム：

RECCA (2012), 平成 24 年度 大気環境物質のためのシームレス同化システムの構築とその

応用（SALAS）報告書 【p.132】）（全国及び関東） 

 

2) 暑熱 

【兵庫県】 

 （死亡リスク）冬季の気温上昇により、低気温関連死亡の占める割合は全国的に減少する。 

 （熱中症）熱中症搬送者数は、21 世紀末では、RCP2.6 を除き、年代によらずほぼ全県にお

いて 2 倍以上になると見積もられている。 

 
A) 死亡リスク 

【全国】 

 日本における熱ストレスによる死亡リスクは、450s シナリオ 2 及び BaU シナリオ 2 の場合、

今世紀中頃（2050 年代）には 1981～2000 年に比べ、約 1.8～2.2 倍、今世紀末（2090 年代）

には約 2.1～約 3.7 倍に達することが予測されている。RCP2.6 シナリオ 2 の場合であって

も、.熱ストレス超過死亡数は、年齢層に関わらず、全ての県で 2 倍以上になると予測されて

いる。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委員会,(2015).日本における気

候変動による影響に関する評価報告書） 

 

B) 熱中症 

【全国】 

 温暖化の進行に伴い、熱ストレス超過死亡者数（適応なし）および熱中症搬送者数は急激に

増加する。熱ストレス超過死亡者数は、適応策がない場合、将来期間、RCP、年代によらず、

すべての県において 2 倍以上となる。適応策ありの場合、その定義から、今回の設定(人口が

現状)では超過死亡数が現状とほぼ同一となるが、実際には 100%の適応はありえず、適応な

しよりは低くなるものの、超過死亡数は増加するものと考えられる。熱中症搬送者数は、21

世紀半ばの RCP8.5 において、四国を除き、2 倍以上を示す県が多数となる。21 世紀末では、

RCP2.6 を除き、年代によらずほぼ全県において 2 倍以上の搬送者数になると見積もられた。

（茨城大学地球変動適応科学研究機関（ICAS）、独立行政法人 国立環境研究所（2014）. S-8

地球温暖化「日本への影響」－新たなシナリオに基づく総合的影響評価予測と適応策－

【pp.34-35】） 
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3) 感染症 

【兵庫県】 

 水系感染症への温暖化の影響としては、海水温の上昇により、海洋を漂って移動するコレラ

菌が、熱帯だけでなく日本にも到達するなど流行が広がる可能性が考えられる。また、海面

上昇や降雨量の増大により、水害が多発すると下痢症患者の増大につながる恐れがある。 

 ヒトスジシマカの分布可能域は、21 世紀末には、北海道の一部にまで広がることが予測され

ている。 

 

 

A) 水系・食品媒介性感染症 

【全国】 

 九州・沖縄地方は気温や海水温の上昇などの気候の変化により、水系感染症や蚊媒介性感染

症のリスクが高まることが予想される。水系感染症への温暖化の影響としては、海水温の上

昇により、海洋を漂って移動するコレラ菌が、熱帯だけでなく日本にも到達するなど流行が

広がる可能性が考えられる。また、海面上昇や降雨量の増大により、水害が多発すると下痢

症患者の増大につながる恐れがある。（環境省 九州地方環境事務所（2012）. 地球温暖化に

よる九州・沖縄地方への影響を知り、適応を進めるために【p.38】） 

 

B) 節足動物媒介感染症 

【全国】 

 RCP8.5 シナリオ 10 を用いた予測では、ヒトスジシマカの分布可能域は、21 世紀末には、

北海道の一部にまで広がることが予測されている。ただし、分布可能域の拡大が、直ちに疾

患の発生数の拡大につながるわけではない。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響

評価等小委員会,(2015).日本における気候変動による影響に関する評価報告書） 

 

C) その他の感染症 

【近隣地域】 

 東南アジアでは、インフルエンザの流行が例年 6～8 月にピークがあると言われ、2000～2002 年

のタイの報告では、1～2 月と 6～7 月にピークがあり、この流行パターンと類似していることか

ら、今後、温暖化に伴う気象変動により、沖縄県のインフルエンザ流行形態も東南アジア型に移

行することも考えられるので夏場の監視を強化する必要があるとしている。（広島県環境県民局

環境部環境政策課（2009）. 広島県内における温暖化影響調査報告書【p.49】）（沖縄県） 

 
4) その他 

【兵庫県】 

 気温の上昇により光化学オキシダント濃度の上昇が加速する可能性がある。 
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A) 複合影響等 
【近隣地域】 

 光化学オキシダントは、その成分のほとんどを占めるオゾンが気温の上昇によって生成が速まる

性質があることや、気温の上昇により原因物質である揮発性有機化合物等の揮発量が増加するこ

とにより、温暖化により濃度が上昇すると考えられている。広島県内の一般測定局の光化学オキ

シダントの濃度の推移をみると、1980 年代から上昇傾向を示している。光化学オキシダント濃度

の上昇は、日射や風速などの気象条件や、東アジア諸国からの窒素酸化物排出量の増加など、様々

な要因が複合的に関連しているため、温暖化による直接的な上昇とは断定できないものの、今後

温暖化が進めば、さらに濃度の上昇が加速する可能性もある。（広島県環境県民局環境部環境政策

課（2009）. 広島県内における温暖化影響調査報告書【p.50】）（日本、広島） 

 

(6) 産業・経済活動 

【兵庫県】 

 産業・経済活動への影響については、国の影響評価においても文献が少ないとされているが、

以下のような影響の可能性等が指摘されている。兵庫県における影響について、現時点では

情報が不足している。 

 GDP に与える影響は 2050 年、2100 年のいずれにおいても、全体として極めてポジテ

ィブな影響となる。 

 年間を通して気温が 1度上昇した場合、各部門の中でのエネルギー消費年間変動量は

民生部門で突出しており、民生部門の 2.5[PJ/year の増加に対して、運輸部門では

0.2[PJ/year]の増加にとどまった。 

 アパレル業界では、気候変動は季節性を有する製品の売上、販売計画に影響を与えう

ると指摘する研究がある。 

 自然災害とそれに伴う保険損害が増加し、保険金支払額が増大すると予測され、再保

険料の増加が予測されている。 

 2050 年頃には、夏季は気温の上昇等により観光快適度 6 が低下するが、春季や秋～冬

季は観光快適度が上昇すると予測されている。 

 建設業や土木作業では、エネルギー費用や建材、構造健全性、建設工程などへの影響

が予測されている。 

 「東アジア及び太平洋地域」では、CO2 施肥効果を考慮すると CSIRO シナリオでは正

の影響（輸入量が減少）、NCAR シナリオでは負の影響が生じる。 
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1) 製造業 

【全国】 

 GDP に与える影響は 2050 年、2100 年のいずれにおいても、日本の農業、健康、観光、海面

上昇の部門ではポジティブな影響となるが、エネルギー需要はネガティブな影響となる。全

体として、極めてポジティブな影響となる。エネルギー需要は 2050 年時点においても極めて

ネガティブな影響を被る。（Fabio Eboli et al. （2010）. Climate change feedback on economic 

growth: explorations with a dynamic general equilibriummodel. Environment and Development 

Economics, Vol.15 【pp.515-533】）（全世界（8 地域に分類。日本は 8 つの内の 1 つ）） 

 

2) エネルギー 

A) エネルギー需給 
【近隣地域】 

 年間を通して気温が 1度上昇した場合、 

 業務建物における年間エネルギー消費への気温影響に関して、年間を通した合計変動割合が夏

季の増加が冬季の減少を上回り、大阪市域で 2.2%の増加に対して、大阪市域外では 1.9%の増加

に相当することが示された。大阪府全域では 2.1%の増加が見込まれた。 

 民生部門全体のエネルギー消費への気温影響に関しては、年間を通した合計変動割合は、大阪

市域で 1.3%の増加に対して、大阪市域外では住宅の減少と業務建物の増加が概ね相殺されるこ

とが示された。なお、大阪府全域では 0.6%の増加が見込まれた。 

 産業部門におけるエネルギー消費への気温影響に関して、その影響は無視できることが示され

た。 

 運輸部門におけるエネルギー消費への気温影響に関して、年間を通した合計変動割合は、夏季

の増加と冬季の減少が打ち消しあうため、大阪府全域で 0.1%の増加に相当することが示された。 

 各部門の総合影響に関して、年間変動量は民生部門で突出しており、民生部門の 2.5[PJ/year の

増加に対して、運輸部門では 0.2[PJ/year]の増加にとどまった。 

（鳴海大典，二浦尾友佳子，下田吉之，水野 稔(2007). 昇温が大阪府域のエネルギー消費に及

ぼす影響. 日本建築学会環境系論文集 613，pp.71-78.）（大阪府） 
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3) 商業 

【全国】 

 アパレル業界では、気候変動は季節性を有する製品の売上、販売計画に影響を与えうると指

摘する研究がある。また、CDP プロジェクトにおいて、個別の企業や業界がこれまで被った

と考える影響を試算したり、今後の経済損失や影響を試算したりした海外の事例（一部、現

在の状況に関する事例も含む）があり、日本の個別企業、業界においても同様の例がありう

ると考えられる。 

 アパレル：降雨や干ばつといった降水の時空間分布の変化は綿花の収穫減少と綿花価格

の上昇をもたらす。異常気象は消費行動の変化を通じてビジネスへの打撃となる。 

 ホテル：平均気温の変化は、光熱費の増加となりコストアップにつながる。 

 小売：異常気象により店舗の閉鎖を余儀なくされる。 

（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委員会,(2015).日本における気候変

動による影響に関する評価報告書） 

4) 金融・保険 

【全国】 

 日本においても、自然災害とそれに伴う保険損害が増加し、保険金支払額が増大すると予測

され、再保険料の増加が予測されている。ただし、その定量的な予測の方法については明示

されていない。なお、日本を含む世界全体では、再保険会社などが自然災害に伴う損害額に

ついて定量的予測を示している。1 つのシナリオは、2040 年までに単年で 1 兆米ドルを超え

る直接損失を少なくとも 1 回は生じさせるとの予測を示している。また、保険・金融業への

影響リスクについて定性的に整理されている。保険業については、付保できない分野の登場、

再保険の調達困難などの脅威がある一方、保険需要の高まり、新規商品開発の可能性などビ

ジネス機会が生じると示されている。金融業については、担保資産への損害や気象の変化に

よる経済コストの上昇などの脅威がある一方、適応事業融資、天候デリバティブの開発など

のビジネス機会が示されている。1 つの研究は、沖縄を除く日本全土を対象に、気候変動に

よる稲作不良に対する保険金支払額の影響評価を行い（A2 シナリオを前提とした

MRI-CGCM2 による気候予測情報を使用）、政府の稲作不良への保険金支払い額は、日本全

体で、2070 年代に 1990 年代の支払額の 87%に減少すると予測している。これは、冷夏が減

少するためである。北海道、東北地方で支払い額が減少する一方で、関東、北陸、近畿地方

で支払額が増加すると予測している。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等

小委員会,(2015).日本における気候変動による影響に関する評価報告書） 

 

5) 観光業 

B) レジャー 



81 

【全国】 

 A1B シナリオを用いた予測では、2050 年頃には、夏季は気温の上昇等により観光快適度が

低下するが、春季や秋～冬季は観光快適度が上昇すると予測されている。スキーに関しては、

降雪量及び最深積雪が、2031～2050 年には北海道と本州の内陸の一部地域を除いて減少する

ことで、ほとんどのスキー場において積雪深が減少すると予測されている。海面上昇により

砂浜が減少することで、海岸部のレジャーに影響を与えると予測されている。（中央環境審議

会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委員会,(2015).日本における気候変動による影響に

関する評価報告書） 

 

6) 建設業 

【全国】 

 建設業や土木作業では、エネルギー費用や建材、構造健全性（structural integrity）、建設工程

などへの影響が予測されている。（中央環境審議会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委

員会,(2015).日本における気候変動による影響に関する評価報告書） 

 

7) 医療 

現時点で全国、兵庫県あるいはその周辺域とも、具体的な研究事例は確認できていない。 

 

8) その他 

A) 海外影響等 

【全国】 

 「東アジア及び太平洋地域」では、CO2 の施肥効果を考慮しなければ、天水又は灌漑栽培の

「とうもろこし、米、大豆、麦」の生産量は、温暖化の影響により、2050 年において 2000

年時の生産量と比べて負の影響が生じる（天水栽培のとうもろこしを除く）。CO2 の施肥効

果を考慮すると、負の影響が緩和され、正の影響に転じるものも生じる（影響のパターンが

多数のため、正の影響に転じる具体的な作物・栽培手段は省略）。世界的に見て、上記農作物

の 2050 年における価格は、気候変動が無くても上昇するが、気候変動の影響により追加的な

価格上昇が生じる。CO2 施肥効果を考慮すると、価格上昇が緩和される。「東アジア及び太

平洋地域」では、2000 年時点で農作物の純輸入地域であり、気候変動の無いシナリオでの、

2050 年時の輸入量は大幅に増加する。一方、CSIRO シナリオでは輸入量が若干低下し、NCAR

シナリオでは純輸出地域に転じる。CO2 施肥効果を考慮すると CSIRO シナリオでは正の影響

（輸入量が減少）、NCAR シナリオでは負の影響が生じる。（Nelson, G. et al. (2009) .The Role of 

International Trade in Climate Change Adaptation. ICTSD– IPC Platform on Climate Change, 

Agriculture and Trade, Issue Paper No.4. International Centre for Trade and Sustainable Development, 

Geneva, Switzerland and International Food & Agricultural Trade Policy Council, Washington DC, 

USA,）（全世界） 
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(7) 国民生活・都市生活 

【兵庫県】 

 水道事業業務指標の総合点では中部、中国、四国、九州地方で得点が低くなっている。特に

経営については中部、近畿、中国、四国、九州地方で 3 から 4 割と、給水原価が比較的高い

上に、供給単価を上回っている水道事業体の割合が非常に高くなっている。 

 サクラの将来の開花日は北日本などでは早まる傾向にあるが、西南日本では遅くなる傾向が

見られた。 

 「熱帯夜」の指標となる屋外最低気温で覚醒割合との関係を見ると、冷房利用の有無を含め

た全データで、就寝中の屋外最低気温が 25℃を越えるとおおよそ 4 人に 1 人の割合で覚醒

している。 

 気温上昇に伴い、WBGT（黒球湿球温度）も全体的に上昇傾向にあり、ピークが現状 25℃か

ら 2070 年代には 28℃にシフトしている。28℃は熱中症予防の観点からの厳重警戒域である。 

 

1) 都市インフラ、ライフライン等 

A) 水道、交通等 

【全国】 

 水道事業業務指標の総合点では北海道、東北地方が得点が高く、中部、中国、四国、九州地

方で得点が低くなっている。それぞれの地方で、水源、配水、水質、経営についてそれぞれ

脆弱だと考えられる L2 以下となった事業体の割合を比較すると、経営、次いで水質につい

て脆弱だと考えられる上水道事業体の割合が高くなっている。また、特に水源については北

海道で、水質については東北地方で L2 以下の上水道事業体の割合が高い。配水については

全ての地方で L2 以下の割合が非常に低く全国的に余裕のあることがわかる。経営について

は中部、近畿、中国、四国、九州地方で 3 から 4 割と、給水原価が比較的高い上に、供給単

価を上回っている水道事業体の割合が非常に高くなっている。（渡辺、矢部ら（2011）. 業務

指標を用いた気候変動に対する小規模水道事業体の脆弱性評価. 第 19回地球環境シンポジウ

ム） 

 

2) 文化・歴史などを感じる暮らし 

A) 生物季節、伝統行事・地場産業等 
【近隣地域】 

 （サクラの）将来の開花日は北日本などでは早まる傾向にあるが、西南日本では遅くなる傾向が

見られた。この傾向は、先行研究の丸岡・伊藤（2009）の結果と一致する。この傾向が現れる理

由は、西南日本では、将来の地球温暖化時に冬季の必要な低温量が満たされず、休眠が十分にさ

れなくなるためであると考えられる。今世紀中ごろおよび今世紀末には、地球温暖化に伴い開花

から満開までに必要な日数は短くなる結果となった。推定した開花から満開までの期間（開花期

間）の日数を地点別に現在および 2 つの将来の期間（2046～2065 年と 2081～2100 年）別に平均

した結果、2 つの期間の将来の値は、6 つの GCM でほぼ差がなかった。また、SRES-A1B 排出シ

ナリオ下における、現在（1985～2009 年）の平均開花期間の日数との偏差割合の結果、将来的に
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全てのケースで開花から満開までに要する日数は短くなることを示している。最も満開までの期

間が短くなったのは SRES A2 シナリオにおける松江（-4.7 日。現在平均期間の-55.3%）である。

同じ期間での排出シナリオの違いによる日数の差はあまり大きくない。また、同じ排出シナリオ

の場合に、今世紀中ごろと今世紀末の予測期間による日数の差も、排出シナリオの違いによる差

と同程度である。開花期間が短縮する割合は今世紀末に近づくほど大きくなる傾向にあり、同じ

予測時期では、SRES A2 シナリオでのほうが SRES A1B より大きくなる。（塚原、林（2012）. 温

暖化がサクラの開花時期に及ぼす影響. 地球環境. Vol.17. No.1/2012.【pp.31-36】）（本州・四国・九

州の 52 地点） 

 

 
左図：2046～2065 年，右図：2081～2100 年 

図 2.1.4-15 現在の気候条件における平均開花日からの偏差（A1B シナリオの場合） 
出典：塚原、林（2012）. 温暖化がサクラの開花時期に及ぼす影響. 地球環境. Vol.17. No.1/2012.【pp.31-36】 

 

 

3) その他 

A) 暑熱による生活への影響等 

【近隣地域】 

 就寝中の屋外平均気温が高くなるにつれて就寝中に冷房を使用する割合が高くなっており、夜間

の気温上昇が冷房利用を増加させることがわかる。冷房を使用していない場合には屋外平均の上

昇ととともに覚醒割合が単調に増加するものの、冷房を使用している場合には屋外気温により覚

醒割合は屋外平均気温 27℃で約 4 割と最も多くなり、屋外気温が 28℃以上になると逆に覚醒割

合が低下する傾向を示している。「熱帯夜」の指標となる屋外最低気温で覚醒割合との関係を見る

と、冷房利用の有無を含めた全データで、就寝中の屋外最低気温が 25℃を越えるとおおよそ 4 人

に 1 人の割合で覚醒している。（社団法人 環境情報科学センター（2008). 平成 20 年度 ヒー

トアイランド対策の環境影響等に関する調査業務. 【pp.43-48】）（東京、大阪、福岡） 

 地球温暖化とヒートアイランドの両方を考慮して、三大都市を対象とした夏季の気候の将来予測

を行った。WRF（領域気象モデル Weather Research and Forecasting）が観測値を良好に再現してい

る。2070 年代の気候予測実験の結果は現状再現実験の結果と比べて、3℃程度上昇していた。そ

の上昇量は特に濃尾平野で顕著に認められる。気温上昇に伴い、WBGT（黒球湿球温度）も全体
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的に上昇傾向にあり、ピークが、現状 25℃から 2070 年代には 28℃にシフトしている。28℃は熱

中症予防の観点からの厳重警戒域である。観測期間：2000 年～2009 年（日下博幸、高田智行、原 

政之、足立幸穂 (2010) 三大都市圏を対象とした夏季気候の再現計算と将来予測、日本気象学会大

会講演予講集 97, 111）（三大都市圏） 

 

 

 
濃い棒グラフが現状再現計算、薄い棒グラフが将来予測の結果 

図 2.1.4-16 東京におけるＷＢＧＴの頻度分布 

 
出典：日下博幸、高田智行、原政之、足立幸穂 (2010) 三大都市圏を対象とした夏季気候の再現計算と将来予測、

日本気象学会大会講演予講集 97, 111 

 

2.1.5. その他 

そのほか、兵庫県の社会経済状況についても整理を行った。社会経済状況の整理結果は資料編に示

す。 

 

2.1.6. 地域別の特徴と温暖化により懸念される影響（農業・林業・漁業分野での整理） 

  兵庫県では、但馬、播磨、丹波、阪神、淡路の 5 地域それぞれに、変化に富んだ地形と気候が生

み出す多様な自然環境の下、各地域で特色のある農産物、食文化などが根付いている。 

  地球温暖化への適応策を考える上で、こうした地域ごとの一次産業の特徴、温暖化への影響の受

けやすさを考慮した上で適応策を立案することが重要となる。そこで、ここでは、農業、林業、漁

業について、各地域の特徴と温暖化により懸念される影響をとりまとめた。 

 

(1) 農業 

 水稲については、3℃程度の気温上昇以上になると、北海道・東北地方を除いてコメ収量は

減少すると予測されている。播磨地域、阪神地域、淡路地域を中心に栽培されているキヌヒカ

リは夏場の高温が続くと食味や品質が落ちることが知られているため、高温に強いキヌムスメ

等の新品種による代替が検討されている。また、播磨地域で育てられている酒米の山田錦につ

いても、出穂後の高温による品質低下が懸念されている。 
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 但馬 播磨 丹波 阪神 淡路 

水稲 コシヒカリ キヌヒカリ 

ヒノヒカリ 

酒米（山田錦） 

コシヒカリ コシヒカリ 

キヌヒカリ 

キヌヒカリ 

 

 野菜については、生育期間が短いものが多く、栽培時期の調整や適正な品種選択を行なうこ

とで、栽培そのものが不可能になる可能性は低いとされている。しかし、トマトや但馬地区の

岩津ねぎ、阪神地区のイチゴなどは夏季の高温等による影響が出始めている。 

 

 但馬 播磨 丹波 阪神 淡路 

野菜 高冷地野菜

（だいこん、

キャベツ、は

くさい等）、岩

津ネギ 

都市近郊農業

（キャベツ、

はくさい、ト

マト等）、ダイ

コン、にんじ

ん 

やまのいも、

なす等 

ホウレンソ

ウ、しゅんぎ

く 

たまねぎ、レタ

ス、はくさい、

キャベツ等 

 

果樹については、寒暖の差が激しくなることによって、丹波地域のクリや播磨・阪神・淡路

地域のイチジクへの凍害発生が拡大しつつある。 

 

 但馬 播磨 丹波 阪神 淡路 

果樹 ナシ、お茶 ぶどう、イチ

ジク 

クリ、お茶 花木庭園樹 

イチジク、ブ

ドウ 

イチゴ 

施設花卉（カー

ネーション、ス

トック、きく、

きんせんか等）、

びわ、イチジク 

 

麦、大豆、飼料作物等については、麦や大豆で減収の可能性があるとされているが、特に丹

波地域の特産品である「丹波黒大豆」や「丹波大納言小豆」が、夏季高温の影響による品質低

下を引き起こすことが明らかとなっている。 

 

 但馬 播磨 丹波 阪神 淡路 

麦、大豆、

飼料作物

等 

－ 六条大麦 黒大豆、小豆 － － 
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畜産については、但馬地域等で生産されているブロイラー等の養鶏で、西日本において産肉

量が比較的大幅に低下する地域の拡大が懸念されている。また、播磨・阪神・淡路等の乳牛（酪

農）については、適した環境温度が 4℃～24℃と言われる中、これ以上になると生理的ダメー

ジを受けることが指摘されている。 

 

 但馬 播磨 丹波 阪神 淡路 

畜産 ブロイラー 

肉用牛（但馬

牛） 

採卵鶏 

酪農 

肉用牛 酪農 

肉用牛 

肉用牛 

酪農 

 

病害虫、雑草については、各地域でこれといった情報は確認されていないが、温暖化の影響

による新たな病虫害被害としてミナミアオカメムシによる斑点病等について、特に集約的土地

利用が行なわれている淡路地域等で注意が必要である。 

農業生産基盤については、無降雨日数の増加や積雪量の減少による渇水の増加、但馬地域等

の高原野菜生育地での温暖化の影響等が懸念される。 

 

 但馬 播磨 丹波 阪神 淡路 

農業生産

基盤 

高冷地野菜 平野部では都

市近郊型農

業、中山間部

では稲作主体 

 都市的環境、

多様な農業 

温暖な気候と

立地条件 

 

 

(2) 林業 

木材生産については、主に阪神・淡路地域や播磨南部地域に多い落葉広葉樹林の中に多いア

カマツの松枯れの拡大、主に但馬・丹波地域、鉢北部地域に多いスギ・ヒノキ植林の林齢の高

い人工林への影響が懸念される。 

 特用林産については、シイタケやマツタケ等の収量に与える影響については現時点では明ら

かになっていない。 

 

 但馬 播磨 丹波 阪神 淡路 

木材生産

（人工林

等） 

スギ・ヒノキ

植林主体 

北部はス

ギ・ヒノキ植

林主体、南部

は落葉広葉

樹林主体 

スギ・ヒノキ

植林主体 

落葉広葉樹

林主体 

落葉広葉樹

林主体 

特用林産物

（キノコ類

等） 

 シイタケ マツタケ   
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(3) 水産業 

回遊性魚介類については、瀬戸内海地区の特産であるイカナゴは水温 26℃以上になると死亡

率が高くなり、肥満度が低くなることが報告されており、近年の海水温の上昇が影響を与える

可能性が指摘されている。日本海区で漁獲されるスルメイカは水温上昇に伴い産卵盛期が秋－

冬から冬－春にシフトし、漁場が変化することが予想されている。また、瀬戸内海区で漁獲さ

れるマイワシは、温暖化による餌不足を北へ移動することにより補い、産卵場が北に移動する

と予測されている。 

 増養殖については、瀬戸内海区ノリ養殖の栄養塩不足による色落ちが頻発している。また、

ノリの網入れの 10～11 月の水温が上昇することにより、漁期が短縮され、二期作から一期策

に変わる漁場が増加するなどの影響が見られている。 

 

 日本海西区 瀬戸内海区 

回遊性魚介類

（魚類等の生

態） 

ズワイガニ、ベニズワイガニ、ホタ

ルイカ、スルメイカ、ハタハタ、カ

レイ、ホッコクアカエビ、ニギス類

等 

マダイ、マダコ、スズキ、シラス、

イカナゴ、アナゴ、カレイ、タチウ

オ、イワシ等 

増養殖等 － ノリ、ワカメ、カキ 

その他 ・冬季風浪が激しく、浅海域が少な

い漁場 

・10～100トンの漁船による沖合漁

業が盛ん 

・沖合い底引き網漁業経営体数は全

国最多 

・沿岸域ではイカ釣りや定置網等が

営まれている 

・水深が浅く、波浪が穏やかな漁場 

・10トン未満の漁船による沿岸漁

業が主体 

・小型底引き網漁業経営体数は全国

最多 

・船びき網漁業経営体数は全国 2

位 

・ノリやカキ等の養殖も盛ん 
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2.2. 適応計画策定 

適応計画や適応方針の策定、あるいは、地球温暖化対策地方公共団体実行計画への適応に関する内

容の盛り込み方等について、その検討を支援した。 

 

2.2.1. 適応の考え方の整理 

(1) 行政計画への位置づけについて 

気候変動への適応に関する行政計画への位置づけは、地球温暖化対策対策実行計画〔区域施策編〕

の改定や温暖化関連条例の改定に合わせ、緩和策と合わせて適応策の内容を明示する方法と、緩和策

とは別に適応策の基本方針や適応計画を策定する方法が想定される。 

兵庫県では、平成 24 年 3 月「第 3 次兵庫県地球温暖化防止推進計画」を策定し、施策展開の６つの

対策方針の１つに「地球温暖化による影響への適応」を位置付けている。その中では、適応に関する

と取組として、既存施策の体系化、県庁内連携体制の構築等、情報発信などが挙げられている。 

兵庫県は平成 27 年度までに既存施策の整理、既存施策の体系化を実施しており、平成 28 年度には

「第 3 次兵庫県地球温暖化防止推進計画」の改定を予定している。 

今後の行政計画における位置づけについて、平成 28 年度の兵庫県地球温暖化防止推進計画改定に合

わせ、適応に関する具体的施策の方向性を示し、さらに、平成 32 年度の見直しに合わせ、適応計画と

して行政計画に盛り込むことが予定されている。 

本事業では、他の自治体における適応の行政計画への位置づけ方について検討事例を紹介するなど

の支援を行った。 

 
 

2.2.2. 適応策の立案 

(1) 適応策に関する庁内関係部局との調整支援 

 町内関係部局との調整に資するよう、既存資料調査結果や政府の「気候変動の影響への適応計画」

の内容を踏まえ、兵庫県において懸念される影響について下表のような整理・とりまとめを行った。 
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表 2.2.2-1 兵庫県において想定される影響(1) 

分野 中項目 細項目 
影響を与える要因 

懸念される影響 高
温 

大
雨 

渇
水 

海面

上昇 
農業、森林・
林業、水産業 

農業 農業生産総論 
○ ○ ○  

影響の緊急性、重大性、確信度
が高い項目「水稲、果樹及び病
害虫・雑草」 

水稲 ○ ○ ○  

・白未熟粒の発生 

・一等米比率の低下 

・酒米（山田錦）の品質低下 

果樹 ○ ○ ○  
・柑橘類の浮皮 
・クリ・イチジクの凍害発生 

土地利用型作物 ○ ○ ○  ・黒大豆の品質低下（小粒化） 

園芸作物 ○ ○ ○  
・トマトの着果不良 
・露地野菜の生育障害 

畜産 ○    

・家畜（ブロイラー、乳牛）の死
亡 

・乳用牛の乳量低下 
・肥育豚の生産性低下 

病害虫・雑草・動物感染
症 

○ ○ ○  
・ミナミアオカメムシの分布域拡

大 
・害虫被害の増大 

農業生産基盤 ○ ○ ○  

・農業用水の減少 
・洪水による農地被害リスクの    
増加 

・農地の湛水被害の増加 

食品・飼料の安全確保（穀
物等の農産品及びその加
工品、飼料） 

○ ○ ○  
・国産農産物や飼料のかび毒汚 

染 

森林・林
業 

山地災害、治山・林道施
設 ○ ○ ○  

・土砂災害の頻発 
 

人工林 ○ ○ ○  ・風害の増加 
・林齢の高いスギ・ヒノキの枯死 

天然林 ○ ○ ○  － 
病害虫 ○ ○ ○  ・アカマツの松枯れ 
特用林産物 ○ ○ ○  ・しいたけの発生量の減少 

水産業 

海面漁業 ○   ○ 

・回遊性魚介類の分布・回遊域の
変化 

・漁獲対象種（マイワシ）の分布
の北上 

・イカナゴの加入量の減少 

海面養殖業 ○   ○ 

・養殖産地の不適化 
・赤潮発生による二枚貝等のへい

死リスクの上昇 
・養殖ノリ類の色落ち、種付け開

始時期の遅れ 
・マダイ養殖の成長鈍化、感染症

発生リスクの増加 
内水面漁業・養殖業 ○   ○ － 
造成漁場 ○   ○ － 
漁港・漁村 

○   ○ ・海面との差の低い荷さばき所等
の浸水 

その他の
農業、森
林・林業、
水産業 

地球温暖化予測研究、技
術開発 ○ ○ ○ ○ － 

将来予測に基づいた適応
策の地域への展開 ○ ○ ○ ○ － 

農林水産業従事者の熱中
症 ○    ・農林水産業従事者の熱中症の増

加 
鳥獣害 ○  ○  ・野生鳥獣の生育域の拡大 
世界食料需給予測 ○ ○ ○  － 
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表 2.2.2-2 兵庫県において想定される影響(2) 

分野 中項目 
影響を与える要因 

懸念される影響 高
温 

大
雨 

渇
水 

海面

上昇 
水環境・水資
源 

水環境 ○ ○ ○ ○ 

・土砂流入量の増加 
・浮遊砂量の増加 
・沿岸域の塩水遡上域の拡大 
・ため池・ダムの富栄養化、アオコの発生 

水資源 ○ ○ ○  

・水使用量の増加 
・農業用水の需要の増加 
・無降雨日数増、積雪減による渇水の深刻
化 

自然生態系 
陸域生態系 ○ ○ ○ ○ 

・冷温帯林（ブナ林等）の減少 
・暖温帯林の拡大 
・南方系の昆虫の定着 

淡水生態系 ○ ○ ○ ○ ・冷水魚（ヤマメ、イワナ等）の減少 

沿岸生態系 ○ ○ ○ ○ － 

海洋生態系 ○ ○ ○ ○ ・水温上昇による溶存酸素量の低下 

生物季節 ○ ○ ○ ○ ・ソメイヨシノの開花日の早期化 

分布・個体群の変動 
○ ○ ○ ○ ・氷上回廊周辺の融雪水減少による生態系

変化 
自然災害・沿
岸域 

水害  ○   

・洪水ピーク流量の増加 
・氾濫発生確率の増加 
・低平地等の浸水時間の長期化 
・農地等への浸水被害、水食被害の増加 

高潮、高波等    ○ 

・高潮・高波による被災リスクの上昇 
・ゼロメートル地帯の面積の増加 
・砂浜の消失、内陸地の遡上氾濫リスクの
増加 

土砂災害  ○   

・集中的な崩壊・がけ崩れ・土石流の頻 発 
・深層崩壊などの大規模現象の増加 
・土砂災害危険箇所以外への被害拡大 
・治水・利水機能の低下 

その他（強風等）  ○  ○ 

・強風や強い台風の増加 
・竜巻発生好適条件の出現頻度の上昇 
・風倒木災害の増大 
・ソフト対策の効果の相対的な低下、被害
の拡大 

健康 
暑熱 ○    

・熱帯夜の増加 
・熱中症搬送者数の増加 
・熱ストレスによる死亡リスクの増加 

感染症 ○ ○   
・デング熱等の感染症媒介蚊（ヒトスジシ
マカ）の分布可能域の拡大 

・水系感染症（コレラ）の拡大 

その他の健康への影響 ○    
・光化学オキシダント濃度上昇による健康
被害の増加 
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表 2.2.2-3 兵庫県において想定される影響(3) 

分野 中項目 
影響を与える要因 

懸念される影響 高
温 

大
雨 

渇
水 

海面

上昇 
産業・経済活
動 産業・経済活動 ○    ・夏季の電力供給ピークの先鋭化 

・夏季の空調負荷の増大 

金融・保険  ○  ○ 
・自然災害に伴う保険損害の増加 
・再保険の増加 
・保険需要の増加 

観光業 ○   ○ ・スキー場の積雪深の減少 
・砂浜の減少 

その他の影響（海外影響
等）    ○ － 

国民生活・都
市生活 インフラ、ライフライン等

（水道、交通等）  ○ ○ ○ 
・インフラ網の機能停止 
・道路切土斜面への影響 
・都市部の地下街浸水 

文化・歴史などを感じる暮
らし（生物季節、伝統行事、
地場産業等） 

○ ○  ○ 
・自然景観の名所等への影響 
・サクラの開花期間の短縮 

その他（暑熱による生活へ
の影響） ○    ・ヒートアイランドの進行 
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(2) 適応に関する施策体系 

兵庫県では、「第 3 次兵庫県地球温暖化防止推進計画」を踏まえ、各課と調整しながら適応策に係

る施策体系を整理している。参考として、以下に施策体系を示す。 

 

表 2.2.2-4 兵庫県の適応策に関する施策体系 

 
出典：兵庫県ホームページ 
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(3) 兵庫県独自の課題を踏まえた施策の整理 

兵庫県独自の課題を踏まえた適応策について、施策例を整理した。 

 
表 2.2.2-5 兵庫県独自の課題を踏まえた適応策の例 

 現状と課題 施策例 

水産業（養殖） 閉鎖性海域である瀬戸内海におい

てノリの養殖、イカナゴの漁業など

が営まれており、海水温上昇に伴う

品質低下、収量減少が懸念されてい

る。 

胞融合技術等によるノリの新規育

種技術を用いた、高水温耐性を持

った育種素材の開発（国施策との

連携） 

自然生態系 中央分水界のうち最も低い標高の

氷上回廊は、多くの生物の南北の移

動経路として重要な役割を果たし

ている。氷上回廊周辺では、年々雪

が減り、融雪水の減少などが懸念さ

れている。 

気候変動が氷上回廊に与える影響

の予測・評価 

防災（高潮・高波） 県内にはアジア物流の拠点である

神戸港をはじめとする重要港湾が

立地している。国土強靭化アクショ

ンプラン 2014 において、主要港湾

における港湾ＢＣＰの策定割合を

平成２８年度末までに１００％と

する数値指標が示されているが、神

戸港ＢＣＰは現時点で策定されて

いない。 

港湾の事業継続計画(港湾 BCP)策
定（神戸港港湾 BCP 協議会を立ち

上げ議論中） 

産業（観光業 神戸や城崎温泉などで外国人観光

客が増加しており、多言語に対応し

た災害対応が必要となっている。 

地域の観光協会と国際交流団体等

が連携した災害時多言語支援セン

ターの設置検討 

国民生活（都市イ

ンフラ・ライフラ

イン） 

神戸市営地下鉄は開業から 38 年が

経過し、駅舎、車両の老朽化が進ん

でいる。JR 神戸駅の地下街「デュオ

こうべ」などの浸水が懸念されてい

る。 

地下鉄の浸水対策 （地下街「デ

ュオこうべ」は民間が浸水時避難

確保計画を策定） 

暑熱による都市部

の生活 
ヒートアイランド現象は確認され

ているが、兵庫県の大都市の多くは

海に面しており、海風等の影響で昼

間の最高気温が上昇しにくいため、

大都市の中での相対的な感受性は

低い。 

ヒートアイランド対策計画に基づ

く取り組みの推進 
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2.3. その他 

気候変動影響評価、適応策検討等の支援にあたり、その他に実施した支援（庁内調整の支援、有識

者の紹介等、事例の提供、普及啓発の支援、その他）を以下に示す。 

 

2.3.1. 庁内調整の支援 

庁内調整の支援として、以下を実施した。 

 

表 2.3.1-1 庁内調整の支援（時系列） 
日時・場所 支援内容 備考 

平成 27 年 7 月 2 日 
（於：兵庫県庁第 2 号館
第１視聴覚ルーム） 

・第 3 回庁内検討会議への同席 
・検討会議後打合せ記録簿の作成 
・学識経験者の紹介 

 

平成 27 年 12 月 14 日 
（於：兵庫県庁第 2 号館
第１視聴覚ルーム） 

・第 4 回庁内検討会議への同席 
 

 

 

2.3.2. 有識者の紹介等 

調査・検討にあたり、以下の有識者を紹介し、指導をいただいた。 

表 2.3.2-2 指導等を受けた有識者（時系列） 
日時・場所 氏名 所属・役職 指導等の内容 

平成 27 年 7 月 2 日 
（於：兵庫県庁第 2
号館第 1 視聴覚ル
ーム） 

肱岡 靖明 独立行政法人国立環境研究
所 主任研究員 

第 3 回庁内検討会において、
地球温暖化がもたらす影響
の将来予測と適応策に関す
る講演を依頼した。 
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2.3.3. 事例等の提供 

気候変動影響評価・適応策検討に資する事例等として、以下を提供した。 

 

表 2.3.3-1 提供した事例等（時系列） 
No. 項目（提供時期） 内容 備考 

1-1 11 自治体の取組状況（7 月） 本支援事業の対象となった 11 自治体の取組
状況を一覧に整理して共有した。 

 

1-2 文部科学省創生プログラムの
資料（7 月） 

文部科学省創生プログラム「水災害分野にお
ける気候変動による影響と適応に関するシン
ポジウム」（2015 年 5 月 29 日、於：国立オ
リンピック記念青少年総合センター）の要旨
集を提供した。 

 

1-3 海外の自治体の適応計画の事
例（7 月） 

ロンドン、ニューヨークの適応計画の概要情
報を提供した。 

 

1-4 海外の国の適応計画の事例（7
月） 

英国、米国、ドイツ、韓国の適応計画の概要
情報を提供した。 

 

1-5 国内関係府省の適応計画、適
応の考え方（7 月、9 月） 

農林水産省気候変動適応計画、国土交通省の
適応に関する委員会資料等、環境省の水質や
生物多様性の分野の適応に関する委員会資料
等について、概要を整理して提供した。 

 

1-6 気候変動の影響への適応計画
の適応策一覧（11 月） 

国の気候変動の影響への適応計画から、各分
野の適応策を抽出し、一覧に整理して提供し
た。（パブリックコメント実施時の案の段階
と、閣議決定後の段階の 2 回提供） 

 

2-1 住民向けパンフレット事例一
覧表（11 月） 

普及啓発として、住民向けパンフレット事例
を提示した。 

2.3.4 で詳述 
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2.3.4. 普及啓発・情報共有等の支援 

住民・事業者等に対する普及啓発・情報共有等の支援として、以下を実施した。 

 

表 2.3.4-1 住民・事業者向けパンフレット事例一覧表 

番号 タイトル 発行機関 発行年 内容構成(ページ数) 参考となる事項 

1 

地球温暖化に
よる九州・沖縄
地方への影響
を知り適応を
進めるために 

環境省 
九州地方 
環境事務所 

H24.3  温暖化の概要（1P） 
 温暖化の影響と適応策の事例（2P） 
 適応策の概要（1/2P） 
 適応策の取組紹介（1/2P） 

 地域に関する影
響事例紹介あり 

 図、写真が多い 

2 

地球温暖化に
対する中部の
「緩和策」「適
応策」の取組 

環境省 
中部地方 
環境事務所 

H27.3  温暖化・適応策の概要（1/2P） 
 適応策・緩和策の取組紹介（2P） 
 温暖化の日本への影響（1/2P） 
 緩和・適応の取組啓発（1/2P） 

 自治体別の適応
策・緩和策の紹介
あり 

3 

“ふくい”から
みる地球温暖
化 

福井県 
安全環境部 
環境政策課 

H23.3  温暖化の概要（1P） 
 温暖化の影響事例（2P） 
 緩和策の普及啓発（1P） 

 影響のまとめが
シンプル 

4 

地球温暖化に
よる東北地方
の気候への影
響 

国交省 
仙台管区 
気象台 

H22.8  温暖化の世界への影響（1P） 
 温暖化の概要（2P） 
 東北地方の将来影響（1P） 

 温暖化の説明が
充実 

5 

聞こえますか
地 球 か ら の
SOS 

~ 地球温暖
化防止パンフ
レット～ 

舞鶴市 
市民環境部 
環境対策室 
生活環境課 

H23.3  表紙・目次（1P） 
 温暖化の概要（4P） 
 温暖化の舞鶴への影響（2P） 
 CO2 排出量の説明（2P） 
 緩和策の普及啓発（4P） 
 緩和策の取組紹介（4P） 
 関連資料紹介（2P） 

 子供向け 
 イラストが充実 
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3. 今後の課題 

気候観測の情報整理、既存資料調査の結果、地方公共団体向けガイドラインの策定に向けたインタ

ビュー結果等を踏まえ、今後の課題について整理した。 

 

(1) 適応の検討体制の構築 

気候変動の影響や適応について取組を進めるにあたり、適応の意義、必要性を庁内の関係者が理解

し、共通認識を持つことが重要となる。 

兵庫県では、庁内調整の際、担当課室によっては、適応策の取組みに理解を得るのに時間を要した

経緯がある。こうした経緯を踏まえ、県は平成 26 年度から情報共有を目的とした検討会を年 2 回の頻

度で開催しており、適応について共通認識ができつつある。 

一方で、現状の適応策の施策体系は、短期的影響に係る既存適応策がほとんどとなっており、中長

期を見据えた追加的適応策は少ない。中長期を見据えた追加的適応策（土地利用・地域構造の再構築

など）を立案するには、複数課間での連携が不可欠である。 

今後は、必要に応じて追加的な施策を協働で立案するための分科会を設置するなど、検討会を情報

共有の場としてだけでなく、各課の連携する場として活用していくことが重要である。 

 

(2) 現在の気候変動の影響整理 

兵庫県は、神戸地方気象台、兵庫県環境研究センター、兵庫県立農林水産技術総合センターなどと

密な連携関係にあり、県域の気象、環境、農林水産業において現在起こっている影響を把握できる体

制を構築している。 

これらの機関は影響が最初に蓄積される情報源であるとともに、高温耐性品種の改良などの適応策

検討の場でもあるため、今後もこれらの機関と定期的に情報を交換していくことが重要となる。 

 

(3) 将来の気候変動と影響予測 

適応策では、気候変動によって、将来、地域資源の何がどのような影響を受けるのかを想定し、そ

れを回避する方法を検討することが重要である。 

この前提となる将来影響予測として、「S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」の簡易

推計ツールがあるが、任意の品種の評価やメッシュレベルでの影響評価ができないため、現時点では

独自の影響予測が困難な状況にある。 

今後は国の推計ツールの改良に対する情報収集を行い、改良版ツールが公表された場合は、それら

も活用して予測評価を実施していくことが重要となる。 

県域の産業に影響が大きいと考えられる項目（瀬戸内海の海水温上昇）については、独自の予測シ

ミュレーションについても検討することが望ましいが、財政面や体制などの課題を解決する必要があ

る。 
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(4) 既存施策における気候変動・異常気象対応の整理 

兵庫県は、「第 3 次兵庫県地球温暖化防止推進計画（平成 24 年 3 月）」において既存適応策の体系

化を取組として挙げており、適応に係る既存施策の体系を整理している。 

一方で、兵庫県強靭化計画、兵庫県地域防災計画、ひょうご農林水産ビジョンなどの関連計画にお

いて、「適応」の表現が十分になされている状況にないため、今後は関連計画における位置づけにつ

いても庁内調整を行っていく必要がある。 

 

(5) 気候変動影響の評価 

気候変動の影響は地域によってことなるため、リスト化した適応策から地域にとって優先度の高い

適応策を絞り込んで着手することが重要となる。 

様々な分野の影響を総合的に評価するための確立された手法はないが、兵庫県独自の優先課題を抽

出し、県民が納得する重点取組を選定するためには、国の評価基準（重要性・緊急性・確信度）だけ

でなく、県民・事業者へのアンケート、ワークショップ、兵庫県の社会的、自然的地域特性なども考

慮する必要がある。 

 

(6) 適応計画の策定 

兵庫県では、平成 32 年度の温暖化対策実行計画改定に合わせ、適応の具体施策を盛り込んだ適応計

画を策定する予定である。 

今後は、現在環境省で検討中の「地方公共団体における気候変動計画策定ガイドライン」等を踏ま

え、計画策定を推進していくことが重要となる。適応計画の進行管理を行うための指標や推進体制に

ついても、検討を行う必要がある。 

 

(7) 住民等との情報共有 

住民との情報共有手段として、アンケート調査、ワークショップの開催、パンフレットの作成など

が考えられる。 

兵庫県は、平成 26 年度に地球温暖化防止活動推進員を対象とした意識調査を実施している。また、

兵庫県環境研究センターと連携し、適応に関するパンフレットを作成する予定である。 

今後も住民との情報共有、意識調査の機会を創出し、県民、事業者の問題意識について共通認識を

得ておくことが重要となる。 

 

(8) 自治体間の連携 

適応計画の策定にあたり、自治体が適応に関する情報を共有し、連携していくことが重要である。

本業務では、選定自治体が情報を共有できる共有サイトを用意したが、今後もこうした機能を活用す

ることで、庁内調整資料作成の省力化や適応策の質の向上が期待される。また、平成 27 年 11 月にパ

リで開催された COP21 において、非国家主体（都市・自治体など）の気候変動に対する行動のプラッ

トフォーム（NAZCA）が設立されるなど、国を超えて緩和・適応に関する自治体の取組を共有する動

きが広がっており、こうした取組も参考にしていくことが重要になる。 
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資料 1 兵庫県における社会・経済状況 

ここでは、兵庫県の社会的、経済的な統計情報を、「日本における気候変動による影響の評価

に関する報告と今後の課題について（意見具申）」の「表 1 分野・項目の分類体系」（表 3.1 参

照）に基づき整理した。表 3.1 には、各項目における兵庫県の主要な特徴についてもあわせて

示した。 

 

表3.1 「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について 

（意見具申）」における「分野・項目の分類体系」 

分野 大項目 小項目 
兵庫県の主な特徴 

（括弧内の順位は対全都道府県） 

農業・林業・水産業 農業 水稲 米産出額 440 億円（15 位） 

野菜 野菜産出額 402 億円（20 位） 

茶（生葉）産出額 

花き産出額 49 億円（26 位） 

果樹 果実産出額 30 億円（41 位） 

麦、大豆、飼料作物等 麦類産出額 1 億円（22 位） 

畜産 家畜産出額 506 億円（14 位） 

病害虫・雑草 農業総産出額 1,476 億円（21 位） 

農業生産基盤 

林業 木材生産（人工林等） 年度別素材生産量 265 千 m3（24 位） 

特用林産物（きのこ類等） 生シイタケ生産量 1,094t（18 位） 

水産業 回遊性魚介類（魚類等の生

態） 

 

増養殖等 内水面養殖業魚種別収穫量 46t（35 位） 

水環境・水資源 水環境 湖沼・ダム湖 東条湖、千丈寺湖、知明湖、太田池、奥

池、音水湖、銀山湖、上田湖、五坊谷湖、

黒川ダム湖、佐仲ダム湖等 

河川 由良川、淀川、円山川、揖保川、加古川

等 

沿岸域及び閉鎖性海域 瀬戸内海 

水資源 水供給（地表水） 年間有効水量 640 万 m3（6 位） 

水供給（地下水） 

水需要 

自然生態系 陸域生態系 高山帯・亜高山帯 高山、氷ノ山 

自然林・二次林 林野面積 562,100ha（17 位） 

里地・里山生態系  

人工林  

野生鳥獣の影響  

物質収支  

淡水生態系 湖沼 東条湖、千丈寺湖、知明湖、太田池、奥

池、音水湖、銀山湖、上田湖、五坊谷湖

等 
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分野 大項目 小項目 
兵庫県の主な特徴 

（括弧内の順位は対全都道府県） 

河川 由良川、淀川、円山川、揖保川、加古川

等 

湿原 砥峰高原湿地、丸山湿原、円山川下流周

辺水田、戸島湿地等 

沿岸生態系 亜熱帯  

温帯・亜寒帯  

海洋生態系   

生物季節   

分布・個体群の変動   

自然災害・沿岸域 河川 洪水  

内水  

沿岸 海面上昇  

高潮・高波  

海岸侵食  

山地 土石流・地すべり等 土砂災害発生件数 3 件（40 位）（H25

年度） 

その他 強風等 自然災害による被害総額 

健康 

 

冬季の温暖化 冬季死亡率  

暑熱 死亡リスク  

熱中症 年間快晴日 15 日間（32 位） 

人口密度 7,415 人/km2 

感染症 水系・食品媒介性感染症  

節足動物媒介感染症  

その他の感染症  

その他  光化学スモッグ注意報発令日数 5 日間

（H22 年度） 

産業・経済活動 製造業  事業所数 9,596（6 位） 

製造品出荷額等 14,534,209 百万円（5 位） 

エネルギー エネルギー需給  

商業  事業所数 61,597（6 位） 

年間商品販売額 13,269,264 百万円（8 位） 

金融・保険   

観光業 レジャー  

建設業   

医療   

その他 その他（海外影響等）  

国民生活・都市生活 都市インフラ、ライ

フライン等 

水道、交通等  

文化・歴史などを感

じる暮らし 

生物季節、伝統行事・地場

産業等 

 

その他 暑熱による生活への影響等  
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（1）兵庫県の地理的特性 
 

・兵庫県は日本のほぼ中央部に位置し、県域は太平洋から日本海まで連なっている。 

・県土を東西に縦走する中国山地によって、南北に地勢や気候が大別され、淡路島や家島諸島な

どの島を持つ 

・多様な風土の上に多彩な人々の生活が営まれ、「日本の縮図」とも評されている。 

 
兵庫県の地形は、標高 1,510m の氷ノ山をはじめ、1,000m 程度の山々が背骨を形成し、県土

を瀬戸内側、日本海側に 2 分している。面積は約 8,400km2であり、但馬地域、西播磨地域、北

播磨地域の 3 つが約半分の面積を占める。県土の中央やや北よりを中国山地が東西に連なり、

県土の約 6 割が山地となっている。日本海側では、豊岡盆地を除けば概して地形は急峻であり、

山地が直接海に接する沈降海岸の特徴が見られる。中国山地から瀬戸内海側へは緩やかに下る

地形であり、川の河口付近には沖積平野が広がっている。また、淡路島、家島諸島などの瀬戸

内の島々が県域に含まれている。（兵庫県ホームページ） 
「兵庫県勢要覧 2015」によると、自然公園面積は 166,015ha が指定されており、県土の 19.8%

を占める。海岸線距離は 852km と全国 11 位であり、穏やかな瀬戸内海の砂浜から日本海の荒々

しい断崖海岸まで変化に富んでいる。 
気候について、北部は、曇雨の日が多く冬季には降雪の多い日本海型気候であり、山間部は、

寒暖の差が大きい内陸型気候である。一方、南部は、温暖で日照時間が長く降水量が少ない瀬

戸内海型気候である。（ひょうご水ビジョン（2004 年、兵庫県）） 

 

     
出典：兵庫県ホームページ                       出典：兵庫県勢要覧 2015 

図 1.1 兵庫県の地勢図           図 1.2 地域別面積割合 
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（2）農業・林業・水産業 

1） 農業 

・兵庫県の各地域の特色 

兵庫県は、但馬、播磨・丹波・阪神・淡路の旧五国からなり、変化に富んだ地形と気候が生

み出す多様な自然環境のもと、それぞれの地域で特色ある農産物や食文化が根づき、地域特性

を生かした農林漁業が営まれている。（兵庫 農業・水産業の概要（H27年 3月）） 

 

図 1.3 兵庫県の各地域の特色 
出典：兵庫 農業・水産業の概要（平成 27 年 3 月） 
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なお、各地域の特産品については、兵庫県 HPにおいて下記のとおり紹介されている。 

     
図 1.4 神戸・阪神地域の特産品             図 1.5 播磨地域の特産品 

    
図 1.6 但馬地域の特産品                 図 1.7 丹波地域の特産品 

出典：2014 年兵庫県ホームページ 

 

また、「ひょうごの「農」2015」では、地域別に全国上位を占める農林水産物が整理されてい

る。 

  
図 1.8 兵庫県の農林水産物 

出典：ひょうごの「農」2015 
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更に、「農林水産ビジョン 2020 の目指す姿」では、「但馬・丹波」地域、「播磨」地域、「阪神・

淡路」地域の 3 地域に分類して、下記のような将来ビジョンが描かれている。 

 

■「但馬・丹波」地域 

コウノトリ育む農法に代表される環境創造型農業や丹波黒大豆など地理的統制を生かしたブランド力

のある農業をベースに、他品目を導入した経営の複合化や、加工部門を導入した経営の多角化等にも

取り組む高付価値農業が展開。 

■「播磨」地域 

経営資源である農地を面的に集積すること等で積極的なコスト低減が図られた結果、 

水稲、麦・大豆や路地野菜などの土地利用型農業が、大規模に展開。 

■「阪神・淡路」地域 

大消費地に近く、直売施設等の売り先が多数存在する等の有利性を生かし、新規就農者など担い手の

参入が進み、ブランド力のある淡路島たまねぎや軟弱野菜、酪農などの労働集約型の農業経営が展開。 
出典：農林水産ビジョン 2020 のめざす姿 

 
出典：農林水産ビジョン 2020 のめざす姿 
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・農産物販売金額規模 

県内ほぼ全域において、農産物販売金額規模の１位が稲作となっている。なお、南あわじ市では、野

菜が１位となっており、この内訳はたまねぎであると推測される。 

神戸市

姫路市

尼崎市

明石市 西宮市

洲本市

芦屋市

伊丹市

相生市

豊岡市

加古川市赤穂市

西脇市

宝塚市
三木市

高砂市

川西市

小野市

三田市
加西市

篠山市

養父市

丹波市

南あわじ
市

朝来市

淡路市

宍粟市

加東市

たつの市

猪名川町

多可町

稲美町

播磨町

市川町

福崎町

神河町

太子町

上郡町

佐用町

香美町

新温泉町

0 20km

 

 

稲作
麦類、雑穀、いも、豆類

工芸農作物
野菜
果樹類

花き・花木
畜産
その他

いずれも半数未満

農産物販売金額規模１位
の部門

色

 
出典：2010 年世界農林業センサス、平成 24 年集落営農実態調査結果による農業集落の姿 

図 3.1 農産物販売金額１位部門の農業集落の状況 
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・農業産出額の構成 

兵庫県は、北は日本海、南は瀬戸内海から太平洋に面し、中央部に中国山地が横断するため、

「日本の縮図」と言われるほど、地質、地形、気候などの自然条件が地域によって大きく異な

る。 
北部は水稲を主体とした地帯であり、なんぶは温暖な気候を利用した多毛作地帯で、京阪神

という大消費地が控えているなど、それぞれの立地条件や気象条件など活かした多種多様な農

業が展開されている。（兵庫の農業（ひょうご就農支援センター） 
 

 

・農業算出額の推移 

平成 24 年の農業産出額は 1,522 億円で、このうち米 487 億円、野菜 434 億円、畜産 470 億円

となっている。農業産出額の推移を 40 年間でみると、昭和 48 年は 1,462 億円であったが、ピ

ークとなった昭和 59 年は 2,521 億円で、その後緩やかに減少している。 
また、平成 24 年と昭和 48 年を比べると、米の占める割合は、35%から 32%に低下している

が、野菜は 16%から 29%へと増加している。（兵庫 農業・水産業の概要（平成 27 年 3 月） 
 

 
出典：兵庫 農業・水産業の概要（平成 27 年 3 月） 

図 3.2 農業産出額の推移 
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A）水稲 
・水稲作付面積 

平成 25 年の耕地面積は 7 万 5,800ha で昭和 49 年には 10 万 4,500ha だったが、宅地転用等に

より 40 年間で 2 万 8,700ha（27%）減少している。 

 
出典：農林水産省「面積調査」 

図 3.3 耕地及び水稲作付面積の推移 

 

・地域別の栽培品種 

地域別に見ると、「但馬、丹波地域」ではコシヒカリ、「播磨地域」ではキヌヒカリとヒノヒ

カリ、「阪神地域」ではコシヒカリとキヌヒカリ、「淡路地域」ではキヌヒカリが主に栽培され

ている。（兵庫県ホームページ） 
 

表3.2 品種別栽培面積（平成 26 年産） 

品種 
面積 

（ha） 

コシヒカリ 13,89

5 

キヌヒカリ 7,046 

ヒノヒカリ 7,655 

その他 3,404 

主食用米計 32,00

0 

 

出典：兵庫県ホームページ「農産園芸か調べ」 

お米の産地 
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表3.3 栽培されている主な品種の特徴 

品種

名 
来歴 特徴 田植時期 収穫時期 

コシヒ

カリ 

「農林 22号」と「農

林 1 号」を両親に福

井県で育成 

極良食味の品種。北

陸及び関東以西の平坦

地、西南暖地の早期栽

培に適し、おおくの都府

県で栽培されている。 

5 月上旬～中旬 
8 月下旬～9 月上

旬 

キヌヒ

カリ 

コシヒカリに由来

する「（収 2800）×

（北陸 100号）の F1」

に「ナゴユタカ」を交

配してくにの北陸農

業試験場で育成 

コシヒカリの血を受け

継ぎ、食味もコシヒカリ

並。栽培は関東、北陸、

東海、近畿、中・四国で

行われる。粒の針は良い

が心白米がやや出やす

い。 

6 月上旬～中旬 9 月中旬～下旬 

ヒノヒ

カリ 

「黄金晴」と「コシ

ヒカリ」を両親に宮

崎県で育成 

良食味の品種。九州を

中心に、近畿、中・四国

地方で栽培されている。

倒状に強い。 

6 月中旬 10 月下旬 

出典：兵庫県ホームページ「農産園芸か調べ」 

 

B)野菜・果樹 

・野菜・花き・果実の生産額 

野菜：平成 24 年の野菜の生産額は 434 億円で前年に比べ 38 億円（9.6%）増加した。このうち、

たまねぎは 117 億円、レタス 78 億円、もやし 29 億円、キャベツ 22 億円、トマト 22 億円

となっており、この上位 5 品目で 62%を占めている。 

花き：平成 24 年の花きの生産額は 49 億円で前年に比べ 2 億円（3.9％）減少している。このうち、

カーネーションは 11 億円、きく 5 億円と、この上位 2 品目で 33%を占めている。 

果実：平成 24 年の果実の生産額は 34 億円で前年に比べ 4 億円（13.3%）増加した。このうち、ぶ

どうは 12 億円、いちじく 6 億円、日本なし４億円と、この上位 3 品目で 65%を占めている。

（兵庫 農業・水産業の概要（平成 27 年 3 月） 

 

表3.4 主な野菜・花き・果実の生産額 

区分 

平成 23

年 

（億

円） 

平成 24

年 

（億

円） 

対前年増

減率 

（％） 

野菜計 396 434 9.6 

うちタマネギ 79 117 48.1 

レタス 69 78 13.0 
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区分 

平成 23

年 

（億

円） 

平成 24

年 

（億

円） 

対前年増

減率 

（％） 

もやし 26 29 11.5 

キャベツ 22 22 0.0 

トマト 20 22 10.0 

花き計 51 49 △3.9 

うちカーネーショ

ン 
11 11 0.0 

きく 7 5 △28.6 

果実計 30 34 13.3 

うちぶどう 11 12 9.1 

イチジク 5 6 20.0 

日本なし 4 4 0.0 

 
 

 
出典：兵庫 農業・水産業の概要（平成 27 年 3 月） 

図 3.4 主な野菜・花き・果実の生産額 

 

・東播磨地域における野菜生産の推移 

東播磨地域については、農林水産ビジョンに詳細データが記載されている。管内の野菜は、

品目別生産額では水稲をしのぎ、第 1 位の産品となっている。国の指定産地としてキャベツが、

また県の指定産地としてトマト、ブロッコリー、レタス、ほうれんそう、うり、メロン、スイ

ートコーン、ねぎ、いちご、しゅんぎく、チンゲイサイが栽培されているが、野菜全体での作

付面積は減少傾向にある。 
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野菜の作付面積の推移（昭和 60～平成 22 年）  野菜の農業産出額の推移（昭和 60 年～平成 22

年） 

 
出典：東播磨地域 農林水産ビジョン 2020 

 

D）麦、大豆、飼料作物等 

・大豆品種別作付面積の推移 

表3.5 大豆の作付面積の推移（単位：ha,%） 

年次 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

品種名 面積 比率 面積 比率 面積 比率 面積 比率 面積 比率 面積 比率 面積 比率 

サチユタカ 925 36 876 34 804 30 653 24 561 21 529 20 659 24 

タマホマレ 59 2 52 2 54 2 118 4 152 6 138 5 169 6 

夢さよう 103 4 87 3 125 5 149 5 131 5 183 7 123 5 

オオツル 46 2 45 2 53 2 49 2 30 1 29 1 0 0 

丹波黒 1,203 47 1,342 52 1,391 52 1,480 54 1,544 57 1,509 56 1,507 55 

その他 224 9 158 6 247 6 271 10 272 10 311 11 256 9 

合計 2,560 100 2,560 100 2,674 100 2,720 100 2,690 100 2,700 100 2,720 100 

資料：兵庫県農農林水産局ホームページより 
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・栽培されている主な品種 

兵庫県の特産物「丹波黒」。丹波地方では古くから栽培され、西日本の黒豆の主流となってい

る。現在、県下で約 1,500ha（平成 25 年度）が栽培され兵庫県が日本一の産地となっている。（兵

庫県農林水産局 HP） 
表3.6 大豆の主な品種と特徴 

品種名 来歴 特徴 

サチユタカ 
（フクユタカ×エンレイ） 
×エンレイ 
（九州沖縄農業研究センター） 

紫花の中間型、大中粒白目、成熟期は中の晩、耐倒伏性が
強く、紫斑粒、青立ち株の発生が少ないため、気象災害に
強い品種。 
子実粗タンパク質含有率が高く、豆腐加工適性に優れる。
ダイズモザイクウイルス抵抗性が中で、裂莢性が易なので
適期収穫を行う。 

丹波黒 
（兵系黒 3号） 

篠山市内在来からの純系淘汰 

兵庫県篠山市の在来種で秋大豆型黒大豆。主茎が太く下位
分枝が開張する。枝折れ、倒伏、ウイルス病、立枯性病害
などで収量が不安定となりやすい。 
子実は極大粒で、球形、種皮にろう粉を生じ、裂皮が少な
い。 
煮豆用として、軟らかく、風味が良いため最高級品に位置
づけられている。 
丹波黒は在来種で、特性のばらつきがあるため、この中か
ら晩生で茎が太く、大粒の「兵系黒 3号」を純系淘汰によ
って育成した。 

資料：兵庫県農林水産局ホームページより 

 
E）畜産 

・畜産物の生産額 

平成 24 年の畜産物生産額は 470 億円で、前年に比べ 20 億円（4.1%）減少した。内訳をみる

と、豚は増加したが、鶏卵、生乳、ブロイラーが減少している。（兵庫 農業・水産業の概要（平

成 27 年 3 月）） 
 

表3.7 畜産物生産額の推移 

区分 

平成 23

年度 

（億円） 

平成 24

年度 

（億円） 

対前年増

減率 

（％） 

畜産計 490 470 △4.1 

鶏卵 159 141 △11.3 

肉用牛 106 106 0.0 

生乳 104 100 △3.8 

ブロイラ

ー 
76 75 △1.3 

豚 16 17 6.3 

その他 29 31 6.9 
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出典：兵庫 農業・水産業の概要（平成 27 年 3 月） 

図 3.5 畜産物生産額の推移 

 

2） 林業 

・兵庫県の森林面積 

林業統計書によると、兵庫県は土地面積の約 67%を森林が占めており、森林の 9 割以上が民

有林となっている。民有林の内訳をみると、人工林が 42%、天然性林が 55%となっている。 

  
出典：平成 25 年度兵庫県林業統計書（平成２７年２月） 出典：平成 25 年度兵庫県林業統計書（平成２７年２月） 

図 3.6 土地利用別面積図    3.7 民有林の樹種別面積 
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・兵庫県の森林面積 

樹種別の森林植生をみると、但馬地域、丹波地域でスギ・ヒノキ林が多く分布しており、瀬

戸内海に面した阪神地域、播磨地域南部で落葉広葉樹林が多くみられる。（兵庫県水産技術セン

ター） 

 
出典：ランドサットＴＭデータ（１９９１．４．３）兵庫県農林水産技術センター（森林林業技術センター） 

凡例 
   スギ・ヒノキ林 

   マツ林 

   落葉広葉樹林 

   常緑広葉樹林 

   マツ・広葉樹混交林 

図 3.8 人工衛星（ランドサット）データを用いた兵庫県の森林植生分布図 

・素材生産量の推移 

素材生産量は、昭和 55年から平成 21年にかけて減少傾向にあったが、平成 22年から増加に

転じている。（兵庫県林業統計書） 
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出典：平成 25 年度兵庫県林業統計書（平成２７年２月） 

 

 
3） 水産業 

・兵庫県漁業の特徴 
兵庫県は、北は日本海、南は瀬戸内海と全く自然条件が異なる 2 つの海に面しており、古く

から多彩な漁業が営まれている。冬季に風浪が厳しい日本海では、100 トン未満の中小型漁船

による底びき網漁業や、イカ釣り漁業などの沖合・沿岸漁業が盛んに行われ、但馬名産の松葉

ガニ（ズワイガニ）や香住ガニ（ベニズワイガニ）をはじめ、スルメイカ、ハタハタ、カレイ、

甘エビ（ホッコクアカエビ）などが 水揚げされている。 

一方、気候が温暖で潮流の変化が大きい瀬戸内海では、5 トン未満の小型船による底びき網

漁業、船びき網漁業、刺網漁業、一本釣り漁業など多種多様な沿岸漁業とノリ、ワカメなどの

養殖業がバランスよく営まれ、明石だいや明石だこで有名なマダイ、マダコをはじめ、イワシ

シラス、イカナゴ、アナゴ、カレイなど、新鮮な前浜ものの魚が多く水揚げされている。 
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表3.8 平成 19年漁業種類別生産量 

日本海区 

漁業種類 生産量（千トン） 

沖合底びき網 10.6  

沿岸いか釣 1.4  

その他 4.8 

合計 16.8  

瀬戸内海区 

漁業種類 生産量（千トン） 

のり養殖 67.6 

その他養殖 7.7  

小型底びき網 11.5  

船びき網 18.8 

その他 7.3  

合計 112.9  

出典：兵庫県ホームページ 

表3.9 平成 22年 魚種別にみる本県の位置 

区分 生産量 全国シェア 全国順位 

瀬戸内海 

シラス 14,505ｔ 20.2％ 1 

スズキ 758ｔ 8.5％ 2 

タコ類 2,724ｔ 6.5％ 2 

ノリ（養殖） 1,456 百万枚 17.1％ 2 

イカナゴ 7,896ｔ 11.2％ 4 

マダイ 998ｔ 6.7％ 4 

カキ（養殖） 5,066ｔ 2.5％ 5 

タチウオ 836ｔ 8.3％ 5 

日本海 

ズワイガニ 1,394ｔ 29.0％ 1 

ホタルイカ 2,485ｔ ― 1 

ハタハタ 1,307ｔ 14.8％ 3 

カレイ類 2,780ｔ 5.7％ 3 

ベニズワイガニ 2,804ｔ 14.6％ 3 

ニギス類 378ｔ 9.4％ 5 

出典：平成 22 年収穫量 1 

 
瀬戸内海における漁業の概要 

 
 水深が浅く、波浪が穏やかな漁場 
 10 トン未満の漁船による沿岸漁業が主体 
 小型底びき網漁業経営体数は全国最多 
 船びき網漁業経営体数は全国 2 位 
 ノリやカキ等の養殖業も盛ん 

 
○ 漁協数 ： 4 0 組 合 
○ 組合員数  ： 5 , 3 0 8 人 
○ 漁船数 ： 6 , 7 1 5 隻 

   
   

 

日本海における漁業の概要 

 
 冬期風浪が厳しく、浅海域が少ない漁場 
 10～100 トンの漁船による沖合漁業が盛ん 
 沖合底引き網漁業経営体数は全国最多 
 沿岸域ではいか釣りや定置網等が営まれて

いる 

 
○ 漁協数 ： 2 組 合 
○ 組合員数  ： 2 , 1 2 7 人 
○ 漁船数 ： 1 , 1 6 2 隻 
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出典：平成 22 年収穫量 1
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・海面漁業生産額 
平成 23 年における兵庫県の海面漁業生産額は 223 億円で、前年に比べ 53 億円（19％）減 

少している。海区別にみると日本海西区は 78 億円で 35％を占め、瀬戸内海区は 144 億円で 

65％を占めている。 

 魚種別生産額を見ると、瀬戸内海区では、特にしらす、いかなご、たこ類、かき類、のり類が多く、

日本海西区では、かれい類、はたはた、ずわいがに、べにずわいがに、えび類、するめいか、いか類

等が多い。 

 

 

 
※ 数値はラウンドの関係で内訳計と合計が一致しない場合がある。 

出典：農林水産省「漁業生産額」 

図 3.9 海面漁業生産額の推移 
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出典：6 水産業（収穫量 1） 
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・海面漁業漁獲量 

平成 23 年における兵庫県の海面漁業の漁獲量は 5 万 6,962t で、前年に比べ 4,081t（8％）増加した。

日本海西区の漁獲量は 1 万 3,537t で、前年に比べ 269t（2％）減少し、瀬戸内海区は 4 万 3,426t で、前

年に比べ 4,351（11％）増加している。（農林水産省「海面漁業統計調査」） 

 

 
※ 数値はラウンドの関係で内訳計と合計が一致しない場合がある。 

出典：農林水産省「海面漁業漁獲統計調査」 

図 3.10 海面漁業漁獲量の推移（海区別） 
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・経営組織別企業体数 

瀬戸内海区では、姫路市、明石市、洲本市、南あわじ市、淡路市等が多く、日本海西区では各市町同

程度となっている。瀬戸内海区では、共同経営の形態が多く見られる。 

 

 

出典：6 水産業（収穫量 1） 
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・養殖 

瀬戸内海区では、ぶり類、かき類、わかめ類の養殖が盛んであるが、日本海西区では行なわれていな

い。 
 

 

出典：6 水産業（収穫量 
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資料２ 兵庫県気候変動適応計画策定資料 
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