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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 高の降水量とそれ

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。 

このように、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、熊本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 

熊本県においては、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 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 S-8 簡易予測ツールを活用した予測結果を
整理し、提供した。 

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、助言を
行った。 

 第五次熊本県環境基本計画に適応に関連して盛り
込むべき内容について、助言や事例・サンプルの提
供を行った。 

適応策の立案 ○  県の既存計画から適応策が記載されている章を抽
出し、提供した。 

その他 －   
その他 庁内調整の支援 －   

有識者の紹介等 －   
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 

－ 
  

その他 －   
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また、熊本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 5 月 28 日 
（於：熊本県庁新館
10 階会議室） 

 本事業の趣旨説明 
 熊本県説明 

 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 

 

第 2 回 平成 27 年 7 月 30 日 
（於：熊本県庁本館 6
階 601 会議室） 

 福岡管区気象台、熊本地方気象台説明 
 気象情報の提供 

 熊本県説明 
 取り組みに関する進捗状況 

 影響情報の整理等に関する進捗状況 
 その他 

福岡管区気象
台と熊本地方
気象台が同席 

第 3 回 平成 27 年 10 月 22 日 
（於：熊本県庁新館 8
階 会議室） 

 熊本県説明 
 取り組みに関する進捗状況 

 影響情報の整理等に関する報告 
 適応策の検討について 
 その他 

 

第 4 回 平成 27 年 12 月 18 日 
（於：熊本県庁新館 8
階 会議室） 

 熊本県説明 
 取り組みに関する進捗状況 

 適応策に関する手順・手法について 
 適応策の検討について 
 地方公共団体向けガイドラインの策定に向け

たインタビュー 
 その他 

 

第 5 回 平成 28 年 3 月 17 日 
（於：熊本県庁新館
10 階 会議室） 

 熊本県説明 
 取り組みに関する進捗状況 

 既存計画からの適応策の整理について 
 報告書（案）について 
 その他 
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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 

九州・山口県については、「九州・山口県の気候変動監視レポート 2014」（平成 27 年 5 月、

福岡管区気象台）に、気温、降水、サクラの開花、黄砂などの長期変化や、九州・山口県周辺海

域の海面水温、海面水位に関する 新の状況に関する平成 26 年までのデータがまとめられている。 
 

2.1.2. 気候の将来予測の情報整理 

 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。 

 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。 

平成 25 年 3 月に気象庁が公表した 21 世紀末頃の日本の気候予測「地球温暖化予測情報第 8 巻」

の結果を基に、「九州・山口県の地球温暖化予測情報」（平成 26 年 10 月、福岡管区気象台）が

作られている。 

 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。 

 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計 18 ケースの予測結果を示

しており、予測の幅が評価されている。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。 
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(1) 地球温暖化予測情報第 8 巻の気候予測 

熊本県における気候の将来予測の情報について、福岡管区気象台及び熊本地方気象台より情報

の提供を受けた。ここでは、「九州・山口県の気候変動監視レポート別冊 九州・山口県の地球

温暖化予測情報」（福岡管区気象台、平成 26 年）に掲載がないものも含め示した。温室効果ガス

排出シナリオとしては、IPCC の SRES A1B を用いて、現在気候（1980～1999 年）に対する将来

気候（2076～2095 年）および近未来気候（2016～2035 年）の変化を計算した。予測結果は、複数

ある温室効果ガス排出シナリオのうちの一つの結果であり、他の気候モデルを用いた場合、異な

る予測結果となる可能性がある。また、年々の自然変動が大きい現象や、発生頻度がまれな現象

では不確実性が大きくなり、必ずしも地球温暖化の影響が現われるとは限らない。特に、近未来

の気候変化予測については、現在気候（1980～1999 年の観測された温室効果ガス濃度を想定）と

比較した場合の近未来気候（SRES A1B シナリオにおける 2016～2035 年の温室効果ガス濃度を

想定）における気候変化の解析結果を示す。近未来の気候変化予測結果は、「地球温暖化予測情

報第 8 巻」の 15、16 ページ及び 80 ページに記述されている通り、不確実性が大きい。 

 

(2) 年平均気温 

年平均気温は、将来気候で約 2.8℃、近未来気候で約 1.0℃の上昇がみられる。季節で比較した

場合、冬の上昇が も大きく、将来気候で約 3.2℃、近未来気候で約 1.3℃の上昇がみられる。 

 

表 2.1.2-1 年平均気温（熊本県） 

 

 

 
 
将来気候および近未来気候の現在気候との差（℃） 

出典：福岡管区気象台提供資料 

  
赤棒：将来気候の現在気候との差 
青棒：近未来気候の現在気候との差 
縦棒は年々変動の標準偏差を示す。 

図 2.1.2-2 平均気温の変化（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 

図 2.1.2-3 年平均気温 
（将来気候の現在気候との差）（熊本県） 

出典：福岡管区気象台提供資料 

北緯：32.0～33.2 

東経：129.7～131.5 
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(3) 日最高気温、日最低気温 

将来気候は、年平均で約 2.8℃、日 高気温で約 2.8℃、日 低気温で約 2.8℃の上昇がみられる。

季節で比較した場合、冬の上昇が も大きく、年平均、日 高気温、日 低気温のいずれも約 3℃

の上昇がみられる。 

表 2.1.2-2 平均気温･日最高気温・日最低気温（熊本県） 

 
将来気候の現在気候との差（℃） 

出典：福岡管区気象台提供資料 

(4) 真夏日 

将来気候の年平均では、真夏日で約 40 日増加がみられる。近未来気候の年平均では、真夏日で

約 14 日増加がみられる。将来気候では、夏に約 25 日の増加がみられる。 

表 2.1.2-3 真夏日（熊本県） 

 
将来気候および近未来気候の現在気候との差（℃） 
オレンジ色：変化量が現在気候の標準偏差以上 
灰色：信頼度水準 90％で統計的に有意でない 
現在気候と将来気候のいずれもが出現日数がゼロの場合など、 
変化および標準偏差がともにゼロである場合は空欄 

出典：福岡管区気象台提供資料 

 

 
赤棒：将来気候の現在気候との差 
青棒：近未来気候の現在気候との差 
縦棒は年々変動の標準偏差を示す。 

図 2.1.2-4 真夏日（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 
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(5) 熱帯夜 

将来気候の年平均では、熱帯夜は約 35 日増加している。近未来気候の年平均では、熱帯夜は約

12 日増加がみられる。将来気候では夏に約 30 日増加している。 

表 2.1.2-4 熱帯夜の日数の変化（熊本県） 

 
将来気候および近未来気候の現在気候との差（日） 
オレンジ色：変化量が現在気候の標準偏差以上 
灰色：信頼度水準 90％で統計的に有意でない 
現在気候と将来気候のいずれもが出現日数がゼロの場合など、 
変化および標準偏差がともにゼロである場合は空欄 

出典：福岡管区気象台提供資料 

 

 
 
赤棒：将来気候の現在気候との差 
青棒：近未来気候の現在気候との差 
縦棒は年々変動の標準偏差を示す。 

図 2.1.2-4 熱帯夜の日数の変化（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 
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(6) 冬日 

将来気候の年平均では、冬日は約 25 日の減少がみられる。近未来気候の年平均では、冬日は約

10 日減少している。将来気候では冬に約 19 日減少している。 

表 2.1.2-5 冬日の日数の変化（熊本県） 

 
将来気候および近未来気候の現在気候との差（日） 
オレンジ色：変化量が現在気候の標準偏差以上 
灰色：信頼度水準 90％で統計的に有意でない 
現在気候と将来気候のいずれもが出現日数がゼロの場合など、 
変化および標準偏差がともにゼロである場合は空欄 

出典：福岡管区気象台提供資料 
 
 

 
赤棒：将来気候の現在気候との差 
青棒：近未来気候の現在気候との差 
縦棒は年々変動の標準偏差を示す。 

図 2.1.2-5 冬日の日数の変化（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料
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(7) 真冬日 

将来気候の年平均では、真冬日は約 2 日減少している。 

表 2.1.2-6 真冬日の日数の変化（熊本県） 

 年 春 夏 秋 冬 

真冬日 -1.7 -0.1  0.0 －1.5 
将来気候の現在気候との差（日） 
真冬日：日最高気温 0℃未満 
オレンジ色：変化量が現在気候の標準偏差以上 
灰色：信頼度水準 90％で統計的に有意でない 
現在気候と将来気候のいずれもが出現日数がゼロの場合など、 
変化および標準偏差がともにゼロである場合は空欄 

出典：福岡管区気象台提供資料 
 

 

図 2.1.2-6 真冬日の日数の変化（熊本県） 

縦棒は年々変動の標準偏差を示す。 

出典：福岡管区気象台提供資料 
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(8) 年・季節降水量 

将来気候における、年および季節ごとの降水量の予測される変化率の分布は以下の図に示す

とおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図 2.1.2-7 降水量の変化（将来気候の現在気候に対する比（％））（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 

 
 
 

北緯：32.0～33.2 

東経：129.7～131.5
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(9) 大雨 

将来気候における、日降水量 100mm 以上、200mm 以上の年間発生回数の変化は以下の図に示

すとおりである。 

 

図 2.1.2-8 大雨日数 日降水量 100ｍｍ以上の年間発生回数（将来気候の現在気候との差）（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 

 

 

図 2.1.2-9 大雨日数 日降水量 200ｍｍ以上の年間発生回数（将来気候の現在気候との差）（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 
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(10) 短時間強雨 

将来気候における、1 時間 30mm 以上の激しい雨、1 時間 50mm 以上の非常に激しい雨の年間発

生回数の変化は以下の図に示すとおりである。 

 
 

図 2.1.2-10 短時間強雨 1 時間 30ｍｍ以上の激しい雨（将来気候の現在気候との差）（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 

 
 

図 2.1.2-11 短時間強雨 1 時間 50ｍｍ以上の非常に激しい雨 

（将来気候の現在気候との差）（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 

年（単位：回）

北緯：32.0～33.2
東経：129.7～131.5

 

年（単位：回）

北緯：32.0～33.2
東経：129.7～131.5
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将来気候の年平均では、1 時間降水量 50mm 以上の降雨の発生回数は増加している。 

 

表 2.1.2-7 1 時間 50mm 以上の降雨の発生回数（熊本県） 

 年 春 夏 秋 冬 

将来気候 0.5 0.1 0.4 0.1 0.0 

近未来気候 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 
将来気候および近未来気候の発生回数の変化 
青色：変化量が現在気候の標準偏差以上 
灰色：信頼度水準 90％で統計的に有意でない 

出典：福岡管区気象台提供資料 
 

 
赤棒：将来気候、青棒：近未来気候、灰色棒：現在気候 
縦棒は年々変動の標準偏差を示す。 

図 2.1.2-8 1 時間 50ｍｍ以上の降雨の発生回数（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 
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(11) 無降水日数 

 将来気候の無降水日数は、図 2.1.2-14 にみられるように増加域が広がっているが、年々変動が

大きく、約 6 日増加している（表 2.1.2-8、図 2.1.2-13）。 

将来気候における、無降水日数の年間発生回数の変化は以下の表と図に示すとおりである。 

表 2.1.2-8 無降水日数（熊本県） 

 
将来気候の現在気候との差（日） 

灰色は有意でない 

出典：福岡管区気象台提供資料 

 
将来気候の現在気候との差（日） 
縦棒は年々変動の標準偏差を示す。 

図 2.1.2-13 無降水日数（熊本県） 

出典：福岡管区気象台提供資料 

年（単位：日）

北緯：32.0～33.2
東経：129.7～131.5

 

図 2.1.2-14 無降水日数の変化（将来気候の現在気候との差）（熊本県） 

出典：福岡管区気象台提供資料 
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(12) 最深積雪 

将来気候の 深積雪は、減少している。 

将来気候の年平均では、 深積雪は約 9cm 減少傾向である。 

表 2.1.2-9 最深積雪（熊本県） 

 
将来気候の現在気候との差（cm） 

出典：福岡管区気象台提供資料 
 

 
将来気候の現在気候との差（cm） 
縦棒は年々変動の標準偏差を示す。 

図 2.1.2-15 最深積雪（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 
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(13) 降雪量 

将来気候の年平均では、降雪量は約 34 日減少している。 

将来気候における、年降雪量の変化は以下の表と図に示すとおりである。 

 

表 2.1.2-10 降雪量（熊本県） 

 年 12 月 1 月 2 月 3 月 

将来気候 -34.2 -7.8 -11.0 -10.8 -3.5 

近未来気候 -10.3 0.9 -5.3 -2.3 -2.9 
将来気候および近未来気候の現在気候との差（日） 
オレンジ色：変化量が現在気候の標準偏差以上 
灰色：信頼度水準 90％で統計的に有意でない 
現在気候と将来気候のいずれもが出現日数がゼロの場合など、 
変化および標準偏差がともにゼロである場合は空欄 

出典：福岡管区気象台提供資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1-16 降雪量（熊本県） 
赤棒：将来気候の現在気候との差、青棒：近未来気候の現在気候との差 

縦棒は年々変動の標準偏差を示す。 
出典：福岡管区気象台提供資料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 2.1.3-17 年降雪量の変化（将来気候と現在気候の差）（熊本県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 
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2.1.3. 影響の現在の状況の情報整理 

熊本県内で既に現れている（あるいはその可能性が示唆される）気候変動の影響を日本におけ

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 2.1.3-1 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（九州・沖縄地方における気候変動影響・適応策推進業務報告書

等）および論文、熊本県の諸研究機関の調査研究報告である。なお、気候変化の影響と明確に特

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。 

 
表 2.1.3-1(1) 分野・項目の分類体系 

★：重点項目 

分野 中項目 小項目（案） 
国の意見具申 

分野 大項目 小項目 

地球

温暖

化へ

の適

応 

（1）防災・水

資源への影響 

1）水資源 

A）湧水地 

B）水質 

C）地下水 

水環境・水資

源 

水資源 ・水供給（地表水）

・水供給（地下水）

・水需要 

★2）自然災害 

A）台風 

B）集中豪雨 

C）梅雨前線 

自然災害・沿

岸域 

河川 ・洪水 

・内水 

沿岸 ・海面上昇 

・高潮・高波 

山地 ・土石流・地すべ

り等 

その他 ・強風等 

★（2）農業へ

の影響 

1）果樹 

A）ｳﾝｼｭｳﾐｶﾝ 

B）ニホンナシ

C）モモ 

D）全般 

2）水稲 

 A）品質 

3）野菜 

 A）トマト 

 B）葉物 

4）畜産 

 A）乳牛 

5）病虫害・雑草

6）その他 

 A）花き 

 B）有機農業 

農業・林業・

水産業 

農業 ・水稲 

・野菜 

・果樹 

・麦、大豆、飼料

作物等 

・畜産 

・病虫害・雑草 

・農業生産基盤 
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表 2.1.3-1(2) 分野・項目の分類体系案 

分野 中項目 小項目（案） 
国の意見具申 

分野 大項目 小項目 

地球

温暖

化へ

の適

応 

（3）森林・水

産・生態系 

1）森林 農業・林業・

水産業 

林業 ・木材生産（人工

林等） 

★2）水産 

A）有明海ﾉﾘ養

殖 

B）シラス漁業

C）アサリ漁業

D）その他（ﾅﾙﾄ

ﾋﾞｴｲ･赤潮・漁場

環境） 

水産業 ・回遊性魚介類

（魚類等の生態）

・増養殖等 

3）生態系 

 A）生物多様性

B）イノシシ 

C）シカ 

D）アユ 

E）その他 

 

自然生態系 陸域生態系 ・高山帯・亜高山

帯 

・自然林・二次林

・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 

・河川 

沿岸生態系 ・温帯・亜寒帯 

海洋生態系  

生物季節  

分布・個体群

の変動 

 

★（4）健康へ

の影響 

1）熱中症 

2）ｾｱｶｺｹｸﾞﾓ 

3）水系感染症 

4）その他 

健康 暑熱 ・死亡リスク 

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  
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表 2.1.3-1(3) 分野・項目の分類体系案 

分野 中項目 小項目（案） 
国の意見具申 

分野 大項目 小項目 

地球

温暖

化へ

の適

応 

（5）産業・経

済活動 

1）製造業 

2）エネルギー 

3）商業 

4）金融・保険 

5）観光業 

6）建設業 

7）医療 

8）その他 

産業・経済活

動 

製造業  

エネルギー エネルギー需給 

商業  

金融・保険  

観光業 レジャー 

建設業  

医療  

その他 海外影響等 

（6）県民生

活、都市生活 

1）都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗ

ｲﾝ 

2）文化・歴史な

どを感じる暮ら

し 

3）その他 

国民生活・都

市生活 

都市インフ

ラ、ライフラ

イン 

・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  
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(1) 防災・水資源への影響 

1) 水資源 

A) 湧水地 

 地下水や河川水のかん養源である雨や雪は、全国的にみると少雨傾向にあるが、このことは、

それほど大きな問題ではない。しかし、温暖化傾向による高山帯の降雪量の減少が、春先から

夏にかけての雪解け水の減少を引き起こして、地下水のかん養量に影響を及ぼしている。また、

都市部では市街地化によるアスファルト舗装や排水路の整備等により、農村部では減反政策に

よる水田のかんがい面積の減少により、全国一律でみると、地下水のかん養源となる雨や雪の

地下浸透量が大きく減少している。このため、生活用水、工業用水、農業用水などの地下水の

使用量（揚水量）が大きく変化しなくても、浸透量の低下が賦存量（地下に貯まっている地下

水の量）の減少を招き、その結果、一部の地域では、わき水が出なくなったり、湧出量の減少、

井戸の水位の低下傾向が認められる。また、森林資源の減少による山地の保水力の低下による

かん養量の減少も大きな問題になっている。このため、全国各地で地下水の人工かん養などが

行 わ れ て い る 。 （ 公 益 社 団 法 人  日 本 地 下 水 学 会 ホ ー ム ペ ー ジ ，

http://www.jagh.jp/jp/g/activities/torikichi/faq/55.html） 

 

B) 水質 

 平成 21 年度の河川における環境基準達成率（BOD）は 91.5％、また、湖沼の環境基準達成率

（COD）は 100％、海域の環境基準達成率（COD）は 84.2％で、河川及び海域の一部の水域で

環境基準を超過している状況にある。全体的には水質改善の傾向が続いているが、海域におけ

る全りん濃度の上昇が見られる。〔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。〕（第三次熊本県環境基本指針・第四次熊本県環境基本計画，2011 年） 

 
図 2.1.3-1 熊本県内と国の BOD（河川等）及び COD（海域）の環境基準達成率の経年変化 

出典：第三次熊本県環境基本指針・第四次熊本県環境基本計画，2011 年 
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C) 地下水 

 地下水の状態は、降水量に大きく左右される。近年、大雨や渇水が繰り返されるなど、降水量

の変動は大きくなる傾向が見られる。（熊本地域地下水総合保全管理計画，2008 年） 

 
図 2.1.3-2 菊陽観測井の降水量及び地下水位の経年変化 

出典：熊本地域地下水総合保全管理計画 

 

2) 自然災害 

A) 台風 

 平成 3 年（1991 年）9 月に九州西海上を北上し九州北部に上陸した台風第 19 号は、住宅被害や

風倒木被害など各地に甚大な災害をもたらした。また、平成 11 年（1999 年）9 月に天草諸島を

通過して熊本県北部に上陸した台風第 18 号は、八代海周辺に甚大な高潮災害をもたらした。特

に、宇城市不知火町では大規模な高潮が発生し、12 名の人命が失われた。一方、台風が九州の

東側を進む場合は、風による災害に比べて大雨による災害が発生しやすい。台風の接近や上陸

は夏から初秋にかけての季節が多いが、昭和 20 年の阿久根台風や昭和 26 年のルース台風のよ

うに 10 月に上陸することもある。〔このような台風の傾向やその被害と気候変動との関係性を

具体的に示唆する情報は確認できていない。〕（熊本県地域防災計画，2015 年） 

 

B) 集中豪雨 

 県の中央部の西側は、菊池川、白川、緑川流域に熊本平野が開け、球磨川、氷川その他の中小

河川の流域に開ける八代平野とともに平坦地を形成している。さらにその西方には、大小 120

余りの島々からなる天草諸島が散在している。 

このような地理的条件などから東シナ海から温かい湿った空気が流入しやすく、流入したその

空気は九州山地等の斜面に当たり上昇気流を発生させ、その地域に大雨をもたらす。平成 24

年 7 月に発生した熊本広域大水害では、このシステムで阿蘇外輪山周辺では次から次に積乱雲

を発生させる、いわゆるバック・ビルディング現象により 24 時間で 500mm を超える大雨（阿

蘇乙姫）を引き起こした。県内にはこのような地形により定常的に大雨の降りやすい場所があ
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り、主に菊池川、白川、緑川、球磨川の上流域となっている。例えば、梅雨期に相当する 6 月

～7 月の 2 ヶ月間の降水量（1981 年～2010 年の平均値）は山間部で多いが、特に県北東部と南

東部は 1000mm 以上の多雨域となっているのに対し、逆に西部の沿岸部では 800mm 前後と地

域的な差が生じている。この傾向は、 近 10 年間（2001 年～2010 年）では更に顕著になって

おり、阿蘇山で平均 1,200mm 超、牛深では約 600mm と大きな地域差を示している。（熊本県

地域防災計画，2015 年） 

 近年は局地的に短時間に大雨が降るいわゆるゲリラ豪雨の発生が増加しており、都市化による

土地の保水力低下と相まって、従来とは異なるタイプの浸水被害も発生してきた。平成 24 年

(2012 年)7 月 12 日に発生した熊本広域大水害(九州北部豪雨)では、河川 601 箇所、砂防施設

159 箇所の公共土木施設及び死者・行方不明者 25 人、住家の全・半壊が 1,400 棟以上に達する

被害が発生した。（熊本県都市計画区域マスタープラン基本方針，2013 年） 

 

図 2.1.3-3 平成 24 年 7 月 12 日の白川の状況（大甲橋上流南千反畑付近） 

出典：熊本県都市計画区域マスタープラン基本方針，2013 年 

 平成 15年 7月 20日の豪雨により多数の斜面崩壊が発生した熊本県水俣市宝川内集地区および、

深川新屋敷地区を対象に、降雨量の変化が斜面崩壊発生に与える影響を検討した。崩壊メッシ

ュ数の経時変化を図に示す。実績降雨波形を与えた場合では、計算時間（12 時間）内に崩壊す

る（安全率＜1.0）と判定されたメッシュ数は 322 であったが、降雨強度を 1.1 倍および 1.2 倍

にすると、時間内に崩壊するメッシュの数はそれぞれその 1.44 倍、1.77 倍に増加した。（一連

降雨によって引き起こされる土砂移動現象の変化，平成 23 年度砂防学会口頭発表資料，小山内

信智ら，2011 年） 

 

図 2.1.3-4 崩壊メッシュ数の経時変化 

出典：一連降雨によって引き起こされる土砂移動現象の変化，平成 23 年度砂防学会口頭発表資料，小山内信

智ら，2011 年 



23 

 

(2) 農業への影響 

1) 果樹 

A) ウンシュウミカン 

 熊本県における 1979 年から 2008 年までの過去 30 年間の気象及び生育調査のデータをもとに、

温暖化に伴うウンシュウミカンの生育変化の実態を解析した。 

‘興津早生’では、発芽期および開花期ともにこの 30 年間で早くなっていた。 

県北地域に比べ平均気温が 2℃高い県南地域は、ウンシュウミカンの新梢や節間が長く、しか

も春薬の葉面積が広くて、葉の厚さはやや薄かった。果実品質は、県北地域に比べ、県南地域

が果皮の橙色は淡く、糖度、クエン酸ともにやや低い傾向がみられた。（熊本県におけるウン

シュウミカン栽培に及ぼす温暖化の影響，熊本県農業研究センター研究報告弟 19 号，北岡邦

弥・川窪裕二・藤田賢輔，2012 年） 

 

 

   

図 2.1.3-5 ‘興津早生’における発芽日（左）と満開日（右）の推移 

※果樹研：宇城市の農業研究センター果樹研究所、天農研：天草市本渡町の天草農業研究所を指す 

出典：熊本県におけるウンシュウミカン栽培に及ぼす温暖化の影響，熊本県農業研究センター研究報告弟 19
号，北岡邦弥・川窪裕二・藤田賢輔，2012 年） 
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 極早生ウンシュウの成熟期である 9 月から 10 月の気温が 2℃上昇すると、着色が遅延し収穫期

が遅れるとともに、果実糖度も低下する。（極早生ウンシュウにおける果実成熟期の気温、被

覆資材および果実生育期の肥効が日焼け果の発生や果実着色に及ぼす影響，熊本県農業研究セ

ンター研究報告第 20 号 38-44，川端義実・川窪裕二・北園邦弥・藤田賢輔・榊英雄，2013 年） 
 

表 2.1.3-1 果実成熟期の気温が着色歩合に及ぼす影響（上）， 

果実成熟期の気温が果実肥大に与える影響（下） 

出典：極早生ウンシュウにおける果実成熟期の気温、被覆資材および果実生育期の肥効が日焼け果の発生や

果実着色に及ぼす影響，熊本県農業研究センター研究報告第 20 号 38-44，川端義実・川窪裕二・北園邦弥・藤

田賢輔・榊英雄，2013 年 

 

 

B) ニホンナシ 

 1985 年にも‘新高’でみつ症の発生が多かったが、産地で大きな問題として取り上げられ始め

たのは 1990 年以降である。なお、1998 年までは 4 年おきに多発していたが、近年では毎年多

少なりとも発生しており、地球温暖化の影響が懸念されている。これまでの気象データから推

測すると、熊本県での‘新高’におけるみつ症発生の気象要因は、7 月上旬（満開後 90 日目頃）

から成熟期にかけての高温・乾燥と考えられる。（ニホンナシ‘新高’のみつ症発生に及ぼす

環境要因，熊本県農業研究センター研究報告第 13 号，岡田眞治・大崎伸一・北村光康，2005

年） 

 

C) モモ 

 果実発育期間中の気温がモモ果実の発育に及ぼす影響を解析するため、気象条件の異なる熊本

と茨城に栽植されたモモ‘あかつき’を用いて、果実の発育や成熟に関わる様々な形質の変化

を 3 ヵ年（2003～2005 年）にわたり調査した。その結果、果実発育期間中の気温の上昇は、満

開日から硬核開始日までの日数を短縮するが、硬核期以降の果実発育にはほとんど影響を及ぼ
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さないものと考えられた。また、成熟に伴う果実肥大、果肉硬度および果皮の地色の変化につ

いても収穫盛日を基準にすると年次や地域に関係なくほぼ一定の傾向を示し、気温の影響はほ

とんど受けないと考えられた。収穫後の日持ち性についても果肉硬度を揃えて収穫した場合、

果実発育期間の気温による影響は認められなかった。（果実発育期間中の気温がモモ‘あかつ

き’果実の発育に及ぼす影響，園芸学研究 6（2）. 201-207，羽山裕子・藤丸治・岩谷章生・伊

東明子・阪本大輔・岡田眞治・樫村芳記，2007 年） 

 

D) 全般 

 温暖化に関する何らかの現象の発生について、地域・樹種によらず、温暖化の果樹への影響が

すでに現れはじめている可能性が高いことが示された。（温暖化がわが国の果樹生育に及ぼし

ている影響の現状，園芸学研究 6（2）. 257-263，杉浦俊彦・黒田治之・杉浦裕義，2007 年） 

 極早生みかんの着色遅延や、なしの晩霜害、みつ症の多発など、気象災害等が増加し、収量・

品質が不安定化しており、本県の果樹生産にも大きな影響を及ぼすようになっている。気象条

件面から見ると、地球温暖化等の影響を受けて、春先の高温や低温、長雨・豪雨、猛暑・干ば

つ、秋の高温、冬の暖かい雨など、気象変動が激しくなっており、果樹の生育・品質に大きな

影響を及ぼしてきている。（熊本県果樹農業振興計画，2011 年） 
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2) 水稲 

A) 品質 

 高温障害により品質が低下しており、九州は一等米の比率が低くなっている。また、出穂期の

気温障害により米が白く濁る白未熟粒や胴割粒も発生している。（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，2012 年） 

 米の品質低下の原因の一つである白未熟粒の発生は、稲の出穂約 20 日間の平均気温が 26～27℃

以上で増加する。2010 年の大幅な品質低下の要因として、多くの地域で登熟期間中の高温の影

響があげられている。（研究発表会 農林水産業は気候変動にどう対応するか？～気候変動に対

応した循環型食料生産等の確立のための技術開発，農林水産省，2012 年） 

 

図 2.1.3-6 2010 年水稲の作況、品質の状況。日本地図は県別水稲作況指数（地図内の県別の

数値）、一等米比率（県別の色）。各地域の枠内の数値は 2010 年の一等米比率（上）と過去 5年

間平均値からの偏差 

出典：研究発表会 農林水産業は気候変動にどう対応するか？～気候変動に対応した循環型食料生産等の確立

のための技術開発，農林水産省，2012 年 

 平成元～10、11～20 年では稲の穂が出てからの 20 日間の気温が、1.1℃上昇しており、稲作に

とって厳しい状況である。（平成 24 年度九州・沖縄における気候変動影響・適応策推進業務，

環境省九州地方環境事務所，2012 年） 
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3) 野菜 

A) トマト（熊本県における農業産出額第 1 位） 

 地球温暖化による高温化や集中豪雨等の頻発、トマト黄化葉巻病やメロン退緑黄化病などの新

規病害の発生により、野菜生産が不安定になっている。（第 9 次熊本県野菜振興計画，2011 年） 

 温暖化による受粉・受精障害や放花蜂の活動低下により、トマトの着果不良が生じている。そ

のため、夏期生産中止期間の拡大・作型の変更・産地の移動が行っている。（研究発表会 農林

水産業は気候変動にどう対応するか？～気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための

技術開発，農林水産省，2012 年） 

 
図 2.1.3-7 産地別月別出荷量（2009 年） 

出典：研究発表会 農林水産業は気候変動にどう対応するか？～気候変動に対応した循環型食料生産等の確立

のための技術開発，農林水産省，2012 年 

 着果不良の年には梅雨時期の日照が連続して少なくなり、降雨も集中する傾向がある。この時

期に花芽が充実し、開花結実するはずの 4 段～6 段花房に着果不良が多発し、8 月以降の出荷量

減少につながる。この出荷の落ち込みをきっかけにして、東日本産（北海道、青森）の夏秋ト

マトが九州内市場まで流入し、九州産トマトのシェアを大きく下げ、後半の出荷回復時期にも

シェアを回復しにくい状況となっており、販売環境の悪化が懸念される。収量の高かった 2004

年（平成 16 年上）は、梅雨時期の日照（縦棒グラフ）が適度にあるが、収量が低迷した 2005

～2007 年（平成 17～19 年）は、梅雨時期の日照が極端に少なくなっている。これが着果不良

につながり、8 月以降の出荷量（4 段～6 段前後）が減少している。（夏秋トマト栽培基準マニ

ュアル，社団法人熊本県野菜振興協会，2009 年） 

 

 
図 2.1.3-8 左：2004 年（平成 16 年）の最高気温・日照時間・出荷数量の推移 

右：2007 年（平成 19 年）の最高気温・日照時間・出荷数量の推移 

出典：夏秋トマト栽培基準マニュアル，社団法人熊本県野菜振興協会，2009 年 
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B) 葉物 

 野菜では夏場の葉物の収量減や葉先枯れの増加がみられる。（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，2012 年） 

 これまで台風等気象災害への対応のため、施設の高度化が図られており、耐候性ハウスや強化

型ハウスの面積は徐々に拡大している（下表）。今後とも、ハウス施設の高度化、高温等に対

する資材の導入を図るとともに、品目別の技術対策が課題となる。（第 9 次熊本県野菜振興計

画，2011 年） 

表 2.1.3-2 野菜における耐候性ハウス面積 (ha) 

 
出典：第 9 次熊本県野菜振興計画，2011 年 

 

4) 畜産 

A) 乳牛（熊本県における農業産出額 3 位（肉用牛）、4 位（生乳）） 

 畜産における暑熱の影響は家畜の体重増加、乳生産量、繁殖性などの面で認められている。（研

究発表会 農林水産業は気候変動にどう対応するか？～気候変動に対応した循環型食料生産等

の確立のための技術開発，農林水産省，2012 年） 

 

 

図 2.1.3-9 左：牛乳生産量の月別割合（%）の推移（牛乳乳製品統計より作成） 
右：季節によるウシの人工授精による受胎率の変化（九州地区、家畜改良事業団調査報告） 

出典：研究発表会 農林水産業は気候変動にどう対応するか？～気候変動に対応した循環型食料生産等の確立

のための技術開発，農林水産省，2012 年 

 乳牛は暑さに弱い家畜で、20℃を越えた頃から飼料を食べる量が減り始め、牛乳の生産に必要

な影響を摂取できず、牛乳の生産量が減少する。そのため、特に九州や四国など暖地の酪農家

では夏季の暑熱対策が大きな問題となっており、温暖化が進むことでさらに被害が拡大するこ

とが懸念されている。（研究発表会 農林水産業は気候変動にどう対応するか？～気候変動に対

応した循環型食料生産等の確立のための技術開発，農林水産省，2012 年） 
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5) 病虫害・雑草 

 10%以下の含水比で-5C で凍結処理したコヒメビエの種子は 80%以上の発芽率を示したが, 含

水比 50%で 1 日 3 時間および 6 時間処理すると種子はほとんど発芽しなかった。すなわち, 湿

潤土壌中で-5℃ の条件が 1 日 6 時間続くとコヒメビエの種子はほぼ死滅し、この条件が 3 日か

ら 4 日間連続すると完全に死滅すると認められた。11 月から翌年 3 月までの冬の期間に-5C 以

下の 低気温の総日数が 1988 年から 1992 年までの 5 年間で 4 日以上となる場合をコヒメビエ

の定着の不可能な越冬条件として, 九州地方の 114 地点での気温データを調べた。九州山地や

筑紫山地やその周辺などの 32 地点では定着不可能と推定された。 低気温が 1℃ 上昇したと

仮定すると, 32 地点のうち 7 地点では定着可能になると推定された。コヒメビエの発生は熊本

県の休耕田で 1991 年に、また, 宮崎県総合農業試験場の構内で 1993 年に確認された。（九州

地方に発生したコヒメビエの小穂と穂の形態と低温での種子の死亡条件から推定した定着不可

能地点，雑草研究 41（2）. 90-97，森田弘彦，1996 年） 

 九州および本州におけるミナミアオカメムシ、アオクサカメムシのフィールド調査より、1960

年代以降、ミナミアオカメムシはその分布域を北上させていることが示された。現在の九州に

おけるミナミアオカメムシの分布域は月の 低気温が 5℃を超える地域と非常によく一致して

おり、温暖化により、ミナミアオカメムシの越冬を可能にしていることを示している。

（Distribution range shift of two allied species, Nezara viridula and N. antennata (Hemiptera: 

Pentatomidae), in Japan,possibly due to global warming，Applied Entomology and Zoology Vol. 42 

(2007) No. 2. P .205-215，2007 年） 

 

6) その他 

A) 花卉 

 消費者志向の多様化や種苗会社等による品種開発の進展に伴い、産地及び農家ではニーズに素

早く対応するための新品種導入サイクルが短期化し、少量多品種栽培による品種特性の把握が

遅れたり、気候の温暖化による夏秋期の品質低下や気象災害の頻発、難防除病虫害が多発し、

生産ロスが発生しやすい状況となっており、品質水準の底上げとともにそうした生産ロスの軽

減と省力化などによる生産性の向上が必要になっている。（第 8 次熊本県花き振興計画，2011

年） 
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B) 有機農業 

 有機農業は、生産面では除草や病虫害対策に労力を要するとともに、気象条件等により、収量

や品質が不安定となっている。（熊本県有機農業推進計画，2010 年） 

 

 

 

図 2.1.3-10 生産面での課題（生産者へのアンケート調査結果） 

※【調査概要】調査時期：平成 20 年 12 月～平成 21 年 1 月、調査対象：県内における有機農業に取り組んで

いる実施団体、調査方法：調査表によるアンケート調査、回答数：27 団体（145 戸） 

出典：熊本県有機農業推進計画，2010 年 

 

(3) 森林・水産・生態系 

1) 森林 

 落葉広葉樹・常緑広葉樹・常緑針葉樹の割合がどのように変化しているか、どの地域で変化が

生じているかを解析した。その結果、年平均気温 10～15℃、北緯 34～38 度に位置するサイト

では、落葉広葉樹の割合が減少し、常緑広葉樹の割合が増加する傾向を確認した。このように、

この 10 年で冷温帯（落葉樹林帯）と暖温帯（常緑樹林帯）の境界付近では、落葉広葉樹が常緑

広葉樹に徐々に置き換わりつつある。毎木調査を毎年行っているコアサイトでの落葉広葉樹と

常緑広葉樹の幹数の経年変化を調べたところ、過去に伐採されたことのある二次林で常緑広葉

樹が増えている場合や、台風による撹乱後に常緑広葉樹の若木が増えている場合、ナラ枯れに

よって落葉広葉樹が減少している場合など、様々な背景が確認された。温暖化の影響によって

落葉広葉樹と常緑広葉樹の置き換わりが生じているとは一概に言えないが、今後も森林植生の

変化に注視していく必要がある。（モニタリングサイト 1000 森林・草原調査第 2 期とりまとめ

報告書，環境省自然環境局生物多様性センター，2015 年） 
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図 2.1.3-11 各サイトの年平均気温と樹種タイプの割合の変化 

黄色枠内の森林では、常緑広葉樹が増加・落葉広葉樹が減少する傾向にある。 

出典： （モニタリングサイト 1000 森林・草原調査第 2 期とりまとめ報告書，環境省自然環境局生物多様性

センター，2015 年） 

 

2) 水産 

A) 有明海ノリ養殖 

 近年、国内の多くのノリ漁場において海水温の上昇傾向が続いている。特に、ノリの主要産地

のひとつである有明海（湾口、湾央、湾奥）とその外海である東シナ海における海水温はいず

れも経年的に上昇傾向を示している。ノリ養殖は水温が 23℃以下で漁期が開始されるが、有明

海では 2007 年度以降 10 月 27 日生産が開始されて以降、10 月中下旬での生産開始となり、約 2

週間も遅くなる傾向があることが明らかになった。 

漁場における高水温化が主な原因の一つとなって、ノリ生産の不安定化や生産量の減少が生じ

ていると考えられる。（地球温暖化によるノリ養殖業への影響，研究成果発表会 地球温暖化

による「海」と「さかな」の変化、農林水産省 農林水産技術会議事務局・独立行政法人 水

産総合研究センター，小林正裕・尾島信彦・福井洋平・里見正隆・馬久地みゆき・中村洋路・

安池元重・藤吉栄次・玉城泉也・阿部真比古・村瀬昇，2014 年） 
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図 2.1.3-12 有明海および東シナ海における年平均海水温の経年変化 

出典：地球温暖化によるノリ養殖業への影響，小林正裕ら，研究成果発表会 地球温暖化による「海」と「さ

かな」の変化，農林水産省 農林水産技術会議事務局・独立行政法人 水産総合研究センター，小林正裕・尾

島信彦・福井洋平・里見正隆・馬久地みゆき・中村洋路・安池元重・藤吉栄次・玉城泉也・阿部真比古・村瀬

昇，2014 年） 

 

図 2.1.3-13 ノリ養殖漁場における生産開始日の経年変化（有明海；佐賀県漁場の場合） 

出典：地球温暖化によるノリ養殖業への影響，小林正裕ら，研究成果発表会 地球温暖化による「海」と「さ

かな」の変化、農林水産省 農林水産技術会議事務局・独立行政法人 水産総合研究センター，小林正裕・尾

島信彦・福井洋平・里見正隆・馬久地みゆき・中村洋路・安池元重・藤吉栄次・玉城泉也・阿部真比古・村瀬

昇，2014 年 

 

 有明海では、近年の高水温化により、採苗時期が遅くなる傾向にあり、平成 24 年、25 年の漁

期においては、珪藻赤潮が発生するなど、生産額は 3 年連続で減少している。（「稼げる水産

業」の実現に向けた施策の方向（3 海域における将来ビジョン），熊本県農林水産部，2015 年） 
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図 2.1.3-14 ノリ生産額、ノリ経営体数の推移（水産振興課調べ） 

出典：「稼げる水産業」の実現に向けた施策の方向(3 海域における将来ビジョン)熊本県農林水産部，2015 年 

 有明海、八代海は閉鎖性の高い海域であり、気温の影響を受けやすいという特徴がある。両海

域では、海面養殖業がさかんであるが、両海域とも表層水温は秋季から春季にかけて上昇傾向

にあり、透明度は上昇している。熊本県では、水温上昇や赤潮の影響により、ノリ養殖適期の

短期化、赤潮による養殖魚の被害が発生している。（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，2012 年） 

 

図 2.1.3-15 ノリの色落ち発生のしくみ 

出典：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，2012 年 

 

図 2.1.3-16 赤潮発生のしくみ 

出典：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，2012
年 
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B) シラス漁業 

 年間のシラス漁獲量の予測について 1 月から 6 月までの気象及び海洋環境との相関を見ると、

気温、日照時間及び降水量といった気象または、水温、塩分といった海洋環境との相関が、各々

単独の観測項目では有意なものはなかった。漁獲量との相関が も高かったのは、3 月の天草

西海のカタクチイワシ仔稚魚調査採取数と 1 月の水温の組合せであった。 

漁獲開始日は、3 月の降水量が多いほど遅くなり、終了日は 5 月の降水量が多いほど早くなる

傾向がみられた。（熊本県八代海におけるシラス漁業の春漁の漁獲量及び漁獲時期の予測，熊

本県水産研究センター研究報告第 9 号 6-12，木村修・大塚徹，2013-14 年） 

表 2.1.3-3  シラス漁獲量と気象及び海洋環境との相関 
出典：「熊本県八代海におけるシラス漁業の春漁の漁獲量及び漁獲時期の予測，木村修ら，熊本県水産研究セ

ンター研究報告第 9 号 6-12, 2013-14 年） 

 
表 2.1.3-4 説明変数の組合せによる回帰分析結果 

出典：熊本県八代海におけるシラス漁業の春漁の漁獲量及び漁獲時期の予測，熊本県水産研究センター研究

報告第 9 号 6-12, 木村修・大塚徹，2013-14 年） 

 



35 

 

表 2.1.3-5 漁獲開始日と終了日の気象との相関 
出典：熊本県八代海におけるシラス漁業の春漁の漁獲量及び漁獲時期の予測，熊本県水産研究センター研究

報告第 9 号 6-12, 木村修・大塚徹，2013-14 年） 

 

 

C) アサリ漁業 

 有明海のアサリ漁獲量の殆どは熊本県が占める。1970 年までは有明海全体でほぼ 2 万トンであ

ったが、それ以降は東京湾における漁獲量の減少と相反して漁獲量が伸び、1975 年以降は 6 万

トンないし 8 万トンに達し、東京湾の減少分（5 万トン）をほぼ完全に補うまでになった。し

かし、熊本県は 1978 年から漁獲量が急減し、1990 年以降は 1 万トンを下回るまでになった。 

1984 年以降の漁獲量激減に関するその他の要因の評価として、夏季の高温、冬季の低温と餌不

足、波浪、洪水による減耗、あるいは餌条件を決める日照、浮遊幼生の漂着や荒天による着底

稚貝の生残やその後の成長、さらに貧酸素や青潮の発生等、これらアサリの生残に重大な影響

を及ぼす要因は、気候変動の影響を受ける。ただし、気候変動としてわが国に起こっているこ

とは、台風、梅雨・豪雨、豪雪に見られるような変動幅の増大と一貫した暖冬化であった、あ

らゆる時期を境にした傾向的激変ではない。また、気候変動や地球温暖化による影響ならば漁

獲減はいっせいに起こるはずなのに、産地ごとに減少開始年に数年間の差がある。したがって、

気候変動がこの間のアサリ資源激減の要因とは考え難い。（我が国のアサリ漁獲量激減の要因

について，日本水産学会誌 Vol.74. 137-143，松川康夫・張成年・片山知史・神尾光一郎，2008

年） 

 八代海では、平成 16 年以降、回復傾向にあったが、平成 21 年以降、大雨による淡水被害や漁

場環境の悪化、ナルトビエイの食害等により、平成 25 年には約 8 トンと激減している。（「稼

げる水産業」の実現に向けた施策の方向（3 海域における将来ビジョン），熊本県農林水産部，

2015 年） 

 
図 2.1.3-17 不知火地区におけるアサリ漁獲量の推移（農林水産統計） 

出典：「稼げる水産業」の実現に向けた施策の方向(3 海域における将来ビジョン)，熊本県農林水産部，2015 年 
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D) その他 

ナルトビエイ 

 ナルトビエイは体盤長 1.5ｍ、体重 50kg にも達する暖海性の回遊魚で、アサリやタイラギなど

の二枚貝を大量に食べるため、二枚貝を養殖している有明海や瀬戸内海の一部の地域などにお

いては、二枚貝が一晩にして食べ尽くされるなどの被害が出ている。このような急激に増えて

被害が出てきたのは 10 年程度の話である。これまでは有明海や瀬戸内海ではナルトビエイの

目撃情報が無かったため、本来は暖かい海にすんでいたはずが、地球の温暖化によって生息域

を拡げてきたと考えられている。（下関市下関水族館海響館ホームページ，

http://www.kaikyokan.com/blog-fish/post-121.php） 

 近年、有明海の海面水温は上昇傾向にあり、ナルトビエイの大量出現との関連が疑われている

が、詳細は不明である。（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、

水産総合研究センター，2014 年） 

赤潮 

 近年、赤潮が多発化・広域化しており、八代海では平成 20～22 年に 3 年連続で魚類養殖に大き

な被害が発生したほか、有明海を中心としたノリ養殖においては、冬季の栄養塩不足によりノ

リの色落ち被害が発生している。（「稼げる水産業」の実現に向けた施策の方向（3 海域にお

ける将来ビジョン），熊本県農林水産部，2015 年） 

 近年、有明海及び八代海の両海域では、大規模な赤潮の頻発により大きな漁業被害が生じてい

る。（有明海・八代海等の再生に向けた熊本県計画，2003 年（2015 年一部変更）） 

漁場環境 

 平成 24 年 7 月に発生した「熊本広域大水害」の影響等もあり、有明海・八代海の干潟域には、

広域的に泥土が堆積するなど、漁場環境の改善に向けた取組みが急務になっている。（「稼げ

る水産業」の実現に向けた施策の方向（3 海域における将来ビジョン），熊本県農林水産部，

2015 年） 

 
図 2.1.3-18 熊本広域大水害（白川河口，H24.7.17） 

出典：「稼げる水産業」の実現に向けた施策の方向(3 海域における将来ビジョン)，熊本県農林水産部，2015
年 

 漁業生産上も重要な場である藻場において、1990 年前後の高温化と同期した磯やけの進行が顕

著になったほか、日本近海の高水温化に対応する現象として、九州、四国沿岸域において南方

系のホンダワラ類の分布が拡大してきている。（研究発表会 農林水産業は気候変動にどう対応

するか？～気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発，農林水産省，2012
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年） 

海洋酸性化 

 太平洋域において、海洋酸性化が顕著に進行していることが分かった。太平洋域では、海洋酸

性化の指標である水素イオン濃度指数（pH）は、1990 年以降、約 0.04（10 年あたり 0.016）低

下している。海洋酸性化の進行は、海洋の生態系に大きな影響を与える可能性があるほか、海

洋が大気中の二酸化炭素を吸収する能力が低下する可能性があるため、温暖化が加速すること

が懸念される。（太平洋域における海洋酸性化に関する情報提供の開始について～海洋酸性化

が顕著に進行していることがわかりました～，気象庁，2014 年） 

 

3) 生態系 

A) 生物多様性 

 熊本市の年平均気温は、1899 年から 2009 年までの 110 年間に 2℃上昇している。このような

地球温暖化の影響は、私たちが身近に感じる自然の諸現象や野生動植物の分布などの中にも少

しずつ現れ始めている。例えば、熊本におけるサクラ開花日は、1957 年から 2007 年までの 50 

年間に 4.3 日早くなっている。 

また、県内の海域には 100 種を超える造礁性サンゴが分布しているが、近年の水温上昇の影

響からサンゴの分布域の北上も確認されている。 

以前は県内で生息が確認されたことはなかった南方系のハラボソトンボは、199 3 年に水俣市

の竹林公園で確認されたあと、５年後には県内の各地で見られ、阿蘇地域でも確認された。

その後少し遅れて、同じく南方系のアオビタイトンボ、リュウキュウベニイトトンボ、ベニ

トンボが相次いで確認された。特にアオビタイトンボは水生植物が多く見られる池沼では普

通に見られるようになり、熊本市内の立田山の池では秋期になると個体数が一番多い種とな

っている。 

また、リュウキュウベニイトトンボもここ数年同じ池で確認されているが、同属のベニイト

トンボへの影響が懸念される状況となっている。また、県内に見られたウチワヤンマが南方

系のタイワンウチワヤンマの侵入で個体数が激減し、現在ではウチワヤンマは「改訂・熊本

県の保護上重要な野生動植物−レッドデータブックくまもと 2009 −」では準絶滅危惧（ＮＴ）

に選定されている。（生物多様性くまもと戦略，2011 年） 

 

図 2.1.3-19 熊本市の年平均気温の推移 

出典：生物多様性くまもと戦略，2011 年 
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 1950 年代後半から 1970 年代前半までの高度経済成長期には、都市では大規模な埋め立てによ

り、地方では農地造成のための大規模な干拓により、全国で 8.5km2/year（1945～1978 年）で干

潟が消滅したものの、1970 年代から 1980 年代にかけては 2.6km2/year（1978～1992 年）で消滅

しており、その消滅の割合は大幅に減少している。1990 年代以降は生態系保護等の観点から、

さらにその消滅割合は減少しているものと考えられる。有明海、八代海、東京湾では 1950 年か

ら 1990 年の間にそれぞれ 18.9、2.8、20.7、8.8、0.6km2（0.47、0.07、0.52、0.22、0.01km2/year

の割合）の侵食が生じていた。（日本の干潟における過去の長期面積変化特性と海面上昇によ

る将来の浸食予測，土木学会論文集 G（環境） 68. I_279-I_285，有働恵子・武田百合子・吉田

惇・真野明，2012 年） 

 日本に生息するサンショウクイには、夏鳥として本州以南に飛来し、東南アジアで越冬する「亜

種サンショウクイ」と、九州南部から南西諸島に留鳥として生息する「亜種リュウキュウサン

ショウクイ」がいる。このリュウキュウサンショウクイの分布が徐々に拡大しているようだ。

サンショウクイは、自然環境保全基礎調査の第 2 回調査（1974～1978 年）と、第 6 回調査（1997

～2002 年）で行われた繁殖分布調査で確認メッシュ数が大きく減少したため、絶滅危惧Ⅱ類に

選定されている。ただし、第 6 回調査の結果で、九州南部では確認メッシュ数が増えており、

亜種リュウキュウサンショウクイの分布が拡大している可能性が指摘されていた。リュウキュ

ウサンショウクイの分布拡大には、亜種サンショウクイとの種間関係など他の要因も考えられ

ることから、一概に気候変動による影響とは言えないが、今後も注意深く記録していくことが

必要である。（モニタリングサイト 1000 森林・草原調査第 2 期とりまとめ報告書，環境省自然

環境局生物多様性センター，2015 年） 

 

図 2.1.3-20 リュウキュウサンショウクイが確認された場所 

出典：モニタリングサイト 1000 森林・草原調査第 2 期とりまとめ報告書，環境省自然環境局生物多様性セン

ター，2015 年 

 森林を構成する樹木の幹の本数や太さのデータを解析することで、樹木の死亡率（死亡した幹

数に占める割合）や地上部バイオマスの変化を検出し、さらに気温や降水量との関係を解析す

ることで、気象の変化によって森林がどのような影響を受けるのか検討した。その結果、この
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10 年間の調査期間中では、樹木の死亡率と気温や降水量の間に関係は見られなかった。（モニ

タリングサイト 1000 森林・草原調査第 2 期とりまとめ報告書，環境省自然環境局生物多様性セ

ンター，2015 年） 

 全国的な温暖化が起こると、ある生物種の分布の南限では暑くなり過ぎて生息できなくなり、

一方で分布の北限では寒さが緩和されて生息しやすくなるため、一般に種の分布域はより涼し

い地域へとずれ動くと予想される。そこで、地表徘徊性甲虫類の代表的な種について、各年の

捕獲数と前年の気温との関係を調べ、分布変化の兆候をとらえる指標に適した種類を検討した。

キタクロナガオサムシ、クロツヤヒラタゴミムシ、センチコガネの 3 種は、分布の南限に近い

調査サイトで、暑い年ほど翌年の捕獲数が少なくなる傾向があった。一方、オオクロツヤヒラ

タゴミムシは、分布の北限に近いサイトで、暑い年ほど翌年の捕獲数が多くなる傾向があった。

これらの結果は、今後、全国的に温暖化が進行した場合、キタクロナガオサムシ、クロツヤヒ

ラタゴミムシ、センチコガネの 3 種では蒸し暑い地域での捕獲数の減少という形で、オオクロ

ツヤヒラタゴミムシでは寒い地域での捕獲数の増加という形で分布域の変化兆候がとらえられ

る可能性を示している。ただし、地表徘徊性甲虫類の多くは飛翔・移動能力が低いため、大き

な川・山脈・市街地・海峡などを越えて移動することが難しく、気温が上昇したからといって

より寒い地域に分布を拡大できるとは限らない。また、温暖化は気温の変化だけでなく、降水

量や積雪量など様々な環境の変化をともなう。このように、ここの種の分布域が実際にどのよ

うに変化するかを詳しく検討する際には、地理的障壁や気温以外の環境の変化なども考慮する

必要がある。（モニタリングサイト 1000 森林・草原調査第 2 期とりまとめ報告書，環境省自然

環境局生物多様性センター，2015 年） 

 

図 2.1.3-21 地表徘徊性甲虫類の種類 

出典：モニタリングサイト 1000 森林・草原調査第 2 期とりまとめ報告書，環境省自然環境局生物多様性セン

ター，2015 年 
 

 過去 8 年間の調査結果から、より暖かい地域の成熟林では、日本の森林の地表徘徊性甲虫類の

主なグループの一つであるツヤヒラタゴミムシ類（オサムシ科ツヤヒラタゴミムシ属の甲虫の

総称）が、増加する傾向がみられた。このような森林では、地表をおおう植物（林床植物）が

減る傾向があった。全国の調査地を通じて、林床植物が減るとツヤヒラタゴミムシ類の捕獲数
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が増えるようだ。ツヤヒラタゴミムシ類は、下草におおわれていない開けた林床環境を好む性

質があるのかもしれない。一部の調査地では、増加したシカに食べられて下草が減った可能性

があるが、暖かい地域全体で調査地内の林床植物が減り続けている原因がわかっていない。ま

た、この 8 年間に限ってみると、四国や九州で平均気温がやや低下する傾向があった。暖かい

地域では、気温が低い年ほどツヤヒラタゴミムシ類の捕獲数が多くみられたので、この地域で

の捕獲数増加は、気温低下傾向が影響していた可能性もある。（モニタリングサイト 1000 森

林・草原調査第 2 期とりまとめ報告書，環境省自然環境局生物多様性センター，2015 年） 

 

図 2.1.3-22 ツヤヒラタゴミムシ類の捕獲数の年変化傾向（2005 年～2012 年の増加傾向）と、

林床食性被度の年変化傾向との関係 

白抜きの○は、捕獲数に統計的に有意な増減傾向がないことを示す。 

出典：モニタリングサイト 1000 森林・草原調査第 2 期とりまとめ報告書，環境省自然環境局生物多様性セン

ター，2015 年 

 

B) イノシシ 

未確認 

 

C) シカ 

未確認 

 

D) アユ 

 球磨川など県内の主要 4 河川を遡上する稚アユが例年より大きく減少したことが県の調べなど
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で分かった。激減した昨年から回復せず小型の魚体が目立った。県水産研究センター（上天草

市）は、原因は分からないが、水温や気候、川や海の変化などが複雑に絡んでいるのではない

かとしている。（熊本日日新聞、2015 年 5 月 31 日） 

 

図 2.1.3-23 県内主要河川の稚アユすくいあげ量 

出典：熊本日日新聞、2015 年 5 月 31 日 

 

E）その他 

 熊本県では近年の水温上昇の影響からサンゴの分布域の北上が確認されており、また気温上昇

を一因として、南方系昆虫の侵入がみられる。例えば、熊本市内の立田山の池ではリュウキュ

ウベニイトトンボによる同属のベニイトトンボへの影響が懸念されており、南方系の南方系の

タイワンウチワヤンマの侵入により、ウチワヤンマの個体数が激減している。なお、熊本県は

「改訂・熊本県の保護上重要な野生動植物−レッドデータブックくまもと 2009−」において、ウ

チワヤンマを準絶滅危惧（NT）に選定している（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，2012 年） 
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(4) 健康への影響 

1) 熱中症 

 「現実に起きており、かつ深刻と考えている現象」として、健康担当部署の約 6 割が「熱スト

レスによるリスク（熱中症患者など）の増加」を挙げている。【地方自治体へのアンケート結

果】（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，2012 年） 

 

図 2.1.3-24 定期的に情報収集している項目（アンケート調査結果） 

出典：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，

2012 年 

 

2) セアカゴケグモ 

 セアカゴケグモはオーストラリア原産の特定外来生物で、平成 7 年大阪府で初めて発見されて

以来、これまでに 37 自治体で生息が確認されている。熱帯の有害昆虫が上陸しても寒い冬は越

せないが、セアカゴケグモの卵や幼体が見つかっていることから、越冬して生息地を拡大して

いる。熊本市では、北区鶴羽田 1 丁目において、平成 25 年 8 月に市民の方からの通報で初めて

発見された。（熊本県ホームページ，http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_702.html） 

 平成 25 年 12 月には、県内 2 例目のセアカゴケグモの生息が確認された。（熊本県ホームペー

ジ，http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_700.html） 

 

3) 水系感染症 

 近年、温暖で閉鎖性の高い汽水域に多く分布するビブリオ・バルニフィカス菌による感染症が、

九州地方で比較的多く報告されている。この菌は下痢・腹痛や皮膚疾患等を起こすもので、海

水表面温度が 20℃以上になると検出数が増加するが、この 20℃の北限線は近年北上する傾向が

みられる。（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」，

文部科学省・気象庁・環境省，2013 年） 
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図 2.1.3-25 8 月の海面水温 20℃線とビブリオ・バルニフィカス症の発生地域 

出典：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」，文部科学省・気

象庁・環境省，2013 年 

 

4) その他 

 熊本県の地理的特性から、夏期においては、南西の湿潤な季節風が流れ込み、平野部では高温

多湿であるため、感染症の発生との関連にも留意する必要がある。（熊本県感染症予防計画，

2010 年一部改正） 

 日本においては、地球温暖化の感染症への影響が感染症の患者数や死亡数の明らかな増加とし

て現在現れているわけではない。（感染症への地球温暖化影響，地球環境 vol.14  No.2，倉根

一郎，2009 年） 
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(5) 産業・経済活動 

1) 製造業 

未確認 

 

2) エネルギー 

未確認 

 

3) 商業 

未確認 

 

4) 金融・保険 

 大手損害保険各社が 10 月 1 日から火災保険の保険料を全国平均で 2～4％引き上げることがわ

かった。台風などの自然災害の増加に対応し、保険金の支払い余力を高めるためで、九州の一

部や沖縄では約 3 割の値上げとなる。台風被害が多い九州・沖縄では、建物の構造に関わらず

値上げ幅が大きくなる。（朝日新聞デジタル，2015 年 7 月 17 日） 

 

5) 観光業 

未確認 

 

6) 建設業 

未確認 

 

7) 医療 

未確認 

 

8) その他 

 梅雨期の豪雨や台風等により、大量の流木が発生し、船舶の航行に支障をきたしたり、漁業被

害が発生している。さらには、冬期の低温寡日照など厳しい気象条件や気候変動の影響により

出荷期のズレが生じやすくなっている。（熊本県海岸漂着物対策推進地域計画，2012 年）（熊

本県廃棄物処理計画，2011 年） 



45 

 

(6) 県民生活、都市生活 

1) 都市インフラ、ライフライン等 

A) 水道、交通等 

未確認 

 

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 

 熊本市の年平均気温は、1899 年から 2009 年までの 110 年間に 2℃上昇している。このような

地球温暖化の影響は、私たちが身近に感じる自然の諸現象や野生動植物の分布などの中にも少

しずつ現れ始めている。例えば、熊本におけるサクラ開花日は、1957 年から 2007 年までの 50 

年間に 4.3 日早くなっている。（生物多様性くまもと戦略，2011 年） 

 九州・沖縄地方ではサクラの開花日が早くなり、逆にカエデの紅葉日が遅くなっている。50 年

あたりの変化でみると、熊本では、サクラは長期的に有意な変化傾向があり、5.5 日開花が早ま

っている。カエデも長期的に有意な変化傾向があり、16.9 日紅葉が遅くなっている。（福岡管

区気象台，2015 年） 

 

図 2.1.3-26 熊本におけるサクラ開花日経年変化傾向 

直線（赤）は長期変化傾向を示す。 
出典：福岡管区気象台，2015 年 
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図 2.1.3-27 熊本におけるカエデ紅葉日経年変化傾向 

直線（赤）は長期変化傾向を示す。気温は 10～11 月の平均気温平年差。 
出典：福岡管区気象台，2015 年 

 

 

3) その他 

A) 暑熱による生活への影響等 

 地球温暖化など地球規模の環境問題が顕在化する中、熊本市では、25℃以上の熱帯夜日数が増

加傾向にあるなどヒートアイランド化が進みつつある。（熊本県都市計画区域マスタープラン

基本方針，2013 年） 

 

図 2.1.3-28 熊本県内における熱帯夜（最低気温 25℃以上）日数の変化 

出典：熊本県都市計画区域マスタープラン基本方針, 2013 年 
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(7) （参考）熊本県の地域特性 

●農業 

・農業産出額の第 1 位はトマトであり、全体の約 2 割を占める。次いで、米、肉用牛と続く。 
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図 2.1.3-29 農業産出額の推移        図 2.1.3-30 農業産出額上位 10 品目 

出典：生産農業所得統計              出典：H25 年生産農業所得統計 

 

●水産業 

・2009 年以降、海面漁業・養殖業生産額は減少傾向である。 
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図 2.1.3-31 海面漁業漁獲量及び海面漁業・養殖業生産額の推移 

出典：海面漁業生産統計 
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2.1.4. 影響の将来予測の情報整理 

熊本県内における将来の気候変動の予測について、防災・水資源分野、農業分野、水産業分野、

健康分野を中心に整理した。主に参考とした資料は、九州・沖縄地方における気候変動影響・適

応策推進業務報告書、国の研究プログラムの成果の一部である論文（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）平成 27 年 3 月中央環境審議

会」で使用された文献を含む）、熊本県の諸研究機関の調査研究報告等である。 

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。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) 防災・水資源への影響 

1）水資源 

 蒸発散量の増加で、九州の水田域の潜在的水資源量は約 30mm 減少する。（第 6 回気候変動に

適応した治水対策検討小委員会資料 3，国土交通省，2008 年） 

 

図 2.1.4-1 2030 年代の 8月に潜在的な水不足が想定される水田地域 

出典：第 6 回気候変動に適応した治水対策検討小委員会資料 3，国土交通省，2008 年 

 

2）自然災害 

高潮・高波 

 大高潮偏差は台風ルートによっては、有明海の熊本周辺沿岸で 1m 程度増加する。ルートと

しては有明海の北側周辺を通る台風は、熊本に顕著な高潮を生じやすく、大浦に 大高潮偏差

を生じた台風は有明海の西側を北進する経路を取っている。また、現在気候における 100 年確

率潮位は、湾口部の口之津では約 25 年にまで縮み、大浦や熊本、三池においても約 30 年から

40 年と半分以下に縮む。（有明海における温暖化した将来の高潮の出現特性に関する研究，海

洋開発論文集 第 23 集. 141-146，山城賢・橋本典明・河合弘泰・麻生紀子・荒木健人，2007

年） 
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図 2.1.4-2 有明海沿岸における高潮偏差と潮位の再現期間 
出典：有明海における温暖化した将来の高潮の出現特性に関する研究，海洋開発論文集 第 23 集. 141-146，山城

賢・橋本典明・河合弘泰・麻生紀子・荒木健人，2007 年 
 

 海面上昇量の増加に対して浸水面積、浸水人口は直線的に増加することが判明した。100 年後

の海面上昇量が 60cm の場合、九州北西部、北九州、周防灘、別府湾、宮崎県南部、薩摩半島

は高潮に対して脆弱な地域であることがわかった。その他の地域では、高波、津波、高潮対策

のために高い防護施設が設けられているため、それらが健全に機能するならば、温暖化によっ

て海面が上昇し、高潮が大きくなっても大きな浸水リスクは生じないのではないかと考えられ

る。（九州地方における地球温暖化による高潮浸水リスクの変化，地球環境シンポジウム講演

論文集 16. 105-110，鈴木武，2008 年） 
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図 2.1.4-3 高潮による浸水深の地域分布 
出典：九州地方における地球温暖化による高潮浸水リスクの変化，地球環境シンポジウム講演論文集 16.  

105-110，鈴木武，2008 年 

 

 台風の襲来の増加に伴い、今世紀末に中四国・九州地方で 大年間 7.4 兆円の高潮被害が予想

される。九州は真っ先に亜熱帯化し、強い雨が降る日数が増加すると予想される。（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，

2012 年） 

 気象研究所の超高解像度全球大気モデル（MRI-AGCM3.2S）による将来気候の予測値から、将

来有明海に来襲する可能性がある強大な台風を抽出し、その台風によって生じる有明海沿岸で

の高潮偏差を推算した。有明海を通過する強大な台風を抽出した結果、選定された台風は

940hPa 以下の中心気圧を有する勢力の強い台風であった。高潮推算した結果、有明海湾奥部で

約 5m の 大高潮偏差となり、現行計画を 2.5m 以上も上回る結果となった。また、現行計画を

上回る 大高潮偏差が広範囲にわたって生じた。さらに 大高潮偏差が推算された台風以外で

も計画規模を上回る偏差が推算されており、将来的に大きな高潮偏差が起こり得ることが示さ

れた。（MRI-AGCM3.2S により得られた将来気候データに基づく有明海での将来の高潮に関す

る検討，土木学会論文集 B2（海岸工学）68（2）. 201-205，木梨行宏・山城賢・姫野慎太郎・

横田雅紀・橋本典明，2012 年） 
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図 2.1.4-4 抽出した台風の最大高潮偏差分布（左図：ケース①、中央図：ケース②）および、 

最大高潮偏差の差（右図：ケース①―②） 
出典：MRI-AGCM3.2S により得られた将来気候データに基づく有明海での将来の高潮に関する検討，土木

学会論文集 B2（海岸工学）68（2）. 201-205，木梨行宏・山城賢・姫野慎太郎・横田雅紀・橋本典明，2012
年 

 

 有明海における将来の高潮予測について、将来の台風強度の想定方法を検討し、気象研究所の

超高解像度全球大気モデル（MRI-AGCM3.2S）の将来予測値の特性を考慮した補正を行ったう

えで、有明海沿岸での 大高潮偏差を推算した。その結果、補正により高潮偏差の値は大きく

減少するものの、有明海湾奥部で現行の計画潮位偏差（2.36m）を超える約 2.8m の高潮偏差が

生じる可能性が示された。（MRI-AGCM3.2S の台風強度特性を考慮した有明海における高潮の

将来予測に関する検討，土木学会集 B3（海洋開発）70（2）. I_1200-I_1205，田辺智子・横田雅

紀・山根知洋・児玉充由・山城賢・橋本典明，2014 年） 

 高潮防護施設をモデル化して組み込んだ高潮浸水モデルを用い、台風強度と海面上昇量を変化

させて高潮浸水計算を多数行った結果から得られた。浸水人口、浸水面積、浸水被害コストの

影響関数と、統合評価モデルで推計された安定化レベル別の海面上昇シナリオを組み合わせて、

西日本と三大湾の浸水人口・面積・被害額を推計した。シナリオ別の 2090s における海面上昇

量は、0.15m(450s)、0.19m(550s)、0.24m(BaU)と見積もられている。台風の強度は 1990 年を 1 と

して、2100 年に 1.3 に達するよう線形に変化させている。九州地方は九州北西部、北九州、周

防灘、別府湾、宮崎県南部、薩摩半島に高潮に脆弱な地域がある。こうした地域分布は主に堤

防や護岸の整備水準が低い区間が断片的に存在することによって生じている。九州は台風の来

襲の頻度が高い地域であるため、早めの手当と長期的な取組を組み合わせた対策の検討が求め

られる。（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化影響の

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－，温暖化影響総合予測プロジェクトチーム，2009 年） 
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土砂災害 

 将来（2075～2099 年）、8 月の降水量が 5～75%増加すると仮定すると、河川の流量が 1～20%

変化し、1～30%土砂生産量が増加すると予測されている。（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，文部科学省研究開

発局，2013 年） 

 

図 2.1.4-5 将来の変化率 

（a）8月の降水量、（b）河川流量、（c）土砂生産量、（d）土砂災害発生確率 
出典：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，文部科学省研究開発局，2013 年 

 

洪水 

 全国の一級河川 109 水系における年 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 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

分析した研究によると、両変化率ともに熊本県では増加している。氾濫可能性倍率の増加率（熊

本県内水系は 5.0～10.0 倍）のほうが、豪雨量倍率の増加率（菊池川・緑川・球磨川水系は 1.2

～1.3 倍、白川・川内川水系は 1.3 倍以上）よりも大きい。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ほう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。（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），文部科学省・気象庁・環境省，2013 年） 
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図 2.1.4-6 流域別の豪雨量倍率（RCM 後期）（左上）、流域別の氾濫可能性倍率（RCM 後期） 

（左下）、豪雨量倍率と氾濫可能性倍率（表） 
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。 
出典：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）， 

文部科学省・気象庁・環境省，2013 年 

海岸侵食 

 海岸侵食についても、気候変動の影響が出てくると考えられている。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。

（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），文部科学省・気象庁・環境省，2013 年）
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(2) 農業への影響 

1）果樹 

 極早生ウンシュウミカンは、更に温暖化が進むと、着色促進及び品質向上対策技術の確立が重

要と言える。（極早生ウンシュウにおける果実成熟期の気温、被覆資材および果実生育期の肥

効が日焼け果の発生や果実着色に及ぼす影響，川端義実・川窪裕二・北園邦弥・藤田賢輔・榊

英雄，熊本県農業研究センター研究報告第 20 号 38-44，2013 年） 

 南西諸島など島嶼部を除くと現在、（年平均気温）18℃以上の地域は九州の南端部のみである

が、この地域は徐々に北上し、2060 年代には現在のウンシュウミカン主産地のほとんどが 18℃

以上の温度域に含まれ、現在のタンカン等中晩柑の産地の気温と同等かより高温となる可能性

がある。（年平均気温の変動から推定したリンゴおよびウンシュウミカンの栽培環境に対する

地球温暖化の影響，園芸学会雑誌 73（1）.72-78，杉浦俊彦・横沢正幸，2004 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4-7 ウンシュウミカンの栽培適地の分布 

（a）現在気候（1971～2000 年）、（b）2020 年代、（c）2040 年代、（d）2060 年代、（e）

2060 年代から 1℃上昇した場合、（f）2060 年代から 1℃低下した場合 
出典：年平均気温の変動から推定したリンゴおよびウンシュウミカンの栽培環境に対する地球温暖化の影

響，園芸学会雑誌 73（1）.72-78，杉浦俊彦・横沢正幸，2004 年 
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2）水稲 

 水稲・野菜・果樹などの農作物について、気温の上昇等により今後も更なる品質低下、収量低

下が懸念される。（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，2012 年） 

 3℃付近までの気温上昇では、全国でコメ収量は現在と同程度かあるいはやや増加すると推計さ

れている。それ以上になると、北海道・東北地方を除いて気温上昇（気候変化）に伴ってコメ

収量は減少すると推計された。収量の年々変動は、すべての地域で気温上昇とともに増大する

傾向が見られた。（気候変化が我が国におけるコメ収量変動に及ぼす影響，地球環境 14.199-205，

横沢正幸・飯島仁之直・岡田将誌， 2009 年） 

 

図 2.1.4-8 暖候期（5 ～ 10 月）平均気温の上昇度に対する地域平均収量と変動係数の変化 
気候変化シナリオ 34 ケースについての広域コメ収量予測モデルによる推計結果をプロットした。実線はそれらの

平均値を表す。気温の上昇度は暖候期平均気温の 1981 ～ 2000 年における平均値に対する上昇度として示してい

る。 
出典：気候変化が我が国におけるコメ収量変動に及ぼす影響，横沢正幸・飯島仁之直・岡田将誌，地球環境 14.199-205，

2009 年 

 

 コメの品質について、一等米の比率は、登熟期間の気温が上昇することにより全国的に減

少することが予測されている。九州地方の一等米比率は A1B、A2 シナリオの場合、今世紀

半ばに 30％弱、今世紀末に約 40％減少することを示す事例がある。（Projecting climate 

change impacts both on rice quality and yield in Japan ，Journal of Agricultural Meteorology 

(Special issue: Rice in hot summers)  67. 285-295，Masashi OKADA, Toshichika IIZUMI, Yousay 

HAYASHI, and Masayuki YOKOZAWA，2011） 

収
量
［
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ha
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］
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図 2.1.4-9 九州における将来の一等米比率の変化（1981～2000 年との比較） 
出典：Projecting climate change impacts both on rice quality and yield in Japan ，Journal of Agricultural 

Meteorology (Special issue: Rice in hot summers)  67. 285-295，Masashi OKADA, Toshichika IIZUMI, Yousay 
HAYASHI, and Masayuki YOKOZAWA，2011 

 

3）野菜 

未確認 
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4）畜産 

 畜産については、暑さで牛などが死ぬ、牛乳の品質が低下するといった影響が懸念されている。

（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，2012 年） 

 牧草の栽培可能地帯が北上・拡大し、生産量が増加する。（地球温暖化が牧草の地域区分と生

産量に及ぼす影響，畜産草地研究所研究報告 4，佐々木寛幸・神山和則・須山哲男・福山正隆，

2003 年） 

 

図 2.1.4-10 現在（左）、30 年後（中）、100 年後（右）の地帯区分 
出典：地球温暖化が牧草の地域区分と生産量に及ぼす影響，畜産草地研究所研究報告 4，佐々木寛幸・神山和則・

須山哲男・福山正隆，2003 年 

 

 我が国で飼養されているブロイラーの産肉量に対する地球温暖化の影響を各地域の月平均気温

の変動から推定した。夏季（7～9 月）について、気温域に該当する区域を日本地図上に将来の

気候予測データとして、「気候変化メッシュデータ（日本）」を用いて、約 10×10km 単位の

メッシュ解析を行った。7、8 および 9 月の各月とも 2020 年、2040 年、2060 年と年代の経過と

ともに産肉量への地球温暖化の影響が大きくなることが予測され、とくに九州、四国、中国、

近畿などの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。（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，日本畜産學會報 77（2），

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 年） 
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図 2.1.4-11 現在気候、2020 年代、2040 年代、2060 年代および 2060 年代から 1℃上昇、2060 年

代から 1℃低下した場合の産肉量の変化分布（7～9月） 
出典：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，日本畜産學會報 77（2），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 年 
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5）病虫害・雑草 

 1960 年代初頭の地上平均気温は 2001 年～2005 年に比べ 1.0℃低かったため、 寒月にミナミア

オカメムシが生息できる地域は限られており、観測記録に見られるようにこれらの地域がミナ

ミアオカメムシの生息の限界域であった。2001 年～2005 年には、当期の平均気温が 5℃を超え

る地域が拡大している。もし気温が 2100 年までに 1.4℃、もしくは 5.8℃上昇すれば、九州の大

半がミナミアオカメムシの生息域となる。（Distribution range shift of two allied species,Nezara 

viridula and N. antennata(Hemiptera: Pentatomidae), in Japan, possibly due to global warming，Applied 

entomology and zoology，Yukawa J, Kiritani K, Gyoutoku N, Uechi N, Yamaguchi D, Kamatani S，2007

年） 

 玉名市産コヒメビエ種子が-5℃の温度条件で死滅したことから、冬期間に-5℃以下の気温が出

現するとコヒメビエは越冬できないと推定される。同条件の 1 回のみの出現では、数年間の現

象を考えると、コヒメビエ種子が死滅に至らないことも懸念される。そこで、ある地点におい

て冬期の 11 月から翌年の 3 月までに 低気温が-5℃以下となる日数を求め、1988 年から 1992

年までの 5 年間の総日数が 4 日以上となる場合に、その地点ではコヒメビエは定着できないと

仮定した。気温を調べた 114 地点のうち、コヒメビエの定着が不可能と推定された地点は、対

馬北部、九州山地や筑紫山地、島原半島の山地など 32 地点であり、コヒメビエが実際に発生し

ている玉名市および佐土原町を含めた平野部のほとんどの地点ではコヒメビエは定着できると

推定された(図(a))。さらに、毎日の 低気温が 1℃上昇したと想定して同様に推定すると、定着

不可能と推定した 32 地点のうち 7 地点ではコヒメビエは定着できると推定された(図(b))。（九

州地方に発生したコヒメビエの小穂と穂の形態と低温での種子の死亡条件から推定した定着不

可能地点，雑草研究 41 巻（2），森田弘彦，1996 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)：冬期の 11 月から翌年の 3月までに最低気温が-5℃以下となる日数を求め、1988 年から 1992 年までの 5年間

の総日数が 4 日以上となる場合、(b)：毎日の最低気温が 1℃上昇した場合 

●：定着できない、○：定着できる、A:玉名市、B：佐土原町 

図 2.1.4-11 九州地方におけるコヒメビエの定着地点の推定 
出典：九州地方に発生したコヒメビエの小穂と穂の形態と低温での種子の死亡条件から推定した定着不可能地点，

森田弘彦，1996 年 
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6）その他 

花き 

 花卉の収益性の改善には収量や品質の向上、病虫害の抑制が不可欠なため、品目・作型に応

じて耐暑性・耐病性等に優れた品種の利用や隔離床栽培技術の確立を図るとともに、高温期

の気・地温抑制や低音期の温湿調節、効率的な防除資材など高機能な設備・資材を活用し、

新技術の確立と定着を図る。（第 8 次熊本県花き振興計画，2011 年） 

 気候温暖化による猛暑や天候不順、台風襲来などの不安定な気象条件下において一定の品質

と出荷量を確保し、安定した生産出荷が可能となるよう栽培管理技術の向上やハウス施設・

装備の改善を進める。（第 8 次熊本県花き振興計画，2011 年） 

 

い草 

 い草・畳表を中心とする本県のい業を維持発展させていくためには、地球温暖化等による気

候変動の影響をうけにくい良質いぐさの多収・安定生産、畳表の品質向上に加えて、一層の

省力化、低コスト化、作業環境の改善が必要であり、また消費地ニーズを加味して畳表及び

畳表以外の用途開発による総需要拡大も重要な課題である。（平成 23 年度熊本県農業研究セ

ンターい業研究所，2011 年） 
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(3) 森林・水産・生態系 

1）森林 

未確認 

 

2）水産 

 温暖化による水産生物への影響予測に関する初めての取り組みとして、水産有用種の生息適水

温を明らかにし、水温上昇による影響（分布域の変化）に限定して検討した。温暖化による海

水温は、現在より短期（30 年後）は 1.0℃、中期（50 年後）1.5℃、長期（100 年後）3.0℃の上

昇と設定した。温帯性と亜熱帯性の海洋生物の分布境界である年間 高水温約 29℃は、現在九

州南方にあるが、温暖化に進むに従い北上し、50 年後には中四国沿岸、100 年後には関東や北

陸沿岸に達する。サバ、カツオなどの浮魚類は、漁獲時期、操業期間などに若干の変化が見ら

れるものの遊泳力が強いため影響は軽微、スケトウダラ、ズワイガニなどの底魚類は、水深 100m

以深の水温上昇は僅かであり影響は現れない。しかし、沿岸に生息するヒラメ、マダイ、アワ

ビ、ウニなど養殖のブリ、フグおよび海藻は、南日本では短期から大きな影響が出始め減少傾

向を示した。（温暖化による我が国水産生物の分布域の変化予測，地球環境 11（1），桑原久

実・明田定満・小林聡・竹下彰・山下洋・城戸勝利，2006 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4-12 水温上昇による養殖域の変化予測（上図：ヒラメ、下図：トラフグ） 
出典：温暖化による我が国水産生物の分布域の変化予測，地球環境 11（1），桑原久実・明田定満・小林聡・竹下彰・

山下洋・城戸勝利，2006 年 

ヒラメ 

トラフグ 
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表 2.1.4-1 ①多獲性種の影響予測、②沿岸固着性種の影響予測、③養殖種の影響予測、 

④ 藻場種の影響予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：温暖化による我が国水産生物の分布域の変化予測，地球環境 11（1），桑原久実・明田定満・小林聡・竹下彰・

山下洋・城戸勝利，2006 年 

 

 ブリ養殖産地が北上することが予測されている。（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，水産総合研究センター，2014 年／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(プロジェクト研究成果シリーズ 483），農林水産省 農林水産

技術会議事務局，2011 年） 

② 

③ 

④ 

① 
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 漁港漁村への影響は、海面の上昇によって直接的には施設や用地等の水没が考えられ、間接

的には水深変化が波や流れに影響することで、施設の安全性や機能性へ影響することが予想

される。また、これらの影響には、複数の要因が複雑に影響しあって発生するものが多い。

熊本県では、海面が上昇した場合（15cm、50cm、90cm）の全国の漁港施設（防波堤、係船岸、

護岸）に対する対策費は、上昇量の順に約 230 億、約 309 億、約 403 億と予測される。係船

岸の機能性への影響評価では、一部岸壁が水没すると評価された。漁港施設用地及び漁業集

落における浸水面積割合を整理した結果、海面上昇量 90cm の場合、どちらも浸水は 3 割未

満であることが予測された。（平成 14－15 年度 地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策

調査総合報告書，独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所，2004 年） 

表 2.1.4-2 海面上昇による影響に対する漁港・漁村の特色 

 施設に対する影響 

波    浪 

 漁港は水深が浅く、砕波した波が来襲する場所が多いため、水深が

増大することにより漁港の水深が砕波帯に近づき、来襲波高は大き

くなる傾向がある。 

漁港施設用地 

 漁港では水産物を扱い、また陸揚時に岸壁に直置きで荷揚げするこ

とも多いことから、岸壁にたびたび越流すると衛生上の問題が生じ

る。 

利 用 漁 船 

 漁港を利用する漁船は20ｔ未満の小型船がほとんどで、数10cmの海

面上昇でも陸揚げなどの作業に大きな影響を及ぼす。 

 陸揚作業は人力で行っていることが多く、かつ漁業従事者には高齢

者が多いため、陸揚作業がしにくくなると作業効率の悪化は著しい。

漁 業 集 落 

 漁港は背後に山地が迫り、平地が少ないことから漁港背後に密集し

た集落をなしており、海面上昇や海面上昇による波高増大は浸水被

害等 

 に直接的に影響する危険性が高い。 

港 内 の 水 質 

 漁港では港内で蓄養や中間育成などを行っていることから、水質悪

化は大きな問題となる。このため、海水交換が行える防波堤などを

建設しているが、海面上昇によって海水交換性の悪化が懸念される。

 水温の上昇による水質の悪化も考えられる。 

 
出典：平成 14－15 年度 地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策調査総合報告書，独立行政法人水産総

合研究センター水産工学研究所，2004 年 
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図 2.1.4-13 都道府県別対策費（水位上昇 15cm）（九州地方のみ抜粋） 

出典：平成 14－15 年度 地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策調査総合報告書， 
独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所，2004 年 

表 2.1.4-3 都道府県別の対策費予測結果（熊本県のみ抜粋） 単位：千円 

 
出典：平成 14－15 年度 地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策調査総合報告書， 

独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所，2004 年 
 

 
図 2.1.4-14 岸壁の機能性判定（潮位差を考慮した場合、海面上昇 50cm） 

凡例 青：岸壁が水没しない、赤：岸壁が水没する 
出典：平成 14－15 年度 地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策調査総合報告書，独立行政法人水産総

合研究センター水産工学研究所，2004 年 
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図 2.1.4-15 漁港施設用地浸水漁港の分布（H.W.L 時 左：海面上昇量 50cm、右：90cm） 
出典：平成 14－15 年度 地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策調査総合報告書，独立行政法人水産総

合研究センター水産工学研究所，2004 年 

 

3）生態系 

 熊本市内の立田山の池では、リュキュウベニイトトンボへの影響が懸念されている。（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，2012 年 

 照葉樹林の分布域の北限及び標高上限の優占種であるアカガシへの気候変動の影響を評価し

た研究では、気候モデルによる 2081～2100 年の気候変動予測をもとに、気候条件、土地利用

の考慮、移動距離の考慮を入れた場合の潜在生育域が予測された。気候条件のみから推定さ

れる潜在生育域（現在：約 15.1 万 km2）は、気温上昇に伴い、九州の標高の高い地域にも拡

大すると予測される。一方、土地利用を考慮して自然植生以外の地域を除き、現在の生育域

（面積約 7.5 万 km2）からの分布移動が今後 100 年間で 1km であると仮定した場合は、潜在

生育域の面積は約 6.0 万 km2 となり、現在より減少すると予測された。アカガシは将来九州

地方において高標高域へ分布拡大し、ブナなど落葉広葉樹と徐々に置き換わると推定されて

いる。（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），文部科学省・気象庁・環境省，2013 年） 
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図 2.1.4-16 気候モデル（MIROC）に基づくアカガシの分布予測図 
SRES A2 シナリオを利用。2081-2100 年における予測。□に潜在生息域ではない、■・■:潜在生息域 (g): 潜在生

育域に土地利用を考慮し、分布移動なしと仮定した場合。(h)：同、分布移動 1km と仮定した場合。(j)：同、あら

ゆる場所に移動すると仮定した場合 
出典：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）， 

文部科学省・気象庁・環境省，2013 年 
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(4) 健康への影響 

1）暑熱 

 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。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。（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－，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 年） 

 

 

 
図 2.1.4-17 RCP8.5（MIROC5）の年代別影響図例 

※：差分表示のため基準期間の地図はなしを示す 

出典：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－，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 年 

 

 2031-2050 年、2081-2100 年の将来の熱中症患者発生率は、九州で高い。一方、現在との比較

（対 1981-2000 年比）では、現在発生率の高い地域ほど増加率が低く、現在発生率の低い地

域ほど増加率は高い結果となった。九州では小さい結果となった。（2010 年夏 日本の猛暑 

気象研究ノート 第 225 号，楠昌司編集，2012 年） 
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図 2.1.4-18 熱中症患者の将来予測 熱中症患者数（左図）、熱中症患者発生率（人口100万人あたり）（右

図） 

出典：2010 年夏 日本の猛暑 気象研究ノート 第 225 号，楠昌司編集，2012 年 
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図 2.1.4-19 熱中症患者の将来予測 対 1981-2000 年比 

出典； 2010 年夏 日本の猛暑 気象研究ノート 第 225 号，楠昌司編集，2012 年 

 

2）感染症 

 九州地方では、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。（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，2012 年） 

 気温の上昇や降雨量の変化は、将来における感染症リスクを高める可能性がある。ネッタイ

シマカもデング熱を媒介しうる媒介蚊であり、現在国内には分布していないが、平均気温の

上昇に伴い、沖縄・奄美地方に加えて九州から関東地方の太平洋沿岸でも分布することが可

能になると予測されている。（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），文部科学省・気象庁・環境省，2013 年） 
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図 2.1.4-20 2100 年におけるネッタイシマカの分布可能域の予測 

MIROC K-1 モデルによる。2100 年頃に予測される最寒月（1 月）の平均気温の分布図。黒色（15-18.5℃）と赤色

（10-15℃）の部分が分布可能域。黒色の平均気温は、現在の台湾（台北、台南市）と同等。 
出典：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）， 

文部科学省・気象庁・環境省，2013 年 

 

 デング熱を媒介しうるネッタイシマカは現在国内には分布していないが、平均気温の上昇に

伴い、沖縄・奄美地方に加えて九州から関東地方の太平洋沿岸でも分布可能となる。（Global 

warming and vector-borne infectious diseases，Journal of Disaster Research Vol.3 No.2 105-106， 

Mutsuo Kobayashi, Osamu Komagata, and Naoko Nihei，2007 年） 
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（5）産業・経済活動 

1）製造業 

 未確認 

2）エネルギー 

 未確認 

3）商業 

 未確認 

4）金融・保険 

 未確認 

 

5）観光業 

 全国を対象に桜の開花日と満開日について、気温との関係に基づき、将来の気候変動が桜の開

花期間にどのような変化をもたらすか評価したところ、温室効果ガス排出シナリオや予測対象

とする年代及び地点によらず、今世紀中ごろまでに開花日は遅くなり、現在より 2.1 日減の 6.2

日で開花から満開に至ることが明らかになった。この結果は、サクラを観光資源としてみた場

合、お花見の日数が減ることになり人びとが楽しむ期間が減り、観光資源が減少することを示

唆している。（温暖化がサクラの開花期間に及ぼす影響，地球環境 17（1），塚原あずみ・林

陽生，2012 年） 

 
黒実線：SRESa1b（2046～2065 年）の平均期間日数，黒破線：SRESa1b（2081～2100 年）の平均期間日数 

灰色実線：SRESa2（2046～2065 年）の平均期間日数，灰色破線：SRESA2（2081～2100 年）の平均期間日数 
赤点線：1985～2009 年の実測平均期間日数，熊本県は地点番号 48（青ライン） 

図 2.1.4-21 現在と将来の気候条件における解析地点ごとの開花から満開までの期間の日数 
出典：温暖化がサクラの開花期間に及ぼす影響，地球環境 14（2），塚原あずみ・林陽生， 2012 年 

 

 日本全土の 33 箇所のリゾート地を対象に観光旅行の快適さについて将来を評価した。熊本県

はグリーンランド、立神峡里地公園が対象となった。気候変動により TCI（Tourism Climate 

Index：観光適度）が変化し、観光旅行に快適な季節が変化すると予測している。（Evaluation 

of the Tourism Climate Index over Japan in a Future Climate Using a Statistical Downscaling Method，

Journal of the Meteorological Society of Japan. Vol.92 (1) ，Hiroyasu Kubokawa, Tsuyoshi Inoue, 

Masaki Satoh，2014 年） 
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 海面上昇により、砂浜が消失する、またそれにより経済的損失が生じることが予測される。

（地球温暖化による砂浜消失の経済評価：旅行費用法によるアプローチ，地球環境 17（1），

大野栄治・林山泰久・森杉壽芳・野原克仁，2009 年） 

 
図 2.1.4-22 海面上昇によって消失する砂浜の価値 

出典：地球温暖化による砂浜消失の経済評価：旅行費用法によるアプローチ，大野栄治・林山泰久・森杉壽芳・

野原克仁，地球環境 14（2），2009 年 
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 海面上昇による砂浜消失の予測手法が結果に及ぼす影響について、予測時に使用する砂浜デー

タの違いや、予測方法による不確実性に着目して評価した。具体的には、Bruun 則による底質

粒径 0.3mm とした手法により、0.10～1.00m の海面上昇量に対する日本全国の砂浜消失率を予

測した。その結果、熊本県では、現在の砂浜幅が比較的小さいが消失率が大きくなる傾向にあ

った。また、海面上昇 0.5m の場合、砂浜は全て消失する結果となった。これらは、不確実性を

考慮しても、気候変動による大規模な砂浜消失は避けられず、今後現実的な適応策を考えてい

く必要があることを示唆する。（海面上昇による全国の砂浜消失将来予測における不確実性評

価，土木学会論文集 G（環境）70（5），有働恵子・武田百合子，2014 年） 

 

図 2.1.4-23 方法ⅲ（Bruun 則による砂浜消失）で予測した 0.1～1.00m の海面上昇量に対

する砂浜消失率の将来予測結果 
出典：海面上昇による全国の砂浜消失将来予測における不確実性評価，土木学会論文集 G（環境）70（5）， 

有働恵子・武田百合子，2014 年 
方法ⅲ：岸田・清水（2000）の海岸情報データから得られる砂浜幅の条件において，底質粒径と砂浜勾配を仮定

して Bruun 則に従って汀線が後退した場合の消失面積
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表 2.1.4-4 県別・沿岸区分別の砂浜諸元と方法（Bruun 則による底質粒径 0.3mm のときの砂浜消失）

で予測した 0.10～1.00m 海面上昇量に対する砂浜消失率の将来予測結果（熊本県を抜粋） 

 
出典：海面上昇による全国の砂浜消失将来予測における不確実性評価，土木学会論文集 G（環境）70（5）， 

有働恵子・武田百合子，2014 年 
 

 ヒストグラムを用い、将来の干潟浸食面積を予測した。【中略】将来の海面上昇に伴う水没に

よる干潟面積変化を予測する（Case 1）。【中略】河川からの土砂供給により堆積が生じた場

合の干潟面積変化を予測する（Case2）。【中略】今後、長期的に対象領域のみでも 大で数

10 km2 の干潟浸食が生じる可能性があり、領域 A～E における 1950 年から 1990 年の干潟浸食

面積を考えれば、生態系や人間生活に深刻な影響を及ぼす可能性がある。（日本の干潟におけ

る過去の長期面積変化特性と海面上昇による将来の浸食予測，土木学会論文集 Vol.68，有働恵

子・武田百合子・吉田惇・真野明，2012 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図2.1.4-24 有明海・八代海および東京湾の海底地形と1900年頃から1990年頃までの干潟領域の

変化 
出典：日本の干潟における過去の長期面積変化特性と海面上昇による将来の浸食予測，土木学会論文集Vol.68，有

働恵子・武田百合子・吉田惇・真野明，2012年 



75 

 

表 2.1.4-5 現在の干潟面積と将来の面積変化予測（単位：km2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 県民生活・都市生活 

① 都市インフラ・ライフライン等 

 給水人口 5 万人以下の小規模上水道事業を対象とし、水道事業ガイドラインに定義されている

業務指標を用いて気候変動に対する脆弱性等を地図上に表して地域的な分布や特徴を明らかに

するとともに、上水道事業体を脆弱性のタイプにより類型化して脆弱性をもたらす主な要因を

検討した。 

水道事業業務指標の総合点は、九州地方でも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（L1 が

も評価が低く、L9 が も評価が高い）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。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。経営については九

州地方でも 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。（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，渡辺直子・矢部博康・小池亮・森本達男・荒巻俊也・

滝沢智，2011 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4-25 地方ごとの CPI 総合評価（左）、L2 以下と評価された水道事業体の割合（右） 
出典：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，渡辺

直子・矢部博康・小池亮・森本達男・荒巻俊也・滝沢智，2011 年 

出典：日本の干潟における過去の長期面積変化特性と海面上昇による将来の浸食予測，土木学会論

文集 Vol.68，有働恵子・武田百合子・吉田惇・真野明，2012 年 
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2.1.5. S-8 研究の影響予測結果 

(1) S-8 研究成果を活用した気候変動影響予測の概要（影響予測の前提条件） 

気候変動による熊本県への影響予測の一つとして、「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 22～26 年度）（以下、S-8 研究）において作成さ

れた気候変動影響評価結果のうち、熊本県に関するデータの提供を受け、気候変動影響評価マッ

プ及びグラフの作成を行い、将来予測される影響を分析した。以下に、対象とした影響指標項目

と、予測の前提条件となる気候モデル及び RCP シナリオについて説明する。各影響予測のマップ

については、資料編に示す。 

 

① 対象とした影響指標項目 

S-8 研究では、気候変動に関する共通のシナリオとして、IPCC 第 4 次評価報告書（以下、AR4）

に用いられている SRES シナリオに基づく「共通シナリオ第 1 版」と、第 5 次評価報告書（以下、

AR5）に用いられている 新の RCP シナリオに基づく「共通シナリオ第 2 版」を開発し、それぞ

れ日本全国を対象に気候変動の影響をシミュレーションしている。そこで、ここでは、 新の RCP

シナリオを用いた共通シナリオ第 2 版に基づく影響指標、及びマップ化・グラフ化した場合に分

かりやすい影響指標、という 2 点を考慮して、対象とする影響指標項目を抽出した（表 2.1.5-1）。 

 

表 2.1.5-1 対象とした影響指標項目 

分野 指標 予測値の種別 
表示 

方法 

対象気候

モデル数

対象

シナ

リオ

数 

マップ・グラフの有無 

気候パラメー

タ 
基準期

間※ 

2031～

2050 

2081～

2100 

気候 年平均気温 絶対値（℃） マップ 4 モデル 

3 シ

ナ リ

オ 

○ ○ ○  

年平均気温差 基準期間からの差 マップ 4 モデル なし ○ ○  

年平均降水量比 基準期間からの比 マップ 4 モデル なし ○ ○  

水 資

源 

クロロフィル a 濃度変化 ダム湖別の数値（年

高、年平均）（μg／L）

グラフ 2 モデル ○ ○ ○ 日平均気温、日日射

量、日平均風速、日

平均湿度、日平均雲

量 

防災 斜面崩壊発生確率 絶対値（%） マップ 4 モデル ○ ○ ○ 年 大日降水量 

生 態

系 

森林生態系（ブナ、ブナ（適

応あり）、アカガシ、シラ

ビソ、ハイマツ） 

基準期間からの比 マップ 4 モデル ○ なし ○ 暖かさの指数、 寒

月日 低気温平均、

夏期降水量、冬期降

水量 

農業 コメ収量（適応策なし、あ

り） 

基準期間からの比 マップ 4 モデル なし ○ ○ 日平均気温、日日射

量 

果樹（ミカン、タンカン） 基準期間からの比 マップ 4 モデル なし ○ ○ 年平均気温、年間の

低気温 

健康 ヒトスジシマカ分布域 県内の比率 マップ 4 モデル ○ ○ ○ 年平均気温 

熱ストレス超過死亡者数

（適応策なし、あり） 

基準期間からの比 グラフ 4 モデル なし ○ ○ 日 高気温 

熱中症搬送者数 基準期間からの比 グラフ 4 モデル なし ○ ○ 日 高気温 

※基準期間は、クロロフィル a 濃度変化は「1980～1999 年」、それ以外は「1981 年～2000 年」である。 

 



77 

 

RCP8.5 

RCP4.5 

RCP2.6 

SRES A1B 

② 代表的濃度経路シナリオ（RCP シナリオ） 

IPCC が 2014 年に公表した AR5 では、将来の温室効果ガスが安定化する濃度レベルと、そこに

至るまでの経路のうち代表的なものを代表的濃度経路（RCP：Representative Concentration 

Pathways）として、RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0、RCP8.5 の 4 つの放射強制力シナリオを作成し、気

候変動の予測を実施している。S-8 研究では、4 つの RCP のうち RCP2.6、RCP4.5、RCP8.5 の 3

つのシナリオを選択して、日本全国を対象に気候変動の影響評価・適応策の検討を実施している。 

なお、気象庁の温暖化予測情報第 8 巻（気象庁、2013 年）では、IPCC が 2007 年に公表した AR4

で用いられた SRES A1B シナリオ を用いている。RCP の 3 つのシナリオと SRES A1B シナリオ

における、2100 年までの放射強制力の経路を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.5-1 RCP および SRES シナリオに基づく放射強制力の経路 

出典：21 世紀末における日本の気候：不確実性評価を含む予測計算（環境省・気象庁、2015 年） 

 

③ 気候モデル 

将来の気候予測値は、シナリオだけでなく気候モデルの違いによってもばらつきを持つ。そこ

で、S-8 では、日本付近の気候モデルのばらつきの幅を捉えるため、MIROC5（開発機関：東京大

学／国立研究開発法人国立環境研究所／国立研究開発法人海洋研究開発機構）、MRI-CGCM3.0（開

発機関：気象庁気象研究所）、GFDL CM3（開発機関：米国 NOAA 地球物理流体力学研究所）、

HadGEM2-ES（開発機関：英国気象庁ハドレーセンター）の 4 つの気候モデル（GCM）を選択し

ている。なお、気象庁の「地球温暖化予測情報第 8 巻」では、気候モデルには、MRI-AGCM3.2

（開発機関：気象庁気象研究所）を側面境界値として、NHRCM（地域気候モデル）が用いられて

いる。 

RCP2.6、RCP4.5 及び RCP8.5 シナリオでの各気候モデルによる全国平均の年平均気温、年降水量

及び海面上昇量の推計値を以下に示す。 
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表 2.1.5-2 S-8 での気候シナリオ一覧（全国平均） 

 

 

21 世紀末における全国平均の年平均気温は、GFDLCM3、HadGEM2-ES、MIROC5、

MRI-CGCM3.0 の順に高く、21 世紀末における全国平均の年降水量は、MIROC5、GFDLCM3、

HadGEM2-ES、MRI-CGCM3.0 の順に多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.5-2 気候モデル・シナリオ別の全

国の年平均気温、年平均気温変

化、年降水量、年降水量変化、

海面上昇量
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(2) 熊本県における気候変動とその影響予測結果 

① 気温・降水量 

4 つの気候モデル（GFDL、HadGEM、MIROC、MRI）と 3 つの RCP シナリオ（RCP2.6、RCP4.5、

RCP8.5）による、熊本県における全メッシュ平均の年平均気温及び年降水量の変化を以下に示す。 

年平均気温については、RCP2.6 及び RCP4.5 では、HadGEM を除き、21 世紀半ばから 21 世紀

末にかけての上昇幅が 21 世紀半ばまでの上昇幅に比べて小さいが、RCP8.5 では 21 世紀末まで

ほぼ直線的に上昇する。年降水量については、RCP8.5 では、21 世紀半ばまではいずれも増加す

るが、21 世紀末までは GFDL と HadGEM は増加、MIROC は横ばい、MRI は減少と傾向が異なる。

RCP4.5 では、21 世紀半ばから 21 世紀末にかけての上昇幅が小さい結果や大きい結果もある。

RCP2.6 では、HadGEM を除き 21 世紀半ばから 21 世紀末にかけて増加する。 

 

 

図 2.1.5-3 気候モデル・シナリオ別の熊本県における年平均気温変化の比較 

グラフ凡例は、「CMIP3 又は 5 + RCP シナリオタイプ又は SRES シナリオタイプ_気候モデル」であることを示

す。なお、CMIP3 は SRES シナリオを、CMIP5 は RCP シナリオを用いた国際的な気候モデル相互比較プロジェ

クトの略称である。 
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図 2.1.5-4 気候モデル・シナリオごとの熊本県における年平均降水量変化 

グラフ凡例は、「CMIP3 又は 5 + RCP シナリオタイプ又は SRES シナリオタイプ_気候モデル」であることを示

す。なお、CMIP3 は SRES シナリオを、CMIP5 は RCP シナリオを用いた国際的な気候モデル相互比較プロジェ

クトの略称である。 

 

② 年平均気温 

RCP8.5 では、21 世紀半ばには平均 15.8℃（モデルによる幅は 14.8℃～16.6℃）へと約 2.0℃上

昇し、21 世紀末には平均 18.6℃（同 17.3℃～20.0℃）へと 4.7℃上昇すると予測されている。 

RCP4.5 では、21 世紀半ばには平均 15.5℃（同 14.8℃～16.3℃）へと 1.6℃上昇し、21 世紀末に

は平均 16.6℃（同 15.6℃～17.7℃）へと 2.7℃上昇すると予測されている。 

RCP2.6 では、21 世紀半ばには平均 15.5℃（同 14.4℃～16.3℃）へと 1.6℃上昇するが、その後

気温上昇は緩やかになり、21 世紀末は 15.7℃（同 14.9℃～16.7℃）と 1.8℃の上昇にとどまると

予測されている。 

地域別にみると、沿岸域においてもともと気温が高めであるが、上昇幅については、地域によ

る顕著な差異はみられない。 

 

③ 年降水量比 

年降水量は、RCP2.6 では、モデルにより傾向が大きく異なり、MIROC の結果では、21 世紀半
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ばに減少すると予測される地域があるが、その他のモデルの結果では、同じ 21 世紀半ばでも減少

すると予測される地域はない。また、GFDL の結果では、球磨地域や高森町付近において 21 世紀

末に 20%以上増加すると予測される。その他のモデルの結果では、程度の差はあるものの、全て

の予測結果で 0～20%程度の範囲で増加すると予測されている。 

RCP4.5 では、21 世紀半ばでは、程度の差はあるものの、全ての予測結果で 0～20%程度の範囲

で増加すると予測されている。21 世紀末には、HadGEM を除く他のモデルでは、やはり 0～20%

程度の範囲で増加すると予測されるが、HadGEM では、天草地域において 20%以上増加すると予

測されている。 

RCP8.5 では、21 世紀半ばには、程度の差はあるものの、全ての予測結果で 0～20%程度の範囲

で増加すると予測されている。21 世紀末には、GFDL の結果では球磨地域や水俣市付近、HadGEM

の結果では水俣市付近や天草地域の一部で、20%以上増加すると予測されている。 

年平均気温と比べて、年降水量の変化には、全体的な傾向にばらつきがみられる。 

 

④ 斜面崩壊発生率 

＜予測手法＞ 

再現期間に応じた降雨に対する斜面崩壊発生確率を推計している。斜面崩壊発生確率推計モデ

ルは、降雨による地下水の勾配と地質、斜度を変数として、過去の実績データからロジステック

関数の係数を 小二乗法で求めて構築したものである*。 

*川越清樹, 風間聡, 沢本正樹 (2008).「将来気候モデルを用いた土砂崩壊リスク評価」『土木学会

地球環境研究論文集』 16, 27-33. 

＜予測結果＞ 

熊本県の斜面崩壊発生確率は、天草諸島の沿岸、九州山地や筑肥山地、熊本県の南側に位置す

る国見山、白髪岳の山地部において高い地域がみられる。 

 

⑤ ブナ潜在生育息（適応策の有無を考慮） 

＜予測手法＞ 

分布予測モデルを用いている。分布予測モデルとは、いろいろな種の天然分布を、気候要因を

含む環境要因から統計的に予測する解析手法である。予測精度の高いモデルを構築するためには、

分布データ数を増やすことや適切な環境要因を選択することなどが必要である。精度の高い分布

予測モデルに将来の気候シナリオを組み込むことにより、将来における種の分布可能な環境をも

つ地域（潜在生育域）が予測できる。現在の分布と将来の潜在生育域にズレが生じた場合、種は

自らの能力で移動するが、移動には時間がかかることに注意が必要である。適応策の検証では、

実際の分布域内の潜在生育域のみを評価している。 

＜予測結果＞ 

ブナは九州から北海道の冷温帯で優占する落葉広葉樹である。20 世紀末には、阿蘇山とそれを

取り囲む外輪山及び九州山地等に潜在生育域が見られるが、21 世紀末には、モデルによりばらつ

きはあるものの、全てのシナリオにおいて潜在生育域が縮小すると予測され、モデルとシナリオ

によっては、潜在生育域が消失することも予測されている。 
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ブナ個体群は伐採されると他の樹種に比べ再生が遅く、衰退するため、保護区によって伐採を

回避することが保全に繋がる。 

 

⑥ アカガシ潜在生息域（適応なし） 

＜予測手法＞ 

 ⑤ブナ潜在生育域と同様。 

＜予測結果＞ 

アカガシは九州から東北の暖温帯で優占する常緑広葉樹である。20 世紀末のアカガシの潜在生

育域は、平野部や人吉盆地、三方山・国見岳等を除いて、熊本県の東側に広がっている。21 世紀

末には、全てのモデル・シナリオで、アカガシの潜在生育域が熊本県の全域に拡大すると予測さ

れている。 

ただし、アカガシの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ことも考慮すると、

アカガシの分布の拡大は緩やかに進むものと予測される。 

 

⑦ シラビソ（シラベ）潜在生息域（適応なし） 

＜予測手法＞ 

 ⑤ブナ潜在生育域と同様。 

＜予測結果＞ 

シラビソは四国から東北南部の亜高山帯（亜寒帯）で優占する常緑針葉樹である。20 世紀末に

おいて、熊本県では生育地がみられない。21 世紀末においても、全てのモデル・シナリオで潜在

生育域の分布は見られない。 

 

⑧ ハイマツ潜在生息域 

＜予測手法＞ 

 ⑤ブナ潜在生育域と同様。 

＜予測結果＞ 

ハイマツは、日本では中部以北の高山帯（寒帯）で優占する低木性針葉樹である。20 世紀末に

おいて、熊本県では生育地がみられない。21 世紀末においても、全てのモデル・シナリオで潜在

生育域の分布は見られない。 

 

⑨ コメ収量 

＜予測手法＞ 

多品種に対応した生育収量予測プロセスモデルを影響評価モデルとして導入し、複数の予測気

候条件に基づくシミュレーションを行い、収量と品質を指標とした気候変化影響と、適切な作期

移動を実施した場合の効果を評価している。移植日を現行移植日から±70 日間の範囲において 7

日間間隔で移動させ、それぞれの出力結果について収量と品質の観点からの年代毎の 適移植日

の抽出を試みている。品質については、出穂後 20 日間の日平均気温 26℃以上の積算値（HDD）

とコメ品質（1 等米比率）との関係が比較的明瞭であるため*、HDD を高温によるコメ品質低下リ
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スクを表す指標として用いている。移植日の移動の効果のみを評価するため、品種は地域ごとの

現行栽培品種に固定している。 

*Ishigooka, Y., Kuwagata, T., Nishimori, M., Hasegawa, T. & Ohno, H. (2011). Spatial characterization of 

recent hot summers in Japan with agro-climatic indices related to rice production. Journal of Agricultural 

Meteorology, 67, (4), 209-224 

＜予測結果＞ 

1) 適応策 1（収量重視）の有無を考慮した予測結果 

気候変動によるコメ生産への影響に対する適応策の一つとして、適応策 1 では、品質に関わり

なく収量のみに着目し、将来、 多収量を得ることが可能な移植日を採用している。ここでは、

適応策 1 の有無による算定収量の予測結果を比較して検討した。 

適応策 1 を実施しない場合（図 コメ(Adp0)_比）、熊本県内では、20 世紀末と比較して、特に

GFDL 及び HadGEM の全てのシナリオの予測で、21 世紀末に減収が予測される地域がみられる。

一方、MIROC、MRI では、一部の地域で減収が予測されている地域もあるが、21 世紀半ば、21

世紀末ともほとんどのケース、ほとんどの地域で増収が予測されている。 

適応策 1 を実施する場合（図 コメ(Adp2)_比）、全ての結果で、増収が予測されている。すな

わち、適応策 1 を実施しない場合に、減収が予測されている地域などでも、コメの移植日を見直

すことで減収を防ぐことが可能である。なお、前述のとおり、適応策 1 では高品質を保つことに

は着目していないことに留意が必要である。 

また、評価対象メッシュには、山地など水田耕作が困難な地域も含まれているため、県全体と

しての収量の変化を算定する場合は、水田面積率を加味する必要がある。 

 

2) 適応策 2（品質重視）の有無を考慮した予測結果 

適応策 1 では品質に関わりなく収量のみに着目していたが、適応策 2 では、品質低下抑制に着

目している。将来、高温による品質低下を抑制しつつ収量が多くなるような 適移植日を採用し、

その場合の算定収量の予測結果を用いた。収量を増加させることは可能であるが、品質低下リス

クが高くなる場合には、その時の移植日を採用せず、収量が低くなっても高温による品質低下が

回避できる移植日を採用している。 

適応策 2 を実施しない場合（図 コメ(LR_Adp0)_比）、いずれのモデル・シナリオにおいてもい

ずれかの地域で減収が生じることが予測されている。特に、GFDL では、20 世紀末と比較して、

21 世紀半ば、21 世紀末ともに、多くの地域で収量が 50%未満になることが予測されている。また、

4 モデルともに、RCP8.5 では、21 世紀末には多くの地域で収量が 50%未満になることが予測され

ている。他方、特に MIROC、MRI では、21 世紀半ば、21 世紀末ともに熊本県の東側の標高が高

い場所で増収が予測される地域もみられる。 

適応策 2 を実施する場合（図 コメ(LR_Adp1)_比）、実施しない場合と比べ、減収が予測されて

いた地域の一部で増収に転じるか、あるいは減収の程度が軽減されると予測されている。しかし、

適応策 2 を実施しても、減収する地域はあり、特に、GFDL では、21 世紀半ば、21 世末ともに減

収となる地域が一定程度生じる結果となっている。 

なお、評価対象メッシュには、山地など水田耕作が困難な地域も含まれているため、県全体と
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しての収量の変化を算定する場合は、水田面積率を加味する必要がある。 

 

⑩ ウンシュウミカン、タンカン栽培適地 

＜予測手法＞ 

ウンシュウミカンの栽培適地を年平均気温 15～18℃、寒害発生限界気温－5℃として、年平均

気温と年間の 低気温の将来値から適地の変化を予測した。 

また、亜熱帯果樹のタンカンに低温処理を行い、耐寒性限界気温を推定し、この結果及び資料*

からタンカン栽培の生産適温を設定している。実験結果等より、タンカンの栽培適地は年平均気

温 17.5℃以上であり、寒害発生限界気温は－2℃としている。これらは九州・沖縄地方の実際の産

地分布と一致している。 

*農林水産省 (2010) .『果樹農業振興基本方針』. 

＜予測結果＞ 

ウンシュウミカンは日本で も生産量が多い果樹であり、特に傾斜地などコメ生産が難しい地

域では基幹的な作物の一つである。コメと異なり、果樹は植え替えが難しく、通常 40 年ほど継

続して栽培されるため、現時点だけでなく、長期間適地であり続ける必要がある。 

21 世紀半ばの予測結果を見ると、MIROC、MRI では、高温により栽培が難しくなる可能性のあ

る地域は天草諸島の下島の南端以外はあまり見られないが、21 世紀末には、RCP4.5やRCP8.5で、

多くの地域において高温により栽培が難しくなる可能性がある。GFDL による予測では、全ての

シナリオにおいて、21 世紀半ばから天草諸島、熊本県の西側の平野部で高温により栽培が難しく

なる可能性がある。一方、MRI による予測では、RCP8.5 の 21 世紀末の結果を除いて、高温によ

り栽培が難しくなる可能性のある地域はあまり見られない。栽培が難しくなる可能性のある地域

において、ウンシュウミカン生産を継続するためには何らかの適応策を導入する必要が生じる可

能性がある。 

沖縄県や鹿児島県南部で生産されている亜熱帯性柑橘の一種であるタンカン（栽培適地は年平

均 17.5℃以上であり、また寒害発生限界気温は-2℃）の栽培適地の変化を見ると、21 世紀末にお

いて、多くの予測結果で、天草地域及び平野部の一部が栽培適地となる。RCP8.5 では、現在、ウ

ンシュウミカンの栽培に高温のため栽培が難しくなる可能性のある地域が、21 世紀末には、タン

カンの栽培適地に置き換わるというケースも予測されている。 

 

⑪ ヒトスジシマカ生息可能域 

＜予測手法＞ 

ヒトスジシマカの分布域調査と気象因子の比較から、生息のための気候パラメータを明らかに

し、気候変動に伴う分布域の拡大を推定している。ヒトスジシマカの分布域の調査と気温との関

係に関する研究から、現在日本における分布域の北限が東北地方北部であり、この北限が年々北

上していることが明らかとなっている*。ヒトスジシマカの分布域を定める気候パラメータは年平

均気温 11℃である。 

*Kobayashi, M., Komagata, O. & Nihei, N. (2008). Global warming and vector-borne infectious diseases. 

Journal of Disaster Research, 3, (2), 105-112. 
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＜予測結果＞ 

ヒトスジシマカはデング熱、チクングニア熱等の感染症の主たる媒介蚊であり、日本国内にも

生息している。ヒトスジシマカの分布域を定める気候パラメータは年平均気温 11℃である。気温

上昇が進行すれば、現在年平均気温が 11℃以下の地域にも侵入すると推察される。熊本県では、

20 世紀末において、山間部を除きほぼ全域にヒトスジシマカの生息可能域が広がっているが、気

温上昇の進行により、一部を除いた山間部にも生息可能域が拡大することが予測されている。 

 

⑫ 熱ストレス超過死亡者数（適応なし、グラフのみ） 

＜予測手法＞ 

気温が快適な範囲を超えて高くなると、ヒトは生理学的に汗をかいたり血液を皮膚表面に多く

分布させたりして体温を一定に保とうとする。さらに長時間高気温にさらされると、脱水、血圧

低下などが引き起こされ、また、暑さで温熱中枢が障害されると体温が 40℃を超えることもある。

このような気温上昇による身体負荷をここでは熱ストレスと定義している。 

本研究では既存研究*をもとに、15 歳以上を対象としている。厚生労働省から死亡小票データ、

気象庁から気象データを入手して、日別の 高気温（横軸）と死亡数（縦軸）との関連を観察す

ると、日 高気温が低い又は高いと死亡数が増加、中間で死亡数が減少する V 字型になる。暑く

ても寒くても死亡数は増加するので、中間付近に死亡数が も少ない気温（＝至適気温）があり、

この気温を超えた、ある気温での死亡数から至適気温での死亡数を引いた部分を超過死亡と定義

している。至適気温は、気候によって異なるが、ある地域の日 高気温の 84 パーセンタイル値が、

ほぼその地域の至適気温になっていることを確認している。すなわち、日 高気温の値から、そ

の地域の日 高気温 84 パーセンタイル値を引けば、すべての地域において至適気温が 0 となる。

それぞれの地域で人口が大きく異なるので、超過死亡計算のための気温と死亡の関連観察には、

至適気温における死亡数を基準とした相対リスクを用いている。たとえば、至適気温で 1 日 100

人が死亡し、至適気温よりも 5 ℃高い場合には 1 日 120 人が死亡するとすれば、5 ℃高い気温で

の相対リスクは 120 人/100 人=1.2 となる。すなわち、5℃高い気温では、至適気温の 1.2 倍の人が

死亡することになる。 

将来予測においては、通常得られる年平均死亡数から、基準となる至適気温での死亡数を推定

しなくてはならない。その作業にも相対リスクを用いることができる。47都道府県のデータから、

平均日別死亡数（年間死亡数を 365 でわったもの）と至適気温での死亡数の比が 0.88 であること

がわかっている。もう一つの問題として、ある日の高気温の影響がその日で終わらず、次の日以

降にも持ち越されることがある。これについては、死亡を気温と持ち越し効果の二次元で回帰す

る、Distributed Lag Non-linear Model（DLNM）という統計手法**を用いることで対処している。

ここでは 15 日間の持ち越し効果を仮定している。 

温暖化した場合に熱ストレスによる超過死亡の影響がどうなるかを、ここでは将来も気温が現

状のままの場合の超過死亡と、気温が上昇した場合の超過死亡との差として計算している。 

*Honda, Y., Kondo, M., McGregor, G., Kim, H., Guo, Y. L., Hijioka, Y., Yoshikawa, M., Oka, K., Takano, 

S., Hales, S. & Kovats, R. S. (2013) Heat-related mortality risk model for climate change impact projection. 
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Environmental Health and Preventive Medicine, 19, (1), 56-63 

** Armstrong, B. (2006). Models for the relationship between ambient temperature and daily mortality. 

Epidemiology, 17, (6), 624‒631 

＜予測結果＞ 

熱ストレス超過による死亡者数が も少ない気温とされる「至適気温」は、気候変動による気

温の上昇を受けて、年々高くなっている。これは、人々が暑くなっていく気候に自動的に適応し

てきたことによる。熱ストレス超過死亡者数の予測については、この至適気温が将来にわたって

一定の場合の「適応策なし」と「適応策あり」の 2 種類の予測があるが、ここでは、「適応策な

し」の予測を用いた。 

全てのモデル・シナリオの結果において、20 世紀末から、21 世紀半ば、21 世紀末と進むにつ

れ、熱ストレス超過による死亡者数は増加すると予測される。 

特に RCP8.5 では、熊本県内の熱ストレス超過による死亡者数は大きく増加すると予測され、

21 世紀半ばには 1.9 倍（MRI）～6.2 倍（GFDL）、21 世紀末には 6.9 倍（MRI）～25.7 倍（GFDL）

に増加すると予測される。RCP2.6 では熊本県内の熱ストレス超過による死亡者数は、21 世紀半

ばには 1.4 倍（MRI）～5.2 倍（GFDL）、21 世紀末には 2.0 倍（MRI）～7.2 倍（GFDL）に増加

すると予測される。 

 

⑬ 熱中症搬送者数（グラフのみ） 

＜予測手法＞ 

管区気象台のある札幌市、仙台市、東京都（23 区）、新潟市、静岡市、名古屋市、大阪市、広

島市、福岡市、沖縄県（本土）の 新データ（2010～2013 年）を基に影響関数を作成している。

具体的には、全市を対象に日 高気温別（18～38℃）の出現日数と患者数を求め、各市人口で重

みづけした日 高気温別患者発生率（人/100 万人・日）を求めている。影響関数は男女別、年齢

階級別（0～19 歳、20～64 歳、65 歳以上）に求めている。39℃以上については、得られた関数を

単純に外挿している。この影響関数をもとに将来推計を行っている。 

＜予測結果＞ 

全てのモデル・シナリオの結果において、熊本県内の熱中症搬送者数は、21 世紀半ば、21 世

紀末へと進むに従って増加すると予測される。熊本県内の熱中症搬送者数は、RCP8.5 では、21 世

紀半ばには 1.4 倍（MRI）～2.7 倍（GFDL）、21 世紀末には 2.8 倍（MRI）～8.1 倍（GFDL）に

増加すると予測される。RCP2.6 では、21 世紀半ばには 1.2 倍（MRI）～2.2 倍（GFDL）、21 世

紀末には 1.4 倍（MRI）～2.7 倍（GFDL）に増加すると予測される。 
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2.1.6. コラムの掲載への支援 

第五次環境基本計画へ掲載する気候変動の適応策に関するコラムについて、IPCC 第 5 次評価報

告書や国の適応計画に関する情報提供を行った。 

 

2.1.7. その他 

 「影響の現在の状況」及び「影響の将来予測」に関する情報を得るために収集した文献や情報

等は一覧表に整理した。一覧表は、資料編に示す。 
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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) 適応の基本的な考え方の検討支援 

平成 27 年度に改定する「第五次熊本県環境基本計画」の中に適応に関わる記述を盛り込み、熊

本県で適応策を行政計画に初めて位置づける、という熊本県が掲げる目標に沿って、適応の基本

的な考え方の検討支援を行った。 

具体的には、本年度の支援業務で行った気候変動による現在の影響および、将来の影響に関す

る網羅的な整理を踏まえて、地域性を考慮した 4 つの分野（防災、農業、水産業、健康）につい

て、現在の影響と適応策の方向性を示した。その内容は、資料編に示す。 

2.2.2. 適応策の立案 

(1) 適応策が記載されている行政計画の整理 

熊本県では、平成 25 年度に「本県における地球温暖化影響・適応関連事業に係る調査」を実施

し、その中で「熊本県の行政計画における地球温暖化影響・適応策に関する記述」の整理を行っ

ている。そこで、これらの調査結果を踏まえ、平成 26 年度以降に改定された計画および、調査対

象となっていない行政計画を中心に、まず、国の「気候変動への影響への適応計画」の項目に沿

って、熊本県の既存計画の中のどこに適応策に関連する記述があるのかを整理した。その内容は、

資料編に示す。 
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表 2.2.2-1 対象とした既存計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No. 計画名 公表年 分野
適応関連の記述の有無

（県の応募資料より）

1 幸せ実感くまもと4ヵ年戦略 2012年6月 全般 ○

2 第三次熊本県環境基本指針・第四次熊本県環境基本計画 2011年3月 全般 ○

3 熊本県土地利用基本計画 2010年3月 全般 ○

4 熊本県都市計画区域マスタープラン基本方針 2013年 全般 ○

5 熊本県森林・林業・木材産業基本計画 2012年3月 農業、森林・林業、水産

6 熊本県食料・農業・農村計画 2011年3月 農業、森林・林業、水産 ○

7 熊本県水産業振興基本構想 2011年3月 農業、森林・林業、水産 ○

8 「稼げる水産業」の実現に向けた施策の方向（3海域における将来ビジョン） 2015年3月 農業、森林・林業、水産

9 有明海沿岸海岸保全基本計画 2011年10月 農業、森林・林業、水産

10 第9次熊本県野菜振興計画 2011年4月 農業、森林・林業、水産 ○

11 熊本県果樹農業振興計画 2011年4月 農業、森林・林業、水産 ○

12 熊本市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 2015年5月 農業、森林・林業、水産

13 熊本県有機農業推進計画 2010年1月 農業、森林・林業、水産

14 第8次熊本県花き振興計画 2011年4月 農業、森林・林業、水産 ○

15 熊本県水田フル活用ビジョン 2014年5月 農業、森林・林業、水産

16 有明海・八代海再生に向けた熊本県計画 2015年5月 農業、森林・林業、水産

17 熊本県バイオマス活用推進計画 2012年 農業、森林・林業、水産

18 熊本地域地下水総合保全管理計画 2008年9月 水環境・水資源 ○

19 熊本県地域防災計画 2015年5月 自然災害・沿岸域 ○

20 熊本県海岸漂着物対策推進地域計画 2012年3月 自然災害・沿岸域

21 生物多様性くまもと戦略 2011年3月 自然生態系 ○

22 第11次鳥獣保護管理事業計画 2015年5月 自然生態系

23 第二種特定鳥獣（ニホンジカ）管理計画 2015年5月 自然生態系

24 第二種特定鳥獣（イノシシ）管理計画 2015年5月 自然生態系

25 第6次熊本県保健医療計画 2015年3月 健康

26 熊本県感染症予防計画 2010年3月 健康 ○

27 熊本県産業振興アクションプラン 2011年3月 産業・経済活動

28 熊本県農業用水小水力発電マスタープラン 2014年10月 産業・経済活動

29 第7期熊本県分別収集促進計画 2013年8月 産業・経済活動

30 熊本県廃棄物処理計画 2011年2月 産業・経済活動

31 熊本県総合エネルギー計画 2012年10月 国民生活・県民生活

32 熊本県広域道路整備基本計画 2015年5月 国民生活・県民生活

33 熊本県橋梁長寿命化修繕計画 2015年4月 国民生活・県民生活
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2.2.3. その他 

適応策を検討する際の参考資料として、海外の適応計画等の事例、省庁の適応計画等の事例を

紹介した。 

 

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. 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 2.3.1-1 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） 

 

 

2.3.2. その他 

平成 27 年 10 月の庁内検討用の資料として、適応策に関する分野共通の考え方を示した資料を

作成した。作成した資料は資料編に示す。 
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3. 今後の課題 

熊本県においては、これまで九州地方環境事務所の「九州・沖縄地方の地球温暖化影響・適応

策検討調査に関する地域 WG モデル地方公共団体」に選定され、平成 23・24 年度の 2 年間にわた

って地域 WG を開催した。関係所属の適応策に関する知識や認識を共有し、今後の適応策の必要

性や重要性を意識づけた。また、平成 22 年度以降、庁内において地球温暖化影響・適応に関する

事業に係る調査を実施し、とりまとめを行ってきた。今年度の「平成 27 年度国及び地方公共団体

における気候変動影響評価・適応計画策定等調査・支援・検討業務」（環境省）を通じ、県内の

影響に関する知見とともに、自治体として取り組むべき内容を、国の適応計画に沿って網羅的に

整理しつつある。 

県では、平成 27 年度に策定した「第五次熊本県環境基本計画」（平成 28～32 年度の計画。地

球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「地方公共団体実行計画」を兼ねる）の中に、適応に

関する項を設け、県民・事業者に対して県として適応策を進めていくことを示した。引き続き、

熊本県としての適応の基本的考え方や分野別の基本的な施策等を、関係所属との共通認識を深め

つつ、より具体化・深化させていく必要がある。 

また、平成 28 年 2 月にはシンポジウム「地域から考える気候変動問題～将来の影響に「適応」

するために in 熊本」（環境省と共催）が開催された。地元の高校生も多数参加し、適応策は次

世代につながるものとしての理解が深まりつつある。しかし、庁内各部署及び県民・事業者に対

して、適応策の知識の共有や、必要性の認知そのものがまだ十分とはいえない状況である。 

今後、熊本県として適応策にスムーズに取り組んでいくためには、庁内職員及び県民・事業者

に適応策の必要性やその具体的な取り組み等を浸透させていくことが欠かせない。そこで、まず

は庁内・県民・事業者の適応に対する意識を高めていくことが重要である。 

以上の状況を踏まえ、来年度以降、地域全体で気候変動への危機意識を共有し、共通の認識の

もと適応策に取り組んでいく機運を醸成することが今後の課題である。 

課題の解決に向けた取り組み（案）を以下に示す。 

 

(1) 気候変動への適応計画策定に向けた取組み 

熊本県では、第五次熊本県環境基本計画の中に、適応に関する項を設けたが、今後はさらに県

全体であらゆる関連計画への適応策の組み込みなど、より実効性のある形で適応策を具体化・推

進していくことが課題となる。 

具体的には、庁内会議での関係各課の意見を踏まえて、適応の基本的考え方や分野別の基本的

施策・取組方針等について検討・具体化を継続していくことが考えられる。 

 

(2) 庁内職員に対する普及啓発 

既存計画の中には、気候変動への適応という観点での施策ではないが、適応効果をもつと考え

られる施策が含まれている。熊本県において、適応策を進めていくためには、担当所属に、適応

とは何か、適応策の必要性や適応策を認識していただくことが重要である。そのため、庁内にお
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いて、適応策に対する理解が高まるように、庁内用の普及啓発資料等を作成することが考えられ

る。 

 

例１：2 ヶ月に 1 回程度、地球温暖化の影響の顕在化に関する情報や、国や他自治体の適

応策の進捗状況に関する 新情報を簡単に整理したニュースレター（A4 判で 4 ページ程

度）の作成。 

例２：地方気象台、農林水産／災害／健康等の研究機関の専門家等を招いて担当課職員と

ともに、影響や適応策の基礎知識を習得する小規模（10 人程度）な庁内での講義・セミナ

ー等の開催。 

 

(3) 県民・事業者への普及啓発 

県民・事業者に適応策の必要性やその具体的な取り組み等を浸透させるためには、地球温暖化

の問題を身近に感じる機会を設けることが重要になる。そこで、日常生活や事業活動の中で、地

球温暖化が影響していると考えられる情報を提供するとともに、県民が参加する地球温暖化の影

響モニタリングの実施等が考えられる。 

 

例１：適応策の必要性、国の適応の基本的考え方、熊本県の適応の基本的考え方や具体的

施策の普及啓発資料（パンフレット、A4 判で 12 ページ程度）の作成。 

例２：長野県で行われている「信州温暖化ウォッチャーズ」等を参考にした、県民が参加

する環境モニタリングの仕組みづくり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 信州温暖化ウォッチャーズの市民参加型温暖化影響モニタリング手法の仕組み 

出典：長野県における適応策立案手法開発のための検討報告書（長野県環境保全研究所、平成 24 年） 

 

(4) 市町との連携・情報共有 

地域全体で気候変動への危機意識を共有し、共通の認識のもと適応策に取り組んでいく機運を

高めるためには、熊本市などの市町との連携・情報共有を図り、地域に根ざした影響評価、適応

策の検討を進めるための協議・調整を行うことが必要と考えられる。 


