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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「政府の適応計画」と言う）が閣議決定された。 

政府の適応計画では、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、長崎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 

長崎県においては、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 

○ 
 福岡管区気象台と長崎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 

○ 
 福岡管区気象台と長崎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。 
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。 

 地球温暖化対策実行計画の見直し作業が行われる
平成 29 年度までの適応策の検討方法について、助
言を行った。 

適応策の立案 

○ 

 庁内照会用の適応策一覧表案を作成・提供した。 
 既存計画からの適応策の抽出を行った。 
 庁内照会用の適応策一覧表に既存計画から抽出し

た適応策を整理して、新たな庁内照会用資料のサン
プルを作成した。 

その他 －   
その他 庁内調整の支援 

○ 

 「平成 27 年度 第 1 回 地球温暖化適応策検討庁内
会議」への同席・資料説明・要旨作成を行った。 

 会議説明用の適応策（案）一覧表案を作成・提供し
た。 

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、政府の
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、長崎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 29 日 
（於：長崎県庁日本
生命ビル 3 階会議
室） 

 本事業の趣旨説明 
 長崎県説明 

 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 31 日 
（於：長崎県大波止
ビル 7 階会議室） 

 福岡管区気象台、長崎地方気象台説明 
 気象情報の提供 

 長崎県説明 
 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
台と長崎地方
気象台が同席 

第 3 回 平成 27 年 10 月 6 日 
（於：県庁中庭会議
室） 

 気候変動適応に関する「平成 27 年度 第 1 回地
球温暖化適応策検討庁内会議」への同席・政府
の適応計画に関する説明補助 

 適応策の整理に関する検討 
 長崎県説明 

 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 
 その他 

 

第 4 回 平成 28 年 1 月 27 日 
（於：長崎県庁日本
生命ビル 3 階会議
室） 

 長崎県説明 
 取り組みに関する進捗状況 

 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 23 日 
（於：長崎県庁江戸
町センタービル 7階
会議室） 

 長崎県説明 
 取り組みに関する進捗状況 

 報告書について 
 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」（福岡管区気象台、

平成 27 年 5 月）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、海面水位に関する最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」（福岡管区気象台、平成 26 年 10 月）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。長崎県では、昨年度に整理済みである。 

 「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 

長崎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長崎地方気象台より情報

の提供を受けた。ここでは、提供いただいたもののうち、「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・季節平均気温 

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、冬の上昇が最も大きく、将来気候で約 3.1℃、近未来気候で約 1.2℃の上昇がみられる。 

 

表 2.1.2-1 年・季節平均気温（長崎県） 

 

 

 
 
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 2.1.2-1 平均気温の変化（長崎県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 

 

 

図 2.1.2-2 年平均気温 
（将来気候の現在気候との差）（長崎県） 

出典：福岡管区気象台提供資料 
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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℃、日最高気温で約 2.8℃、日最低気温で約 2.9℃の上昇がみられる。

季節で比較した場合、冬の上昇が最も大きく、年平均、日最高気温、日最低気温のいずれも約 3.1℃

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（長崎県） 

 
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 39 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。 

表 2.1.2-3 真夏日（長崎県） 

 
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 2.1.2-3 真夏日（長崎県） 
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 37 日増加がみられる。近未来気候の年平均では、熱帯夜は

約 18 日増加がみられる。 

表 2.1.2-4 熱帯夜の日数の変化（長崎県） 

 
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（長崎県） 
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 9 日減少がみられる。近未来気候の年平均では、冬日は約 5

日減少がみられる。 

表 2.1.2-5 冬日の日数の変化（長崎県） 

 
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（長崎県） 
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 1 日減少がみられる。 

 

表 2.1.2-6 真冬日の日数の変化（長崎県） 

 年 春 夏 秋 冬 

将来気候 -0.7 0.0  0.0 －0.7 
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 
 

 
赤棒：将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 2.1.2-6 真冬日の日数の変化（長崎県） 
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。緑系の色は増加、茶系の色は減少することを示している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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（％））（長崎県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 
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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。緑系の色は増加、茶系の色は減少することを示している。 

 

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）（長崎県） 
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）（長崎県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 

年（単位：回）

北緯：32.5～34.8
東経：128.5～130.5

年（単位：回）

北緯：32.5～34.8
東経：128.5～130.5
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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。緑系の色は増加、茶系の色は減少することを示し

ている。 

 

 

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

年（単位：回）

北緯：32.5～34.8
東経：128.5～130.5

年（単位：回）

北緯：32.5～34.8
東経：128.5～130.5
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将来気候の年平均では、1 時間降水量 50mm 以上の非常に激しい雨の発生回数は有意に増加し

ている。 

 

表 2.1.2-7 1 時間 50mm 以上降雨の発生回数（長崎県） 

 年 春 夏 秋 冬 

将来気候 0.8 0.1 0.6 0.1 0.0 

近未来気候 0.0 0.0 0.0 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 2.1.2-12 1 時間 50ｍｍ以上降雨の発生回数（長崎県） 
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では、図 2.1.2-13 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、長崎県では有意な変化はみられない（表 2.1.2-8、図 2.1.2-14）。 

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。 

 

 
図 2.1.2-13 無降水日数の変化（将来気候の現在気候との差）（長崎県） 

出典：福岡管区気象台提供資料 

 

表 2.1.2-8 無降水日数（長崎県） 

 年 春 夏 秋 冬 

将来気候 2.9 1.4 0.3 1.4 -0.3 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
赤棒：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 2.1.2-14 無降水日数（長崎県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 

年（単位：日）

北緯：32.5～34.8
東経：128.5～130.5
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(12) 最深積雪 

将来気候の年平均では、最深積雪は約 4cm 有意に減少している。 

表 2.1.2-9 最深積雪（長崎県） 

 年 12 月 1 月 2 月 3 月 

将来気候 -4.2 -1.2 -2.3 -3.2 -0.9 
将来気候の現在気候との差（cm） 
オレンジ色：変化量が現在気候の標準偏差以上 

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（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（長崎県） 
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 12 日有意に減少している。 

将来気候における、年降雪量の変化は以下の図 2.1.2-16、図 2.1.2-17 に示すとおりである。図

2.1.2-17 の赤色は減少を示している。 

表 2.1.2-10 降雪量（長崎県） 

 年 12 月 1 月 2 月 3 月 

将来気候 -11.7 -1.8 -4.5 -4.5 -0.8 

近未来気候 -3.2 0.6 -2.3 -0.7 -0.7 
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（日）、青棒：近未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 2.1.2-16 降雪量（長崎県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

図 2.1.2-17 年降雪量の変化（将来気候と現在気候の差）（長崎県） 
出典：福岡管区気象台提供資料 

年（単位:cm）
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2.1.3. 影響の現在の状況の情報整理 

長崎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）気候変動の影響を主に「長崎

県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書」（以下「平成 26 年度報告書」と言う）

の「第 2 章 現状における地球温暖化による影響及び既存適応策の分析・整理」の調査結果が整理

された分野に基づき整理した。 

参考とした資料は、平成 26 年度報告書などの行政資料や長崎県の諸研究機関の調査研究報告、

論文などである。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。 

なお、斜体字の表記は、既に平成 26 年度報告書に記載されているものである。 

 
表 2.1.3-1(1) 分野・項目の分類体系案 

分野 
（主に、平

成 26 年度

報告書） 

大項目（案） 小項目（案） 

平成 26 年度報告書 

認識されている 

気候変動影響の分類 

地球温暖化による

影響分析 

（S-8 研究） 

文献等

調査 

(1)水環

境・水資

源分野 

①水資源  
１）少雨化・降水量の変動幅

の増大に伴う水道用水の安

定的な水源の確保 

河川流量  

②水環境  
２）公共用水域の水温上昇に

よる水質の悪化 
  

(2)防災 

分野 
①山地・河川  

１）大雨の頻度の増加による

河川災害等の発生頻度の増

加と被害の拡大 

斜面崩壊発生確率  

年間土砂生産量  

②沿岸  
２）海面水位の上昇による浸

水域の拡大や砂浜の喪失等 
 ○ 

３）台風の強大化に伴う高潮

の増大による浸水被害等の

拡大（が懸念されているが、

現状では、台風の強大化につ

いては、年々変動が大きく明

瞭な変化があるとは言い切

れない。） 

  

(3)自然

生態系 

分野 

①陸域生態系  
１）多良山系や雲仙山系にお

けるブナ群落の衰退 
ブナ潜在生育域  

アカガシ潜在生育域  

イヌシデ潜在生育域  

ケヤキ潜在生育域  

②海洋生態系  
２）海水温の上昇によるナル

トビエイ等の活動の長期化

やアサリ等水産資源への影

響 

  

(3)自然

生態系

分野 

３）海水温の上昇による漁獲

対象魚種の漁場や産卵場所

の位置、漁獲時期等の変化 

 ○ 
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表 2.1.3-1(2) 分野・項目の分類体系案 

分野 

（主に、平

成 26 年度

報告書） 

大項目（案） 小項目（案） 

平成 26 年度報告書 

認識されている 

気候変動影響の分類 

地球温暖化による

影響分析 

（S-8 研究） 

文献等

調査 

(4)食料 

分野 
①農業 

A）農業生産基盤 １）高温や降水の不順等によ

る収量や品質の低下、適応す

るための生産コスト（薬剤

費・生産資材費等）の増加【農

作物全般】 

  

B）水稲 ２）高温によるコメの白未熟

粒（しろみじゅくりゅう）や

登熟不良の発生増加 

コメ収量  

ヒノヒカリ収量  

ひとめぼれ収量  

こしひかり収量  

C）野菜・花 ３）高温による野菜の生育不

良や品質低下 
  

D）果樹 ４）高温による果樹の生育不

良や品質低下 
ウンシュウミカン栽

培適地 

 

タンカン栽培適地  

E）茶    

F）畜産 ５）高温による家畜の生産性

の低下、高温や少雨による飼

料作物への影響【畜産】 

  

  

G）病害虫・雑草 ６）高温による病害虫の発生

や新たな病害虫の侵入定着

等【病害虫】 

  

②水産業 
A）海洋資源 

B）養殖 

C）沿岸の漁業環境 

D）内水面漁業 

１）海水温の上昇やそれに伴

う海藻食害動物（アイゴ、ノ

トイスズミ、ガンガゼ等）の

活動の長期化による磯焼け

の進行（藻場の減少） 

※平成 26 年度報告書では、

「(3)自然生態系分野」だっ

たが、本業務で「(4)食料分

野」の「②水産業」を新設し

たことに伴い移動。 

  

(5)健康

分野 

①暑熱 A）熱中症 
１）熱中症 

熱ストレス超過死亡

者数 
 

熱中症搬送者数  

②感染症 A）水系・食品媒介性感

染症 

B）その他の感染症 

２）感染症 
  

(6)産業・ 

経済活動 
①観光業 A）レジャー  

 
 

②製造業   
 

 

③その他   
 

 

(7)県民 

生活 

①文化・歴史な

どを感じる暮ら

し 

A）生物季節、日常生活

等 

 
 

 

②都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲ

ﾌﾗｲﾝ等 
A）水道、交通等  

 
 

③その他   
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(1) 水環境・水資源分野 

① 水資源 

 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。【中略】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。また、長崎県では、地下水を貯留す

る地下ダムが設置され、水道用に利用されている。（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） 

 

② 水環境 

 壱岐水道の水温の平年率は、表層及び 30m 層では 1997 年まで低め基調、1998 年以降は高め

基調で推移し、底層では、1996 年まで低め基調、1997 年以降は高め基調で推移した。対馬東

水道の水温の平年率は、各層とも 1997 年まで低め基調、1998 年以降は高め基調で推移した。

壱岐水道の水温の平年率の変動は、気温の変動に大きく影響を受けており、対馬東水道では対

馬暖流の流勢の影響を受ける部分も大きいと考えられている。壱岐水道海域における過去 30 

年間（1971～2000 年まで）の表層の平均水温は 19.1～19.3℃で、上昇傾向は 0.0117～0.0197℃

／年であった。壱岐水道海域では、表層で 2010 年までに 0.12～0.20℃、2050 年までに 0.59～

0.99℃、2100 年までに 1.17～1.97℃の水温上昇が予測された。（いずれも 2000 年を基準）（佐

賀県玄海沿岸海域における地球温暖化による漁場環境・水産生物への影響調査，佐賀県玄海水

産振興センター研究報，平成 24 年） 

 

 大村湾の水温成層が現在より一層強まり、貧酸素水塊の規模や発生期間が長期化することで水

質にも影響を与えることが懸念される。【環境政策課】（長崎県における地球温暖化影響分析

及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 
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(2) 防災分野 

① 山地・河川 

 局地的大雨の発生頻度が増加傾向にあり、農地、農業用施設及び山地災害が増加している。【農

村整備課・森林整備室】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平

成 27 年） 

 近年の集中豪雨は、諫早水害を始めとして、昭和 57 年７月の長崎大水害、平成元年の五島・平

戸災害、平成 2 年の県北地方の災害、平成 3 年の雲仙・普賢岳の火山災害等により、多数の尊

い犠牲者を出すとともに、各地に山地の荒廃をもたらし、災害多発県として治山事業の必要性、

緊急性を高めている。（長崎県地域防災計画，平成 25 年 6 月修正版） 

 本県は地質的にも、また地形的にも不安定な傾斜地が多く、近年集中豪雨等に伴い、山腹斜面

崩壊等による災害が各地において発生し、人命、財産に極めて重大な被害を及ぼしている。（長

崎県地域防災計画，平成 25 年 6 月修正版） 

 大雨（短時間雨量）は増加の傾向にあるが、河川改修等の治水対策も進めているため浸水被害

の頻度については増加していない。【河川課】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応

策検討業務報告書，平成 27 年） 

 

② 沿岸 

 佐世保市では、1970 年以降、1 年に 1.9mm ずつ海面が上昇しており、1970 年から 2007 年で 7cm

海面が上昇している。（佐世保市ホームページ，環境学習サイト「e カンキョウ＠サセボ」

https://www.city.sasebo.lg.jp/kankyo/kanhoz/kankyou.html） 

 

 

図 2.1.3-1 佐世保の海面水位の変化 
出典：佐世保市ホームページ，環境学習サイト「eカンキョウ＠サセボ」

https://www.city.sasebo.lg.jp/kankyo/kanhoz/kankyou.html 
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 地球温暖化と現状の長崎県の砂浜後退との関係について現時点で明確な言及がなされている研

究事例等は確認できていない。 

 ハラビロハンミョウ、カワラハンミョウ、ルイスハンミョウは、すべて自然砂浜に依存する生

活をおこなっている。長崎県でのそのような環境を有する自然度の高い砂浜はごく限られてお

り、産地も極限的である。レジャー開発による砂浜の観光地化や、砂浜へ流れ込む小河川の改

修工事などにより、徐々にこれらの種の生息環境は悪化し個体数も減少しつつあるのが現状で

ある。また、これらの種は砂浜の昆虫類の捕食関係の頂点に位置する種であることが共通点と

して上げられる。砂浜環境の悪化は、これらの種がえさとしている小昆虫の減少に即決的につ

ながることから、今後の開発には十分な注意が必要といえる。（【改訂版】長崎県レッドリス

トの概要，長崎県，平成 23 年）【本記述自体は、気候変動の影響とは関係のない別の人為的要

因による自然生態系の変化に関するものであるが、今後、もし、地球温暖化の影響で砂浜後退

が進むと、温暖化がなくとも他の要因で進んでいた砂浜の減少とあいまって、生物に悪影響を

与える可能性があると推測される。】 

 

(3) 自然生態系分野 

① 陸域生態系 

 多良山系や雲仙山系に生育するブナは最近結実が見られず、後継となる若木が育っていないな

ど、温暖化による生物多様性や人間生活、社会経済への影響が懸念されている。（長崎県生物

多様性保全戦略 2014-2020，平成 26 年） 

 日本に生息するサンショウクイには、夏烏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。

【中略】モニタリングサイト 1000 でのサンショウクイの記録を比較すると、第 1 期（2005 年

～2007 年）には 59 サイトの確認地点数が、第 2 期（2008 年～2012 年）98 サイトと増加してい

た。亜種リュウキュウサンショウクイの確認サイト数も 6 サイトから 529 サイトへと増加して

いた。分布範囲も九州南部から福岡県や高知県に拡大していた。また、越冬期調査でも埼玉県

にあるサイトで、サンショウクイが記録されている。亜種サンショウクイが夏鳥、亜種リュウ

キユウサンショウクイが留鳥であることを考えると、この記録は亜種リュウキュウサンショウ

クイであり、関東地方まで分布を拡大している可能性もある。リュウキユ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。（重要

生態系地域モニタリング推進事業(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(概要版)，環境省自然環境局 生物多様性センター，平成 27 年 3 月）
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図 2.1.3-2 リュウキュウサンショウクイが確認された場所 
出典：重要生態系地域モニタリング推進事業(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(概要版)，環境省自然環境局 生物多様性センター 

 

 モニタリングサイト 1000 の調査結果に、他の多くの調査の結果をあわせて、これまでのガビチ

ョウとソウシチョウの分布の変化をみてみると、ガビチョウは南東北、関東西部、九州北部か

ら徐々に分布を広げていた。それに対してソウシチョウは、飛び火状に分布を広げていること

がわかった。ガビチョウは 1 年を通して同じ場所にすむ「留鳥」なのに対して、「漂鳥」のソ

ウシチョウは、冬になると暖地に移動する習性を持つ。ソウシチョウは、冬に初めて分布が確

認された場所で繁殖も始めた例がいくつか報告された。越冬した場所が繁殖にも適していれば

そこで繁殖を開始する、といったことがあるために飛び火状に分布が広がってきたのかもしれ

ない。ソウシチョウが増えることで同じような環境にすむウグイスの繁殖成功率が低くなるこ

とも知られている。（重要生態系地域モニタリング推進事業(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(概要版)，環境省自然環境局 生物多様性センター，平成

27 年 3 月） 
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図 2.1.3-3 ガビチョウとソウシチョウの分布拡大の状況 
出典：重要生態系地域モニタリング推進事業(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(概要版)，環境省自然環境局 生物多様性センター 

 物流が活発化する中、これまでに見られなかった病害虫も侵入し、定着するようになっている。

南方系の害虫ヤシオオオサゾウムシは、カナリーヤシ（フェニックス）を枯損させる世界的な

害虫であるが、2002 年に本県での被害が確認され、観光施設に多いカナリーヤシを中心に枯損

被害が広がっている。早急に被害実態と防除法を確立する必要がある。（長崎県研究事業評価

調書，平成 22 年） 

 韓国からおよそ 50 キロ。国境の島、長崎県・対馬。今、島の人たちはツマアカスズメバチの脅

威にさらされている。特徴は、極めて強い繁殖力である。発見されて僅か 3 年にもかかわらず、

対馬全体に生息域を一気に拡大させた。【中略】もとは中国南部など、温暖な地域に生息して

いたこのハチである。温暖化によって冬でも生き延びることができるようになり、生息域を世

界各地に広げている。【中略】対馬には、韓国からの貨物船に紛れて侵入したと考えられてい

る。【中略】年間を通じて、どの時期に活発に動き回るのかを突き止め、効果的に駆除するた

めの手がかりをつかもうとしている。（NHK クローズアップ現代，「サメ！凶暴バチ！ 温暖

化で“危険生物”があなたに迫る？」，平成 27 年 9 月 8 日放送） 

 

図 2.1.3-4 ツマアカスズメバチの生息地 
出典：NHK クローズアップ現代，「サメ！凶暴バチ！ 温暖化で“危険生物”があなたに迫る？」，平成 27
年 9 月 8 日放送 
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 諌早湾は平成 9 年 4 月に淡水化を目的として締め切られ、10 年に及ぶ干拓事業は平成 20 年度

に完了の予定である。この間の環境の変化について調査を継続しているがここでは平成 19 年

度の生物相について報告する。【中略】（植物プランクトンの）個体数については 5 月に赤潮

状態に近いレベルにまで増加しており、優占種は珪藻類の Skeletonema subsalsum であった。本

種は比較的小型であるので極端な着色は認められないが、平成 12 年度以降の優占種はほとん

どこの種が原因となっている。アオコの原因となるラン藻類の個体数の変化を図に示すが、こ

こ数年の個体数の増加が目立っている。特に、H.19 年度は 11 月まで水温が高かったこともあ

り、11 月半ばまでアオコの発生が観察された。アオコの原因種はミクロキステイスで、湖面の

一面にわたって緑色を呈していた。昨年も同様な現象がみられ、今後も春から夏期の高温時に

藍藻類の繁茂が懸念されるところである。（諫早湾干拓調整池の植物プランクトン及び底生生

物調査結果，長崎県環境保健研究センター所報 53，石崎修造，平成 19 年） 

 

図 2.1.3-5 ラン藻類の個体数の変化 
出典：諫早湾干拓調整池の植物プランクトン及び底生生物調査結果，長崎県環境保健研究センター所報 53，平成 19 年 
 

② 海洋生態系 

 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

る将来の侵食予測，有働恵子ら，土木学会論文集 G(環境)，68，I.279-I.285，平成 24 年）
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 本県周辺における数十年にわたる長期的で密な水温の観測データとしては、1955 年から観測さ

れている福江島の南西およそ 75km に位置する女島の海面水温データしかない。女島付近の海

面水温には数年単位での長期変動が明確に認められる。水温は 1950 年代から 1970 年代後半ま

では 7 年周期の変動を繰り返しながら、ほぼ横ばいで推移し、1980 年代に入ると変動の周期

が小さくなるとともに緩やかに上昇している。その後 1988 年以降は、周期性は不明瞭となり

水温も下降傾向となったものの、1998 年には急激な水温上昇がみられ、2009 年以降水温は再

び急激に下降している。（「女島付近における海面水温について」，長崎県総合水産試験場研

究報告 第 38 号，平成 24 年） 

 

図 2.1.3-6 女島（男女群島）における海水温の変動（上昇）傾向 

出典：長崎県における磯焼け対策ガイドライン（平成 24 年） 

 

 壱岐市郷ノ浦町の海岸で猛毒を持つヒョウモンダコが見つかった。壱岐では昨年 6 月にも石田

町の印通寺港で発見された。これまで鹿児島や沖縄に生息するとされてきたが、海水温の上昇

で生息域が北上しているものとみられる。（「猛毒注意 ヒョウモンダコ」，長崎新聞，平成

26 年 5 月 16 日） 

 福江島周辺の小島しょ群や岩礁においてオニヒトデが分布しているとの報告がある（環境省が

実施。経年的なデータの有無については不明である）。【自然環境課】（長崎県における地球

温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 
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(4) 食料分野 

① 農業 

A) 農業生産基盤 

 少雨化・降水量の変動幅の増大により、農業用水の安定的な水源確保が困難になることが懸念

される。（干ばつ被害）【農村整備課】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討

業務報告書，平成 27 年） 

 

B) 水稲 

 年次、品種によって白未熟粒が多発し、玄米品質が低下している。【農林技術開発センター 農

産園芸研究部門作物研究室】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，

平成 27 年） 

 白未熟粒が発生しやすい品種と同一地域に作付けされる高温適応性品種の低温登熟による充実

不足がみられる。【農林技術開発センター 農産園芸研究部門作物研究室】（長崎県における地

球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 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，平成 24 年） 

 

図 2.1.3-7 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，平成 24 年 
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C) 野菜・花 

ばれいしょ 

 高温による、秋作用種いもの腐敗や出芽不良の発生増加、高温で発生が増えるウイルス病や青

枯病が増加している。【農産園芸課・農林技術開発センター馬鈴薯研究室】（長崎県における

地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

いちご 

 夏季から定植時の高温により花芽分化の遅延による定植遅れが発生している。【農産園芸課】

（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

 冬季の異常低温による果実や花への寒害、凍害が発生している。【農産園芸課】（長崎県にお

ける地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

花 

 きくでは高温による開花の遅延や奇形花等が発生している。【農産園芸課】（長崎県における

地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

 露地花き（きく、ほおずき等）では降水不順による病害の増加がみられる。【農産園芸課】（長

崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

 カーネーションでは高温による初期生育の不良や秋季の品質低下等がみられる。【農産園芸課】

（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

 高温の影響で夏秋期に害虫が多発し、農薬散布回数の増による生産コストの上昇がみられる。

（※花の項目での記述）【農産園芸課】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討

業務報告書，平成 27 年） 

 

D) 果樹 

ぶどう 

 高温による「巨峰」系統品種の着色不良（赤熟れ症状）と品質低下が発生している。【農産園

芸課・農林技術開発センター果樹研究部門】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策

検討業務報告書，平成 27 年） 

かんきつ類 

 夏場の高温により、温州みかん、不知火、せとか等で日焼け果が発生している。収穫前の高温

多雨により温州みかんで浮皮果が発生している。【農産園芸課・農林技術開発センター果樹研

究部門】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

びわ 

 現在のところ高温による生育遅延はない。【農産園芸課】（長崎県における地球温暖化影響分

析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

 収穫前の高温で障害果（しなび果、紫斑症等）が発生している。【農産園芸課・農林技術開発

センター果樹研究部門】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平

成 27 年） 

なし 

 平成 25 年夏の高温少雨により、ナシみつ症およびヤケ果が発生している。【農産園芸課・
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農林技術開発センター果樹研究部門】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検

討業務報告書，平成 27 年） 

 

E) 茶 

 春先の温度上昇で一番茶の生育が早まった結果、4 月の晩霜害による被害が増え、収量と品質

に影響している。【農産園芸課・農林技術開発センター茶業研究室】（長崎県における地球温

暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

 夏秋期の害虫発生量が増加し、農薬散布回数の増による生産コストの上昇、生育不良による収

量が減少している。（※茶の項目での記述）【農産園芸課・農林技術開発センター茶業研究室】

（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

 新芽生育期（８月）の高温による生育の遅れと樹勢の低下がみられる。（※茶の項目での記述）

【農産園芸課・農林技術開発センター茶業研究室】（長崎県における地球温暖化影響分析及び

適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

 

F) 畜産 

 高温による、家畜のストレス及びそれに伴う飼料摂取量の減少等により生産性（肉量、肉質、

乳量、乳成分、産卵率等）が低下している。【農産園芸課・畜産課】（長崎県における地球温

暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

 高温や少雨による飼料作物の生育障害や病害虫の発生増大、飼料価格の高騰が発生している。

【農産園芸課・畜産課】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平

成 27 年） 

 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，平成 24 年） 

 

 
図 2.1.3-8 左：牛乳生産量の月別割合（%）の水位（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，平成 24 年 
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G) 病害虫・雑草 

 高温、長雨等による病害虫の多発生が見られる。【農産園芸課】（長崎県における地球温暖化

影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

 10%以下の含水比で-5℃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 5o%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-5℃以

下の最低気温の総日数が 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。最低気温が 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 巻（2），森田弘彦，平成 8 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最低気温が 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，平成 19 年） 
 

② 水産業 

A) 海洋資源 

 回遊魚（クロマグロ幼魚、ケンサキイカ）の資源調査等により、漁獲時期の変化が見られてい

る。【総合水産試験場】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平

成 27 年） 

 長崎県沿岸において、1990 年代以降、水温の上昇がみられている。漁獲量が減少しているのは、

マイワシ、ブリ類、マダイ、その他のイカ（ケンサキイカ）である。一方増加しているのは、

ヨコワ、カタクチイワシ、サンマ、タチウオ、サワラである。また、漁期にも変化が見られる。

水温は魚類等の生息環境に大きく影響する。生息水温の変化は魚の分布や回遊に影響を与え、

しいては漁業生産へと影響してくる。水温の上昇と漁獲量の変化についての関連性はよく分か

っていないが、ヨコワの近年の漁獲量の増加と漁期の変化は、水温上昇の影響ではないかと考

えられる。（長崎県沿岸における水温及び漁獲量の経年変化，長崎県総合水産試験場，山本憲

一，平成 15 年） 
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図 2.1.3-9 長崎県五島西沖における 10m 層水温の経年変化 

出典：長崎県沿岸における水温および漁獲量の経年変化について，長崎県総合水産試験場，山本憲一，平成 15 年 

 
表 2.1.3-2 長崎県沿岸域で漁獲される主要魚種の年代比較 

 

出典：長崎県沿岸における水温および漁獲量の経年変化について，長崎県総合水産試験場，山本憲一，平成 15 年 
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 ブリは水温が低い（高い）年代に不漁（豊漁）傾向が見られる。対馬暖流域の海洋環境が数年

～10 年規模で変化し、東シナ海・日本海のブリ類の漁獲量に大きく影響する。 

暖流系アワビ類（クロアワビ、メガイアワビ、マダカアワビ）の漁獲量は 1985～1995 年にか

けて全国的に減少した。1995 年以降は東シナ海側では長崎県など、日本列島の南側に位置し、

比較的水温の高い県で減少傾向が著しい。 

南方系（暖海性）ホンダワラ類が、近年になって長崎県などで群落規模での確認例が相次いで

おり、これらの藻場が九州西岸域で北上していることが判明した。 

有明海のノリ養殖では、秋口の水温低下がなかなか進まず、採苗が遅れる傾向が認められ、秋

～冬季の高水温化がノリ生産に影響を及ぼす要因の一つである可能性が指摘されている。（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，平成

20 年） 

 水温予測値の設定を、現状を気象庁の現状予測値とし、現状の海水温に 1.0℃加算したものを短

期、気象庁の将来予測である 1.4℃上昇を中期、これにさらに 1.5℃加算したものを長期と設定

し、モデル漁港における対象種ごとの影響評価を予測している。東シナ海では長崎漁港がモデ

ル漁港の 1 つとなっている。長崎漁港では、アジ、サバ等は温暖化の進行に伴い減少し、タイ、

スルメイカは大きく減少するものと予測されている。カタクチイワシ、ブリは若干減少するも

のの、漁期のずれは生じないと予測されている。シログチは若干の増加し、長期でも現状を維

持できるものと予測される。（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，平成 20 年） 

 東シナ海のマサバの漁場と海洋環境の変化との対応について報告。マサバの漁場のホットスポ

ットは、東シナ海の大陸棚を季節ごとに移動し、海面温度の変化によって数年から 10 年で変

動する。（Fishing ground hotspots reveal long-term variation in chub mackerel Scomber japonicas 

habitat in the East China Sea」，Tohya Yasuda et al.，Marine Ecology Progress Series 501,239-250，

平成 26 年） 

 長期の気候変動と東シナ海のスルメイカの産卵場形成について報告された。スルメイカの産卵

場と漁獲に対する海面温度の長期変動の影響は、日本海と東シナ海で見られた。スルメイカの

産卵場は、九州近海の海面温度 19.5～23℃の海域と推測された。産卵場の縮小は、イカの成体

が最も南の海域にたどりつけないか、幼生や成長時の移動の際に生き残ることができていない

ためと考えられる。（Effects of environmental variability on the spawning areas,catch, and 

recruitment of the Japanese common squid, Todarodes pacificus (Cephalopoda: Ommastrephidae), from 

the 1970s to the 2000s，A. L. Rosa et al.，ICES Journal of Marine Science ,68(6),1114 – 1121，平

成 23 年） 

 地球温暖化による海水温の上昇が激しい日本海でスルメイカに異変が起きている。（※秋水温

19℃前後→20℃前後）春から夏の北上のペースがはやまって漁期が短くなった。本州沿岸で取

れる量は激減している。秋の南下ルートも大陸側に移った。（朝日新聞，平成 26 年 6 月 18 日） 

 マイワシの資源量と冬の対馬海峡の水温との対応について報告している。マイワシの資源変動

は海洋環境変動との関係がある。季節風の強さや水温などの環境要因がマイワシの加入に影響

している。（Long-term stock assessment and growth changes of the Japanese sardine 
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(Sardinops melanostictus) in the Sea of Japan and East China Sea from 1953 to 2006，Seiji Ohshimo et 

al.，Fish. ceanogr 18:5, 346–358，平成 21 年） 

 近年、長崎県を始めとする九州各県では、本来はより南方水域に生息する魚介類が出現したり、

本来出現しない季節に現れたりするなど（例えば、長崎県近海ではハリセンボンの越冬が確認

されている）、これまで知られていなかった現象の報告が相次いでいる。地球温暖化との関連

性も示唆されているが、実態はまだよくわかっていない。（国立研究開発法人水産総合研究セ

ンター西海区水産研究所ホームページ） 

 大村湾ではアサリの産卵盛期は主に夏期であるが、平成 25 年 8 月は前述のように生息場の水温

がアサリの適性範囲上限である 35℃をしばしば超える猛暑であった。また、魚介類に対して有

害な植物プランクトンであるカレニア·ミキモトイの赤潮が 7 月に報告された。生息場の塩分

や底質に大きな変化は見られなかったことから、高水温および有害赤潮の影響によってアサリ

産卵個体群が疲弊したとともに、アサリ稚貝の生残も悪かった可能性がある。（長崎県環境保

健研究センター所報，長崎県環境保健研究センター，平成 25 年） 

 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，平成 26 年） 

 長崎県小値賀島では、藻食性魚類の摂食行動の活発化と分布域の拡大により藻場が減少し、ア

ワビの漁獲量減少が報告されている。（DECREASE OF ABALONE RESOURCES WITH 

DISAPPEARANCE OF MACROALGAL  BEDS  AROUND  THE  OJIKA  ISLANDS ，

NAGASAKI，SOUTHWESTERN JAPAN, Kiyomoto et al., Journal of Shellfish Research, Vol.32, 

No.1, 51-58，平成 25 年） 

 

B) 養殖 

 ノリ養殖における採苗日が遅延している。ワカメ養殖における魚類による食害が発生している

（H10 年以降）。【総合水産試験場】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業

務報告書，平成 27 年） 

 地球温暖化による高水温化がマダイ養殖に与える影響と対策案について紹介している。マダイ

の稚魚の成長と温度の関係を調べたところ、成長が最も速い温度、個体ごとの餌を食べる量の

平均が最高となる温度はともに 29℃であった。その一方、30.5℃になると成長量は低下するこ

とがわかっており、マダイ養殖は 29℃を超えない海域で行うのが理想である。マダイは温帯域

に主に生息し、25℃以下を好むにもかかわらず、29℃までの高温に適応する能力が高いものの、

個体間のケンカが起きる頻度は温度によって変化し、高温ほど起こりやすい。マダイ養殖にお

いて高水温期を乗り切る対策としては、漁場水温の監視、ケンカを避けるために飼育密度を下

げたりする方法があるほか、陸上養殖は環境コントロールが可能である。（水産総合研究セン

ター叢書 球温暖化とさかな，独立行政法人水産総合研究センター，平成 21 年） 
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 夏季の高水温は長串湾、佐保浦および形上湾のいずれにおいても確認されており、沼口（1994）

はろ水率と水温の関係からアコヤガイは水温が 28℃を超えると摂餌活動が不活発になると報

告しており、木村（1965）は水温が 30℃以上では斃死が増大すると報告している。このことか

ら夏季の水温上昇は真珠養殖にとって大きな被害をもたらす深刻な問題である。（アコヤガイ

を用いた内湾環境修復技術の開発－実験海域の特性について－，長崎県環境保健研究センター

所報 53，平成 19 年） 

 

C) 沿岸の漁業環境 

 2012 年大村湾における夏季貧酸素水塊について自然海岸の減少に伴う藻場や干潟の消失、地球

温暖化による環境の変化などにより、湾内の漁業資源は、近年、減少傾向にある。（長崎県環

境保健研究センター所報，長崎県環境保健研究センター，平成 24 年） 

 対馬市で 2 年前から突然、海藻が減少している。沖遠くまで群生していたカジメやアラメが、

今年水深 5 メートルくらいの浅瀬にしか見られなくなった。代わりにサンゴの一種トゲトサカ

が増えた。全国有数の漁業県・長崎は、黒潮から分かれた対馬海流の恵みを受けてきた。だが、

温暖化による海水温上昇の影響のためか、魚介類をはぐくむ海藻が消失する「磯焼け」が県内

の海の全域で進行している。東西の海峡に囲まれた対馬でも南西沿岸を中心に年々規模が拡大

し、漁業者が危機感を募らせている。県対馬水産業普及指導センターの調査では、1998 年に対

馬西岸の中部で磯焼けの兆候を確認した。これまでの 10 年間で西岸の 4 分の 3 や東岸の一部海

域に拡大した。原因は解明されていないが、県総合水産試験場（長崎市）は「暖流や潮当たり

が激しい場所で特に発生し、海水温上昇で海藻を食べるアイゴやイスズミの活動期間が長くな

った」と指摘する。（長崎新聞，平成 20 年 11 月 1 日） 

ナルトビエイ 

 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，平成 26 年） 

 有明海において、ナルトビエイによるアサリ、サルボウ等の相当量の捕食が確認されている（た

だし、アサリ等資源全体への影響の度合いは不明である）。【資源管理課】（長崎県における

地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平成 27 年） 

 ナルトビエイは、熱帯から亜熱帯にかけて生息する暖海性のエイ類で、地球温暖化による海水

温上昇などにより、近年急激に日本沿岸で捕獲、確認されるようになっている。本種は、貝類

を専食し、豊前海のバカガイや、有明海のタイラギなどの二枚貝が食べられる被害が九州を中

心に広がっており、多大な水産被害を与えている。（長崎県地球温暖化対策実行計画，平成 25

年） 

藻場 

 近年は海水温の上昇そのものが海藻の生育に影響を及ぼしていることも懸念される。クロメで

は生育上限水温が 28℃とされ、夏季の水温が一定期間 28℃以上になってしまうとクロメの生育

に大きく影響すると考えられる。（長崎県における磯焼け対策ガイドライン，平成 24 年） 

 1990 年代後半以降、藻場の構成種や分布の変化、秋から冬の魚類による大型海藻の食害が顕著
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化している。【資源管理課】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，

平成 27 年） 

 長崎県沿岸で見られる大型褐藻類の変化と原因について図（長崎県沿岸の近年における大型褐

藻類の衰退）に示す。長崎県は九州北西部に位置し、多くの島々からなる南北に長い海域を持

つため、多種多様な海藻が分布する。しかし、1998 年以降、アイゴやノトイスズミ、ブダイと

いった海藻を好んで食べる魚（植食性魚類）の食害によるアラメ・カジメ・クロメ（以下、ア

ラメ類）の葉状部欠損現象（図 アラメの葉状部欠損現象）や、ヒジキの生育不良現象などが県

内の広い範囲で発生するなど、大型褐藻類が著しく衰退している。このような現象を引き起こ

した原因を調査すると、近年の海水温上昇に伴う植食性魚類の摂食活動の活発化および長期化

が影響していることが明らかになってきた。海水温の上昇が海藻に与える直接的な影響につい

ては、十分な検討はなされていないが、それにしても秋～冬の高水温化は、魚類の摂食活動を

活発化させ、水温低下の遅れが摂食期間の長期化をもたらしている。このような魚類の摂食圧

の増加が海藻の生長を上回った結果として衰退現象を顕在化させたものと考えられる。アラメ

類については、下対馬西岸、上五島、本土側西岸一帯などで著しい衰退がみられ、現在では平

戸や壱岐、対馬北～東岸などの限られた地域にのみ残存している状況となっている。また、ホ

ンダワラ類については、県内各地で在来種の中に分布が確認できなくなった種類があり、特に

ヤナギモク、ホンダワラ、ジョロモクなどは著しく衰退・消失している。一方、同じ在来種で

もマメタワラやヤツマタモクなど県内の広い範囲で分布がみられる種類もあり、種類によって

衰退の程度が一様ではない。その原因には、魚類の海藻に対する好みや食害による耐性（回復

力）の差が関係していると考えらる。このように在来種の衰退現象が確認される一方で、これ

まであまり見られなかった南方系のホンダワラ類やアントクメが県内各地で見られるようにな

った。これらの種は 1960 年頃までは五島福江市と長崎市野母崎を結ぶラインが九州西岸域の

北限とされているが、近年は、北へ分布域を広げている（図 南方系ホンダワラ類の分布北上

（2007 年現在）、図 アントクメの分布北上（2007 年現在））。このように、近年、長崎県沿

岸域の藻場には著しい変化がみられている。（長崎県における磯焼け対策ガイドライン，平成

24 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.3-11 アラメの葉状部欠損現象

（2010 年 11 月平戸市中野地先）

出典：長崎県における磯焼け対策ガイドライン，平成 24 年 

図 2.1.3-10 長崎県沿岸の近年における 
大型褐藻類の衰退 
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 近年の長崎県沿岸域における大型褐藻類の衰退現象の発生原因には、近年の高水温化傾向によ

る環境変化を背景に、植食性魚類の摂食期間が長期化し、摂食圧が強くなったことが直接的に

大きく影響している。さらに、大型褐藻類の衰退によって、磯焼け・貧海藻帯と変化した藻場

が回復することなくその状態が継続している要因には、植食性魚類の食害に加えて、大型海藻

の減少による種の供給不足やウニ・巻貝の食害が影響していると考えられる。（長崎県におけ

る磯焼け対策ガイドライン，平成 24 年） 

植食性魚類の摂食活動と水温 

 植食性魚類の食害は、特にアラメ類の葉状部欠損現象にみられるように、晩夏～初冬の藻場の

衰退期に大きな影響として現れる。本来、海水温の低下とともに魚類の摂食圧は低下し、その

一方で、海藻の新たな生長が始まることで生態系のバランスが保たれていたものが、近年は、

秋～初冬の海水温の上昇によって、魚類の摂食活動が活発になり、長期化することでバランス

を崩し、その影響が大きくなる。そこで、魚類の摂食活動と海水温の関係を知ることは重要な

情報である。 

1)アイゴでは、水温と摂食量との間に明瞭な関係性がみられ、高水温ほど摂食量が多く、水温

が 18℃以下になるとほとんど摂食しなくなる。 

2)ノトイスズミでは、発信機を付けた行動追跡調査によると、17～16℃を下回ると活動が鈍り

15℃を下回ると受信回数が著しく減少するといった報告がある。 

3)ブダイでは、摂食活動が水温 17℃前後で活発だが、15℃以下ではほとんど摂食活動がみられ

なくなるといった観察結果がある。（長崎県における磯焼け対策ガイドライン，平成 24 年） 

 

D) 内水面漁業 

 近年、大型の淡水性二枚貝であるイケチョウガイによる湖沼等の水質改善の試みが全国各地で

行われ始めている。この理由として、イケチョウガイは大型化（最大 20～30cm）することから

図 2.1.3-12                 図 2.1.3-13 

南方系ホンダワラ類の分布北上（2007 年現在） アントクメの分布北上（2007 年現在） 

出典：長崎県における磯焼け対策ガイドライン，平成 24 年 
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かなりの水質浄化効果が期待されること、また淡水真珠の母貝であることから真珠生産への夢

がふくらむことなどが上げられる。【中略】平成 19 年度も St.1 において引き続き成長量を観

察したが、水温が 20℃を超える 5～6 月あたりから成長が顕著になり、10 月あたりまで成長は

続いた。平成 19 年度は秋以降も水温が高かったため 11 月あたりまで重量の増加傾向がみられ

た。年間の生長量としては殻長が 15～20mm、殻高は 4～5mm、重量が 35～56g であった。な

お、生残率としては 75％であった。（イケチョウガイによる諫早湾干拓調整池の水質浄化に関

する研究，長崎県環境保健研究センター所報 53，石崎修造ら，平成 19 年） 

 

(5) 健康分野 

① 暑熱 

A) 熱中症 

 本県の平成 25 年度夏期における搬送件数は、824 人で調査を開始した平成 22 年以降、増加し

ている。【福祉保健課】（長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務報告書，平

成 27 年） 

 「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，平成 24 年） 

 

 
 

図 2.1.3-14 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，平成 24 年 
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② 感染症 

A) 水系・食品媒介性感染症 

 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，平成 25 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.1.3-15 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，平成 25 年 

 

B)その他の感染症 

 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」，倉根一郎，地球環境

vol.14No.2，平成 21 年） 

 本県において 2 年連続の JEV（日本脳炎ウイルス）患者の発生が認められ、本土地区・離島地

区というかけ離れた地域からの患者の発生、五島市の患者発生は 11 月であったが、2011 年度

の 11 月の平均気温は、日平均 16.9 ℃、最高気温 26.2 ℃であり、JEV を媒介する蚊が十分活動

できうる環境下にあったと推測される。よって、注意報発令の復活、蚊の吸血行動が活発にな

る前のワクチン接種による予防等、より一層の注意喚起をしなければならないものと考える。

（長崎県環境保健研究センター所報，平成 23 年） 

 有明海沿岸は V. vulnificus 感染症が多く報告される地域である。（※V. vulnificus は、ヒトに経

口または創傷感染をし、肝疾患や糖尿病などの基礎疾患を有する場合や免疫低下状態にある場
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合に、時として敗血症や壊死性筋膜炎など全身性の致死的経過を辿ることが知られている。）

本研究では、有明海および有明海に注ぐ船津川ならびにその河口付近の海域における V. 

vulnificus の分布と環境特性との関係を明らかにすることを目指した。有明海沿岸では、本菌は

水温 25 を超える夏季に平均 2-4 Log MPN/100 mL で生息するが、2006 年夏季に海水の塩分が

低下（3-23 psu）した際には、高密度（4.4-6.4 Log MPN/100mL）で出現した。船津川では、塩

分が 8-28 psu の範囲を示す河口から河川感潮に本菌は恒常的に存在し、夏季に 2-4 Log 

MPN/100 mL に達した。これらの結果から、汽水の塩分範囲となる河口域に恒常的な V. 

vulnificus の生息場が存在し、夏季の高水温と長期間の降雨により本菌の増殖に適した高温かつ

低塩分環境が拡大することが示唆された。（長崎県環境保健研究センター所報，平成 23 年） 

 

(6) 産業・経済活動 

① 観光業 

A) レジャー 

 観光分野は、気候変動及び地球温暖化の影響に敏感である。（観光と環境に関する基礎調査報

告書，国土交通省，平成 20 年） 

 【長崎県において、レジャーについて、気候変動による影響とみられる事象の研究・報告事例

は確認できていない。ただし、長崎県は、自然や歴史的な建物を資源とする観光業が重要な産

業となっており、気候変動による気温や降水量の変化により、これらの観光資源が影響を受け

ると、観光業そのものも影響を受ける可能性がある。例えば、長崎港はクルーズ船の寄港が全

国的にも多いが、将来、台風等の極端現象の頻度・強度の増加等が進むと、クルーズ船の運航・

利用に影響が及ぶ可能性もある。】 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.3-16 長崎港クルーズ船寄港回数 
出典：我が国のクルーズ等の動向について，国土交通省 

 

② 製造業 

未確認 

 

③ その他 

 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
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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，平成 27 年 7 月 17 日） 

 

(7) 県民生活 

① 文化・歴史などを感じる暮らし 

A) 生物季節、日常生活等 

 【長崎県において、生物季節や日常生活等について、気候変動による影響とみられる事象の研

究・報告事例は確認できていない。ただし、長崎県には、稲佐山つつじまつり、長崎さかな祭

り、琴海花まつり、のもざき水仙まつりなど、地域の自然資源と密接に結びついた年中行事が

あり、これらは観光資源の一つにもなっている。現時点で研究・報告事例はないものの、今後、

気候変動による気温・降水量の変化などにより、これらの植物・動物の生育・生息に変化が生

じると、県民にとって身近な自然やそれにまつわる行事等も影響を受ける可能性がある。】 

 

② 都市インフラ、ライフライン等 

A) 水道、交通等 

未確認 

 

③ その他 

 新上五島町においても、冬季の降雪量の減少・海水面の上昇や魚類の変化など地球温暖化の影

響を疑いたくなるような現象を身近に感じるようになっている。（新上五島町地球温暖化対策

地域推進計画，平成 20 年） 
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(8) （参考）長崎県の地域特性 

●農業・海面漁業 

・豊富な農水産資源に恵まれているものの、近年では農業（農業産出額）も微増に留まっており、

漁業（海面漁業生産額）では減少傾向にある。 
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図 2.1.3-17 農業産出額の推移 
出典：生産農業所得統計 

●農業 

・農業産出額の第 1 位は肉用牛であり、全体の約 1.5 割を占める。次いで、米、豚と続く。 
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図 2.1.3-18 農業産額の推移     図 2.1.3-19 業産出額上位 5 品目 

出典：生産農業所得統計              出典：平成 25 年生産農業所得統計 
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●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 2.1.3-20 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 

●観光業 

・長崎県には、「雲仙天草国立公園」と「西海国立公園」の 2 つの国立公園や、日本で初めて認

定された「島原半島世界ジオパーク」をはじめとする優れた自然の他、「明治日本の産業革命

遺産」（平成 27 年に世界遺産登録）、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」や、出島やグラ

バー園などや歴史文化的資源、ハウステンボスなど、県内各地に多種多様な観光資源が分布し

ている。 

・主要観光施設の観光客数をみると、最も利用客数が多い施設はハウステンボス（約 256 万人）

であり、次いでグラバー園（約 100 万人）、西海パールシーリゾート（約 77 万人）である。 
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2.1.4. 影響の将来予測の情報整理 

長崎県内における将来の気候変動の予測について、防災分野、食料分野、産業・経済分野、県

民生活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）、長崎県の諸研究機関の調査研究報告である。 

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。 

なお、斜体字の表記は、既に平成 26 年度報告書に記載されているものである。 

 

(1) 防災分野 

① 山地・河川 

 全国の一級河川 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」と言う）

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」と言

う）を分析した研究によると、両変化率ともに長崎県では増加している。氾濫可能性倍率の増

加率（本明川水系は 5.0～10.0 倍）のほうが、豪雨量倍率の増加率（本明川水系は 1.2～1.3 倍）

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，平成 25 年） 
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図 2.1.4-1 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，平成 25 年 
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② 沿岸 

 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 60cm の場合、九州北西部、北九州、周防灘、別府湾、宮崎県南部、薩摩半島に

高潮に脆弱な地域がある。その他の地域では、高潮津波のため高い防護施設あり、それらが健

全に機能するならば、温暖化により海面が上昇し、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，鈴木武，平成 20 年） 

 
図 2.1.4-2 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，

鈴木武，平成 20 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，平成 21 年） 

 



 45

 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，平成 20 年）【本影響事象は厳密には小項

目「水資源」に分類される】 

 
図 2.1.4-3 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，平成 20 年 

 

(2) 食料分野 

① 農業 

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，平成 24 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，横沢正幸・飯島仁

之直・岡田将誌，地球環境 14.199-205，平成 21 年） 
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図 2.1.4-4 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，平成 21 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，平成 23 年） 

収
量
［

t/
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］

 
変
動
係
数
［

%
］
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図 2.1.4-5 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，Masashi OKADA, Toshichika IIZUMI, Yousay 

HAYASHI, and Masayuki YOKOZAWA，平成 23 年 
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果樹 

 南西諸島など島嶼部を除くと現在、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），杉浦俊彦・横沢正幸，平成 16 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

図 2.1.4-6 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），杉浦俊彦・横沢正幸，平成 16 年 
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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，平成 24 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，

平成 15 年） 

 
図 2.1.4-7 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，平成 15 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，平成 18 年） 
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図 2.1.4-8 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，平成 18 年 
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病害虫・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、最寒月にミナミア

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，平

成 19 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、毎日の最低気温が 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，平成 8 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 2.1.4-9 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，平成 8年 
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② 水産業 

 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最高水温約 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，平成 18 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4-10 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，平成 18 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，平成 23 年） 

② 

③ 

④ 

① 
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 地球温暖化による水温上昇によって魚類の分布回遊が変化し、既存産地における漁期・漁場に

影響を与えることが予想される。さらに、餌料環境や水温条件によって漁獲物の体成分が変化

し、既存産地における商品価値にも影響を与えることも懸念される。【中略】日本海の水温は

北部～北西海域を中心に高温化し、2100 年には 2.5m 深で平均 3.8 度、100m 深で 2.9 度昇温し

たが、南部では低温化するところも見られた。2050 年までは、対馬暖流第 3 分枝が強まり、極

前線（亜寒帯フロント）が大きく北上した一方で、2075 年、2100 年では、極前線が明確ではな

くなり、渦構造が顕著に現れるようになった（図）。なお、対馬暖流域は水平的には広がるが、

鉛直的には薄くなる様子が見られた。【中略】RIAMOM を用いた日本海の温暖化による水温予

測をもとにすると、2050 年には本州北部沿岸域、2100 年には北海道沿岸域でスルメイカの分布

密度が低い海域が拡大すると予測された。なお、日本海沿岸域ばかりでなく、亜寒帯冷水域に

あたる日本海の中央部でもスルメイカの分布密度が夏季には分布密度が低下すると予測された

（図）。（温暖化が与える日本海の主要回遊性魚類の既存産地への影響予測，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），

水研センター 日本海漁業資源部，平成 23 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4-11 日本海の渦解像海洋大循環モデル（RIAMOM、1/12 度グリッド）で予測された 100m

深における 10 月の水温場（(a)2025 年、(b)2050 年、(c)2075 年、(d)2100 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4-12 温暖化による水温予測結果を用いた 2000 年、2050 年及び 2100 年の 7 月の日本

海におけるスルメイカの分布密度予測図 
出典：温暖化が与える日本海の主要回遊性魚類の既存産地への影響予測，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），水研センター 日本海漁業資源部，平成 23 年 

2000 年 2050 年 2100 年 
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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。長崎県

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 753 億、約 989 億、約 1291 億と予測される。係船岸の機能

性への影響評価では、五島列島を中心に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、五島列島・平戸島を中

心に広く漁港用地が水没すると予測された。（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，平成 16 年） 

  
図 2.1.4-13 都道府県別対策費（水位上昇 15cm）（九州のみ抜粋） 

出典：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，平成 16 年 
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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，平成 16 年 

 
表 2.1.4-3 都道府県別の対策費予測結果（長崎県のみ抜粋） 

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，平成 16 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，平成 16 年 

6 割未満が浸水 ：緑 
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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，平成 16 年 

 

    
図 2.1.4-16 漁港集落浸水漁港の分布（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，平成 16 年 

6 割未満が浸水 ：緑 

6 割未満が浸水 ：緑 
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(3) 産業・経済活動 

① 観光業 

 珊瑚の白化現象、観光資源としての自然現象等への影響等の直接的な影響、長期的には、生態

系の変化による自然景観の毀損や希少な動植物種の生育環境への負荷、水産業における水揚げ

量や魚種変化（特産物変化）、熱帯性の感染症の発生等をもたらす可能性がある。また、異常

気象による交通路線への影響（航空便・船便の欠航率の増加、道路不通区間の増加）も考えら

れ、こうした影響は中期的には公共交通の経営に打撃を与え、地方財政の緊縮下では路線の縮

小等を招く可能性がある。加えて、消費者への負の影響として、猛暑や熱中症の増加等による

需要減退、長雨等の悪天候による需要減退などが考えられる。UNWTO のレポートによると環

境のよい地域には観光客が集中する可能性が指摘されている。わが国は比較的温暖化の影響が

小さいエリアに位置しているので、中国等の環境悪化が予想される地域からのインバウンド客

（あるいは居住希望）が増加する可能性が大きい。また、地球温暖化問題を契機に、フードマ

イレージや食料自給率の問題、移動中心の周遊観光商品などが見直され、地産地消型観光地へ

の動きや拠点滞在型旅行の流れが進むことも予想される。観光産業は、より地域資源への依存

を強めながら、資源保全と経営の両立を図るため、顧客満足度の対価としての単価向上を指向

していくであろう。（「地球温暖化の観光産業への影響について コラム vol.30」，公益財団

法人日本交通公社 観光文化事業部 塩谷英生，平成 20 年） 

 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、開花期間は現在より 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）※現状では、九州・山口県のサクラの開花日は平均すると 50 年あ

たり 5.9 日早くなっていることが報告されている。（「九州・山口県の気候変動監視レポート

2014，福岡管区気象台」，平成 27 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，長崎県は地点番号 49（青ライン） 

図 2.1.4-17 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，平成 24 年
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図 2.1.4-18 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），平成 21 年 

 

 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。本研究で用いた

砂浜利用目的交通量は、都道府県別の利用客数（海水

浴場）を都市間道路交通量に基づいて都道府県間 OD

表※に再集計したものであるため、近距離地域からの砂

浜利用目的交通が軽視、或いは、無視されている。し

たがって、本研究の評価結果は過小評価の可能性を含

んでいることに注意が必要である。（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，平成 21 年） 

 
※平成 11 年度道路交通センサス OD 調査の休日 OD 集計用デー

タより、観光・行楽レジャー目的（日常生活圏外）の中で遊

園地・潮干狩り・写真・写生・飲食ドライブなどの体験を目

的とするトリップデータを抽出し、都道府県間 OD 表に集計

した。OD とは、人や物、自動車などが移動する起点（origin）
から終点（destination）までを把握する交通量調査。 

 

 【長崎県は美しい豊かな自然環境に恵まれており、風

光明媚な国立・国定公園、歴史ある温泉街、美しい花々

の景観スポット、水が青く透き通る海水浴場等を有し

ており（「長崎県観光振興基本計画」(素案)，長崎県，

平成 27 年）、もしも海面上昇により、砂浜が消失した

場合、海水浴客の減少などにより、本県の経済的な損

失につながる可能性がある。】 
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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、長崎県では、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，平成 26 年） 

 

図 2.1.4-19 方法（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，平成 26 年
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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（長崎県を抜粋） 

 
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，平成 26 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最大で数

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，平成 24 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図2.1.4-20 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，平成24年 
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 県民生活 

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

最も評価が低く、L9 が最も評価が高い）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，平成 23 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4-21 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，平成 23 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，平成 24 年 
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(5) （参考）健康分野 

感染症 

 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，平成 25 年） 

 

図 2.1.4-22 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，平成 25 年 

 

2.1.5. 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 29 年度に行われる予定の「長崎県地球温暖化対策実行計画」の見直しの前に適応策（案）

を網羅的に整理する、という長崎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。 

現行の「長崎県地球温暖化対策実行計画」では、「水環境・水資源」「防災」「自然生態系」

「食料」「健康」の分野に絞って記述されているが、同計画の見直しの際、適応策をどのように

記述するかは、本年度の業務で行った網羅的整理を踏まえて今後検討する必要がある。 
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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 

長崎県では、既に長崎県地球温暖化対策実行計画で適応策について言及しているほか、平成 26

年度に関係所属が認識している気候変動、既存適応策、モニタリング等を把握・整理している。

そこで、まず、これらの施策の情報と政府の適応計画に挙げられている適応策とを分野・項目ご

とに対応させ、関係所属が政府の適応計画の適応策を踏まえながら改めて適応と関係する施策を

挙げることができるよう、適応策の庁内照会用の説明文案および一覧表（平成 27 年度 第 1 回適

応策照会資料）の案を作成し、平成 27 年 12 月に提供した。 

この照会結果から、県では、適応策を「適応策（案）として盛り込む」「保留（担当所属に今

後確認）」「適応策（案）としては盛り込まない」の 3 つに分類を行った。 

一方で、関係所属からの照会とは別に、長崎県の分野別の既往計画の中から適応に関係の深い

計画を特定し、それらの計画から適応効果をもつと考えられる施策を抽出し、庁内照会後の資料

に整理して、次の庁内照会用資料（平成 27 年度 第 2 回適応策照会資料）のサンプル（健康分野

のみ）を作成した。 

以上の適応策検討の流れを図 2.2.2-1 に示す。 

既存計画から抽出した適応効果を持つと考えられる施策、施策を抽出した既存計画および適応

策の庁内照会用資料（第 1 回、第 2 回）は資料編に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.2.2-1 適応策検討の想定フロー 

資料：長崎県からの提供資料を加工 

長崎県地球温暖化対策
実行計画

【影響と適応策】

関係所属が認識している
気候変動、既存適応策、

モニタリング

国の適応計画

適応策（案）195件
検討たたき台作成

適応策（案）130件
保留　17件

（担当所属に今後確認）
適応策（案）としては
盛り込まない　48件

既存計画からの
適応策の抽出

適応策（案）
検討たたき台作成

適応策

H26年度

関係所属において

確認、加筆、修正等

関係所属において

確認、加筆、修正等

H27年度

H28年度以降

※他計画の改定などが

行われた場合は、その中

で示されている適応策の

抽出を行う必要がある。
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政府の適応計画の「基本的な施策」をベースに整理、作成した「長崎県の今後の適応策（案）

の体系」及び加筆、修正等を依頼した関係所属は、次の表に示すとおりである。 

 

表 2.2.2-1 長崎県の今後の適応策（案）の体系及び関係所属 
分野 項目1 項目2 部課名

1 農業生産総論 農林部

2 水稲 農林部

3 果樹 農林部

4 土地利用型作物 農林部

5 園芸作物 農林部

6 畜産 農林部

7 病害虫・雑草・動物感染症 農林部

8 農業生産基盤 農林部

9 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）

農林部

1 山地災害、治山・林道施設 農林部

2 人工林 農林部

3 天然林 農林部、自然環境課

4 病害虫 農林部

5 特用林産物 農林部

1 海面漁業 水産部

2 海面養殖業 水産部

3 内水面漁業・養殖業 水産部

4 造成漁場 水産部

5 漁港・漁村 水産部

1 地球温暖化予測研究、技術開発 農林部、水産部

2 将来予測に基づいた適応策の地域への展開 農林部、水産部

3 農林水産業従事者の熱中症 農林部、水産部

4 鳥獣害 農林部、自然環境課

5 世界食料需給予測 農林部

2-1 水環境 環境政策課、水環境対策課

2-2 水資源 水環境対策課、農林部

3-0 共通的な取組 自然環境課

3-1 陸域生態系 農林部、自然環境課

3-2 淡水生態系 農林部、水産部、自然環境課

3-3 沿岸生態系 農林部、水産部、自然環境課

3-4 海洋生態系 水産部

3-5 生物季節 自然環境課

3-6 分布・個体群の変動 農林部、自然環境課

4-1 水害 港湾課、河川課、砂防課、農林部

4-2 高潮、高波等 港湾課、河川課、砂防課、水産部

4-3 土砂災害 港湾課、河川課、砂防課、農林部

4-4 その他（強風等） 港湾課、河川課、砂防課

5-1 暑熱 福祉保健課

5-2 感染症 医療政策課

5-3 その他の健康への影響 環境政策課、水環境対策課

6-1 産業・経済活動 保留

6-2 金融・保険 保留

6-3 観光業 保留

6-4 その他の影響（海外影響等） 保留

7-1 インフラ、ライフライン等 1 水道、交通等 港湾課、水環境対策課

7-2 文化・歴史などを感じる暮らし 1 生物季節、伝統行事、地場産業等 保留

7-3 その他（暑熱による生活への影響） 水環境対策課、福祉保健課

1-1 農業

1-2 森林・林業

1-3 水産業

1-4 その他の農業、森林・林業、水産業

第4章
自然災害・沿
岸域

第5章
健康

第6章
産業・経済活
動

第7章
国民生活・都
市生活

第1章
農業、森林・
林業、水産業

第2章
水環境・水資
源

第3章
自然生態系

 
保留：関係所属が現時点で特定できていない分類。 

出典：長崎県からの提供資料 
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(2) 適応策に関する庁内関係部局との調整結果 

関係所属からの回答結果後の適応策（案）130 件の分野別内訳は、次の表に示すとおり、農業、

森林・林業、水産業分野が 61 件、水環境・水資源分野が 9 件、自然生態系分野が 6 件、自然災害・

沿岸域分野が 49 件、健康分野が 2 件、産業・経済活動分野は 0 件、国民生活・都市生活分野は 3

件となっている。 

表 2.2.2-2 適応策（案）整理結果（個別） 

分野 項目 
適応策(案)の数

内訳 計 

第１章 

農業、森林・林業、水産

業 

1-1 農業 43 

61 
1-2 森林・林業 10 

1-3 水産業 7 

1-4 その他の農業、森林・林業、水産業 1 

第２章 

水環境・水資源 

2-1 水環境 2 

9 2-2 水資源 7 

第３章 

自然生態系 

3-0 共通的な取組 1 

6 

3-1 陸域生態系 1 

3-2 淡水生態系 1 

3-3 沿岸生態系 1 

3-4 海洋生態系 1 

3-5 生物季節 － 

3-6 分布・個体群の変動 1 

第４章 

自然災害・沿岸域 

4-1 水害 27 

49 
4-2 高潮、高波等 14 

4-3 土砂災害 8 

4-4 その他（強風等） － 

第５章 

健康 

5-1 暑熱 1 

2 5-2 感染症 1 

5-3 その他の健康への影響 － 

第６章 

産業・経済活動 

6-1 産業・経済活動 － 

0 
6-2 金融・保険 － 

6-3 観光業 － 

6-4 その他の影響（海外影響等） － 

第７章 

国民生活・都市生活 

7-1 インフラ、ライフライン等 3 

3 7-2 文化・歴史などを感じる暮らし － 

7-3 その他（暑熱による生活への影響） － 

合  計 130 

出典：長崎県からの提供資料 
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(3) 適応策（案）の具体的な内容 

適応策（案）の具体的な内容は、表 2.2.2-3 に示すとおりである。適応策（案）としては、ハー

ド対策のほか、観測（モニタリング）や調査研究、情報共有などのソフト対策がある。 

 

表 2.2.2-3(1) 適応策（案）の具体例 

項 目 具体的な適応策（案）例 

第１章 農業、森林・林業、水産業 

 1-1 農業 ○高温対策 

○干ばつ対策 

○凍霜害対策 

○低温・大雪対策 

○病害虫対策 

○着色・発芽不良対策 

○着果安定対策 

○家畜の暑熱対策         など 

1-2 森林・林業 ○山地災害対策 

○潮害対策 

○観測・調査研究         など 

1-3 水産業 ○水産資源に与える影響の把握と対応 

○赤潮の発生への影響の把握と対応 

○海水温上昇への対応 

○磯焼けへの対応         など 

1-4 その他の農業、森林・林業、水産業 ○鳥獣害の状況把握と捕獲方法の検討 

第２章 水環境・水資源 

 2-1 水環境 ○流入負荷低減対策 

○沿岸域及び閉鎖性海域における対策など 

2-2 水資源 ○渇水情報の共有 

○雨水・再生水の利用 

○情報提供・普及啓発       など 

第３章 自然生態系 

 3-0 共通的な取組 ○観測及び適切な対応の選択と実施 

3-1 陸域生態系 ○継続的観測と影響把握、適切管理 

3-2 淡水生態系 ○適切管理と生態系の再生 

3-3 沿岸生態系 ○適切管理と生態系の再生     など 

3-4 海洋生態系 ○水産資源に与える影響の把握と対応 

3-5 生物季節 － 

3-6 分布・個体群の変動 ○個体群の管理、希少種の増殖 
出典：長崎県からの提供資料 
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表 2.2.2-3(2) 適応策（案）の具体例 

項 目 具体的な適応策（案）例 

第４章 自然災害・沿岸域 

 4-1 水害 ○災害リスク情報の共有 

○既存施設の機能向上 

○施設の着実な整備 

○水防体制の充実・強化 

○まちづくり・地域づくりと連携した浸水軽減対

策 

○避難勧告の的確な発令 

○氾濫拡大の抑制と氾濫水の排除  など 

4-2 高潮、高波等 ○港湾機能への影響に対する適応策 

○背後地への影響に対する適応策 

○防護水準等を超えた超過外力への対応 

○進行する海岸侵食への対応の強化 など 

4-3 土砂災害 ○災害の発生頻度の増加への対策 

○流域界を乗り越える土石流への対策 

○流木災害への対策        など 

4-4 その他（強風等） － 

第５章 健康 

 5-1 暑熱 ○注意喚起の広報、周知・啓発 

5-2 感染症 ○観測、動向把握、注意喚起、駆除 

5-3 その他の健康への影響 － 

第６章 産業・経済活動 

 6-1 産業・経済活動 － 

6-2 金融・保険 － 

6-3 観光業 － 

6-4 その他の影響（海外影響等） － 

第７章 国民生活・都市生活 

 7-1 インフラ、ライフライン等 ○港湾・空港・水道インフラにおける適応策 

7-2 文化・歴史などを感じる暮らし － 

7-3 その他（暑熱による生活への影響） － 
出典：長崎県からの提供資料 

 

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。 
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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、

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 10 月 6 日 
（於：県庁中庭会議室）

「平成 27 年度 第 1 回 地球温暖化適応策検討庁内会議」へ
の同席・資料を説明 

 

 

2.3.2. 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 2.3.2-1 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） 

 

 

2.3.3. その他 

平成 27 年 10 月 6 日の庁内会議の資料として、長崎県において今後取り組むべき適応策の例を

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 

長崎県においては、昨年度の「長崎県における地球温暖化影響分析及び適応策検討業務」、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、政府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 29 年度の地球温暖化対策実行計画の見直し時に、適応策を盛り込むことを検討中

であるが、それに向けて、平成 28 年度には、今年度までに整理した影響に関する知見や適応策の

検討を引き継ぎ、長崎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・深化させていくことが望まれる。 

一方で、庁内全体及び県民・事業者においては、一部、農水産業分野などで、適応策の必要性

が実感として捉えられているものの、全体としては適応策の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、長崎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、地球

温暖化対策実行計画に適応策が盛り込まれ、公表されるまでに、平行して庁内・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) 適応策の内容の継続検討 

庁内会議での意見を踏まえると、①長崎県における具体的な適応策の継続的な検討、②長崎県

地球温暖化対策実行計画において記載すべき適応の基本的考え方・方針の検討、③分野別の基本

的施策等の組み込み方の検討、などが今後の検討事項であることがうかがえる。また、来年度も

庁内会議を継続し、その中で上述の検討を進めることが、適応策の確実な推進につながると考え

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。長崎県において、適応策を進めていくためには、担当所属に、適応

策の必要性と適応策を認識していただくことが重要である。そのため、庁内において、適応策の

必要性に対する認識が高まるように、庁内用の普及啓発資料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最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。 
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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) 行政計画への気候変動への適応という観点での施策の追加 

長崎県の行政計画の中には、「新ながさき農林業・農山村活性化計画」のように、すでに気候

変動への適応という観点での施策が含まれているものもあるが、その他の行政計画においても同

様の施策が包含されることが、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ことにつながると考えられる。 

 

(4) 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の提供が効果的である。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、長崎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） 

 

(5) 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、長崎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・調整を行うことが望ましい。 
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