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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「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、埼玉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 

埼玉県においては、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 
○ 

 地方気象台および東京管区気象台との連携による
気候の最新の観測情報の入手を支援した。 

気候の将来予測の
情報整理 

○ 
 地方気象台および東京管区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 ○ 
 既存文献から埼玉県の社会経済状況を整理して提

供した。 

適応計画
策定 適応の考え方の整

理 
－   

適応策の立案 ○ 
 適応策専門部会作業部会用の現在状況を PPT で作

成・提供した。 

その他 －   

その他 
庁内調整の支援 ○ 

 適応策専門部会作業部会用の現在状況を PPT で作
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、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、埼玉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：埼玉県庁第三
庁舎会議室） 

 本事業の趣旨説明 
 埼玉県説明 

 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 

埼玉県環境科
学国際センタ
ー同席 

第 2 回 
平成 27 年 7 月 23 日 
（於：埼玉県庁第三
庁舎会議室） 

 埼玉県の気象・気候に関する情報の提供につい
て 

 支援の進捗について 
 影響の現在の状況の情報整理について 
 S-8 簡易推計ツールの結果の提供につい

て 
 埼玉県説明 

 今後の埼玉県の予定について 
 今後の支援作業について 

 当面のスケジュールを踏まえた支援作
業の目処について 

 第 3 回打合せ協議の時期 

埼玉県環境科
学国際センタ
ー同席 
東京管区気象
台、熊谷地方気
象台同席 

第 3 回 
平成 27 年 12 月 4 日 
（於：埼玉県庁第三
庁舎会議室） 

 気象台から提供のデータについて 
 影響情報の整理等に関する進捗について 

 現在の影響に関する情報の整理 
 将来の影響予測に関する情報の整理 
 社会、経済及び自然環境の状況の整理 

 国の適応計画における適応策について 
 他の地方公共団体の取組み状況について 
 今後の作業について 

埼玉県環境科
学国際センタ
ー同席 

その他 
平成 27 年 9 月 10 日 
（於：埼玉県庁第三
庁舎会議室） 

 適応策専門部会作業部会への出席 
オブザーバと
して参加 

その他 
平成 28 年 2 月 12 日 
（於：埼玉県庁第三
庁舎会議室） 

 ガイドライン作成に向けたインタビューの実
施 
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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。 

 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。 

  

ここでは、埼玉県における気候の将来予測の情報について、東京管区気象台より情報の提供を

受けた地球温暖化予測情報第 8 巻の気候予測を示す。 
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(1) 地球温暖化予測情報第 8 巻の気候予測 

埼玉県における気候の将来予測の情報について、東京管区気象台より情報の提供を受けた。 

将来予測資料に関する注意点としては以下の通りである。 

・地球温暖化予測の前提となる温室効果ガスの将来変化は、単一のシナリオ（第 8 巻では SRES 

A1B シナリオ）についてのみ予測対象としている。このため、他のシナリオを用いた場合に

は、異なる予測結果となる可能性がある。 

・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

温暖化の影響が現れるとは限らない。例えば、降水の変化予測は、気温に比べて一般に不確

実性が大きい。これは、台風や梅雨前線に伴う大雨等の顕著現象の頻度や程度は年々の変動

が大きいことに加え、空間的な代表性が小さい（狭い地域で集中的に降る等）うえに発生頻

度が稀であって 20 年程度の計算対象期間を設けても統計解析の標本数が少ないため、系統的

な変化傾向が現れにくい場合があることによる。予測の不確実性は、広い地域で平均した傾

向として捉えることで、低減することができる。 

・地球温暖化予測は、自然変動に伴って気候の「ジグザグ」な揺らぎの影響を取り除いて、温

室効果ガスの増加に伴って「じわじわ」と進行する長期的な変化の傾向を検出することが目

的である。 

・近未来の予測結果には自然変動に起因する不確実性の影響がより強く現れる場合がある。こ

れは温室効果ガス濃度の増加による影響（シグナル）が明瞭になる 21 世紀末頃の年代と比べ

て、近未来ではシグナルが比較的小さいためである。 

 

※気候モデルは、すべての現象を完全に再現できるものではないので、再現性に注意して利用

する必要がある。 

※狭い領域を対象とした予測結果には大きな不確実性が含まれるので、広域での評価結果との

整合性を考慮する必要がある。 
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① 平均気温 

関東甲信越地方と埼玉県の平均気温の変化（将来気候）を以下に示す。 

 

・関東甲信越地方と埼玉県の平均気温の変化（将来気候） 

  将来気候（2076～2095 年）は、現在気候に比べて約 3℃上昇する。冬に昇温幅が大きい。 

 

   

図 2.1.1-1 関東甲信越地方の年平均気温の変化（将来気候の現在気候との差） 
出典：東京管区気象台提供資料 

 

 

 
図 2.1.1-1 埼玉県の平均気温の変化（将来気候） 

棒グラフ（赤）は将来気候における現在気候との差 
縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候） 

出典：東京管区気象台提供資料 
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② 日最高気温、日最低気温（将来気候） 

埼玉県の日最高気温の変化と日最低気温の変化を以下に示す。 

最高気温、最低気温ともに概ね 3℃程度の上昇となるが、冬の日最高気温の上昇幅が大きい。 

 

  

図 2.1.1-2 埼玉県の日最高気温と日最低気温の変化（将来気候） 
棒グラフ（赤）は将来気候における現在気候との差 

縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候） 

出典：東京管区気象台提供資料 

 

関東平野での冬の最低気温は、周囲に比べて関東平野では上昇幅が小さい。 
 

   

図 2.1.1-3 埼玉県の冬の日最高気温の変化（左）と日最低気温の変化（右） 

（将来気候の現在気候との差） 
出典：東京管区気象台提供資料 
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③ 真夏日、猛暑日、熱帯夜、冬日（将来気候） 

埼玉県における真夏日、猛暑日、熱帯夜、冬日、真冬日の日数の変化を以下に示す。 

 

・埼玉県の真夏日日数の変化（将来気候） 

  真夏日日数は増加する。 

 

  

図 2.1.1-4 埼玉県の真夏日（日最高気温 30℃以上）日数の変化（将来気候） 
棒グラフの灰色は現在気候の観測値の領域平均、赤色は将来気候の現在気候との差 

縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候） 

出典：東京管区気象台提供資料 

 

・埼玉県の猛暑日日数の変化（将来気候） 

 猛暑日日数は増加する。 

 

 

図 2.1.1-5 埼玉県の猛暑日（日最高気温 35℃以上）日数の変化（将来気候） 
棒グラフの灰色は現在気候の観測値の領域平均、赤色は将来気候の現在気候との差 

縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候） 

出典：東京管区気象台提供資料 
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・埼玉県の熱帯夜日数の変化（将来気候） 

  熱帯夜日数は増加する。 

 

 

図 2.1.1-6 埼玉県の熱帯夜（日最低気温 25℃以上）日数の変化（将来気候） 
棒グラフの灰色は現在気候の観測値の領域平均、赤色は将来気候の現在気候との差 

縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候） 

出典：東京管区気象台提供資料 

 

・埼玉県の冬日の変化 

  冬日日数は減少する。 

 

 

図 2.1.1-7 埼玉県の冬日（日最低気温 0℃未満）日数の変化（将来気候） 
棒グラフの灰色は現在気候の観測値の領域平均、赤色は将来気候の現在気候との差 

縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候） 

出典：東京管区気象台提供資料 
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④ 降水量の変化 

関東甲信越地方の降水量の変化および埼玉県の降水量の変化を以下に示す。 

 

・関東甲信越地方と埼玉県の降水量の変化（将来気候） 

降水量の変化は、年間では有意ではないが、冬は増加傾向にある。 

 

   

図 2.1.1-8 関東甲信越地方の冬の降水量の変化（将来気候の現在気候との差） 
出典：東京管区気象台提供資料 

 

 

 

図 2.1.1-9 埼玉県の降水量の変化（将来気候） 
棒グラフ（赤）は将来気候における現在気候との差 

縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候） 

出典：東京管区気象台提供資料 
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⑤ 大雨、短時間強雨（将来気候：夏） 

関東甲信越地方の夏の日降水量 100mm 以上の日数の変化と短時間強雨（1 時間降水量 50mm 以

上）の発生回数の変化を以下に示す。 

 

・関東甲信越地方の夏の日降水量 100mm 以上の発生日数の変化と短時間強雨（1 時間降水量 50mm

以上）の発生回数の変化 

関東甲信越地方では、短時間強雨が増加する傾向が見られる。 

 

 

図 2.1.1-10 関東甲信越地方の夏の大雨（日降水量 100mm 以上）の発生日数の変化 

（将来気候の現在気候との差） 
出典：東京管区気象台提供資料 

 

 図 2.1.1-11 関東甲信越地方の夏の短時間強雨（1 時間降水量 50mm 以上）の発生回数の変化 

（将来気候の現在気候との差） 
出典：東京管区気象台提供資料 
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⑥ 無降水日数（将来気候） 

関東甲信越地方と埼玉県の無降水日数（日降水量 1mm 未満の日数）の変化を以下に示す。 

 

・関東甲信越地方と埼玉県の無降水日数の変化（将来気候） 

関東甲信越地方と埼玉県は、年や秋に無降水日数が増加している。 

 

  

図 2.1.1-12  関東甲信越地方の無降水日数（年）の変化（将来気候の現在気候との差） 
出典：東京管区気象台提供資料 

 

  

図 2.1.1-13 埼玉県の無降水日数の変化（将来気候） 
棒グラフ（赤）は将来気候における現在気候との差 

縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候） 

出典：東京管区気象台提供資料 
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⑦ 最深積雪量、降雪量の変化（将来気候） 

埼玉県の最深積雪の変化と降雪量の変化を以下に示す。 

 

・埼玉県の最深積雪の変化 

  最深積雪は減少する。 

 

図 2.1.1-13 埼玉県の最深積雪の変化（将来気候） 
棒グラフ（赤）は将来気候における現在気候との差 

縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候） 

出典：東京管区気象台提供資料 

 

・埼玉県の降雪量の変化 

  降雪量は減少する。 

 

図 2.1.1-14 埼玉県の降雪量の変化（将来気候） 
棒グラフ（赤）は将来気候における現在気候との差 

縦棒の黒細線は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候） 

出典：東京管区気象台提供資料 
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2.1.2. 影響の現在の状況の情報整理 

埼玉県で既に現れている（あるいはその可能性が示唆される）気候変化の影響に関する情報

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

の「分野・項目の分類体系」（表 2.1.2-1 参照）に基づき整理した。 

参考とした資料は、埼玉県がこれまでに整理している以下の 3 つの資料と関連論文、埼玉県

の諸研究機関1の調査研究報告等とし、インターネットを用いて調査した。 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015） 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008） 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）2 

情報の整理では、小項目ごとに、まず「1. 意見具申における現在の状況」を示し、次に「2. 埼

玉県における現在の状況」を整理した。「2. 埼玉県における現在の状況」では、まず上述の埼

玉県がこれまでに整理している 3 つの資料の内容を示し、その後に、それら資料以外の情報を

示した。また、他県における報告で埼玉県の参考となる可能性のある資料についても一部参考

として示した。なお、気候変動の影響と明確に特定できないが、その影響が一要因である可能

性が示唆されている諸資料も含めた。基本的には参照資料の本文をそのまま引用したが、一部

文意を変えない形で修正を加えた。 

 

 表 2.1.2-1 「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題につ

いて（意見具申）」における「分野・項目の分類体系」 

分野 大項目 小項目 
埼玉県の関連情報

の有無 

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 ○ 

病害虫・雑草 ○ 

農業生産基盤 ○ 

その他 埼玉県の特産品等 ○ 

林業 木材生産（人工林等） ○ 

特用林産物（きのこ類等）  

水産業 回遊性魚介類（魚類等の生態） 該当しない 

                                                        
1 衛生研究所、農業技術研究センター（畜産研究所、森林・緑化研究所、水田農業研究所、園芸研究所、茶業研究所、水産研究

所）産業技術総合センター、環境科学国際センターなど。 
2 2015 年 9 月 1 日時点で、埼玉県のホームページ等では見当たらない。報告書では、埼玉県下で栽培されている主要な農作物

（水稲、麦類、大豆、ねぎ、ブロッコリー、ほうれんそう、トマト、いちご、かんしょ、日本なし、ぶどう、りんご、茶、植木、

枝物、鉢花、酪農、肥育牛、養豚、養鶏、タマシャモ）について、「現在発生している問題」と、その問題を解決するための課

題および技術的な対応策を検討・整理している。 
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分野 大項目 小項目 
埼玉県の関連情報

の有無 

増養殖等  

水環境・水資源 水環境 湖沼・ダム湖  

河川 ○ 

沿岸域及び閉鎖性海域 該当しない 

水資源 水供給（地表水） ○ 

水供給（地下水）  

水需要  

自然生態系 陸域生態系 高山帯・亜高山帯 ○ 

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  

湿原  

沿岸生態系 亜熱帯 該当しない 

温帯・亜寒帯 該当しない 

海洋生態系  該当しない 

生物季節  ○ 

分布・個体群の変動  ○ 

自然災害・沿岸域 河川 洪水 ○ 

内水 ○ 

沿岸 海面上昇 該当しない 

高潮・高波 該当しない 

海岸侵食 該当しない 

山地 土石流・地すべり等 ○ 

その他 強風等 ○ 

健康 

 

冬季の温暖化 冬季死亡率  

暑熱 死亡リスク  

熱中症 ○ 

感染症 水系・食品媒介性感染症  

節足動物媒介感染症 ○ 

その他の感染症  

その他  ○ 

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 その他（海外影響等）  
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分野 大項目 小項目 
埼玉県の関連情報

の有無 

国民生活・都市生活 都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝ等 水道、交通等  

文化・歴史などを感じる暮らし 生物季節、伝統行事・地場産

業等 

○ 

その他 暑熱による生活への影響等  
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(1) 農業・林業・水産業 

 

1) 農業 

A) 水稲 

1. 意見具申における現在の状況 

 既に全国で、気温の上昇による品質の低下（白未熟粒※の発生、一等米比率の低下等）の影響

が確認されている。また、一部の地域や極端な高温年には収量の減少も見られている。 

※白未熟粒：高温等の障害により、デンプンが十分に詰まらず白く濁ること。 

 
2. 埼玉県における現在の状況 

・稲作期間に記録的な高温となった 2010 年では、発芽遅延が「彩のかがやき」、「彩のみのり」

で報告された。また、発芽遅延により、登熟期が高温となったため、白未熟粒が多発し、一

等米比率が低い水準となった。

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：2010 年夏の異常高温によ

り、米に白未熟粒が多発。（p.57） 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）：現在発生している問題として、「出

穂が早まり登熟期間が高温時期となることから、品質低下のリスクが高くなっている」「乳

白粒、腹白粒、胴割粒、不稔が増加している」「フタオビコヤガなど、従来被害が少なかっ

た害虫の多発が見られる」「内穎褐変病など穂枯性病害の増加が多くなっており、くず米の

発生を助長している」「毎年、斑点米カメムシ類による被害が見られる」「県内では、オキ

シダントの影響は見られない」が挙げられている。（p.54） 

 2010 年の埼玉県における稲作期間は記録的な高温となった。特に 8 月は平均気温 29.3 度と熊

谷地方気象台の観測史上 1 位を記録し、平年を 2.9 度上回る記録的な猛暑であった。この高温

は，水稲種子生産にも影響を与え、発芽能力を検査する発芽調査において，休眠が深いため

と思われる発芽遅延が「彩のかがやき」、「彩のみのり」で報告された。（2010 年の夏季高

温条件における水稲種子の休眠の実態, 荒川 誠, 矢ヶ﨑健治, 三島 誠,岡田雄二, 齋藤孝一郎, 

埼玉農総研研報(11), 33-38, 2011） 

 「彩のかがやき」の休眠調査の結果では、休眠の強弱に連続的な変異が認められ、栽培条件

により多様な休眠性を獲得している実態が明らかとなった。その中において、「彩のかがや

き」、「彩のみのり」では休眠が特に深くなっている種子が認められた。これらの種子は早

植栽培で生産されており、出穂時期は 8 月 5～10 日ごろと推定される。2010 年の気象条件で

は、この時期に出穂したイネは最も登熟中期、後期の気温が高温となっており、極端に深い

休眠はこの高温によって獲得した可能性が高い。（2010 年の夏季高温条件における水稲種子

の休眠の実態, 荒川 誠, 矢ヶ﨑健治, 三島 誠,岡田雄二, 齋藤孝一郎, 埼玉農総研研報(11), 
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33-38, 2011） 

 2010 年の夏期の異常高温では、作況指数は県西部 85、県東部 87、県計 86、全国 46 位、水稲

うるちの一等米比率は 24.4％と極めて低い水準となり、作期分散で被害を回避することはで

きなかった。 

本試験の結果から 2010 年の埼玉県の白未熟粒の多発要因は以下の 2 点によると考えられ

た。第一は、埼玉県内の稲作におけるほぼ全ての出穂時期にあたる 7 月 21 日から 8 月 26 日

までの 37 日間で登熟前中期温度が 28 以上の白未熟粒多発条件であったこと。第二は、前中

期登熟温度が最も高く、後期登熟温度も高く維持され、最も白未熟粒が発生しやすい条件と

なった 8 月中旬の出穂期に高温登熟性の劣る「彩のかがやき」の早植栽培における出穂期が

合致したことである。（2010 年の埼玉県における水稲白未熟粒多発の要因, 荒川 誠, 石井博

和, 大岡直人, 埼玉農総研研報(11), 27-31, 2011）） 

 

 

B) 野菜 

1. 意見具申における現在の状況 

 過去の調査で、40 以上の都道府県において、既に気候変動の影響※が現れていると報告され

ており、全国的に気候変動の影響が現れていることは明らかである。 

 特にキャベツなどの葉菜類、ダイコンなどの根菜類、スイカなどの果菜類等の露地野菜では、

多種の品目でその収穫期が早まる傾向にあるほか、生育障害の発生頻度の増加等もみられる。 

 施設野菜では、トマトの着果不良などが多発し、高温対策等の必要性が増している。一方、

施設生産では冬季の気温上昇により燃料消費が減少するとの報告もある。 

※気候変動の影響に関して、品種改良などで長期間の影響を継続的に把握することが困難な場合は、短期的な気候の影響で判断

していることがあることに注意が必要。 

 
2. 埼玉県における現在の状況 

・光化学オキシダントによる軟弱野菜への被害が生じている。 

・根深ネギ、ブロッコリー、ホウレンソウ、トマト、イチゴ、サツマイモへの高温障害や病虫害

による影響等が報告されている。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：光化学オキシダントによ

る軟弱野菜への被害も発生している。（p.57） 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）：現在発生している問題として、根

深ネギでは、「暖冬化による冬期の生育過多による良品生産への影響」「気象変動による生

育および作業の遅延による計画出荷への影響」「夏期高温等による難防除害虫（ネギアザミ

ウマ、ハスモンヨトウ等）、土壌病害（白絹業、軟腐病等）、小菌核腐敗病の多発による品
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質低下・減収」を挙げている。 

ブロッコリーでは、「秋冬どり栽培の育苗期の高温により、機械移植に適した苗質の確保が

難しくなっている」「秋冬どり栽培では、定植期及び成育初期の高温・多雨の影響を受ける

ことが多くなっており、定植時期の遅れや定植後の湿害の発生により、予定した時期に出荷

できない事例が見られる」「秋冬どり栽培の 10～11 月主格の作期及び初夏どり栽培では、花

蕾形成期の高温により、花芽分化、花蕾形成が性状に行われず、リーフィーやブラインドな

ど花蕾品質の低下を招くことが多くなっている」「夏期高温乾燥年を中心にハスモンヨト

ウ・シロイチモジヨトウ・ハイマダラノメイガなど食葉性害虫の被害が恒常化・長期化して

いる。食害痕を介して発生する黒腐病や軟腐病等も多発する傾向にある」ことを挙げている。 

ホウレンソウでは、「夏期の雨よけ露地栽培は、作柄不安定や品質低下等が生じ、栽培期間、

栽培面積が縮小している」「温暖化に対応した作型の見直しが必要であるが、大きな気象変

動の頻発による作期・作型の変動が大きく困難な状況にある」「温暖化傾向の気象条件化で

アザミウマ類・立枯性病害・べと病等の難防除病害虫の発生が恒常化・長期化している」「光

化学オキシダント濃度の高い期間が拡大し、春期にも被害が発生する事例が見られる」こと

を挙げている。 

トマトでは、「高温期（8～9 月）の育苗では、発芽障害や苗の軟弱徒長、第 1 花房の着生節

位が上昇する」「促成栽培の肥大期の高温は、尻腐果・着色不良果や、早熟化による果実の

低糖化がみられる。抑制栽培では肥大期～成熟期の強日射による裂果の多発により良品確保

が困難になっている」「促成栽培の 4 月以降ハウス内気温が 30 度以上を超える日が頻発し、

花器障害により着果不良となる。また、高温・強日射による葉焼け、着果不良（落下）や品

質低下（日焼け果・奇形果等）及びハウス内温度の上昇に伴う作業環境悪化により収穫終了

期が早くなっている」「トマト黄化葉巻病及び媒介虫タバココナジラミ類の発生地域が拡大、

発生が周年化している」ことを挙げている。 

イチゴでは、「夏秋期の高温による花芽分化の遅延」「育苗期～定植活着期の高温による生

育不良」「暖秋・暖春に伴う高温により成熟日数が減少し、品質低下」「暖秋・暖春に伴う

高温による果実の軟化、糖度低下や結実不良が頻発」「夏期の異常気象（高温・豪雨等）が

頻発し、萎黄病・炭疽病・疫病が多発化」を挙げている。 

サツマイモでは、「初夏の高温による藷梗の長根化」「秋季の高温による紫いもの着色不良」

「夏期高温による立枯病・食葉性害虫の多発」「夏期高温乾燥年における食葉性害虫（ハス

モンヨトウ・ナカジロシタバ・コガネムシ幼虫）等の多発」を挙げている。 

（以上 p.57～65） 

 【参考：静岡県】シロネギでは高温による夏ネギの腐りが発生、夏の高温による病害虫の発

生、品質の不安定が目立つ等について報告している。（中川孝俊, 静岡県における温暖化の実

態と農業生産への影響評価, 静岡県農業試験場研究報告, 48 号, p.75-86, 2003）（静岡県におけ

る野菜や花き、畜産を含む農業生産への温暖化とみられる影響についてアンケート調査をベ

ースに網羅的に整理している。） 
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C) 果樹 

1. 意見具申における現在の状況 

 2003 年に実施された全国的な温暖化影響の現状調査では、全都道府県における果樹関係公立

研究機関から、果樹農業において既に気候変動の影響※が現れているとの報告がなされている。 

 果樹は気候への適応性が非常に低い作物であり、また、一度植栽すると同じ樹で 30～40 年栽

培することになることから気温の低かった 1980 年代から同じ樹で栽培されていることも多

いなど、品種や栽培法の変遷も少なく、1990 年代以降の気温上昇に適応できていない場合が

多い。 

 カンキツでの浮皮、リンゴでの着色不良など、近年の温暖化に起因する障害は、ほとんどの

樹種、地域に及んでいる。 

 果実品質について、たとえばリンゴでは食味が改善される方向にあるものの、果実が軟化傾

向にあり、貯蔵性の低下につながっている。 

※気候変動の影響に関して、品種改良などで長期間の影響を継続的に把握することが困難な場合は、短期的な気候の影響で判断

していることがあることに注意が必要。 

 
2. 埼玉県における現在の状況 

・「幸水」の開花中央日について、-0.25 日／10 年程度の前進が認められた。 

・日本ナシ、ブドウ、リンゴへの高温障害や病虫害による影響等が報告されている。 

 埼玉県において既に調査済み 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）：現在発生している問題として、 

日本ナシでは、「新高等開花の早い品種で晩霜害を受けるリスクが高まっており、地域によ

って被害を受ける年がある」「ハウス栽培では冬期の自発休眠覚醒に必要な低温遭遇時間が

不足し、南側の樹で発芽むらが一部生じている」「新高では 9 月上旬の気温が高いと収穫時

期が前進し、果肉先熟などの生理障害の発生頻度が以前より増している」「年ごとの気象の

変動が大きくなり、7 月中下旬の低温で豊水のみつ症果の発生する年の頻度が以前より増して

いる」「近年、ハダニ類、カメムシ類等の害虫の多発が恒常化している。また、落葉が遅く

なり、黒星病等の感染機会が増えている」「一部地域で、6～7 月に幸水にオキシダントの影

響と見られる黄変落葉が見られているが、果実の生育に影響を与えるほどにはなっていない」

ことを挙げている。 

ブドウでは、「7 月上～中旬の気温が高く日較差が少ないと着色不良が多くなる」「開花中の

天候不良により、巨峰系四倍体品種は単為結果が生じやすくなっている」「8 月中旬（収穫直

前）の高温で果実がしなびる」「一部品種で高温のため酸抜けが早く、脱粒が早まっている」

ことを挙げている。 

リンゴでは、「作付面積の少ない早生品種では、着色不良が見られているが、主力の晩生品

種ではほとんど見られていない。また、年により、日焼け果も発生している」「近年、ハダ

ニ類、カメムシ類等病害虫の多発が恒常化している」ことを挙げている。（p.66～69） 
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 「幸水」の開花中央日の年次変動をみると、埼玉県では 10 年間で−0.25 日/年程度の早期化が

起こり、開花中央日の前進が認められた. （気候温暖化が落葉果樹の休眠,開花現象に及ぼす

影響, 本條 均, 園学研, Hort. Res. (Japan), 6 (1), 1-5. 2007） 

 【参考：全国】全国の果樹関連研究機関へのアンケート調査の結果等から、樹種別に顕在化

している温暖化による果樹生育（病害虫含む）への影響をまとめている。例えば、着色や貯

蔵性など果実に関する影響、凍害など樹体に関する影響、休眠など発芽に関する影響、病害

虫・雑草の影響など広範囲に影響が見られる。（杉浦俊彦, 地球温暖化が日本各地の果樹生育

に及ぼしている影響, 農業および園芸, 82 巻 8 号, p.845-851, 2007） 

 

図 2.1.2-1  埼玉におけるニホンナシ“幸水”開花日の推移 

出典：気候温暖化が落葉果樹の休眠,開花現象に及ぼす影響, 本條 均, 園学研, Hort. Res. (Japan), 6 (1), 1-5. 
2007 

 

 

D) 麦、大豆、飼料作物等 

1. 意見具申における現在の状況 

 小麦では、冬季及び春季の気温上昇により、全国的に種をまく時期の遅れと穂が出る時期の

早まりがみられ、生育期間が短縮する傾向が確認されている。 

 飼料作物では、関東地方の一部で 2001～2012 年の期間に飼料用トウモロコシにおいて、乾物

収量が年々増加傾向になった報告例がある。 

 
2. 埼玉県における現在の状況 

・麦類や大豆への高温や病虫害による影響等が報告されている。 

・コムギ「農林 61 号」は、播種から出穂までの平均気温が上がるほど減収する傾向にあるこ

と及び出穂期以降の降水量が増加することにより減収する傾向にある。

 埼玉県において既に調査済み 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）：現在発生している問題として、 
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麦類では、「暖冬により過繁茂・後期凋落型の生育となっており、収量・品質が非常に不安

定になっている」「降雨が集中する傾向にあり、出芽不良、肥料流亡による生育量不足、枯

れ熟れ的登熟の発生が各地で見られる」「温暖・多雨により赤かび病の発生リスクが高まっ

ている」「温暖化による生育の前進化により凍霜害のリスクが高まっている」「雑草の多発

生による生育阻害や減収が発生している」ことを挙げている。 

大豆では、「青立ち（莢先熱）の発生による汚粒や色沢低下、収穫ロスの増加などが発生し

ている」「ハスモンヨトウなど加害害虫の発生時期、種構成が変動しているため、手利き防

除が難しくなっている」「集中豪雨により湿害が発生しやすくなっている」ことを挙げてい

る。（p.55～56） 

 埼玉県の農業試験場の畑圃場において 1951 年から 1996 年まで 45 年にわたり同一条件で栽培

されたコムギ「農林 61 号」の収量に対する生育期間の気象条件の影響を検討した。その結果、

播種期から成熟期までの平均気温と収量は有意な負の相関にあり、相関係数は 1%水準で有意

であった。そこで、生育の全期間を出穂期までとそれ以降に分けて調べたところ、播種期か

ら出穂期までの平均気温と収量は負の相関関係にあり、相関係数は 5%水準で有意であったが、

出穂期以降の平均気温は収量に影響していなかった。一方、播種期から成熟期までの降水量

と収量には有意な相関はみられなかった。このうち、播種期から出穂期までの降水量と収量

には有意な相関関係がみられなかったが、出穂期から成熟期までの降水量と収量は負の相関

関係にあり、相関係数は 5%水準で有意であった。このことから、埼玉県において、コムギ「農

林 61 号」は、播種から出穂までの平均気温が上がるほど減収する傾向にあること及び出穂期

以降の降水量が増加することにより減収する傾向にあることがわかった。（意見具申で用い

ている文献）（埼玉県の畑作試験圃場におけるコムギ「農林 61 号」の収量に対する気象条件

の影響, 箕田豊尚, 日作紀（Jpn. J. Crop. Sci.）, 79 (1), 62-68, 2010） 

 本報では、埼玉県の農業試験場の畑圃場において 1951 年から 1996 年まで 45 年にわたり同一

条件で栽培されたコムギ「農林 61 号」の生育、収量および収量構成要素と生育期間の気象の

関係を解析した。その結果、年数経過に伴って出穂期、成熟期のいずれも早まり、出穂期か

ら成熟期までの日数が延長したが、稈長、収量および収量構成要素には年数経過に伴う一定

の変化傾向は認められなかった。これらの生育・収量変化と気象変動との関係を重回帰モデ

ルによって解析したところ、播種から出穂期までの日数は 11～4 月の平均気温と有意の負相

関があり、播種から成熟期までの日数は 11～4 月の平均気温および 5 月の平均気温と有意の

負相関のあることが見出された。稈長は 1～4 月の総降水量と 3 月の平均気温と有意の正相関

があった。収量は 11～12 月の平均気温および出穂期から成熟期までの総降水量と有意の負相

関が見出された。これらは 1 穂粒数が 11～12 月の平均気温および 5 月の降水量と有意の高い

負相関があるためであった。11 月~12 月の平均気温も出穂期から成熟期の間の総降水量も、

長期変化傾向を示さなかったため、年平均気温が長期的に上昇しつつあるにもかかわらず、

コムギ収量に長期変化傾向がみられなかったものと考えられる。（埼玉県におけるコムギの

生育,収量および収量構成要素と気象変動の関係‐畑作試験圃場におけるコムギ「農林 61 号」

の 45 年間の栽培試験に基づく解析‐, 箕田豊尚 他, 日作紀（Jpn. J. Crop. Sci.）, 84(3), 285-294, 

2015） 
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E) 畜産 

1. 意見具申における現在の状況 

 家畜の生産能力の推移から判断して、現時点で気候変動の家畜への影響は明確ではない。 

 夏季に、肉用牛と豚の成育や肉質の低下、採卵鶏の産卵率や卵重の低下、肉用鶏の成育の低

下、乳用牛の乳量・乳成分の低下等が報告されている。 

 記録的猛暑であった 2010 年の暑熱による家畜の死亡・廃用頭羽数被害は、畜種の種類・地域

を問わず前年より多かったことが報告されている。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・乳牛、肥育牛、養豚、養鶏、タマシャモへの高温による採食量の低下等の影響等が報告されて

いる。 

 埼玉県において既に調査済み 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）：現在発生している課題として、 

酪農では、「採食量の低下による乳量減少と乳質の低下」「受胎率の低下」「抗病性の低下

による疾病の発生と熱射病による死亡率の増加」「エン麦の登熟が早くなっており、自給飼

料の作型の変更の検討が必要」を挙げている。 

肥育牛では、「採食量の低下による発育や肉質の低下」「受胎率の低下」「抗病性の低下に

よる疾病の発生」を挙げている。 

養豚では、「受胎率の低下」「採食量の低下による発育や肉質の低下」「抗病性の低下によ

る疾病の発生」を挙げている。 

養鶏では、「採食量の低下による産卵率卵質の低下」「抗病性の低下による疾病の発生」「熱

射病による死亡率の増加」を挙げている。 

タマシャモでは、「採食量の低下による種鶏の産卵率の低下」「採食量の低下による肉用鶏

の発育や肉質の低下」「抗病性の低下による疾病の発生」を挙げている。（p.74～78） 

 

 

F) 病害虫・雑草 

1. 意見具申における現在の状況 

 西南暖地（九州南部などの比較的温暖な地域）の一部に分布していたミナミアオカメムシが、

近年、西日本の広い地域から関東の一部にまで分布域が拡大し、気温上昇の影響が指摘され

ている。 

 現時点で、明確に気候変動の影響により病害が増加したとされる事例は見当たらない。 

 奄美諸島以南に分布していたイネ科雑草が、越冬が可能になり、近年、九州各地に侵入した

事例がある。 
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2. 埼玉県における現在の状況 

・ツマグロヒョウモンなど南方系昆虫の害虫化が発生している。 

・水稲、野菜、果樹、麦・大豆への病害虫による影響等が報告されている。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：ツマグロヒョウモンなど

の南方系昆虫の害虫化も発生している。（p.57） 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）：水稲、野菜、果樹、麦・大豆・飼

料作物等の項目を参照。 

 【参考：全国】分布の北上、冬季死亡率の低下、春の出現時期の早期化、加害期間の長期化

など。春草の早期発生、夏草が遅くまで生育する等。（杉浦俊彦, 地球温暖化が日本各地の果

樹生育に及ぼしている影響, 農業および園芸, 82 巻 8 号, p.845-851, 2007）（全国の果樹関連研

究機関へのアンケート調査の結果等から、樹種別に顕在化している温暖化による果樹生育（病

害虫含む）への影響をまとめている。） 

 

 

G) 農業生産基盤 

1. 意見具申における現在の状況 

 農業生産基盤に影響を及ぼしうる降水量の変動について、1901～2000 年の最大 3 日連続降雨

量の解析では、短期間にまとめて強く降る傾向が増加し、特に、四国や九州南部でその傾向

が強くなっている。 

 また、年降水量の 10 年移動変動係数をとると、移動平均は年々大きくなり、南に向かうほど

増加傾向は大きくなっている。 

 コメの品質低下などの高温障害が見られており、その対応として、田植え時期や用水時期の

変更、掛け流し灌漑の実施等、水資源の利用方法に影響が生じている。 



2. 埼玉県における現在の状況 

・平成 22 年に水稲の高温障害対策として、神流川沿岸農業水利事業所管内地区の用水時期を 9

月第 2 半旬に増量し、9 月第 6 半旬から 10 月第 1 半旬の取水量を減じる対策を実施した結果、

大幅な品質低下を免れた。 

 高温障害対策として、品種や栽培技術、圃場における水管理などが農業普及サイドから農家

へ指導されているが、そのなかには掛け流し灌漑など灌漑期間や用水量を変化させる対策が

ある。平成 22 年の異常天候における水稲の高温障害対策として、神流川沿岸農業水利事業所

管内地区の用水時期を水稲（晩期）の出穂期が終わる 9 月第 2 半旬まで増量し、9 月第 6 半

旬から 10 月第 1 半旬の取水量を減じる対策とした。（中略）その結果、本地域受益地を大き
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く占める埼玉県の JA ひびきの管内（本庄市および児玉郡）における平成 22 年産米「彩のか

がやき」の規格外比率は晩期作付けが半分を占めるとはいえ県内平均 77%に対し、本管内で

約 20%と大幅な品質低下は免れたと考えられる。（意見具申で用いている文献）（志野尚司、

柄澤昭司、田澤裕之、山本和雄「神流川沿岸地区における水稲高温障害に対する農業用水管

理」（2013）、農業農村工学会誌第 81 巻第 4 号） 

 

 

H) その他 埼玉県の特産品等  

1. 意見具申における現在の状況 

 本項目は意見具申には無い。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・茶、花壇苗・鉢物、枝物への高温や病害虫による影響が報告されている。 

 埼玉県において既に調査済み 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）：現在発生している問題として、 

茶では、「病虫害の発生量や発生パターンが変化している。特に、茶の難防除害虫であるク

ワシロカイガラムシが平成 11 年頃より侵入し、入間市を中心に所沢市、挟山市で被害が発生、

拡大している」「初冬凍害及び春先の凍害や霜害が発生し、減収や減益を招いている」こと

を挙げている。 

花壇苗・鉢物では、「夏季の高温により、シクラメン、パンジー等の高温に比較的影響され

やすい品目において、生育が停滞する場合がある」「病害虫の発生が増加、長期化する傾向

がみられる」「アサガオ生産において光化学オキシダントの影響と思われる品質低下が発生

している」ことを挙げている。 

枝物（切り枝）では、「暖冬年には冷蔵処理により出荷時期を調整する必要がある」「冬期

の低温遭遇時間が不足し、促成開始時期、出荷時期の遅延や品質低下が発生する場合がある

（レンギョウ、サクラ、ユキヤナギ、ウメモドキ等）」ことを挙げている。（p.70～71､73） 

 

 

2) 林業 

A) 木材生産（人工林等） 

1. 意見具申における現在の状況 

 一部の地域で、スギの衰退現象が報告されており、その要因に大気の乾燥化による水ストレ

スの増大を挙げる研究報告例もある。ただし、大気の乾燥化あるいはそれによるスギの水ス

トレスの増大が気候変動による気温の上昇あるいは降水量の減少によって生じているか明確

な証拠はない。スギの衰退と土壌の乾燥しやすさとの関連も明らかではない。 
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 現時点で、台風強度の増加によって、人工林における風害が増加しているかについては、研

究事例が限定的であり、明らかでない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

 埼玉県において既に調査済み 

「(3) 自然生態系－1) 陸域生態系－C)里地・里山生態系」の項目を参照。 

 

 

B) 特用林産物（きのこ類等） 

1. 意見具申における現在の状況 

 シイタケ栽培に影響を及ぼすヒポクレア属菌について、夏場の高温がヒポクレア菌による被

害を大きくしている可能性があるとの報告がある。 



2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 【参考：静岡県】シイタケの菌糸体は 30℃を越えると成長が著しく低下する。（鈴木拓馬, 大

石英史, 高温ストレスがシイタケ栽培に及ぼす影響, 静岡県農林技術研究所報告, 発行年記載

なし）（本研究では高温ストレスがシイタケ栽培に及ぼす影響を明らかにすることを目的と

している。）<http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-850/PDFetc/24b.pdf> 

 

 

3) 水産業 

A) 回遊性魚介類（魚類等の生態） 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

B) 増養殖等 

1. 意見具申における現在の状況 

 各地で南方系魚種数の増加や北方系魚種数の減少などが報告されている。 

 養殖ノリでは、秋季の高水温により種付け開始時期が遅れ、年間収穫量が各地で減少してい

る。 

 藻食性魚類による藻場減少で、イセエビやアワビの漁獲量が減少したことが報告されている。 
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2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 【参考：滋賀県】ホンモロコについて、現段階では明らかな温暖化による影響は認められて

いない。（滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略, 滋賀県農政水産部, 平成 23 年 3 月） 

 

 

 

(2) 水環境・水資源 

1) 水環境 

A) 湖沼・ダム湖 

1. 意見具申における現在の状況 

 全国の公共用水域（河川・湖沼・海域）の過去約 30 年間（1981～2007 年度）の水温変化を

調べたところ、4,477 観測点のうち、夏季は 72%、冬季は 82%で水温の上昇傾向があり、各水

域で水温上昇が確認されている。また、水温の上昇に伴う水質の変化が指摘されている。 

 ただし、水温の変化は、現時点において必ずしも気候変動の影響と断定できるわけではない

との研究報告がある。 

 一方で、年平均気温が 10℃を超えるとアオコの発生確率が高くなる傾向を示す報告もあり、

長期的な解析が今後必要である。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 【参考（実測ではなくシミュレーションによる解析）：埼玉県浦山ダム】矢島（2012）らは、

埼玉県浦山ダムを対象に、温暖化に伴う気温上昇において、季節変動があるときにそれらが

貯水池の水温構造や藻類に与える影響について、3次元湖沼水質予測モデルECLOM-CAEDYM

を用いた検討を行った。この結果、1) 浦山ダムにおいては、表水層は気温の上昇に伴い水温が

上昇し、その割合は冬季より夏季の方が大きく、深水層の水温も気温の上昇に伴い上昇する

が、その割合は表水層よりも小さく、冬季より夏季の昇温が表層水温上昇をもたらしている

ことが分かった。また、気温が高くなるほど、また夏季により暖かいほど、水温成層の強度

が増加し、水質悪化を助長する可能性が高いことが分かった。 2) 浦山ダムにおいては、気温

が上昇するに伴いChl.aが減少し、特に冬季に気温が高くなる場合に緑藻類と鞭毛藻類が大き

く減少することが予想された。珪藻類鞭毛藻類は低水温を好むため気温の上昇に伴い減少す

るが、藍藻類や緑藻類においても夏季の気温上昇は最適成長水温より高い水温をもたらすた

め、かえって濃度が減少することが明らかとなった。（温暖化の季節パターンの変化がダム

貯水池の水質に及ぼす影響, 矢島 啓,崔 貞圭, David Hamilton, 土木学会論文集 B1（水工学）, 

Vol.68, No.4, 1645-1650, 2012） 
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B) 河川 

1. 意見具申における現在の状況 

 全国の公共用水域（河川・湖沼・海域）の過去約 30 年間（1981～2007 年度）の水温変化を

調べたところ、4,477 観測点のうち、夏季は 72%、冬季は 82%で水温の上昇傾向があり、各水

域で水温上昇が確認されている。また、水温の上昇に伴う水質の変化も指摘されている。 

 ただし、河川水温の上昇は、都市活動（人工排熱や排水）や河川流量低下などにも影響され

るため、気候変動による影響の程度を定量的に解析する必要がある。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・気候変動との関係は明確ではないが、大場川では、2010 年の夏期の異常な高気温による水温

上昇が要因の一つと考えられる淡水赤潮が発生し、魚の斃死などの被害が生じた。 

 公共用水域の毎月の測定では、pH が環境基準の 8.5 を超過する事例が上流の河川も含めて頻

繁にみられる。県内の湖沼調査でも以前から観測されている現象で、同時に DO が過飽和に

なっていることから、植物プランクトンによる炭酸同化作用の影響と推察される。このよう

な内部生産に起因する河川の景観悪化が、昨年 9 月から県内数河川で発生した。センターの

調査では、何れも植物プランクトンのミドリムシ類が大量増殖した淡水赤潮が確認でき、大

場川では魚の斃死など被害も起こっていた。夏期の異常な高気温による水温上昇が大きな要

因であろうが、窒素やリンが問題となる閉鎖性水域の富栄養化現象が河川においても進行し

ている。（高橋基之（2011）埼玉の水環境と里川の再生を考える, 埼環協ニュース（埼玉県環

境計量協議会）, 通巻 220 号, pp.11-15） 

 

 

C) 沿岸域及び閉鎖性海域 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

 

2) 水資源 

A) 水供給（地表水） 

1. 意見具申における現在の状況 

 年降水量の年ごとの変動が大きくなっており、無降雨・少雨が続くこと等により給水制限が

実施される事例が確認されている。 
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 1980～2009 年の高山帯の融雪時期も時期が早くなる傾向があるが、流域により年変動が大き

い。 

 渇水による流水の正常な機能の維持のための用水等への影響、海面上昇による河川河口部に

おける海水（塩水）の遡上範囲の拡大に関しては、現時点で具体的な研究事例は確認できて

いない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・集中豪雨の発生回数の増加が観測されている。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：県内のアメダス観測所に

おいて、集中豪雨の発生回数の増加が観測されている。（p.57） 

 

 

B) 水供給（地下水） 

1. 意見具申における現在の状況 

 気候変動による降水量や降水の時間推移の変化に伴う地下水位の変化の現状については、現

時点で具体的な研究事例は確認できてない。 

 一般的に、地下水利用量の変化には気候変動以外の要因も関係する。 

 全国的な渇水となった 1994 年などの小雨年時に渇水時には過剰な地下水の採取により、地盤

沈下が進行している地域もある。 

 海面上昇による地下水の塩水化の現状については、現時点で具体的な研究事例は確認できて

ない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

C) 水需要 

1. 意見具申における現在の状況 

 気候変動による気温の上昇は、飲料水・冷却水等都市用水の需要を増加させる可能性がある。 

 気温の上昇は、作付け時期の変化や蒸発散量の増加などを引き起こし、農業用水の需要を増

加させる可能性がある。 
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2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

 

(3) 自然生態系 

1) 陸域生態系 

A) 高山帯・亜高山帯 

1. 意見具申における現在の状況 

 気温上昇や融雪時期の早期化等による高山帯・亜高山帯の植生の衰退や分布の変化が報告さ

れている。 

 高山植物の開花期の早期化と開花期間の短縮が起こることによる花粉媒介昆虫の活動時期と

のずれ（生物季節間の相互関係の変化）も報告されている。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・秩父多摩甲斐国立公園特別保護地区のシラビソの縞枯れ現象（天然更新現象）は年々緑色に変

化し、2000 年代になるとほとんど消滅するという異常を把握している。 

 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：（秩父多摩甲斐国立公園特別

保護地区の原生林において）1966 年以降の空中写真上、シラビソの縞枯れ現象（天然更新現

象）は年々緑色に変化し、2000 年代になるとほとんど消滅するという異常を把握している。

（中略）秩父測候所は、1996 年以降の気温上昇速度は、100 年当たり年平均値で 3.1℃、最近

40 年間では 1.2℃上昇した。（中略）1.2℃の上昇は標高にすると 240m 低くなったことに相当

した。（中略）このような気温上昇が、亜高山帯上部に形成されるといわれる縞枯れ現象に

異常をもたらしたものと考えられる。（p.39） 

 

 

B) 自然林・二次林 

1. 意見具申における現在の状況 

 気候変動に伴う自然林・二次林の分布適域の移動や拡大の現状について、現時点で確認され

た研究事例は限定的である。 

 気温上昇の影響によって、過去から現在にかけて落葉広葉樹が常緑広葉樹に置き換わった可

能性が高いと考えられている箇所がある。 
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2. 埼玉県における現在の状況 

 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：「(3)自然生態系－(1)陸域生態

系－A)高山帯・亜高山帯」の項目を参照。 

 

C) 里地・里山生態系 

1. 意見具申における現在の状況 

 気候変動による気温の上昇や降水の時空間分布の変化等により、里地・里山の構成種を変化

させる可能性がある。 

 ただし、気候変動以外の人間活動の影響も受けやすいため、不確定要素が大きい。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・関東地方のスギは衰退しており、近年の気温上昇に伴う乾燥化に起因する水ストレスが一因と

考えられる。 

 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：1970 年代から 1990 年にかけて

関東地方へ一部のスギは著しい早さで衰退（梢端枯れ）が進んだ。近年の気温上昇に伴う乾

燥化に起因する水ストレスが原因と考えられ、将来への影響が危惧されている。（中略）関

東地方のスギについて、広域、局地の衰退分布を検討した結果、衰退分布と最も整合性が高

かったのは湿度（大気の乾燥）であった。結局、降水量が比較的少ない地域では、スギは気

温上昇による大気の乾燥化によって著しい水ストレス状態が継続し、単なる生長抑制から梢

端枯れへの「不可逆的な影響」がもたらされたものと報告している。（p.42） 

 

 

D) 人工林 

1. 意見具申における現在の状況 

 一部の地域で、気温上昇と降水の時空間分布の変化による水ストレスの増大により、スギ林

が衰退しているという報告がある。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：「3)自然生態系－(1)陸域生態

系－C)里地・里山生態系」の項目参照。 
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E) 野生鳥獣の影響 

1. 意見具申における現在の状況 

 日本全国でニホンジカやイノシシの分布を経年と食害と比較した調査において、分布が拡大

していることが確認されている。 

 積雪深の低下に伴い、越冬地が高標高に拡大したことが確認されている。 

 ニホンジカの増加は狩猟による捕獲圧低下、土地利用の変化、積雪深の減少など、複合的な

要因が指摘されている。 

 ニホンジカの分布拡大に伴う植生への食害・剥皮被害等の影響が報告されている。 

 野生鳥獣の分布拡大による生態系サービスへの影響について報告されているが、気候変動と

の直接の因果関係や、気候変動の寄与度については、明らかになっていない。 



2. 埼玉県における現在の状況 

・シカの増加に伴う植生被害が生じている。 

・国立公園特別保護地域におけるシラビソ原生林のシカ食害は 2000 年まではほとんどみられな

かったが、2002 年頃より目立ち始め、2005 年には稜線の登山道沿いのシラビソは概ね食害され

た。以後、登山道沿いから林内へと食害が拡大し続けている。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：近年、シカの増加に伴う

植生被害が発生している。（p.58） 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：国立公園特別保護地域におけ

るシラビソ原生林のシカ食害は 2000 年まではほとんどみられなかったが、2002 年頃より目立

ち始め、2005 年には稜線の登山道沿いのシラビソは概ね食害された。以降、登山道沿いから

林内へと食害が拡大し続けている。（中略）ひとたび台風などの強風が襲えば、尾根筋の枯

死したシラビソが倒れ、広い範囲で裸地化するなど、直ちに景観が一変してしまう可能性が

極めて高い。（中略）シカ食害が増加した事は、気候変動によりシカが越冬しやすくなった

ことが原因していると考えるのが一般的である。ただし、秩父測候所の降雪量は 1984 年以降、

序所に減少しているが（中略）年変動が激しくなってきている。亜高山帯の積雪量について

は記録がない。（中略）融雪したと考えられる地温 1℃の出現月日は、（中略）必ずしも早ま

る傾向は見られていない。（p.41） 
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F) 物質収支 

※ここでの物質収支とは、生態系における炭素、窒素等の循環（出入り）を表したもの。 

1. 意見具申における現在の状況 

 気候変動に伴う物質収支への影響の現状について、現時点で研究事例は限定的である。 

 日本の森林における土壌 GHG フラックスは、1980 年から 2009 年にわたって、CO2・N2O の

放出、CH4の吸収の増加が確認されている。 

 降水の時空間分布の変化傾向が、森林の水収支や土砂動態に影響を与えている可能性がある

が、長期データに乏しく、変化状況を把握することは困難な状況となっている。 



2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

2) 淡水生態系 

A) 湖沼 

1. 意見具申における現在の状況 

 湖沼生態系は、流域土地利用からの栄養塩負荷の影響を受けるため、気候変動の影響のみを

検出しにくく、直接的に気候変動の影響を明らかにした研究は日本にはない。 

 ただし、鹿児島県の池田湖において、暖冬により循環期がなくなり、湖底の溶存酸素が低下

して貧酸素化する傾向が確認されている。 



2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

B) 河川 

1. 意見具申における現在の状況 

 我が国の河川は取水や流量調節が行われているため気候変動による河川の生態系への影響を

検出しにくく、現時点で気候変動の直接的影響を捉えた研究成果は確認できていない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 



 35

 

C) 湿原 

1. 意見具申における現在の状況 

 湿原の生態系は気候変動以外の人為的な影響を強く受けており、気候変動による影響を直接

的に論じた研究事例はない。 

 一部の湿原で、気候変動による降水量の減少や湿度低下、積雪深の減少が乾燥化をもたらし

た可能性が指摘されている。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

3) 沿岸生態系 

A) 亜熱帯 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

B) 温帯・亜寒帯 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

 

4) 海洋生態系 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

 

5) 生物季節 

※生物季節とは、気温や日照など季節の変化に反応して動植物が示す現象をいう。なお、本項では生態系への

影響及び生態系サービス（国民生活の中で感じる生物季節（季節感）を除く）の内容を主に扱い、国民生活・

都市生活分野の「文化・歴史などを感じる暮らし」では人間活動や文化に関係する生物季節を主に扱う。 

1. 意見具申における現在の状況 

 植物の開花の早まりや動物の初鳴きの早まりなど、動植物の生物季節の変動について多数の

報告が確認されている。 
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2. 埼玉県における現在の状況 

・さくらの開花は 50 年あたり約 6 日早まっている。いろはかえでの紅葉は有意に遅くなる傾向

がみられる。 

・熊谷市のソメイヨシノの開花日は、都心の高温域で早く、郊外の低温域で遅い傾向が見られる。

 さくらの開花日といろはかえでの紅葉日の経年変化を図 2 と図 3 にそれぞれ示す。さくらの

開花は優位に早まる傾向がみられ、50年あたり約 6日早まっている。いろはかえでの紅葉は有

意に遅くなる傾向がみられる。（気候変化レポート 2012 －関東甲信・北陸・東海地方－, 東

京管区気象台他, 2012） 

 

 

図 2.1.2-2 熊谷地方気象台のさくらの開花日（平年：3月 29 日） 

出典：気候変化レポート 2012 －関東甲信・北陸・東海地方－, 東京管区気象台他, 2012 年 

 

 

図 2.1.2-3 熊谷地方気象台のかえでの紅葉日（平年：11 月 26 日） 

出典：気候変化レポート 2012 －関東甲信・北陸・東海地方－, 東京管区気象台他, 2012 年 



 熊谷市を対象とした、地球温暖化およびヒートアイランド現象による都市の高温化が植物季
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節に及ぼす影響の評価を行った調査では、開花日の分布は都心の高温域で高く、郊外の低温

域で遅い傾向がみられた。都市の高温化による開花日の早まりは 3 日程度であると推察して

いる（松本太, 都市の高温化が植物季節に及ぼす影響の評価：埼玉県熊谷市を事例として, 地

球環境 Vol.17, No.1, pp.51-58, 2012） 

 

 

6) 分布・個体群の変動 

1. 意見具申における現在の状況 

 昆虫などにおいて、分布の北限が高緯度に広がるなど、気候変動による気温の上昇の影響と

考えれば説明が可能な分布域の変化、ライフサイクル等の変化の事例が確認されている。だ

し、気候変動以外の様々な要因も関わっているものと考えられ、どこまでが気候変動の影響

かを示すことはむずかしい。 

 気候変動による外来生物の侵入・定着に関する研究事例は現時点では確認されていない。 

 野生鳥獣の分布拡大による生態系サービスへの影響について報告されているが、気候変動と

の直接の因果関係や、気候変動の寄与度については、明らかになっていない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・埼玉県下でムラサキツバメ、ナガサキアゲハ、ツマグロヒョウモン、ヨコヅナサシガメが確認

されている。	

・日本産ではない可能性が高いアカボシゴマダラが埼玉県の一部に定着していることが確認され

ている。	

・気候変動との関係については明確ではないが、埼玉県でもセアカゴケグモが確認されている。

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：ムラサキツバメなどかつ

ては県内にほとんど生息していなかった南方系昆虫の侵入定着が見られる（p.57～58） 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：ムラサキツバメは小型のチョ

ウで、日本におけるかつての分布域は九州、四国、中国地方西部と考えられていた。しかし、

1990 年代に入ると、それまで分布していなかった近畿地方で見られるようになった。（中略）

2000 年になると関東地方の各地で記録されるようになり、（中略）埼玉県内では、特に秋に

なると植樹であるマテバシイが植栽されている場所では、ほぼどこでも幼虫や食痕を確認す

ることが出来るまでに至っている。かつては全く記録の無かったナガサキアゲハが 2000 年に

北本市で記録され、その後、県内各地で記録されている。1980 年代まではほとんど近畿地方

以西でしか見られなかったツマグロヒョウモンも、2000 年代に入ると県内各地で確認される

ようになり、現在は最も普通に見られるチョウの一つになっている。元々中国や東南アジア

原産であり、昭和初期に九州に入ったと考えられているヨコヅナサシガメも、2000 年代に入

ると埼玉県内でも記録されるようになった。（p.46～47） 
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（日本産ではない可能性が高い）アカボシゴマダラは 1995 年に埼玉県で一時的に確認された

後、1998 年に神奈川県で最初に確認されており、それ以来小田原市以東のほぼ全域に分布を

広げ、2006 年には東京都区内でも見られるようになった。神奈川県に定着したアカボシゴマ

ダラの成虫が夏の季節風に乗って徐々に北へ移動し、現在では東京都や埼玉県の一部地域で

もほぼ定着し、さらに千葉県、茨城県、栃木県、群馬県などへ分布を広げつつあると考えら

れる。（意見具申で用いている文献）（「いきものみっけ 事業成果取りまとめ冊子」, 環境

省自然環境局生物多様性センター, 2013） 

 川越市や春日部市などでセアカゴケグモが確認されている。（埼玉県 セアカゴケグモについ

て https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/gairai/gairai-redback.html） 

 

 

 

(4) 自然災害・沿岸域 

1) 河川 

A) 洪水 

1. 意見具申における現在の状況 

 既往降雨データの分析によると、比較的多頻度の大雨事象については、その発生頻度が経年

的に増加傾向にあることが示されている。この傾向が気候変動によるものであるとの十分な

科学的根拠は未だ得られていない。 

 浸水面積の経年変化は全体として減少傾向にある。この傾向を説明する主たる要因として治

水対策の進展があげられる。一方、浸水面積あたりの被害額は増加傾向にある。 

 これまでの治水整備により達成された水害に対する安全度は、現在気候を前提にした場合で

も、計画上の目標に対して相当不足している。 

 日本は洪水氾濫による水害に関して依然として脆弱性を抱えており、気候変動がより厳しい

降雨状況をもたらすとすれば、その影響は相当に大きい可能性がある。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・集中豪雨の発生回数の増加が観測されている。 

・気候変動による影響は明確ではないが、過去 10 年の埼玉県の水害被害額合計は約 288 億円で

ある。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：県内のアメダス観測所に

おいて、集中豪雨の発生回数の増加が観測されている。（p.57） 

 埼玉県の平成 16年～平成 25年の 10年間における水害被害額の合計は約 288億円である。（国

土交通省 平成 25 年度水害統計調査） 
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B) 内水 

1. 意見具申における現在の状況 

 既往降雨データの分析によると、比較的多頻度の大雨事象については、その発生頻度が経年

的に増加傾向にあり、年超過確率 1/5 や 1/10 の、短時間に集中する降雨の強度が過去 50 年

間で有意に増大してきている。これらの変化傾向が気候変動によるものであるとの十分な科

学的根拠は未だ得られていない。 

 これまでの下水道整備により達成された水害に対する安全度は、現在気候を前提にした場合

でも、計画上の目標に対して相当不足している。 

 このような短時間に集中する降雨の頻度および強度の増加は、浸水対策の達成レベルが低い

都市部における近年の内水被害の頻発に寄与している可能性がある。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・集中豪雨の発生回数の増加が観測されている。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：県内のアメダス観測所に

おいて、集中豪雨の発生回数の増加が観測されている。（p.57） 

 

 

2) 沿岸 

A) 海面上昇 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

B) 高潮・高波 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

C) 海岸侵食 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

 



 40

3) 山地 

A) 土石流・地すべり等 

1. 意見具申における現在の状況 

 気候変動と土砂災害等の被害規模とを直接関連づけて分析した研究・報告は多くはなく、ま

た、気候変動と土砂災害の発生形態との関係は現時点では不明確な部分が多い。 

 ただし、過去 30 年程度の間で 50mm／時間以上の豪雨の発生頻度は増加しており、集落等に

影響する土砂災害の年間発生件数も増加しているとの報告がある。また、深層崩壊の発生件

数も、データ数は少ないものの、近年は増加傾向がうかがえるとの報告がある。 

 一部の地域で暖冬小雪傾向の後に豪雪が続き、降積雪の年変動が大きくなる事例等が報告さ

れているが、雪害の問題に関して、現時点で具体的な研究事例は確認できていない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・集中豪雨の発生回数の増加が観測されている。

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：県内のアメダス観測所に

おいて、集中豪雨の発生回数の増加が観測されている。（p.57） 

 

 

4) その他 

A) 強風等 

1. 意見具申における現在の状況 

 気候変動に伴う強風・強い台風の増加等による被害の増加について、現時点で具体的な研究

事例は確認できてない。 

 気候変動による竜巻の発生頻度の変化についても、現時点で具体的な研究事例は確認できて

ない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・気候変動との関係は明確ではないが、平成 25 年には、埼玉県内で複数の竜巻が発生し、多数

が負傷し、2,500 棟を超える建物に被害を及ぼした。 

 平成 25 年 9 月 2 日に越谷市、松伏町、さいたま市で竜巻が発生し、重傷者 7 名、軽症者 56

名、3 市町で住家・非住家合わせて 1,555 棟が被害を被災した。（埼玉県ホームページ、風水

害 被 害 ： 竜 巻 か ら 身 を 守 る た め に < 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0402/tatsumaki20150902.html>） 
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 平成 25 年 9 月 16 日に 4 つの竜巻が発生し、熊谷市、行田市、滑川町に被害が生じた。中等

症 1 名、軽症 15 名、合わせて 1,021 棟が被災した。（埼玉県ホームページ、風水害被害：竜

巻から身を守るために< https://www.pref.saitama.lg.jp/a0402/tatsumaki20150902.html>） 

 【参考 静岡県では強風による農業生産施設への損害対策のため、「施設園芸における台

風・強風対策マニュアル」（平成 24 年）を、平成 26 年 3 月には「施設園芸における強風対

策技術導入マニュアル」を策定している。】平成 23 年 9 月 21 日に来襲した台風 15 号によ

り、御前崎で最大瞬間風速 45.1m/s、浜松で 36.8m/s と県内各地で強風が吹き、ビニールハウ

ス等の園芸施設を中心に約 35 億円に及ぶ農業生産施設の被害が発生しました。特に、パイプ

ハウス等の簡易な構造の園芸施設の被害が大きく、全壊・半壊（大破）といった壊滅的な被

害を受けた施設が 800 棟以上にも及んでいます（施設園芸における台風・強風対策マニュア

ル）。 

 

 

 

(5) 健康 

1) 冬季の温暖化 

A) 冬季死亡率 

1. 意見具申における現在の状況 

 冬季の気温の上昇に伴い冬季死亡率が低下しているという具体的な研究事例は現時点では確

認できていない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

2) 暑熱 

A) 死亡リスク 

1. 意見具申における現在の状況 

 気温の上昇による超過死亡（直接・間接を問わずある疾患により総死亡がどの程度増加した

かを示す指標）の増加は既に生じていることが世界的に確認されている。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 
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B) 熱中症 

1. 意見具申における現在の状況 

 気候変動の影響とは言い切れないものの、熱中症搬送者数の増加が全国各地で報告されてい

る。 

 労働効率への影響等、死亡・疾病に至らない健康影響については、国内の報告は限られてい

る。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・さいたま市における熱中症患者数は、2010 年は 635 名、以降は 450 名～600 名程度で推移して

いる。女性患者数より男性患者数が多く、また、年齢が高くなるにつれ患者数が多くなり、深刻

な症状が見られるようになる。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：熱中症搬送者数は、日最

高気温が高くなるにつれて増加する傾向にある。記録的な猛暑となった 2010 年には、県内の

熱中症搬送者数は過去最高の 3,819 人を記録した。（p.57） 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：2005 年、2006 年の搬送者数は

300 余であったが、日本一の気温を記録した 2007 年は 681 人と一挙に倍加し、少なくとも 2

年間無かった死亡者が 20 人を記録した。地域別ではさいたま市など県の南部に多い傾向がみ

られた。（p.66） 

 さいたま市での熱中症患者数の 2005 年～2014 年での年次推移を見ると、2010 年の 635 人を

最大に、2010 年以前は 150 人～350 人、以後は 450 人～600 人程度である。女性患者数より男

性患者数の方が多く、また、年齢が高くなるにつれて患者数が多くなり、深刻な症状が見ら

れるようになる（熱中症患者情報速報 平成 26 年度報告書、国立環境研究所）。 

 

 

3) 感染症 

A) 水系・食品媒介性感染症 

1. 意見具申における現在の状況 

 気候変動による水系・食品媒介性感染症のリスクの増加について、現時点で研究事例は限定

的にしか確認できておらず、気候変動との関連は明確ではない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 
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B) 節足動物媒介感染症 

1. 意見具申における現在の状況 

 デング熱等の感染症を媒介する蚊（ヒトスジシマカ）の生息域が東北地方北部まで拡大して

いることが確認されている。また、気候変動とは直接関係しないが、2014 年には都内の公園

で多数の人がデング熱※に罹患する事象が発生した。 

 他にも気候変動により感染リスクが増加する可能性のある感染症があるが、現時点で日本に

おける具体的な研究事例は確認できていない。 

※デング熱：ヒトスジシマカ、ネッタイシマカ等の蚊によって媒介されるデングウイルスの感染症。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・平成 27 年 5 月から草加市、入間市、朝霞市で実施しているヒトスジシマカの捕獲調査では、

いずれの市でも捕獲されているが、デングウイルス遺伝子は現時点で検出されていない。 

 埼玉県では、平成 27 年 5 月から 10 月にかけてヒトスジシマカの発生状況を、草加市、入間

市、朝霞市内で調査しており、いずれの市でも捕獲されている。7 月～10 月に捕獲した蚊に

対してデングウイルス検出検査を実施しているが、検出されていない。（埼玉県ホームペー

ジ 感染症対策：デング熱  

< https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/kanentaisaku/dengue-top.html>） 

 

 

C) その他の感染症 

1. 意見具申における現在の状況 

 水系・食品媒介性感染症や節足動物媒介感染症以外の感染症においても、発生の季節性の変

化や、発生と気温・湿度との関連を指摘する報告事例が確認されている。 

 ただし、その他の社会的要因、生物的要因の影響が大きいことから、現時点では詳細なメカ

ニズムについての知見が十分ではない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 
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D) その他 

1. 意見具申における現在の状況 

 健康に係る複合影響として数多く報告されているのは、気温上昇と大気汚染に関するもので、

気温上昇による生成反応の促進等により、粒子状物質を含む様々な汚染物質の濃度が変化し

ていることが報告されている。 

 局地的豪雨に伴う洪水により合流式下水道での越流が起こると閉鎖的水域や河川の下流にお

ける水質が汚染され、下痢症発症をもたらすことが想定される。日本同様の雨水処理方式を

とる米国で報告があるが日本では具体的な報告にはなっていない。 

 暑熱に対しての脆弱集団としては高齢者が取り上げられることが多いが、米国では小児ある

いは胎児（妊婦）への影響が報告されている。日本ではこの部分の情報が欠落している。 

 労働効率への影響等、死亡・疾病に至らない健康影響についても、国内の報告は限られてい

る。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・昼間の日平均オキシダント濃度の年平均値は増加傾向にある。

・光化学オキシダントが原因と考えられる被害届出人数は、年変動はあるが増加傾向にある。

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：昼間の日平均オキシダン

ト濃度の年平均値は増加傾向にある。（p.57） 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：光化学オキシダントによる健

康への被害は個人差があるが、一般的に目やのどに痛みを感じ、重症者になると呼吸困難、

けいれんなどの症状があらわれる。光化学オキシダントが原因と考えられる被害者届け出人

数は、年変動はあるが近年増加傾向にある。（p.70） 

 【参考：関東圏での Ox とその健康影響の将来予測】地球温暖化によって汚染濃度が増加する

ものとしてオゾン（あるいは光化学オキシダント、Ox）を取り上げた。オゾンが生成する光

化学反応には気温、日射などが関与するが、実際の地域のオゾン濃度は単純な気温との相関

関係はない。オゾンの健康リスクとしては、高濃度時の急性症状以外に、日最高濃度等と日

死亡との関係が多くの研究で明らかにされている。そこで、統計的手法により将来（2031 年

～ 2050 年、2081 年～ 2100 年）の Ox 濃度を日本の大都市圏において推定した。さらに将

来の推定人口分布をもとに、オゾン濃度増加に伴う増加死亡数を算定した。関東圏における

将来の Ox 濃度増加は、大きいところでも 7 ～ 8 ppb と推定され、現在すでに大陸からの移

流によると推定される Ox 濃度増加よりも少ないものであった。また、温暖化による Ox 濃度

増加による 2081 年～の夏季（累積 60 カ月）死亡の増加は関東圏で約 7,100 人と推定された。

（地球温暖化と大気汚染：光化学オキシダント濃度への影響と超過死亡リスク, 田村憲治, 松

本幸雄,佐々木寛介, 椿貴博, 地球環境 Vol.14 No.2, 271-277, 2009）	
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図 2.1.2-4 関東地方における Ox 濃度の現況と将来推定濃度 

出典：地球温暖化と大気汚染：光化学オキシダント濃度への影響と超過死亡リスク, 田村憲治, 松本幸雄,佐々

木寛介, 椿貴博, 地球環境 Vol.14 No.2, 271-277, 2009 

 

 

 

(6) 産業・経済活動 

1) 製造業 

1. 意見具申における現在の状況 

 気候変化により、様々な影響が想定されるが、現時点で製造業への影響の研究事例は限定的

にしか確認できていない（調査で確認できた範囲では、長野県茅野市の伝統産業である天然

寒天生産における 1 事例の報告のみ）。現時点で、製造業に大きな影響があるとは判断され

ない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

2) エネルギー 

A) エネルギー需給 

1. 意見具申における現在の状況 
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 現時点では、気候変動によるエネルギー需給への影響に関する具体的な研究事例は確認でき

ていない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 【参考（気温とエネルギー消費量に関する解析）：大阪府】大阪府域における、気温が 1℃上

昇した場合の年間エネルギー消費量（消費部門別、地域別）の解析結果。（意見具申で用い

ている文献）（昇温が大阪府域のエネルギー消費に及ぼす影響, 鳴海大典，二浦尾友佳子，

下田吉之，水野 稔, 日本建築学会環境系論文集 613，p.71-78, 2007）  

 住宅における年間エネルギー消費への気温影響に関して、年間を通した合計変動割合は、

大阪市域で夏季の増加が冬季の減少を上回り、全体エネルギー消費に対して 0.4%の増加

を示すのに対して、大阪市域外では冬季の現象が上回り、0.7%の減少に相当することが

示された。 

 業務建物における年間エネルギー消費への気温影響に関して、年間を通した合計変動割

合は、下記の増加が冬季の減少を上回り、大阪市域で 2.2%の増加し対して、大阪市域外

では 1.9%の増加に相当することが示された。 

 民生部門全体のエネルギー消費への気温影響に関しては、年間を通した合計変動割合は、

大阪市域で 1.3%の増加し対して、大阪市域外では住宅の減少と業務建物の増加が概ね相

殺されることが示された。 

 産業部門におけるエネルギー消費への気温影響に関して、その影響は無視できることが

示された。 

 運輸部門におけるエネルギー消費への気温影響に関して、年間を通した合計変動割合は、

夏季の増加と冬季の減少が打ち消しあうため、大阪府全域で 0.1%の増加に相当すること

が示された。 

 各部門の総合影響に関して、年間変動量は民生部門で突出しており、民生部門の

2.5[PJ/year]の増加に対して、運輸部門では 0.2[PJ/year]の増加にとどまった。 

 【参考（気温とエネルギー消費量に関する解析）：都市部】対象都市（札幌市、仙台市、金

沢市、横浜市、東京都、名古屋市、大阪市、福岡市）における、気温が 1℃上昇した場合の年

間エネルギー消費量（消費部門別）の解析結果。（意見具申で用いている文献）（民生部門

エネルギー消費の気温影響に関する地域特性, 鳴海大典，橋本早紀，下田吉之，水野 稔, エ

ネルギー・資源，Vol.28, No.6, p.396-402, 2007） 

 年間を通して気温が 1℃上昇することによって、家庭部門の年間電力消費量は札幌市およ

び仙台市では減少する一方で、その他の分析対象地域では増加することが示唆された。

全エネルギー源を総合した結果では、全ての分析地域で年間エネルギー消費量が減少す

ることが示された。 

 年間を通して気温が 1℃上昇することによって、業務部門の年間電力消費量は全ての分析

対象地域で増加することが示された。全エネルギー源を総合した結果では、札幌市では
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年間エネルギー消費量が減少に転ずる一方で、その他の分析対象地域では増加を維持す

ることが示された。 

 年間を通して気温が 1℃上昇することによって、民生部門全体の年間エネルギー消費量は

福岡市を除く各分析対象地域で減少することが示された。 

 東京都を対象として評価対象範囲を都心に向けて絞り込んだ際の影響程度の変化につい

て検討を行った結果から、東京都全体や東京 23 区を評価領域とした場合には年間変化率

が負の値を示すのに対して、都心 3 区や千代田区では正の値を示しており、都心では年

間を通して気温が 1℃上昇することによって年間エネルギー消費量は増加することが示

された。 

 

 

3) 商業 

1. 意見具申における現在の状況 

 日本における商業への影響について、具体的な研究事例は現時点では確認できていない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

4) 金融・保険 

 1980 年からの約 30 年間の自然災害とそれに伴う保険損害の推移からは、近年の傾向として、

保険損害が著しく増加し、恒常的に被害が出る確率が高まっていることが確認されている。 

 保険会社では、従来のリスク定量化の手法だけでは将来予測が難しくなっており、今後の気

候変動の影響を考慮したリスクヘッジ・分散の新たな手法の開発を必要としているとの報告

もなされている。 

 日本における金融分野への影響については、具体的な研究事例が確認できていない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

5) 観光業 

A) レジャー 

※ここでは、森林、雪山、砂浜、干潟などの自然資源を活用したレジャーを主体に扱っている（人工施設、屋

内施設におけるレジャーは扱っていない）。 
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1. 意見具申における現在の状況 

 気温の上昇、降雨量・降雪量や降水の時空間分布の変化、海面の上昇は、自然資源（森林、

雪山、砂浜、干潟等）を活用したレジャーへ影響を及ぼす可能性があるが、現時点で研究事

例は限定的にしか確認できていない。 

 気温の上昇によるスキー場における積雪深の減少の報告事例が確認されている。 



2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

6) 建設業 

1. 意見具申における現在の状況 

 現時点で、建設業への影響について具体的な研究事例は確認できていない。 

 ただし、インフラ等への影響については別途検討されていることから、そちらを参照された

い。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

7) 医療 

1. 意見具申における現在の状況 

 現時点で、医療産業への影響について、断水や濁水による人工透析への影響を除き具体的な

研究事例は確認できていない。 

 ただし、健康への影響については別途検討されていることから、そちらを参照されたい。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 
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8) その他 

A) その他（海外影響等） 

1. 意見具申における現在の状況 

 現時点では、気候変動による日本国外での影響が日本国内に及ぼす影響について、研究事例

は確認できていない。 

 2011 年のタイ国チャオプラヤ川の洪水では、これが気候変動の影響によるものであるかどう

かは明確に判断しがたいが、日系企業に被害をもたらし、ハードディスクのサプライチェー

ンにおける日系企業の損失を約 3,150 億円と試算している事例や、日本の損害保険会社が日

系企業に支払う保険金の額を、再保険分も含めて 9,000 億円と見通している事例がある。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 【参考】帝国データバンク大宮支店の「海外進出に関する埼玉県内企業の意識調査（2014 年

10 月）」（http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s141001_27.pdf）によると、埼玉県企業

の 23.3％が直接・間接のいずれかで海外に進出している。大企業ほど海外への進出割合は高

く、業界別では「小売」「製造」「不動産」の比率が高い。 

 

 

 

(7) 国民生活・都市生活 

1) 都市インフラ、ライフライン等 

A) 水道、交通等 

1. 意見具申における現在の状況 

 近年、各地で、記録的な豪雨による地下浸水、停電、地下鉄への影響、渇水や洪水等による

水道インフラへの影響、豪雨や台風による高速道路の切土斜面への影響等が確認されている。 

 ただし、これらの現象が気候変動の影響によるものであるかどうかは、明確には判断しがた

い。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 
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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 

※生物季節とは気温や日照など季節の変化に反応して動植物が示す現象をいう。なお、本項では、人間活動や

文化に関係する生物季節（国民生活の中で感じる生物季節（季節感））を主に扱い、自然生態系分野の「生物季

節」では生態系への影響及び生態系サービスの内容を主に扱う。 

1. 意見具申における現在の状況 

 国民にとって身近なサクラ、イロハカエデ、セミ等の動植物の生物季節の変化について報告

が確認されている。ただし、それらが国民の季節感や地域の伝統行事・観光業等に与える影

響について、現時点では具体的な研究事例は確認されていない。 

 気温の上昇等による諏訪湖での御神渡りなしとなる頻度の増加や地酒造りへの影響など地域

独自の伝統行事や観光業・地場産業等への影響が報告されている。ただし、気候変動による

影響であるかどうかについては明確には判断したがたく、現時点では研究事例も限定的にし

か確認できていない。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

・酒造りや秩父の天然氷製造などの伝統地場産業にも影響が表れている。	

・熊谷市のソメイヨシノの開花日は、都心の高温域で早く、郊外の低温域で遅い傾向が見られる。

 埼玉県内には江戸時代から続く蔵元が多くあり、秩父市の蔵元から次のようなお話を気象台

職員が伺った。高温障害による米の品質低下は、酒米にも影響を与え、産地や品種の変更を

余儀なくされることがある。このため、あらかじめ複数の産地を見据えた対応が必要になっ

ている。また、気温上昇により酒造りの工程や保管方法にも影響が出ている。酒造りは 15℃

くらいを最高温度とする低温での醗酵が必要で、なるべく低い気温が条件となることから、

冬に仕込み、貯蔵、熟成させ秋に出荷している。昨今の温暖化により、初冬の気温が上昇し

ていることから、仕込みの時期が遅れる影響の他、夏季の酒保管に冷蔵庫を使用する時間が

増加するなどの影響が表れている。（意見具申に用いられている文献）（気候変化レポート

2012-関東甲信・北陸・東海地方-, p.123） 

 1950 年代半ばには年 2 回は取れていた氷が、今では 1 回しか取れなくなってしまい、10 年後

は氷作りができないかもしれない。この 10 年は、冬に気温が下がらなかったり、逆に大雪が

降ったりと気候の変動が大きく、まともな氷を作るのが難しくなりつつあると感じています。

2007 年の 1 月は、まるで夏のような爆弾低気圧が来たため、池の周囲で土砂崩れが起きると

いうアクシデントもありました。氷が順調に 15 センチまで成長するには、安定した寒さが最

低 20 日は続く必要がありますが、度重なる雨や雪、異常気象で、氷が採れる日は、この 10

年で平均すると 1 月の 2 週目くらいになっています。2007 年は暖冬で 2 月 6 日までずれこみ

ました。【埼玉県秩父の製氷会社の話】（「地球温暖化の目撃者」, WWF より抜粋） 

 開花日に及ぼす都市の高温化の影響評価を目的として、2001 年春に埼玉県熊谷市でソメイヨ
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シノの開花日と同時期における気温の観測を行った。その結果、開花日の分布は都心の高温

域で早く、郊外の低温域で遅い傾向がみられた。また、翌 2002 年春、花芽の生長を観測し気

温と比較した結果、熊谷地方気象台では郊外より開花日までの有効積算温度が高く、花芽の

生長が早い傾向がみられた。よってヒートアイランドが開花日に影響を与えていることが明

らかとなった。また観測で得た熊谷地方気象台と郊外における開花日と 3 月平均気温との関

係を、熊谷地方気象台における経年的な関係に置き換えて評価した結果、都市の高温化によ

る開花日の早まりは 3 日程度であることが推察された。（都市の高温化が植物季節に及ぼす

影響の評価：埼玉県熊谷市を事例として，松本 太，地球環境 Vol.17(1). P.51-58, 2012） 

 

 

3) その他 

A) 暑熱による生活への影響等 

※本項では、都市における熱ストレス・睡眠阻害、暑さによる不快感等を主に扱い、健康分野の「暑熱」では

死亡リスクや熱中症等に関する影響を主に扱う。 

1. 意見具申における現在の状況 

 日本の中小都市における 100 年あたりの気温上昇率が 1.5℃であるのに対し、主要な大都市の

気温上昇率は 2.0～3.2℃であり、大都市において気候変動による気温上昇にヒートアイランド

の進行による気温上昇が重なっているとの報告が確認されている。 

 また、中小都市でもヒートアイランド現象が確認されている。 

 大都市における気温上昇の影響として、特に人々が感じる熱ストレスの増大が指摘され、熱

中症リスクの増加に加え、睡眠阻害、屋外活動への影響等が生じている。 

 

2. 埼玉県における現在の状況 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 
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2.1.3. 影響の将来予測の情報整理 

埼玉県内における将来の気候変動の影響予測に関する情報を、「日本における気候変動による

影響の評価に関する報告と今後の課題について（意見具申）」の「分野・項目の分類体系」（表

2.1.3-1 参照）に基づき整理した。 

参考とした資料は、埼玉県がこれまでに整理している以下の 3 つの資料と関連論文、埼玉県

の諸研究機関3の調査研究報告等とし、インターネットを用いて調査した。 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015） 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008） 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）4 

情報の整理では、小項目ごとに、まず「1. 意見具申における将来予測される影響」を示し、

次に「2. 埼玉県で将来予測される影響」を整理した。「2. 埼玉県で将来予測される影響」では、

まず上述の埼玉県がこれまでに整理している 3 つの資料の内容を示し、その後に、それら資料

以外の情報を示した。また、他県における報告で埼玉県の参考となる可能性のある資料につい

ても一部参考として示した。 

なお、気候変動に伴う将来予測には不確実性があり、また、各分野・論文等によって、

使用している気候モデルや前提条件が異なることに留意する必要がある。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 「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題につい

て（意見具申）」における「分野・項目の分類体系」 

分野 大項目 小項目 
埼玉県の 

関連情報の有無

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 ○ 

病害虫・雑草 ○ 

農業生産基盤  

その他 埼玉県の特産品等 ○ 

林業 木材生産（人工林等） ○ 

特用林産物（きのこ類等）  

                                                        
3 衛生研究所、農業技術研究センター（畜産研究所、森林・緑化研究所、水田農業研究所、園芸研究所、茶業研究所、水産研究

所）産業技術総合センター、環境科学国際センターなど。 
4 2015 年 9 月 1 日時点で、埼玉県のホームページ等では見当たらない。報告書では、埼玉県下で栽培されている主要な農作物

（水稲、麦類、大豆、ねぎ、ブロッコリー、ほうれんそう、トマト、いちご、かんしょ、日本なし、ぶどう、りんご、茶、植木、

枝物、鉢花、酪農、肥育牛、養豚、養鶏、タマシャモ）について、「短期、中長期的な課題および技術的な対応策」を検討・整

理している。 
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分野 大項目 小項目 
埼玉県の 

関連情報の有無

水産業 回遊性魚介類（魚類等の生態） 該当しない 

増養殖等  

水環境・水資源 水環境 湖沼・ダム湖 ○ 

河川  

沿岸域及び閉鎖性海域 該当しない 

水資源 水供給（地表水）  

水供給（地下水）  

水需要  

自然生態系 陸域生態系 高山帯・亜高山帯 ○ 

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  

湿原  

沿岸生態系 亜熱帯 該当しない 

温帯・亜寒帯 該当しない 

海洋生態系  該当しない 

生物季節   

分布・個体群の変動  ○ 

自然災害・沿岸域 河川 洪水 ○ 

内水 ○ 

沿岸 海面上昇 該当しない 

高潮・高波 該当しない 

海岸侵食 該当しない 

山地 土石流・地すべり等 ○ 

その他 強風等  

健康 

 

冬季の温暖化 冬季死亡率  

暑熱 死亡リスク  

熱中症 ○ 

感染症 水系・食品媒介性感染症  

節足動物媒介感染症  

その他の感染症  

その他   

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   
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分野 大項目 小項目 
埼玉県の 

関連情報の有無

その他 その他（海外影響等）  

国民生活・都市生活 都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝ等 水道、交通等  

文化・歴史などを感じる暮らし 生物季節、伝統行事・地場産業等  

その他 暑熱による生活への影響等 ○ 
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(1) 農業・林業・水産業 

※農業・林業・水産業においては、気候変動の将来影響を予測するにあたって、人口・産業構造の変化やグロー

バル化など、さまざまな社会経済環境による影響も合わせて評価する必要がある。しかし、現時点では、そのよ

うな総合評価の知見は限られているため、ここでの情報整理と評価は気候変動による直接的な影響を対象として

いることに留意すべきである 

1) 農業 

A) 水稲 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 全国のコメの収量は今世紀半ばまで、A1B シナリオもしくは現在より 3 までの気温上昇では

収量が増加し、それ以上の高温では北日本を除き減収に転じると予測されている等、北海道

では増収、九州南部などの比較的温暖な地域では現状と変わらないか、減少するという点で、

ほぼ一致した予測となっている。 

 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。特に、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。 

 CO2 濃度の上昇は、施肥効果によりコメの収量を増加させることが FACE（開放系大気 CO2

増加）実験により実証されているが、気温上昇との相互作用による不確実性も存在する。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

・気温上昇やオゾン濃度の増加に伴う水稲収量・品質の低下が予測される。 

・病害の増加、海外からの移動性害虫の増加などが懸念される。 

 埼玉県において調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：気温上昇に伴う水稲収量・

品質の低下が予測されている。(p.57) 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：埼玉県では、温暖化によって

水稲の収量はやや減少し、豊作と凶作の振れ幅である変動係数が大きくなることが予測され

ている。（中略）また、高温は米の白未熟粒や胴割れ米などの外観品質の低下を引き起こす

可能性がある。さらに、開花時の高温は不稔を引き起こすため、収量減少の原因となること

が懸念されている。（p.49） 

現状レベルおよび 2050 年の埼玉県のオゾンがイネの収量をどの程度低下させるか試算した

結果、埼玉県における現状のオゾン濃度で、イネの収量は 5～10％程度低下する可能性がある

と考えられた。今後、オゾン濃度がこのままの割合で増加し続けると、2050 年の濃度レベル

は、実験レベルでの収量影響で約 20%程度の収量低下が予測され、オゾンによる悪影響の増

大が予想された。（p.56） 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）：短期的な課題において、イネ穂枯

性細菌病などの増加を挙げている。中長期的な課題において、気温上昇や大型台風の来週に

伴う海外からの移動性水稲害虫の飛来増加並びにこれら害虫（ウンカ類）の媒介する亜熱帯
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性イネウイルス病の発生、オキシダント濃度の上昇による作柄低下の可能性を挙げている。

（p.54） 

 

 

B) 野菜 

1. 意見具申における将来予測される影響 

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

そのものが不可能になる可能性は低いと想定される。 

 現時点では、具体的な研究事例が限定的である。 

 ただし、今後さらなる気候変動が、野菜の計画的な出荷を困難にする可能性がある。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

・ホウレンソウ、レタス、根深ネギ、ブロッコリー、トマト、イチゴ、サツマイモについて、高

温による品質低下、収量低下や病害虫による影響等が予測される。 

・コマツナ等の都市近郊で栽培される野菜について光化学オキシダントによる収量や品質低下へ

の影響が懸念される。 

 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）： 

ホウレンソウについては、高温の影響は物質生産に直接関係し、気温が 3℃上昇すると生長量

は 12～18%程度減少するとシミュレーションモデルによって予測されている。 

レタスについては、生産性に対しては高温の影響はあまり見られないが、商品価値に関係す

る茎の伸長は気温上昇の影響を受ける。気温が 3℃上昇すると抽台茎の長さがレタス球の商品

価値を損なうとされる 5cmに達する日数が 5～8日早まることによって収量減となることが予

測されている（p.53） 

コマツナ、チンゲンサイ、サントウサイ、タアサイ、ハツカダイコン、コカブ、サラダナ、

シュンギク、シソおよびハネギ（埼玉県などの都市近郊地域で栽培され、比較的短期間（1～

2 ヶ月）で収穫される）について光化学オキシダントの影響を検討した結果、オゾン感受性は

サラダナ＞シュンギク≧ハネギ≧サントウサイ＞タアサイ＞ハツカダイコン≧コカブ＞コマ

ツナ＞チンゲンサイの順に高く（シソは有意な関係性なし）、オゾンによる収量影響が受け

やすいと考えられる。オゾンは、葉に可視的な障害を発現させるため、特に葉菜などでは商

品価値を低下させるなど、品質への影響が危惧される。（p.58～59） 

二酸化炭素および光化学オキシダントの濃度上昇が起こった際に、コマツナやハツカダイコ

ンの収量に及ぼす影響を検討した結果、コマツナのような葉菜は、二酸化炭素濃度が上昇す

るとオゾンの影響は緩和され、ハツカダイコンのような根菜のオゾン影響は二酸化炭素濃度

が上昇しても変わらないと考えられる。（p.60～61） 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）： 
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根深ネギでは、短期的な課題において、暖冬化による生育過多に伴う品質低下、秋冬期温暖

化に伴って多発する小菌核腐敗病、夏期高温等で多発する難防除病害虫を挙げている。中長

期的な課題では、温暖化進行による既存栽培の不安定化や病害虫発生の周年化を挙げている。 

ブロッコリーでは、短期的な課題において、育苗ハウスの昇温を挙げている。中長期的な課

題では、温暖化進行による既存栽培の不安定化や病害虫発生の周年化を挙げている。 

ホウレンソウでは、短期的な課題において、夏期高温条件化における栽培の不安定化、光化

学オキシダント被害を挙げている。中長期的な課題において、減農薬・無農薬栽培品へのニ

ーズの増加を挙げている。 

トマトでは、短期的な課題において、ハウス内の昇温、トマト黄化葉巻病・タバココナジラ

ミ類の発生を挙げている。 

イチゴでは、短期的な課題において、高温による生育不良・品質低下・花芽分化遅延を挙げ

ている。中長期的な課題において、ハウス内の温度上昇、生育不良・品質低下を挙げている。 

サツマイモでは、短期的な課題において、定植初期の高地温による形状不良いも発生、夏期

高温年におけるハスモンヨトウ・ナカジロシタバ等食葉性害虫の発生を挙げている。中長期

的な課題において、温暖化による高温条件を生かした生産の必要性を挙げている。（以上、

p.57～65） 

 【参考：関東地域】菅野ら（2014）は、関東地域におけるトウモロコシの二期作適地の将来

的な拡大を、2040 年代と 2080 年代について、気象庁気象研究所の MRI 気候モデルおよび SRES 

A1B シナリオの予測結果を用いて予測した。海老名市では、1980 年代および 1990 年代の 10℃

基準の有効積算温度の平均は 2,377℃であったが、2040 年には 2,680℃、2080 年には 2,985℃

となると予測された（二期作適地は 2,300℃以上）。また、2040 年代には関東地域の全メッシ

ュ数（3 次メッシュ（1km×1km））の 44%が、2080 年代には約 60%が二期作の適地となり、

関東地域の低標高地のほとんどが二期作の適地となることが予測されたとしている。（関東

地域におけるトウモロコシ（Zea mays L.）二期作適地の近年の状況と今後の変化予測, 菅野勉

ら, 日草誌 60(3), 161-166, 2014） 

 

 図 2.1.3-1 関東地域における 1971 年から 2000 年の平年値データを用いた年間の 10℃基準

の有効積算温度と MRI モデルにより予測された 2040 年代および 2080 年代の 10℃基準の有

効積算温度の分布状況の比較 
出典：関東地域におけるトウモロコシ（Zea mays L.）二期作適地の近年の状況と今後の変化予測, 菅野勉ら, 日本草地学会誌 60(3), 161-166, 2014 
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C) 果樹 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 ウンシュウミカン、リンゴについて、IS92a シナリオを用いた予測では、栽培に有利な温度帯

は年次を追うごとに北上し、以下の通り予測されている。 

 ウンシュウミカンでは、2060 年代には現在の主力産地の多くが現在よりも栽培しにくい

気候となるとともに、西南暖地（九州南部などの比較的温暖な地域）の内陸部、日本海

および南東北の沿岸部など現在、栽培に不向きな地域で栽培が可能となる。	

 リンゴでは 2060 年代には東北中部の平野部までが現在よりも栽培しにくい気候となり、

東北北部の平野部など現在のリンゴの主力産地の多くが、暖地リンゴの産地と同等の気

温となる。	

 ブドウ、モモ、オウトウについては、主産県において、高温による生育障害が発生すること

が想定される。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

・将来ウンシュウミカンの栽培適地となるなど、果樹の栽培適地の移動が予測される。 

・日本ナシ、ブドウ、リンゴへの高温障害や病虫害による影響等が懸念される。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：果樹の栽培適地の移動が

予測されている。(p.57) 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：埼玉県は、現在はウンシュウ

ミカンの栽培適地ではないが、温暖化が進行するとウンシュウミカンの栽培適地となる可能

性がある。また、高温によって果皮の着色が遅くなったり、阻害されたりすることが、ブド

ウ、リンゴ、カキ、ウンシュウミカンなどで報告されており、温暖化の進行によって様々な

果樹の品質低下が懸念されている（p.51） 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）： 

日本ナシでは、短期的な課題において、開花期の晩霜害、新高の生理障害、気象の変動に伴

う豊水のみつ症果、病害虫（ナシヒメシンクイ）の発生を挙げている。中長期的な課題では、

開花期の晩霜害、新高の生理障害、光化学オキシダントの影響を挙げている。 

ブドウでは、短期的な課題において、巨峰系四倍体品種の着色不良・単為結果、一部品種で

高温による脱粒の発生を挙げている。中長期的な課題では、巨峰系四倍体品種の着色不良・

単為結果、しなび果の発生を挙げている。 

リンゴでは、短期的な課題において、ハダニ類、カメムシ類等の病害虫の発生を挙げている。

中長期的な課題において、晩成品種（ふじ）の着色不良を挙げている。 

（以上 p.67～69） 
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D) 麦、大豆、飼料作物等 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 小麦では、種をまいた後の高温に伴う生育促進による凍霜害リスクの増加、高 CO2 濃度によ

るタンパク質含量の低下等が予測されている。 

 大豆では、高 CO2 濃度条件下では（気温が最適温度付近か少し上では）、収量の増加、最適

気温以上の範囲では、乾物重5、子実重、収穫指数6の減少が予測されている。 

 北海道では、IS92a シナリオによる予測では、2030 年代には、てんさい、大豆、小豆では増収

の可能性もあるが、病害発生、品質低下も懸念され、小麦、ばれいしょでは減収、品質低下

が予測されている。 

 牧草の生産量等について予測した研究があるが、増収・減収等の傾向については一定の傾向

が予測されていない。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

・麦類、大豆の品質や収量への影響や病虫害による影響等が懸念される。 

・気温上昇による収量の低下が主として 1 穂粒数の減少を通して起こることから、気象の年々変

動と長期変化のいずれに対しても 1 穂粒数の確保が収量を安定させる上で重要となる。 

 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）： 

麦は、冬季の高温化により幼穂形成や茎立ちが早まり、寒さに弱い幼穂が凍霜害を被るリス

クが高まる。また、温暖化によって、赤かび病などの増加や登熟期間の短縮による減収や品

質の低下、さらには稈長増大による倒伏増加などが指摘されている。 

大豆では、害虫であるハスモンヨトウの発生の増加や生存の長期化が指摘されている。汚粒

発生の原因となる青立ち、生育の抑制、収量や品質低下、病害虫の増加が懸念されている。

（p.50） 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）： 

麦類では、短期的な課題において、過繁茂による収量・品質の不安定化、赤かび病、凍霜害

の発生や雑草の多発による生育阻害や減収を挙げている。中長期的な課題において、暖冬に

よる収量・品質の変動、多雨による湿害、赤かび病、凍霜害の発生を挙げている。 

大豆では、短期的な課題において、青立ちの発生による汚粒や色沢低下・収穫ロスの増加、

ハンスモンヨトウなどの病害虫の発生を挙げている。中長期的な課題において、加害害虫の

変動、湿害の発生を挙げている。（p.55～56） 

 （コムギ）本研究の結果より、気温上昇による収量の低下が主として 1 穂粒数の減少を通し

て起こることから、気象の年々変動と長期変化のいずれに対しても 1 穂粒数の確保が収量を

                                                        
5乾物重（かんぶつじゅう）：乾燥して水を除いた後の重さであり、植物が実際に生産、蓄積した物質の重さ。 

6収穫指数（しゅうかくしすう）：全乾物重に対する収穫部位の乾物重の割合。 
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安定させる上で重要となる。冬季温暖年、地球温暖化に伴う冬季気温の上昇に対しては、播

種密度、追肥時期、耕深などによって、1 穂粒数を確保することが重要な対策となると考えら

れる。また本研究では穂数と 1 穂粒数に有意な負の相関がみられたことから、1 穂粒数を確保

するためには穂数が過剰にならないような栽培方法が求められる。現在、追肥の時期や量は

収量および子実タンパク含量の確保の点から定められているが、冬の温暖化に対応するため

には 1 穂粒数の確保の視点からの検討も必要となる。5 月の降水量が多くても 1 穂粒数を維持

するための対応策としては、排水の徹底が不可欠となる。とくに、土壌水分が高い場合、温

暖化に伴って土壌温度が上昇すると土壌の還元化がすすむので、排水対策が一層重要となる。

（埼玉県におけるコムギの生育,収量および収量構成要素と気象変動の関係‐畑作試験圃場に

おけるコムギ「農林 61 号」の 45 年間の栽培試験に基づく解析‐, 箕田豊尚 他, 日作紀（Jpn. 

J. Crop. Sci.）, 84(3), 285-294, 2015） 

 

 

E) 畜産 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 影響の程度は、畜種や飼養形態により異なると考えられるが、温暖化とともに、肥育去勢豚、

肉用鶏の成長への影響が大きくなることが予測されており、成長の低下する地域が拡大し、

低下の程度も大きくなると予測されている。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

・酪農、肥育牛、養豚、養鶏、タマシャモの畜舎温度の上昇や採食量の低下が懸念される。 

 埼玉県において既に調査済み 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）：酪農、肥育牛、養豚、養鶏、タマ

シャモでは、短期的な課題において、畜舎温度の上昇、採食量の低下を挙げている。（p.74

～78） 

 【参考：全国】現在の寒地型牧草地帯、暖地型牧草地帯、両者とも栽培困難な夏枯れ地帯の

区分を、100 年後に推定される地帯区分（北海道の多くの部分では、年平均気温の上昇は 4.5℃

以上、比較的増加の少ない九州南部でも年平均気温が 3.5℃程度上昇）と比較すると、現在北

海道から四国、九州地方にまで広く分布している寒地型牧草地帯は北海道と東北地方を中心

とする地帯に範囲が縮小する。また中部地方では高標高地帯に限定される。関東、中部低標

高地、近畿に広がる夏枯れ地帯は、100 年後には東北地方の内陸部に北上する。関東以西の沿

岸部に広がる暖地型牧草地帯は、現在の夏枯れ地帯を覆い尽くすだけでなく、東北地方の沿

岸部にまで拡大する。現在分布する牧草地が 100 年後も利用されると仮定すると、乾物生産

量を日本全国で見ると、寒地型牧草で 1.4 倍、暖地型牧草で 4.6 倍、両者を合わせた牧草全体

では 1.5 倍に増加する。（意見具申で用いている文献）（地球温暖化が牧草の地域区分と生産

量に及ぼす影響，佐々木寛幸・神山和則・須山哲男・福山正隆，畜産草地研究所研究報告 4. 39-47，
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2003） 

 
図 2.1.3-2 現在（左図）、30 年後（中央図）、100 年後（右図）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. 39-47，佐々木寛幸・神山和則・須山哲男・福山正隆，

2003 年 

 

 【参考：全国】肥育豚は家禽と比較して生産性が低下し始める環境温度は低く、鶏よりも暑

熱に弱い。現在と比べて 2030 年、2060 年と年代の経過とともに増体日量（日あたりの体重増

加量）の低下する地域が広がり、低下する程度も厳しくなる。増体日量の低下は 2007 年 8 月

時点で西日本の沿岸部を中心にみられるが、2060 年代には、北海道の一部及び標高の高い山

間部を除く大半の地域で増体日量が低下する。（地球温暖化が肥育豚の飼養成績に及ぼす影

響- 「気候温暖化メッシュデータ（日本）」によるその将来予測、高田良三・山崎信・杉浦俊

彦・横沢正幸・大塚誠・村上斉.日本畜産学会報, 79, 59-65. 2008） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.3-3 現在及び 2060 年代における低下予測 
 

出典：高田良三・山崎信・杉浦俊彦・横沢正幸・大塚誠・村上斉（2008）. 地球温暖化が肥育豚の飼養成績に及ぼす影響- 「気候温暖化メッシュ
データ（日本）」によるその将来予測. 日本畜産学会報, 79, 59-65. 2008 

 

 【参考：全国】気温上昇に伴い育成雌牛の増体量が気温 20℃の時よりも 5 および 15％低下す

る平均気温は、それぞれ 26.4℃および 28.8℃（相対湿度 60％の場合）と試算された。わが国

の育成雌牛の夏季増体量は温暖化の影響を受け、2020、2040、2060 年と年代の経過に伴い増

【鶏の産肉量】 【豚の増体日量】 
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体量の低下する地域は拡大することが示された。（わが国のホルスタイン種育成雌牛の夏季

増体量に及ぼす温暖化の影響、野中最子・山崎信・田鎖直澄・樋口浩二・永西修・寺田文典・

栗原光規、日本畜産学会報 81：29-35. 2010） 

 

 

F) 病害虫・雑草 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 害虫については、気温上昇により寄生性天敵、一部の捕食者や害虫の年間世代数（1 年間に卵

から親までを繰り返す回数）が増加することから水田の害虫・天敵の構成が変化することが

予想されている。 

 水稲害虫以外でも、越冬可能地域の北上・拡大や、発生世代数の増加による被害の増大の可

能性が指摘されている。 

 病害については、高 CO2条件実験下（現時点の濃度から 200ppm 上昇）では、発病の増加が予

測された事例がある。 

 雑草については、一部の種類において、気温の上昇により定着可能域の拡大や北上の可能性

が指摘されている。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

・ツマグロヒョウモンなどの南方系昆虫による影響の恒常化が懸念される。 

・水稲、野菜、果樹、麦・大豆への病害虫の影響が懸念される。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：ツマグロヒョウモンなど

の南方系昆虫の害虫化が発生しており、影響の恒常化が懸念される。(p.57) 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：大豆では、害虫であるハスモ

ンヨトウの発生の増加や生存の長期化が指摘されている（p.50） 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）：「(1) 農業・林業・水産業」の水稲、

野菜、果樹、麦・大豆・飼料作物の項目を参照。 

 

 

G) 農業生産基盤 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 水資源の不足、融雪の早期化等による農業生産基盤への影響については、気温上昇により融

雪流出量が減少し、用水路等の農業水利施設における取水に影響を与えることが予測されて

いる。具体的には、A2 シナリオの場合、農業用水の需要が大きい 4～5 月ではほとんどの地域
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で減少する傾向にあり、地域的、時間的偏りへの対応が必要になると推測される。 

 降雨強度の増加による洪水の農業生産基盤への影響については、低標高の水田で湛水時間が

長くなることで農地被害のリスクが増加することが予測されている。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 【参考：全国】年間の水資源賦存量は、年降水量と蒸発散量がともに増大するため、全国的

には大きな変動傾向は見られないが、農業用水の需要が大きい 4～5 月ではほとんどの地域で

減少する傾向にあり、地域的、時間的偏りへの対応が必要になると推測される。年降水量の

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

て大きくなる。（農業水利における地球温暖化対応のための気象・水文事象の評価, 高橋順

二・加藤敬・北村浩二・小山潤, 農業農村工学会誌, vol.76(10), 911-916, 2008） 

 【参考：全国】温暖化に伴って、北海道を除く地方の冬季～春季降水量が減少し、融雪出水

期の渇水リスクが増大する地域が出現する可能性がある。（地球温暖化に伴う降雨特性の変

化と洪水・渇水リスクの評価に関する研究, 和田・村瀬・ 冨澤, 土木学会論文集 No.796/Ⅱ

-72,23-37, 2005.8） 

 

 

H) その他 埼玉県の特産品等  

1. 意見具申における現在の状況 

 本項目は意見具申には無い。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

・「やぶきた」の栽培地帯区分が変化するが、生産に与える影響は少ないと予想される。 

・茶、花きへの高温による品質への影響や病害虫による影響が懸念される。 

 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：緑茶品種の「やぶきた」につ

いて、温暖化により栽培地帯区分は変化するが、栽培に不適な亜熱帯区分地域の著しい拡大

は見られないが、島嶼や臨海部ではかなり影響があると予想されている。埼玉県の栽培地帯

区分は、「冷涼地」から「温暖地」に変わるが、生産に与える影響は少ないと予想される。

（p.52～53） 

③「気候温暖化対応農業プロジェクト報告書」（2009）： 

茶では、短期的な課題において、クワシロカイガラムシの侵入による被害の発生、一番茶新

芽の生育が早まることによる凍霜害の発生を挙げている。中長期的な課題において、病害虫

（炭疽病、輪斑病、もち病、クワシロカイガラムシ等）の被害の拡大、春先の気温上昇によ

り一番茶新芽の生育が相当早まることで防霜ファンの能力以上の低温による被害の発生、11
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月～12 月にかけての高温傾向により秋整枝後の越冬芽が萌芽することで翌年一番茶芽の生育

のばらつきを引き起こし減益につながる、幹割れ等初冬凍害が発生しやすくなることを挙げ

ている。 

花壇苗・鉢物では、短期的な課題において、夏期の高温による品質低下、光化学オキシダン

トによる品質低下を挙げている。 

枝物では、短期的な課題において、出荷時期の不安定化、病害虫の発生を挙げている。 

（以上、p.70～73） 

 

 

2) 林業 

A) 木材生産（人工林等） 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 気温が現在より 3 上昇すると、蒸散量が増加し、特に降水量の少ない地域でスギ人工林の脆

弱性が増加する可能性を指摘する研究事例がある。 

 現状と同じ林業活動を仮定し、日本のスギ人工林の炭素蓄積量及び炭素吸収量の低下を予測

した研究事例がある。 

 その他、ヒノキの苗木について、気温の上昇によるバイオマス成長量の増加は明らかではな

いとの研究事例や、マツ枯れ危険域が拡大するとの研究事例、ヤツバキクイムシの世代数増

加によりトウヒ類の枯損被害が増加するとの研究事例がある。 

 高齢林化が進むスギ・ヒノキ人工林における風害の増加が懸念される。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

「（3）自然生態系－C）里地・里山生態系」の項を参照。 

 【参考：関東地方】スギの衰退現象が報告されている地域（三河、瀬戸内）には土壌保水力

が低い土壌が分布している。しかし、スギの衰退が報告されている関東地方の土壌保水力は

高かった。スギの衰退が報告されている地域と蒸散降水比が高い地域とが概ね対応していた。

2081-2100 年の蒸散降水比の分布を温暖化シナリオに基づいて作成すると、地域により蒸散降

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

れる。（温暖化に対するスギ人工林の脆弱性マップ, 松本陽介・重永英年・三浦 覚・長倉淳

子・垰田宏, 地球環境, 11(1), 43-48, 2006） 

 

 

B) 特用林産物（きのこ類等） 

1. 意見具申における将来予測される影響 
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 シイタケの原木栽培において、夏場の気温上昇と病害菌の発生あるいはシイタケの子実体（き

のこ）の発生量の減少との関係を指摘する報告がある。

 冬場の気温の上昇がシイタケ原木栽培へ及ぼす影響については、現時点で明らかになってい

ない。

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

3) 水産業 

A) 回遊性魚介類（魚類等の生態） 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

 

B) 増養殖等 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 生態系モデルと気候予測シナリオを用いた影響評価は行われていないものの、多くの漁獲対

象種の分布域が北上すると予測されている。 

 海水温の上昇による藻類の種構成や現存量の変化によって、アワビなどの磯根資源の漁獲量

が減少すると予想されている。 

 養殖魚類の産地については、夏季の水温上昇により不適になる海域が出ると予想されている。 

 海水温の上昇に関係する赤潮発生による二枚貝等のへい死リスクの上昇等が予想されている。 

 内水面では、湖沼におけるワカサギの高水温による漁獲量減少が予想されている。 

 IPCC の報告では、海洋酸性化による貝類養殖への影響が懸念されている。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 【参考：滋賀県】ふ化時の水温が高いと雄の割合が高くなることが実験的に確かめられてお

り、温暖化による水温上昇がホンモロコの性比に影響を与える可能性がある。水温上昇はホ

ンモロコの産卵期を早期化させることと併せて、成育期間が長期化することにより、全体と

して資源量が増える方向に影響することが考えられる。 

水温上昇によりホンモロコの産卵期間は早期化し、卵サイズは小さく推移することが予想さ

れる。生育に与える影響を検討するには、水温だけでなく餌生物や個体数密度などの影響も

今後調査する必要がある。（滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略、滋賀県農政水産部、平
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成 23 年 3 月） 

 

 

(2) 水環境・水資源 

1) 水環境 

A) 湖沼・ダム湖 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 A1B シナリオを用いた予測では、琵琶湖は 2030年代には水温の上昇に伴う DO（溶存酸素）

の低下、水質の悪化が予測されている。 

 同じく A1B シナリオを用いた研究で、国内 37 の多目的ダムのうち、富栄養湖に分類される

ダムが 2080～2099 年では 21 ダムまで増加し、特に東日本での増加数が多くなるとする予測

も確認されている。 

 気候変動による降水量や降水の時空間分布の変化に伴う河川流量の変化や極端現象の頻度や

強度の増加による湖沼・ダム湖への影響については、具体的な予測の研究事例は確認できて

いない。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

・浦山ダムを対象にした研究では、土砂流入量の増加や溶存酸素の低下、浮遊物質濃度の上昇な

どが予測されている。 

 埼玉県の浦山ダムを対象にした研究（RCP4.5 シナリオを前提とした GFDL-CM3 による実験

出力を境界条件に、WRF によりダウンスケールした気候予測情報を使用）では、気候予測モ

デルと流出モデルを用いて将来のダムへの土砂流入量の増加や、DO （溶存酸素）の低下、

SS（浮遊物質） 濃度の上昇などが予測されている。（意見具申で用いている文献）（モデル：

GFDL-CM3, WRF シナリオ：RCP4.5 浦山ダム、2061 年～2070 年が対象）①気候変動に適

応したダム貯水池の選択取水設備による水質改善方法の検討, 崔 貞圭, 矢島 啓, 土木学会論

文集 B1(水工学) Vol.70, No.4, I_1639-I_1644, 2014、②浦山ダムにおける気候変動に伴う長期間

の将来水質予測, 崔 貞圭, 矢島 啓, 谷口 健司, 馬籠 純, 土木学会論文集 B1(水工学) Vol.70, 

No.4, I_1633-I_1638, 2014） 

 

 

B) 河川 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 各々の河川に対する水温の将来予測はないが、雄物川における A1B シナリオを用いた将来の

水温変化の予測では、1994～2003 年の水温が 11.9 であったのに対して、2030～2039 年では

12.4 に上昇すること、特に冬季に影響が大きくなることが予測されている。 
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 同じく A1B シナリオを用いた予測で、2090 年までに日本全国で浮遊砂量が 8～24%増加する

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

が 5～75%増加すると河川流量が 1～20%変化し、1～30%土砂生産量が増加することなどが予

測されている。 

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

の促進、藻類の増加による異臭味の増加等も予測されている。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

C) 沿岸域及び閉鎖性海域 

埼玉県は内陸のため該当しない。 

 

 

2) 水資源 

A) 水供給（地表水） 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 A1B シナリオを用いた研究では、北日本と中部山地以外では近未来（2015～2039 年）から渇

水の深刻化が予測されている。また、融雪時期の早期化による需要期の河川流量の減少、こ

れに伴う水の需要と供給のミスマッチが生じることも予測される。 

 このほか、現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できていないものの、渇水による流

水の正常な機能の維持のための用水等への影響、海面上昇による河川河口部における海水（塩

水）の遡上による取水への支障などが懸念される。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

B) 水供給（地下水） 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 気候変動による降水量や降水の時間推移の変化に伴う地下水位の変化については、一部、特

定の地域を対象にした研究事例があるが、評価手法の精緻化等の課題がある。 

 渇水に伴い地下水利用が増加し、地盤沈下が生じることについては、現時点で具体的な研究
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事例は確認できていない。 

 現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できていないものの、海面上昇による地下水の

塩水化、取水への影響が懸念される。わが国の沖積平野にある大都市や灌漑用水としては河

川水利用が多いことから、地下水塩水化による水源への影響はさほど大きくないと想定され

るが、地下水を利用している自治体では、塩水化の影響は大きくなることが懸念される。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 【参考：都市部】気候変化による渇水が、人口等が集積している下流域・海岸域で発生した

場合には、都市用水等に深刻な影響を与え、都市機能や生産活動の著しい低下等を招くこと

が懸念される。さらに、海面上昇による塩水の遡上域の拡大や地下水の塩水化により、河川

水や地下水の取水への影響も懸念される。（水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化

への適応策のあり方について（答申）, 国土交通省 社会資本整備審議会, 2008. p.24.） 

 

 

C) 水需要 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 現時点で、気候変動による影響を定量的に予測した研究事例は確認できていないものの、気

温の上昇による飲料水等の需要増加が懸念される。 

 九州で 2030 年代に水田の蒸発散量増加による潜在的水資源量の減少が予測されており、その

他の地域も含め、気温の上昇によって農業用水の需要が増加することが想定される。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

 

(3) 自然生態系 

1) 陸域生態系 

A) 高山帯・亜高山帯 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 高山帯・亜高山帯の植物種について、分布適域の変化や縮小が予測されている。例えば、ハ

イマツは 21世紀末に分布適域の面積が現在に比べて減少することが予測されている。 



 69

 地域により、融雪時期の早期化による高山植物の個体群の消滅も予測されている。 

 生育期の気温上昇により高山植物の成長が促進され、植物種間の競合状態 が高まり、低木植

物の分布拡大などの植生変化が進行すると予測されている。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

・2100 年には、通常、亜高山帯上部で見られるシラビソの天然更新現象である縞枯れは完全に消

滅すると推定される。 

・奥秩父もシラビソ生育適域からはずれる可能性がある。 

 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：（シラビソについて）今後 100

年間で 4.3�の上昇を想定すると、標高にして 860m の低下に相当する。現在の縞枯れ形成の

限界高度は標高 2200m 以上とみられることから、雁坂嶺の頂上（2350m）であっても、現在

の標高 1490m の気象条件となる。（中略）現在の雁坂嶺南斜面のシラビソの倒木の樹齢は概

ね 70 年程度以下であることから、2100 年には、通常、亜高山帯上部で見られるシラビソの天

然更新現象である縞枯れは完全に消滅すると推定される。（中略）なお、「地球温暖化「日

本への影響」」（環境省、2008）の MIROC モデルによる予測でも 2081 年～2100 年にはシラ

ビソの適域面積は福島以南では 13%に現象すると予測しており、奥秩父も適域からはずれる

と予測している。（p.40） 

 

 

B) 自然林・二次林 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 冷温帯林の構成種の多くは、分布適域がより高緯度、高標高域へ移動し、分布適域の減少が

予測されている。特に、ブナ林は 21 世紀末に分布適域の面積が現在に比べて減少することが

示されている。 

 暖温帯林の構成種の多くは、分布適域が高緯度、高標高域へ移動し、分布適域の拡大が予測

されている。 

 ただし、実際の分布については、地形要因や土地利用、分布拡大の制限などにより縮小する

という予測もあり、不確定要素が大きい。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

・今世紀末には、埼玉県内のブナ栽培適地の大幅な減少が予測される。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：今世紀末には、県内のブ

ナ栽培適地の大幅な減少が予測されている。(p.58) 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：現在の埼玉県におけるブナの
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分布は主に標高 1150m～1550m の範囲であるが、RCM20（2081～2100 年に+2.7℃、標高では

－540m）や MIROC（2081～2100 年に+4.3℃、標高では－860m）のような気温の変化が起こ

ると、現在の主要な分布域の気温は、ブナの好適な範囲から逸脱してしまうと考えられ、ブ

ナ林の衰退が懸念される。逆に、標高の高い地域がブナの適地になる可能性もある。（p.37） 

 

 

C) 里地・里山生態系 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 一部の研究で、自然草原の植生帯は、暖温帯域以南では気候変動の影響は小さいと予測され

ている。標高が低い山間部や日本西南部での、アカシデ、イヌシデなどの里山を構成する二

次林種の分布適域は、縮小する可能性がある。 

 ただし、里地・里山生態系は、気候変動の影響については十分な検証はされておらず、今後

の研究が望まれる。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

・標高 500m 以上のスギ林以外は 2050 年までにほとんど衰退し、2100 年には埼玉県の平地はスギ

生育の不適地となることが予測されている。 

 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：（森林総合研究所の「地空温

暖化がブナ林とスギ人工林に与える影響の評価」および埼玉県環境科学国際センターの研究

結果から）標高 500m 以上のスギ林以外は 2050 年までにほとんど衰退する。2100 年には埼玉

の平地はスギ生育の不適地となり、スギ全てが著しく衰退し、著しく減少するものと考えら

れる。（p.37） 

 

 

D) 人工林 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 現在より 3 気温が上昇すると、年間の蒸散量7が増加し、特に降水量が少ない地域で、スギ

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

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

と、森林呼吸量が多い九州や四国で人工林率が高いこと、高蓄積で呼吸量の多い 40 から 50

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

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

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

                                                        
7 蒸散量：植物の地上部から大気中へ放出される水蒸気の量 
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 現在より 1～2 の気温の上昇により、マツ枯れの危険域が拡大することも予測されている。

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

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：「(3)自然生態系－C）里地・里

山生態系」の項目を参照。 

 

 

E) 野生鳥獣の影響 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 気温の上昇や積雪期間の短縮によって、ニホンジカなどの野生鳥獣の生息域が拡大すること

が予測されているが、研究事例は少数であり、今後の研究が望まれる。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

F) 物質収支 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 年平均気温の上昇や無降水期間の長期化により、森林土壌の含水量低下、表層土壌の乾燥化

が進行し、細粒土砂の流出と濁度回復の長期化、最終的に降雨流出応答の短期化をもたらす

可能性がある。ただし、状況証拠的な推察であり、更なる検討が必要である。 

 森林土壌の炭素ストック量は、A1B シナリオの下で、純一次生産量が 14％増加し、土壌有機

炭素量が 5％減少することが予測されている。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

・熊谷市の湿度は低下傾向にあり、今後 50 年から 100 年間の気温上昇を前提とすれば、さらに低

下する可能性が高い。 

 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：1950 年代の熊谷の湿度は 70%

を超えていたが、1970 年代にはいると 65%から 67%に低下した。スギ枯れは、その後 1985

年までの僅か 15 年間で著しく進行したことが県内各地の空中写真からあきらかになっている。

現在の湿度は熊谷、前橋、東京とも 57%から 65%程度で短期的増減が激しいが、長期的には
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依然として低下傾向にある。今後 50 年から 100 年間の気温上昇を前提とすれば、さらに低下

する可能性が高いと考えられる。（p.43） 

 

 

2) 淡水生態系 

A) 湖沼 

1. 意見具申における将来予測される影響 

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

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

れに伴う貝類等の底生生物への影響や富栄養化が懸念される。 

 室内実験により、湖沼水温の上昇や CO2 濃度上昇が、動物プランクトンの成長量を低下させ

ることが明らかになっている。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

B) 河川 

1. 意見具申における将来予測される影響 

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

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

る。 

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

影響が想定される。 

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

等を行う河川生物相への影響 

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

境への影響、及びそれに伴う魚類、底生動物、付着藻類等への影響 

 渇水に起因する水温の上昇、溶存酸素の減少に伴う河川生物への影響 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 
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C) 湿原 

1. 意見具申における将来予測される影響 

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

される。 

 日本全体の湿地面積の約 8割を占める北海道の湿地への影響 

 降水量や地下水位の低下による雨水滋養型の高層湿原における植物群落（ミズゴケ類）

への影響 

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

から木本群落への遷移、蒸発散量の更なる増加 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

3) 沿岸生態系 

A) 亜熱帯 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

B) 温帯・亜寒帯 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

 

4) 海洋生態系 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

 

5) 生物季節 

※生物季節とは、気温や日照など季節の変化に反応して動植物が示す現象をいう。なお、本項では生態系への

影響及び生態系サービス（国民生活の中で感じる生物季節（季節感）を除く）の内容を主に扱い、国民生活・

都市生活分野の「文化・歴史などを感じる暮らし」では人間活動や文化に関係する生物季節を主に扱う。 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 生物季節の変動について、ソメイヨシノの開花日の早期化など、様々な種への影響が予測さ

れている。 
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 個々の種が受ける影響にとどまらず、種間のさまざまな相互作用への影響が予想されている。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

6) 分布・個体群の変動 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 気候変動により、分布域の変化やライフサイクル等の変化が起こるほか、種の移動・局地的

な消滅による種間相互作用の変化がさらに悪影響を引き起こす、生育地の分断化により気候

変動に追随した分布の移動ができないなどにより、種の絶滅を招く可能性がある。2050 年ま

でに 2 を超える気温上昇を仮定した場合、全球で 3割以上の種が絶滅する危険があると予想

されている。 

 現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できていないものの、侵略的外来生物の侵入・

定着確率が気候変動により高まることも想定される。 

 ニホンジカなどの野生鳥獣の生息域が拡大しているが、気候変動が現在の分布拡大をさらに

促進するかについては、研究事例は少数であり、今後の研究が望まれる。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

・気温上昇に伴い、南方系生物や熱帯の外来生物の侵入や定着が懸念される。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：今後の更なる気温上昇に

伴い、熱帯の外来生物の越冬による定着が懸念されている。(p.58) 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：南方系生物の埼玉県への侵入

や定着は、今後進むと考えられる。（p.47） 

 ナギやイヌマキの生木樹皮下を食害し枯らしてしまうケブカトラカミキリは、屋久島、種子

島、九州、四国（南端）に分布していますが、緑化木の移動や、温暖化の影響に伴い分布の

拡大が懸念されていました。このような中、千葉県農林総合研究センターから、病害虫発生

予察特殊報（県内で初めて発生を確認した場合に発表）が平成 20 年 11 月 28 日に発表され、

本県でも発生の可能性が高まってきました。（中略）被害は直径 3cm 程度の苗木にも発生し、

幼虫が生木の樹皮下を不規則に食害することにより発生します。（花とみどり, 埼玉県花と緑

の振興センター, vol.62, 2009 年 2 月 16 日） 
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(4) 自然災害・沿岸域 

1) 河川 

A) 洪水 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 A1B シナリオなどの将来予測によれば、洪水を起こしうる大雨事象が日本の代表的な河川流

域において今世紀末には現在に比べ有意に増加し、同じ頻度の降雨量が 1～3 割のオーダーで

増加することについて、多くの文献で見解が一致している。 

 複数の文献が、洪水を発生させる降雨量の増加割合に対して、洪水ピーク流量の増加割合、

氾濫発生確率の増加割合がともに大きくなる（増幅する）ことを示している。この増幅の度

合いについては、洪水ピーク流量に対して氾濫発生確率のそれがはるかに大きくなると想定

される。 

 河川堤防により洪水から守られた氾濫可能エリアにおける氾濫発生の頻度が有意に増せば、

水害の起こりやすさは有意に増す。 

 海岸近くの低平地等では、海面水位の上昇が洪水氾濫の可能性を増やし、氾濫による浸水時

間の長期化を招くと想定される。 

 将来予測結果の信頼性をさらに向上させるには、それを規定する大きな要素となっている気

候モデルについて、現象再現における空間解像度を向上させ、同時に計算ケースを増やすこ

との両立が求められる。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

・大雨による降水量の増加が予測されており、河川氾濫や土砂災害リスクの高まり、集中豪雨の

増加に伴う内水による浸水被害や台風の強大化による被害の増加も懸念される。また、無降水日

の増加による渇水リスクの高まりも懸念される。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：気象庁によると、今後、

大雨による降水量の増加と無降水日の増加が予測されている。その影響として、河川氾濫や

土砂災害リスクの高まり、集中豪雨の増加に伴う内水による浸水被害や台風の強大化による

被害の増加も懸念される。また、無降水日の増加による渇水リスクの高まりも懸念される。

（p.57） 

 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、豪雨量倍率とする）

と、河川の最終整備目標を超える洪水が起こる年確率の変化率（以下、氾濫可能性倍率とす

る）を分析した研究によると、両変化率ともに埼玉県では増加している。氾濫可能性倍率の

増加率（埼玉県内水系は 5.0～10.0 倍）のほうが、豪雨量倍率の増加率（荒川・利根川水系は

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
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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）	

	 	
 風間ら（2009）は、全国における気候変動による豪雨を起因とする洪水氾濫を定量的に評価

した。洪水氾濫は、統計解析によって得られた極値降雨を 2 次元不等流モデルに入力するこ

とによって日本全域において表現された。この洪水氾濫シミュレーションによる浸水深と浸

水時間をもとに、治水経済マニュアルに基づき土地利用毎に被害額を計算した。将来の気候

状況を知るために 2 つの GCM（大気循環モデル）を利用した。気候予測モデルは気象庁・気

象研究所の地域気候モデル MRI-RCM20-Ver.2（SRES A2 シナリオ）と国立環境研究所・東京

大学気候システム研究センター・海洋研究開発機構地球環境フロンティア研究センターの

MIROC（SRES A1B シナリオ）である。洪水氾濫シミュレーションによる 100 年確率豪雨に

よる最大浸水深を図に示す。この図から 3 大都市圏を中心とした低平地に 1 m 以上の浸水深

が広くみられる。この氾濫結果をもとに潜在被害額の計算を行った。この結果、埼玉県では、

現在の治水レベルに対応する 50 年確率降雨の場合の 35,934 億円に対して、100 年確率降雨の

場合は 47,512 億円と 8,318 億円増加すると算定されている。（温暖化による洪水氾濫とその

適応策, 風間聡ら, 地球環境, Vol.14, No.2, 135－141, 2009） 

 

図 2.1.3-4 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・
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図 2.1.3-5 最大浸水深（m） 

出典：温暖化による洪水氾濫とその適応策, 風間聡ら, 地球環境, Vol.14, No.2, 135－141, 2009 

 

 中央防災会議「大規模水害対策に関する専門調査会」は、甚大な人的被害が想定される荒川

の洪水氾濫による死者数、孤立者数等及び利根川左岸における 1000 年に 1 度の発生確率の洪

水による氾濫（渡良瀬貯留型氾濫、古河・坂東沿川氾濫）に伴う死者数に関する被害想定を

とりまとめた。荒川において、200 年に 1 度の発生確率の洪水により、埼玉県川口市河原町地

先で堤防が決壊した場合、a) 排水施設が稼動しないケース：堤防決壊から 1 日（24 時間）後

に約 116 万人の居住地域(約 130km2)が浸水し、1 週間後には約 95 万人の移住地域（約 100km2）

まで縮小するが、その後も浸水が継続。b) 排水施設が全て稼動するケース：堤防決壊から 1

日（24 時間）後に約 106 万人の居住地域（約 120km2）が浸水し、浸水地域の排水が完了する

までに約 5 日かかる。（荒川の洪水氾濫時の死者数・孤立者数等の公表について, 内閣府, 平

成 20 年 9 月 8 日） 

 【参考：関東地方】佐藤ら（2009）は、気象研究所による全球気候モデル GCM20 を用いて（排

出シナリオは IPCC SRES A1B）、関東地方において月平均降水量，時間最大降水量，集中豪

雨発生頻度などが将来どのように変化するか検討を行った。この結果、「関東南部において

50～80mm/h の範囲での集中豪雨発生の増加が顕著であることや、集中豪雨の発生頻度がおよ

そ 1.6 倍に上昇することなどが明らかとなった。特に関東南部における集中豪雨の発生が顕

著であることから，透水性の低い大都市を含む千葉・東京・神奈川県の一帯で将来、集中豪

雨による洪水・氾濫の被害が生じる危険性が高まるのではないかと考えられる。」としてい
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る。（GCM20 による将来推計データに基づいた地球温暖化進行時における降水現象の変化, 

佐藤広基ら, 第 22 回水文・水資源学会研究発表会要旨集（2009 年度）） 

 

 

 図 2.1.3-6 降水強度別降水発生回数の分布図（上図：現在条件（1979 年 1 月～2004 年 12

月）、下図：将来条件（2075 年 1 月～2099 年 12 月）） 
出典：GCM20 による将来推計データに基づいた地球温暖化進行時における降水現象の変化, 佐藤広基ら, 第

22 回水文・水資源学会研究発表会要旨集（2009 年度） 

 

 【参考：全国】土砂流出量の増加は、中下流部において多量の土砂と一体となった洪水を発

生させる恐れがあるほか、河道に大量の土砂が堆積することによって、氾濫の危険性が高ま

るとともに、河川環境への影響も懸念される。またダム貯水池への堆砂が急速に進行しダム

の機能に支障を与えることが想定される。（社会資本整備審議会、2008、水災害分野におけ

る地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）） 

 

 

B) 内水 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 局所的な強雨事象を対象にした気候変動影響の推定は、詳細な解像度の確保や局所的強雨を

もたらす気象擾乱をモデル化すること自体が難しいため、本格化に至っていない。 

 現在に至るまでの大雨事象の経年変化傾向と、これまでの 50 年の経年変化傾向を延長して 50

年後に向かって短時間降雨量が増大する可能性を示した文献は、内水被害をもたらす大雨事

象が今後増加する可能性について有用な情報を与えている。 

 河川近くの低平地等では、河川水位が上昇する頻度の増加によって、下水道等から雨水を排

水しづらくなることによる内水氾濫の可能性が増え、浸水時間の長期化を招くと想定される。 

 都市部には、特有の氾濫・浸水に対する脆弱性が存在するため、短時間集中降雨が気候変動

影響により増大し、そこに海面水位の上昇が重なれば、その影響は大きい。 

 大雨の増加は、都市部以外に農地等への浸水被害等をもたらすことも想定される。 
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2. 埼玉県で将来予測される影響 

・大雨による降水量の増加が予測されており、河川氾濫や土砂災害リスクの高まり、集中豪雨の

増加に伴う内水による浸水被害や台風の強大化による被害の増加も懸念される。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：気象庁によると、今後、

大雨による降水量の増加と無降水日の増加が予測されている。その影響として、河川氾濫や

土砂災害リスクの高まり、集中豪雨の増加に伴う内水による浸水被害や台風の強大化による

被害の増加も懸念される。また、無降水日の増加による渇水リスクの高まりも懸念される。

（p.57） 

 

 

2) 沿岸 

A) 海面上昇 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

B) 高潮・高波 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

C) 海岸侵食 

埼玉県は内陸県のため該当しない。 

 

 

3) 山地 

A) 土石流・地すべり等 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 降雨条件が厳しくなるという前提の下で状況の変化が想定されるものとして以下が挙げられ

る。（ここで、厳しい降雨条件として、極端に降雨強度の大きい豪雨及びその高降雨強度の

長時間化、極端に総降雨量の大きい豪雨などを表す。） 

 集中的な崩壊・がけ崩れ・土石流等の頻発、山地や斜面周辺地域の社会生活への影響 

 ハード対策やソフト対策の効果の相対的な低下、被害の拡大 

 深層崩壊等の大規模現象の増加による直接的・間接的影響の長期化 

 現象の大規模化による既存の土砂災害危険箇所等以外への被害の拡大 

 河川への土砂供給量増大による治水・利水機能の低下 
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2. 埼玉県で将来予測される影響 

・大雨による降水量の増加が予測されており、河川氾濫や土砂災害リスクの高まり、集中豪雨の

増加に伴う内水による浸水被害や台風の強大化による被害の増加も懸念される。 

 埼玉県において既に調査済み 

①「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 改訂版」（2015）：気象庁によると、今後、

大雨による降水量の増加と無降水日の増加が予測されている。その影響として、河川氾濫や

土砂災害リスクの高まり、集中豪雨の増加に伴う内水による浸水被害や台風の強大化による

被害の増加も懸念される。また、無降水日の増加による渇水リスクの高まりも懸念される。

（p.57） 

 【参考：全国】解析による大局的なリスク分析の結果として、山地の山頂から山裾側にリス

クの高い地域が拡大することが明らかにされた。特に、北海道南部、北陸地方から中国地方

に至る日本海沿岸、東海地方から四国地方に至る中央構造帯は、気候変動に伴う斜面崩壊の

発生確率上昇の著しい地域となる。また、栃木県、群馬県、埼玉県、富山県、石川県、福井

県、広島県、鹿児島県は経済損失額が高価なため、優先的対策が提案される。（意見具申で

用いている文献）（モデル：MIROC, MRI-RCM20 ver.2 シナリオ：SRES A1B (MIROC), SRES 

A2 (MRI-RCM20 ver.2) 全国 2050 年あたりが対象）（温暖化に対する土砂災害の影響評価, 

川越清樹・風間聡, 地球環境 Vol.14. No.2. 143-152, 2009） 

 【参考：全国】気候変化による影響は、降水量の時間的、空間的変化をもたらし、土石流、

地すべり等の土砂災害の誘因となる短時間雨量や総雨量の増加を生じさせることが考えられ

る。また、現時点では不明確な部分が多いが、土砂災害の素因となる表層の風化を進展させ、

山地斜面の植生を変化させることも考えられる。土砂災害に対して想定される影響としては、

発生頻度の増加、発生時期の変化、発生規模の増大などが考えられる。発生頻度の増加の結

果としては、崩壊発生分布域の拡大や土砂災害危険箇所以外での発生が考えられ、同時多発

的な土砂災害の増加も考えられる。特に、これまで大雨が少なかった地域で想定を超える降

雨が発生した場合は、激甚な土砂災害が発生する恐れがある。発生時期の変化の結果として

は、降雨の降り始めから崩壊発生までの時間が短縮化し、避難を必要とするまでの時間が短

くなることが考えられる。発生規模の増大の結果としては、深層崩壊の発生頻度の増加等に

よる崩壊土砂量の増大や、土石流等の到達範囲の拡大が想定される。（国土交通省 社会資本

整備審議会（2008） 水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方につ

いて（答申）.【pp.19-20】） 

 

 

4) その他 

A) 強風等 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 A1B シナリオを用いた研究では、近未来（2015～2039 年）から気候変動による強風や強い台
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風の増加等が予測されている。	

 また、日本全域で 21 世紀末（2075～2099 年）には 3～5 月を中心に竜巻発生好適条件の出現

頻度が高まることも予測されている。	

 現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できていないものの、強い台風の増加等に伴い、

中山間地域における風倒木災害の増大が懸念されている。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 【参考：全国】12～2 月では 21 世紀末の北海道～東海の太平洋側、3～5 月では 21 世紀末の

全国及び近未来の北海道・東北・沖縄を除く各地域、9～11 月では 21 世紀末の日本海側と九

州で高 TVPVlfc（竜巻の最大強度の将来変化を予測する指標）の出現頻度増加が有意となる。

一方 6～8 月では 21 世紀末の北海道日本海側で優位な増加予測となるが、それ以外の地域で

の竜巻強度は将来むしろ弱まる。（文部科学省研究開発局（2013). 21 世紀気候変動予測革新

プログラム 超高解像度大気モデルによる将来の極端現象の変化予測に関する研究 . 

【pp.40-41】） 

 

 

 

(5) 健康 

1) 冬季の温暖化 

A) 冬季死亡率 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 冬季の平均気温は、RCP4.5 シナリオの場合、2030 年代に、全国的に 2000 年代よりも上昇し、

全死亡（非事故）に占める低気温関連死亡の割合が減少することが予測された。しかし、こ

の予測は季節の影響と冬期における気温の相違による影響を分離して行われる前の研究であ

る。季節の影響を分離すれば、低気温関連死亡の割合の減少は、この予測よりも小さくなる

ことが想定される。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 【参考：全国】2030 年代の冬季の平均気温は 2000 年代よりも上昇し、低気温関連死亡の占め

る割合は全国的に減少する。一方で影響を最も大きく受ける高齢者が増加するため、低気温

関連死亡数自体は増加する。超過死亡数は都市部で顕著にみられる。（気候変動適応研究推

進プログラム：RECCA (2012), 平成 24 年度 大気環境物質のためのシームレス同化システム
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の構築とその応用（SALAS）報告書 【p.132】） 

 

 

2) 暑熱 

※暑熱による影響のうち、本項では、死亡リスクや熱中症等を主な対象として扱う。 

A) 死亡リスク 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 東京を含むアジアの複数都市では、夏季の熱波の頻度が増加し、死亡率や罹患率に関係する

熱ストレスの発生が増加する可能性があることが予測されている。 

 日本における熱ストレスによる死亡リスクは、450s シナリオ及び BaU シナリオの場合、今世

紀中頃（2050 年代）には 1981～2000 年に比べ、約 1.8～2.2 倍、今世紀末（2090 年代）には

約 2.1～約 3.7 倍に達することが予測されている。 

 RCP2.6 シナリオの場合であっても、熱ストレス超過死亡数は、年齢層に関わらず、全ての県

で 2 倍以上になると予測されている。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

B) 熱中症 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 熱中症発生率の増加率は、2031～2050 年、2081～2100 年のいずれの予測も北海道、東北、関

東で大きく、四国、九州・沖縄で小さいことが予測されている。 

 年齢別にみると、熱中症発生率の増加率は 65 歳以上の高齢者で最も大きく、将来の人口高齢

化を加味すれば、その影響はより深刻と考えられる。 

 RCP8.5 シナリオを用いた予測では、21 世紀半ばには、熱中症搬送者数は、四国を除き 2 倍以

上を示す県が多数となり、21 世紀末には、RCP2.6 シナリオを用いた予測を除きほぼ全県で 2

倍以上になることが予測されている。 

 労働効率への影響等、気候変動の臨床症状に至らない健康影響について、国外では報告があ

り、IPCC 第 5 次評価報告書にも採り上げられている。一方で、国内では報告が少ない。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

・2050 年、2100 年に 2℃~4℃の気温上昇時には、熱中症救急搬送者数は、それぞれ 2007 年の 1.7

倍、3 倍に増加すると予想される。 
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 埼玉県において既に調査済み 

②「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響」（2008）：将来、2050 年、2100 年に想定

される 2℃～4℃の気温上昇時にはそれぞれ 4,265 名、7,580 名の救急搬送者が推定され、それ

ぞれ 2007 年の、1.7 倍、3 倍に増加するものと推定された。（中略）少なくとも、何の対策も

とらなければ、将来、埼玉県で熱中症患者が著しく増える可能性が高い。（p.69） 

 

 

3) 感染症 

A) 水系・食品媒介性感染症 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 気候変動による水系・食品媒介性感染症の拡大が懸念されるが、現時点で研究事例は限定的

にしか確認できていない。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

B) 節足動物媒介感染症 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 RCP8.5 シナリオを用いた予測では、ヒトスジシマカの分布可能域は、21 世紀末には、北海

道の一部にまで広がることが予測されている。ただし、分布可能域の拡大が、直ちに疾患の

発生数の拡大につながるわけではない。 

 他にも気候変動の影響を受ける可能性のある感染症はあるが、現時点で日本における感染症

リスクの拡大に関する具体的な研究事例は確認できていない。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 【参考：関東地方】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 2.1.3-7 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 

 

 

C) その他の感染症 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 水系・食品媒介性感染症や節足動物媒介感染症以外の感染症においても、気温の上昇に伴い、

季節性の変化や発生リスクの変化が起きる可能性があるものの、文献が限られており定量的

評価が困難である。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

4) その他 

A) その他 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 都市部での気温上昇によるオキシダント濃度上昇に伴う健康被害の増加が想定されるものの、

今後の大気汚染レベルによっても大きく左右され、予測が容易ではない。 

 大雨の増加による閉鎖性水域の汚染の増加に伴う下痢症の増加が想定されるものの、疫学デ

ータが不足している。 

 脆弱な集団への影響について、特に小児への影響についての情報が不足している。 
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 労働効率への影響等、気候変動の臨床症状に至らない影響について、国外では報告があり、

IPCC 第 5 次評価報告書にも採り上げられている。一方で、国内では報告が少ない。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

 

(6) 産業・経済活動 

1) 製造業 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 気候変動による製造業への将来影響が大きいと評価している研究事例は乏しく、現時点の知

見からは、製造業への影響は大きいとは言えない。 

 最も大きな海面上昇幅を前提として、2090年代において海面上昇により東京湾周辺での

生産損失額は、沿岸対策を取らなかった場合、製造業にも多額の損失が生じるとしてい

る研究もある。 

 現時点で定量的に予測した研究事例ではないが、アパレル業界など、平均気温の変化が、

企業の生産・販売過程、生産施設の立地等に直接的、物理的な影響を及ぼすことも懸念

される。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

2) エネルギー 

A) エネルギー需給 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 気候変動によるエネルギー需給への将来影響を定量的に評価している研究事例は限定的であ

るが、現時点の知見からは、エネルギー需給への影響は大きいとは言えない。 

 気温の上昇によるエネルギー消費への影響について、以下のような予測を示した事例が

ある。 

 産業部門や運輸部門においてはほとんど変化しない 

 家庭部門では減少する（気温が 1 度上昇すると、家庭でのエネルギー消費量は北海
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道・東北で 3～4％、その他の地域で 1～2％減少する） 

 サービス業等の業務部門では増加する（気温が 1 度上昇すると、業務部門では 1～2％

増加する） 

 家庭、業務部門を併せた民生部門全体では、大きな影響は無い、または地域によっ

ては減少する 

 夏季の気温の上昇は、電力供給のピークを先鋭化させるとの指摘がある。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

3) 商業 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 日本における気候変動による商業への将来影響を評価している研究事例は乏しく、商業への

影響は現時点では評価できない。 

 アパレル業界では、気候変動は季節性を有する製品の売上、販売計画に影響を与えうる

と指摘する研究がある。 

 CDP プロジェクトにおいて、海外でのアパレル、ホテルなどの企業が、今後気候変動に

関連して生じる自社への影響やそれに伴う経済損失を試算し、評価した例がある。 

 

2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

4) 金融・保険 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 日本における気候変動による商業への将来影響を評価している研究事例は乏しく、商業への

影響は現時点では評価できない。 

 アパレル業界では、気候変動は季節性を有する製品の売上、販売計画に影響を与えうる

と指摘する研究がある。 

 CDP プロジェクトにおいて、海外でのアパレル、ホテルなどの企業が、今後気候変動に

関連して生じる自社への影響やそれに伴う経済損失を試算し、評価した例がある。 
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2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

5) 観光業 

A) レジャー 

※ここでは、森林、雪山、砂浜、干潟などの自然資源を活用したレジャーを主体に扱っている（人工施設、屋内
施設におけるレジャーは扱っていない）。 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 A1B シナリオを用いた予測では、2050 年頃には、夏季は気温の上昇等により観光快適度8が低

下するが、春季や秋～冬季は観光快適度が上昇すると予測されている。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

6) 建設業 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 現時点で、建設業への影響について具体的な研究事例は限定的である。 

 ただし、インフラ等への影響については別途検討されていることから、そちらを参照された

い。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

7) 医療 

1. 意見具申における将来予測される影響 

意見具申の「将来予測される影響」の検討に用いられた文献は 0件である。	



                                                        
8 観光快適度：気温や降水量、日射量などから観光するにあたっての気候の快適性を指標化したもの。 
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2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

8) その他 

A) その他（海外影響等） 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 現時点で、建設業への影響について具体的な研究事例は限定的である。 

 ただし、インフラ等への影響については別途検討されていることから、そちらを参照された

い。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

 

(7) 国民生活・都市生活 

1) 都市インフラ、ライフライン等 

A) 水道、交通等 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 気候変動が、インフラ・ライフラインにどのような影響をもたらすかについて、全球レベル

では、極端な気象現象が、電気、水供給サービスのようなインフラ網や重要なサービスの機

能停止をもたらすことによるシステムのリスクに加えて国家安全保障政策にも影響を及ぼす

可能性があると指摘されている。 

 一方、国内では、社会科学分野が含まれる二次的な影響が中心であり、要因が複雑であるた

め、現時点では研究事例は限定的にしか確認できていない。海外では通信・交通インフラに

おけるリスクの増大等を指摘した検討事例等がある。 

 今後、気候変動による短時間強雨や渇水の増加、強い台風の増加等が進めば、インフラ・ラ

イフライン等に影響が及ぶことが懸念される。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 
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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 

※生物季節とは気温や日照など季節の変化に反応して動植物が示す現象をいう。なお、本項では、人間活動や文

化に関係する生物季節（国民生活の中で感じる生物季節（季節感））を主に扱い、自然生態系分野の「生物季

節」では生態系への影響及び生態系サービスの内容を主に扱う。 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 サクラの開花日及び満開期間について、A1B シナリオ及び A2 シナリオの場合、将来の開花日

は北日本などでは早まる傾向にあるが、西南日本では遅くなる傾向にあること、また、今世

紀中頃および今世紀末には、気温の上昇により開花から満開までに必要な日数は短くなるこ

とが示されている。それに伴い、花見ができる日数の減少、サクラを観光資源とする地域へ

の影響が予測されている。 

 地域独自の伝統行事や観光業・地場産業等への影響については、現時点で研究事例が限定的

にしか確認できていない。 



2. 埼玉県で将来予測される影響 

現時点で埼玉県固有の情報は見つかっていない。 

 

 

3) その他 

A) 暑熱による生活への影響等 

※本項では、都市における熱ストレス・睡眠阻害、暑さによる不快感等を主に扱い、健康分野の「暑熱」では死

亡リスクや熱中症等に関する影響を主に扱う。 

1. 意見具申における将来予測される影響 

 国内大都市のヒートアイランドは、今後は小幅な進行にとどまると考えられるが、既に存在

するヒートアイランドに気候変動による気温の上昇が加わり、気温は引き続き上昇を続ける

ことが見込まれる。 

 例えば、名古屋において 2070 年代 8 月の気温を予測した事例（A2 シナリオを使用）では 2000

～2009 年の 8 月の平均気温と比較して、3℃程度の上昇が予測されており、気温上昇に伴い、

体感指標である WGBT も上昇傾向を示すことが予測されている。 

 将来の都市の気温の予測においては、都市の形態による違いが見られるものの、気温や体感

指標の上昇が予測されており、上昇後の温熱環境は、熱中症リスクや快適性の観点から、都

市生活に大きな影響を及ぼすことが懸念される。 
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2. 埼玉県で将来予測される影響 

・土地利用変化により埼玉県での地上気温の上昇が予測されるが、気候変動による気温上昇幅は

その 4 倍程度である。 

 土地利用変化により海抜 200m 未満の領域の地上気温は千葉、茨城、埼玉で 0.60～0.65℃、東

京・群馬を加えた 5 都県の平均 0.55℃上昇する。GCM のマルチアンサンブルにおける気候

変動による気温上昇は、約 2.18～2.35℃に達し、土地利用変化による気温上昇幅の約 4 倍程

度である。しかし、GCM モデルの違いにより気温上昇幅は 1.26～3.58℃にもなり、モデルに

より 2℃程度の幅を有していることに留意する必要がある。（意見具申で用いられた文献）（モ

デル：BCCR BCM2.0,CSIRO Mk3.0,GFDL CM2.0,SINTEX SXG,MRI-CGCM2.3.2 及び 5 モデル

のアンサンブルを利用 シナリオ：SRES A1B 関東地方 2070 年代が対象）（Comparison of 

the impact of global climate changes and urbanization on summertime future climate in the Tokyo 

Metropolitan Area, Sachiho A ADACHI, Fujio KIMURA, Hiroyuki KUSAKA, Tomoshige INOUE, 

Hiroaki UEDA, J. Appl. Meteor. Climatol., 51, 1441–1454. 2012） 
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2.1.4. その他（埼玉県の社会・経済状況の情報整理） 

ここでは、埼玉県の社会的、経済的な統計情報を、「日本における気候変動による影響の評価

に関する報告と今後の課題について（意見具申）」の「分野・項目の分類体系」（表 2.1.4-1 参照）

の大項目・小目にに基づき整理した。 

 表 2.1.4-1 「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題につい

て（意見具申）」における「分野・項目の分類体系」と埼玉県の関連情報 

分野 大項目 小項目 
埼玉県の主な特徴 

（括弧内の順位は対全都道府県） 

農業・林業・

水産業 

農業 水稲 米産出額 403 億円（16 位） 

野菜 野菜産出額 1,025 億円（農業総産出額の 50.9%）（6

位） 

茶（生葉）産出額 12 億円（8 位） 

花き産出額 172 億円（5 位） 

果樹 果実産出額 63 億円（32 位） 

麦、大豆、飼料作物等 麦類産出額 11 億円（6 位） 

畜産 家畜産出額 284 億円（30 位） 

病害虫・雑草  

農業生産基盤 農業総産出額 2,012 億円（18 位） 

林業 木材生産（人工林等） 年度別素材生産量 80 千 m3（38 位（平成 25 年木材

需給報告書, 農林水産省）） 

特用林産物（きのこ類等） 生しいたけ生産量 932.9 トン（23 位（平成 25 年特

用林産基礎資料, 農林水産省）） 

水産業 回遊性魚介類（魚類等の生

態） 

該当しない 

増養殖等 内水面養殖業魚種別収穫量 5 トン（43 位） 

水環境・水資

源 

水環境 湖沼・ダム湖 狭山湖、秩父さくら湖、彩湖、奥秩父もみじ湖等 

河川 利根川、江戸川、荒川、入間川、綾瀬川等 

沿岸域及び閉鎖性海域 該当しない 

水資源 水供給（地表水） 上水道実績年間給水量 843,591 千 m3（5 位, H24 年）

水供給（地下水） 

水需要 

自然生態系 陸域生態系 高山帯・亜高山帯 奥秩父 

自然林・二次林 林野面積 122,401ha（32.2%） 

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 別所沼、伊佐沼、黒浜沼等 

河川 利根川、江戸川、荒川、入間川、綾瀬川等 

湿原 渡良瀬遊水地（ラムサール条約湿地） 

沿岸生態系 亜熱帯 該当しない 



 92

分野 大項目 小項目 
埼玉県の主な特徴 

（括弧内の順位は対全都道府県） 

温帯・亜寒帯 該当しない 

海洋生態系  該当しない 

生物季節   

分布・個体群の変

動 

  

自然災害・沿

岸域 

河川 洪水 河川被害発生箇所 0 件（最少（45 位）） 

内水 

沿岸 海面上昇 該当しない 

高潮・高波 該当しない 

海岸侵食 該当しない 

山地 土石流・地すべり等 土砂災害発生件数 1 件（最少（46 位）） 

その他 強風等 自然災害による被害総額 481 百万円（45 位） 

健康 

 

冬季の温暖化 冬季死亡率  

暑熱 死亡リスク  

熱中症 年間快晴日数 70 日（1 位） 

人口密度 1,894.2 人/km2（4 位, H22 年） 

感染症 水系・食品媒介性感染症  

節足動物媒介感染症 デング熱（14 例（2014 年））等 

その他の感染症  

その他  光化学オキシダント濃度が増加傾向 

光化学スモッグ注意報の発令日数 13 日（1 位, H26

年）（過去 10 年で 1 位 5 回） 

産業・経済活

動 

製造業  事業所数 12,184（4 位, H24 年） 

製造品出荷額等 12,139,338 百万円（7 位, H24 年） 

金属製品事業所：全体の 15.6% 

次いで生産用機械器具、プラスチック製品、印刷・

同関連、食品。5 業種で 49.3%。 

エネルギー エネルギー需給 使用電力量（電灯）14,576 百万 KWh（5 位） 

都市ガス販売量 73,695,021 千 MJ（7 位, H24 年） 

LP ガス販売量 415,533 トン（4 位, H24 年） 

商業  事業所数 57,812（6 位, H24 年） 

年間商品販売額 14,052,832 百万円（7 位, H24 年） 

卸売業の年間商品販売額は食料・飲料が最多。次い

で医療・化粧品等、農畜産物・水産物、自動車、建

築材料。 

小売業の年間商品販売額は各種食料品が最多。次い

でその他の飲食料品、自動車、百貨店・スーパー、

医療品・化粧品。 

金融・保険   

観光業 レジャー  

建設業   

医療   

その他 その他（海外影響等） - 
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分野 大項目 小項目 
埼玉県の主な特徴 

（括弧内の順位は対全都道府県） 

国民生活・都

市生活 

都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝ等 水道、交通等  

文化・歴史などを感

じる暮らし 

生物季節、伝統行事・地場産業

等 

 

その他 暑熱による生活への影響等  

※「埼玉県の主な特徴」のデータは、特に記載の無いものはすべて平成 25 年のデータ（統計からみた埼玉県のす

がた 2015, 埼玉県）。 

 

 

（1）埼玉県の地理的特性 

埼玉県の地形は、県の最高峰・三宝山（2,483m）をはじめとする 2,000m 級の山々が西部に連

なり、東部に移るにつれて丘陵、台地、低地と次第に低くなっている。「環境統計集」によると、

平成 26 年 3 月 31 日現在、自然公園は国立 1 か所、県立 10 か所の計 11 か所 124,583ha が指定さ

れており、面積割合は県土の 33.06％を占め、全国第 4 位である。「農林業センサス」によると、

林野面積は 122,401ha で、面積割合は 32.2％である。国土交通省によると、県内の一級河川延

長は 1,645 ㎞で、全国第 25 位である。県内の一級河川はすべて利根川・荒川水系に含まれる（統

計からみた埼玉県のすがた 2015」9）。 

気候は、冬は北西の季節風が強く晴天の日が多くて乾燥し、夏は日中かなりの高温になり雷

の発生が多く、降ひょうも多いのが特徴である。地域別に気温の特徴をみると、北部は、県内

でも夏の気温が高い地域となっており、平成 19 年 8 月 16 日に熊谷と多治見（岐阜県）で、そ

れまでの国内最高気温 40.9℃を観測した。（平成 25 年 8 月 12 日に高知県の江川崎で 41.0℃を観

測、国内最高気温が更新された。） 一方、秩父地方の盆地は、冬期に夜間の冷え込みが強く、

昭和 29 年 1 月 27 日に−15.8℃の最低気温を観測した。 

 

図 2.1.4-1 埼玉県管内図（平成 26 年 10 月 1 日現在） 

出典：平成 26 年市町村勢概要（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/a350/912-2014-0105-1005.html ）） 

                                                        

9 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/a360/a360a2015.html 
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図 2.1.4-2 埼玉県の地帯区分図 

出典：生物多様性保全県戦略（平成 20 年 3 月）、埼玉県 

 

 

（2）農業・林業・水産業 

1) 農業 

A) 水稲（埼玉県ウェブサイト「埼玉県のお米について」10より） 

埼玉県の稲作は、図 2.1.4-3 に示すように、4 月に田植えをして 8 月に出荷する県東部地域を

中心とする早期栽培から、7 月初めまで田植えをして 10 月に出荷する県北部地域の小麦あと栽

培など多岐にわたる。県東部地域では早期・早植え栽培が行われることから、作付品種は「コ

シヒカリ」や「彩のかがやき」が中心となっている。県北部地域ではビール麦や小麦の収穫後

に田植えを行うため、「キヌヒカリ」の作付が中心である。11  

                                                        

10 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/komemugidaizu/kome.html 

11 埼玉県農林部生産振興課より、「今後、「キヌヒカリ」は、高温耐性のある「彩のきずな」への転換を進める。

また、「彩のかがやき」については、高温耐性の高い品種の育成を進めて、速やかな導入、転換を行う」予定で

ある旨の意見を得ている。 
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図 2.1.4-3 地域によるコメ栽培方法のちがい 

出典：埼玉県ウェブサイト「埼玉県のお米について」の図をパシフィックコンサルタンツが加工。 

 

図 2.1.4-4 に埼玉県の水稲生産量・作付面積の推移を示す。作付面積は昭和 45 年には約 69,000 

ha あったが、食生活の変化による米余りのため生産調整が行われ、作付面積は年々減少した。

平成 12 年以降は 35,000～37,000 ha 前後でほぼ横ばいの状態である。 
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図 2.1.4-4 埼玉県の水稲生産量・作付面積の推移 

出典：埼玉県農林部生産振興課 

「コシヒカリ」や「彩の

かがやき」が中心 

「キヌヒカリ」が中心 
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埼玉県において、水田は耕地面積の 55.2%を占め、水稲に加えて後述する麦類、大豆、野菜

などの生産が行われている。農業類型別の生産構造を見ると、野菜、果樹、畜産等では主業農

家の割合が高くなっているが、米麦等の土地利用型農業では、自給的農家など規模の小さな農

家が多くを占めている。一方、県内の水稲作付農業者のうち、水稲を 1 ha 以上作付けしている

農業者数の割合は 16%ながら、面積割合ではその農業者が水稲全面積の 50%を担っており、こ

の割合は増加傾向にある（埼玉県水田フル活用ビジョン12）。 

 

 

B) 野菜 

埼玉県における野菜の生産量および作付面積の推移を図 2.1.4-5 に示す。埼玉県では、野菜の

生産量、作付面積のうち葉茎菜類が占める割合が大きい。 

 

図 2.1.4-5 埼玉県における野菜の生産量・作付面積の推移 
出典：農林水産省作物統計（http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html）より PCKK 作

成。 

果実的野菜はいちご、メロン、すいかの合計。果菜類はきゅうり、かぼちゃ、なす、トマト、ピーマン、スイートコーン、

さやいんげん、さやえんどう、そらまめ、えだまめの合計。葉茎菜類ははくさい、こまつな、キャベツ、ちんげんさい、ほ

うれんそう、ふき、みつば、しゅんぎく、みずな、セルリー、アスパラガス、カリフラワー、ブロッコリー、レタス、ねぎ、

にら、たまねぎ、にんにくの合計。根菜類はだいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、れんこん、ばれいしょ、さといも、やま

のいも、ながいもの合計。葉茎菜類 8 品目（こまつな、ちんげんさい、ふき、みつば、アスパラガス、しゅんぎく、にら及

びにんにく）、果菜類 1 品目（そらまめ）が平成 14 年産から、葉茎菜類 1 品目（みずな）が平成 22 年産から追加されている。 

 

埼玉県では、平成 25 年次に、コマツナの生産量が全国 1 位、ネギ、ホウレンソウ、カブの生

産量が全国 2 位、サトイモ、キュウリ、ブロッコリーの生産量が全国 3 位となっている。埼玉

県の平成 25 年産の主要野菜作付面積は、ネギが 2,420ha、ブロッコリーが 1,270ha、サトイモが

                                                        

12 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/suidennogyo/documents/630975.pdf 
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801ha で、24 年に比べてそれぞれ 10ha（0.4％）、10ha(0.8％)、２ha(0.3％)増加し、ホウレンソウ

が 2,140ha、コマツナが 913ha で、それぞれ 60ha（2.7％）、40ha(4.2％)減少している。（農林水

産省「埼玉県の農林業」（平成 27 年 6 月））。 

 
図 2.1.4-6 埼玉県における主要野菜の作付面積の推移（作付面積上位 5品目） 

出典：農林水産省「埼玉県の農林業」（平成 27 年 6 月） 

 

埼玉県の平成 25 年産花きの出荷量では、ユリとパンジーが全国 1 位、洋ラン類（切り花）が

全国 3 位、洋ラン類（鉢もの）と花木類が全国 4 位となっている（農林水産省「埼玉県の農林

業」（平成 27 年 6 月））。県内の主産地としては、切花は深谷市、鉢物は鴻巣市、植木は川口市

やさいたま市などである（埼玉県の花植木について13）。 

埼玉県の平成 26 年産茶の栽培面積は 899 ha で全国 9 位、平成 25 年の産出額は生葉と荒茶の

合計で 13 億円であった。茶の生産地を図 2.1.4-7 に示す。 

 

図 2.1.4-7 埼玉県のお茶の生産地 

出典：埼玉県ウェブサイト「埼玉のお茶の生産地」 ( https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/sayamachanoomonasanchi.html） 

                                                        

13 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/saitamahanaueki/index.html 
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C) 果樹（埼玉県ウェブサイト「埼玉県の果樹について」14より） 

平成 24 年における埼玉県の果樹の栽培面積は約 2,186 ha、産出額は 68 億円（全国第 31 位）

で、農業産出額の約 3.4 %を占めている。 

埼玉県の自然条件は落葉果樹の栽培に適しており、特に基幹果樹であるナシは、生産量で全

国第 11 位（平成 24 年）である。また、埼玉県の果樹の中で最大の栽培面積を有するクリは、

県東部の水田地帯を除いたほぼ全域で栽培され、生産量は全国第 5 位（平成 24 年）となってお

り、ブドウは産地直売や観光農業の主力果樹として定着している。そのほか、地域の気候、風

土に適したウメ、ユズなどの特産的な産地も古くから成立しており、それぞれの地域において、

果樹は農業経営の重要な一翼を担っている（図 2.1.4-8）。 

 

図 2.1.4-8 埼玉県の果樹生産量・作付面積の推移 
出典：農林水産省作物統計（http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html）より PCKK 作成。 

「埼玉県の果樹について」で挙げられている「埼玉県の主要な果樹」のうち生産量上位 5 品目を対象にグラフを作成。平

成 5 年以降は、年度により一部の品目で農林水産省作物統計において統計データが確認できない場合があり、できるだけ多

くの品目について統計データが確認できる年度を対象にグラフ化を行った。平成 24 年のカキの生産量データは確認できなか

った。 

 

 

 

                                                        

14 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/909-20091203-61.html 
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表 2.1.4-2 埼玉県の主要な果樹の特徴 

品目 
栽培面積

(ha) 
生産
量(t) 

特徴 

ナシ 471 9,370 

埼玉本県の主力果樹であり、白岡市、久喜市（旧菖蒲町）、蓮
田市を中心とする県東部地域と、神川町、上里町の県北部地域
が主産地。品種別比率では「幸水」が 60％、「豊水」が 22％、
「彩玉」が 8％、「新高」が 7％となっている。 

クリ 699 755 
埼玉県の果樹で栽培面積が最も多く、日高市や東松山市、熊谷
市など、県西部及び北部地域が主産地。 

ブドウ 182 1,510 
埼玉県の観光農業の主力品目で、北足立地域、入間地域及び秩
父地域が主産地です。品種別比率では「巨峰」が 67％、「ヒム
ロッド」が 18％等となっている。 

ウメ 332 818 

県内全域で栽培されているが、県西部の越生町、北部の寄居町
が主産地。品種的には「白加賀」が 84％を占めています。ほと
んどが市場出荷だが、近年、梅干しなどの加工品の流通が増加
している。 

カキ 160 719 
県内全域で広く栽培されている。特に近年では、小鹿野町を中
心とする秩父地域において、特産のあんぽ柿用の「蜂屋」の栽
培面積が増加している。 

ユズ 30 86 
県西部の越生町、毛呂山町が主産地。特に毛呂山町桂木地区の
地名から「桂木ゆず」として知られ、全国の市場で高い評価を
得ている。 

スモモ 52 160 
県中央部及び東部の平坦地等に小規模ながらまとまった産地が
あり、観光果樹園も多くなっている。 

ブルーベ
リー 

68 103 
県西部の狭山市や県北部の美里町、熊谷市が主産地。観光果樹
園も多く、栽培面積も増加している。 

イチジク 16 264 県東部の加須市、県中央部の川島町、県北部の深谷市が主産地。

※栽培面積、生産量の出典：平成 24 年産「果樹生産出荷統計」、平成 23 年産「特産果樹生産動態等調査」 

出典：埼玉県の果樹について（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/909-20091203-61.html）を PCKK が加工 

 

 

D) 麦、大豆、飼料作物等（埼玉県ウェブサイト「埼玉県の麦類について」15、「埼玉県の大豆につい

て」16より） 

埼玉県は麦の主要な生産県となっており生産量 18,800 トンで全国第 8 位（平成 26 年産）で

ある。中でも小麦については、製粉業界等の実需者から安定した品質、産地と工場が近い地理

的な条件などにより高い評価を受けている。県内の主な生産地は県北地域で、水田裏作を中心

とした米と麦の二毛作が行われている（図 2.1.4-9）。 

                                                        

15 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/komemugidaizu/mugi.html 

16 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/komemugidaizu/daizu.html 
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図 2.1.4-9 埼玉県内の小麦の作付面積上位 10 市町  

出典：埼玉県ウェブサイト「埼玉県の麦類について」 

 

 

図 2.1.4-10 埼玉県の麦作付面積の推移 

出典：埼玉県ウェブサイト「埼玉県の麦類について」 

 埼玉県の大豆は、土地利用型農業における輪作作物として、また、水田における重要な転作作

物として生産されてきた。その作付面積は、昭和 55 年頃をピークに、気象の影響を受けやすく作

柄が不安定なことや、収穫、乾燥・調製に労力を要すること、米麦作との作業競合があることな

どから年々減少している（図 2.1.4-11）。一方で消費者の国内産大豆への関心が高まっていること

から、ほ場の団地化や集団栽培により収量の安定や高品質な大豆生産を推進している。 
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図 2.1.4-11 埼玉県の大豆生産量・作付面積の推移 

出典：埼玉県ウェブサイト「埼玉県の大豆について」 

 

E) 畜産 

 埼玉県の畜産分野の農業算出額を図 2.1.4-12 に示す。昭和 55 年以降、畜産分野の農業産出額は

減少傾向にあり、近年では 300 億円前後で横ばいの状態である。平成 24 年度の産出額を見ると、

鶏卵が 102 億円、生乳が 71 億円、豚が 62 億円、肉用牛が 33 億円となっている。 

 なお、平成 26 年の乳用牛飼養戸数は 255 戸、肉用牛飼養戸数は 190 戸、豚飼養戸数は 119 戸、

採卵鶏飼養戸数（種鶏のみの飼養者を除く）は 93 戸であった（農林水産省「埼玉県の農林業」（平

成 27 年 6 月））。 

 

図 2.1.4-12 埼玉県の農業産出額（畜産）の推移 

出典：農林水産省作物統計（http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html）より PCKK 作成。 

鶏にはブロイラーと鶏卵を含む。 
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2）林業 

A) 木材生産（人工林等） 

埼玉県の県土面積は 3,797 ㎢で、国土の 1％に相当する。大別すると、西部が山地、中央部が丘

陵および台地、東部が低地である。森林は 1,213 ㎢で、県土の約 3 分の 1 を占め、県西部の秩父

連山とこれに続く丘陵地、洪積台地に分布しており、東部は少ない。 

埼玉県の森林はスギ、ヒノキ等の針葉樹、およびクヌギ、コナラ等の広葉樹が主体であるが、

一部シラビソ等の亜寒帯系の森林やアラカシ等の暖帯系の森林も存在する。 

山地の地質は肥沃であり木材の成長に適しているため、長い間森林所有者等によってスギ、ヒ

ノキ等の植林が続けられた。現在民有林における人工林率は 53％に達している。特に 300 年余の

伝統を持つ飯能市を中心とした西川林業地域は人工林率 80％に達し、集約的施業による優良材の

生産地として、全国的にも有名である。 

 森林は、木材の生産という経済的な役割のほか、県土の保全、水資源のかん養、保健休養の場

の提供等の公益的な役割を担っており、埼玉県においてはこれら森林の公益的機能評価額は年間

約 4,572 億円と試算される。（埼玉県「森林・林業と統計平成 25 年度版」） 

 
図 2.1.4-13 埼玉県における森林の分布 

 

 

B) 特用林産物（きのこ類等） 

埼玉県で生産量の多い特用林産物の生産量推移を図 2-12 に示す。埼玉県では生シイタケやエノ

キダケといったキノコ類のほか、クリの生産量も多い。 このほかにも、炭、薪、タケノコ、竹

材、桐材などの生産が行われている。（埼玉県「森林・林業と統計平成 25 年度版」） 
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図 2.1.4-14 埼玉県の特用林産物生産量の推移 

出典：埼玉県「森林・林業と統計」より PCKK 作成 

 

3) 水産業 

A) 回遊性魚介類（魚類等の生態） 

埼玉県は内陸県のため省略。 

 

B) 増養殖等 

埼玉県では、主にキンギョ、メダカ、ニシキゴイといった観賞魚の生産が広く行われ、全国的

にも有数な生産県となっている。県の水産試験場では、ギンブナやナマズの人工種苗生産方法の

開発などの研究が行われている。食用魚については、全国に先駆けてナマズやホンモロコの養殖

技術を開発し、休耕田を活用した生産が行われている。ホンモロコについては、生産基準や販売

基準を設け生産に取り組み、「彩のもろこ」のブランド名をつけて出荷している。（埼玉県ウェ

ブページ「養殖業」17） 

 

 

 

（3）水環境・水資源 

1) 水環境 

A) 湖沼・ダム湖 

 埼玉県内の湖沼は、そのほとんどが洪水の調整、発電、水道用水及び農業用水の確保といった

                                                        

17 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/yousyokugyo/index.html 
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目的で作られた人工湖（ダム湖）である。河川法で規定されているダムは、県内に 13 ヶ所存在す

る（表 2.1.4-3）（田中仁志「埼玉県の水環境-湖沼の水質を中心に-」18）。このうち、玉淀湖、円

良田湖、間瀬湖、鎌北湖、宮沢湖の 5 つのダムでは年 2 回（夏季と冬季）、水質調査を実施して

いる。また、天然湖沼では、柴山沼と山ノ神沼において水質調査が行われている（埼玉県「湖沼

の水質調査結果について」19）。表 2.1.4-4 に平成 26 年度の調査結果を抜粋する。 

表 2.1.4-3 埼玉県内のダム湖 

 

出典：田中仁志「埼玉県の水環境－湖沼の水質を中心に－」 

 

表 2.1.4-4 埼玉県における湖沼・ダム湖の水質調査結果 

湖沼名 夏季 COD（mg/L） 冬季 COD（mg/L） 
玉淀湖 1.7 2.1 
円良田湖 4.4 4.7 
間瀬湖 2.8 2.9 
鎌北湖 2.8 1.9 
宮沢湖 3.5 4.4 
伊佐沼 7.5 － 
柴山沼 3.1 3.7 
山ノ神沼 26 20 
別所沼 23 5.8 

出典：平成 26 年度埼玉県湖沼調査結果（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/documents/h26koshokekka.pdf）より一部抜粋 

水道 1 級（ろ過等による簡易な浄水操作を要する水質）の基準は COD<=1mg/L、水道 2,3 級（沈殿ろ過等による通常の浄水操作

等を要する水質）の基準は COD<=3mg/L 

                                                        

18https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/torikumi/yoshi/documents/15228.pdf#search='%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%

8C+%E6%B9%96%E6%B2%BC+%E7%92%B0%E5%A2%83' 

19 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/kosyo.html 
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B) 河川 

 埼玉県を流れる河川は大別して西部山地帯から中央部を通過して東京湾に向かって流れる荒川

水系と、東部の県境を流れる利根川水系の 2 系統に分かれる。両水系は多くの支流を擁し、生活

用水、農業用水、工業用水として利用されている（長田ら「埼玉の水環境」20）。平成 26 年の公

共用水域の水質測定では 44 河川 94 地点において調査が行われ、健康項目21については環境基準を

全て達成している。環境基準の類型（BOD、SS 等の指標を基にした AA～E で分けられる水質の

類型）が指定されている 34 河川 44 水域のうち、38 水域で環境基準を達成しており（表 3-3）、

過去 15 年の推移を見ると環境基準達成率は改善の傾向が見られる（図 3-1）（埼玉県ウェブサイ

ト「平成 26 年度公共用水域の水質測定結果について」22）。 

 

表 2.1.4-5 河川の類型別環境基準（BOD）達成状況 

類型 AA A B C D E 計 

達成状況 2/2 12/14 7/10 15/16 2/2 0/0 38/44 

達成率【水域】（％） 100 86 70 94 100 - 86 

 

 

図 2.1.4-15 環境基準達成率の推移（全国・埼玉県） 

出典：埼玉県ウェブサイト「平成 26 年度公共用水域の水質測定結果について」 

 

 

                                                        

20 https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/center/kokusai/documents/15065.pdf#search=%E5%9F%BC%E7%8E%89%E 

7%9C%8C+%E6%B0%B4%E7%92%B0%E5%A2%83+%E6%B9%96%E6%B2%BC' 

21 カドミウム、全シアンなど全 27 項目（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/documents/h26_joujikansi_siryou3.pdf） 

22 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/koukyouyousuiiki-kekka-h26.html#link2 
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2) 水資源 

A) 水供給（地表水・地下水） 

図 2.1.4-16 に利根川水系と荒川水系のダムや導水路の位置図を示す。表 2.1.4-6 に総給水量に占

める各水源からの給水量の割合を示す。県営水道の水源は全て表流水である。県営浄水場は、荒

川から取水する大久保浄水場及び吉見浄水場、江戸川から取水する庄和浄水場及び新三郷浄水場、

利根川から取水する行田浄水場の 5 浄水場である。（埼玉県「本県の水道の概況（平成 26 年度）」） 

 

図 2.1.4-16 利根川水系・荒川水系の水資源開発現況図 

出典：埼玉県ウェブサイト「県営水道の水源施設の概要」（http://www.pref.saitama.lg.jp/c1304/90d00-03suigen.html） 

 

表 2.1.4-6 各水源からの給水量の割合 

年度 地下水（％） 表流水（％） 県営水道（％） 
昭和 40 年 89.7 10.6 - 

43 年 80.4 9.8 9.8 
45 年 72.6 9.3 18.1 
50 年 45.7 6.7 47.6 
55 年 35.8 4.8 59.4 
60 年 35.1 5.2 59.7 

平成元年 31.6 5.0 63.4 
5 年 25.4 4.5 70.1 

10 年 23 4.4 72.6 
15 年 21.5 4.2 74.3 
20 年 20.3 4.2 75.5 
25 年 22.1 3.0 74.9 

出典：埼玉県ウェブサイト「県営水道の水源施設の概要」（https://www.pref.saitama.lg.jp/b0714/inryosui.html#suigen）と 

「上水道水源別内訳」（http://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/suidou-keikaku/documents/004-8.pdf）より PCKK 作成 
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B) 水需要 

図 2.1.4-17 に埼玉県の一日平均給水量と給水人口の推移を示す。平成 25 年現在の埼玉県の給水

人口は約 700 万人で、一日平均給水量は約 230 万 m3、水道普及率は 99.8%となっている。（埼玉

県「本県の水道の概況（平成 26 年度）」） 

 

図 2.1.4-17 埼玉県における上水道による給水量（棒グラフ）と給水人口の推移 

出典：埼玉県「年度別人口、給水量の推移一覧」より PCKK 作成） 

 

 

（4）自然生態系 

A) 感受性の高い自然生態系の有無 

①多様性に富む植生帯 

埼玉県の地形は標高 50m 以下の低地から 2,000m 以上の山々を有する奥秩父山地まで多様性

に富んでいる。図 2.1.4-18 および図 2.1.4-19 に埼玉県の植生帯を示す。 

暖温帯（標高 400m 以下）では、一年中緑の葉を付けたシイ類やカシ類などの樹木が中心の

照葉樹林となると考えられているが、暖温帯に属する平地や丘陵などは、古くから人々が定住

し、強い人為的影響（開墾、伐採、火入れなど）を受けてきたことから、自然植生は全くと言

ってよいほど見られなくなっている。 

中間温帯（標高 400～800m）では、多湿地や岩石地などの特殊な場所を除くと、常緑針葉樹

のモミやイヌシデなどの夏緑広葉樹を主とした林となるが、低地は、人々の生活域に近いこと

から、丘陵地と同じように古くから人為的な影響を強く受けてきた。このため、現存する森林

も長い間薪炭林として活用されてきたクリ、リョウブ、コナラの若い二次林やスギ、ヒノキ人
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工林が大部分を占め、天然林の名残とも思われるモミの混交林の小規模なものが尾根上や急傾

斜地に見られる程度となっている。 

冷温帯（標高 800～1,600m）でも、伐採やスギ、ヒノキ、カラマツなどの植栽が進み天然林

は奥秩父の一部に見られるのみとなっている。日本の冷温帯を代表する植生はブナ林だが、秩

父山地は降雪が少ないことから、残存する天然林は、イヌブナ、ミズナラなどが優先し、さら

に常緑針葉樹のツガや天然のヒノキを交えたり、沢沿いでは秩父山地に特徴的なシオジの樹林

が発達している。 

亜高山帯（標高 1,600m 以上）は、東京都、山梨県、長野県との県境沿いに連なっている。20

世紀半ば以降、この一体でも大規模な伐採が進み、コメツガ、シラビソなどの常緑針葉樹が優

先する天然林が残っているのは、稜線沿いのごく一部に限られている。 

環境省第 5 回自然環境保全基礎調査によると、埼玉県のブナを含む植生群落の総面積は

6880ha であり、1150m から 1550m までの範囲に全体の群落の約 80％を占めており、埼玉県で

はこの範囲の標高がブナの主要な分布域と考えられる（図 2.1.4-20）。このような植生は気候変

動による気温上昇に対する感受性が高いと考えられ、将来の気候変動による影響が懸念される。

一方で標高が高い地域がブナの適地となる可能性があるが、これらの標高の面積は小さい。シ

ラビソは平均標高約 1900m を中心に分布し（図 2.1.4-21）、その面積は 890ha と少ないが、秩

父多摩甲斐国立公園特別保護地区の原生林を代表する植生である。このような亜高山帯の植生

も気温上昇に対する感受性が高いと考えられる。（「緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影

響, 埼玉県環境科学国際センター, 2008」等より部分引用） 

 

 

図 2.1.4-18 埼玉県の植生帯 

出典： 生物多様性保全県戦略、埼玉県、平成 20 年 3 月 
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図 2.1.4-19 埼玉の森林帯区分 

出典：「幸手環境ナビゲーション」ウェブサイト（https://www.city.satte.lg.jp/kankyou-navi/01toppage/index.htm） 

 
図 2.1.4-20 埼玉県内のブナ分布域 

出典：緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響, 埼玉県環境科学国際センター, 2008 

 
図 2.1.4-21 埼玉県内のシラビソ分布域 

出典：緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響, 埼玉県環境科学国際センター, 2008 
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②人工林 

埼玉県ではスギ等が広く分布している。しかし、特に利根川沿いの地域（前橋市、熊谷市、

および久喜市などの周辺）等で著しい衰退が報告されている（関東平野における樹木衰退の 1999

～2001 年の状況．松本陽介ら. 森林立地学会誌, 森林立地, 44, 53-62. 2002）。人工林に関しては、

気候変動による生育適地の移動などが予想される一方、木材は農産物と比べて収穫スパンが非

常に長く（標準伐期齢：スギ 35 年、ヒノキ 40 年）、農業のように品種改良等による柔軟な対

応策をとることが難しいという特徴がある。 

なお、関東地方のスギについて衰退分布と最も整合性が高かったのは湿度（大気の乾燥）で

あり、降水量が比較的少ない地域では、スギは気温上昇による大気の乾燥化によって著しい水

ストレス状態が継続し、単なる生長抑制から梢端枯れへの「不可逆的な影響」がもたらされた

ものと報告されている。したがって、地球温暖化による気温上昇が続けば、将来、水要求性の

強いスギには更なる大きな影響が及ぶ可能性が高いとされている。（「緊急レポート 地球温暖

化の埼玉県への影響, 埼玉県環境科学国際センター, 2008」等より部分引用） 

③ムサシトミヨ 

ムサシトミヨは、トゲウオ目トゲウオ科トミヨ属に属する体長 3cm～5cm 位の淡水魚であり、

水温 12-20℃の冷たい湧水を水源とする、エビモやオランダガラシが繁茂する細流で生息する。

埼玉県内では、熊谷市のほかに上里町・本庄市・川越市などでも見られた。しかし、開発によ

る川の汚染や湧き水の枯渇などにより、現在では熊谷市の元荒川上流域が世界で唯一の生息地

となった。2011 年 2 月調査の推計生息数は 22,655 尾。ムサシトミヨは、環境省や埼玉県のレッ

ドリストで「絶滅危惧 IA 類」に分類され、絶滅の危機に瀕する希少な魚である。（埼玉県 Web23）

トミヨは一般に湧水が豊富な環境で生息している。一方、湧水の水温は気温と直接連動してお

り、気温の上昇は湧水の水温上昇をまねくことが知られている。このため地球温暖化による生

息環境の変化等の影響が指摘されている。（「トミヨ属雄物型：きわめて限定された生息地で湧

水に支えられる遺存種の命運」、杉山秀樹、森誠一、魚類学雑誌 56(2): 171–175, 2009 より） 

 

B) 自然生態系を劣化させる要因の有無 

①森林の荒廃 

埼玉県は、森林が県土の 3 分の 1 を占め、その面積は 12 万 3 千ヘクタールとなっている。森

林面積の約半分の 6 万ヘクタールは、スギ、ヒノキなどの人工林、残りは、アカマツやクヌギ、

コナラなどの天然林である。森林の公益的機能（水源涵養機能、土砂流出防止機能、保健休養

機能等）を維持していくためには、森林を適切に保全・管理しなければならないが、人工林の

5 分の 1 に相当する１万２千ヘクタールの森林は、植林後、一度も間伐が実施されないなど、

近年、手入れの行き届かない森林が多く見られる。その主な原因は、林業の収益性の悪化や林

                                                        

23 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/sub-tayouseihozen/musasitomiyo-top.html 



 111

業就業者の減少および高齢化である。このような状況下で埼玉県の森林の荒廃が進んでいる。

（埼玉県みどりの環境税制を検討する委員会報告書（平成 17 年 3 月）より） 

②野生生物の絶滅およびそのおそれの要因 

埼玉県では、多くの種類の野生生物が絶滅したり、絶滅のおそれが高まっている理由として

は、次のようなことが指摘されている（生物多様性保全県戦略、埼玉県、平成 20 年 3 月）。 

・森林、沼などの減少 

・緑地の分断による生息地の狭小化 

・天然林の伐採や人工林化 

・湿田が減少したことによる住みかや餌場の減少 

・河川や沼、農業用水路の改修による環境の単純化や生息・生育環境の喪失 

・河川や沼への排水による水質汚濁、化学物質や農薬の流入 

・野生生物の採取、踏みつけ 

・森林や草地の管理不足 

・緑地の狭小化や道路舗装の影響等による周辺環境の変化 

・夜間照明による昆虫類の誘引 

 

 

（5）自然災害・沿岸域 

 A) 気象に関する特性 

埼玉県の気候は典型的な太平洋側気候で次のような特徴を持つ。冬は著しく乾燥し、朝晩の

冷えこみが強く、晴天が多い。また北西の風が強く吹く。一方、夏はむし暑く、雷雨が多い。

また南東の季節風は弱くなる。四季の変化は規則正しく明瞭で、1 年間の平均気温は 15℃、降

水量は 1,300mm ぐらいで生活には概ね好適であるが、台風、雷雨などによる気象災害が毎年起

こっている。6 月から 7 月初めにかけての梅雨と、9 月から 10 月初めにかけての秋雨の時期に

は特に雨が多い。また 9 月には台風が来襲しやすく、1 日に 300mm の大雨をもたらすこともあ

る。 

埼玉県全体の気温分布を見ると、地形の影響のため一年を通じて東部が高く、西部に行くに

したがって低くなる。これに対し降水量の分布様式は、冬と夏でかなり異なる。すなわち冬期

は北西部に少なく南東部に向かうほど多くなるのに対して、夏期は東部が少なく西部へ行くほ

ど増加の傾向が見られる。また、平野部と内陸部で大きく異なる。平野部の冬は、晴天が続き

雨が少ない。特に、北部は群馬・栃木県の南部とともに、１月の降水量が我が国で最も少ない

地域のひとつである。しかも、強い季節風が空っ風となって吹くため、空気は乾燥し、風塵が
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著しい。一方、内陸部では海風の影響を受けないので、気温の日較差は四季を通じて、かなり

大きい。特に、冬と春の日較差は、秩父盆地や関東山地の山麓では 15℃以上に達する。冬は早

朝の冷え込みが強く、土質とも関連して霜柱が良く発達する。春には時々早朝の気温が著しく

下がり、霜害が起こることもある。盛夏は太平洋高気圧に覆われて晴天が続き、昼間の気温が

上昇して、関東地方ばかりでなく全国的に見ても指折りの高温地域になる。 

降水量に関しては、秩父地方が特徴的である。秩父地方における雨は夏から秋にかけて多い。

特に太平洋側を台風が通過する場合には非常に多量の雨が降る。また、夏は雷雨の発生数が関

東地方では群馬県の北・西部についで多く、全国でも屈指の雷雨発生地域である。特に、初夏

には雹（ひょう）害を伴うことが珍しくない。この地域の降水量のかなりの部分は、雷雨によ

ってもたらされる。 

地方別の気象特性は以下のとおりである。 

・南部 

冬の北西の季節風は比較的弱いが、日本海を発達した低気圧が通るときに南の風が強まる。

朝の冷え込みは比較的弱いため、冬においても、県内では暖かい地域といえる。霜の降りる期

間も短い。南の地域ほど海の影響を受けやすく、台風などの時には塩害を受けることもある。

山沿いでは冬の夜間の冷え込みが強く最低気温が－10℃ぐらいに下がることもある。 

・北部 

夏と冬の気温が県内で高い地域にある。最高気温は熊谷で 40.9℃を記録している（2007 年 8

月 16 日）。雷雨が多く突風が吹きやすく、また降雹の多い地域でもある。雨量は県内で比較的

少ない。冬の季節風が強まると、県内で最も風の強い地域となる。山沿いでは夜間の冷え込み

が強く晩霜の害を受けやすい。 

・秩父地方 

県内では気温が低い地域で、降霜や結氷の期間が比較的長い。盆地では冬期に夜間の冷え込

みが強く、1 月の平均最低気温は－4．2℃であり、最低記録としては－15．8℃を記録している。

気温の日較差が大きい。風は一般に弱いが、台風接近時には瞬間的に強い風が吹く。雨量は 8

月に最も多く、雷雨が多い。県内では雨の多い地域となっている。また、放射霧による濃霧の

発生が多い。 

（埼玉県地域防災計画、埼玉県防災会議、平成 26 年 12 月より） 

 

B) 災害に弱い地域・集団の実態 

①高齢単身世帯の増加 

平成 22 年 10 月 1 日現在、一般世帯の総世帯数 2,837,542 世帯のうち、高齢単身世帯（65 歳

以上）は、204,212 世帯で、全体の 7.2％を占めている。全国の割合（9.2％）と比較すると、2 ポ

イント低く、男女別でみると、女性単身世帯（131,343 世帯）は男性（72,869 世帯）の約 1.8 倍
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となっている（図 2.1.4-22）。一方、高齢単身世帯割合の分布から、県の西部（秩父市、小鹿野

町等）ほど高齢単身世帯の割合が高い（図 2.1.4-23）。 

 

 

図 2.1.4-22 高齢単身世帯数の推移（男女別、県全体） 

出典：統計からみた埼玉県市町村のすがた 2015 

 

図 2.1.4-23 高齢単身世帯割合の分布（高齢単身世帯：一般世帯のうち、65 歳以上一人のみ

の世帯） 

出典：統計からみた埼玉県市町村のすがた 2015 

 

 

C) 災害対策の進捗度 

①災害発生状況 

埼玉県の平成 25 年の自然災害による被害総額は神奈川県、佐賀県に次いで少ない 4 億 8,171

万円で、全国第 45 位だった。また、3 年連続で河川被害発生箇所が無かった。「近年の都道府
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県別土砂災害発生状況」によると、平成 25 年に発生した土砂災害は 1 件であり、平成 17 年以

降の土砂災害発生件数は 21 件で、全国最少である。 
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図 2.1.4-24 埼玉県内における土砂災害発生状況の推移 

出典：近年の都道府県別土砂災害発生状況、国土交通省（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/）より PCKK 作成 

 

②防災施設整備状況 

県では消防防災体制の整備、大規模地震対策、治水対策、治山対策を継続的に行うとともに

防災意識の高揚のため、防災学習センターを鴻巣市に設置した。さらに市町村の災害応急活動

を支援するために越谷、新座、秩父、中央、熊谷の防災基地を整備した。また、防災無線施設

を全市町村に整備している。近年都市化の進展に伴う低地への住宅の進出と農地や林地への宅

地化などによる自然の洪水調整能力の低下により、水害発生の危険性は増加しており、そのた

め、浸水被害の軽減を図るために河川改修を行なうとともに、調整池、排水機場の整備なども

複合して行っている。また、増大する水需要に応えるとともに河川の治水機能の向上のため、

荒川水系に合角ダム、浦山ダム、滝沢ダム、荒川調整池が建設された。治山対策としては、地

すべり、土砂災害対策を進めるとともに砂防ダムを整備する。（埼玉県地域防災計画、埼玉県防

災会議、平成 26 年 12 月） 

 

 

（6）健康 

A) 影響を受けやすい集団の実態 

①熱ストレスによる死亡リスクの増加 

通常、高温による死亡といえば熱中症が考えられるが、循環器・呼吸器に疾病を持つ患者や、

循環系・呼吸系の機能が低下した高齢者の場合は、熱中症に至る前に熱ストレスなどによる循
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環不全や持病の悪化など熱中症以外の他の死因、例えば循環器疾患・呼吸器疾患が報告される

可能性が高い。このような人々は、いわば「気候変動に対する健康面での感受性が高い集団」

であり、軽微な熱ストレスで死亡に至ることが懸念されるが、一方で、死因としては循環器疾

患・呼吸器疾患名が報告される可能性が高い。 

②高齢化の進展 

埼玉県全体の老年人口は 1,653,910 人で、総人口に占める割合は 22.7％である（平成 26 年１

月１日現在）。国勢調査でみると、全国平均と比べ低く推移しているが、30 年間で 3 倍以上に

増えている。埼玉県の年齢 3 区分別人口構成比の推移を図 2.1.4-25 に示す。平成 22 年の老年人

口割合は 20.4％（1,464,860 人）で、大正 9 年の第 1 回調査以来初めて 20％を超え、全国第 43

位である。平成 17 年に比べて 4.0 ポイント上昇しており、この上昇率全国で最高である。75 歳

以上の人口が総人口に占める割合は 8.2％（586,882 人）であるが、全国第 47 位で最も低い割合

である。（統計からみた埼玉県のすがた 2015 より） 

一方、老年人口割合の分布（図 2.1.4-26）から、県の西部ほど老年人口の割合が高い。 

 

 

図 2.1.4-25 年齢 3区分別人口構成比（各年 10 月１日現在） 

出典：統計からみた埼玉県のすがた 2015 
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図 2.1.4-26 老年人口割合の分布（老年人口割合：総人口のうち、65 歳以上人口の割合） 

出典：統計からみた埼玉県市町村のすがた 2015 

 

B) 光化学オキシダント等の大気汚染 
埼玉県は地理的地形的な要因もあって、日本で最も Ox による汚染が甚大な地域であり、環

境基準の達成率も観測以来継続して 0％である。したがって、温暖化による光化学大気汚染へ

の影響には注目しなければならない（緊急レポート 地球温暖化の埼玉県への影響, 埼玉県環境

科学国際センター, 2008）。図 2.1.4-27 に示すように、光化学スモッグの注意報・警報発令日数

は全国都道府県でこの 10 年間に 4 回 1 位となっている。また、県内の一般環境測定局の測定結

果から、県内の光化学オキシダント濃度は増加傾向にある（図 2.1.4-28）。 
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図 2.1.4-27 光化学スモッグ注意報・警報発令日数の推移（「順位」は全都道府県中の順位） 

出典：埼玉県環境基本計画、平成 24 年 7 月より PCKK 作成 
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図 2.1.4-28 光化学オキシダント最高濃度の平均値の推移 

出典：埼玉県環境基本計画、平成 24 年 7 月 

 

C) 熱中症の実態・推移 
内陸に位置する埼玉県は、特に夏季にヒートアイランド現象やフェーン現象により、非常に

高温になりやすい特徴があり、2007 年 8 月 16 日に熊谷市では 40.9℃を記録している。なお、

熊谷市における最高気温 38℃以上および 35℃以上の日数は、年々増加傾向にある（図 2.1.4-29）。

このような状況で、毎年、多くの人々が熱中症により救急搬送されている（図 2.1.4-30）。 

 

 

図 2.1.4-29 熊谷における最高気温 35℃以上および 38℃以上の日数の推移 

出典：熊谷地方気象台ウェブサイト
24 

                                                        

24 http://www.jma-net.go.jp/kumagaya/kikou/heat_data.html 
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図 2.1.4-30 埼玉県内における熱中症による救急搬送状況（2008〜2009：7-9 月、2010〜

2011：6-9 月、2012：5-9 月、2013-2014：5-10 月） 

出典：埼玉県内における熱中症による救急搬送状況（危機管理防災部消防防災課）より PCKK 作成 

 

 

（7）産業・経済活動 

 1) 製造業 

 埼玉県内には約 24 万の事業所が存在し、このうち 99%が中小企業、約 2 万 9 千の事業所が

製造業である（埼玉県ウェブサイト「多種多様で優れた製造業が集積」25）。図 2.1.4-31 に製造

品出荷額の推移、図 2.1.4-32 に製造品出荷額の構成比を示す。構成比を見ると、「輸送用機器」

の 17.8%（2 兆 1949 億円）がもっとも大きく、以下「食料品」の 12.9%（1 兆 5925 億円）、「化

学」の 12.5%（1 兆 5426 億円）の順となっている（埼玉県「工業統計調査結果報告（速報）」）。 

図 2.1.4-31 製造品出荷額等・付加価値額の推移 

出典：埼玉県「工業統計調査結果報告（速報）（平成 27 年）」 

                                                        

25 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0804/documents/5_6p.pdf 
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図 2.1.4-32 産業中分類別の製造品出荷額等構成比 

出典：埼玉県「工業統計調査結果報告（速報）」 

2) エネルギー 

A) エネルギー需給 

埼玉県温室効果ガス排出量推計報告書（2013 年度）によると、2013 年度の埼玉県における部

門別のエネルギー消費量は、産業部門で 142,966TJ、業務部門で 62,228TJ、家庭部門で 95,715TJ、

運輸部門で 145,764TJ となっており、運輸部門、産業部門での消費量が多い。図 2.1.4-33 に 1990

年度、2005 年度、2013 年度における全エネルギー消費量に占める各部門のエネルギー消費量の

割合を示す。燃料種別で見ると、2013 年度のエネルギー消費量は燃料油が 198,786TJ、電力が

118,325TJ、都市ガス・LPG が 98,909TJ となっている。図 2.1.4-34 に全エネルギー消費量に占め

る燃料種別のエネルギー消費量の割合を示す。 

図 2.1.4-33 埼玉県の部門別エネルギー消費量の構成 

出典：埼玉県温室効果ガス排出量推計報告書（2013 年度） 
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図 2.1.4-34 埼玉県の燃料種別エネルギー消費量の構成 

出典：埼玉県温室効果ガス排出量推計報告書（2013 年度） 

 

3) 商業（埼玉県「統計からみた埼玉県のすがた 2015 年版」より） 

埼玉県における平成23年の年間商品販売額は14兆528億円（全国7位）で、このうち卸売業の販

売額が8兆5,234億円、小売業が5兆5,294億円となっている。図2.1.4-35に卸売業と小売業の産業小

分類別の構成比を示す。卸売業は「食料・飲料」が1兆5,818億円と最も多く、次いで「医薬品・

化粧品等」が1兆1,149億円、「農畜産物・水産物」が6,574億円となっている。小売業では、「各

種食料品」が9,062億円と最も多く、次いで「その他の飲食料品」が6,043億円、「自動車」が6,032

億円、「百貨店・総合スーパー」が4,986億円である。 

 卸売業・小売業に分類される事業所数、従業者数はそれぞれ57,812事業所、523,537人で、産業

大分類別に見てそれぞれ最も多くの事業者数、従業者数となっている（図2.1.4-36）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.4-35 年間商品販売額の産業小分類別構成比（平成 23 年） 

出典：埼玉県「統計からみた埼玉県のすがた 2015 年版」 
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図 2.1.4-36 産業大分類別民営事業所数、従業者数構成比（平成 24 年 2 月） 

出典：埼玉県「統計からみた埼玉県のすがた 2015 年版」 

 

4) 金融 

平成 18 年に行われた事業所・企業統計調査によると、平成 18 年 10 月時点の埼玉県内の金融・

保険業に分類される事業所の数は 2,963 で、全事業所数の約 1.2%となっている（埼玉県「平成

18 年事業所・企業統計調査」26）。また、平成 24 年の就業構造基本調査によると、埼玉県にお

ける金融・保険業の従業者数は 103,300 人で、総数に占める割合は約 2.8%となっている（平成

24 年就業構造基本調査27）。 

 

4) 観光業 

平成 18 年に行われた事業所・企業統計調査によると、平成 18 年 10 月時点の埼玉県内の宿泊

業に分類される事業所の数は 30,846 で、全事業所数の約 12.1%となっている（埼玉県「平成 18

年事業所・企業統計調査」28）。また、平成 24 年の就業構造基本調査によると、埼玉県における

宿泊業、飲食サービス業の従業者数は 212,700 人で、総数に占める割合は約 5.7%となっている

（平成 24 年就業構造基本調査29）。 

平成 26 年に埼玉県が実施した観光入込客統計調査の結果を表 2.1.4-7 に抜粋する。総観光客

                                                        
26 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/a094/904-20100107-318.html 
27http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&tclassID=000001048304&cycleCode=0&requestSen
der=search 
28 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/a094/904-20100107-318.html 
29http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&tclassID=000001048304&cycleCode=0&requestSen
der=search 
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数に占める外国人観光客数は約 1.75%となっている。図 2.1.4-37 には都道府県別の宿泊・日帰り

観光客の割合を示す。埼玉県は全国的にみて宿泊での観光客の割合が極端に低いことが特徴で

ある。埼玉県の「観光づくり基本計画」では観光に関する埼玉県の強みとして、東京都心から

のアクセスのよさ、田園風景や里山の存在、本拠地を埼玉に置くプロスポーツチームの存在な

どを挙げている。一方、弱みとしては、海や温泉地などの観光資源が少ない点、日帰り観光客

が中心で宿泊施設の数が少ない点などを挙げている（埼玉県「観光づくり基本計画」）。 

 

表 2.1.4-7 埼玉県の観光入込客数（千人回） 

宿泊 ⽇帰り 宿泊 ⽇帰り 宿泊 ⽇帰り
1〜3⽉ 73 16,106 135 8,243 3 4
4〜6⽉ 95 15,073 181 7,309 7 78
7〜9⽉ 117 14,515 185 8,966 3 17
10〜12
⽉

117 13,502 200 6,791 3 11

年計 402 59,196 701 31,309 16 109
総合計

観光⽬的

91,608 161

⽇本⼈ 観光⽬的 訪⽇外国⼈
県内 県外

 

出典：埼玉県「観光客入込客統計調査結果」（http://www.pref.saitama.lg.jp/a0806/kankoutoukei2.html） 
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図 2.1.4-37 平成 23 年度都道府県別・観光入込客の宿泊・日帰りの割合 

出典：埼玉県「観光づくり基本計画」 

 

5) 建設業 

平成 18 年に行われた事業所・企業統計調査によると、平成 18 年 10 月時点の埼玉県内の金建

設業に分類される事業所の数は 26,779 で、全事業所数の約 10.5%となっている（埼玉県「平成

18 年事業所・企業統計調査」30）。また、平成 24 年の就業構造基本調査によると、埼玉県にお

ける金融・保険業の従業者数は 272,500 人で、総数に占める割合は約 7.3%となっている（平成

                                                        

30 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/a094/904-20100107-318.html 
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24 年就業構造基本調査31）。 

 

6) 医療（埼玉県「統計からみた埼玉県のすがた 2015 年版」より） 

埼玉県における平成 25 年 10 月 1 日時点の病院数は 342（一般病院 292、精神科病院 50）施

設（全国 6 位）、病床数は 61833 床（同 8 位）となっている。一般診療所の数は 4,149、施設、

病床数は 3,336 床、歯科診療所の数は 3,489 施設である。 医療従事者の推移を図 2.1.4-38 に示

す。平成 24 年 12 月 31 日時点の医師数は 11,143 人（全国 8 位）、歯科医師数は 5,064 人、看護

指数は 38,109 人（全国 8 位）となっている。 

 医療費を見ると医療費、国民健康保険の支給件数は増加傾向にある（図 2.1.4-39）。平成 23

年度における埼玉県の一人当たりの国民医療費は約 26 万円で、全国で 2 番目に少額であった。 

図 2.1.4-38 医療従事者数の推移（各年 12 月 31 日時点） 

出典：埼玉県「統計からみた埼玉県のすがた 2015 年版」 

図 2.1.4-39 医療従事者数の推移（各年 12 月 31 日時点） 

出典：埼玉県「統計からみた埼玉県のすがた 2015 年版」 

                                                        

31http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&tclassID=000001048304&cycleCode=0&requestSen

der=search 
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7) その他（海外影響等） 

帝国バデータバンクが行った調査によると、埼玉県内の企業の 23.3%が直接・間接のいずれ

かで海外に進出しており、小売、製造、不動産の業種で海外進出率が高いとしている（図 2.1.4-40）。

直接進出している企業の具体的内容は、現地法人の設立、生産拠点、販売拠点の順で多い。直

接進出企業のうち、中国に進出している企業は 63％に達し、中国進出で重視する点は、生産拠

点としてが 47.8%に達し、販売先としては 15.2%にとどまる。 

今後の進出先として最も重視する国・地域を調査した結果、生産拠点はベトナム、販売先は

中国がトップとなり、上位 10 カ国はアメリカを除き全てアジア諸国が占めている（表 2.1.4-8）。 

 

図 2.1.4-40 海外への進出状況 

出典：帝国データバンク「海外進出に関する埼玉県内企業の意識調査」 

 

表 2.1.4-8 生産拠点・販売先として重視する上位 10 カ国・地域 
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（8）国民生活・都市生活 

1) 都市インフラ・ライフライン等 

A) 水道、交通等 

 埼玉県では昭和53年に、それまで運用されていた中央第一水道用水供給事業、東部第一水道用

水供給事業、西部第一水道供給事業が統合され、広域第一水道用水供給事業が開始された。その

後、県中央北部地域への水需要の増大に対応し、広域第二水道用水事業が開始された。平成3年に

これらの事業が統合され、埼玉県水道用水事業が開始され、現在に至っている。給水事業におけ

る施設能力と総水量の変化を図2.1.4-41に、現在の送水管の分布を図2.1.4-42に示す（埼玉県営水道

長期ビジョン）。 

 現在、埼玉県内ではJR線（9路線）、東武線（5路線）、西武線（5路線）、秩父鉄道、東京地下

鉄（1路線）、埼玉新都市交通、埼玉高速鉄道、つくばエクスプレスの計24路線が運行している（埼

玉県「県内既設線の路線一覧」）。県内の駅の利用者数は、大宮が最も多く1日あたり490,958人、

次いで浦和駅の168,460人、和光市駅の164,413人となっている（埼玉県「県内駅・利用者数ランキ

ング」）。  

 

 

図 2.1.4-41 施設能力と送水量の推移 

出典：埼玉県営水道長期ビジョン 
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図 2.1.4-42 送水管と浄水場の位置 

出典：埼玉県営水道長期ビジョン 

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 

 埼玉県には国指定等文化財、県指定文化財、市町村指定文化財となっている祭り、民族芸能、

伝統行事が100近くある。国指定等文化財のものでは「岩槻の古式土俵入り」や「川越まつり」、

「東松山上岡観音の絵馬市の習俗」、「脚折雨乞」の計4つがあり、県指定文化財のものは7つあ

る（埼玉県ウェブサイト「祭り・民俗芸能・伝統行事の紹介」）。 

 埼玉県のサクラの開花日は平年3月29日、かえでの紅葉日は平年11月26日である。さくらの開花

日は早まる傾向にあり、かえでの紅葉日は遅くなる傾向にある（気候変化レポート2012-関東甲

信・北陸・東海地方-）。埼玉県におけるサクラの名所としては、大宮公園、岩槻城址公園など、

紅葉スポットとしては長瀞、中津峡、秩父湖などが有名である。 

 埼玉県の地場産業として、埼玉県広域で生産されている埼玉漬物、埼玉醤油、埼玉家具などが

挙げられる。図2.1.4-43に地場産業の産地図を示す。



 128

 

図 2.1.4-43 埼玉県における地場産業の産地の立地状況 

出典：埼玉県ウェブサイト「さいたまの地場産業」 

 

3) その他 

暑熱に関する情報は「（5）健康」の章を参照のこと。 
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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 

 今年度の埼玉県への支援では本項目は該当しない。 

 

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 

 埼玉県地球温暖化対策推進委員会適応策専門部会作業部会（2015 年 9 月 10 日）に、影響の現

在の状況の情報を PPT で整理して提供した。PPT 資料は 9 月 10 日以降にも情報を追加している。

最終更新版（2015 年 12 月 7 日更新）を資料編に示す。 

 

(2) その他 

  今年度の埼玉県への支援では本項目は該当しない。 
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2.3. その他 

気候変動影響評価、適応策検討等の支援にあたり、その他に実施した支援（庁内調整の支援、

有識者の紹介等、事例の提供）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 
日時 支援内容 備考 

平成 27 年 8 月中旬～9
月上旬 

埼玉県地球温暖化対策推進委員会適応策専門部会作
業部会（2015 年 9 月 10 日）に、影響の現在の状況の
情報を PPT で整理して提供した。。 

PPT 資料は 9 月 10
日以降にも情報を
追加している。最終
更新版（2015 年 12
月 7 日更新）を資料
編に示す。 

 

2.3.2. 有識者の紹介等 

  今年度の埼玉県への支援では本項目は該当しない。 

 

2.3.3. 事例等の提供 

気候変動影響評価・適応策検討に資する事例等として、以下を提供した。 

 

表 2.3.3-1 提供した事例等（時系列） 
No. 項目（提供時期） 内容 備考 

1-1 11 自治体の取組状況（7 月） 
本支援事業の対象となった 11 自治体の取組状
況を一覧に整理して共有した。 

 

1-2 
文部科学省創生プログラムの
資料（7 月） 

文部科学省創生プログラム「水災害分野におけ
る気候変動による影響と適応に関するシンポ
ジウム」（2015 年 5 月 29 日、於：国立オリン
ピック記念青少年総合センター）の要旨集を提
供した。 

 

1-3 
海外の自治体の適応計画の事
例（7 月） 

ロンドン、ニューヨークの適応計画の概要情報
を提供した。 

 

1-4 
海外の国の適応計画の事例（7
月） 

英国、米国、ドイツ、韓国の適応計画の概要情
報を提供した。 

 

1-5 
国内関係府省の適応計画、適応
の考え方（7 月、9 月） 

農林水産省気候変動適応計画、国土交通省の適
応に関する委員会資料等、環境省の水質や生物
多様性の分野の適応に関する委員会資料等に
ついて、概要を整理して提供した。 
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No. 項目（提供時期） 内容 備考 

1-6 

国内外での気候変動影響評価
事例及びその評価基準の事例、 
国内外での気候変動影響評価
での脆弱性評価の事例 

英国や環境省環境研究総合推進費 S-8 での気候
変動影響評価事例や評価基準の事例、および英
国、S-8 や国土強靭化計画での脆弱性評価の事
例を整理して提供した。 

 

1-7 
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） 
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3. 今後の課題 

埼玉県では、県の地球温暖化対策実行計画である「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 

改訂版」を平成 27 年 5 月に公表し、その「第 8 章 地球温暖化への適応策」において、埼玉県へ

の気候変動の影響、適応策の方向性、適応策の進め方や推進体制を位置づけている。 

研究面では、埼玉県環境科学国際センターと適応を含めた気候変動対策について密な連携体制

を築いている。庁内での適応の検討では、地球温暖化対策推進委員会の下に、温暖化対策課を事

務局とする適応策専門部会およびその作業部会を設置している。部会では、適応に関する情報の

共有および各課が把握している影響に関する情報や適応に資する既存の計画等を共有し、県の対

応状況を分野ごとに明確にするとともに、短・中長期の取組みの方向性と今後の検討課題をとり

まとめている。 

このように、埼玉県は適応に対して積極的な取組みを進めており、他の自治体の一歩先を行く

「適応の先進県」であると言える。今後は、上述したようなこれまでの取組みを継続していくこ

とに加えて、短期的取組みの着実な遂行や、中長期的取組みの計画的実施、モニタリング体制の

構築と適応策の進捗管理について検討を進めていくことが重要となる。 

一方で、適応への県の取組みについて、市町村との連携や県民への普及啓発が課題となってい

る。また、適応に資する既存の計画や施策は、必ずしも気候変動の影響の表れやすさ（脆弱性）

を加味したものではないため、県内地域の脆弱性に関する基礎情報の把握が重要となる。 

以上を踏まえ、埼玉県における次年度以降の主な課題としては以下が挙げられる。 

 政府適応計画の適応策と埼玉県の既存施策の比較分析 

政府適応計画の適応策と埼玉県の既存施策とを比較できる一覧に整理し、埼玉県で既に取

組んでいる部分、不足する部分などを分析する。 

 適応の進捗管理体制の検討 

どのように「県内の気候変動の影響に関する最新情報を吸上げ、情報を各部課へとフィー

ドバックし、目指すべき県のすがたを見据え適応の方向性を必要に応じて見直していくの

か」といった適応の進捗管理体制を構築することで、後悔しない（No-regret）適応32を進め

ることができる。これには、作業部会を、温暖化対策課から情報を提供することに加えて、

各課からも気候に関連する被害や災害などの情報を定期的に共有する場として活用してい

くことが一つの手段である。 

 市町村への普及啓発と地域の特徴の把握 

気候変動の影響は各地域の自然、社会、経済的条件により異なるため、地域との連携が重

要である。そのため、県が進める適応策について市町村への普及啓発を行うと共に、地域

レベルで気候変動に対して懸念される事項や地域での過去の被害、災害事例などの聞き取

り調査やアンケートなどを行うことで地域の実態・実感に即した情報（地域住民が実感し

                                                        
32 「後悔しない適応」とは、短期的対策とともに将来の気候変動の程度に関わらず社会経済的便益を得られる適

応を意味している。（参考：気候変動適応の方向性（2010 年）,p.32） 
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ている気候変動や気象災害に対する脆弱性に関する情報）を収集し、これらの情報にも根

ざした適応を促進することで、県民との共通認識を得た強靭な社会を築くことができる。 

 

なお、上記の過程では、平行して、庁内関係部局とさらに適応についての認識共有と連携を深

めていくことが重要になる。これには作業部会の場を活用した情報交換・勉強会を更に有効に活

用していくことが考えられる。また、普及啓発活動を熊谷地方気象台と協同で実施するなど、気

象台との連携の強化も重要である。 
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