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１１  はじめに 

（1）地球温暖化のしくみ                                     

現在、地球の平均気温は 14℃前後ですが、もし大気中に水蒸気、二酸化炭素、メ

タンなどの温室効果ガスがなければ、マイナス 19℃くらいになると言われています。

太陽から地球に降り注ぐ光は、地球の大気を素通りして地面を暖め、その地表から

放射される熱を温室効果ガスが吸収し大気を暖めているからです。 

   近年、産業活動が活発になり、二酸化炭素、メタン、さらにはフロン類などの温

室効果ガスが大量に排出されて大気中の濃度が高まり熱の吸収が増えた結果、気温

が上昇し始めています。これが地球温暖化です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）大気中の温室効果ガスの濃度                         

 温室効果ガス別の地球温暖化への寄与度は、二酸化炭素 60％、メタン 20％、一

酸化二窒素 6％、オゾン層破壊物質でもあるフロン類(CFCs、HCFCs)とハロン 14％、

その他(HFCs、PFCs、SF6 など)0.5％以下となっており、石油や石炭など化石燃料

の燃焼などによって排出される二酸化炭素が温暖化の最大の原因と言われています。 

この二酸化炭素濃度は、温室効果ガス世界資料センター（WDCGG）の解析によ

ると、産業革命以前である 1750 年頃の約 278ppm に比べて、2016 年の平均濃度は

403.3ppm と 45％増加しました。 

図１ 温室効果ガスと地球温暖化メカニズム 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 

（http://www.jccca.org/） 
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（3）平均気温の推移                               

世界の地上気温は、1880～2012 年の間に 0.85℃上昇し、気温上昇の傾向が続い

ています。日本の平均気温も、1898 年から 2014 年の観測結果によると、100 年あ

たり 1.14℃の割合で上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
図３ 世界の地上気温の経年変化（年平均）      図４ 日本における年平均気温の経年変化 

偏差の基準は 1961-1990 年平均です。縦軸は 1961-      基準値（0.0℃）は、1981～2010 年の 30 年間の平均 

1990 年平均を 0℃としています。                   値です。 

 

出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブ   出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブ  

サイト（http://www.jccca.org/）           サイト（http://www.jccca.org/） 

 

図２ 温室効果ガス(CO2)の濃度と量の推移 

出典：全国地球温暖化防止活動推進 

センター 

ウェブサイト（http://www.jccca.org/） 



3 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第５次評価報告書によると、世界全

体の二酸化炭素排出量は人口増加や経済発展のため増加し続けており、最も濃度

が高くなるシナリオでは 21 世紀末の世界の平均地上気温が 2.6～4.8℃上昇（平

均海面水位が 0.45ｍ～0.82ｍ上昇）すると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）今後の地球温暖化対策（緩和と適応）                     

   最新の研究により、地球温暖化が人間の社会や自然の生態系に様々な影響を及ぼし

始めていることが分かってきました。今後、温暖化が進むと気候変動リスクがさらに

高まると考えられます。適切な対策を講じるため、予測情報を正しく理解することが

大切です。 

 

 

 
 

人間社会や自然の生態系が危機に陥らないためには、今すぐ、世界の国々が協力し

あい、連携しながら、実効性の高い CO2 排出削減の取組である「緩和」を行っていく

必要があります。一方で、各地で表れ始めている気候変動による影響への「適応」も

急務となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

厳しい温暖化対策を 
とらなかった場合 
（RCP8.5）、 

2.6～4.8℃上昇 

厳しい温暖化対策をとった場合（RCP2.6）、 
0.3～1.7℃上昇 

図５ 2100 年までの気温変化（観測と予測） 
IPCC 第 5 次評価報告書をもとに作成 

 

○緩和とは：   地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出抑制等 
○適応とは：   既に起こりつつある、あるいは起こりうる 
           気候変動の影響に対して、自然や社会のあり方を調整 
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２ 策定の趣旨 

（1）世界の動き                                

気候変動の影響に対する適応策は、温室効果ガス削減に係る緩和策（温室効果ガ

ス排出削減対策）とともに、地球温暖化対策の両輪に位置付けられるものです。 

平成 26（2014）年 11 月に公表された IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）

の第５次評価報告書において、気候システムの温暖化は疑う余地がなく、今後、世

界の平均気温は上昇し、災害・食料など、気候変動の影響が高くなることが予測さ

れ、その影響に対して適応を進めることが求められました。 

また、平成 27（2015）年の 11 月末より開催された国際連合気候変動枠組条約第

21 回締約国会議（COP21）で採択された「パリ協定」の中でも、「世界共通の長期目

標として 2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求すること」、「主要排出国を含む

すべての国が削減目標を 5 年ごとに提出・更新」といった「緩和」に関する要素の

ほか、「適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施」など「適応」

に関する事項も盛り込まれました。 

 

（2）国や県における適応計画                           

国では、平成 27 年 11 月に、21 世紀末までの長期的な展望を意識しつつ、今後、

概ね 10 年間における適応策の基本的方向や、「農業・林業・水産業」、「自然災害」

などの分野ごとの影響や施策の方向性を盛り込んだ適応計画が策定されています。 

本県では、岩手県地球温暖化対策実行計画（以下「実行計画」という。）に緩和

策を中心に対策・施策を位置付けてきたところですが、平成 28 年３月の改訂におい

て、適応にも資する既存の取組を整理するとともに、適応策の検討の方向性等を盛

り込んだところです。 

 

「気候変動の影響への適応計画」の概要 
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（3）策定の趣旨及び位置付け                            

適応策の推進に当たっては、中長期的な計画に基づき具体的な施策を取りまとめ

実施していく必要がありますが、一方で、現状では、気候変動の影響について、不

確実性が多く、将来予測が困難な状況となっていることから、今後、さらに情報収

集を重ね知見を蓄積しながら検討を進めていく必要があります。 

本県における気候変動の影響に対する適応策については、気候変動の影響や対策を

さらに検討した上で、今後の「実行計画」の改訂に合わせ、県としての適応施策の総

合化・体系化による中長期的な適応計画を策定していくこととし、当面の間は、これ

に代わるものとして、年度ごとに本県の適応策の取組方針を定め、取り組んでいくこ

ととします。 
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３ 気候の現状と将来予測 

（1）本県の気候特性                                

   本県は東北地方の太平洋側に位置し、気候区分的には太平洋側の気候とされていま

すが、広大な県内には、西側に連なる奥羽山脈、県の東側に横たわる北上高地、それ

らの間にある北上川・馬淵川沿いの盆地的な平野部があり、それら地形的要因により

様々な風向がもたらす天気の分布が県内で一様ではありません。 

【特徴】 

フェーン現象 春の好天時に南風が卓越する場合には、山越えした上空の風が地

上付近に降りてきて乾燥した高温（フェーン現象）となり、全国で

も上位となる最高気温を観測することもあります。 

ヤマセ 春から夏にオホーツク海高気圧が現れると、冷たく湿った東より

の風（ヤマセ）によって沿岸部を中心に低温となり、曇りや小雨の

天気となります。この状態が続くことで冷夏となり、顕著な冷夏の

年には梅雨明けが特定できないまま季節が秋に進んだこともあり

ます。 

夏 夏に太平洋高気圧の勢力が強まると、南風と強い日射により北国

とはいえ猛暑日を記録するほどの暑さとなることもありますが、最

低気温が 25℃以上の熱帯夜となることは稀です。また、夏季の内

陸では仙台湾方面から北上川沿いに流入する湿った南風の影響に

より、夜間に曇りとなることが多く、その雲は翌日の昇温によって

消散します。 

冬 冬型の気圧配置で西寄りの風が卓越する場合は奥羽山脈沿いに

雪が多く降る日本海側の気候特性が見られる一方、内陸の平野部や

沿岸では晴天となることが多く、太平洋側の気候特性となります。

冬型の気圧配置が緩み、日本の南海上で発生する「南岸低気圧」が

三陸沖を北上すると、低気圧に吹き込む東よりの風によって沿岸部

を中心とした大雪となることがあります。 

気温 盛岡の年平均気温は、全国の県庁所在地にある気象台の中で札幌

に次いで低い方から 2 番目の 10.2℃。盛岡のこれまでの高温の記録

は 1924 年(大正 13 年)7 月 12 日の 37.2℃、低温の記録は 1945 年(昭

和 20 年)1 月 26 日の-20.6℃。 

≪出典：盛岡地方気象台ホームページ（www.jma-net.go.jp/morioka/）≫ 

 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kion.html#G29
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tem_rct/index_mxtem.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/haichi1.html#C12
http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/baiu/kako_baiu12.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/haichi1.html#C14
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kion.html#G33-1
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/haichi3.html#C62
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/haichi1.html#C30
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_sfc_ym.php?prec_no=33&block_no=47584&year=&month=&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/rank_s.php?prec_no=33&block_no=47584&year=&month=&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/rank_s.php?prec_no=33&block_no=47584&year=&month=&day=&view=
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（2）本県の気温の変化                               

盛岡では、100年あたり1.7℃（1924～2016年）の割合で、宮古では100年あたり0.6℃

（1884～2016年）の割合で年平均気温が上昇しています。いずれも、長期的な変化

傾向を除くと1940年代半ばの低温の時期、1940年代の終わりから1960年代初めにか

けての高温の時期、1970年代以降の低温の時期を経て、1980年代の終わりに大きく

気温が上昇しました。大船渡では、50年あたり1.0℃（1964～2016年）の割合で上昇

しています。 

   
 

 

 

図６ 盛岡、宮古、大船渡の年平均気温の推移 

図の青線は各年の年平均気温（℃）、赤線は5年移動平均値、

直線は長期変化傾向を表す。宮古は1939年1月に観測場所を移

転したため、移転の影響を取り除く補正を行っている。また、

宮古と大船渡の2011年の値は資料不足値のため用いない。 

 

≪出典：盛岡地方気象台提供データ≫ 

 

   また、盛岡では、夏日日数に増加傾向が明瞭に現れており、冬日日数は 10 年あた

り 2.3 日（1924～2016 年）の割合で減少しています。 

  
図７ 盛岡の夏日（日最高気温25℃以上）と冬日（日最低気温0℃未満）の年間日数の推移 

左図は夏日（日最高気温25℃以上）、右図は各年の冬日（日最低気温0℃未満）の年間日数、折線は5年移動

平均値、直線は長期変化傾向を表す。 

≪出典：盛岡地方気象台提供データ≫ 

 

宮古 変化率：0.6℃/100年 

大船渡 

変化率：1.0℃/50年 

盛岡 変化率：1.7℃/100年 

盛岡 変化率：1.3日/10年 変化率：-2.3日/10年 盛岡 
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（3）本県の降水量等の変化                             

盛岡、宮古の年降水量に変化傾向は見られません。いずれも 10 年程度の間隔の多

雨期と少雨期が現れています。 

  
図８ 盛岡、宮古の年降水量の推移 

図の棒グラフは各年の年降水量（mm)、折線は5年移動平均値を表す。欠測年は横軸を灰色にしている。 

宮古の2011年の値は資料不足値のため用いない。 

≪出典：盛岡地方気象台提供データ≫ 

 

 盛岡の日最深積雪 5cm 以上の年間日数（寒候年※）には減少傾向が明瞭に現れて

います。 

 

 

 

図９ 盛岡日最深積雪5cm以上の年間日数（寒候年※）の推移 

棒グラフは各年の日最深積雪5cm以上の年間日数、折線は5年

移動平均値、直線は長期変化傾向を表す。 

 

≪出典：盛岡地方気象台提供データ≫ 

 

 

※寒候年 前年８月から当年７月までの１年間。 

 

   盛岡のサクラ開花日は、 10 年あたり 1.3 日（1953～2016 年）の割合で早くなって

います。また、盛岡の 2 月～4 月の 3 か月平均気温には上昇傾向が明瞭に現れていま

す。 

 

 

 
図10 盛岡のサクラ開花日と2月～4月の3か月平均気

温の推移 

図の赤線はサクラ開花日、青線は2月～4月の3か月

平均気温（℃）。直線は長期変化傾向を表す。1952年

以前のサクラの開花日の値は参考値（1953年以降、統

一基準による観測開始）。 

 

≪出典：盛岡地方気象台提供データ≫ 

宮古 盛岡 

変化率：-21.6日/100年 盛岡 

変化率：-1.3日/10年 

変化率：0.1℃/10年 
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（4）気候の将来予測                                

このまま人為的な温室効果ガスの排出が続

いた場合に起こる今世紀末の気候の変化につ

いて、モデル（コンピュータのプログラム）

を用いた研究が世界各国で行われています。 

地球温暖化予測情報第8巻として公表 

された、IPCC温室効果ガス排出シナリオ 

（SRES A1B）に基づいて気象庁が実施し 

たシミュレーション結果※によると、岩 

手県では将来気候（2076～2095年平均） 

において、現在気候（1980～1999年平均） 

と比較して次のような変化が現れていま 

す。 

【気温】 

 岩手県の年平均気温は、3 ℃ 程度の明確な  

上昇が見られます。 

 

【暑い日と寒い日の年間日数の変化】 

夏日、真夏日、猛暑日、熱帯夜の年間日数の増加と、冬日、真冬日の年間日数の減

少が明確に現れています。 
 

 

図 12 夏日（日最高気温 25℃以上）、真夏日（日最高気

温 30℃以上）、 猛暑日（日最高気温 35℃以上）、 熱帯

夜（日最低気温 25℃以上）、冬日（日最低気温 0℃未満）、

真冬日（日最高気温 0℃未満）年間日数の変化（岩手県域

平均） 

 赤棒グラフは現在気候と将来気候の差。細線は現在気候、

将来気候それぞれにおける年々変動の標準偏差。気象庁に

よる IPCC の SRES A1B シナリオに基づくシミュレーション

結果（気象庁,2013）を基に作成。 

 

≪出典：盛岡地方気象台提供データ≫ 

 

 【激しい雨の年間発生数】 

1 時間 30 ㎜以上の激しい雨の年間発生数に明確な増加が見られます。 
 

 

図 13 1時間降水量 30㎜以上の 10地点あたりの年間発生

回数の変化（岩手県域平均）   

 棒グラフは現在気候（灰）と将来気候（赤）における１

地点あたりの発生回数。細線は現在気候、将来気候それぞ

れにおける年々変動の標準偏差。気象庁による IPCC の

SRES A1B シナリオに基づくシミュレーション結果（気象

庁,2013）を基に作成。 

 

≪出典：盛岡地方気象台提供データ≫    
 

 

図11 岩手県の年平均気温の変化量 
 現在気候（1980～1999 年の 20 年平均値）
に対する将来気候（2076～2095 年の 20 年
平均値）の変化量（℃）。気象庁による IPCC
の SRES A1Bシナリオに基づくシミュレーシ
ョン結果（気象庁,2013）を基に作成。 

≪出典：盛岡地方気象台提供データ≫ 

※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ります。 
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４ 本県における適応方針 

（1）基本的な考え方                                

国の適応計画では、「農業・林業・水産業」、「水環境・水資源」、「自然生態系」、

「自然災害・沿岸域」、「健康」、「産業・経済活動」、「国民生活・都市生活（県

民生活等）」の７つの分野における我が国の気候変動の影響評価結果の概要と適応の

基本的な施策が示されています。 

国と同様に７つの分野に取組を分け、分野ごとの影響や関係部局の施策を整理した

上で、現時点における適応策として取り組んでいきます。 

 

気候変動影響評価結果の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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）」から作成 
 

 

（2）分野ごとの影響と具体的な適応施策                                

① 農林水産業 

【農業】 

影響 

  コメは、登熟期間の気温が上昇することにより、全国的に品質の低下が予測されて

います。また、野菜は、収穫期が早まる傾向や、生育障害の発生頻度の増加などが全

国的に報告されており、栽培時期の調整や適正な品種選択を行うことが必要になると

想定されています。さらに、果樹は、栽培に有利な温度帯が年々北上すると予測され

るなど、本県の農業生産においても、高温による生育不良や栽培適地の変化等による

品質低下などが懸念されます。 
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 具体的な適応施策 

  ・ 果実品質の変動要因解明  農林水産部（岩手県農業研究センター） 

  安定生産に向けた果樹の生育・生態の把握と、果実品質の変動要因の解明（平

成 14～30 年度）を行います。 

【果樹品質の変動要因解明：0.1 百万円】 

 

・ 温暖化に対応したブドウ新品種育成と気候変動影響評価  農林水産部（岩手県農業研究センター） 

  温暖化によるぶどうの着色不良や病害発生に対応した品種選抜（平成 26～30

年度）を行います。 

【温暖化に対応したブドウ新品種育成と気候変動影響評価：0.8 百万円】 

 

 ・ 気温上昇や気象災害によるリンゴへの影響調査  環境省 

  リンゴの生育に対する気象変動の影響調査（発芽期、開花期等）や、夏季の

高温による日焼け果発生状況調査及び防止対策の実証を行います。 

【環境省 地域適応コンソーシアム調査事業】 

 

   ・ 農村地域防災減災事業  農林水産部（農村建設課） 

     効果的な防災・減災対策を講じるため、地域の実情に即した農業用施設の整

備等を実施します。 

【ため池整備事業：183.8 百万円】 

【用排水施設等整備事業：544.9 百万円】 

【農業用河川工作物等応急対策事業：58.1 百万円】 

 

   ・ 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮  農林水産部（農村建設課） 

     国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等に欠くことができない地域資源

の適切な保全管理を推進する共同活動を通じ、農業・農村が有する多面的機能

が今後とも適切に維持・発揮されるよう支援します。 

【多面的機能支払交付金：5,716.1 百万円】 

 

   ・ 土壌由来温室効果ガス情報等整備調査  農林水産部（岩手県農業研究センター） 

     土壌炭素含有量の実態や営農活動との関連調査による農地が持つ炭素貯留機

能を解明する土壌由来温室効果ガスの排出・吸収量情報等整備調査を（平成 20

～32 年度）実施します。 

【農地土壌炭素貯留等基礎調査事業（農地管理実態調査）：0.7 百万円】 

 

  【水産業】 

影響 

海面では、海水温の変動に伴い海洋生物の分布域が変化することは世界中で報告さ

れています。特に典型的な冷水性魚種のサケは、地球規模で海水温が上昇した場合、

その分布域は本県よりも北方へ移動すると予測されています。 
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また、サケは水温の変化や魚体の成熟状態に応じて遊泳行動を変えることが知られ

ています。三陸沿岸に来遊するサケは表層で母川を探索してから回帰しますので、三

陸沿岸域の表層水温の上昇はサケの繁殖と母川回帰に影響することが示唆されてい

ます。 

ワカメ養殖においては、生長に必要な栄養塩は海水温の低下とともに増加してきま

すが、海水温の上昇は貧栄養をもたらしワカメ収穫量への影響が懸念されます。 

一方、内水面では、河川でふ化した仔魚が降海する時期に海水温が高いと、仔魚の

生残率が低下する可能性があり、本県でもアユ資源量の減少が懸念されます。 

 

 具体的な適応施策 

・ 海況変動を考慮した漁況予測技術の開発  農林水産部（岩手県水産技術センター） 

     県内の海況変動を考慮した漁況予測技術の開発（平成 26～30 年度）を行い

ます。 

【漁場形成・漁海況予測事業：6.1 百万円】 

【漁ろう試験費：84.0 百万円】 

【管理運営費（水産情報配信システム保守管理）：6.4 百万円】 

【管理運営費（人工衛星海表面温度等画像提供委託）：0.4 百万円】 

 

   ・ 秋サケ回帰予測技術の向上  農林水産部（岩手県水産技術センター） 

     秋サケ回帰予測技術の向上を図るため、サケ資源回帰率向上調査（平成 26

～30 年度）を実施します。 

【サケ資源回帰率向上調査事業委託費：2.8 百万円】 

 

・ 海水温の上昇等によるワカメの内湾養殖業への影響調査  環境省 

  海水温の上昇等による影響の評価とその適応策を検討するため、必要となる

海洋環境データの取得（平成 30 年度）を行います。 

【環境省 地域適応コンソーシアム調査事業】 

 

・ アユの優良種苗の開発  農林水産部（内水面水産技術センター） 

     アユの天然遡上魚のモニタリングを開始します（平成 30 年度）。 

【内水面漁業振興事業費(県産アユ優良種苗開発事業）：0.3 百万円】 

 

② 水環境・水資源 

【水環境】 

影響 

    適応計画によれば、全国の公共用水域（河川・湖沼・海域）では、水温の上昇傾

向や水温の上昇に伴う水質の変化が指摘され、東日本では、富栄養湖に分類される

ダムが増加していくとする予測が確立されているとしています。 
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   具体的な適応施策 

   ・ ダム管理・修繕  県土整備部（河川課） 

     県内９箇所のダム管理を行うとともに、ダム施設の総括的な修繕等を行いま

す。 

【ダム管理費（ダム管理・修繕費）：233.0 百万円】 

 

  ③ 自然生態系 

【高山植物】 

影響 

 気温上昇や融雪時期の早期化により分布適域の変化や縮小が予測されているこ

とから、本県においても、高山植物の分布適域の面積縮小や植生変化などが危惧

されます。 

 

   具体的な適応施策 

   ・ 自然公園等の保護  環境生活部（自然保護課） 

     早池峰地域（国定公園、国指定自然環境保全地域）は固有種、希少種を含む

高山植物の宝庫であり、自然と人間の共生を実現するため、民間団体、関係機

関等のパートナーシップにより協議会を設置・運営し、登山者へのマナー呼び

かけや車両交通規制など保全対策事業を実施します。 

  【自然公園等保護管理費（早池峰地域保全対策事業費）：3.2 百万円】 

 

【野生鳥獣】 

影響 

気温の上昇、積雪量の減少や積雪期間の短縮化は、ニホンジカなどの野生鳥獣

の生息域を拡大させる懸念があります。野生鳥獣の分布拡大は、植生への食害や

農林業被害などの影響も想定されます。 

 

   具体的な適応施策 

   ・ 野生鳥獣の被害対策  環境生活部（自然保護課）  

     生息域が県内全域に拡大しているニホンジカ等について、生息状況を把握す

るためのモニタリング調査や個体数管理を適切に行うための捕獲及び生息状況

調査を行います。 

【指定管理鳥獣捕獲等事業費（シカ・イノシシ捕獲対策）：122.3 百万円】 

 

   ・ 希少野生動植物の保護対策の推進  環境生活部（自然保護課） 

     希少野生動植物の保護を図るため、条例指定希少野生動植物の生息状況調査、

いわてレッドデータブック掲載種の追跡調査やイヌワシの繁殖支援等を行いま

す。 

【希少野生動植物保護対策事業費：1.6 百万円】 
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   ・ 自然とのふれあいの促進  環境生活部（自然保護課） 

     自然と人とのふれあいの促進を図るため、優れた自然環境を有する国定公園

の施設整備や、国立・県立自然公園等の登山道や遊歩道の改修を行うなど保全

対策を推進します。 

【国定公園等施設整備事業費：18.7 百万円】 

【自然公園施設整備事業費：35.3 百万円】 

 

  ④ 自然災害・沿岸域 

  【河川】 

影響 

    これまでの全国的な降雨データの分析によると、年降水量は長期的な変化傾向

がみられません。一方、大雨や短時間降雨の発生頻度は、今後も増加することが

予想されており、洪水等の水害の発生リスクが高まる懸念があります。 

 

   具体的な適応施策 

   ・ 市町村による避難勧告等発令基準の策定支援  総務部（総合防災室）  

     洪水災害時に時機を失することなく市町村が避難勧告等を発令できるよう、

避難勧告等発令基準の策定を支援します。 

 

   ・ 治山施設の整備  農林水産部（森林保全課） 

     大雨や地震等により発生する山地災害から県民の生命財産を守るため、治山

ダムや山腹工等の治山施設の整備や多面的機能の発揮に向けた森林整備を行

います。 

【治山事業費：1,610.3 百万円】 

 

・ 河川改修等の実施  県土整備部（河川課） 

      平成 28年台風第 10号で甚大な被害があった岩泉町の小本川などにおいて、

洪水被害の防止・軽減を図るため、河川改修を実施するとともに、河道を適

切に維持するため、河道掘削や立ち木伐採を計画的に進めます。 

      【河川改修事業費：13,547.7 百万円】 

【直轄河川事業費負担金：1,313.8 百万円】 

【簗川ダム建設事業費：5,252.0 百万円】 

【堰堤改良事業：149.6 百万円】 

 

・ ソフト対策の推進  県土整備部（河川課） 

      水位周知河川の指定、洪水浸水想定区域図の作成等のソフト施策を計画的

に推進します。 

【河川整備基本方針策定費：306.8 百万円】 

・ 防災ダム事業  農林水産部（農村建設課） 

     洪水から農地、農業用施設等の被害を未然に防止するため、ダムの整備を行

います。 

【防災ダム事業：53.0 百万円】 
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   【沿岸】 

 影響 

     潮位の観測記録によると、1980 年以降の日本周辺の海面水位が上昇傾向

（+1.1mm/年）にあり、気温上昇による一定の海面上昇の発生が危惧されてい

ます。海面が上昇することにより、高潮や高波による被災リスクは高まること

が懸念されます。 

 

    具体的な適応施策 

    ・ 海岸保全施設の整備  県土整備部（河川課） 

      津波や高潮による被害を防止するため、海岸保全施設等を整備します。 

【海岸高潮対策事業費：8,036.0 百万円】 

【海岸事業費：12,973.0 百万円】 

 

    ・ 海岸防災林の再生  農林水産部（森林保全課） 

      津波等から県民の生命財産を守るため、植生基盤の造成や苗木の植栽を実

施するなど、東日本大震災津波で流失した海岸防災林の再生を行います。 

【治山事業費：1,610.3 百万円（再掲）】 

 

    ・ 漁港施設の整備  農林水産部（漁港漁村課） 

      高波による越波等から漁船や荷捌き所など水産関係施設の被害を防止する

ため、防波堤の嵩上げなど、漁港施設の整備を行います。 

【地域水産物供給基盤整備事業費：240.1 百万円】 

【水産生産基盤整備事業費：577.3 百万円】 

【水産流通基盤整備事業費：461.0 百万円】 

【漁港施設機能事業費：3,362.1 百万円】 

【漁村再生交付金事業費：120.4 百万円】 

 

   【土石流・地すべり等・その他】 

 影響 

     大雨の発生頻度が増加することに伴い、崩壊する土砂量の増大、土石流の堆

積・氾濫範囲の拡大などが想定されるほか、雨の降り始めから崩壊が発生する

までの時間が短くなることにより、十分な避難時間を確保できなくなることが

懸念されます。 
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    具体的な適応施策 

    ・ 治山施設の整備（再掲）  農林水産部（森林保全課） 

      大雨や地震等により発生する山地災害から県民の生命財産を守るため、治

山ダムや山腹工等の治山施設の整備や多面的機能の発揮に向けた森林整備

を行います。 

【治山事業費：1,610.3 百万円（再掲）】 

 

    ・ 土砂災害対策の推進  県土整備部（砂防災害課） 

      平成 28 年台風第 10 号で人家への被害が大きかった箇所や今後の降雨等で

土砂流出の恐れがあり緊急に対策が必要な箇所について、砂防堰堤等を整備

するほか、土砂災害のおそれのある区域を明らかにするための調査等を実施

します。 

【砂防事業費：3,609.5 百万円】 

【地すべり対策事業費：13.8 百万円】 

【急傾斜地崩壊対策事業費：369.6 百万円】 

 

    ・ 防災知識の普及  総務部（総合防災室） 

      防災意識の高揚を図るため、職員に対する防災教育及び県民への防災知識

の普及を行います。 

【地域防災力強化プロジェクト事業費：27.4 百万円】 

【総合防災センター管理運営費：18.9 百万円】 

 

    ・ 防災教育の推進  教育委員会（学校調整課） 

      防災教育研修会の開催、防災教育に係る学校訪問、学校防災アドバイザー

の派遣などを通じて、地域防災を支える児童生徒を育成するための実践的な

防災教育を推進します。 

【防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業費：7.5 百万円】 

 

  ⑤ 健康 

【熱中症】 

 影響 

熱中症の発生率は、北海道、東北、関東で増加率が大きいと予測されていま

す。本県では、21 世紀末には平均気温が３℃上昇する可能性が予測されており、

熱中症の増加が懸念されます。 

また、本県における熱中症による救急搬送者のうち約半数が高齢者であり、

夏の高温化等気候風土の急速な変化に対して、特に高齢者が順応できるかどう

かについても懸念されるところです。 
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    具体的な適応施策 

・ 普及啓発と注意喚起  保健福祉部（健康国保課）  

      市町村等に対する通知及びホームページを通じた県民への熱中症予防の普

及啓発と注意喚起を実施します。また、熱中症予防普及啓発のための熱中症

予防対策研修会を開催します。 

【地域保健関係者研修費（熱中症予防対策研修会）：0.1 百万円】 

 

    ・ 熱中症事故の防止通知  教育委員会（保健体育課） 

      学校の管理下における熱中症事故が増加していることから、各学校等に対

し、熱中症予防の取組を推進するよう通知します。 

 

・ 学校における健康教育  教育委員会（保健体育課） 

      教科、特別活動等において、熱中症及び感染症等の予防に関する指導を実

施します。 

 

   【感染症】 

 影響 

デング熱等の感染症を媒介する蚊（ヒトスジシマカ）の生息域の拡大は、岩

手県でも確認されています(3)。ただし、分布可能域の拡大が直ちに疾患の発生

数拡大につながるわけではないとされています。今後、ヒトスジシマカの生息

分部について調査・研究を継続して行うとともに、平成 27 年４月に策定され

た「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針」に基づき、デング熱等の予防

対策を行う必要があります。 

(3)岩手県環境保健研究センターにおいて、平成 21 年度よりヒトスジシマカの生息分布及び

気温等の生息条件を明らかにする目的で研究を継続しています。 

 

    具体的な適応施策 

・ ヒトスジシマカの生息域調査  環境生活部（岩手県環境保健研究センター） 

  ウイルス性疾患を媒介する感染症対策上重要な節足動物であり、地球温暖

化の身近な指標生物であるヒトスジシマカについて、生息北限地域における

生息状況の調査及び生息条件の解析を行います。 

【ウイルス媒介性節足動物（ヒトスジシマカ）の生息に関する研究：0.2 百万円】 

 

・ 感染症予防の通知  保健福祉部（医療政策室） 

  蚊媒介感染症予防の普及啓発と注意喚起を実施するとともに、感染症発生

時を想定した関係機関との連携確認を行います。 

 

・ 感染症予防の通知  教育委員会（保健体育課） 

  特にも蚊に媒介される感染症であるデング熱等の予防に関し、市町村等へ

注意するよう通知します。 
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    ・ 学校における健康教育【再掲】  教育委員会（保健体育課） 

      教科、特別活動等において、熱中症及び感染症等の予防に関する指導を実

施します。 

 

  ⑥ 産業・経済活動 

【エネルギー需給】 

 影響 

     気候変動によるエネルギー需給への影響に関する研究事例は多くないため、

現在の知見では、家庭、業務、産業、運輸などの各部門におけるエネルギー消

費への影響は大きいとは言えないようです。しかし、夏季の気温上昇などは、

電力供給のピークを先鋭化する懸念があり、消費行動を注視していく必要があ

ると考えられます。 

 

    具体的な適応施策 

    ・ 自立・分散型エネルギー供給体制の構築  環境生活部（環境生活企画室）  

      被災住宅等における太陽光発電の導入経費の一部を支援するとともに、災

害時においても地域で一定のエネルギーを賄うことができるよう、市町村等

の自立・分散型のエネルギー供給体制の構築に向けた取組を支援します。 

【再生可能エネルギー導入促進事業費：41.6 百万円】 

 

・ 水素利活用策の構想策定  環境生活部（環境生活企画室）  

      災害時のエネルギー確保に有効な手段と考えられる水素利活用策の構想策

定や理解増進等を実施します。 

【水素活用による再生可能エネルギー推進事業費：3.7 百万円】 

    

 ・ 防災拠点等の施設整備  環境生活部（環境生活企画室）  

      災害時においても地域で一定のエネルギーを賄うことができるよう、県や

市町村における地域の防災拠点や避難所等、防災拠点となり得る民間施設に

再生可能エネルギーの導入を図ります。 

【防災拠点等再生可能エネルギー導入事業費：695.5 百万円】 

 

・ 木質チップボイラーの運用  農林水産部（岩手県林業技術センター） 

      木質バイオマス発電の利活用の促進を図るため、岩手県林業技術センター

において、暖房装置として木質チップボイラーを使用します。 

【木質チップボイラーの運用：1.5 百万円】 

 

    ・ 北上川上流流域下水道における発電  県土整備部（下水環境課） 

      北上川上流流域下水道都南浄化センター及び北上浄化センターにおいて、

消化ガスや小水力による発電を実施します。 
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  ⑦ 県民生活等 

【インフラ・ライフライン】 

 影響 

     近年、各地で、記録的な豪雨による地下浸水、停電、渇水や洪水、水質の悪化

等による水道インフラへの影響、豪雨や台風による切土斜面への影響等について、

現状では気候変動の影響によるものであるかどうかは明確な判断ができていな

い状況ですが、気候変動による短時間強雨や渇水の頻度の増加、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ます。 

 

具体的な適応施策 

 ・ 水道インフラの災害時の迅速な応急措置及び復旧体制整備  環境生活部（県民くらしの安全課）  

   災害時において、被災者に対する水道インフラの迅速な応急措置及び復旧

体制を整備するため、岩手県地域防災計画（災害応急対策計画）に基づく飲

料水の需給に係る連絡調整等を行います。 

 

 

【伝統行事・地場産業等】 

 影響 

     国の適応計画によれば、さくら、かえで、せみ等の動植物の生物季節の変化に

ついての報告が確認されるとしていますが、それらが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

い状況です。 

 

    具体的な適応施策 

    ・ 文化財保護の推進  教育委員会（生涯学習文化財課） 

      国又は県指定文化財の所有者等が行う文化財の管理、修理又は防災に要す

る経費に対する補助を行います。また、県内に文化財保護指導員を配置し、

文化財の保護管理の実態を把握するとともに、適切な指導、助言を行います。 

【文化財保護推進費：49.4 百万円】 

 

・ カモシカの保護と食害防止対策  教育委員会（生涯学習文化財課） 

      文化財保護地域等内のカモシカの生息状況や生息環境等の状況の把握を行

い、適正なカモシカの保護と食害防止対策への活用を図ります。 

【カモシカ特別対策費：6.2 百万円】 

 

   【暑熱による生活への影響等】 

 影響 

     国の適応計画によれば、都市の気温上昇は既に顕在化しており、熱中症リスク

の増大や快適性の損失など都市生活に大きな影響を及ぼしており、将来、都市化

によるヒートアイランド現象に、気候変動による気温上昇が重なることで、都市
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ではより大幅に気温が上昇することが懸念されているとしています。 

 

    具体的な適応施策 

・ 県民等への気候変動への対応に関する普及啓発   環境生活部（環境生活企画室） 

  気候変動に関するセミナー・環境イベント等により、気候変動の状況やこ

れにより生じる影響、また、これらに適応した取組について、県民等への普

及啓発を図ります。 

【地球温暖化対策事業費：4.9 百万円】 

 

    ・ 防災教育の推進【再掲】  教育委員会（学校調整課） 

      防災教育研修会の開催、防災教育に係る学校訪問、学校防災アドバイザー

の派遣などを通じて、地域防災を支える児童生徒を育成するための実践的な

防災教育を推進します。 

【防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業費：7.5 百万円】 
 



分野 大項目 分野ごとの影響 具体的な適応施策 事業名等
予算額

（単位：千円）
事業等の概要

事業等取組実績
（H30.3月末見込み）

担当室課

【研究例】ホウレンソウの高温
影響評価

998 地球温暖化によるホウレンソ
ウの高温影響評価モデルの作
成（平成22～29年度）

①現地品種を用いた生育予測モデ
ルの適合性の検討を行った。非常に
高温な場合を除き、高温期のモデル
の適合性が高いことがわかった。
②出芽に及ぼす温度の影響につい
て、高温期を中心に、数年間のデー
タを収集・解析したところ、地温が
27℃を超える高温の他、強日射に遭
遇することで、出芽率が低下すること
が明らかになった。

岩手県農業
研究センター

【研究例】果実品質の変動要
因解明

18 安定生産に向けた果樹の生
育・生態の把握と、果実品質
の変動要因の解明（平成14～
30年度）

りんご、ぶどう等の果樹の生育、生
態調査及び果実品質調査を実施。今
年度は、夏期の気温が低かったが、
果実品質は平年と大きな差が見られ
なかった。

岩手県農業
研究センター

【研究例】温暖化に対応したブ
ドウ新品種育成と気候変動影
響評価

761 温暖化によるぶどうの着色不
良や病害発生に対応した品種
選抜（平成26～30年度）

生食用大粒系品種の栽培試験によ
り、品種の適応性を調査。
また、醸造用ぶどうの品種選抜に関
して、県内ワイナリーと連携して試験
に取り組むこととし、次年度以降の調
査に向けて、各地に調査圃場を設
置。

岩手県農業
研究センター

ため池整備事業 109,260 災害発生のおそれのあるため
池の整備

ため池の改修工事を４地区で実施。 農村建設課

用排水施設等整備事業 504,282 災害発生のおそれのある用排
水施設等の整備

用排水施設16地区で2.8ｋｍの水路
整備を実施。

農村建設課

農業用河川工作物等応急対
策事業

224,588 災害発生のおそれのある農業
用河川工作物の整備

河川横断施設（サイフォン）の改修工
事及び頭首工の改修工事をそれぞ
れ１地区で実施。

農村建設課

農業・農村が有する多面的機
能の維持・発揮
　国土の保全、水源の涵養、
自然環境の保全等に欠くこと
ができない地域資源の適切な
保全管理を推進する共同活動
を通じ、農業・農村が有する多
面的機能が今後とも適切に維
持・発揮されるよう支援しま
す。

 多面的機能支払交付金 5,375,051 水源の涵養など、農業・農村
の有する多面的機能の維持・
発揮

地域資源の保全管理を図るため、農
地維持支払（約７万５千ha、1,063組
織）、資源向上支払（約６万７千ha、
829組織）、資源向上支払（約５万７
千ha、753組織）の共同活動を実施。

農村建設課

土壌由来温室効果ガス情報
等整備調査
　土壌炭素含有量の実態や営
農活動との関連調査による農
地が持つ炭素貯留機能を解明
する土壌由来温室効果ガスの
排出・吸収量情報等整備調査
を（平成20～32年度）実施しま
す。

農地土壌炭素貯留等基礎調
査事業（農地管理実態調査）

732 土壌炭素含有量の実態や営
農活動との関連調査による農
地が持つ炭素貯留機能を解明
する土壌由来温室効果ガスイ
ンベントリ情報等整備調査の
実施（平成20～32年度）

県内の定点ほ場23地点の土壌調査
を実施。(10月に採種、分析は年度
内）
また、農業研究センター内の水田・畑
において牛ふん堆肥やイナワラを長
期連用したほ場での栽培試験を実施
し、収量、土壌への炭素蓄積につい
て調査実施中。（次年度以降も継続
調査）

岩手県農業
研究センター

海況変動を考慮した漁況予測
技術の開発
　県内の海況変動を考慮した
漁況予測技術の開発（平成26
～30年度）を行います。

漁場形成・漁海況予測事業
漁ろう試験費
管理運営費（水産情報配信シ
ステム保守管理）
管理運営費（人工衛星海表面
温度等画像提供委託）

6076
83,714
6,357
389

4～9月「岩手県沿岸・沖合定線海洋
観測結果」を作成し、観測結果及び
水温予測情報を漁業関係機関へ
メール、FAX等で情報提供するほか、
水技HPに掲示（毎月）。
HP「いわて大漁ナビ」により、4～9月
の海表面衛星水温画像、県内6湾の
定地水温情報、県内13産地卸売魚
市場市況データを提供（毎日）。

岩手県水産
技術センター

秋サケ回帰予測技術の向上
　秋サケ回帰予測技術の向上
を図るため、サケ資源回帰率
向上調査（平成26～30年度）
を実施します。

サケ資源回帰率向上調査事
業委託費

2,825 秋サケ回帰予測技術の向上
（平成26～30年度）

漁業指導調査指導船「岩手丸」によ
り6月23～28日岩手県～北海道沿岸
におけるサケ稚魚の分布密度を調
査。
岩手県秋サケ回帰予報を7月28日公
表（平成29年度回帰予測尾数367万
尾、同重量10,934トン）。

岩手県水産
技術センター

水環境・水資源 水環境

適応計画によれば、全国の公
共用水域（河川・湖沼・海域）
では、水温の上昇傾向や水温
の上昇に伴う水質の変化が指
摘され、東日本では、富栄養
湖に分類されるダムが増加し
ていくとする予測が確立されて
いるとしています。

ダム管理・修繕
　県内９箇所のダム管理を行う
とともに、ダム施設の総括的な
修繕等を行います。

ダム管理費（ダム管理・修繕費） 193,130 ダム管理及び、ダム施設の総
括的な修繕等

①県内９箇所のダム管理及びダム施
設の修繕等の実施

河川課

海水温の変動に伴う海洋生物
の分布域の変化については、
世界中で報告されています。
本県の重要な漁獲対象種であ
るサケは、典型的な冷水性魚
種であり、地球規模で海水温
が上昇した場合、分布域が本
県よりも北方へ変化するなど
の影響が懸念されています。
また、サケは水温の変化や魚
体の成熟状態に応じて行動様
式を変化させ、三陸沿岸域の
複雑な海洋環境の中で母川回
帰していますが、表層での母
川探索を避けられない以上、
三陸沿岸域の表層水温の上
昇は、サケの繁殖と母川回帰
に影響を及ぼす可能性が示唆
されています。

農林・林業・水産業

農業

農村地域防災減災事業
 効果的な防災・減災対策を講
じるため、地域の実情に即した
農業用施設の整備等を実施し
ます。

平成29年度岩手県気候変動適応策取組方針に係る取組状況

国の適用計画区分

コメの品質については、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
います。また、野菜は、収穫期
が早まる傾向や、生育障害の
発生頻度の増加などが全国的
に報告されており、栽培時期
の調整や適正な品種選択を行
うことが必要になると想定され
ています。さらに、果樹は、栽
培に有利な温度帯が年々北
上すると予測されるなど、本県
の農業生産においても、高温
による生育不良や栽培適地の
変化等による品質低下などが
懸念されます。
　　加えて、近年多発している
集中豪雨等により、農業生産
基盤への被害の増加が危惧さ
れるとともに、農業・農村が有
する多面的機能の維持・発揮
が困難になるおそれがありま
す。

Ｈ29年度

温暖化等気候変動に対応し
た農業技術の開発
　地球温暖化によるホウレンソ
ウの高温影響評価モデルの作
成（平成22～29年度）、安定生
産に向けた果樹の生育・生態
の把握と、果実品質の変動要
因の解明（平成14～30年度）
を実施します。また、温暖化に
よるぶどうの着色不良や病害
発生に対応した品種選抜（平
成26～30年度）を実施します。

水産業



高山植物

気温上昇や融雪時期の早期
化により分布適域の変化や縮
小が予測されていることから、
本県においても、高山植物の
分布適域の面積縮小や植生
変化などが危惧されます。

自然公園等の保護
　早池峰地域（国定公園、国
指定自然環境保全地域）は固
有種、希少種を含む高山植物
の宝庫であり、自然と人間の
共生を実現するため、民間団
体、関係機関等のパートナー
シップにより協議会を設置・運
営し、登山者へのマナー呼び
かけや車両交通規制など保全
対策事業を実施します。

自然公園等保護管理費（早池
峰地域保全対策事業費）

3,565 早池峰地域（国定公園、国指
定自然環境保全地域）は固有
種、希少種を含む高山植物の
宝庫であり、自然と人間の共
生を実現するため、民間団
体、関係機関等のパートナー
シップにより協議会を設置・運
営し、登山者へのマナー呼び
かけや車両交通規制など保全
対策事業を実施

①登山者へのマナー啓発（早池峰
キャンペーンの実施　6/11～8/6の
土日祝）
②登山シーズン中において小田越登
山口へ仮設トイレの設置
③移入植物駆除（6/14、8/22）、高山
植物盗採防止パトロール（7/27）
④車両交通規制期間中のシャトルバ
スの運行（6/11～8/6の土日祝）
⑤河原の坊登山道の現状確認と課
題・対応を検討（河原の坊登山道調
査委員会の開催（2回））

自然保護課

野生鳥獣の被害対策
　生息域が県内全域に拡大し
ているニホンジカについて、生
息状況を把握するためのモニ
タリング調査や個体数管理を
適切に行うための捕獲を行い
ます。

指定管理鳥獣捕獲等事業費 112,494 生息域が県内全域に拡大して
いるニホンジカについて、生息
状況を把握するためのモニタ
リング調査や、個体数管理の
ための捕獲を実施

①ニホンジカ捕獲委託契約（9/26）
②ニホンジカ捕獲数　6,500頭、イノシ
シ捕獲数　40頭（3月末予定）

自然保護課

希少野生動植物の保護対策
の推進
　生物多様性の確保を図るた
め、いわてレッドデータブック
掲載種の追跡調査やイヌワシ
の繁殖支援等を行います。

希少野生動植物保護対策事
業費

1,693 生物多様性の確保を図るた
め、いわてレッドデータブック
掲載種の追跡調査やイヌワシ
の繁殖支援等を実施

①ゴマシジミの生息環境整備（6/15
盛岡市）
②ゴマシジミの生息状況調査及び盗
採監視（8月の土日　盛岡市）
③イワテセダカオサムシの生息状況
調査（9/4～5　宮古市）
④イワテセダカオサムシの盗採監視
(8/1～31  宮古市)
④ハヤチネウスユキソウの生息状況
調査（9/8　早池峰山）
⑤いわてレッドデータブック追跡調査
（7/22～23、8/21　栗駒山）
⑥特定希少野生動植物流通監視ボ
ランティアによる流通監視（4月～）
⑦イヌワシの給餌（4月～6月）
⑧イヌワシの営巣地補修（9/23 盛岡
市）

自然保護課

国定公園等施設整備事業費 16,829 自然と人とのふれあいを促進
するため、優れた自然環境を
有する国定公園の登山道や遊
歩道の改修を行うなど保全対
策を推進

①早池峰登山道（門馬線）歩道橋設
置工事契約（9/21）
②焼石登山道木歩道再整備工事契
約（10/2）（H30.6完成予定）

自然公園施設整備事業費 25,466 自然と人とのふれあいの促進
を図るため、優れた自然環境
を有する国立・県立自然公園
等の登山道や遊歩道の改修
を行うなど保全対策を推進

①陸中海岸自然歩道（北山崎・黒崎
海岸を望むみち）再整備工事完成
（10/31）
②三陸復興国立公園山王岩園地歩
道再整備工事完成（2/26予定）

市町村による避難勧告等発
令基準の策定支援
　洪水災害時に時機を失する
ことなく市町村が避難勧告等
を発令できるよう、避難勧告等
発令基準の策定を支援しま
す。

市町村による避難勧告等発令
基準の策定支援

0 洪水災害時に時機を失するこ
となく市町村が避難勧告等を
発令できるよう、避難勧告等
発令基準の策定を支援するも
の

市町村における避難勧告等発令基
準の策定状況の確認：21市町村（～
29.12）

総合防災室

治山施設の整備
　大雨や地震等により発生す
る山地災害から県民の生命財
産を守るため、治山ダムや山
腹工等の治山施設の整備や
多面的機能の発揮に向けた森
林整備を行います。

治山事業費 1,701,207 治山施設の整備 　治山ダムや山腹工等の治山施設
の整備や森林整備を実施中

森林保全課

河川改修事業費
直轄河川事業費負担金
河川整備基本方針策定費

10,988,836 台風第10号による被害等を踏
まえた河川の改良工事（護
岸、築堤）及び河道掘削等

①各河川において、詳細設計及び用
地測量等を実施
②用地が確保されている箇所から、
順次着工している。
③河道掘削等5ヵ年計画の見直し

簗川ダム建設事業費
堰堤改良事業

4,968,800 簗川ダムの建設及びダム施設
の設備更新等

①4/1から堤体コンクリートの本格打
設開始
（H31.11に堤体コンクリート打設完了
予定）
②日向ダム、早池峰ダムにおいて、
ダム施設の設備更新等実施

河川整備基本方針策定費【再
掲】

211,000 洪水浸水想定区域図作成、水
位周知河川指定、タイムライン
作成

①5月及び6月に洪水減災対策協議
会設立（3圏域）
②5月に小本川、安家川を水位周知
河川に指定
③6月に夏川の洪水浸水想定区域を
指定
④12月に水位周知河川、洪水浸水
想定の指定5ヵ年計画を策定
⑤タイムラインについて、市町村と調
整中（今年度策定・運用予定）

防災ダム事業
　洪水から農地、農業用施設
等の被害を未然に防止するた
め、ダムの整備を行います。

 防災ダム事業 63,063 洪水から農地、農業用施設等
の被害を未然に防止するため
のダムの整備

防災ダムの堤体補修工事を１地区
（４ダム）で実施。

農村建設課

海岸保全施設の整備
　津波や高潮による被害を防
止するため、海岸保全施設等
を整備します。

海岸高潮対策事業費
海岸事業費

16,750,000 海岸保全施設の改良 ①水門、防潮堤等の海岸保全施設
の整備を推進
②水門・陸閘の自動閉鎖システムに
ついて、7/31から本格運用を開始

河川課

河川課

自然災害・沿岸域

河川

河川改修等の実施
　台風第10号で甚大な被害が
あった岩泉町の小本川などに
おいて、洪水被害の防止・軽
減を図るため、河川改修を実
施するとともに、洪水浸水想定
区域図の作成、水位周知河川
の指定、タイムラインの導入等
のソフト施策を効果的に実施し
ます。

気温の上昇、積雪量の減少や
積雪期間の短縮化は、ニホン
ジカなどの野生鳥獣の生息域
を拡大させる懸念があります。
野生鳥獣の分布拡大は、植生
への食害や農林業被害などの
影響も想定されます。

自然とのふれあいの促進
　自然と人とのふれあいの促
進を図るため、優れた自然環
境を有する国定公園の施設整
備や、国立・県立自然公園等
の登山道や遊歩道の改修を
行うなど保全対策を推進しま
す。

自然生態系

自然保護課

沿岸

これまでの全国的な降雨デー
タの分析によると、年降水量
は長期的な変化傾向がみられ
ません。一方、大雨や短時間
降雨の発生頻度は、今後も増
加することが予想されており、
洪水等の水害の発生リスクが
高まる懸念があります。

野生鳥獣

潮位の観測記録によると、
1980年以降の日本周辺の海
面水位が上昇傾向（+1.1mm/
年）にあり、気温上昇による一
定の海面上昇の発生が危惧さ
れています。海面が上昇する
ことにより、高潮や高波による
被災リスクは高まることが懸念
されます。



治山施設の整備【再掲】
　大雨や地震等により発生す
る山地災害から県民の生命財
産を守るため、治山ダムや山
腹工等の治山施設の整備や
多面的機能の発揮に向けた森
林整備を行います。

治山事業費【再掲】 1,701,207 海岸防災林、海岸保全施設の
整備

①東日本大震災で被災した海岸防
災林の再生、海岸保全施設の復旧
整備を実施中
②県民等を対象に植樹祭を開催
（H29.5.14小本、H29.5.27高田松原、
H29.10.22前浜）

森林保全課

治山施設の整備【再掲】
　大雨や地震等により発生す
る山地災害から県民の生命財
産を守るため、治山ダムや山
腹工等の治山施設の整備や
多面的機能の発揮に向けた森
林整備を行います。

治山事業【再掲】 1,701,207 治山施設の整備 　治山ダムや山腹工等の治山施設
の整備や森林整備を実施中

森林保全課

砂防事業費 2,353,460 台風第10号による被害等を踏
まえた砂防施設の整備

①岩泉町大沢ほか27箇所において、
砂防堰堤等の土石流対策施設整備
事業を実施

②土砂災害に対する警戒避難体制
の整備促進等を図るため、土砂災害
防止法に基づく基礎調査の実施及び
土砂災害警戒区域の指定を推進

砂防災害課

急傾斜地崩壊対策事業費 376,750 擁壁工、排水工及び法面工等
の施設整備

①宮古市山口五丁目地区ほか15箇
所において、擁壁工等の斜面崩壊対
策施設整備事業を実施

砂防災害課

防災知識の普及
　防災意識の高揚を図るため
職員に対する防災教育及び県
民への防災知識の普及を行い
ます。

・岩手県地域防災計画
　(災害予防計画)
・地域防災力強化プロジェクト
事業費
・総合防災センター管理運営
費

21,598
17,154

職員に対する防災教育及び県
民への防災知識の普及

防災研修・図上訓練等
〇 振興局４回、市町村12回（～
29.12）
総合防災センター利用者数
〇 10,150人(～H29.12）

総合防災室

防災教育の推進
　防災教育研修会の開催、防
災教育に係る学校訪問、学校
防災アドバイザーの派遣など
を通じて、地域防災を支える
児童生徒を育成するための実
践的な防災教育を推進しま
す。

防災教育を中心とした実践的
安全教育総合支援事業費

8,610 県防災教育研修会、いわての
防災スクール事業、防災教育
に係る学校訪問事業、学校防
災アドバイザー派遣事業

①県防災教育研修会（6/13　サン
セール盛岡）
②いわての防災スクール事業17校
（小４、中４、県立９）
③学校防災アドバイザー派遣事業
（47校）
④防災教育に係る学校訪問事業（94
校）

学校調整課

普及啓発と注意喚起
　市町村等に対する通知及び
ホームページを通じた県民へ
の熱中症予防の普及啓発と注
意喚起を実施します。また、熱
中症予防普及啓発のための
熱中症予防対策研修会を開
催します。

普及啓発と注意喚起 129 　市町村等に対する通知及び
ホームページを通じた県民へ
の熱中症予防の普及啓発と注
意喚起の実施
　熱中症予防普及啓発のため
の熱中症予防セミナーの開催

・H29年5月　市町村等に対する通知
およびホームページを通じた県民へ
の熱中症予防の普及啓発と注意喚
起の実施。
・H29年6月12日　岩手県健康セミ
ナー（熱中症対策）の開催

健康国保課

熱中症事故の防止通知
　学校の管理下における熱中
症事故が増加していることか
ら、各学校等に対し、熱中症予
防の取組を推進するよう通知
します。

熱中症事故の防止通知 0 学校の管理下における熱中症
事故が増加していることから、
各学校等に対し、熱中症予防
の取組を推進するよう通知

5.16付教保第78号「熱中症事故の防
止について」、7.13付教保第193号
「熱中症事故の防止について」を通
知

保健体育課

ヒトスジシマカの生息域調査
　ウイルス性疾患を媒介する
感染症対策上重要な節足動
物であり、地球温暖化の身近
な指標生物であるヒトスジシマ
カについて、生息北限地域に
おける生息状況の調査及び生
息条件の解析を行います。

ウイルス媒介性節足動物（ヒト
スジシマカ）の生息に関する研
究

176 ウイルス性疾患を媒介する感
染症対策上重要な節足動物で
あり、地球温暖化の身近な指
標生物であるヒトスジシマカに
ついて、生息北限地域におけ
る生息状況の調査及び生息条
件の解析を行うとともに、自治
体が行うヒトスジシマカの調査
に協力する。

県内におけるヒトスジシマカの生息
分布の経年変化や季節変動を明ら
かにするために蚊類の生息調査を
行った。
また、ヒトスジシマカの生息条件につ
いて、独自に開発した数理モデルを
用いて1kmメッシュ毎に同蚊の生息
確率を算出し、岩手県ヒトスジシマカ
生息リスクマップを作成した。
地球温暖化防止フェア（10/21-22開
催）に参加し、県民へ地球温暖化に
関する啓発を行った。

環境生活企
画室
(環境保健研
究センター)

感染症対策の推進
　「岩手県蚊媒介感染症対策
行動計画」（平成27年７月策
定）に基づき、保健所等と連携
し、疫学調査による蚊媒介感
染症の迅速な探知に努めると
ともに、予防対策の普及啓発
を実施します。

感染症予防の通知 0 蚊媒介感染症予防の普及啓
発と注意喚起の実施
感染症発生時を想定した関係
機関との連携確認

国立感染症研究所が作成した「デン
グ熱・チクングニア熱等蚊媒介感染
症の対応・対策の手引き」の改正に
ついて関係機関に周知した。
厚生労働省が作成した蚊媒介感染
症の感染予防を啓発するポスターを
配布した。
マスコミを活用し予防対策の普及啓
発を図った。

医療政策室

感染症予防の通知
　とりわけ蚊に媒介される感染
症であるデング熱等の予防に
関し、市町村等へ注意するよう
通知します。

感染症予防の通知 0 今年度通知なし 保健体育課

学校における健康教育
　教科、特別活動等において、
熱中症及び感染症等の予防
に関する指導を実施します。

学校における健康教育 0 教科、特別活動等において、
熱中症及び感染症等の予防
に関する指導を実施

①授業力向上研修養護教諭専門
（8/4）「養護教諭における 危機管理
体制の 構築」
②養護教諭代議員研修会（5/29)「学
校保健の現状と課題」
③養護教諭スキルアップ研修会
（9/5）
④盛岡市教育研究会養護教諭部会
研修会（7/31）「養護教諭が行う学校
安全とけがの予防」　等

保健体育課

自立・分散型エネルギー供給
体制の構築
　被災住宅等における太陽光
発電の導入経費の一部を支
援するとともに、災害時におい
ても地域で一定のエネルギー
を賄うことができるよう、市町
村等の自立・分散型のエネル
ギー供給体制の構築に向けた
取組を支援します。

再生可能エネルギー導入促進
事業費

58,733 ①　災害時においても地域で
一定のエネルギーを賄うこと
ができるよう、市町村等の自
立・分散型のエネルギー供給
体制の構築に向けた取組を支
援
②　東日本大震災津波によ
り、半壊以上の被害を受けた
被災者が、家屋を新築及び修
繕した際に、住宅用太陽光発
電システムを設置した場合、
設置費の一部を補助

①　久慈市の計画策定等に対して補
助金を交付
②　交付件数85件　交付金額9291千
円

環境生活企
画室

自然災害・沿岸域

健康

産業・経済活動

気候変動によるエネルギー需
給への影響に関する研究事例
は多くないため、現在の知見
では、家庭、業務、産業、運輸
などの各部門におけるエネル
ギー消費への影響は大きいと
は言えないようです。しかし、
夏季の気温上昇などは、電力
供給のピークを先鋭化する懸
念があり、消費行動を注視し
ていく必要があると考えられま
す。

熱中症の発生率は、北海道、
東北、関東で増加率が大きい
と予測されています。本県で
は、21世紀末には平均気温が
３℃上昇する可能性が予測さ
れており、熱中症の増加が懸
念されます。
また、本県における熱中症に
よる救急搬送者のうち約半数
が高齢者であり、夏の高温化
等気候風土の急速な変化に
対して、特に高齢者が順応で
きるかどうかについても懸念さ
れるところです。

熱中症

沿岸

潮位の観測記録によると、
1980年以降の日本周辺の海
面水位が上昇傾向（+1.1mm/
年）にあり、気温上昇による一
定の海面上昇の発生が危惧さ
れています。海面が上昇する
ことにより、高潮や高波による
被災リスクは高まることが懸念
されます。

エネルギー

土石流・地すべり
等・その他

大雨の発生頻度が増加するこ
とに伴い、崩壊する土砂量の
増大、土石流の堆積・氾濫範
囲の拡大などが想定されるほ
か、雨の降り始めから崩壊が
発生するまでの時間が短くな
ることにより、十分な避難時間
を確保できなくなることが懸念
されます。

土砂災害対策の推進
　台風第10号で被害が大き
かった箇所や今後の出水で土
石流による被害のおそれがあ
る箇所について、砂防堰堤等
を整備するほか、土砂災害の
おそれのある区域を明らかに
するための調査を実施しま
す。

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
の拡大は、岩手県でも確認さ
れています(2)。ただし、分布可
能域の拡大が直ちに疾患の発
生数拡大につながるわけでは
ないとされています。今後、ヒト
スジシマカの生息分部につい
て調査・研究を継続して行うと
ともに、平成27年４月に策定さ
れた「蚊媒介感染症に関する
特定感染症予防指針」に基づ
き、デング熱等の予防対策を
行う必要があります。

感染症



水素利活用策の検討
　災害時のエネルギー確保に
有効な手段と考えられる水素
を活用した沿岸部・中山間地
域でのエネルギー確保対策を
中心に、水素利活用策につい
て検討します。

水素活用による再生可能エネ
ルギー推進事業費

4,915 ①　岩手の地域特性を生かし
た水素利活用モデルを検討す
るための調査研究を実施
②　セミナー等による水素エネ
ルギーの理解増進

①　アンケート調査（県内市町村、都
道府県等）やヒアリング調査（研究機
関、企業等）を実施。また、調査研究
委員会を１回開催（8/23）
②　ＦＣＶの展示を通じた普及啓発を
実施

環境生活企
画室

防災拠点等の施設整備
　災害時においても地域で一
定のエネルギーを賄うことがで
きるよう、県や市町村における
地域の防災拠点や避難所等
に再生可能エネルギーの導入
を図ります。

防災拠点等再生可能エネル
ギー導入事業費

893,694 災害時においても地域で一定
のエネルギーを賄うことができ
るよう、地域の防災拠点等へ
の再生可能エネルギーの導入
を図る。

県内13箇所の整備に着手 環境生活企
画室

木質チップボイラーの運用
　木質バイオマス発電の利活
用の促進を図るため、岩手県
林業技術センターにおいて、
暖房装置として木質チップボイ
ラーを使用します。

木質チップボイラーの運用 1,870 暖房装置として木質チップボイ
ラーを使用（燃料チップ1,500、
維持管理370）

冬期間の暖房として燃料チップ460㎥
を使用する見込み。これは灯油換算
で37,000リットル分の熱量であり、92
トンのCO2を排出削減したことに相当
する。

岩手県林業
技術センター

北上川上流流域下水道にお
ける発電
　北上川上流流域下水道都南
浄化センター及び北上浄化セ
ンターにおいて、消化ガスや小
水力による発電を実施します。

①都南浄化センターにおける
消化ガス発電
②北上浄化センターにおける
消化ガス発電
③北上浄化センターにおける
小水力発電

0 ①消化ガス発電を実施し、場
内電力として利用(平成2年か
ら供用)
②発電事業者がFITによる発
電を実施
③小水力発電を実施し、場内
電力として利用（平成25年から
供用）

①発電継続中
②発電事業者が北上浄化センター内
に発電設備の建設工事を実施し、平
成29年12月１日から発電開始
③発電継続中

下水環境課

インフラ・ライフラ
イン

近年、各地で、記録的な豪雨
による地下浸水、停電、渇水
や洪水、水質の悪化等による
水道インフラへの影響、豪雨
や台風による切土斜面への影
響等について、現状では気候
変動の影響によるものである
かどうかは明確な判断ができ
ていない状況ですが、気候変
動による短時間強雨や渇水の
頻度の増加、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
念されます。

水道インフラの災害時の迅速
な応急措置及び復旧体制整
備
　災害時において、被災者に
対する給水を迅速かつ円滑に
実施できるよう、水道施設の
復旧及び応急給水施設の確
保を図るとともに、関係業者・
団体等の協力が得られる体制
を整備します。

水道インフラの災害時の迅速
な応急措置及び復旧体制整
備

0 飲料水の需給に係る連絡調整
及び給水に関する日本水道協
会岩手県支部との連絡調整

①岩手県総合防災訓練の一環で関
係する水道事業者等と情報伝達訓
練を実施（8/25、大雨警報発表よる
災害対策のため総合防災訓練を中
止）
②災害発生時に迅速に対処できるよ
うに「岩手県水道施設災害対応マ
ニュアル（概要版）」を水道事業体等
へ通知

県民くらしの
安全課

文化財保護の推進
　国又は県指定文化財の所有
者等が行う文化財の管理、修
理又は防災に要する経費に対
する補助を行います。また、県
内に文化財保護指導員を配置
し、文化財の保護管理の実態
を把握するとともに、適切な指
導、助言を行います。

文化財保護推進費 61,284 所有者等が行う文化財の管
理、修理又は防災に要する経
費に対する補助や、文化財の
保護管理の実態を把握すると
ともに、適切な指導、助言の実
施

①市町村等に対する指導・助言を随
時実施
②文化財保護指導員により担当地
域内の巡回・監視を実施

生涯学習文
化財課

カモシカの保護と食害防止対
策
　文化財保護地域等内のカモ
シカの生息状況や生息環境等
の状況の把握を行い、適正な
カモシカの保護と食害防止対
策への活用を図ります。

カモシカ特別対策費 2,659 文化財保護地域等内のカモシ
カの生息状況や生息環境等の
状況の把握

①忌避剤塗布等への補助（２町）
②カモシカ巡視観察員の任用・担当
者会議の実施（9/27）

生涯学習文
化財課

県民等への気候変動への対
応に関する普及啓発
　気候変動に関するセミナー・
環境イベント等により、気候変
動の状況やこれにより生じる
影響、また、これらに適応した
取組について、県民等への普
及啓発を図ります。

地球温暖化対策事業費 3,013 セミナー等により、気候変動の
状況やこれにより生じる影響
や適応した取組について、県
民等への普及啓発を図る

①小学生向け普及啓発冊子に気候
変動への適応に係るページを追加
②気候変動の適応計画の策定に向
けた勉強会（7/18、盛岡地区合同庁
舎）
③いわて地球温暖化防止フェア開催
（10/21-22、イオンモール盛岡）
④県民等を対象とした適応セミナー
（11/22、県水産会館）

環境生活企
画室

防災教育の推進【再掲】
　防災教育研修会の開催、防
災教育に係る学校訪問、学校
防災アドバイザーの派遣など
を通じて、地域防災を支える
児童生徒を育成するための実
践的な防災教育を推進しま
す。

防災教育を中心とした実践的
安全教育総合支援事業費

8,610 県防災教育研修会、いわての
防災スクール事業、防災教育
に係る学校訪問事業、学校防
災アドバイザー派遣事業

①県防災教育研修会（6/13　サン
セール盛岡）
②いわての防災スクール事業17校
（小４、中４、県立９）
③学校防災アドバイザー派遣事業
（47校）
④防災教育に係る学校訪問事業（94
校）

学校調整課

産業・経済活動

気候変動によるエネルギー需
給への影響に関する研究事例
は多くないため、現在の知見
では、家庭、業務、産業、運輸
などの各部門におけるエネル
ギー消費への影響は大きいと
は言えないようです。しかし、
夏季の気温上昇などは、電力
供給のピークを先鋭化する懸
念があり、消費行動を注視し
ていく必要があると考えられま
す。

県民生活等

暑熱による生活へ
の影響等

国の適応計画によれば、都市
の気温上昇は既に顕在化して
おり、熱中症リスクの増大や
快適性の損失など都市生活に
大きな影響を及ぼしており、将
来、都市化によるヒートアイラ
ンド現象に、気候変動による
気温上昇が重なることで、都
市ではより大幅に気温が上昇
することが懸念されているとし
ています。

エネルギー

伝統・文化等

国の適応計画によれば、さく
ら、かえで、せみ等の動植物
の生物季節の変化についての
報告が確認されるとしていま
すが、それらが季節感や地域
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
ていない状況です。


