
分野 大項目 小項目 現在の影響 将来の影響 具体的な適応施策 事業名等
当初予算額
（単位：千円）

事業等の概要
事業等取組実績

（R2.3月末見込み）
担当室課

水稲 　既に全国で、高温による品
質の低下等の影響が確認さ
れており、本県でも高温耐性
に優れた水稲品種の育成が
行われています。

　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、「環境省環境研究総合
推進費Ｓ-８　温暖化影響評
価・適応施策に関する総合的
研究」（以下「S-8研究とい
う。）における研究成果では、
収量を重視した場合は、全て
の気候モデルにおいて収量
が増加すると予測されていま
すが、品質を重視した場合
は、複数の気候モデルにおい
て、21世紀末には収量が減少
すると予測されています。

環境の変化に対応した新た
な水稲品種の育成
　高温登熟耐性に優れる品種
や登熟温度によるアミロース
変動が小さい品種の育成を
行います。

新たな価値を創造する水稲
育種基盤強化事業

8,484 ゲノム解析技術及び独自遺
伝子資源の活用による、栽培
環境変化などに対応した新た
な特性を有する水稲育種素
材の充実化（平成31年度～
新規課題）

・農業研究センター内での高
温登熟耐性試験の実施
・高温登熟耐性品種・系統と
の交雑後代系統の育成
・登熟温度によるアミロース変
動が小さい品種「きらほ」を母
本に用いた交雑系統の育成

農業研究セ
ンター

果実品質の変動要因解明
　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を行い
ます。

果実品質の変動要因解明 17 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３１
年度～　継続課題）

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
高温で経過したが、果実品質
は平年と大きな差が見られな
かった

農業研究セ
ンター

気温上昇や気象災害による
りんごへの影響調査
　りんご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（平成29～
31年度）を行います。

地域適応コンソーシアム調査
事業

- りんごの生育に対する気象変
動の影響調査や、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（平
成２９～３１年度）

環境省から委託をうけた㈱日
本ＮＵＳがデータを集計し、成
績書を作成

環境省（農
業研究セン
ター）

ため池整備事業 469,401 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６地区で
実施。

農村建設課

用排水施設等整備事業 451,930 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13地区で6.6ｋｍ
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

10,900 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 5,345,957 水源の涵養など、農業・農村
の有する多面的機能の維持・
発揮に向けた支援

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、1,049組織）、資源向上
支払＜共同＞（約６万９千ｈ
ａ、851組織）、資源向上支払
＜長寿命化＞（約５万６千ｈ
ａ、738組織）の共同活動を実
施。

農村建設課

農業生産基
盤

　農業生産基盤に影響を与え
る降水量については、多雨年
と渇水年の変動の幅が大きく
なっているとともに、短期間に
まとめて雨が強く降ることが
多くなる傾向が見られ、水資
源の利用方法等への影響が
懸念されています。

　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。

　成熟期のりんごやぶどうの
着色不良・着色遅延等が全国
的に報告されており、本県に
おいても、りんごの一部の品
種で着色不良等が確認され
ています。

R元年度

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。

　気温の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
います。
　また、集中豪雨の発生頻度
や降雨強度の増加により農
地の湛水被害等のリスクが増
加することが予測されていま
す。

令和元年度岩手県気候変動適応策取組方針に係る適応施策一覧

果樹

国の適応計画区分

農業農業、森
林・林業、
水産業
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分野 大項目 小項目 現在の影響 将来の影響 具体的な適応施策 事業名等
当初予算額
（単位：千円）

事業等の概要
事業等取組実績

（R2.3月末見込み）
担当室課

R元年度国の適応計画区分

山地災害、
治山・林道
施設

　全国的に、過去30 年程度
の間で短時間強雨の発生頻
度は増加しており、人家・集落
等に影響する土砂災害の年
間発生件数もそれに応じて増
加しているとの報告がありま
す。また、本県においても、短
時間強雨の発生回数に増加
傾向が現れているとの報告が
あります。

　全国的に、年最大日雨量や
最大時間雨量が現在よりも増
加するとの予測があり、降雨
条件が厳しくなるという前提の
下では、集中的な山腹崩壊・
土石流等が頻発し、山地や斜
面周辺地域の社会生活に与
える影響が増大することが予
測されています。

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 1,644,484 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（松木平ほか45箇所）

森林保全課

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（2019
（平成31）～2023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）

6,384
156,770
6,195

389

・「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、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）

「沿岸定線海洋観測結果（月
１回）」及び「沿岸域観測結果
（月２回）」を発行し、観測結果
及び水温予測情報等を漁業
関係機関へメール等で情報
提供したほか、水技HPに掲
示。
HP「いわて大漁ナビ」により、
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）。

水産技術セ
ンター

秋サケ増殖に関する研究
　サケの資源変動要因の解
明と資源回復のための飼育
放流技術の改良及び開発を
行います。

さけ・ますふ化放流抜本対策
事業委託費
さけ、ます増殖費

4160

23,242

環境の変化に対応した持続
的な増殖事業の実現

漁業指導調査指導船「岩手
丸」により５月21日～６月14日
にかけて、本県沿岸における
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
29日公表（R元年度回帰予測
尾数312万尾、同重量9,447ト
ン）。
秋サケ回帰情報を３回発行
し、前・中・後期の遡上親魚の
魚体重及び年齢査定等を公
表。

水産技術セ
ンター

海面養殖業 　海水温の上昇の影響と考え
られる生産量の変化などが全
国的に報告されており、本県
においても環境変動に適応し
た養殖技術等の開発が行わ
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。

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
　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
境データを取得（平成31年
度）します。

地域適応コンソーシアム調査
事業

1,506 岩手県沿岸域の栄養塩測定
及びデータの整理

岩手県沿岸域の栄養塩を測
定（月１回）し、漁業関係機関
へ情報提供したほか、水技
HPに掲示。

水産技術セ
ンター

内水面漁
業・養殖業

　内水面漁業・養殖業が気候
変動により受けた影響はまだ
顕在化していませんが、他の
地域では、水温上昇がアユの
遡上数の減少要因となること
が報告されています。

　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。

アユの優良種苗の開発
　アユの資源状況を把握する
ために天然遡上のアユ稚魚
の動向を調査します。

内水面漁業振興事業費 294 県内河川に遡上するアユ稚
魚のモニタリング調査の実施

5月から7月まで、気仙川下流
及び中流定点においてアユ
稚魚のそ上状況を調査。

内水面水産
技術セン
ター

造成漁場

　海面では、海水温の変化に
伴う海洋生物の分布域の変
化が世界中で報告されていま
す。日本近海においても、ブ
リ、サワラ、スルメイカで日本
海を中心に高水温が要因とさ
れる分布・回遊域の変化が報
告されています。
　また、サケは水温の変化等
に応じて遊泳行動を変えるこ
とが知られており、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。

海面漁業 　21世紀半ば以降に予測され
る気候変動により、海洋生物
種の世界規模の分布の変化
や生物多様性の低減を指摘
する報告があります。日本周
辺海域においても、サケ、ブ
リ、サンマ、スルメイカ及びマ
イワシ等で分布回遊範囲及び
体サイズ変化に関する影響
予測が報告されています。
　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。

水産業

森林・林業
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分野 大項目 小項目 現在の影響 将来の影響 具体的な適応施策 事業名等
当初予算額
（単位：千円）
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R元年度国の適応計画区分

地域水産物供給基盤整備事
業費

216,052 波浪対策としての防波堤等工
事を10地区で実施

漁港漁村課

水産生産基盤整備事業費 766,000 漁港漁村課

水産流通基盤整備事業費 610,000 漁港漁村課

漁港施設機能強化事業費 2,208,410 漁港漁村課

漁村再生交付金事業費 113,620 漁港漁村課

漁港機能増進事業費 38,000 漁港漁村課

水環境 　本県の水環境は良好な状
態が保たれていますが、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
化が指摘されています。

　特に東日本では、富栄養湖
に分類されるダムが増加して
いくと予測されており、S-8研
究では、御所ダムにおけるク
ロロフィルa濃度は、全ての気
候モデルにおいて上昇すると
予測されています。

公共用水域の常時監視
湖沼の富栄養化等の水質の
状況を把握するため、公共用
水域の水質モニタリングを行
います。

水質保全対策費 58,986 公共用水域の水質モニタリン
グの実施

106河川137地点、２湖沼３地
点、14海域37地点において、
年４～12回の水質モニタリン
グを実施

環境保全課

水資源 　本県では、近年、重大な渇
水被害は発生していません
が、全国では、短時間強雨や
大雨が発生する一方で、年間
降水日数は逆に減少してお
り、毎年のように取水が制限
される渇水が生じています。

　無降水日数の増加や積雪
量の減少による渇水の増加
が全国的に予測されており、
地球温暖化などの気候変動
により、渇水が頻発化、長期
化、深刻化し、さらなる渇水被
害が発生することが懸念され
ています。
　また、農業分野においても、
高温による水稲の品質低下
等への対応として、田植え時
期や用水管理の変更等、水
資源の利用方法に影響が見
られ、気温の上昇によって農
業用水の需要に影響を与え
ることが予測されています。

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）

233,000 ダム管理及び、ダム施設の総
括的な修繕等

・県内９か所のダム管理及び
ダム施設の修繕等の実施

河川課

　太平洋沿岸で秋季から冬季
にかけての波高の増大等の
事例が確認されています。

　海面上昇により係留施設や
荷捌き所等が浸水し、漁港機
能に影響を及ぼす可能性が
あります。また、強い台風の
増加等による高波のリスク増
大の可能性があり、波高や高
潮偏差増大による漁港施設
等への被害等が予測されて
います。

水環境・水
資源

漁港・漁村 防波堤等漁港施設の整備漁港施設の整備
　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。
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分野 大項目 小項目 現在の影響 将来の影響 具体的な適応施策 事業名等
当初予算額
（単位：千円）

事業等の概要
事業等取組実績
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担当室課

R元年度国の適応計画区分

希少野生動植物の保護対策
　希少野生動植物の保護を
図るため、条例指定希少野生
動植物の生育状況調査、い
わてレッドデータブック掲載種
の追跡調査等を行います。

希少野生動植物保護対策事
業費

2,476 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
（6/13　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盗
採監視（8/1～31　宮古市）
④イワテセダカオサムシの生
息状況調査（9/2～3　宮古
市）
⑤いわてレッドデータブック追
跡調査（6～9月　早池峰山ほ
か）
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（1～3月）
⑧イヌワシの営巣地補修（9月
一関市）
⑨いわてレッドデータブック改
訂検討委員会開催（10月、1
月）

自然保護課

自然公園等における保全対
策
　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、自然環境
と適正な公園利用を推進する
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、高山
植物のシカ食害対策など保
全対策を実施します。

自然公園等保護管理費（早
池峰地域保全対策事業費）

3,748 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
6/9～8/4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設置
③移入植物駆除（6/11、
8/22）、高山植物盗採防止パ
トロール（7/16）
④車両交通規制期間中の
シャトルバスの運行（6/9～
8/4の土日祝）
⑤河原の坊登山道崩落箇所
の現地確認（6/3）

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
ているニホンジカ等の野生鳥
獣について、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
ための捕獲等を行います。

指定管理鳥獣捕獲等事業費 135,326 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・イノシシ捕獲委
託契約（10/4）
②ニホンジカ捕獲数　6,910
頭、イノシシ捕獲数　140頭

自然保護課

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 6,551 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への担
当者会議の実施
③カモシカ巡視視察員による
生息状況や生息環境等の調
査

生涯学習文
化財課

　全国的にニホンジカ等の分
布が拡大していることが確認
されており、本県においてもシ
カやイノシシなどの野生鳥獣
の増加、生息域の拡大によ
り、農林業被害や人身被害が
生じています。

　気温の上昇、積雪量の減少
や積雪期間の短縮化は、ニホ
ンジカ等の野生鳥獣の生息
域を拡大させる懸念がありま
す。これにより、自然植生へ
の影響や農林業の被害が増
大することも想定されます。

　本県では、優れた自然環境
に恵まれており、希少野生動
植物が身近に感じられる環境
にあります。
　一方で、全国的に、気温上
昇や融雪時期の早期化等に
よる植生の衰退や分布の変
化が報告されています。

野生鳥獣に
よる影響

陸域生態系 高山帯・亜
高山帯

自然生態系 　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。
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分野 大項目 小項目 現在の影響 将来の影響 具体的な適応施策 事業名等
当初予算額
（単位：千円）

事業等の概要
事業等取組実績

（R2.3月末見込み）
担当室課

R元年度国の適応計画区分

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

市町村消防防災主管課長会
議において働きかけを実施
（27市町村で避難勧告等発令
基準を策定済）

総合防災室

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】 1,644,484 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（松木平ほか45箇所）

森林保全課

河川改修事業費 9,621,267 ・各河川の改良工事を推進
（刈屋川が完成予定）
・河道掘削・立ち木伐採の計
画的な執行

河川課

直轄河川事業費負担金 1,276,222 河川課

水防警報施設整備事業費 73,708

簗川ダム建設事業費 3,621,992 河川課

堰堤改良事業 158,141 河川課

ソフト施策の推進
　水位周知河川の指定、洪水
浸水想定区域図の策定等の
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 175,000 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

・水位周知河川指定の指定
拡大（累計40河川）
・想定最大規模の洪水浸水
想定区域の指定拡大（23河
川）
・全ての水位周知河川におい
て、ホットライン・タイムライン
の運用

河川課

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 78,000 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

海岸高潮対策事業費 21,069,815 河川課

海岸調査費 45,000 河川課

海岸防災林の再生
　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【再掲】 1,644,484 海岸防災林、海岸保全施設
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（松木平ほか45箇所）

森林保全課

・簗川ダム堤体コンクリートの
打設完了
・早池峰ダム、綾里川ダムに
おいて、ダム施設の設備更新
等実施

・水門、防潮堤等の海岸保全
施設の整備を推進
・水門・陸閘の自動閉鎖シス
テムについて、整備完了箇所
から順次運用を開始

　潮位観測記録の解析では、
1980年以降の日本周辺の海
面水位が上昇傾向（1971～
2010年では+1.1mm/年、1993
～2010年では+2.8mm/年）に
あることが報告されています。

　全国的に、過去30 年程度
の間で短時間強雨の発生頻
度は増加しており、本県にお
いても、短時間強雨の発生回
数に増加傾向が現れていると
の報告があります。

　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。

　気候変動に伴う海面上昇等
により、高潮や高波のリスク
は高まることが予測されてい
ます。

自然災害・
沿岸域

水害

高潮・高波等 海岸保全施設の改良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。

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）及び河道掘削等の
実施

簗川ダムの建設及びダム施
設の設備更新等の実施

河川改修等の実施
　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。
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分野 大項目 小項目 現在の影響 将来の影響 具体的な適応施策 事業名等
当初予算額
（単位：千円）

事業等の概要
事業等取組実績

（R2.3月末見込み）
担当室課

R元年度国の適応計画区分

地域水産物供給基盤整備事
業費【再掲】

216,052 波浪対策としての防波堤等工
事を10地区で実施

漁港漁村課

水産生産基盤整備事業費
【再掲】

766,000 漁港漁村課

水産流通基盤整備事業費
【再掲】

610,000 漁港漁村課

漁港施設機能強化事業費
【再掲】

2,208,410 漁港漁村課

漁村再生交付金事業費【再
掲】

113,620 漁港漁村課

漁港機能増進事業費【再掲】 38,000 漁港漁村課

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。

治山事業費【再掲】 1,644,484 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（松木平ほか45箇所）

森林保全課

砂防事業費 3,186,250 岩泉町大沢ほか33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

砂防災害課

地すべり対策事業費 26,000 砂防災害課

急傾斜地崩壊対策事業費 369,500 擁壁工、排水工及び法面工
等の施設整備

住田町大崎ほか12箇所にお
いて、擁壁法面工等の斜面
崩壊対策施設整備事業を実
施

砂防災害課

土砂災害対策基礎調査費 297,000 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

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
害警戒区域等の指定を推進

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。

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

101,995
19,261

職員に対する防災教育及び
県民への防災知識の普及

県職員及び市町村職員に対
し防災研修・図上訓練等を実
施（振興局4回、市町村17回）
三陸防災復興展示会におい
て気象情報研修会を4会場で
実施

総合防災室

防災教育の推進
　防災教育研修会の開催、学
校防災アドバイザーの派遣、
要配慮者利用施設に指定さ
れた学校への指導などを通じ
て、児童生徒が災害から命を
守るための資質・能力を身に
つけ、地域防災を支える人材
となるようを育成するための
防災教育を推進します。

学校安全総合支援事業費 8,933 県防災教育研修会、いわて
の復興教育スクール<沿岸>
事業、学校防災アドバイザー
派遣事業、要配慮者利用施
設に指定された学校における
避難確保計画策定の指導

県防災教育研修会の実施1
回
いわての復興教育スクール
〈沿岸〉推進校の指定18校
学校防災アドバイザー派遣55
件
要配慮者利用施設に指定さ
れた学校における避難確保
計画策定のための対応8地区

学校調整課

　近年、台風などによる局地
降雨を原因に、洪水災害が激
甚化、頻発化する傾向にあり
ます。

漁港施設の整備【再掲】
　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。

台風第10号による被害等を
踏まえた砂防施設の整備

土砂災害対策の推進
　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。

土砂災害 　大雨における短時間降水量
と大雨の発生頻度の増加に
伴い、崩壊する土砂量の増
大、土石流の堆積・氾濫範囲
の拡大のほか、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。

防波堤等漁港施設の整備
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分野 大項目 小項目 現在の影響 将来の影響 具体的な適応施策 事業名等
当初予算額
（単位：千円）

事業等の概要
事業等取組実績

（R2.3月末見込み）
担当室課

R元年度国の適応計画区分

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。

地域保健関係者研修費（熱
中症予防対策研修会）

205 ・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

熱中症予防セミナー開催
・Ｒ1.6.10（月）アイーナ804A
・参加者51名

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

・R1.5.28付教保第56号「熱中
症事故の防止について（通
知）」、R1.6.28付教保第117号
「熱中症事故の防止について
（通知）」、Ｒ1.7.16付教保第
148号「学校における体育活
動中（含む運動部活動）の事
故防止等について」を通知
・「岩手県における部活動の
在り方に関する方針」に、部
活動中の熱中症事故防止の
項目を新たに追加（８月改定）

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
に関する適切な保健指導が
できるよう、教職員の資質向
上を図る研修を実施

①学校安全担当者研修会
（6/6）
②養護教諭スキルアップ研修
（7/2）
上記のほか、教員の基本研
修（初任者研修/教職経験者
５年研修/授業力向上研修）
において、熱中症対策等の科
目を設定

保健体育課

学校施設への冷房設備の設
置
　児童生徒等の熱中症対策
や学習環境の改善を図るた
め、学校施設への冷房設備
整備を推進します。

学校施設への冷房設備の設
置

60,390 児童生徒等の熱中症対策や
学習環境の改善を図るため、
学校施設への冷房設備整備
を推進

県立高等学校の保健室及び
夏期課外学習室への冷房設
備未設置校に整備

教育企画室

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

196 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

１　令和元年度における岩手
県内のヒトスジシマカ生息域
の把握
２　気温、人口などを基にした
県内のヒトスジシマカ生息条
件の解析、生息リスクマップ
の作製

環境保健研
究センター

感染症対策
　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。

感染症対策の推進 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

・感染症発生動向調査におけ
る蚊媒介感染症等に関する
情報収集及び発信
・国内での感染事例に関する
情報を医療機関等と共有
・厚生労働省が作成したポス
ターを活用した普及啓発及び
感染対策の推進

医療政策室

　気候変動による気温の上昇
や降水の時空間分布の変化
は、感染症を媒介する節足動
物の分布可能域を変化させ、
節足動物媒介感染症のリスク
を増加させる可能性があり、
S-8研究では、本県において
も、全ての気候モデルにおい
て、ヒトスジシマカの生息域が
増加すると予測されていま
す。
　今後、ヒトスジシマカの生息
分布について調査・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

暑熱健康

　本県においても、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
大が確認されています。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。

　熱中症の発生率は、北海
道、東北、関東で増加率が大
きいと予測されており、S-8研
究では、全ての気候モデルに
おいて、本県の熱中症搬送者
数が増加すると予測されてい
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。
　さらに、暑熱環境の悪化は
児童生徒の学校生活にも大
きく影響し、体育・スポーツ活
動のみならず、文化部活動や
屋内での授業中においても熱
中症の発生が懸念されている
ことから、学校管理下におけ
る熱中症事故防止が急務と
なっています。

感染症

　熱中症搬送者数の増加が
全国各地で報告されており、
本県においても、熱中症によ
る健康被害が報告されていま
す。
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分野 大項目 小項目 現在の影響 将来の影響 具体的な適応施策 事業名等
当初予算額
（単位：千円）

事業等の概要
事業等取組実績

（R2.3月末見込み）
担当室課

R元年度国の適応計画区分

感染症予防の通知
　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。

感染症予防の通知 0 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、注意するよう通知

今年度通知なし
（国内感染事例がないため）

保健体育課

学校における健康教育【再
掲】
　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
に関する適切な保健指導が
できるよう、教職員の資質向
上を図る研修を実施

①学校安全担当者研修会
（6/6）
②養護教諭スキルアップ研修
（7/2）
上記のほか、教員の基本研
修（初任者研修/教職経験者
５年研修/授業力向上研修）
において、熱中症対策等の科
目を設定

保健体育課

汚染物質高濃度時の注意喚
起
　光化学オキシダントや微小
粒子状物質の大気中濃度を
常時監視し、高濃度となった
場合には、いわてモバイル
メール等により県民への注意
喚起を行います。

大気汚染防止対策費 31,336 光化学オキシダントや微小粒
子状物質が高濃度となった場
合に、注意喚起

光化学オキシダントや微小粒
子状物質が高濃度となった場
合を想定し、訓練を実施

環境保全課

微小粒子状物質の成分分析
　効果的な大気汚染対策を実
施するため、微小粒子状物質
の成分分析を行い、二次生成
機構を含む微小粒子状物質
及びその前駆物質の大気中
の挙動等の科学的知見の集
積を図ります。

大気汚染防止対策費（再掲） 31,336 微小粒子状物質の成分分析 県内２地点で微小粒子状物
質の成分分析を実施

環境保全課

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

41,735 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

被災家屋への太陽光発電設
備の導入に対して補助を実施
した（補助件数見込140件）。

環境生活企
画室

水素利活用の推進
　災害時にも有効な再生可能
エネルギー由来の水素の利
活用を推進するため、実証事
業導入に向けた検討や、県民
や事業者等への水素の理解
増進等を図ります。

水素利活用による再生可能
エネルギー推進事業費

10,370 ①再生可能エネルギーの導
入促進に資する水素のセミ
ナー等による理解促進
②実証事業の導入に向けた
計画の策定や水素ステーショ
ンの整備促進に向けた研究
会を設置

①普及啓発用パンフレット「い
わて水素エネルギーのスス
メ」を作成した。
②総務省の補助事業を活用
し、水素利活用の中山間地モ
デルについて実現可能性調
査及び計画策定を行った。

環境生活企
画室

　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。

　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、科学的
知見の充実を図るとともに、
産業・経済活動における気候
変動の影響についての情報
を収集・整理する必要があり
ます。

　本県の大気環境は、大気汚
染物質の環境基準を概ね達
成していますが、微量粒子物
質などの濃度上昇が時期に
よっては観測されています。

　気温上昇による生成反応の
促進等により、大気中の光化
学オキシダントや微小粒子状
物質の生成される濃度が上
昇し、呼吸器系及び循環器系
への影響が生じるとされてい
ます。

等の予防対策を行う必要があ
ります。

産業・経済
活動

その他の健
康への影響

産業・経済
活動
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分野 大項目 小項目 現在の影響 将来の影響 具体的な適応施策 事業名等
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（単位：千円）
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R元年度国の適応計画区分

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、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

593,645 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
導入を促進

県内４箇所の整備に着手し
た。

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 1,816 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316）

暖房装置として木質チップボ
イラーを使用（燃料チップ
1,650、維持管理313）

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（平成29年から供
用）
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発電継続中、ただし、設備
工事のため発電量減少
③発電継続中

下水環境課

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。

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

県民くらしの
安全課

港湾における適応策の推進
　県内重要港湾における事業
継続計画（ＢＣＰ）訓練を実施
します。

0 県内重要港湾における事業
継続計画（BCP）訓練の実施

2月に訓練実施予定（実施港
湾は調整中）

港湾課

地域連携道路整備事業 23,267,220 緊急輸送道路等の整備 　今年度は50箇所の緊急輸
送道路等の整備などに取り組
む見込み。

道路建設課

道路環境改善事業（災害防
除）

1,540,203
９補(884,044)

道路災害の発生を未然に防
止するため、防災対策を実施

　今年度は11路線11箇所の
防災対策に取り組む見込み。

道路環境課

県単独道路災害防除事業 247,028
９補(213,791)

道路災害の発生を未然に防
止するため、防災対策を実施

　今年度は17路線17箇所の
防災対策に取り組む見込み。

道路環境課

国民生活・
都市生活

水道、交通
等

道路における適応策の推進
　安全性、信頼性の高い道路
網の整備や、県ホームページ
において、通行規制時等の迅
速な情報提供を実施します。

インフラ・ラ
イフライン等

　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。

　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、
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
よる高速道路の切土斜面へ
の影響等が確認されています
が、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
い状況とされています。

43



分野 大項目 小項目 現在の影響 将来の影響 具体的な適応施策 事業名等
当初予算額
（単位：千円）

事業等の概要
事業等取組実績

（R2.3月末見込み）
担当室課

R元年度国の適応計画区分

地域連携道路整備事業（3ヶ
年緊急対策）

240,000 緊急輸送道路等の整備 　今年度は17箇所の緊急輸
送道路等の整備などに取り組
む見込み。

道路建設課

道路環境改善事業（災害防
除：3ヶ年緊急対策）

193,243
９補

(1,358,134)

道路災害の発生を未然に防
止するため、防災対策を実施

　今年度は19路線22箇所の
防災対策に取り組む見込み。

道路環境課

生物季節の変化等に関する
情報の収集や提供等の実施
　国立環境研究所等と連携
し、気候変動が生物季節等に
与える影響に関する情報の
収集や提供等を行います。

生物季節の変化等に関する
情報の収集や提供等の実施

0 国立環境研究所等と連携し、
気候変動が生物季節等に与
える影響に関する情報の収
集や提供等を実施

気候変動適応シンポジウムを
開催し、生物季節等の本県の
気候変動影響の現状や将来
予測について情報提供等を
行った。

環境生活企
画室

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 80,783 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る
担当地域内の巡回・監視を実
施

生涯学習文
化財課

その他（暑
熱による生
活への影
響）

　全国的には、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
響を及ぼしているとされてい
ます。

　アスファルトやコンクリート等
の人工被覆域や建築物等か
らの排熱の増加などによる気
温上昇に、気候変動による気
温上昇が重なることで、都市
域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。

気候変動への適応に関する
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（気
候変動対策推進費）

10,986 気候変動に関する総合イベン
トや気候変動適応シンポジウ
ム等の開催により、気候変動
の状況やこれにより生じる影
響や適応策について、県民等
への普及啓発を実施

気候変動適応シンポジウムを
宮古市で開催し、気候変動適
応に関する普及啓発を図っ
た。

環境生活企
画室

　今世紀中頃及び今世紀末
には、気温の上昇により、北
日本のさくらの開花日が早ま
るとともに、開花から満開まで
に必要な日数が短くなるとさ
れており、それに伴い、花見
ができる日数の減少、さくらを
観光資源とする地域への影
響が予測されています。
　また、今後、気候変動による
短時間強雨や強い台風の増
加等が進めば、文化財等をは
じめ、県民が文化・歴史など
を感じる暮らしに影響が及ぶ
ことが懸念されます。

防災・減災、国土強靭化のた
めの緊急対策
　気候変動等の影響による自
然災害発生に備え、防災のた
めの重要インフラ等が災害時
にその機能を維持できるよ
う、特に緊急に実施すべき対
策に取り組みます。

生物季節、
伝統行事・
地場産業等

文化・歴史
などを感じ
る暮らし

　全国的には、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
が確認されていますが、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
ていない状況です。
　一方、平成28年台風第10号
により県内の文化財等におい
て被害が発生するなど、全国
的に台風や大雨などによる文
化財への被害が報告されて
います。
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