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農林水産省気候変動適応計画骨子

まえがき

農産物や水産物などの高温による生育障害や品質低下、観測記録を塗り替

える高温、豪雨、大雪による大きな災害が我が国の農林水産業・農山漁村の

生産や生活の基盤を揺るがしかねない状況。

「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」は、今世紀末までの約 100 年で

気温が 0.3 ～ 4.8 ℃、海面水位が 26 ～ 82cm 上昇等の予測を行うとともに、適

応策を行わなければ今後の気候変動が主要作物の生産に負の影響を及ぼす等

の第 5 次評価報告書を公表。

IPCC の報告や主要先進国の動向等を踏まえ、関係府省が連携して政府全体

の適応計画の策定に取り組んでおり、本年夏頃を目処に成案を得る予定。

本年 3 月には、中央環境審議会気候変動影響評価等小委員会が我が国にお

ける影響評価を公表するとともに、影響予測等の研究の一層の推進等の重要

性を指摘。

農林水産省においては、生産現場の強化、多面的機能の維持・発揮等に取

り組んでいる。農林水産業は気候変動の影響が大きい分野であり、これらの

基盤を揺るがさないためにも、将来の影響予測等を踏まえた計画的な適応策

を講じる必要。適応策の実施にあたっては、地域ごとの特徴を踏まえること

が不可欠であり、国の取組と連携して地方の取組を促進することが重要。こ

のため、農林水産省気候変動適応計画を定め、政府全体の適応計画に積極的

に位置づけるとともに、影響予測、技術開発、各種施策等を強力に推進。

第一章 総論

第１項 基本的な考え方

○現状と将来の影響評価を踏まえた計画策定

政府全体の影響評価と整合し、温暖化の被害への対応を的確かつ効果的

に実施するための計画を策定する。現時点で影響評価の無いものについて

も、影響評価を実施することに加え、生産現場での課題への対処の観点か

ら、当面必要な取組を将来の影響を可能な限り見通して計画中に記載し推

進していく。また、適応策は環境に配慮して取り組むこととする。

○温暖化等による被害への対応

気温の上昇等による農作物等の生産量や品質の低下を軽減するための適

応技術や対応品種の研究開発、品種や品目の転換、被害の分散、普及を推

進する。
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○極端な気象現象による災害への対応・防災

集中豪雨等による農地の湛水被害や山地災害の激甚化、海面水位上昇に

よる影響等に対して計画的に対応する等、不断に備える。

○気候変動がもたらす機会の活用

低温被害の減少による産地の拡大、今まで生産できなかった作目の新規

導入や産地の育成、積雪期間の短縮による生産の拡大等、気候変動がもた

らす機会を活用する。

○関係者間での連携・役割分担、情報共有

国は、現状及び将来の影響の評価、基礎的な研究開発、支援策の提示、

国内外の情報収集及び発信を主に担い、地方は、地方主体による適応策の

自立的選択及び推進等を担う。

また、国と地方相互の連携により適応計画の効果的実施を図る。

○計画の継続的な見直し、最適化による取組の推進

IPCC による新しい報告等を契機として、 新の知見により、現状及び

将来の影響評価を見直すとともに、適応計画に盛り込まれた取組の進捗状

況を確認し、 新の評価結果に基づいた適応計画 の見直し、 適化を図

る。

第２項 日本における気候変動予測の概要

気象庁の地球温暖化予測情報（第８巻）等では、21 世紀末には 20 世紀末

と比較して以下のような気候変化が予測される。

○将来気候の予測／気温

年平均気温は、20 世紀末と比較して、全国で 1.1 ～ 4.4 ℃上昇するなど

の予測がある。また、日 高気温の年平均値は、全国で 1.1 ～ 4.3 ℃上昇

し、真夏日（日 高 30 ℃以上）の年間日数は、全国で 12.3 ～ 52.6 日増加

するとの予測がある。

○将来気候の予測／降水

年降水量については、明瞭な変化傾向にはないとの予測があるが、大雨

による降水量、無降水日数は、20 世紀末と比較してそれぞれ増加傾向に

なるとの予測もある。（年間降水量に変動が見られない中で無降雨日数や

降雨強度の増加を予測しているものもあるため、季節や時期的、局地的な

降雨の偏りにより極端現象（多雨、渇水）の発生が増加することが懸念さ

れている。

○将来気候の予測／積雪・降雪

年積雪・降雪量は 20 世紀末と比較して減少し、特に東日本日本海側で

減少量が大きくなるとの予測がある。
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○将来気候の予測／海面水温

日本付近の海面水温は、長期的に上昇し、その長期変化傾向は日本南方

海域よりも日本海で大きいとの予測がある。

○将来気候の予測／海面水位

世界平均の海面水位は 21 世紀の間、上昇を続けるとの予測がある。た

だし、日本周辺の海面水位については、顕著に現れる周期的な変動を予測

の不確実性として考慮する必要がある。

○将来気候の予測／台風

日本の南方海上では、非常に強い台風が現在と比較して増加する可能性

があるとともに、そのような非常に強い台風が日本近海まで勢力を比較的

維持したまま到達する可能性がある。

第二章 分野・品目別対策

第１項 農業

１．農業生産総論

① 影響

ア 現状

農業生産は、一般に気候変動の影響を受けやすく、各品目で生育障

害や品質低下など地球温暖化によると考えられる影響が見られる。

イ 将来予測

影響の将来予測については、主要作物等を中心に実施しているが、

より一層、将来影響の研究を進める必要がある。

② 取組

農業生産全般において、高温等の影響を回避・軽減する適応技術や高

温耐性品種等の導入など適応策の生産現場への普及指導や新たな適応技

術の導入実証等の取組が行われている。

また、地方と連携し、温暖化による影響等のモニタリングを行い、「地

球温暖化影響調査レポート」等により適応策に関する情報を発信してい

る。

気候変動影響評価（2015 年３月、中央環境審議会）において、重大性

が特に大きく、緊急性及び確信度が高いとされた水稲、果樹及び病害虫

・雑草については、より重点的に対策に取り組むものとする。

その他の品目については、これまで取り組んできた対策を引き続き推

進するとともに、今後の影響予測も踏まえ、新たな適応品種や栽培管理

技術等の開発、又はそのための基礎研究に取り組む。

また、引き続き地方と連携し、温暖化による影響等のモニタリングに
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取り組むとともに、「地球温暖化影響調査レポート」等により適応策に

関する情報を発信する。

２．農業生産の分野・品目別影響及び取組

① 水稲

ア 影響

ⅰ 現状

水稲では、既に全国で、高温による品質の低下（白未熟粒の発生、

胴割粒の発生、一等米比率の低下等）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る。

ⅱ 将来予測

全国の水稲の収量は、現在より３℃を超える高温では北日本を除

き減収することが予測されている。

一等米の比率は、高温耐性品種への作付転換が進まない場合、全

国的に低下することが予測されている。

イ 取組

高温対策として、肥培管理、水管理等の基本技術の徹底を図るとと

もに、高温耐性品種の開発・普及を推進しており、高温耐性品種の作

付けは漸増しているものの、実需者ニーズとのミスマッチから十分普

及していない（平成 25 年地球温暖化影響調査レポートによる高温耐

性品種の作付面積は 65,300ha）。

また、病害虫対策として、発生予察情報等を活用した適期防除等の

徹底を図っている。

今後は、これまでの取組に加え、以下の対策に取り組む。

今後の品種開発に当たっては、高温による品質低下が起こりにくい高

温耐性を付与した品種の開発を基本とする。

また、現在でも極端な高温年には収量の減少が見られるとともに、

将来的には更なる高温が見込まれることから、2015 年以降、収量減少

に対応できるよう高温不稔に対する耐性を併せ持つ育種素材の開発に

着手する。

引き続き、高温に対応した肥培管理、水管理等の基本技術の徹底を

図るとともに、2016 年以降、実需者のニーズに合った形で高温耐性品

種の作付拡大を図るため、生産者、米卸売業者、実需者等が一体とな

った、高温耐性品種の選定、導入実証、試食等による消費拡大等を支

援する。

また、引き続き病害虫対策の徹底を図るとともに、温暖化の進行に
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伴い発生増加が予想されるイネ紋枯病やイネ縞葉枯病等の病害虫に対

する被害軽減技術を 2019 年を目途に開発し、その成果の普及を図る。

② 果樹

ア 影響

ⅰ 現状

果樹は永年性作物であることから、一年生作物に比べて気候に対

する適応性の幅が狭く、気候変動に対して脆弱な作物とされ、果実

品質の低下をはじめとして、隔年結果の増大、生理落果の助長等の

影響を受けやすいとされている。

具体的には、着色期のりんごやぶどうの着色不良・着色遅延、果

実肥大期の高温・多雨によるうんしゅうみかんの浮皮、高温・強日

射による果実の日焼け、日本なしの秋期から初冬期の高温による発

芽不良、収穫期前の高温・乾燥等によるみつ症の発生等が報告され

ている。

ⅱ 将来予測

うんしゅうみかんやりんごは、気候変動により栽培に有利な温度

帯が年次を追うごとに北上した場合、既存の主要産地が栽培適地で

はなくなる可能性もあり、価格の高騰や適正な価格での消費者への

安定供給を担保できなくなることも懸念される。さらに、りんごに

ついては、我が国の農業分野における主要な輸出品目として位置づ

けられているが、気候変動により国内でのりんごの生産が不安定に

なった場合、輸出戦略面でも支障を来しかねないことが懸念される。

ぶどう、もも、おうとう等については、既存の主要産地が栽培適

地ではなくなる可能性のほか、高温による生育障害が発生すること

が想定される。

イ 取組

うんしゅうみかんでは、日焼け果等の発生を軽減するため、樹冠上

部の摘果を推進している。また、浮き皮果の発生を軽減するため、カ

ルシウム剤等の植物成長調整剤の活用等を推進している。さらに、着

色不良対策として、フィガロン散布の普及を進めている。

また、うんしゅうみかんよりも温暖な気候を好む中晩柑（しらぬひ

（デコポン）、ブラッドオレンジ等）への転換を図るための改植等を

推進している。

りんごでは、「秋映」等の優良着色系統品種の導入のほか、日焼け

果・着色不良対策として、かん水や反射シートの導入等を進めている。
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品目共通の干ばつ対策として、マルチシート等による水分蒸発抑制

等の普及や、土壌水分を維持するための休眠期の深耕・有機物投入、

干ばつ時に発生しやすいハダニ類の適期防除を推進している。また、

凍霜害対策として、凍霜害警戒体制の整備を推進している。

気候変動による着色不良果実の発生に対する品目共通の対応策の一

つとして、これを果汁用原料として積極的に活用する等により、加工

用果実の生産流通体制を整備している。

今後は、これまでの取組に加え、以下の対策に取り組む。

うんしゅうみかんでは、2015 年以降、ジベレリン・プロヒドロジャ

スモン混用散布、遮光資材の積極的活用等による栽培管理技術の普及

を加速化させる。また、着花を安定させるため、施肥方法、水分管理

等の改善による生産安定技術の開発に着手する。

りんごでは、高温下での着色不良及び日焼け発生を減少させるため

の栽培管理技術の開発に着手する。

また、栽培適地が移動するとの将来予測を踏まえ、より高い標高で

栽培を行うなど、標高差を活用した新たな園地整備を図るため、2016

年以降、こうした取組に向けた栽培実証や、品種を転換するための改

植に対する支援を行うとともに、標高の高い場所での大規模園地基盤

整備を推進する。

ぶどうでは、引き続き優良着色品種や黄緑系品種の導入を推進する

とともに、着色障害の発生を軽減するため、2015 年以降、主幹の環状

剥皮等の作柄安定技術の普及を加速化させる。

なしでは、発芽不良の被害を軽減するため、発芽促進剤の利用、元

肥の施用時期の移行等の技術対策を導入・普及するとともに、更に、

土壌改良等により暖地における生産安定技術の開発に着手する。

一方、育種の側面からは、みかん、りんご、なしでは、2019 年を目

途に高温条件に適応する育種素材を開発、その後、当該品種を育成し、

2027 年以降、産地に実証導入を図る。

このほか、気候変動により温暖化が進んだ場合、亜熱帯・熱帯果樹

の施設栽培が可能な地域が拡大するものと予想されることから、2016

年以降、高付加価値な亜熱帯・熱帯果樹の導入実証に取り組み、既存

果樹からの転換等を推進する。

③ 土地利用型作物

ア 影響

ⅰ 現状
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麦類では、暖冬による茎立や出穂の早期化とその後の春先の低

温や晩霜による凍霜害の発生、生育期全般の多雨による湿害の発

生等が見られる。

大豆では、生育初期の多雨による湿害や開花期以降の高温・干

ばつによる落花・落莢、青立ち等の発生が見られる。

小豆では、北海道（道央・道南）において、成熟期の高温による

小粒化等が見られる。

茶では、生育期間の高温・干ばつによる二番茶以降の新芽の生

育抑制、暖冬による萌芽の早期化及び春先の晩霜による凍霜害の

発生等が見られる。

てん菜では、夏から秋にかけての高温・多雨による病害の多発

等が見られる。

ⅱ 将来予測

小麦では、暖冬による茎立や出穂の早期化とその後の春先の低

温や晩霜による凍霜害リスクの増加等が予測されている。

北海道では、2030 年代には、てん菜、大豆、小豆で増収の可能

性もあるが、病害発生等も懸念され、小麦等では減収等が予測さ

れている。

大豆では、 適気温以上の範囲では、乾物重等の減少が予測さ

れている。

イ 取組

麦類では、多雨・湿害対策として、排水対策、赤かび病等の適期

防除など基本技術の徹底を図るとともに、赤かび病等の抵抗性品種

への転換を推進しており、一定の効果が見られる。また、凍霜害対

策として、気候変動に適応した品種・育種素材、生産安定技術の開

発・普及を推進している。

大豆では、多雨・高温・干ばつ等の対策として、排水対策の徹底

を図るとともに、地下水位制御システムの普及を推進しており、一

定の効果が見られる。また、病害虫・雑草対策として、病害虫抵抗

性品種・育種素材や雑草防除技術等の開発等に取り組んでいる。

小豆では、北海道（道央・道南）において、高温耐性品種「きた

あすか」の普及を推進している。

茶では、省電力防霜ファンシステム等による防霜技術の導入等の凍

霜害対策を推進しており、一定の効果が見られる。また、干ばつ対

策、病害虫対策等を推進している。

てん菜では、病害虫対策として、高温で多発が懸念される病害に
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対する耐病性品種の開発・普及に取り組んでおり、効果が見られる。

また、多雨を想定した排水対策等に取り組んでいる。

今後もこれまで取り組んできた対策を引き続き推進する。

④ 園芸作物

ア 影響

ⅰ 現状

露地野菜では、葉菜類、根菜類、果菜類等の収穫期が早まる傾

向にある。

施設野菜では、夏季の高温によるトマトの着果不良、裂果、着

色不良等が見られる。また、大雪等による施設の倒壊等の影響が

見られる。

花きでは、夏季・秋季の高温による開花期の前進・遅延、奇形

花、短茎花、茎の軟弱化等の生育不良等が見られる。

ⅱ 将来予測

野菜は、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が、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。

イ 取組

野菜では、高温対策として、高温条件に適応する育種素材の開発

及び当該品種の普及を推進するとともに、露地野菜では、適正な品

種選択、栽培時期の調整や適期防除により、安定供給を図っている。

施設野菜では、比較的大きな施設を中心に高温対策として、地温

抑制マルチ等の導入に取り組んでいる。また、台風・大雪対策とし

て、災害に強い低コスト耐候性ハウスの導入等を推進しており、一

定の効果が見られる。

花きでは、高温対策として、適切なかん水の実施等を推進してい

るほか、高温条件に適応する品種の普及に取り組んでいる。施設花

きでは、高温対策として、地温抑制マルチ等の導入等を推進してい

るほか、施設野菜と同様に台風・大雪対策等を推進しており、一定

の効果が見られる。

今後もこれまで取り組んできた対策を引き続き推進する。

⑤ 畜産

ア 影響

ⅰ 現状
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家畜では、夏季の平年を上回る高温の影響により、乳用牛の乳

量・乳成分・繁殖成績の低下、肉用牛、豚及び肉用鶏では増体の

低下等の事例が報告されている。

飼料作物では、夏季の高温、少雨等により、夏枯れ、虫害等の

事例が報告されている。

ⅱ 将来予測

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とともに、成長

の低下する地域が拡大し、低下の程度も大きくなることが予測さ

れている。

飼料作物では、牧草の生産量等について予測した研究があるが、

単収の増減等については一定の傾向が予測されていない。

イ 取組

家畜では、畜舎内の散水・散霧や換気、屋根散水等の暑熱対策の

推進とともに、適切な飼養管理の実施や畜舎環境の改善等の基本技

術の指導・徹底に努めている。また、夏季の繁殖性の低下防止等の

生産性向上技術等の開発・普及に取り組んでいる。

飼料作物では、肥培管理技術や耐暑性品種・育種素材の開発・普

及等の暑熱対策に取り組んでいる。また、抵抗性品種・育種素材の

開発・普及等の病害虫対策に取り組んでいる。

今後もこれまで取り組んできた対策を引き続き推進する。

３．病害虫・雑草・動物感染症

① 影響

ア 現状

水稲や大豆、果樹など多くの作物に被害をもたらすミナミアオカ

メムシは、西南暖地の一部に分布していたが、現在は関東の一部に

まで分布域を拡大しており、気温上昇の影響が指摘されている。

一方、病害については気候変動により増加した事例は見当たらな

い。

また、これまで指定有害動植物を対象とした発生予察事業を実施

しており、このような病害虫等の発生状況や被害状況などの変化に

ついても調査を行っている。

雑草では、越冬が可能となり分布域が北上・拡大した事例があり、

農作物の生育阻害や病害虫の宿主となる等の影響が懸念されている。

動物感染症については、節足動物が媒介する家畜の伝染病の流行
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地域や期間の拡大など、流行動態に変化の兆しが認められている。

イ 将来予測

害虫については、寄生性・補食性の天敵や害虫の年間世代数が増

加し、水田の害虫・天敵構成が変化すると予想されている。水田以

外でも、越冬可能地域の北上や拡大、発生世代数の増加による被害

の増大、また海外からの飛来状況の変化などの可能性が指摘されて

いる。

病害については、高ＣＯ2条件実験下でイネ紋枯病やイネいもち病

などの発病の増加が予測された事例があるなど、気候変動による発

生拡大が懸念されている。

雑草については一部の種類において、気温の上昇による定着可能

域の拡大や北上の可能性が指摘されている。

動物感染症については、家畜の伝染病を媒介する節足動物の生息

域や生息時期の変化による疾病流行地域の拡大や時期の変化、海外

からの新疾病の侵入等が懸念されている。

また、鳥インフルエンザの我が国への主な侵入要因と考えられる

渡り鳥の飛行経路や時期に影響を与えることで、我が国への鳥イン

フルエンザの侵入リスクに影響を与える可能性がある。

② 取組

病害虫の発生状況や被害状況を的確に捉えるため発生予察事業を引

き続き実施し、輸入検疫及び病害虫のリスク評価、国内検疫及び侵入

警戒調査、侵入病害虫の防除についても引き続き実施する。

気候変動に応じ、発生予察の指定有害動植物の見直し、病害虫のリ

スク評価に基づく検疫措置の検討、長距離移動性害虫に関する将来予

測技術の確立に着手するとともに、気候変動に対応した病害虫防除体

系の確立に着手する。

また、水田等で発生増加が予測されるイネ紋枯病、イネ縞葉枯病等

の病害虫について、水稲の収量等への影響の解明と対策技術の開発に

着手する。

さらに国内既発生の重要病害虫について、侵入警戒調査及び防除技

術の精度向上の高度化等に順次取り組む。

雑草では、大豆生産地において収穫期まで残存する雑草量が増加し

汚損粒が発生する可能性があるため、そのリスク評価と被害軽減技術

の開発に着手する。

動物感染症については、節足動物が媒介する家畜の伝染病に対する

リスク管理の検討、鳥インフルエンザの我が国への侵入要因と考えら
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れる渡り鳥のリスク等に係る調査等に取り組む。

４．農業生産基盤

① 影響

ア 現状

農業生産基盤に影響を与える降水量について、年降水量の変動が

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傾向が

見られる。また、高温による水稲の品質低下等への対応として、田

植え時期や用水時期の変更等、水資源の利用方法に影響が見られる。

イ 将来予測

極端現象の増大や気温の上昇により、農業用水及び農業水利施設

について、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。また、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る。

② 取組

「農業農村整備における地球温暖化対応策のあり方」をとりまとめ、

農業生産基盤に関する適応策検討調査を実施するとともに、農業農村整

備に関する技術開発計画に基づく、地球温暖化の影響評価と対応に資す

る技術の開発を推進している。

将来予測される気温の上昇、融雪流出量の減少等の影響を踏まえ、ハ

ード・ソフト対策を組み合わせた効率的な農業用水の確保・利活用等を

推進する。

集中豪雨の増加等への脆弱性が高い施設や地域を把握しリスク評価を

実施するとともに、ハード・ソフト対策を適切に組み合わせ、効率的に

農村地域の防災・減災機能の維持・向上を図る。

現状では、予測の不確実性から、予測評価に基づく具体的な検討を行

う根拠に乏しいことから、気候変動研究の進展に伴う新しい科学的知見

等を踏まえ、中長期的な影響の予測・評価を行う。

将来、新しい科学的知見や気候モデル、さらには農業生産基盤への影

響評価手法の精度向上等により、将来予測に基づく施設整備を行う根拠

が明確となった場合は、施設整備のあり方を検討する。

５．食品・飼料の安全確保（穀物等の農産品及びその加工品、飼料）

① 影響

ア 現状

国内の土壌のアフラトキシン産生菌の分布調査において、その分布
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の限界と年平均気温とが高い相関を示すこと、分布域が拡大している

可能性があることが報告されている。

イ 将来予測

気温の上昇等により、特に毒性が高いアフラトキシンに関して、ほ

場土壌の産生菌の分布や生息密度が変化し、食品や飼料中の汚染状況

が変化する可能性がある。

② 取組

国内ほ場土壌等のかび毒産生菌の分布調査及び国産農産物のかび毒

含有実態調査において、かび毒産生菌の生息地域を確認し、現状では

かび毒濃度が低いレベルで推移していることを確認している。国産飼

料については、かび毒含有実態調査において、家畜及び人の健康被害

を生じるおそれのないレベルであることを確認している。

国内ほ場土壌等のかび毒産生菌の分布調査、国産農産物及び飼料中

のかび毒含有実態調査、かび毒濃度の低減に係る研究開発等を引き続

き実施し、リスク管理措置の策定、普及、見直しを行う。

第２項 森林・林業

１．山地災害、治山・林道施設

① 影響

ア 現状

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。極端な高潮位の発生が増加

している可能性が指摘されている。

イ 将来予測

年 大日雨量や年 大時間雨量が現在よりも増加するという予測も

あり、このように降雨条件が厳しくなるという前提の下では、集中的

な崩壊・土石流等が頻発すること、気候変動による海面の上昇等によ

り、高潮や海岸侵食のリスクが高まること等が指摘されている。

② 取組

治山施設の整備や森林の整備等を推進し、地域の安全性の向上を図

っている。また、林野庁インフラ長寿命化計画（行動計画）を策定し、

治山・林道施設の適切な維持管理・更新等を図っている。ダム上流等

の重要な水源地等において、浸透・保水能力の高い森林の維持・造成

を図っている。海岸防災林の整備を推進し、潮害の防備等の災害防止

機能の発揮を図っている。

今後は、これまでの取り組みに加え、以下の対策に取り組む。
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山地災害が発生する危険の高い地区をより的確に把握するととも

に、降雨強度の増加に伴う山地災害の激甚化を踏まえ、土石流等の発

生を想定した治山施設の整備や森林の整備、それらの整備に必要な林

道施設の整備等を推進することにより、森林の土砂崩壊・流出防止機

能を高める。

渇水の発生リスク等を踏まえ、森林の水源涵養機能が適切に発揮さ

れるよう、流域特性に応じた森林の整備・保全、それらの整備に必要

な林道施設の整備を推進する。

高潮や海岸侵食に対応した海岸防災林の整備を推進する。

新の知見等を踏まえ、山地災害の危険箇所の把握精度の向上や災

害リスクに対応した施設整備等について検討を行う。

２．人工林

① 影響

ア 現状

一部の地域で気温上昇と降水の時空間分布の変化によって、大気の

乾燥化による水ストレスが増大することにより、スギ林が衰退してい

るという報告がある。

イ 将来予測

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がある

などの報告がある。しかし、正確な予測のためには、今後更に研究を

進めていく必要があるとの指摘がされている。

② 取組

地球温暖化が森林及び林業分野に与える影響についての調査・研究等

により、地球温暖化の影響に関する情報収集を行っている。

造林木の生育環境への適応性の評価を実施するとともに、気候変動が

主要造林樹種の成長に与える影響についての継続的なモニタリングと影

響評価、気候変動に適応した品種開発に着手する。

３．天然林

① 影響

ア 現状

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

退等が報告されている。また、気温上昇の影響により、落葉広葉樹が

常緑広葉樹に置き換わった可能性が高い箇所がある。

イ 将来予測

分布領域が冷温帯の種で減少し、暖温帯の種で拡大するものがある

13



との報告がある。しかし、実際の分布について、地形要因や土地利用

なども影響するという予測もあるなど、不確定要素が大きいことも指

摘がされている。

② 取組

地球温暖化の影響に関する情報収集を行っている。また、国有林野で

は、原生的な森林生態系や希少な野生生物の生育・生息地を保護する「保

護林」や「緑の回廊」を設定しており、継続的なモニタリング調査等を

通じた適切な保全・管理を推進する。

世界自然遺産の森林生態系における気候変動の影響への適応策を検討

する。また、モニタリングを長期的に実施するための体制の構築に取り

組む。

４．病害虫

① 影響

ア 現状

気温上昇により病害虫の被害地域が拡大する可能性が報告されてい

るが、気温以外の要因も被害に影響を与えるため、現状影響に関して

も慎重な検証が必要である。

イ 将来予測

病害虫の危険度が増加しているとの報告があるが、被害の正確な予

測のためには、今後更に研究を進めていく必要があるとの指摘がされ

ている。

② 取組

マツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発や効率的な判定手法の開発等

を推進している。

昆虫の活動の活発化により、分布域の拡大等の恐れがあるため、研究

を推進するとともに、森林被害のモニタリングを継続する。病害虫に対

してより強い抵抗性を有する品種の開発を推進する。

５．特用林産物

① 影響

ア 現状

夏場の気温上昇が病原菌の発生やしいたけの子実体（きのこ）の発

生量の減少等との関係を指摘する報告があるが、データの蓄積が十分

でなく、今後さらに研究を進める必要があるとの指摘もある。

イ 将来予測
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シイタケ発生量の減少などの予測があるが、その根拠はあきらかに

なっていないなどの状況にあることから、正確な予測のため更に研究

を進めていく必要があるとの指摘がされている。

② 取組

病原菌の発生や害虫被害等のしいたけの原木栽培における影響把握、

ほだ場内の温度上昇を抑える栽培手法の検討等の取組を実施している。

温暖化の進行による病原菌等の発生等に関するデータの蓄積ととも

に、温暖化に適応したしいたけの栽培技術や品種等の開発・実証・普及

に取り組む。

第３項 水産資源・漁業・漁港等

１．海面漁業

① 影響

ア 現状

海洋環境調査等を行い、気候変動が水産資源に与える影響について

分析したところ、海水温の変化に伴う海洋生物の分布域の変化が世界

中で見られている。

日本近海においては、回遊性魚介類について影響調査が行われ、高

水温が要因とされる分布・回遊域の変化が日本海を中心にブリ等で報

告され、漁獲量が減少した地域もあるとの結果が得られた。

なお、海水温の変化は、十～数十年スケールの周期的な変化による

影響も無視できない。

イ 将来予測

魚介類の成長・生残に大きな影響を及ぼす海洋の生産力について、

気候変動に伴い、植物プランクトンの現存量と一次生産に変動が生じ

る可能性が指摘されており、熱帯・亜熱帯水域では低下し、亜寒帯水

域では増加するとの予測がある。

回遊性魚介類については、シロザケ、サンマ、スルメイカ等で分布

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る。

② 取組

海洋環境の変動等による水産資源への影響を継続的に調査し、資源変

動メカニズム等の把握に向けて引き続き取り組むとともに、影響評価の

精度を高め、環境の変化に対応した順応的な漁業生産活動を可能とする

施策を検討する。

また、漁場の形成状況や有害赤潮プランクトン等の発生に関する情報

提供の高度化を図る。
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さらに、環境の変化に対応しうるサケ稚魚等の放流手法等を開発する。

２．海面養殖業

① 影響

ア 現状

養殖ノリについては、秋季の高水温により種付け時期が遅れ、年間

収穫量が各地で減少しているといった事例が見られる。日本周辺海域

において、海洋酸性化が主因とされる海洋生態系への影響については

把握されていない。

イ 将来予測

ブリやマダイ養殖において高水温化による成長の変化や養殖産地の

北上化などの影響が予測されている。海洋の酸性化による海洋生物へ

の影響については、中～高位の二酸化炭素排出シナリオの場合、特に

珊瑚礁などの脆弱な生態系に強い影響を及ぼすと考えられる。炭酸カ

ルシウム骨格・殻を有する海産生物に影響を受けやすい生物が多いこ

とから、貝類養殖等への影響が懸念される。

② 取組

養殖業に大きな影響を及ぼす赤潮プランクトンの発生について、気候

変動との関連性に関する調査研究を行った。

海面養殖漁場における成長の鈍化等が懸念されるため、引き続き、高

水温耐性等を有する養殖品種の開発等に取り組むほか、高水温に由来す

る疾病の発生等に関する情報を収集する。

３．内水面漁業・養殖業

① 影響

ア 現状

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

いない。

ただし、一部の湖沼では暖冬により湖水の循環が弱まり、湖底の

溶存酸素が低下し貧酸素化する傾向が確認されている。

なお、湖沼の漁業対象資源を含む生態系については、栄養塩負荷等

の影響も無視出来ない。

イ 将来予測

富栄養化が進行している深い湖沼では、水温の上昇による水の鉛直

循環の停止・貧酸素化と、これに伴う底生生物への影響が懸念される。

湖沼におけるワカサギの高水温による漁獲量減少が予測されている。
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高水温が現状より 3 ℃上昇すると、冷水性魚類が生息可能な河川

が分布する国土面積が現状の約 40 ～ 20 ％に減少すると予測されてい

る。

② 取組

内水面養殖漁場における成長の鈍化等が懸念されるため、引き続き、

高水温耐性等を有する養殖品種の開発等に取り組むほか、高水温に由来

する疾病の発生等に関する情報を収集する。

４．造成漁場

① 影響

ア 現状

日本沿岸の藻場において、海水温の上昇が原因と考えられる藻場構

成種の変化や植食性魚種の摂食行動の活発化による藻場の減少などが

報告されている。

また、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見ら

れている。

イ 将来予測

海水温の上昇による藻場の種構成や現存量の変化によって、アワビ

等の磯根資源への影響も予測されている。

また、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。

② 取組

海生生物の分布域の変化に対応した漁場整備に取り組むとともに 、

高水温耐性種の播種・移植を行うほか、造成藻場について、モニタリン

グにより食害生物対策を実施するなど、順応的管理手法を導入した漁場

整備を引き続き推進する。

５．漁港・漁村

① 影響

ア 現状

気候変動による海面上昇や台風の強度の増加により高潮、高波被害、

海岸侵食等のリスクが増大する可能性が指摘されている。

イ 将来予測

気候変動により海面が上昇する可能性が非常に高く、高潮のリスク

は高まる。

高波については、強い台風の増加等による太平洋沿岸地域における

高波のリスク増大の可能性、また、波高や高潮偏差増大による漁港施
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設等への被害等が予測されている。

② 取組

異常気象による高波の増加などに対応するため、潮位や波浪のモニタ

リングを行うとともに、漁港施設や海岸保全施設の整備等を引き続き計

画的に推進する。

第４項 分野共通項目

１．地球温暖化予測研究、技術開発

○ 取組

これまで地球温暖化予測研究については農林水産分野における影響評

価を実施してきており、将来影響予測を提示し、IPCC 報告や各種のレ

ポート等の作成に貢献してきた。また、技術開発については水稲や果樹

の品質低下等現在影響が生じている課題に適応するための技術開発を中

心に行ってきた。

今後は、気候変動が農林水産業に与える影響等についてより精度の高

い予測研究を必要な項目について、さらに強化し、地域が気候変動に取

組む契機となる情報提供の充実を図る。また、技術開発については、予

測研究等に基づく中長期的視点を踏まえた品種・育種素材や生産安定技

術の開発、気候変動がもたらす機会を活用するための技術開発を実施す

る。

気候変動に適応するため栽培技術や干ばつに強い作物の開発等、国際

貢献に資する技術開発及びその支援を引き続き行う。

２．将来予測に基づいた適応策の地域への展開

○ 取組

適応策の地域における展開に資するため、精緻な影響予測等の 新の

科学的な情報を踏まえて、品目や取組の内容毎の適切な実施時期や研究

開発、技術普及の対象となる地域単位の設定等の検討とその情報提供に

ついて、気象条件や生産品目等に共通性がある地域ブロック等を単位と

した効果的な分析・検討を行い、将来の影響に備える取組を促進する。

また、農林水産分野における気候変動の影響について、国民各層への

普及啓発活動を推進する。

３．農林水産業従事者の熱中症対策

① 影響

ア 現状
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ハウスでの作業や夏季の下草刈り、畑作業など農林業作業中の熱中

症による死亡者数は、近年増加傾向にある。

イ 将来予測

熱中症発生率については、今後各地域で増加することが見込まれて

いるほか、年齢別においても、65 歳以上の高齢者で増加率が も大き

くなると予測されるなど、高齢者の割合が高い農林水産業において、

その影響はより深刻になるものと考えられる。

② 取組

熱中症に対する政府全体の取組としては、毎年７月を熱中症予防強化

月間に設定し、熱中症予防に向けた対策を集中的に実施している。

農林水産省としては、予防月間の実施に先立ち、都道府県や関係団体

等に対し、水分のこまめな摂取などの注意事項について農林水産業従事

者への周知を依頼するとともに、ポスター・チラシを作成し啓発を行っ

ている。

今後も、通気性の高い作業着など新しい技術・用具の活用等も含め、

農林水産業従事者に対する熱中症予防対策について、関係省庁と連携し

て都道府県や関係団体等と協力し、周知や指導を推進する。

また、農林水産業における作業では、炎天下や急斜面等の厳しい労働

条件の下で行われている場合もあることから、機械の高性能化とともに

ロボット技術や ICT の積極的な導入により、作業の軽労化を図る。

４．鳥獣害

① 影響

ア 現状

鳥獣害については、気候変動との直接の因果関係等は明らかではな

いが、野生鳥獣の分布拡大による農作物や造林木への被害や土壌の流

出などの影響が報告されている。

イ 将来予測

野生鳥獣の分布拡大による農作物や造林木への被害、土壌の流出な

どの影響について報告されているが、現時点で予測・評価をした研究

事例は確認されていない。

② 取組

これまでの取組として、農林水産業の各分野において、侵入防止柵の

設置、捕獲活動の強化や捕獲技術の高度化等、被害を軽減するための様

々な取組がなされている。

野生鳥獣の生息域や生息数の拡大等が懸念されていることから、侵入
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防止柵の設置、捕獲活動の強化、捕獲技術の高度化等に引き続き取り組

むとともに、野生鳥獣による農林水産業への被害のモニタリングを継続

する。

５．世界食料需給予測

① 影響

頻発化している干ばつや豪雨等の気象被害などにより、世界の食料供

給が混乱する事態も生じている。2007 年～ 2008 年には、豪州における

干ばつ等の気象被害により、食料価格の高騰・食料を巡る暴動等が発生

した。また、2012 年には米国の高温・乾燥によりとうもろこし等の国際

価格が史上 高値を更新し、その後主要穀物等の国際価格は高止まりす

るなど、中長期的にも需給の逼迫基調が見込まれる。

② 取組

このような状況の下、我が国における将来の食料需給を見据えた的確

なリスクへの対応を図るため、気候変動が世界の食料需給に及ぼす影響

に関し、IPCC による 新の評価結果を踏まえた、世界の超長期的な食

料需給予測を実施する。

また、中長期的な食料安定供給の確保に向けた戦略を構築していくた

め、気候変動の影響を考慮しつつ、各国の経済成長や政策の動向等を踏

まえた、世界の食料需給に関する中長期的な予測を継続的に実施する。

世界的な食料需給の動向について、海外の食料需給及び我が国におけ

る食料安定供給への影響等に関する情報の一元的な収集・分析並びに幅

広い提供を継続して実施する。

海外における食料供給動向に関する情報の補完・強化を図るため、

土壌水分等の衛星解析画像及びデータについて、活用の可否を検討する。

６ 計画の進捗管理と見直し

不確実性を伴う長期的な課題である気候変動の影響に対して順応的に対

処していく必要がある。

このため、IPCC により 新の科学的知見等が得られる機会を契機とし

て、本計画に盛り込まれた適応策の実施により得られた情報を基に、農林

水産分野における専門的な視点から、それぞれの取組等において適応策の

点検を行い、その結果を踏まえ計画の見直し等を検討する。
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