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令和２年度環境カウンセラー研修 講演資料(2021.02.27) 

近畿大学 教授 依田 浩敏 

 

気候変動×防災の視点に立った社会変革 

 

１．環境に対する取組社会 

●持続可能な社会 

 健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域までにわたって保全されるとともに、それらを通じ

て一人ひとりが幸せを実感できる生活を享受でき、将来世代にも継承することができる社会 

 

●環境基本法 

 環境保全に関する基本理念を定め、環境保全施策を総合的かつ計画的に推進することを目的 

 基本理念は、①環境の恵沢の享受と継承、②環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築、

③国際的協調による地球環境保全の積極的推進 

 

●環境基本計画 

 環境基本法第 15条の規定に基づき、閣議決定を経て政府が定める環境保全に関する計画 

 第一次環境基本計画は、平成 6(1994)年 12 月 16 日閣議決定。目指すべき社会は「持続可能な社会」

であり、４つの長期的目標は、①循環、②共生、③参加、④国際的取組 

 第四次環境基本計画（平成 24(2012)年 4月 27日閣議決定）では、めざすべき持続可能な社会の姿を

『健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域にわたって保全される社会』としている。また、そ

の実現には、「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の各分野が各主体の参加の下に統合的達成さ

れ、またその前提として、東日本大震災を踏まえ、社会の基盤として「安全」の確保が満たされなけれ

ばならないとしている。 

 第五次環境基本計画（平成 30(2018)年 4月 17日閣議決定）では、「地域循環共生圏」の創造と、持続

可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現があげられている。 

 

【正答は講演の中で】 

 

 

 

 

 

問題１：   にはいる適切な語句を、下記の①～③の中から選んでください。 

 近年では、二酸化炭素の排出量を減らしていくことを目標とする低炭素社会から、二酸化炭素の排

出量を実質ゼロにすることを目標とした   社会を目指す社会に向かい始めている。 

     ① 減炭素  ② 零炭素  ③ 脱炭素 
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２．地球温暖化・気候変動 

●IPCC第 5次評価報告書（AR5）（2013～2014年） 

 気候システムの温暖化には疑う余地がない。 

 20世紀半ば以降の温暖化の主な要因は、人間活動の可能性が極めて高い（95％）。 

 今世紀末の気温上昇は、現在と比較して、厳しい温暖化対策が取られなかった場合は 2.6～4.8℃上

昇、厳しい温暖化対策を取った場合は 0.3～1.7℃上昇。 

 今後数 10年間の大幅な排出削減が極めて重要。これにより、21世紀以降の気候リスクの低減につ

ながる。 

【正答は講演の中で】 

●緩和策(mitigation)と適応策(adaptation) 

 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よる被害を回避・軽減する 

 地球温暖化対策推進法と気候変動適応法 

 

●気象災害 

 

【正答は講演の中で】 

 

●気候非常事態宣言 

 

●気候変動枠組条約第 21回締約国会議(COP21)におけるパリ協定の採択 

 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に言及 

 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 

 我が国提案の二国間クレジット制度（JCM）も含めた市場メカニズムの活用を位置付け 

 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、適応報告書の提出と定期的更新 

 先進国が資金の提供を継続するだけでなく、途上国も自主的に資金を提供 

 すべての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること 

 5年ごとに世界全体の実施状況を確認する仕組み（グローバル・ストックテイク） 

問題３：   にはいる適切な語句を、下記の①～③の中から選んでください。 

 令和 2年版「環境・循環型社会・生物多様性白書（環境白書）」の中で、気候変動の影響とみられ

る災害が激化していることから、人類を含む全ての生き物の生存基盤を揺るがす「気候   」が

起きていると強調されている。 

     ① 崩壊  ② 危機  ③ 爆発 

問題２：   にはいる適切な数字を、下記の①～③の中から選んでください。 

 IPCC の第 5 次評価報告書(AR5)によると、過去 132 年(1880 年～2012 年)の間に、世界の年平均地

上気温は   ℃上昇している。 

     ① 0.85  ② 3.3  ③ 4.8 
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【正答は講演の中で】 

 

 

３．気候変動×防災 

●気候危機時代の「気候変動×防災」戦略（共同イメージ）令和 2年 6月 30日 

 気候変動×防災の主流化 

 気候変動と防災は、あらゆる分野で取り組むべき横断的な課題である。 

 気候変動のリスクを可能な限り小さくするため、温室効果ガスを削減する緩和策にも取り組む。 

 各分野の政策において「気候変動×防災」を組み込み、政策の主流にしていくことを追求する。 

 脱炭素で防災力の高い社会の構築に向けた包括的な対策の推進 

 あらゆる主体が、各分野で、様々な手法により、気候変動対策と防災・減災対策を包括的に実施 

 「災害をいなし、すぐに興す」社会の構築 

 土地利用のコントロールを含めた弾力的な対応により気候変動への適応を進める「適応復興」の

発想を持って対応 

 個人、企業、地域の意識改革・行動変容と緊急時の備え、連携の促進 

 「自らの命は自らが守る」自助・「皆と共に助かる」共助の意識の促進、適切な防災行動、あらゆ

る主体が連携・協力する災害対応の促進 

 国際協力、海外展開の推進 

 パリ協定、仙台防災枠組及び SDGsを「『気候変動×防災』の三位一体」として同時達成 

 

●持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals：SDGs) 

 2015年、国連総会で採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」 

 2030 年に向けて持続可能な社会を実現するための課題（アジェンダ）を取りまとめた新しい国際

枠組で全ての国連加盟国に適用される。 

 17 のゴールと 169 のターゲットが定められ、「環境の保全」、「経済の開発」、「社会（文化も含む）

の発展」を、調和の下に進めていくことが示されている。 

 普及性 包摂性 統合性 参画型 透明性 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題４：   にはいる適切な数字を、下記の①～③の中から選んでください。 

 日本の中期的な温室効果ガス削減目標は、2030 年度に 2013 年度比で   ％削減（2005 年度

比で 25.4％削減）としている。 

     ① 26  ② 44  ③ 50 

Goal 13【気候変動】 

気候変動に具体的な対策を 

 

 気候変動及びその影響を 

軽減するための緊急対策を講じる 

Goal 11【安全な都市】 

住み続けられるまちづくりを 

 

 包摂的で安全かつ強靭 

（レジリエント）で持続可能な都市 

及び人間居住を実現する 
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４．社会変革 

●気候変動をはじめとした地球環境の危機 

 人間生活、経済・社会システムに起因して環境の基盤へ悪影響 

 地球環境の危機に対応するためには社会変革が必要 

●社会気候変動に影響を与える社会経済の変化 

 社会の成熟化、②デジタル化、③循環経済・シェアリングエコノミー、④働き方改革 

 ＋コロナ禍からのグリーンリカバリー 

●テレワークによる GHG削減効果 

 IEA(2020)は、在宅勤務によってエネルギー消費量が減少すると言及。 

●社会世界の排出動向の現状・見直し 

 COVID-19の影響により、2020年の CO2排出量は前年比▲7%（2～12%）となる可能性 

●コロナからの経済回復では脱炭素化が必要 

 COVID-19からの経済回復が脱炭素化の追求を後押しした場合、COVID-19以前のシナリオと比較

して 25%強削減される可能性がある 

●新型コロナウイルス感染症による影響試算 

 産業部門：大幅減 

 業務その他部門：大きく減少 

 家庭部門：在宅時間の増加により、暖房・給湯・照明などの使用量が増加し、家庭での電力消費量

が増加 

 運輸部門①ガソリン：乗用車での移動が抑制され、ガソリン需要が減少 

 

５．脱炭素社会に向けた環境カウンセラーの役割 

●環境カウンセラー 

 環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、その知見や経験に基づき市民や NGO、事業者な

ど様々な立場の主体の環境保全活動に対する助言など（＝環境カウンセリング）を行う人材として、環

境省の行う審査を経て登録された人たち 

 「市民部門」×「事業者部門」 

 

【正答は講演の中で】 

 

●環境カウンセラーの連携・協力 

 専門分野間の連携 

 事業者部門と市民部門との連携 

 自己研鑽 

 

問題５：   にはいる適切な数字を、下記の①～③の中から選んでください。 

 環境カウンセラーの活動の専門分野は、   に分類されている。 

     ① 7  ② 12  ③ 22 
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●環境保全活動を行う他主体との連携・協力 

 市民、事業者 

   エコファミリー、地球温暖化防止活動推進員、うちエコ診断士、エネルギー管理士など 

 自治体 

   環境基本計画、地域気候変動適応計画策定など 

 環境保全団体 

 教育機関 

 

●他分野との連携・協力 
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