
　県内の公立学校で講師として働いていただける方を
募集しています。対象は、必要とする教員免許状をお持
ちの方（取得見込み含む）
で、学校教育法などに定め
る欠格条項に該当しない方
です。勤務先は、県内の小
学校・中学校・高等学校・特
別支援学校などです。
　年間を通じて募集してい
ますので、ぜひ講師登録を
お願いします。詳しくはHP
をご覧ください。

VS 金沢武士団
VS ヴィアティン三重

●場所／ジップアリーナ岡山
1/14（土）・15（日）VS 東レアローズ

●場所／岡山シンフォニーホール1/9（月・祝）VS 木下マイスター東京

岡山シーガルズ
日本女子バレーボールリーグ（２０２２－２３ V１リーグ）

岡山リベッツ Ｔリーグ（卓球）

●場所／ジップアリーナ岡山
●場所／津山総合体育館

12/9（金）・10（土）
12/16（金）・17（土）

トライフープ岡山
Bリーグ（B３リーグ・バスケットボール）

スポーツ振興課　TEL.086-226-7440問
※料金は各チームのHPをご覧ください。

スポーツインフォメーション

岡山県公聴広報課では、フェイスブック、LINE、ツイッター、インスタグラムで最新情報をお届けしています。
イベントなどについては変更となる場合がありますので、事前にご確認ください。

前号の「晴れの国おかやま」について寄せられた、
ご意見・ご感想を紹介します。

コロナウイルスが完全に終わる事はなかなか難し
いと思われます。この状況を踏まえ、岡山県ではも
のづくり企業のサポートを、さまざまな観点からし
ているとのこと。大きな成果が出ることを期待して
います。（岡山市・7０代）

我が家にパーソントリップ調査票
が届きました。公共交通をより便
利にするための改善の取り組みに
役立てられるとか。情報を収集し、
より快適な岡山県を作り上げてい
く県の姿勢をうれしく思います。調
査票に回答するばかりではなく、さ
まざまな取り組みに県民として協
力していきたいと思っています。
（倉敷市・５０代）

グリーン成長についての記事を読んで、温暖化へ
の対応をコストと考える時代は終わり、成長のチャ
ンスと捉える時代に突入していると知り、良い意味
で驚きました。（浅口市・５０代）

読者の声

令和5年（2023年）

1/13（金）

※当日消印有効。  ※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

応 募 方 法

❶郵便番号 ❷住所 ❸氏名 ❹年齢 ❺電話番号 ❻正解だと思う答えの番号
❼本紙の感想 ❽メールアドレス（県のメルマガ配信を新たに希望される場合）
■はがき／〒700-8570岡山県公聴広報課「晴れの国おかやま12月号」係（住所不要）
■Eメール／harenokuni@pref.okayama.lg.jp「晴れの国おかやま12月号」係
■岡山県電子申請サービス／県HPのトップページから「県の広報」をクリックして
　広報紙「晴れの国おかやま」にお入りください（応募開始12月～）。

応募締切

記入
事項

宛先
QR

応募フォーム

岡山県の年平均気温は、
１００年あたり約何℃
上昇しているでしょう？

Q

10
名様

晴れの国おかやま館 推薦
岡山ラーメンセット

お か や ま か わ ら 版

♦一部の市町村においては市町村広報紙と一緒にお届けします。市区町村役場の窓口、県庁、県民局、地域事務所、
　郵便局、コンビニ（ファミリーマート、セブン・イレブン、ローソン、ポプラ）などでも入手できます。
♦岡山県にお寄せいただいた個人情報は、それぞれの業務目的以外には使用いたしません。
♦岡山県では財源確保のため広告を掲載しています。

この広報紙は環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

はがき・封書

▲

〒700-8570（住所不要）岡山県庁「県政への提言」係  FAX

▲

086-234-0500　
E メ ー ル

▲

teigen@pref.okayama.jp ※電話での受け付けは行っていません。

岡山県への施策提案や、事務事業の改善提案は「県政への提言」にお寄せください。

次号は2月発行（予定）
この紙面に記載している情報は11/9（水）時点のものです。
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　沖縄県では、沖縄の離島の文化・自然・人との交流を楽し
み、体験していただける離島モニターツアー「島あっちぃ」を実
施しています。参加後のアンケートへの回答を条件に、沖縄県
の補助により、沖縄本島出発の離島ツアーを８割引の旅行代
金で体験できます。魅力的な離島ツアーを多数用意しており
ますので、ぜひご参加ください。

沖縄県からのお知らせ ～岡山県のみなさんへ～

詳しくはHPをご覧ください

　「おかやま就活サポーター」とは、県内企業などに勤め
る若手社員が社会人の先輩として、自身の就活体験や
県内で働くことの魅力を伝えたり、就活学生の皆さんか
らの相談にメールなどで応じたりする制度です。
　県内企業などで実際に働
く社員の声を知りたい方や、
就活で気になることを気軽に
聞いてみたい方は、ぜひこの
制度をご活用ください。
　就活サポーターが皆さんの
就職を力強く後押しします！
詳しくはＨＰをご覧ください。

お知らせ

岡山県中小企業団体中央会　TEL.086-224-2245問

募　集

教育庁教職員課　TEL.086-226-7915問

　岡山の四季を代表する魚介類として選定された「おか
やま旬の魚」など、県産水産物を使った料理の写真を募
集しています。「魚愛」あふれる優秀作品には、県産木材
のホオノキを使ったまな板が当たります。
　カキやイイダコ、
ヒラメといった冬が
旬の魚介類などを
使った料理写真を、
専用応募フォームや
SNSから、ぜひご応
募ください。

募　集

水産課　TEL.086-226-7446問

●期間／～令和5年（2023年）2/28（火）

　「結びすと」は、結婚を希
望する若者を応援する結
婚支援ボランティアです。
県が運営する「おかやま縁
むすびネット」でマッチン
グした男女のお見合いの
立ち合いなどにご協力い
ただきます。若い２人の幸
せ探しのお手伝いをして
みませんか？
　研修会やマニュアルも
ありますので、まずは気軽
にお問い合わせください。

募　集

おかやま出会い・結婚サポートセンター
TEL.086-236-0802（9：00～18：00）※月曜日は休み

問

●場　所／JA晴れの国岡山「Aコープあしん店」「あしん広場」
●定休日／毎週火曜日
※数量限定販売のため、売れ切れ次第、終了となります。

　岡山県新見農業普及指導セン
ターが阿新桃部会、JA、新見市と協
働で開発したお酒「桃赤」が１０月に
発売されました。「桃赤」は、イベント
や直売所での販売を通じた産地の
知名度向上を目的に、規格外の桃
を活用し製造しました。
　新見の赤い桃をふんだんに使用
した風味豊かなお酒です。ぜひ新見
市の下記の店舗にお越しください。

お知らせ

JA晴れの国岡山新見広域営農経済センター TEL.0867-72-3134問

もも  か

岡山県知事 

　地球温暖化の問題は世界規模で深刻さ
を増しており、異常気象や自然災害の頻
発など、気候変動の影響が現れつつあり
ます。本県でも、近年、最高気温・最低気
温ともに上昇傾向にあり、猛暑日や熱帯
夜となる日数が増えています。
　持続可能で暮らしやすい岡山県であり
続けるためには、県民一人一人のより環境
にやさしい取り組みの実践、事業者による
省エネの取り組みや環境マネジメントシス
テムの導入などにより、温室効果ガスの排
出を減らし、さらなる気温上昇を抑制する
とともに、気候変動の影響に対処して被
害を少なくしていくことも重要です。
　気候変動対策は、県民、事業者、県や市
町村などが一丸となって、さまざまな分野
で取り組む必要があります。未来の世代の
ためにも、今から一緒に始めましょう。
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01 気候変動が及ぼす県内への影響とは？File

県人口〈岡山県毎月流動人口調査〉／1,862,012人（男895,409人／女966,603人） ※令和4年（2022年）10月1日現在
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6　TEL.086-226-7154　FAX.086-224-3246　https://www.pref.okayama.jp岡山県総合政策局公聴広報課編集・発行

令和4年（2022年）
12月発行〈隔月〉

2022

12
岡山県マスコット「ももっち・うらっちと仲間たち」

岡山県広報紙
岡山
について話そう

2面 ・新型コロナ感染症への
　取り組み

1・2面 今はじめよう！気候変動対策特
集

・晴れの国おかやま検定
・おかやま地産地消レシピ

・県議会だより
・県政フラッシュ
・市町村だより

3面 ・おかやまかわら版
・スポーツインフォメーション

・読者の声
・プレゼントクイズ

4面

水稲の白未熟粒（左）、正常な粒（右）

着色が不良な果房（左）と良好な果房（右）

県では、年平均気温が100年あたり約1.3℃上昇しています！
　県内でも地球温暖化の影響と考えられる、さまざまな事象が発生しています。

02 気候変動に対応するには、「緩和」と「適応」の両方が必要！File

どちらの努力も必要不可欠です！
　気候変動には、二つの対策があります。まずは、気候変動の原
因とされる温室効果ガスの排出を抑える「緩和」。これが何より
も重要かつ根本的な対策です。しかし、この緩和の効果が現れる
には長い時間がかかります。また、すでに過去に排出された温室
効果ガスが大気中に蓄積されていますから、すぐさま気候変動
の影響をゼロにすることはできません。
　こうした避けることのできない気候変動の影響に備え、被害を
最小限に抑えようとする対策が、「適応」です。この二つは車の
両輪のようなもので、どちらの努力も不可欠です。

次ページで、皆さんにお願いしたいことや、県の取り組みを具体的に紹介します！

今 はじ めよう！
気 候 変 動 対 策
「暮らしやすいおかやま」であり続けるために

自然災害
●県内に大きな被害をもたらした平成30年7
月豪雨が発生した原因の一つとして、地球
温暖化に伴う水蒸気量の増加が挙げられ
ています。
●この豪雨に相当する大雨の発生確率は、
地球温暖化の影響がないと仮定した場合
と比較して、約3.3倍と考えられています。
●全国的にも、豪雨や猛暑日の頻度が増加
しています。

農林水産業への影響
●農業では、夏期の高温により、水稲やモモ、
トマト、ブドウなど、農産物の品質が低下
することがあります。
●畜産業では、飼料摂取量が減少し、家畜の
生産量が低下するなどの影響がみられます。

●林業では、短時間豪雨などの発生頻度が
増加傾向にあることに伴い、山地災害の
発生リスクが顕在化しています。
●水産業では、海水温の上昇などにより、
ノリの生育不良などがみられます。

熱中症の増加
●熱中症救急搬送者数が、平成27年度
（2015年度）以降、毎年1,000人を超えて
います。

●平成30年度（2018年度）の熱中症救急
搬送者数は特に多く、2,296人でした。

●都道府県別人口10万人あたりで比較した
熱中症救急搬送者数は、全国でも毎年上
位にあります。

緩和 適応
原因を少なくする

気温上昇、降雨パターンの変化、
海面水位の上昇など

影響に備える

気候変動

化石燃料の
使用による

CO2排出などを
抑える

生活、社会、
経済、自然環境
への影響に
対処する

［例］
・省エネ機器の導入
・再生可能エネルギーの利活用
・CO2を吸収する森林の管理

［例］
・高温でも育つ農作物の品種開発
・豪雨などに対応したインフラの整備
・熱中症対策

イラスト出典：気候変動適応情報プラットフォーム
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　野菜がしっかり摂れる上に、電子レンジで簡単に作れます。蒸らし
時間を短くすると歯ごたえを残すことができます。厚揚げの量を増やせ
ば、主菜にもなるメニューです。

問岡山県栄養改善協議会事務局（健康推進課内）  TEL.086-226-7328 

塩昆布としらすの塩分、
すりゴマの風味だけで
調味料はいりません。
食材の味だけでおいしく
仕上がります！

1 人 分 の 栄 養 成 分 値
84ｋｃａｌ
6.3ｇ

エネルギー
たんぱく質

脂質
炭水化物

3.4ｇ
8.1ｇ

37mg
2.6ｇ

ビタミンC
食物繊維

食塩相当量 0.6g

４０g
４０g
４０g
４０g
４０g
３g
１０g

小さじ１

材料（2人分）
●白菜
●カボチャ
●ブロッコリー
●タマネギ
●厚揚げ
●塩昆布
●しらす
●すりゴマ

①

②

③

白菜は、３～４cm角のざく切りにする。カボチャはところど
ころ皮をむき、食べやすい大きさに切ってから５～６mmの
厚さに切る。ブロッコリーは小さめの小房に分け、タマネギ
は薄切りにする。厚揚げは、小さめの一口大に切る。
耐熱容器に白菜を入れ、カボチャを広げて加える。ブロッ
コリーを重ね、タマネギを散らす。その上に厚揚げ、塩昆
布、しらすを散らし、ふんわりとラップをする。
電子レンジ（６００W）に５～６分かけ、ラップを外さずにその
ままの状態で５～６分蒸らす（まだ、野菜が固いようであれ
ば再度加熱する）。ラップを外してすりゴマをかける。

作り方

高 梁 市 栄 養 改 善 協 議 会 連 合 会

栄

養委
員おすすめ

　せとうちエリアを旅する特別
な観光列車「La Malle de 
Bois（ラ・マル・ド・ボァ）」。12
月の土・日曜日は赤穂線を走り
ます（31日を除く）。
　観光列車の目的地は日生
（岡山駅・東岡山駅・長船駅・
伊部駅・日生駅のみで乗降
可）。到着後は、日生諸島での
みかん狩りや、旬のカキがたっぷりと入ったカキオ
コをお楽しみいただけます。特別仕様の列車で
ちょっぴり贅沢なひと時をお過ごしください。
　きっぷの予約・購入は、JR西日本ネット予約
「e5489」またはJR「みどりの窓口」など
で承ります。

備前市

県内各地の
情報を発信！

備前市文化観光課　TEL.0869-64-1832問

ラ・マ ル・ド・ボァ
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晴れ
の国 定検まやかお

知れば知るほど、
岡山県が
好きになる！

おかやま検定の答え【例題1】❹ 【例題2】❹

日本三大山城で、「日本100名城」
の1つでもある備中松山城がある
山は次のうちどれか。

に ほんさんだいやまじろ に  ほん めいじょう

びっちゅう

やま つぎ

まつやまじょう

例題1 正答率52％

❶愛宕山  ❷大平山  ❸高倉山  ❹臥牛山
あたご   やま おおひらやま たかくらやま がぎゅうざん

2021（令和3）年、奈義町西原ではある作物が収穫され、秋の宮中行事
「新嘗祭」に1980（昭和55）年以来41年ぶりに献穀された。この作物は
次のうちどれか。

れい  わ ねん な   ぎちょうにしばら さくもつ

さくもつ

しゅうかく あき きゅうちゅうぎょうじ

にいなめさい しょうわ ねん ねんい らい けんこく

つぎ

❶キヌア  ❷キビ  ❸ハトムギ  ❹アワ

例題2 正答率31％

岡山県観光連盟提供

●申込期間／11/10(木)～12/20(火)
●会場／岡山・東京　●受験料／1,100円

　　晴れの国おかやま検定
2/5（日）
令和5年

開催！

第9回 

岡山県議会事務局政務調査室　   TEL.086-226-7554     URL  https://www.pref.okayama.jp/site/gikai/問

県政に関する
大切な話題を
お届けしています

　県内すべてのタクシー（福祉限定車両は除く）で
利用できるお得な乗車券です。

　「公共交通利用促進宣言」をして、出勤や出張時の公共交通利用に取り
組んでいただく企業を募集中です。
　宣言企業には、取り組みに参加する従業員の人数に応じてお試し乗車券
（１人１，０００円［１００円×１０枚］）を提供します。

●料金／１セット４，０００円分の券を２，５００円で販売
●販売・利用期間／令和５年（2023年）１/３１（火）まで

●お試し乗車券 利用期間／
　令和５年（2023年）２/２８（火）まで

お試し乗車券専用窓口　TEL.０８６-２３２-５０６６問

岡山県タクシー協会　TEL.０８６-２７２-３４５１問

「公共交通利用促進宣言企業」募集中！

プレミアム付きタクシー乗車券販売中！

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

 　１２/１６(金)に、本会議場で高校生議会を開催します。次世代を担う高校生と
議長、副議長、各委員会委員長が県政の課題について議論を交わします。
　 当日の傍聴はできませんが、議会HPでライブ中継をするほか、後日、録画
配信します。詳細は、議会HPに掲載しますので、ご覧ください。 　国への要望事項として、「資源や資材の国内生産及び国

内調達の割合向上と安定確保」、「新型コロナウイルスの感
染抑制と社会経済活動の両立に向けた取組強化」、「ロー
カル線の維持に向けた取組強化」について決議されまし
た。中国五県議会議長の連名で関係省庁などへ要望書を
提出し、その実現を求めていきます。

　観光振興、物価高騰対策、四国の新幹線をテーマに
意見交換を行い、瀬戸内国際芸術祭2022が両県で
開催されていることを踏まえ、新型コロナ収束後に向
けて、瀬戸内の素晴らしさを国内外にアピールしてい
くことで意見が一致しました。
　また、両県共通の課題に対応するため、今後とも情
報を共有するとともに、継続して意見交換することを
申し合わせました。

　国への要望事項として、「インバウンド需要の拡大」に
ついて決議されました。中国四国九県議会議長の連名で
関係省庁などへ要望書を提出し、その実現を求めていき
ます。
　また、各県における鉄道ネットワークの維持についての
情報交換が行われました。

　加藤浩久議長と太田正孝副議長が出席した会議の概要をご紹介します。

前回（令和元年度）開催時の様子

中国五県議会正副議長会議 8/8  山口市

中国四国九県議会正副議長会議 8/17  徳島市

岡山・香川両県議会正副議長意見交換会 8/9  香川県観音寺市

参加する１７校はこちら！

●県立岡山朝日高等学校
●県立岡山城東高等学校
●県立岡山東商業高等学校
●県立岡山芳泉高等学校
●県立岡山御津高等学校
●県立鴨方高等学校 ※50音順

●県立倉敷青陵高等学校
●県立玉島商業高等学校
●県立玉野高等学校
●県立津山東高等学校
●県立早島支援学校
●県立和気閑谷高等学校

●金光学園高等学校
●清心女子高等学校
●創志学園高等学校
●中国デザイン専門学校
●津山工業高等専門学校

　県特有の災害リスクを解説。
子ども用や、要配慮者用の別
冊もあります。
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《お問い合わせ》 新エネルギー・温暖化対策室　TEL.086‐226‐7298

03 気候変動に対する取り組みを紹介します！File

新型コロナ感染症への取り組み
発熱などの症状が出た場合は、かかりつけ医や受診相談センターに電話相談の上、
必ず予約して受診してください。
問受診相談センター：各保健所（平日のみ）、または一般相談窓口（24時間対応）TEL.086-226-7877　FAX.086-226-7817

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

おかやまエコるんclub交流会の様子

環境コミュニケーションを
ビジネスチャンスに！

　環境コミュニケーションと
は、事業者、住民、行政など
の間で、環境に関する情報
を共有し対話することです。
事業者は、温室効果ガスや
化学物質を削減する取り組
みをHPに掲載したり、地域
の清掃活動への参加や工
場見学会の開催などによ
り、地域の方々とコミュニ
ケーションを図ります。
　環境コミュニケーションでは、事業場に対する漠然
とした不安や不信感を解消し、地域の方々と信頼関係
を築くことが大切ですが、更なるメリットとして、企業
のイメージアップや従業員の環境意識の向上、行動
のモチベーションにもつながると期待されています。

Topics

環境にやさしいEV（電気自動車）
を選ぼう！

　今、世界的にガソリン車からEV（電気自動車）に移
行する動きが進んでいます。EVは、走行時のCO2排
出量がゼロで地球温暖化対策への貢献も期待でき
ます。さらに走行性能も優れていて、加速がパワフル
かつスムーズ。燃費
（電費）が良いので維
持費も抑えられます。
また、蓄電機能は災
害時の非常用電源と
しても活用できます。

　令和４年（2022年）４月に設置された岡山県気候
変動適応センターでは、県内の気候変動による影響
や気候変動への適応策に関する情報の収集、整理な
どを行っています。
　センターでは、県の気候変動対策の推進の参考と
するため、県民の皆さんが感じる身近な気候変動の
影響を募集しています。「桜の開花時期が早くなっ
た」「見たことがない魚が釣れるようになった」「今ま
で育っていた作物が育たなくなった」など、皆さんの
身近で「これって気候変動の影響かも？」と
思うことを気軽に投稿してください。

Topics

これまで２年間、年末年始に新型コロナは流行して
います。自分を守り、家族や友人を守るために、
１日も早いワクチン接種をお願いします。

　地球温暖化の影響を少しでも和らげるため、温室効果ガスの排出を減らしましょう。
日々の生活の中で、無理なくできることから始めてみてください。

緩和

私たちと一緒に、活動してみませんか？
　県では、地球温暖化を食い止めるため、一緒に活動してくれる方を募集しています。地球温暖化
対策に関心があり、情報発信に取り組みたい方は、ぜひ参加してみてください。

オミクロン株対応ワクチンについて

初回（1・2回目）接種がまだお済みでない方へ

　オミクロン株対応ワクチン（BA.1対応型／BA.4-5対応型）は、オミクロン株に
対して、いずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待されます。

　初回（1・2回目）接種を完了していない方は、オミクロン株対応ワクチンを接種
できません。また、新型コロナワクチンを無料で接種できる期間は、現時点で令和
5年（2023年）3/31までとされています。オミクロン株対応ワクチンの接種を希
望される方は、従来型ワクチンによる2回目の接種を年内にお済ませください。

　地球温暖化に関心を持つ高校生が、興味のある
活動に気軽に取り組める、部活動のようなもので
す。一緒に地球温暖化対策に取り組んでくれる高校
生を募集しています。

おかやまエコるんclub
（高校生ボランティア）

岡山県飲食店感染防止対策第三者認証店
「県産農林水産物を当てよう！！ 岡山県第三者認証店 利用促進キャンペーン」
　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の基準をクリアした第三者認証店を利用した方に
県産農林水産物が当たる利用促進キャンペーンを実施しています。ぜひこの機会にご利用の上、
ご応募ください。

問岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業事務局　TEL.086-222-5611 受付9：00～17：00（平日）

三菱自動車 新型軽EV「eKクロスEV」

　ここで紹介する内容を参考に、皆さんもできることから始めてみてください。

　熱中症警戒アラートが発令されている日は、屋外
イベントや、冷房設備のない屋内でのイベントを中止、
または時間をずらすといった対応を取りましょう。

●猛暑に気をつけよう！

　県では、BCP（事業継続計画）の策定支援を行っています。BCP
とは、災害などの緊急事態に遭遇した際にも、重要な
業務を継続し、早期復旧を計るための計画です。ぜひ
とも策定して、さまざまな災害リスクに備えましょう。

●事業者の皆さんはこちらを！

●豪雨に備えよう！

　再生可能エネルギーの利用は、温室効果ガス排出量の削減に有効です。エネルギーを自給
自足することで、光熱費の削減や、停電時の対策にもつながります。

●住宅に太陽光発電設備を設置しよう！
　宅配便などの再配達は温室効果ガス
が増えるだけでなく、無駄な労働力やエ
ネルギーが使われ、経済的な損失につな
がります。時間や配達場所の指定、職場
受け取りなどで再配達を減らしましょう。
時間の有効利用にもつながります。

●再配達を減らそう！

ももたろうの防災

岡山県気候変動適応センター

　気象情報や土砂災害危険度などを、リアルタイムに
調べられるサイトです。 おかやま防災ポータル

■おかやま防災ポータル

■防災ガイド「ももたろうの防災」

「気候変動」の影響を教えてください！

Information

　地球温暖化対策の国民運動「COOL CHOICE
（クールチョイス／賢い選択）」と連動し、地球温暖化
防止をPRする大学生ボランティアスタッフ「おかやま
COOL CHOICE！サポーター」を募集しています。

おかやまCOOL CHOICE！
サポーター

（大学生ボランティア）

　今後、猛暑、豪雨などの発生増加が予測されています。もはや災害は特別な事象ではなく、
いつ起こってもおかしくないという意識を持ち、適応することが大切です。

適応

岡山県気候変動適応センターからのお知らせ

問危機管理課　TEL.086-226-7562問経営支援課　TEL.086-226-7353

問環境管理課　TEL.086-226-7305

詳しくは、右記より
ガイドブックをご覧ください▶

　県では、地球温暖化防止のため、地球にやさしい生活に取り組む人たちを、地球
（アース）を守る人（キーパー）、「アースキーパー」として募集しています。環境イベント
情報をお知らせするほか、ご家庭や事業所で排出したCO2の量をチェックできる環境
家計簿が利用できます。

●アースキーパーメンバーシップに登録しよう！

　このほか、温室効果ガス削減に向けて一人一人が取り組めることはたくさんあります。
環境省HP「ゼロカーボンアクション30」では、それぞれの取り組みが暮らしに与えるメリットも紹介しています。

■実施期間／令和4年（2022年）11/25（金）
　　　　　　～令和5年（2023年）1/31（火）
■応募方法／キャンペーンに参加する第三者認証店で飲食をして

いただき、異なる店舗のレシートなどを2枚以上集め
てください。対象店に設置の応募用紙または専用サイ
トから応募できます。対象店やキャンペーンの詳細は
専用サイトをご覧ください。

専用サイトは
こちらから

詳
細
は

岡
山
県
H
P
へ

接種対象者

使用するワクチン ファイザー社ワクチンまたはモデルナ社ワクチン

初回（1・2回目）接種を完了し、前回の接種から3カ月を経過した
12歳以上の全ての方

（12～17歳の方はファイザー社ワクチン）

予約は
岡山県共通

予約システムから

　地域における地球温暖化防止活動の推進役とし
て、住民への普及啓発などを行っていただきます。地球温暖化防止活動推進員
※任期2年。次回募集は令和5年（2023年）秋頃の予定。
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　野菜がしっかり摂れる上に、電子レンジで簡単に作れます。蒸らし
時間を短くすると歯ごたえを残すことができます。厚揚げの量を増やせ
ば、主菜にもなるメニューです。

問岡山県栄養改善協議会事務局（健康推進課内）  TEL.086-226-7328 

塩昆布としらすの塩分、
すりゴマの風味だけで
調味料はいりません。
食材の味だけでおいしく
仕上がります！

1 人 分 の 栄 養 成 分 値
84ｋｃａｌ
6.3ｇ

エネルギー
たんぱく質

脂質
炭水化物

3.4ｇ
8.1ｇ

37mg
2.6ｇ

ビタミンC
食物繊維

食塩相当量 0.6g

４０g
４０g
４０g
４０g
４０g
３g
１０g

小さじ１

材料（2人分）
●白菜
●カボチャ
●ブロッコリー
●タマネギ
●厚揚げ
●塩昆布
●しらす
●すりゴマ

①

②

③

白菜は、３～４cm角のざく切りにする。カボチャはところど
ころ皮をむき、食べやすい大きさに切ってから５～６mmの
厚さに切る。ブロッコリーは小さめの小房に分け、タマネギ
は薄切りにする。厚揚げは、小さめの一口大に切る。
耐熱容器に白菜を入れ、カボチャを広げて加える。ブロッ
コリーを重ね、タマネギを散らす。その上に厚揚げ、塩昆
布、しらすを散らし、ふんわりとラップをする。
電子レンジ（６００W）に５～６分かけ、ラップを外さずにその
ままの状態で５～６分蒸らす（まだ、野菜が固いようであれ
ば再度加熱する）。ラップを外してすりゴマをかける。

作り方

高 梁 市 栄 養 改 善 協 議 会 連 合 会

栄

養委
員おすすめ

　せとうちエリアを旅する特別
な観光列車「La Malle de 
Bois（ラ・マル・ド・ボァ）」。12
月の土・日曜日は赤穂線を走り
ます（31日を除く）。
　観光列車の目的地は日生
（岡山駅・東岡山駅・長船駅・
伊部駅・日生駅のみで乗降
可）。到着後は、日生諸島での
みかん狩りや、旬のカキがたっぷりと入ったカキオ
コをお楽しみいただけます。特別仕様の列車で
ちょっぴり贅沢なひと時をお過ごしください。
　きっぷの予約・購入は、JR西日本ネット予約
「e5489」またはJR「みどりの窓口」など
で承ります。

備前市

県内各地の
情報を発信！

備前市文化観光課　TEL.0869-64-1832問

ラ・マ ル・ド・ボァ
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晴れ
の国 定検まやかお

知れば知るほど、
岡山県が
好きになる！

おかやま検定の答え【例題1】❹ 【例題2】❹

日本三大山城で、「日本100名城」
の1つでもある備中松山城がある
山は次のうちどれか。

に ほんさんだいやまじろ に  ほん めいじょう

びっちゅう

やま つぎ

まつやまじょう

例題1 正答率52％

❶愛宕山  ❷大平山  ❸高倉山  ❹臥牛山
あたご   やま おおひらやま たかくらやま がぎゅうざん

2021（令和3）年、奈義町西原ではある作物が収穫され、秋の宮中行事
「新嘗祭」に1980（昭和55）年以来41年ぶりに献穀された。この作物は
次のうちどれか。

れい  わ ねん な   ぎちょうにしばら さくもつ

さくもつ

しゅうかく あき きゅうちゅうぎょうじ

にいなめさい しょうわ ねん ねんい らい けんこく

つぎ

❶キヌア  ❷キビ  ❸ハトムギ  ❹アワ

例題2 正答率31％

岡山県観光連盟提供

●申込期間／11/10(木)～12/20(火)
●会場／岡山・東京　●受験料／1,100円

　　晴れの国おかやま検定
2/5（日）
令和5年

開催！

第9回 

岡山県議会事務局政務調査室　   TEL.086-226-7554     URL  https://www.pref.okayama.jp/site/gikai/問

県政に関する
大切な話題を
お届けしています

　県内すべてのタクシー（福祉限定車両は除く）で
利用できるお得な乗車券です。

　「公共交通利用促進宣言」をして、出勤や出張時の公共交通利用に取り
組んでいただく企業を募集中です。
　宣言企業には、取り組みに参加する従業員の人数に応じてお試し乗車券
（１人１，０００円［１００円×１０枚］）を提供します。

●料金／１セット４，０００円分の券を２，５００円で販売
●販売・利用期間／令和５年（2023年）１/３１（火）まで

●お試し乗車券 利用期間／
　令和５年（2023年）２/２８（火）まで

お試し乗車券専用窓口　TEL.０８６-２３２-５０６６問

岡山県タクシー協会　TEL.０８６-２７２-３４５１問

「公共交通利用促進宣言企業」募集中！

プレミアム付きタクシー乗車券販売中！

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

 　１２/１６(金)に、本会議場で高校生議会を開催します。次世代を担う高校生と
議長、副議長、各委員会委員長が県政の課題について議論を交わします。
　 当日の傍聴はできませんが、議会HPでライブ中継をするほか、後日、録画
配信します。詳細は、議会HPに掲載しますので、ご覧ください。 　国への要望事項として、「資源や資材の国内生産及び国

内調達の割合向上と安定確保」、「新型コロナウイルスの感
染抑制と社会経済活動の両立に向けた取組強化」、「ロー
カル線の維持に向けた取組強化」について決議されまし
た。中国五県議会議長の連名で関係省庁などへ要望書を
提出し、その実現を求めていきます。

　観光振興、物価高騰対策、四国の新幹線をテーマに
意見交換を行い、瀬戸内国際芸術祭2022が両県で
開催されていることを踏まえ、新型コロナ収束後に向
けて、瀬戸内の素晴らしさを国内外にアピールしてい
くことで意見が一致しました。
　また、両県共通の課題に対応するため、今後とも情
報を共有するとともに、継続して意見交換することを
申し合わせました。

　国への要望事項として、「インバウンド需要の拡大」に
ついて決議されました。中国四国九県議会議長の連名で
関係省庁などへ要望書を提出し、その実現を求めていき
ます。
　また、各県における鉄道ネットワークの維持についての
情報交換が行われました。

　加藤浩久議長と太田正孝副議長が出席した会議の概要をご紹介します。

前回（令和元年度）開催時の様子

中国五県議会正副議長会議 8/8  山口市

中国四国九県議会正副議長会議 8/17  徳島市

岡山・香川両県議会正副議長意見交換会 8/9  香川県観音寺市

参加する１７校はこちら！

●県立岡山朝日高等学校
●県立岡山城東高等学校
●県立岡山東商業高等学校
●県立岡山芳泉高等学校
●県立岡山御津高等学校
●県立鴨方高等学校 ※50音順

●県立倉敷青陵高等学校
●県立玉島商業高等学校
●県立玉野高等学校
●県立津山東高等学校
●県立早島支援学校
●県立和気閑谷高等学校

●金光学園高等学校
●清心女子高等学校
●創志学園高等学校
●中国デザイン専門学校
●津山工業高等専門学校

　県特有の災害リスクを解説。
子ども用や、要配慮者用の別
冊もあります。
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《お問い合わせ》 新エネルギー・温暖化対策室　TEL.086‐226‐7298

03 気候変動に対する取り組みを紹介します！File

新型コロナ感染症への取り組み
発熱などの症状が出た場合は、かかりつけ医や受診相談センターに電話相談の上、
必ず予約して受診してください。
問受診相談センター：各保健所（平日のみ）、または一般相談窓口（24時間対応）TEL.086-226-7877　FAX.086-226-7817

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

おかやまエコるんclub交流会の様子

環境コミュニケーションを
ビジネスチャンスに！

　環境コミュニケーションと
は、事業者、住民、行政など
の間で、環境に関する情報
を共有し対話することです。
事業者は、温室効果ガスや
化学物質を削減する取り組
みをHPに掲載したり、地域
の清掃活動への参加や工
場見学会の開催などによ
り、地域の方々とコミュニ
ケーションを図ります。
　環境コミュニケーションでは、事業場に対する漠然
とした不安や不信感を解消し、地域の方々と信頼関係
を築くことが大切ですが、更なるメリットとして、企業
のイメージアップや従業員の環境意識の向上、行動
のモチベーションにもつながると期待されています。

Topics

環境にやさしいEV（電気自動車）
を選ぼう！

　今、世界的にガソリン車からEV（電気自動車）に移
行する動きが進んでいます。EVは、走行時のCO2排
出量がゼロで地球温暖化対策への貢献も期待でき
ます。さらに走行性能も優れていて、加速がパワフル
かつスムーズ。燃費
（電費）が良いので維
持費も抑えられます。
また、蓄電機能は災
害時の非常用電源と
しても活用できます。

　令和４年（2022年）４月に設置された岡山県気候
変動適応センターでは、県内の気候変動による影響
や気候変動への適応策に関する情報の収集、整理な
どを行っています。
　センターでは、県の気候変動対策の推進の参考と
するため、県民の皆さんが感じる身近な気候変動の
影響を募集しています。「桜の開花時期が早くなっ
た」「見たことがない魚が釣れるようになった」「今ま
で育っていた作物が育たなくなった」など、皆さんの
身近で「これって気候変動の影響かも？」と
思うことを気軽に投稿してください。

Topics

これまで２年間、年末年始に新型コロナは流行して
います。自分を守り、家族や友人を守るために、
１日も早いワクチン接種をお願いします。

　地球温暖化の影響を少しでも和らげるため、温室効果ガスの排出を減らしましょう。
日々の生活の中で、無理なくできることから始めてみてください。

緩和

私たちと一緒に、活動してみませんか？
　県では、地球温暖化を食い止めるため、一緒に活動してくれる方を募集しています。地球温暖化
対策に関心があり、情報発信に取り組みたい方は、ぜひ参加してみてください。

オミクロン株対応ワクチンについて

初回（1・2回目）接種がまだお済みでない方へ

　オミクロン株対応ワクチン（BA.1対応型／BA.4-5対応型）は、オミクロン株に
対して、いずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待されます。

　初回（1・2回目）接種を完了していない方は、オミクロン株対応ワクチンを接種
できません。また、新型コロナワクチンを無料で接種できる期間は、現時点で令和
5年（2023年）3/31までとされています。オミクロン株対応ワクチンの接種を希
望される方は、従来型ワクチンによる2回目の接種を年内にお済ませください。

　地球温暖化に関心を持つ高校生が、興味のある
活動に気軽に取り組める、部活動のようなもので
す。一緒に地球温暖化対策に取り組んでくれる高校
生を募集しています。

おかやまエコるんclub
（高校生ボランティア）

岡山県飲食店感染防止対策第三者認証店
「県産農林水産物を当てよう！！ 岡山県第三者認証店 利用促進キャンペーン」
　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の基準をクリアした第三者認証店を利用した方に
県産農林水産物が当たる利用促進キャンペーンを実施しています。ぜひこの機会にご利用の上、
ご応募ください。

問岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業事務局　TEL.086-222-5611 受付9：00～17：00（平日）

三菱自動車 新型軽EV「eKクロスEV」

　ここで紹介する内容を参考に、皆さんもできることから始めてみてください。

　熱中症警戒アラートが発令されている日は、屋外
イベントや、冷房設備のない屋内でのイベントを中止、
または時間をずらすといった対応を取りましょう。

●猛暑に気をつけよう！

　県では、BCP（事業継続計画）の策定支援を行っています。BCP
とは、災害などの緊急事態に遭遇した際にも、重要な
業務を継続し、早期復旧を計るための計画です。ぜひ
とも策定して、さまざまな災害リスクに備えましょう。

●事業者の皆さんはこちらを！

●豪雨に備えよう！

　再生可能エネルギーの利用は、温室効果ガス排出量の削減に有効です。エネルギーを自給
自足することで、光熱費の削減や、停電時の対策にもつながります。

●住宅に太陽光発電設備を設置しよう！
　宅配便などの再配達は温室効果ガス
が増えるだけでなく、無駄な労働力やエ
ネルギーが使われ、経済的な損失につな
がります。時間や配達場所の指定、職場
受け取りなどで再配達を減らしましょう。
時間の有効利用にもつながります。

●再配達を減らそう！

ももたろうの防災

岡山県気候変動適応センター

　気象情報や土砂災害危険度などを、リアルタイムに
調べられるサイトです。 おかやま防災ポータル

■おかやま防災ポータル

■防災ガイド「ももたろうの防災」

「気候変動」の影響を教えてください！

Information

　地球温暖化対策の国民運動「COOL CHOICE
（クールチョイス／賢い選択）」と連動し、地球温暖化
防止をPRする大学生ボランティアスタッフ「おかやま
COOL CHOICE！サポーター」を募集しています。

おかやまCOOL CHOICE！
サポーター

（大学生ボランティア）

　今後、猛暑、豪雨などの発生増加が予測されています。もはや災害は特別な事象ではなく、
いつ起こってもおかしくないという意識を持ち、適応することが大切です。

適応

岡山県気候変動適応センターからのお知らせ

問危機管理課　TEL.086-226-7562問経営支援課　TEL.086-226-7353

問環境管理課　TEL.086-226-7305

詳しくは、右記より
ガイドブックをご覧ください▶

　県では、地球温暖化防止のため、地球にやさしい生活に取り組む人たちを、地球
（アース）を守る人（キーパー）、「アースキーパー」として募集しています。環境イベント
情報をお知らせするほか、ご家庭や事業所で排出したCO2の量をチェックできる環境
家計簿が利用できます。

●アースキーパーメンバーシップに登録しよう！

　このほか、温室効果ガス削減に向けて一人一人が取り組めることはたくさんあります。
環境省HP「ゼロカーボンアクション30」では、それぞれの取り組みが暮らしに与えるメリットも紹介しています。

■実施期間／令和4年（2022年）11/25（金）
　　　　　　～令和5年（2023年）1/31（火）
■応募方法／キャンペーンに参加する第三者認証店で飲食をして

いただき、異なる店舗のレシートなどを2枚以上集め
てください。対象店に設置の応募用紙または専用サイ
トから応募できます。対象店やキャンペーンの詳細は
専用サイトをご覧ください。

専用サイトは
こちらから

詳
細
は

岡
山
県
H
P
へ

接種対象者

使用するワクチン ファイザー社ワクチンまたはモデルナ社ワクチン

初回（1・2回目）接種を完了し、前回の接種から3カ月を経過した
12歳以上の全ての方

（12～17歳の方はファイザー社ワクチン）

予約は
岡山県共通

予約システムから

　地域における地球温暖化防止活動の推進役とし
て、住民への普及啓発などを行っていただきます。地球温暖化防止活動推進員
※任期2年。次回募集は令和5年（2023年）秋頃の予定。
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　県内の公立学校で講師として働いていただける方を
募集しています。対象は、必要とする教員免許状をお持
ちの方（取得見込み含む）
で、学校教育法などに定め
る欠格条項に該当しない方
です。勤務先は、県内の小
学校・中学校・高等学校・特
別支援学校などです。
　年間を通じて募集してい
ますので、ぜひ講師登録を
お願いします。詳しくはHP
をご覧ください。

VS 金沢武士団
VS ヴィアティン三重

●場所／ジップアリーナ岡山
1/14（土）・15（日）VS 東レアローズ

●場所／岡山シンフォニーホール1/9（月・祝）VS 木下マイスター東京

岡山シーガルズ
日本女子バレーボールリーグ（２０２２－２３ V１リーグ）

岡山リベッツ Ｔリーグ（卓球）

●場所／ジップアリーナ岡山
●場所／津山総合体育館

12/9（金）・10（土）
12/16（金）・17（土）

トライフープ岡山
Bリーグ（B３リーグ・バスケットボール）

スポーツ振興課　TEL.086-226-7440問
※料金は各チームのHPをご覧ください。

スポーツインフォメーション

岡山県公聴広報課では、フェイスブック、LINE、ツイッター、インスタグラムで最新情報をお届けしています。
イベントなどについては変更となる場合がありますので、事前にご確認ください。

前号の「晴れの国おかやま」について寄せられた、
ご意見・ご感想を紹介します。

コロナウイルスが完全に終わる事はなかなか難し
いと思われます。この状況を踏まえ、岡山県ではも
のづくり企業のサポートを、さまざまな観点からし
ているとのこと。大きな成果が出ることを期待して
います。（岡山市・7０代）

我が家にパーソントリップ調査票
が届きました。公共交通をより便
利にするための改善の取り組みに
役立てられるとか。情報を収集し、
より快適な岡山県を作り上げてい
く県の姿勢をうれしく思います。調
査票に回答するばかりではなく、さ
まざまな取り組みに県民として協
力していきたいと思っています。
（倉敷市・５０代）

グリーン成長についての記事を読んで、温暖化へ
の対応をコストと考える時代は終わり、成長のチャ
ンスと捉える時代に突入していると知り、良い意味
で驚きました。（浅口市・５０代）

読者の声

令和5年（2023年）

1/13（金）

※当日消印有効。  ※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

応 募 方 法

❶郵便番号 ❷住所 ❸氏名 ❹年齢 ❺電話番号 ❻正解だと思う答えの番号
❼本紙の感想 ❽メールアドレス（県のメルマガ配信を新たに希望される場合）
■はがき／〒700-8570岡山県公聴広報課「晴れの国おかやま12月号」係（住所不要）
■Eメール／harenokuni@pref.okayama.lg.jp「晴れの国おかやま12月号」係
■岡山県電子申請サービス／県HPのトップページから「県の広報」をクリックして
　広報紙「晴れの国おかやま」にお入りください（応募開始12月～）。

応募締切

記入
事項

宛先
QR

応募フォーム

岡山県の年平均気温は、
１００年あたり約何℃
上昇しているでしょう？

Q

10
名様

晴れの国おかやま館 推薦
岡山ラーメンセット

お か や ま か わ ら 版

♦一部の市町村においては市町村広報紙と一緒にお届けします。市区町村役場の窓口、県庁、県民局、地域事務所、
　郵便局、コンビニ（ファミリーマート、セブン・イレブン、ローソン、ポプラ）などでも入手できます。
♦岡山県にお寄せいただいた個人情報は、それぞれの業務目的以外には使用いたしません。
♦岡山県では財源確保のため広告を掲載しています。

この広報紙は環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

はがき・封書

▲

〒700-8570（住所不要）岡山県庁「県政への提言」係  FAX

▲

086-234-0500　
E メ ー ル

▲

teigen@pref.okayama.jp ※電話での受け付けは行っていません。

岡山県への施策提案や、事務事業の改善提案は「県政への提言」にお寄せください。

次号は2月発行（予定）
この紙面に記載している情報は11/9（水）時点のものです。

岡山県広報紙　晴れの国 おかやま ｜ 令和4年12月号4

　沖縄県では、沖縄の離島の文化・自然・人との交流を楽し
み、体験していただける離島モニターツアー「島あっちぃ」を実
施しています。参加後のアンケートへの回答を条件に、沖縄県
の補助により、沖縄本島出発の離島ツアーを８割引の旅行代
金で体験できます。魅力的な離島ツアーを多数用意しており
ますので、ぜひご参加ください。

沖縄県からのお知らせ ～岡山県のみなさんへ～

詳しくはHPをご覧ください

　「おかやま就活サポーター」とは、県内企業などに勤め
る若手社員が社会人の先輩として、自身の就活体験や
県内で働くことの魅力を伝えたり、就活学生の皆さんか
らの相談にメールなどで応じたりする制度です。
　県内企業などで実際に働
く社員の声を知りたい方や、
就活で気になることを気軽に
聞いてみたい方は、ぜひこの
制度をご活用ください。
　就活サポーターが皆さんの
就職を力強く後押しします！
詳しくはＨＰをご覧ください。

お知らせ

岡山県中小企業団体中央会　TEL.086-224-2245問

募　集

教育庁教職員課　TEL.086-226-7915問

　岡山の四季を代表する魚介類として選定された「おか
やま旬の魚」など、県産水産物を使った料理の写真を募
集しています。「魚愛」あふれる優秀作品には、県産木材
のホオノキを使ったまな板が当たります。
　カキやイイダコ、
ヒラメといった冬が
旬の魚介類などを
使った料理写真を、
専用応募フォームや
SNSから、ぜひご応
募ください。

募　集

水産課　TEL.086-226-7446問

●期間／～令和5年（2023年）2/28（火）

　「結びすと」は、結婚を希
望する若者を応援する結
婚支援ボランティアです。
県が運営する「おかやま縁
むすびネット」でマッチン
グした男女のお見合いの
立ち合いなどにご協力い
ただきます。若い２人の幸
せ探しのお手伝いをして
みませんか？
　研修会やマニュアルも
ありますので、まずは気軽
にお問い合わせください。

募　集

おかやま出会い・結婚サポートセンター
TEL.086-236-0802（9：00～18：00）※月曜日は休み

問

●場　所／JA晴れの国岡山「Aコープあしん店」「あしん広場」
●定休日／毎週火曜日
※数量限定販売のため、売れ切れ次第、終了となります。

　岡山県新見農業普及指導セン
ターが阿新桃部会、JA、新見市と協
働で開発したお酒「桃赤」が１０月に
発売されました。「桃赤」は、イベント
や直売所での販売を通じた産地の
知名度向上を目的に、規格外の桃
を活用し製造しました。
　新見の赤い桃をふんだんに使用
した風味豊かなお酒です。ぜひ新見
市の下記の店舗にお越しください。

お知らせ

JA晴れの国岡山新見広域営農経済センター TEL.0867-72-3134問

もも  か

岡山県知事 

　地球温暖化の問題は世界規模で深刻さ
を増しており、異常気象や自然災害の頻
発など、気候変動の影響が現れつつあり
ます。本県でも、近年、最高気温・最低気
温ともに上昇傾向にあり、猛暑日や熱帯
夜となる日数が増えています。
　持続可能で暮らしやすい岡山県であり
続けるためには、県民一人一人のより環境
にやさしい取り組みの実践、事業者による
省エネの取り組みや環境マネジメントシス
テムの導入などにより、温室効果ガスの排
出を減らし、さらなる気温上昇を抑制する
とともに、気候変動の影響に対処して被
害を少なくしていくことも重要です。
　気候変動対策は、県民、事業者、県や市
町村などが一丸となって、さまざまな分野
で取り組む必要があります。未来の世代の
ためにも、今から一緒に始めましょう。
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01 気候変動が及ぼす県内への影響とは？File
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岡山県マスコット「ももっち・うらっちと仲間たち」

岡山県広報紙
岡山
について話そう

2面 ・新型コロナ感染症への
　取り組み

1・2面 今はじめよう！気候変動対策特
集

・晴れの国おかやま検定
・おかやま地産地消レシピ

・県議会だより
・県政フラッシュ
・市町村だより

3面 ・おかやまかわら版
・スポーツインフォメーション

・読者の声
・プレゼントクイズ

4面

水稲の白未熟粒（左）、正常な粒（右）

着色が不良な果房（左）と良好な果房（右）

県では、年平均気温が100年あたり約1.3℃上昇しています！
　県内でも地球温暖化の影響と考えられる、さまざまな事象が発生しています。

02 気候変動に対応するには、「緩和」と「適応」の両方が必要！File

どちらの努力も必要不可欠です！
　気候変動には、二つの対策があります。まずは、気候変動の原
因とされる温室効果ガスの排出を抑える「緩和」。これが何より
も重要かつ根本的な対策です。しかし、この緩和の効果が現れる
には長い時間がかかります。また、すでに過去に排出された温室
効果ガスが大気中に蓄積されていますから、すぐさま気候変動
の影響をゼロにすることはできません。
　こうした避けることのできない気候変動の影響に備え、被害を
最小限に抑えようとする対策が、「適応」です。この二つは車の
両輪のようなもので、どちらの努力も不可欠です。

次ページで、皆さんにお願いしたいことや、県の取り組みを具体的に紹介します！

今 はじ めよう！
気 候 変 動 対 策
「暮らしやすいおかやま」であり続けるために

自然災害
●県内に大きな被害をもたらした平成30年7
月豪雨が発生した原因の一つとして、地球
温暖化に伴う水蒸気量の増加が挙げられ
ています。
●この豪雨に相当する大雨の発生確率は、
地球温暖化の影響がないと仮定した場合
と比較して、約3.3倍と考えられています。
●全国的にも、豪雨や猛暑日の頻度が増加
しています。

農林水産業への影響
●農業では、夏期の高温により、水稲やモモ、
トマト、ブドウなど、農産物の品質が低下
することがあります。
●畜産業では、飼料摂取量が減少し、家畜の
生産量が低下するなどの影響がみられます。
●林業では、短時間豪雨などの発生頻度が
増加傾向にあることに伴い、山地災害の
発生リスクが顕在化しています。
●水産業では、海水温の上昇などにより、
ノリの生育不良などがみられます。

熱中症の増加
●熱中症救急搬送者数が、平成27年度
（2015年度）以降、毎年1,000人を超えて
います。
●平成30年度（2018年度）の熱中症救急
搬送者数は特に多く、2,296人でした。
●都道府県別人口10万人あたりで比較した
熱中症救急搬送者数は、全国でも毎年上
位にあります。

緩和 適応
原因を少なくする

気温上昇、降雨パターンの変化、
海面水位の上昇など

影響に備える

気候変動

化石燃料の
使用による

CO2排出などを
抑える

生活、社会、
経済、自然環境
への影響に
対処する

［例］
・省エネ機器の導入
・再生可能エネルギーの利活用
・CO2を吸収する森林の管理

［例］
・高温でも育つ農作物の品種開発
・豪雨などに対応したインフラの整備
・熱中症対策

イラスト出典：気候変動適応情報プラットフォーム
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