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概要 

私たちのアグリフードシステムに気候変動の緩和と適応を実施する緊急の必要性があり

ます。しかし、気候変動は単に科学的または技術的な問題ではありません。気候変動に

対処する上で最も顕著な障壁のいくつかは、経済的、政治的、文化的構造を含む組織的

なものです。しかし、農家は積極的なエージェントであり、彼らの多くはこれらの障壁

にもかかわらず有益な実践に従事しています。しかし、私たちの農業システムを変革す

るためのより高いレベルの組織的支援は依然として不可欠です。このプレゼンテーショ

ンでは、高度に工業化された農業セクターがあり、気候変動の影響に非常に敏感な地域

であるカナダのアルバータ州の事例について説明します。アルバータ州の農家への調査

とインタビューに基づいて、アルバータ州の農家の間で観察された構造的障壁と機関(媒

介)について議論します。私たちは、このセクターの気候変動を促進することができる一

連の戦略で締めくくります。 

  

 

気候危機への対応における社会的な障壁と実現可能性 

～アルバータ州の農家での実例をもとに～ 
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Abstract 

 There is an urgent need to implement climate change mitigation and adaptation in our 

agri-food systems. Climate change is not simply a scientific or technological issue, 

however. Some of the most salient barriers to addressing climate change are 

organizational: including economic, political and cultural structures. However, farmers 

are active agents and many of them are engaging in practices that are beneficial despite 

these barriers. However, higher levels of organizational support for transforming our 

agricultural systems is still essential. In this presentation, we discuss the case of Alberta, 

Canada, a region with a highly industrialized agricultural sector, and one that is highly 

sensitive to the impacts of climate change. Based on surveys and interviews with 

Albertan farmers, the structural barriers, and agency observed among Albert's farmers 

is discussed. We conclude with a set of strategies that can enhance the climate 

transformation of this sector.  

 

Social and organizational dimensions of  

climate change mitigation and adaptation in 

agriculture: A case study of Alberta 
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