
自治体から脱炭素を、
わたしたちのアクションで。

ゼロエミッションを実現する会がやってきたこと、これか
らしていくこと。

2021年7月21日
ゼロエミッションを実現する会　事務局
国際環境NGOグリーンピース・ジャパン　鈴木かずえ



お話しすること

・「ゼロエミッションを実現する会」の活動

・自治体の地球温暖化対策について

・衆議院選挙に向けての取り組みと今後の活動



原点は1991年湾岸戦争

1991年、湾岸戦争をとめたく
て、国際環境NGO
グリーンピース・ジャパン

でボランティアを始める。

後、アルバイト期間を経て正
職員になり、2004年末に退
職後、2011年に復職。

現在、気候変動・エネルギー担当



「ゼロエミッション東京を実現する会」



ゼロエミッションを実現する会をつくった理由：気候変
動

集中豪雨、熱波、感染症...気候変動はまったなし

2015年：パリ協定
・1.5度目標
・二酸化炭素実質ゼロ

2018年：IPCC1.5度報告書
・2030年までに45%
・2050年までに実質ゼロ

九州北部の豪雨による冠水被害(2019年8月



ゼロエミッションを実現する会をつくった理由：ゼロ
エミッション東京宣言

2019年5月
・ゼロエミッション東京宣言

2019年12月
・ゼロエミッション東京戦略

・グリーンピース・ジャパン

でワークショップ開催、

ブレーンストーミング



目的：自分の自治体の脱炭素

宣言だけではなく、実際に脱炭素化

例：
・2030年までの温室効果ガス削減目標強化
・施策強化の推進



ゼロエミッションを実現する会
（東京では）



なぜ、自治体へのはたらきかけ？

・電話をすれば、担当者と話すことができる

・メールを送れば返事がくる

・意思決定者と対話の場がある
区長と話そう/ワークショップ

・自治体議員は身近な存在

・議員はご近所さん

より声が届く



こんなことやってます。

毎週オリエンテーション・定例会をしています。→
1. 毎週土曜日 9:30〜 新参加者のためのオリエンテーション
2. 毎週土曜日 10:00 定例会（それぞれやっていることを共有、相談ごとあれば

相談、リクエストに応じて勉強会）

勉強会・読書会・シンポジウム

自治体ごとのチーム会議が開かれています。
・新宿区
・中野区
・葛飾区
・杉並区
・目黒区
・練馬区
・千葉県（流山/柏合同会議）
など



こんなことやってます。

・Facebookグループ
https://www.facebook.com/groups/2177187729
253909
投稿内容は：

・気候変動に関する重要な記事、資料、書籍

・行動（パブコメや署名、スタンディングなど）のよび
かけ

・イベント案内

・

https://www.facebook.com/groups/2177187729253909
https://www.facebook.com/groups/2177187729253909


重要な情報はウェブサイトへ
zeroemi.org

1 カレンダーで気候関連イベントをチェック

https://zeroemi.org/event-calendar/

https://zeroemi.org/event-calendar/


こんなことやってます。

同じ自治体で仲間に。 

 

自分の住まう自治体を表明した方は、グーグルス
プレッドシートの「みんなで調査シート」の【仲間探
し】のところにアカウント名が記入されます。これで
仲間づくりをしています。



こんなことやってます。

・行政への情報提供、要請行動

・議会への陳情・請願提出

・地方議員への情報提供、協働

・地域ごとの会議、イベント実施



こんなことやってます。

情報提供
➢ 気候がどんなに危機的状況か
➢ IPCCのいう2030年までの2010年比

45%削減の自治体への意味
➢ 施策例（断熱・再エネ調達など）



モットー

やりたい、という人が、できる時間に、できる場所で、やりたいこと

を、できる分だけ。

プレッシャーを感じず、感じさせず。

参加者のライフステージはいろいろ。助け合って活動をすすめましょ

う。



• ”ゼロカーボンシティ宣言”を行ってもらうため区議に相談

• 請願書ではなく議会質問で確認、という方向に決定

• 相談時に区長とも5分ほど対話する時間をいただき直接お願いを実施

▶ 2020年11月の議会内で区長から宣言する方向との前向きな発言あり

→2021年10月にゼロカーボンシティ宣言予定

• 区長との意見交換会やタウンミーティングでの気候変動対策に関する質問

• 区議とのメール、電話、訪問しての

気候変動問題への姿勢について質問、対話の実施

中野区での活動の紹介



• 2020年　9月活動開始

• オンラインMTG、風車見学会など

• 区温暖化対策課長や区議会議員との対話

• 大規模事業所への質問、要請

• 請願書準備、提出　

• 2021/3/26　ゼロカーボンシティ宣言

港区での活動の紹介



目黒区：陳
情書を提
出、議会で
趣旨説明

八王子：勉強会

練馬区と文京区
：署名



オンラインセミナー/読書会

2021年8月7日　野心的な市区町村の温暖化対策実行計画の作り
方 信州大学茅野先生

2021年7月17日 陳情・請願ってどうやるの？

2021年4月17日「人新世の資本論」読書会

2021年3月6日　自治体内の企業の気候変動対策を学ぶ～TCFD
の基礎～

2021年2月18日　自治体のゼロ・エミッションはこう実現する：2030
年削減目標強化のために：産総研の歌川学さんに聴く



課題

・情報公開
審議会の配布資料、議事録が公開されていない場合がある。
傍聴に制約のある場合も。

・パブリックコメントの有効性
パブリックコメントによって大きく方針が変えられることはないと言われ
ている
パブリックコメントが募集されていることが周知されていない

・コンサル会社
コンサル会社の質によって左右されてしまう？

→　市民参画を必須のもの、と位置づけてのしくみづくりが必要



都議選候補者気候アンケート

127人から回答



フライディズ・フォー・フューチャー・東京のインスタグラム

ゼロエミッションを実現する会のインスタグラム・ツイッター



選挙アクションガイド



長野県2030年CO2削減目標
引き上げに向けて

ゼロエミッションを実現する会に、長野県の参加者がパブコメの案
内投稿　　4/15

素案では、2030年48%削減（2013年比）

地元のみなさんと連携しての活動、パブコメ、県知事家のメール
送信よびかけ...

60%へ引き上げ決定　　　　　　　　　　

くわしくはhttps://zeroemi.org/210524nagano/

https://zeroemi.org/210524nagano/


自治体とは

日本の都道府県や市区町村の行政機関のこと。 

「地方公共団体」ともいう。 

地域は住民によって運営されるべきであり、 

そのために、国とは独立して地方公共団体がある。 

 



温暖化対策計画に声を届ける

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体は「地方公

共団体実行計画」を策定する（＝自治体の温暖化対策） 

 

 
→気候危機を回避できる目標を

→気候危機を回避できる具体的施策を



自治体が気候のためにできること

行政
・計画策定
・施策の執行
・予算の実行

議会
・条例制定
・予算の承認
・議会で質疑

しくみづくり　

省エネ　再生可能エネルギー（創エネ・調達）シェア　リユーズ　リサイク
ル　リペア..家庭部門、業務部門、交通部門...



今が、行動のとき

地球温暖化対策基本計画
多くの自治体で改定中！

・できるだけ早い段階で関与を。
---パブコメの段階では、かなり固まっている



地方公共団体実行計画（区域施策編） 策定・実施
マニュアル（本編103ページ）
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/manual_
main_202103.pdf

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/manual_main_202103.pdf
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/manual_main_202103.pdf


参考：長野県ゼロカーボン戦略の省エネ



自治体ができること　・省エネ

行政が自らすること
・庁舎の省エネ点検→断熱改修
・公共施設の省エネ一斉点検→断熱改修/機器の更新
（入札基準の見直し）

施策としてできること
・民間建築物への省エネ診断提供→断熱改修相談
（地域の工務店と連携）
・断熱改修補助金：壁/屋根/複層ガラス
・独自の断熱基準設定
・工務店研修
・報告書制度の導入



自治体ができること　・再エネ

・ソーラーパネルポテンシャルマップ
・新築建築物へのソーラーパネル導入説明義務や奨励
・工務店、商工関連との連携・研修
・自治体電力
・ソーラーシェアリング
・市民電力の後押し
・再エネ調達
（調達基準の見直し）
・報告書制度



まだまだできる省エネ

　「東京都の再生可能エネルギー
100% シナリオ
～グリーン・リカバリーによる脱炭素

化ロードマップ～」

https://www.greenpeace.org/japan/uncategorized/publi
cation/2021/06/08/51880/



今後の取り組み

・衆議院選挙候補者アンケート

・自治体温暖化対策計画への意見提出、行政との意
見交換

・議会への請願・陳情、議員との意見交換

・参加者のリーダーシップ研修（仲間作りなど）



衆議院選挙候補者気候アンケート

テーマ

1. 気候危機対策の重要性
2. エネルギーミックス
3. 石炭火力
4. 原子力
5. 温室効果ガス削減目標
6. カーボンプライシング
7. 気候危機やカーボンニュートラルへの取組み
8. 日本社会のビジョン



候補者アンケートの重要性

１　有権者と候補者のエンゲージメント
２　候補者への教育効果
３　メディアへのアピール
４　有権者への情報提供
５　３者への啓蒙（全プロセスをとうして）



参加者へのリーダーシップ研修

・自治体から、気候変動問題に取り組むために知っておい
たほうがいいこと　
自治体の役割、住民の権利など

・グループ活動をするにあたっての知識やノウハウ
チームづくり、チームメンバーの関係構築、計画立案の方
法、ロビー活動についてなど

350の気候変動基礎クラスや、コミュニティ・オーガナイジン
グ・ジャパンのコミュニティ・オーガナイジング・ワークショプと
も連携しながら、ゼロエミ研修、はじめます！



各地で取り組む草の根のグループをつくっていく

・2030年までの温室効果ガス削減目標
強化

・施策強化（省エネ、再エネ）
↓

脱炭素社会



ぜひ、ご参加ください。
「ゼロエミッションを実現する会」Facebook グループ
https://www.facebook.com/groups/2177187729253909



気候変動問題の基礎知識

動画
気候変動とその原因・簡単に紹介 10分
[地球のミライ] 温暖化は新フェーズへNHKスペシャル「2030 未来への分岐点」暴走する温暖化 
“脱炭素”への挑戦 | SDGs | NHK　5分
[地球のミライ] 2100年に“待っている未来” | NHKスペシャル「2030 未来への分岐点」暴走する

温暖化 “脱炭素”への挑戦 | SDGs | NHK　5分　

[地球のミライ] 若者たちの声で脱炭素へ！ | NHKスペシャル「2030 未来への分岐点」暴走する

温暖化 “脱炭素”への挑戦 | SDGs | NHK　　5分

3.5%の綱引き | 正多 江守 | TEDxUTsukuba

スライド
　　気候変動リスクと「卒炭素」への道　　　　

そのほかさまざまな資料が以下にあります。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ORBzfNEhZhRLKwDpEU69oSLjXj-yS2G1nwk
WRmlOcKM/edit?fbclid=IwAR0BXTSect2RkQ0jz85vAKXkK23-qstfx3s_FXGqlP0opb6CCi
k0kYWZz08#gid=1581710250

https://www.youtube.com/watch?v=DHqDAHZQ_JE
https://www.youtube.com/watch?v=J7OpIbxtZ3A
https://www.youtube.com/watch?v=J7OpIbxtZ3A
https://www.youtube.com/watch?v=f6J3gptt76I
https://www.youtube.com/watch?v=f6J3gptt76I
https://www.youtube.com/watch?v=wFqEDEAFUlc
https://www.youtube.com/watch?v=wFqEDEAFUlc
https://www.youtube.com/watch?v=zTsK24H7SjM
https://japanclimate.org/wp/wp-content/uploads/2019/11/191122_Lecture1.pdf?fbclid=IwAR3E_J7mBMbsHQnj6cFrc1Ib_h-Mlrd2GkXlFK8eE_4QJ8ckqXROirh6hrg

