
  

 

 

 

 

 

ストップ気候危機！自治体議員による気候非常事態・共同宣言 
 
2016年、気候変動の脅威とそれに対処する緊急の必要性を認識し、

「産業革命前からの地球の気温上昇を２℃未満に抑え、1.5℃未満に

抑える努力をする」ことを目標とした国際条約「パリ協定」が発効し

ました。しかし、その後も世界のCO2（温室効果ガス）排出量と平均

気温は観測史上最高を記録し、産業革命前から1.1℃上昇しています。

さらに、パリ協定に基づく各国のCO2削減目標が達成されたとしても、

今世紀末には世界の気温は3℃上昇すると、国連は警告しています。 

すでに、気温の過熱化によって、世界各地で熱波、ハリケーン、山

火事、洪水、海面上昇、干ばつ、氷床融解などの極端な気候変動が頻

繁に引き起こされ、日本国内でも気象災害が深刻化しています。地球

上の各地で人々の生命や暮らしが危険にさらされ、自然や生物多様性

が損なわれています。 

 ９月の国連気候行動サミットでは、77カ国が2050年までにCO2排

出量を実質的にゼロにすること（カーボンニュートラル）を表明しま

した。しかし、日本政府はCO2削減目標（2030年に2013年比で26％、

2050年に80％削減）の引き上げに消極的で、石炭火力発電所を増設・

輸出し、世界一低い炭素税を引き上げようともしていません。 

 このような中で、世界中の若者がグローバル気候ストライキに立ち

上がり、９月の行動には185カ国で760万人以上が参加しました。さ

らに世界の1100を超える自治体や政府機関が、気候非常事態を宣言

し、問題の解決に総力をあげて取り組むことを表明しています。 

 私たちは自治体議員として、地球温暖化に起因する気候変動が人間

社会や自然界にとって著しい脅威となっていることを認識し、ここに

気候非常事態を宣言し、連携して以下の取り組みを広げます。 
  
１．私たちは、気候危機が迫っていることを積極的に発信します。 

２．私たちは、2030年までに温室効果ガスを半減し、2050年までに

実質ゼロにするために全力で取り組みます。 

３．私たちは、所属する自治体や日本政府に対して、「気候非常事態宣

言」と実効的な対策と行動計画の立案と実施を求めます。 

４．私たちは、気候危機に対して、市民やNPO/NGOを含む諸団体、

自治体や行政機関と連携した取り組みを広げます。 
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11/29（金） 
 
12:00 集合 新宿中央公園（水の広場） 

新宿駅西口徒歩 10 分 都庁の先 

12:30 マーチスタート 

13:30 流れ解散 

気候危機は、すでに待ったなしの緊急

事態です。12 月 2 日からスペイン・マ

ドリードで開催される COP25（国連気候

変動枠組み条約第２５回締約国会議）にむけ

て、11月 29日に世界中の数百万の人々

が一斉に気候非常事態に警鐘を鳴らし、

各国政府に対策を求めるアクションが

行われます。私たちは、足元のそれぞれ

の町からの取り組みを呼びかけます！ 

参加 
しよう！ 

●賛同議員を裏面に掲載 



2019.11.20現在 274人（＊呼びかけ人 119人） 最新の賛同議員はHPに随時掲載 
 

●北海道 ＊広田まゆみ（北海道議）＊国忠崇史（士別市議）＊斉藤うめ子（ニセコ町議）＊富岡達彦（名寄市議）  

＊鈴木かなみ（東川町議） 

●岩手県 吉田敬子（岩手県議）＊戸塚美穂（紫波町議） ●宮城県 ひぐちのりこ（仙台市議） ●山形県 ＊草島進一（鶴岡市

議） ●福島県 ＊蛇石郁子（郡山市議）＊高橋善治（郡山市議）＊岡田哲夫（郡山市議） 齋藤仁一（喜多方市議）  

＊蛭川靖弘（喜多方市議）＊佐原真紀（福島市議）＊馬場 浩（南会津町議） 

●茨城県 磯崎達也（茨城県議）＊遠藤 実（茨城県議） 結城しげる（取手市議） 岡野孝男（石岡市議） 宮嶋 謙（かすみが

うら市議） ●栃木県 ＊いでい昌子（宇都宮市議）＊阿部和子（日光市議） ●埼玉県 浅野目義英（埼玉県議） 辻 浩司（埼

玉県議） ＊清野和彦（秩父市議） ＊岩田京子（吉川市議）＊濱田美弥（吉川市議）＊猪股和雄（久喜市議） 川辺美信（久喜市議）  

＊川口啓介（川越市議）＊伊藤正子（川越市議）＊渋谷登美子（嵐山町議）＊さいとう万紀子（羽生市議）＊湯谷百合子（蓮田市議）  

日高英城（北本市議）＊斎藤信治（白岡市議）＊矢澤江美子（八潮市議）＊松田典子（越谷市議）＊山田裕子（越谷市議） 

●東京都 ●＊山内れい子（東京都議）＊奈須りえ（大田区議） 北澤潤子（大田区議）＊中村まさ子（江東区議）  

千葉さきえ（江東区議）＊川野たかあき（杉並区議）＊奥田雅子（杉並区議）＊けしば誠一（杉並区議）＊新城せつこ（杉並

区議） 奥山たえこ（杉並区議）＊そね文子（杉並区議）＊山本あけみ（杉並区議）＊ひわき岳（杉並区議）＊関口健太郎（杉並区議） 

＊五十嵐やす子（板橋区議） 小枝すみ子（千代田区議） 長谷川みえこ（千代田区議） 池尻成二（練馬区議） 高口ようこ（練馬区議）  

きみがき圭子（練馬区議） やない克子（練馬区議）＊金井ひろし（目黒区議）＊鴨志田リエ（目黒区議） 西崎つばさ（目黒区議）  

伊藤ひとみ（江戸川区議） 本西光枝（江戸川区議） 田中さやか（品川区議） 吉田ゆみこ（品川区議） 高岡じゅん子（世田谷区議）  

田中みち子（世田谷区議） 金井えり子（世田谷区議） 塚田ひさこ（豊島区議）＊山崎たい子（北区議） ●＊橋本久雄（小平市議）  

水口かずえ（小平市議） さとう悦子（小平市議） 山﨑とも子（小平市議） 山浦まゆみ（小平市議）＊坂井えつ子（小金井市議）  

＊田頭祐子（小金井市議） 白井 亨（小金井市議） 村山ひでき（小金井市議） 重松朋宏（国立市議） 関口ひろし（国立市議）  

小川ひろみ（国立市義） こはまかおる（国立市議） 上村和子（国立市議）＊山本ようすけ（立川市議）＊稲橋ゆみ子（立川市議）  

＊西埜なお美（府中市議） 前川浩子（府中市議） 奥村さち子（府中市議）＊中村のりひと（あきる野市議）＊野村羊子（三鷹市議）  

＊高木さとこ（狛江市議）＊平井里美（狛江市議） まつざき淑子（狛江市議） 加藤功一（狛江市議） 田村ひろゆき（西東京市議）  

かとう涼子（西東京市議） 後藤ゆう子（西東京市議） 大野まさき（多摩市議） 岩崎みなこ（多摩市議） 岸田めぐみ（多摩市議）  

＊白井なおこ（日野市議） 有賀精一（日野市議） 川名ゆうじ（武蔵野市議） 西園寺みきこ（武蔵野市議） 内山さと子（武蔵野市議）  

山本ひとみ（武蔵野市議） 辻よし子（あきる野市議）＊白石えつ子（東村山市議） 村上洋子（稲城市議） 木下やすこ（調布市議）  

前田よしこ（八王子市議） きだあや（八王子市議） わたべ真実（町田市議） 篠原ゆか（昭島市議） 林まい子（昭島市議） 小西みか（清

瀬市議） 布施ゆめ（清瀬市議） 岩永やす代（国分寺市議） 高瀬かおる（国分寺市議） じつかわ圭子（東大和市議） 三原智子（福生市

議） 山崎陽一（福生市議） ひだ紀子（青梅市議） 

●千葉県 ＊菊岡たづ子（千葉県議）＊伊藤とし子（千葉県議）＊会津素子（成田市議）＊佐藤 剛（鎌ヶ谷市議）  

＊林さえこ（柏市議） 松本寛道（柏市議）＊高山としあき（八千代市議）＊増田 薫（松戸市議）＊岡本ゆうこ（松戸市議）  

戸張ともこ（松戸市議） 渡辺 忍（千葉市議） 松井かよ子（千葉市議）＊小坂さとみ（千葉市議） 相京邦彦（東金市議）＊川口えみ（佐

倉市議）＊五十嵐智美（佐倉市議） 松島 梢（佐倉市議） 桜田秀雄（八街市議）＊小田川 敦子（白井市議） 秋本のり子（市川市議）  

＊白井則邦（酒々井町議） 藤田 幹（富里市議） ●神奈川県 ＊大野トモイ（横浜市議）  

●新潟県 ＊中山 均（新潟市議）＊石附幸子（新潟市議）＊加藤大弥（新潟市議）＊青木 学（新潟市議） 栗原 学（新潟市議） 

牧田正樹（上越市議） 荒井眞理（佐渡市議）＊佐藤隆一（小千谷市議） 長谷川有理（小千谷市議） 飯塚寿之（柏崎市議）  

小木曽茂子（津南町議） ●富山県 上野ほたる（富山市議） 島 隆之（富山市議） ●石川県 ＊熊野盛夫（金沢市議）  

＊喜成清恵（金沢市議） ●長野県 ＊坂本紀子（飯島町議）＊ますだ望三郎（安曇野市議） 河本明代（大鹿村議）   

●岐阜県 ＊井上あけみ（多治見市議） 安藤直実（恵那市議） 小森忠良（岐阜市議）＊石井伸弘（北方町議）  

●静岡県 ＊杉山 淳（静岡県議）＊松谷 清（静岡市議）＊高橋隆子（伊豆の国市議）＊山下ふみこ（沼津市議） 江本浩二（沼

津市議） 平野けん（沼津市議） 大場豪文（沼津市議）＊鈴木 恵（浜松市議） 鈴木久裕（掛川市議） 織部光男（菊川市議）  

倉部光世（菊川市議） 西下敦基（菊川市議） 森伸一（島田市議） 大石和央（牧之原市議） 八木 勝（藤枝市議） 中田博之（吉田町議） 

福世義己（吉田町議） 三上 元（湖西市議）＊岡田光正（焼津市議） 秋山博子（焼津市議） ●愛知県 ＊石川 翼（安城市議）  

＊白井えり子（日進市議） 舟橋よしえ（日進市議） 山田久美（日進市議） 城内しづ（刈谷市議） 井上恭子（常滑市議） 鷹羽富美子（大

府市議） ●三重県 稲森としなお（ 三重県議） 楠谷さゆり（松阪市議） 

●滋賀県 ＊冨波義明（滋賀県議） 是永 宙（高島市議） ●京都府 吉高ゆかこ（京田辺市議） 山本しのぶ（木津川市議）  

杉谷伸夫（向日市議） ●大阪府 ＊野々上 愛（大阪府議）＊遠矢かえ子（高槻市議） 川口洋一（高槻市議） 高木りゅうた（高

槻市議）＊増田京子（箕面市議）＊中西智子（箕面市議） 髙橋 登（泉大津市議） 光城敏雄（大東市議） 佐々木きえ（河南町議）  

中田みどり（島本町議） 木村 真（豊中市議） いそがわ ゆか（吹田市議） ●兵庫県 ＊丸尾 牧（兵庫県議） 井奥まさき（高砂市議）  

＊丸谷さとこ（明石市議）＊山崎けんいち（尼崎市議）＊酒井 一（尼崎市議）＊藤本邦彦（朝来市議） 高橋ひでのり（神戸市議）  

＊よつや薫（西宮市議） 一色風子（西宮市議） ひぐち光冬（西宮市議）＊まつお正秀（西宮市議）＊野口あけみ（西宮市議）  

高橋あこ（伊丹市議）  大津留 求（伊丹市議） ＊今里あけみ（姫路市議） 池田いつ子（稲美町議） ●奈良県 阪本美知子（奈良市議） 

●鳥取県 土光 均（米子市議） ●岡山県 ＊大塚 愛（岡山県議）＊光吉 準（鏡野町議） 鬼木のぞみ（岡山市議）  

●広島県 吉見 茂（安芸太田町議） ●山口県 姫野敦子（岩国市議） 

●徳島県 ＊吉田益子（徳島県議） ●香川県 ＊米田晴彦（香川県議）＊太田あゆみ（高松市議）＊植田まき（高松市議）  

三好東曜（綾川町議） 茂木邦夫（土庄町議） 鈴木美香（土庄町議） 田中久司（東かがわ市議） 堤 弘行（東かがわ市議）  

●愛媛県 武井多佳子（愛媛県議） あさぬま和子（愛媛県議） 浅野修一（宇和島市議）＊たぶち紀子（松山市議） 

●福岡県 ＊堤かなめ（福岡県議）＊荒木龍昇（福岡市議）＊池田良子（福岡市議）＊藤井芳広（糸島市議）＊村上さとこ（北

九州市議） かねこかよ（飯塚市議） 笠利 毅（太宰府市議） 妹川征男（芦屋町議）＊だんした季一郎（筑紫野市議）  

松﨑百合子（大野城市議） ●佐賀県 ＊牧瀬昭子（鳥栖市議）＊福島尚美（唐津市議） ●長崎県 ＊林田二三（東彼杵町議）  

＊近藤隆二郎（小値賀町議） ●大分県 ＊玉田輝義（大分県議）  

＊原田孝司（大分県議） ●宮崎県 松岡祐樹（日南市議）  

●鹿児島県 ＊野口英一郎（鹿児島市議）＊小川みさ子（鹿児島市議） 

東 海 

北海道 

東 北 

北関東 

東 京 

南関東 

中 国 

近 畿 

北信越 

四 国 

九州・沖縄 
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自治体議員による気候非常事態・共同宣言の会 
事務局：東京都中野区新井 2-7-10-301 緑の党気付 
https://cedgiin.jimdofree.com/ 
 


